
 

５月 31日（金） 

 

小学校にて 西山すもう大会！ 

国吉小学校の相撲場で、伝統の「西山すもう大会」が開催されました。 

本校の生徒は、この相撲大会を全員が経験しています。来年度からは、義務教育学

校になる予定であることもあり、本校の教職員の多くが参観し、子ども達を応援しまし

た。 

 
ちっちゃな１年生が一進一退の攻防を繰り広げたかと思うと、上学年の男子児童が中

学生にもまけない力強い相撲を展開したりと、目の離せない状況でした。 

しこ名を「あじフライざえもん」「カツ丼マン」などとする児童も現れ、会場は笑いにも包

まれました。本校生徒の弟や妹も次々に登場してきました。先生たちの児童生徒理解

にも寄与した参観でした。 

なんと！物言いがつくきわどい判定を必要とする取組もあり、ハラハラしました。 

校長先生や教頭先生が判定に加わる場面もありましたよ！ 

トーナメントの一発勝負の本大会。とても緊張感がありました。来年、義務教育学校

になっても続いてほしいですね！ 

 

５月 30日（木） 

 

中間考査 はじまる！ 

いよいよ中間考査が始まりました。 



 
全て１時間目の各学年の様子ですが、みんな真剣に取り組んでいます。 

外は快晴！ ３階からは立山連峰がきれいに見えましたが、みんな試験に集中。 

 

５月 29日（水） 

 

チャレンジデー 国吉中は、大縄飛び！ 

本日（２９日）は、高岡市がオープン参加している「チャレンジデー ２０１９」です。チャ

レンジデーとは、日常的なスポーツの習慣化や住民の健康増進、地域の活性化にむ

けたきっかけづくりを目的とした住民総参加型のスポーツイベントです。１５分以上継

続して運動やスポーツをした住民の参加率を競います。市内の中学生が参加してい

ます。全校生徒が３０分運動に親しみました。 

我が国吉中学校は、昼休みに全校で大縄跳び大会を開催しました！ 

運動会の団別に分かれ、跳べた回数を競い合いました。「あの感動を もう一度！」 

 



上手な団は、回数をどんどん増やします。ほら！ 跳躍が高いでしょ。 

他の団を横目に体育館が歓声に包まれました！ 

成績発表の後には、一番回数の少なかった団に「スクワット」というつらい課題も加わ

りました。 

結構きつそうでしたが、みんな手をつないで笑顔でこなしていましたよ。 

 

５月 28日（火） 

 

中間考査 学校は勉強モード！  

１年生の美術の授業は、レタリング。違った２つの字体で自分の名前を書いていまし

た。 

 
先生に教えてもらいながら、友達のも参考にしながら頑張っていましたよ！ 

今週末は、中間考査です。職員室では先生が問題作成の途中のこともあり、生徒は

入り口で先生の名前を呼んで用事をすまします。当然質問などがある場合は、教室

など他の部屋で対応します。 

 

５月 27日（月） 

 



ソフトテニス部 団体優勝！ 2019年度高岡市民体育大会 

５月 25日（土）も、引き続き市民体育大会が行われました。本校では、ソフトテニス競

技の男子団体で、見事優勝を成し遂げました！メンバーが持ち帰ったカップは、ずっ

しりと重かったです。 

バドミントン部（女子）も頑張り、団体で３位入賞を果たしました。テニスよりも小さなコ

ートとはいえ、ネット際、後ろと相手が打ち込んでくるシャトルを追い続けるのはとって

もハード！ 

コートの中には入れないので、チームメイトは遠くの観客席から大きな声で精一杯応

援していました。 

個人戦でも、２年生ながらベスト８に入る選手などもいて次の大会に期待できる結果

となりました。 

バレー部は、決勝トーナメントの１回戦で敗れたものの、強豪チームにも立ち向かえ

る守り方や攻め方も見えてきました。点数を離されても最後までみんなでコート中央

まで集まり、声を掛け合う姿は、中学生らしくて誇らしかったです！ 

 

５月 24日（金） 

 

国吉中 活躍！ 2019年度高岡市民体育大会 

 
今日２４日（金）と明日２５日（土）は、高岡市民大会。全国大会までつながる中学生に

とっては大事な大会です。本校の生徒も奮闘しました。 



昨日は、生徒会が体育館で壮行会を開催しました。バレー部リーグが行われ、３位で

明日の決勝トーナメントの組み合わせが確定しています。応援よろしくお願いします。 

野球については、来月の６月２２日、２３日に城光寺球場で開催されるので、このとき

は、まだゆとりが感じられました。 

ソフトテニス部（男子）は、本日の個人戦で杉本・山﨑ペアが前田杯に続いて優勝しま

した。前回に引き続きファイナルゲームということで、粘り強さを見せつけました。ま

た、林・多賀ペアもベスト４に入り、明日の団体戦はぜひ優勝してほしいところです。 

バドミントン部（女子）は、本日の団体戦でベスト４に入りました。今日の経験を生かし

て、地区大会や県選手権に臨んでほしいです。明日は個人戦です。シングルスに３

名、ダブルスには４ペアが出場しますので、応援をよろしくお願いします。 

壮行会では、美術部員や１年生など大会には出ない生徒も一生懸命エールを送って

くれました！ 

 

５月 23日（木） 

 

さあ、いよいよ本番！ 明日からは重要な大会 

明日 24日から第１４回高岡市民体育大会がはじまります。ご存じのとおり、この大会

は地区大会、県選手権大会、北信越大会、全国大会へとつながる重要な大会です。

放課後の部活動にも熱が入ります。 

放課後になると、校内は部活動一色！ 

顧問の先生にノックしてもらっているのは野球部。人数が少なく、今回は志貴野中学

校との合同チームで臨みますが、勝つ気満々です。 

お隣のテニスコートでは、３ゲームの練習マッチ。１年生に審判の仕方を教えながら、

自分たちは本番に向けた最終チェックです。練習マッチであっても拳を突き上げて喜

んでいます。 

取材を終えて帰ろうとしたところ、二人の３年生が最後の後片付けをしていました。

「いつも３年生なの？」 

と聞くと、「本当は１年生が片付けなのですが、今年は部員が一人なので、いつも手

伝っています」と返ってきました。 

 
やさしいね。いいことですよ。 

 



５月 22日（水） 

 

運動会モードから一転！ 普段の学校生活に戻りました 

今日の朝は、小中合同のあいさつ運動からスタートしました。今日は中学生も準備万

端！小中学生が入り乱れて大きな声であいさつを交わしました。小学校の先生も中

学校の玄関でお声かけくださいましたよ！ 

玄関が向かい合っているから、いつでもできること！ 

 
午前の校舎は静まりかえっていました。みんな授業に集中していました。１年生は世

界の四大文明を学習中。先生の説明を聞きながら級友と対話し、ノートもしっかりとと

る習慣を身に付けてほしいです。 

２年生は国語の授業。学習課題がしっかりと明示された黒板が印象的でした。 

３年生は英語の授業、チーム・ティーチングに加えてＡＬＴのアニーさんがおられると

いう指導の手厚さ！ 

３年生の教室前には、進学の参考とするよう、国公私立の高校や高等専門学校のパ

ンフレットが整理されて掲示されていました。いよいよですね！ 

 

５月 21日（火） 

 

第７３回小中合同運動会 午後に盛り上がりがピークに！ 

小中合同運動会の盛り上がりのピークは午後にありました。応援合戦です！ 



 
小学生の応援も大変工夫されていて甲乙つけがたい仕上がりでした。中学生は、さ

すがに迫力がありました 

青団は伝統の竜が登場！準備したパネルを最後に体ごと破るなど、あっと驚くしかけ

も！小学生は食い入るようにみています。「おにいさん おねえさん かっこいい！」 

騎馬戦もおもしろかったですよ。各団の戦略が動きから見て取れます。追いかけたり

逃げ回ったりする場面もありました。 

閉会式が終わった後の「解団式」も感動もの！入賞した団も、そうでなかった団も感

慨ひとしおでです。 

涙を流す生徒を見た時には、写真を撮っているこちら側のファインダーも曇ります。。

一生懸命がんばった証拠です。 

 



でも、最後はみんなで肩を組んで笑顔でした！よくやったね！ 

 
小学生たちも、今日の運動会の名残を惜しむように団のお別れ会を開いていました。

とても清々しい光景でした。第７３回運動会は、大成功のもと終了しました。 

来賓席、観覧席とも一日中満席だったことに、感謝申し上げます。声援が絶え間なく

あったことも子供たちを後押ししたことは事実です。 

 

５月 18日（土） 

 

第７３回小中合同運動会 盛大に開催！ 

絶好の運動会日和の中、小中合同の運動会が盛大に開催されました。 

来年度からの義務教育学校開設に向け、弾みをつける絶好の機会です！ 

新時代の幕開けを告げる、躍動感あふれる運動会となりました 

中学生の力強い走り、小学生のかわいらしい走りが交互に観戦できるのでご来場の

皆さんもご満悦！ 

中学生男子のパン食い競争などは、観客席から大きな笑いがわき起こりました！こ

のようなシンプルな競技も満載です！ 

 
小学生は、一つ一つの競技が終わると本部席に来て小中の校長先生や小中のＰＴＡ

会長さんから賞状をもらいます。来賓席からは温かい拍手を毎回いただきました。小



学校の運動会ならでわの光景です！ 

小中の育成会・ＰＴＡの恒例の種目は、玉入れ！ 下の写真は青いポロシャツにそろ

えた国吉小学校の教職員の皆様！中学校の教職員と力をあわせて青のかごにいれ

ましたが、惜しくも２位に甘んじました。優勝は中学校のＰＴＡのおかあさんとおとうさ

んたち・・・。小学校育成会が３位でした。 

お昼前の国吉小学校校歌踊りは圧巻でした！ 小学生と中学生が団ごとに輪になっ

て楽しく踊りました。 

中学生は、しばし小学生の時のことを思い出すいい時間となりました。 

西山丘陵（須加野山）を背景に、踊りが映えました！ 

お楽しみの午後の部の応援合戦などについては、また来週ご紹介します！お楽しみ

に！ 

 

５月 17日（金） 

 

明日 18日【土】は運動会 準備万端！ 

明日１８日（土）は、生徒たちが待ちに待った運動会。応援練習も佳境に入ってきまし

た。 

連日、夕方遅くまで団ごとに練習しました。あとは、本番を待つのみ！ 

その一方、目立たないところで一生懸命に準備くださっている人もいるのです。そうで

す用務員さんです。 

運動会には、多くの保護者やご家族のみなさん、そして地域からも各方面から学校に

お越しいただきます。 

「駐車場のラインが薄くなってきたから」と、生徒や教員が運動会の練習に励むかた

わら、用務員さんは黙々と環境整備をしてくださっています！ 

 



夕方には、ラインが真っ白になっていました。何年かぶりの塗り替えです。これで運動

会に来ていただいても気持ちがいいですね！ 

更に本日の４限目には、生徒たちが応援練習に駆け出すその横で、明日の運動会の

テントの錘になる土嚢を準備しておられる二人を発見！ 小中学校の用務員さんが

協力しておられたのです。 

その作業を横目に生徒たちは元気にグラウンドに散っていきました！ 

お二人の 地味だけれども重要なお仕事・・、生徒たちはきっと心に留めたと信じたい。 

と、グラウンドに目を転じると、児童生徒が転んで怪我をしないようにと、黙って一人ト

ンボをかけておられる先生もおられましたよ！子供たちが全力で頑張れる陰には

様々な方々の心配りがあるのですね・・。 

 

５月 16日（木） 

 

予行練習も 本番さながらに！ 

 
今日の午前中は、快晴の中運動会の予行練習を行いました。もちろん、国吉小学校

と合同です！ 

開会式から閉会式まで、ひととおり動きを確認しました。 

中学生も小学生も、適度な緊張感をもって取り組んでくれました。 

綱引きなどの種目では、「本番？」と間違えるほどの力のいれようで、応援席からも大

きな歓声が聞こえてきましたよ！前に小学生、後ろは中学生が受け持ちます。 

小学１、２年生の「なかよし玉入れ」には、中学１年生が外から援護射撃！ 

小学生が全力で頑張るので、お兄さん・お姉さんである中学生も頑張らないわけには

いきません。 

良い相乗効果ですね・・・ 

とってもよい予行練習でした。あさって（１８日【土】）の運動会をお楽しみに！ 

多数のご来場をお待ちしています！ 

 



５月 15日（水） 

 

各団の応援練習も最高潮！  

 
今週の土曜日（１８日）に迫った運動会。昨日は、小学生と合同の練習会を開きました

が、中学生は放課後など少しの時間をも惜しむように応援練習に夢中です！ 

赤、白、青の各団ともリーダーを中心に動きを合わせるのに四苦八苦。昨日などは、

生徒から応援練習の時間の延長の申し出があったほどです。 

しかし一方で、生徒は授業にも集中しています。今日の２時間目に１年生の数学と２

年生の理科の授業におじゃましました。生徒は、先生の問いかけにすかさず反応し、

緊張感のある授業が行われていました。 

 

５月 14日（火） 

 

小中合同！ 運動会練習 

本日は、小中合同で運動会の練習を行いました。開閉開式を流して行ったあと、玉入

れや綱引き、騎馬戦など共通理解が必要な競技について、念入りに練習を行いまし

た。小中が合体すると緊張感も増します！ 

あどけない小学生たちも、全体が揃うとピシッと！ 

団の代表者たちは、堂々と行進します！ 

騎馬戦などは、本番さながらとまではいかないけれど、乗馬まで・・よし、これでいける

ぞ！ 

途中で、雨が降ってきたので小中の体育館へ場所を移したりしましたが、とても有意

義な練習を行うことができました。 

「雨だ 雨だ 急げ 急げ・・・・」小学生は一目散に校舎に戻っていきました。 

でも・・・写真をよくみると、その中に中学生も混じっていました。そつがないですね！ 



 
 

５月 13日（月） 

 

快晴のもと運動会練習 再開！ 

修学旅行・宿泊学習ウィークとなった先週から一転、今日から運動会の練習が始まり

ました！ 

体育科の先生の指導のもと、まずは全体像をつかみます。 

 
生徒会長は、「生徒会種目」の内容について、身振り手振りを交えて一生懸命にみん

なに説明しました。 

明日からは、小学生たちも加えた練習がはじまります。１８日（土）の小中合同運動会

まで一週間を切りました！ 

 

５月 12日（日） 

 

運動会も すぐそこだ！－小中グラウンド整備奉仕活動－ 

朝、７時 30分、 小学校と中学校の児童生徒と保護者や地域のみなさんが一同にグ

ラウンドに集合しました。５月１８日（土）に行う予定の小・中合同運動会のためのグラ



ウンド整備のためです！ 

グラウンドは人で埋め尽くされましたよ！ 

グラウンドに生えはじめた雑草の除去、そして、小石ひろいです。来週の運動会に向

けて万全の体制を整えます！ 

 
中学生は、作業と並行してテントの骨組みをこしらえていました。さすが、リーダー、要

領がいい！ 

小学生や保護者の皆さんと、日曜日の朝から良い汗をかかせていただきました。小

中合同の運動会にむけて、意欲も高まりました。１時間あまりの作業の後は、いただ

いたジュースで喉を潤すことができました。 

 

５月９日（木） 

 

３年生 修学旅行から帰ってきました！ 

５月９日（木）午後６時、２泊３日の修学旅行に出かけていた３年生は、予定通り学校

に到着しました。帰りは長いバス旅のせいか少々お疲れ気味・・ 

高岡から大阪、そして広島・宮島へ・・結構な移動距離でしたが、快晴の中、宮島では

荘厳な厳島神社、そして広島では原爆ドームや平和記念館での平和学習など、有意

義な旅をすることができました。 

厳島神社では、ガイドさんから、「国宝の板敷きの上を歩けるのには訳があります。」

と聞き、その答えが「国宝の板敷きの上にもう一枚板が重ねてあるからなのですよ」 

との解答を得た瞬間、指で確認している生徒もいまいしたよ！確かに、下に「本物」が

見えました。 

1日目の広島平和記念公園では、平和の誓いの式を行ったあと、千羽鶴を奉納しま

した。 



 
この後、大阪で芸能鑑賞をしたり、京都市内を班別行動したりしました。奈良の法隆

寺や東大寺も最終日に訪れることができました。 

楽しかった修学旅行のことについては、後日またお伝えする予定です。お楽しみに！ 

 

５月７日（火） 

 
前田杯バレーボール大会 も奮闘！ 

４月２９日（日）、市民体育館において女子の前田杯バレーボール大会が開催されま

した。ソフトテニスと同様に、金沢からもチームを招き、盛大に行われました。 

タイムアウトの時間には、監督やコーチのお話を真剣に聞いていました。さあ、気持ち

を切り替えてもう一度向かっていこうね！ 



 
相手は、強豪の志貴野中学校。レシーブはしっかりとセッターまであがり奮闘しました

が、惜しくも１回戦で敗退しました。応援にかけつけてくださった保護者の皆様、本当

にありがとうございました。 

 

５月６日（月） 
 

前田杯ソフトテニス大会 １９年ぶり ２度目の優勝！ 
４月 27日（土）、今年で６５回目を迎えた伝統の前田杯ソフトテニス大会（高岡市・金

沢市中学生）において、本校の杉本・山﨑ペアが、強豪を次々と退け見事優勝しまし

た。決勝は、０－３からの大逆転劇！粘り強さを見せました。 

過去の戦績をたどってみると、なんと１９年ぶり２度目の優勝となります。 

本校からは、４ペアが出場しました。予選リーグを勝ち上がることが難しい中、複数ペ

アが決勝トーナメントに進むなど、健闘しました。この健闘を称えるように外では水仙

の花が咲き乱れていました！ 

 


