
    

 

 

 ９月１６日（金）、湖東フェスティバルが終わりました。アピールダンスの練習や制作の取り組

みを通して、生徒たちはがんばって活動してくれました。ルールの中で学級の仲間たちと一緒

に活動する楽しさを感じ、一生懸命に取り組む素晴らしさを味わってくれたと思います。子ど

もたちの頑張りを見ていると、まさに青春。当日は、多くの保護者の皆様に参観に来ていただ

き、子どもたちの活動の様子を見ていただくことができました。ありがとうございました。 

 

湖東フェスティバルを満喫！ 

 午前中の体育の部では、見事なアピールダンスと学級選抜リレーで盛り上がりました。午後

は文化の部として、吹奏楽部のコンサートの様子や展示物の映像などを視聴し、生徒会による

お楽しみ抽選会などで楽しい時間を過ごしました。生徒会のみんな、ありがとう！ 

   
１年生アピールダンス      ２年生アピールダンス      ３年生アピールダンス 

   
クラス団結の円陣        先輩を見つめる１年生      先生チームも出場 

   
思いの詰まった教室の黒板    思い出のクラス写真      お面の展示「個性の尊重」 
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「読み語り」ボランティアありがとうございます！ 

 毎月１回、朝読書の時間に地域のみなさんが「絵本の読み語り」に来てくださいます。今月は

３年生でした。子どもたちは静かに耳を傾け、心地よい時間となりました。ボランティアのみな

さん、いつも素敵な時間をありがとうございます。 

   

吹奏楽部３年生ラストコンサート！ 

 ９月１０日（土）、湖東中学校体育館において吹奏楽部のコンサートが開催されました。この日

で３年生は引退となりました。素晴らしい演奏と感動をありがとう。 

   

３年生福祉学習で「ふくし」を学ぶ！ 

 社会福祉協議会のみなさんに来ていただき、３年生に授業をしていただきました。「ふくし」

って何だろう？人として大切にしてほしいことをたくさん学びました。 

   

英語弁論大会に出場！ 

３年生の伊藤真実さんがブロック第１位となり、 

見事に県大会に出場し、見事に２位の成績を収め 

てくれました。すばらしいです。 

タイトルは「I Have ａ Ｄｒｅａｍ」です。立派な 

スピーチでした。２学期終業式でも発表してもらい、 

表彰する予定です。 

 



    

 

 

 １０月１４日（金）に秋季総体が開催されました。１・２年生が中心となる新チームでの初めて

の公式戦。各会場で湖東中生が一生懸命な姿で活躍してくれました。主な結果を紹介します。 

また、毎月の「絵本読み語り」やシルバー人材センターの皆さんによるテニスコートの整備など、

地域の皆様には本当にお世話になっています。この湖東の町で育つ子どもたちのために、こ

れからもご支援とご協力をよろしくお願いします。 

 

秋季総体で１・２年生が活躍！ 

サッカー部 ※愛東中学校と合同チーム 

湖東 ０－7 竜王  惜敗 

 

野球部 ※秦荘中学校と合同チーム 

 湖東 ３－３ 彦根南  勝利（抽選） 

 湖東 ４－５ 彦根東  惜敗 

 

ソフトテニス部 

（団体）湖東 ２－１ 愛東  勝利 

   湖東 ０－２ 朝桜  惜敗 

（個人）全員健闘しましたが県大会出場ならず 

 

バレーボール部 ※日野中学校と合同チーム 

湖東 ０－２ 玉園  惜敗 

湖東 ２－０ 竜王  勝利 

 

バスケットボール部 

湖東 70－59 能登川  勝利 

湖東 ５１－６３ 聖徳  惜敗 ※準決勝 

湖東 71－90 竜王  惜敗 ※３位決定戦 
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卓球部 

（男子団体） 湖東 ３－１ 朝桜  勝利    （女子団体） 湖東 ３－０ 朝桜  勝利 

        湖東 ３－０ 日野  勝利            湖東 ３－１ 能登川・日野  勝利 

        湖東 ２－３ 能登川  惜敗           湖東 １－３ 聖徳  惜敗 

        湖東 ３－０ 竜王  勝利           ※ブロック準優勝、県大会出場 

        湖東 １－３ 聖徳  惜敗 

       ※ブロック３位 

（男子個人） 浅尾 悠杜 ３位          （女子個人）紫尾田 栞 ５位 

        寺村 優生 ７位                   澤村 怜那 ６位 

        青西 麗生 ８位                   田川 実来 ７位 

 ※男子個人、女子個人ともに他の選手も健闘しましたが入賞ならず 

 

柔道部 

（男子個人）正木悠斗 ベスト８ 

        ※他の選手も健闘しましたが入賞ならず 

 

剣道部 

（男子団体） 湖東 ２－３ 秦荘  惜敗 

        湖東 ０－４ 聖徳  惜敗 

（女子団体） 湖東 ０－３ 聖徳  惜敗 

        湖東 ０－２ 彦根西  惜敗 

（個人）全員健闘しましたが入賞ならず 

 

バドミントン 

（女子ダブルス） 西山優来、進元千楓 ５位 

水泳 健闘しましたが入賞ならず 

 

絵本読み聞かせボランティア！  シルバー人材センターのみなさんに感謝！ 

 

 

 

 

 

 

 ソフトテニス部員たちがすごく喜んでいました！ 

 １０/１３ ２年生の朝読書の時間     きれいにしていだき、ありがとうございました。 

 

 

 

  



    

 

 

 早いもので２学期がスタートしてから２か月が過ぎ、今日から１１月に入りました。学校では、

子どもたちの学ぶ環境を大事にしながら、学校生活における指導をしています。毎朝校門に

立ち、子どもたちとともに地域の皆様ともあいさつをさせていただいています。ありがたいこ

とです。また、通学の見守りや朝のあいさつ運動などで多くの保護者や地域の皆様に支えて

いただいています。「地域の子は地域で育てる」という思いで、この湖東地域の子どもたちの

成長を見守ってくださっていることに感謝します。子どもたちは人とのかかわりを通して日々

成長します。これからも保護者の皆様とともに、子どもたちを見守っていきたいと考えていま

す。ご支援とご協力をよろしくお願いします。 

 

1年校外学習に向けての取り組み！ 

 １年生では、１１月４日（金）の校外学習に向けて取り組みを進めています。班別自主研修のコ

ース決定などを話し合う場面では、タブレットを使って調べ学習をしました。みんなとても楽

しそうに話し合いをしていました。自分たちの決めたルールを守り、実りある校外学習になる

ことを期待しています。 

   
 

授業改善に向けての校内研究会を実施！（教職員） 

 １０月２６日（水）、全校生徒下校後に研究会を行いました。よりよい授業づくりに向けて全教

職員による研究会を実施しました。１１月１６日（水）には英語科の授業研究会をおこないます。

子どもたちが「わかる授業」づくりに向けて、研究・研修を重ねています。 

   

東近江市立湖東中学校 

学校通信 NO.１2 

２０２２．11．１  

文責；校長 安田浄 

※「山茶花（サザンカ）」は旧湖東町の「町の木」です 



生徒会選挙の取り組みがんばりました！ 

 １０月２７日（木）、生徒会選挙がおこなわれました。選挙当日まで、立候補者や応援の仲間た

ち、生徒会本部、選挙管理委員など子どもたちの力で頑張ってくれました。とても素晴らしい

取り組みです。新生徒会を中心に湖東中学校を盛り上げていってほしいです。 

選挙の結果、決定した生徒会長と副会長を紹介します。活躍を期待しています。 

【会長】 青山美智子（２年）  【副会長】 寺村怜（２年）、神馬結衣（２年）、西澤茉由（１年） 

   
 

   
 

交通安全啓発運動！ 

 １１月１日（火）、交通安全啓発運動として、東近江警察署と東近江市役所とともに生徒会が

取り組んでくれました。「おはようございます」の元気なあいさつとともに交通安全を訴えて

自転車の反射材を配ってくれました。事故なく安全な学校生活を送れることを願います。 

   
 

秋の「社会見学ツアー」募集中！ 

 湖東まち協・子育て支援プロジェクト主催の「秋の社会見学ツアー」（１１月１２日）の参加者

（小学４年生～中学生）を募集しています。滋賀県最大の天体望遠鏡「アストロパーク天究館」

と陸上大型哺乳類の化石として日本で最初の天然記念物アケボノゾウなどを展示している

「多賀博物館」を巡るツアーです。中学生リーダーとしても期待しています。教室掲示のチラシ

を参考に、詳しくは湖東コミュニティーセンターへ。 



    

 

 

 2学期も残すところ 1か月余りとなりました。11月も子どもたちは元気に学校生活を送っ

てくれています。子どもたちの育ちを温かく見守っていただけたら幸いです。 

 

1年「校外学習」に行ってきました！ 

 11月 4日（金）、1年生が校外学習に行ってきました。近江八幡で水茎焼の陶芸体験をおこ

ない、長浜では水陸両用バス体験と班別自主研修をおこないました。熱心に体験活動に取り

組み、班で協力して行動する姿がすばらしかったです。 

   
 

   
 

「花いっぱい運動」できれいな花をいただきました！ 

 青少年健全育成市民会議・湖東支部のみなさんから、きれいな花のプランターをいただきま

した。すてきなお花をありがとうございます。 
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生徒会の引き継ぎがおこなわれました！ 

 生徒会選挙が終わり、生徒会長や副会長、本部役員、委員長など新しい生徒会役員が決定し

ました。11月８日（火）には引継ぎがおこなわれ、新生徒会へバトンが渡されました。3年生あ

りがとう！新生徒会の１・2年生がんばれ！そして、全校生徒と先生たち、保護者や地域の皆

さんとともに、よりよい湖東中学校を一緒につくっていこう！ 

   
 

「あいさつ運動」に来ていただきました！ 

 11月 9日（水）、青少年健全育成市民会議・湖東支部のみなさんがあいさつ運動に来てくだ

さいました。「今年は元気にあいさつを返してくれる」とうれしい言葉をいただきました。地域

の皆さんの支えは本当にありがたいです。「地域の子は地域で育てる」の理念のもと、湖東中

学校も地域とともにあゆむ学校でありたいと思います。 

   
 

「読み語りボランティア」ありがとうございます！ 

 月に１回の「読み語りボランティア」の日。11月10日（木）は1年生と特別支援学級に来てい

ただきました。熱心に聞き入る子どもたちの姿が印象的でした。毎回、子どもたちにとってど

のような絵本がよいかを考えて準備してくださっています。本当にありがとうございます。 

   
 

 



 

2年「ものづくりの魅力講座」を開催しました！ 

 滋賀県職業能力開発協会さんの主催行事として、2年生を対象に「ものづくりの魅力講座」

を開催しました。この事業は滋賀県の中で 10校しか受講できない講座です。湖東中学校が選

ばれ、この日の体験となりましした。「建築大工」「畳製作」「和菓子」「建具製作」「婦人子供服」

「フラワー装飾」の 6つの講座の中から子どもたちが興味関心に合わせて選択し、2時間の体

験活動をおこないました。熟練技能者である「ものづくりマイスター」の方々が熱心に指導して

くださり、それぞれが作品を仕上げていきました。子どもたちのいきいきとした姿、真剣な表

情、楽しそうな笑顔がたくさん見られ、普段の学校生活では体験できない貴重な機会となり

ました。 

   

 

   
 

   

 

   

 



   
 

授業研究会を実施しました！（教職員） 

 11月 16日（水）、英語科の授業研究会をおこないました。本校で取り組んでいる授業改善

について県教育委員会から指導に来ていただき、研究会を開催しました。これからも、子ども

たちにとって「わかる授業」づくりに向けて研究を進めていきます。 

   
 

   
 

今後の行事予定 

 11月 18日（金） 生徒会任命式 

 11月 24日（木）～25日（金） 期末テスト ※給食あり 

 11月 25日（金） 避難訓練 

 12月 2日（金） 入学説明会 ※5時間授業 

 12月 3日（土） ＰＴＡ資源回収 ※予備日 12月 10日（土） 

 12月 ６日（火）～８日（木） 3年生保育実習（湖東ひばり幼児園） 

 12月 11日（日） 湖東のつどい ※吹奏楽部出演、生徒会司会進行など 

 12月 12日（月） 1年生薬物乱用防止教室（愛知ライオンズクラブ、東近江警察署） 

 12月 16日（金）～22日（木） 期末懇談会 ※4時間授業 

 12月 23日（金） 2学期終業式 

 12月 28日（水）～1月 4日（水） 学校閉校 

  1月 10日（火） 3学期始業式 


