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【本年度の重点目標】

信頼されるチーム佐賀北

「２０２４国スポ全障スポ」の懸垂幕 お披露目式

現在の２年生が今年の３月、佐賀市より依頼された懸垂幕を

２種類制作しました。２０２４年に開催予定の国体を広報するた

めのものです。写真は７月６日（水）に開催されたお披露目式に

おいて佐賀市長より感謝状を頂戴しているところです。肝心の

懸垂幕は佐賀市役所の敷地内に両面に掲げられています。

大きな作品を作るのは初めてではありませんでしたが、何しろ

縦長の構図に見栄えの良いモチーフを配置する点は苦労しまし

た。報道陣からもその出来栄えをほめていただき、苦心して作っ

た甲斐があったと思いました。市役所に足を運んだ人に「２０２４

国スポ全障スポ」の存在を知ってもらい、大会を盛り上げる役目

をこの懸垂幕が果たしてくれると嬉しいです。

（美術部顧問 東 加代子）

👉👉👉👉👉
国スポで開催される競技の中から、ライフル射撃、新体操、

陸上の三種目を構成しました。スポーツには力強さや美しさ

など、日常生活では見ることのできない人体の瞬間的な美が

あります。背景色との相性や、一番美しいと感じるポージング

を考えて構成しています。
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全国総文祭・全国総体 壮行会

２年 総探ポスターセッション
７月１９日（火）に、２年の「総合的な探究の時間」ポスターセッションが行われました。４月から７月ま

での取り組み【社会問題探究Ⅰ：SDGｓの１７のタイル（項目）の中から各グループごとに興味・関心の

ある分野についてテーマを設定し、意見交換をしながら探究活動を行う】の中間発表として完成させた

ポスターを用い、２年生間で発表者と聴衆を入れ替えて質疑応答を行いました。この後実施するフィー

ルドワークの結果を踏まえて【社会問題探究Ⅱ】を実施し、１２月には再度ポスターセッションで発表す

る予定です。

７月２０日（水）の始業式の前に、全国総文祭・全国総体に出場する選手・生徒の壮行会が行われました。

熱中症予防のために会議室からリモートで実施され、出場する部活動 各部の代表１名が会議室へ集合し、

それ以外の生徒は各教室にて視聴しました。各代表者による挨拶に続き、生徒会総務委員長の重松 虹青

（かいせい）くん、糸山校長からの激励の言葉をいただきました。それぞれの部活動が練習の成果を大いに

発揮してくれることを祈っています。

壮行会の後には１学期終業式が執り行われました。今年の夏も猛暑日が続くことが予想されますが、コロ

ナウイルス感染防止・体調管理を行い、事件・事故には十分注意し、有意義な夏休みを過ごしてください。
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熱戦！１学期クラスマッチ

学期に一度のお楽しみ、クラスマッチが行

われました。

３年生は７月６日（水）、１・２年生は７日

（木）に実施されました。６月末に梅雨空けは

したものの、なかなかすっきりしないどんより

雲を吹き飛ばすかのような盛り上がりを見せ、

どの学年・クラスもがんばっていました。結果

は右の通りです。

３年男子 ３年女子 ２年男子 ２年女子 １年男子 １年女子

１位 ２組 ４組 ６組 ５組 ３組 ２組

２位 ５組 ５組 ２組 ３組 ６組 ５組

３位 ６組 ３組 ７組 ４組 ４組 ６組
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８月の主な行事予定

１日（月）３年学習会 ～３日（水）

４日（木）体験入学

５日（金）全統共通テスト模試（３年） ～６日（土）

７日（日）大学別プレテスト（３年）

８日（月）～１０日（水）、１２日（金）、１５日（月） 学校閉庁日

１６日（火）１・２年夏季後期補習 ～１９日（金）、３年授業日 ～１９日（金）

高校音楽コンクール ～１８日（木）

２２日（月）夏季後期補習（全学年） ～２６日（金）

２７日（土）県下一斉模試（全学年）

２８日（日）県下一斉模試（３年）

３０日（火）２学期始業式、北高祭準備・練習

※予定は変更となることがあります。 学校ホームページやスクールニュース

等でご確認ください。

フィリピンからの留学生 アテナさんからのお手紙

本校にフィリピンからの留学生 アテナ・フェート・アグストさんがやって来ました。６月

２７日（月）から１年１組の教室で、他の生徒と一緒に授業を受けています。この度、北

高生に英語でお手紙を書いてもらいましたので紹介します。

Hello everyone！My name is Athena Faith Augusto アテナ・フェート・アグスト.

１年１組にいます。I am in the Kyudo club. I’m 16 years old. I am from Cebu, 

Philippines. My hobbies are usually reading books and manga, watching movies 

and anime, and cross stitch。I like pink, cute things, sweet and salty food but I 

can`t handle spicy and bitter food. 

I came to SAGA under the Asia Kakehashi Project, I am one of the 25 

students representing the Philippines, and it`s been almost a month since I 

arrived. I joined the Asia Kakehashi Project and came to Japan because I was 

always fascinated with Japan`s culture and history ever since I was a child. It 

was my longtime dream to be able to come to Japan and finally at the age of 16, 

I made my dream come true. While I`m here, I want to experience Saga with 

everyone in the best way I can, I want to enjoy my high school life with you in 

佐賀北, in order to be able to find myself and what I want to do in the future. 

That`s another dream of mine.

I can speak a little 日本語,so please don`t be shy and talk to me. I want to 

become friends and enjoy my time here in Saga with everyone. I am looking 

forward to the school festival and I hope it would be a time for everyone and I 

to be closer! 


