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炭酸みたいにはじけろ！ ～３１８人のキセキ～

９日、陸上･日本学生対校選手権 第２日 男子１００m決勝
で、桐生祥秀選手が日本人初の「９秒台」となる９秒９８をマ
ークし、会場の福井県営陸上競技場にかけつけたみなさんをは
じめ、福井の多くの方に興奮と感動をもたらせました。
一中においても３日（日）、４日（月）に学校祭が行われ、多

くの感動とすがすがしさを与えてくれました。

テーマに込めた思い
情熱
何事も熱く取り組んでほしい

調和
思いを一つにして、みんなで協
力して頑張ってほしい

勝負
体育祭で各色団結して頑張っ
てほしい
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３日 体育祭 開会式

２日オープニング

地域の講師の先生方、
貴重な体験をありがとうございました。

木工クラフト
私は木工クラフトでペン立てを作りました。毎年木工クラ

フトだったけど、いろいろな作品が年ごとに作れたので良か
ったです。自分の好みに合わせかわいいものが作れました。
最後の学校祭が楽しくなって嬉しかったです。

将 棋
僕はこの経験をする前までは、駒の動かし方やルールすら

全くわかっていませんでした。しかし、今日は駒の動かし方
や一般的な駒の詰め方などの技術までも教えていただき、少
しは将棋がわかるようになったので良かったです。
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絵手紙
絵手紙は今まであまりしたことがありませんでした。今日

体験してみて、一番最初に思ったことは、「難しい」というこ
とです。でも、線の太さや濃さを工夫することを先生が教え
てくださったので、なんとか完成させることができました。
最後には、「難しい」が「楽しい」に変化して、笑顔で楽しむ
ことができ、良い体験になりました。

ペーパークラフト
今日は、うまくできれば無限に飛ぶ紙飛行機を作りました。

最初は簡単だと思っていたけど、意外と難しく、５秒ぐらい
飛ばすのが限界でした。でも、だんだん楽しくなってきて、
自分なりに修正して飛ばすことができました。

そばうち
僕は二回目のそばうち体験でした。でも、うまくできなか

ったので、職人さんたちはすごいと思いました。普段何気な
く食べているものには、職人さんたちの努力と気持ちがこも
っているので、残さないようにしたいです。

スティックリング
今回初めて、スティックリングというものを体験しました。

このスポーツは、２００９年に福井で誕生したものと知り驚
きました。カーリングとゲートボールに似たもので、独特の
スポーツでした。とてもいい経験ができ、楽
しかったです。

折り紙
折り紙でスリッパとガーベラを作りまし

た。スリッパは、災害が起きたときなどに使
えるそうなので、折り方を覚えておきたいです。ガーベラは、
普段折らないやり方が多く難しかったです。先生や友達に教
えてもらいながら、みんなと楽しく作ることができてよかっ
たです。折り紙を久しぶりにしたし、新しい折り方を教えて
いただいてよかったです。

地域ボランティア活動 岡保きらめき祭 吹奏楽部

夏休みから、各地域の行事に引っ張りだこの吹奏楽部ですが、９日（土）岡保きらめ

き祭に出演をしました。今回が３年生最後の演奏となり、とてもさみしい思いがしまし

たが、『天城越え』を含む６曲、心を込めて演奏し、惜しみない拍手をいただきました。

入 賞 おめでとう！

福井地区中学校陸上競技大会 ８月２８日

福井市と永平寺町の27校936人が出場し、一中は学校対抗の部で、
男子が16年ぶり8回目の優勝を飾り、女子も1位に迫る高得点で準優
勝に輝きました。陸上部以外の生徒も学校の代表として参加しており、
競技だけでなく応援でも頑張ってくれました。
★学校対抗の部
【男子の部】 優 勝 足羽第一中学校
【女子の部】 準優勝 足羽第一中学校
★個人の部
【第１位】 岡田大暉（共通走高跳） 岩佐龍成（共通砲丸投） 寺前理歩（共通１００ｍ）

共通４×１００ｍリレー（朝倉弘・岩佐駿樹・岩佐龍成・髙橋璃羽）
丸山陽生良（2年１１０ｍハードル・2年走幅跳）山口晏音衣（1年８００ｍ）
低学年４×１００ｍリレー（佐々木亮侑・丸山陽生良・谷口聡汰・角谷謙太

【第２位】松川弥怜（2年走高跳） 黒川怜美奈（2年砲丸投） 野路博基（1年走幅跳）
吉田千夏（1年100m・低学年２００ｍ） 岡田彩音（1年砲丸投）

【第３位】髙橋璃羽（共通１１０ｍハードル） 西尾和記（共通走幅跳）
稲田竜大（共通円盤投） 寺前理歩（共通２００ｍ） 杉本留愛（共通走幅跳）
勝山笑帆（共通１００ｍハードル） 山内真秀（共通走高跳）
低学年４×１００ｍリレー（上當美咲・吉田千夏・山下愛以・杉本歌恋）
角谷謙太（１年１００m） 野路博基（１年走高跳）
谷口聡汰（1年砲丸投）

中国国際漫画大会

第12回『天眼杯』中国国際少年児童漫画大会で、玉井さんの出品したイラストが、応
募作品４１，７２８点の中で見事金賞を射止めました。また、同じく、細田さんは銀賞に
輝きました。
【金賞】 玉井美咲都
【銀賞】 細田夏季

福井地区中学校駅伝競走大会 ９月１３日

第５０回福井地区中学校駅伝競走大会が、市スポーツ公園内特設コ
ースで行われました。一中男子は一時トップに立つ場面もあり、堂々
の３位入賞でした。女子も昨年度よりも順位を上げて９位でフィニッ
シュしました。男子は１０月３日の県大会に出場します。
【男子の部】 ３位 足羽第一中学校
【区間賞】 ２区１位 小林功汰 ３区２位 金牧泰徳

４区３位 吉田直幹 ６区３位 青山恵達

科学の甲子園ジュニア 最終選考会 ９月１６日
一中の２年生女子チームが、チャレンジステージを勝ち抜き、全国大会（茨城県つく

ば市）の出場権をかけて、２０チームで争う最終選考会に挑みました。
【チームTOGETHER】白崎優・前川七海・前田萌子

福井県中学校地区対抗陸上競技選手権 ９月１８日
【第１位】 岡田大暉（共通走高跳） 丸山陽生良（２年走幅跳・１１０ｍハードル）

野路博基（１年走幅跳） 岡田彩音（１年砲丸投）
寺前理歩・吉田千夏（共通・低学年４×１００ｍリレー地区選抜）

【第２位】 岩佐駿樹・丸山陽生良・岩佐龍成・髙橋璃羽（共通４×１００ｍリレー）
【第３位】 黒川怜美奈（２年砲丸投） 吉田千夏（１年１００m）



＜保護者の声＞
【１年生】
○夏休みは、部活を頑張っていました。
○子どもに携帯、スマホなどはまだ与えていませんが、家族のスマホを借りてゲームなどをして
いることもあります。SNS、ネットなどには気を付けるよう話をしています。便利なツールも、
使い方を間違うと、思わぬ方向へ転がってしまうことがあることを伝えたいです。また、人と
人が向き合って直接話し合うことの大切さもわかってほしいなと思いました。

○学校での事はあまり話してくれないので、大丈夫なのかと思う時があります。
○ SNS トラブル･･･本当に身近で起きていることがとても不安です。４層どの立場になったとし
ても、我が子には人間関係で嫌なことがあっても、それをはねのける人になってほしいと思い
ます。

○学校関係に勤めているのですが、一中の生徒さんの挨拶は特に素晴らしいと思います。懇談会
の後、部活の様子を見に行く途中、沢山の生徒さんが大きな声で「こんにちは」と声をかけて
くださいました。誰のお母さんかも分からないにもかかわらず、凄いですね。

○私も一中の子は、挨拶もでき、優しさもあるなと感じています（ある夕方の光景を読んで）。
実際にその場に出合わせた時、人の為に行動できる子に我が子もなってほしいと思います。

○長い夏休みも終わりました。毎日部活動に頑張っている我が子を見て、えらいなと思いながら
見送ってました。これからも勉強と部活に頑張ってほしいです。

○いじめ･･･嫌ですね。加害者にも、被害者にもなってほしくない。でも、見ていて見ぬふり･･･
というのも嫌ですね。いじめ、本当になくなってほしいものです。家庭でもしっかり指導して
いきたいです。

○夏休みも終わってしまいましたが、２学期も楽しい行事がたくさんあります。クラスで楽しい
思い出をつくってほしいです。

福井しあわせ元気大会１年前イベント 車いすバスケ
９日（土）パラリンピック３大会連続出場の宮島徹也選手を迎え、足羽一中の１年生１８名と

高志中生徒が参加し、１年前イベントが行われました。宮島選手や「ＦＵＫＵＩ ＷＢＣ」の選

手からパスなどの指導を受け、宮島選手を交えた交流ゲームを行いました。イベント冒頭の講演

では、宮島選手が夢を持つことの大切さをお話しされました。

＜生徒感想＞

○ みんな一度体験してみれば、障がい者スポーツがどれだけ難しいかや、障害を抱えながら

スポーツを続けている人たちがどれだけすごいかがわかると思います。

○ 私は今回このイベントに参加したことによって、車いすバスケットボールへの興味がわき

ました。だから、一人でも多くの人に知ってもらうため、こんなイベントがもっと開催され

るといいと思います。

○夏休みは、部活に勉強にと毎日大変そうでしたが、一生懸命頑張っていました。暑い中、嫌と
も言わず、楽しいと部活に向かう姿には成長を感じました。

○長かったようで短かった夏休みも終わり、ほぼ毎日あった部活を頑張っていたと思います。今
月の終わりには期末テストがありますね。体調に気をつけて頑張ってほしいですね。

○地区中学校陸上競技大会、福井市中学校連合陸上競技会へ応援に行きました。どの子も真剣な
表情で頑張る一中生を見て、胸が熱くなりました。中でも、２、３年生の先輩が１年生にアド
バイスをして、見守っている姿がとても素晴らしかったです。２７校の戦いの中で足羽一中の
活躍が見て聞こえてきて、誇らしく思いました。よく頑張りました。競技場へ行くチャンスを
くれてありがとう。県大会も頑張ってね！

○中学生になり、初めての夏休みで、部活動で真っ黒に日焼けして、元気にのびのびすごしてい
ました。秋以降も文武両道でのびのびとすごしてほしいです。

○夏休みも終わり、文化祭、体育祭に向けての日々ですね。中学初めての夏休みでしたが、休み
前に比べて勉強に取り組む姿勢が薄れているような･･･。学校祭が終わったら、また以前のよ
うに頑張ってくれるといいなと思っています。

○遅い時間まで LINE が入ってくるので驚きましたが、うちの子は見ていませんが、節度ある利
用を心がけたいものです。

○体育祭、文化祭と楽しく拝見させていただきました。吹奏楽部で演奏したのですが、踊った時
に「後ろを向いている人やあまりのっていない人がいて、ちょっと寂しかった」と言っていま
した。でも、本人は楽しく演奏できたようです。楽しい時間をありがとうございました。

○ SNS の利用状況について、我が家ではルールを設けて利用は認めているものの、始めるとコ
ントロールが出来なくなり、やるべきことが後回しになることが多くなってきているようです。
それにより、学習面に影響が出るようであれば、ルールの見直しを検討します。

○夏休みが終わる頃、娘が「学校、早く始まってほしい」と言うのを聞いて内心びっくり。体育
祭がとても楽しみだったようです。体育祭当日の様子を見て納得しました。３年生を中心に「自
分たちの力で体育祭を盛り上げよう！」というエネルギーにあふれ、皆輝いていました。すば
らしいですね！

○アワステージ、全員参加型でおもしろかったですね。全員でのいすとりゲームを見ていても楽
しかったですよ。初日文化祭、２日目体育祭の方が理想ですね。疲れがたまって次の日、休み
の方がいいのではないでしょうか。エンディングの都合があるんでしょうけどね。

○ SNS の件、また夏休み中の活動の件、子どもにとっては初の中学生としての夏休み、親も知
らない事ばかりでした。

○今年、初めて文化祭を見に行かせてもらいました。フリーステージが無くなったのが残念とい
う意見もありましたが、一部の生徒が楽しんでいるステージより、全校みんなが参加出来るア
ワステージはとても良いと思いました。それを考えた執行部も大変だったのだろうと思います。
お疲れ様でした。

○年々、スマホ、ＳＮＳのハードルが低くなっているような気がします。入学前から「部活の連
絡に必要だから」という言い訳を耳にしました。完全に否定できないこともあるように思いま
す。部活動の連絡方法を一考ください。

Ａ：顧問から生徒へライン等で連絡することはありません。また、学校からの連絡を受けるためにス
マホが必要ということもありません。

○受験対策、大変参考になりました。
○文化祭とてもよかったです。椅子にすわって精一杯体を動かして喜びを表現していました。も
う少しハジケてもよかったのでは。

○吹奏楽部の娘が、演奏している姿をおつくね祭りで初めて見ました。入部して数ヶ月で、ただ
演奏するだけでなく、スタンドプレイもそれなりにサマになっていて感動しました。勉強と部
活の両立、大変だと思うけど、頑張って！

○体育祭初めて見に行きました。すばらしい大会で盛り上がっていました。佐古先生のコスチュ
ームが２パターンあり、さらに楽しい気持ちで見させていただくきました。

○夏休みの宿題、世間では”意味がない”の風潮もありますが、自己管理能力、計画性を養うこ
とが大切なのではと思います。大人になって社会に出ても、やりたい事は「やらなくてはいけ
ない事をやってから」なのですから。

○「SNS」の時代になり、私たち親もなかなか直接発見しづらい子どものいじめになり、困りま
すね。家では部活の話や遊ぶ約束で、使用していることは分かっていますが、気をつけて見て
いこうと思います。

○障がい者スポーツ体験教室があったんですね。いい体験をしたと思います。障がいがあると言
うだけで、みんな一緒だということを本人も思っていると思います。

【２年生】
○一中だよりを読んで、知らされることが多くあります。連絡等いつもありがとうございます。
○「ある夕方の光景」を読み、とても心があたたかくなりました。部活動も先輩が引退し、いよ
いよ２年生が引っ張る番。あと１年。結果もですが、人としても大きく成長してほしいです。



○用事で学校へ行くと、生徒達があいさつをしてくれて嬉しかったです。以前より、あいさつ出
来る子が増えたなと感じます。とても良いことですね。

○夏休み中も、宿題、部活に一生懸命取り組んでいる姿を見て、小学校の時と比べてすごく成長
したなとうれしく思いました。大きな成果が得られなくてもコツコツ努力していってほしいで
す。頑張れ！

○プランターの土を戻してくれた男の子、素敵ですね。有難いなと思います。
○いつも生徒さんの気持ちの良いあいさつに、大人が見習わなければならないなと、思っていた
ので、SNSのいじめがあったのはおどろきました。気をつけます。

○体育祭はどの色も全力で団結して頑張っていたのでとても感動しました。特に応援発表は３年
生が良くまとめていて、頼もしさを感じました。

○運動会を見に行かせていただきました。皆、真剣に楽しそうに競技している姿が印象的でした。
○夏休み、ほぼ毎日部活のようでした。コンクールは代表にはなれなかったけれど、すばらしい
演奏でした。他の宿題は分からないけれど、郷土新聞の細かさには驚きました。この細かさを、
今後の勉強に取り入れて欲しいです。

○ SNS の使用時間がとても気になります。注意しても、なかなか素直にきかない年ごろ･･･。も
う２年生も後半に向かいます。そろそろ時間の使い方を考えてほしいです。

○体育祭での生徒の必死な姿に、いつも感動させてもらってます。校内の展示物が見られないの
は残念でした。（平日休みを取るのは難しいので･･･）

○夏休み明け、早速体育祭の練習が始まり、楽しそうに登校しています。ですが、今日帰宅する
と日焼けで顔も頭皮も赤くなってしまっていました。日焼け止めはこまめに塗り直したようで
すが、汗もかくのでそれだけでは防ぎきれなかったようです。習い事で日焼けは厳禁の為、夏
の間ずっと気をつけて過していたのでびっくりしました。本番の時だけではなく、長時間屋外
で練習する時も帽子をかぶらせてほしいです。

Ａ：今年は例年に比べて気温が高くなかったため、指示が遅れてしまいました。申し訳ありません。
○ある夕方の風景（光景）を読んでとても感動しました。自然に人に優しくできるのはとても素
晴らしいことだと思います。皆がそんなふうに育っていってくれたら･･･と思いました。

○ある夕方の光景を読ませていただいて、ほほえましい光景がある一中生を誇りに思います。
○「ある夕方の光景」その２の話、わが子がその場に遭遇し、みんなで力を合わせて手助けでき
たことをうれしそうに話してくれたのを思い出しました！！うれしいです。

○「ある夕方の光景」を読んで心があたたかくなりました。思春期で難しい時期でもあるけど、
みんなよい子達ばかりだなと思いました。

○毎日、部活の朝練に励んでいます。疲れも残ると思いますが、前向きに一生懸命取り組んでい
る姿に自分も励まされます。これからも勉強・部活に前向きで、楽しい学校生活を過してほし
いと願っています。

○夏休み中から一生懸命に準備してきた、文化祭と体育祭が近づいてきました。やり切って、良
い思い出をたくさん作ってほしいです。

【３年生】
○毎年の体育祭の学年競技を楽しみに見させてもらってます。学年が上がるごとに迫力があって、
見ている方もついつい声が出てしまいます。でも、二人三脚のマジックテープは、ちょっとは
ずれすぎてかわいそうだなと思いながら見ていました。普通にひもで結んだ方がよかったので
は？

Ａ：ひもやはちまきなどいろいろ試してみて、現在マジックテープを使用しています。マジックテープ
を通常どおりとめれば剥がれないのですが、急いでいるため、しっかりとめることができず剥がれ
てしまいます。競技前にもしっかり指導したいと思います。

○ SNS の事は、子ども達が自分で経験して、日々の生活の中で良い時間配分で利用していける
と良いと思う。

○最後の学校祭、思いっきり楽しんで下さい。
○新聞の影響力は大きくて、たくさんのあたたかい言葉を頂いて有難い気持ちです。感謝の気持
ちを忘れずに、受験を目標に前に進んでいきたいです。

○中学生最後の学校祭。思いっきり楽しんで、クラスのみんなと一致団結し、優勝めざして頑張
ってほしいです！

○あと少しで大きなイベント「体育祭」がやってきますね。思い残す事のないようにしっかりと
取り組んで楽しく過ごせたらと思います。

○３年生最後の体育祭、文化祭とても楽しみにしています。
○陸上部、最後の大会、地区大会。本当にみなさんよく頑張ったと思います。新聞の紙面を見て、
足羽一中の生徒さんの名前がたくさん載っていて、とてもうれしく思いました。全国大会に出
場した岡田くん走高跳３位、丸山君走幅跳９位、本当におめでとうございます。

○部活も終わり、少し時間に余裕ができてきました。宿題があれば言わなくても自分で計画を立
ててする子ですが、少し”タブレット”に気持ちがいっているようで注意していきたいです。

○皆さん素晴らしい活躍でしたね。親ではないこちらも、うれしい気持ちになりました。
○「ある夕方の光景」とてもほっこりしました。生徒さん達が当たり前のようにできるというの
は本当に素晴らしいと思います。我が子もそういうことができる子になってほしいと願います。

○吹奏楽中日コンクール・全日コンクール、共に残念でした。難しい曲であんなに頑張って演奏
していて、感動して会場で泣きそうでした。文化祭を楽しみにしています。

○「中学生のうちはスマホを持たせない」と決め、そうしてきました。ただ、どうしても連絡を
取る必要があるというので、母のスマホを使っております。スマホ、SNS があたりまえにな
っている時代、どの対応がよいのか迷います。ただ、子どもは今までよく頑張っていたと思い
ます。（スマホを持たない生活）

○最後の大会も終わり、夏休みも終わり、次は最後の学校祭。私も今年初めて文化祭を見に行か
せてもらうつもりです。思い出に残る学校祭にしてほしいと思います。

○陸上部員保護者の１人として、横断幕の作成など、学校あげての応援ありがとうございました。
最後の大会も総合優勝でき、笑顔で引退できた事を嬉しく思います。７月末の夕方、側溝に落
ちた車を、その場に居合わせた陸上部員達で引き上げた時、はずみで田んぼにはまったと通学
ズックを洗っていた事がありました。ケガがなくてよかった事と、困った人を助けるやさしい
子に育ってくれた事を誇らしく思いました。

○県大会は本当に思い出深いものになったと思います。親として、１つずつのイベントを刻んで
いける学校生活でした。一生懸命励んでいた部活動もひと区切り、受験へスイッチ切り替えが
できるようになってほしいです。

○部活動でもやっていたように、具体的な目標をもって勉強に取り組んでほしいです。
○中学校生活最後の体育祭はお天気にも恵まれ、精一杯頑張っていた様子がうかがえ、うれしく
思っています。

○ SNS は本当にこわいです。子どもの様子を日々確認しながら、いろいろな話をするように心
がけています。

○成績に一喜一憂せず、こつこつと努力を続けてほしいです。
○体育祭、とても迫力がありました。応援発表でも１年～３年まで一致団結して、みんなすばら
しかったです。

○夏休みが明けるとすぐに体育祭・文化祭ですね。夏休みの間も部活と共に部門会など頑張って
きたので、みんなで協力して楽しくやりきってもらいたいです。

○新聞等に一中の生徒さんの活躍が出ていると、なんだかうれしくなりますね。
○吹奏楽部もあと１回の演奏で引退です。３年間よく頑張ってきましたね。お疲れさま。これか
らは勉強の方でサポートしていきたいと思います。

○学校祭、とても楽しく頑張ったようです。人の前に立つのが苦手なのに、部門長として頑張れ
たのが得難い経験になったと思います。

○あっという間に夏休みが終わってしまいました。さすがに少しは気合いを入れて受験にむけて
頑張ってください。

○今年は、例年以上に体育祭・文化祭が早かったように思います（曜日の関係だと思いますので
これは理解できます）が、その準備期間が短い中で、なぜ 9/1(金)が振替休日となったのか、
理由を教えていただきたいと思います。子どもたちにとっては、少しでも練習したい時間が欲
しい時でしたので、ちょっと疑問に思いましたので。

Ａ：１週間内に1回は休みを取るよう教育委員会からの指導がありますので、１日を振替にしました。
○ SNS トラブルによるいじめ、本校でもあったと書かれてありましたが、いじめにあった本人
の事を思うと心が痛いです。ある夕方の光景は、心温まる話でした。友達、他人のことを考え
られる人になってほしいです。

○残り少ない学校生活、悔いの残らないよう、何ごとにも一生懸命取り組んでほしいです。
○文化祭の展示を楽しみに見に行きましたが、１６時まで見られるはずが、早くに片付けてあり
大変残念でした。

Ａ：それぞれの部門で打ち合わせが不十分でした。せっかく来ていただいたのに申し訳ありません。
来年度同じミスがないようしっかり申し送りをします。

キ リ ト リ
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