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 ☆令和２年度　第６６回全日本中学校通信陸上競技大会
　埼玉県大会
中学男子　　１５００ｍ　　　   １位　吉倉ナヤブ直希（草加中）
　中学男子　　８００ｍ　   　　２位　若林　隼杜（栄中）
　中学男子　　走高跳  　　　１位　王　　知己（新栄中）
　中学女子　　１５００ｍ　　　１位　水越　麻衣（草加中）
　中学女子　　2００ｍ  　　　６位　大西　真子（草加中）
　中学１年女子  １００ｍ　　　  ６位　小林　心澄（草加中）
☆ＪＯＣジュニアオリンピック　全国中学生陸上競技大会２０２０
　中学男子　　１５００ｍ　　　 ３位　吉倉ナヤブ直希（草加中）
　中学男子　　８００ｍ　　　　７位　若林　隼杜（栄中）
☆セイコーゴールデングランプリ陸上２０２０東京
　～ライジングスター陸上～
　中学３年男子 １５００ｍ　　　  １位　吉倉ナヤブ直希（草加中）
　中学３年男子 １００ｍ　 　　  ９位　上原　逞雅（栄中）
　中学３年女子 １５００ｍ　　　  １位　水越　麻衣（草加中）
☆第８８回　埼玉県駅伝競走大会
　中学男子の部　区間賞（区間新）　第１区　吉倉ナヤブ直希（草加中）
　中学男子の部　　　　　　　　　第７位　草加中
☆令和２年度　新人兼県民総合スポーツ大会　（県大会入賞者）
【陸上競技】
　中学女子　　１年１００ｍ　　７位　小林　心澄（草加中）
　中学男子　　４００ｍ　　　　７位　天野　柊樹（松江中）
　中学男子　　１１０ｍＨ　　　２位　堀井　永遠（草加中）
　中学男子　　走高跳　　　  ８位　関口　侑希（新栄中）
　中学男子　　砲丸投げ　　  ５位　松本　優也（新栄中）
　中学男子　　４種競技　　   ３位　斉藤　大翔（新栄中）
【水泳】
　 男子　　総合　　　　　　  ３位　瀬崎中　
　男子　　２００ｍ　自由形　　３位　長島　彰吾（瀬崎中）

　男子　　４００ｍ　自由形　　   ４位 福田　陽生（川柳中）
　男子　　２００ｍ　背泳ぎ　　   ２位 岩﨑　蓮斗（瀬崎中）
　男子　　２００ｍ　平泳ぎ　　　７位  赤荻　隆之介（瀬崎中）
　男子　　１００ｍ　バタフライ  　８位 緑川　樟（栄中）
　男子　　４００ｍ　個人メドレー  ３位 新井　竜（青柳中）
　男子　　２００ｍ　フリーリレー　 ６位 瀬崎中
                                                   （長島・髙木・赤荻・岩﨑）
　男子　   ４００ｍメドレーリレー    ３位 瀬崎中
                                                   （岩﨑・赤荻・長島・國井）
　女子　　総合　５位　　新栄中　
　女子　　５０ｍ　　自由形　　　３位 芝野　美響（新栄中）
　女子　　１００ｍ　平泳ぎ　　　１位 秦　愛莉（新栄中）
　女子　　２００ｍ　平泳ぎ　　　８位 鈴木のどか（瀬崎中）
　女子　　１００ｍ　バラフライ　　６位 岸原　沙耶（瀬崎中）
　女子　　２００ｍ　個人メドレー    ６位 堀田　梨心（新栄中）
　女子　　２００ｍ　個人メドレー   ７位 原　菜々花（草加中）
　女子　　２００ｍ　フリーリレー　７位 新栄中
                                                    （秦・西谷・堀田・芝野）
　女子　　 ４００ｍ　メドレーリレー ５位 新栄中
                                                   （古谷・秦・堀田・芝野）
　男女　　総合　７位　　瀬崎中
【体操競技】
　男子団体　　　　　　１位　栄中  （平川・山田・小沢・奥村）
　男子個人総合　　　　１位　平川　和輝（栄中）
　男子個人総合　　　　２位　山田　藏之輔（栄中）
　男子個人総合　　　　３位　小沢　晟矢（栄中）
　男子個人総合　　　　６位　奥村　一暁（栄中）
　男子個人総合　　　　８位　三田　夏揮（栄中）
　男子種目別ゆか　　　１位　平川　和輝（栄中）
　男子種目別ゆか　　　２位　三田　夏揮（栄中）

　男子種目別ゆか　　　３位　山田　藏之輔（栄中）
　男子種目別ゆか　　　７位　奥村　一暁（栄中）
　男子種目別跳馬　　　１位　平川　和輝（栄中）
　男子種目別跳馬　　　３位　山田　藏之輔（栄中）
　男子種目別跳馬　　　４位　山中　陽翔（川柳中）
　男子種目別跳馬　　　５位　小沢　晟矢（栄中）
　男子種目別跳馬　　　７位　三田　夏揮（栄中）
　男子種目別鉄棒　　　１位　平川　和輝（栄中）
　男子種目別鉄棒　　　３位　奥村　一暁（栄中）
　男子種目別鉄棒　　　４位　小沢　晟矢（栄中）
　男子種目別鉄棒　　　７位　山田　藏之輔（栄中）
【新体操競技】
　女子団体　３位　瀬崎中　
【柔道】
　女子個人　４８㎏級　２位　鈴木　妃奈（谷塚中）
【バスケットボール】
　男子　５位　川柳中　
【バドミントン】
　男子団体　　　  ベスト８　　谷塚中
　男子ダブルス      ベスト８　　田口　翼（谷塚中）
　　　　　　　　　　　　　　中水　翔太（谷塚中）
　男子シングルス    ベスト８　　田口　翼（谷塚中）
【ソフトボール】
　ベスト８　谷塚中　
☆令和２年度　第４４回　埼玉県アンサンブルコンテスト
　埼玉県大会
　銀賞　花栗中（打楽器三重奏）
　銅賞　草加中（打楽器三重奏）

草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍草加の子どもたちの活躍 令和2年度

コロナ禍にあっても、草加の子どもたち一人ひとりが様々な場でしっかりと活動に取り組みました。多くの大会やコンクール等が
中止になってしまいましたが、感染防止策を講じながら、交流大会や発表会等に参加し、輝かしい姿を見せてくれました。

　県大会入賞、関東大会及び全国大会出場の実績

き み の 英 語 力 を 試 そ う
グローバル社会にはばたく

草加っ子に英語検定の検定料を補助します。

英語検定取得推進
事業

１ 開催場所　　小学校21校
２ 学習内容　　自主学習のために持参した学

　習内容及び授業で学習したこと
　の復習となる国語・算数の基礎・
　基本の問題

３ 対象学年　  小学校３年生から小学校６年生
　　　　　     参加の希望については、学校に
　　　　　　 　「草加寺子屋（土曜学習）」参加
　　　　　　  希望書をご提出ください。
４ 開催回数等　５月から２月までの土曜日13回
　 　　　　　 午前９時から午前11時まで
　くわしくは、指導課まで　電話048-922-2748

　今年度も５月から全小学校
で「草加寺子屋（土曜学習）」を
実施します。
　基礎学力を身に付けたいと
願う小学生のために、自学自
習の場を提供します。自分で
用意したドリル等を中心に学
習を行います。
　また、基礎的な学習内容に
ついての疑問や悩みがあれ
ば、会場の学習支援員が対応
します。

草加寺子屋
小 学 校

各学校で、学習指導をお手伝いいただける学
習支援員さんを募集しています。興味のある
方は、指導課までご連絡ください。

「いじめ 撲滅サミット」

「いじめ撲滅」に向けた各種
発表等
市立小中学校児童生徒、
市立小中学校教職員、
ＰＴＡ、地域保護者

　児童生徒が安心して学校生活を送ることができるように、学校・家
庭・地域がいじめに対する関心を高め、防止していこうとする態度や
意識をもつことを目的として開催します。

内容

対象

令和３年８月下旬【予定】
未定

日時
場所

開催

土曜授業を実施しています！
　振替休日を設けない「土曜授業」
を５日間実施しています。

１　目的
⑴　授業時数のより十分な確保を図
ります。
⑵　土曜日等における児童生徒の有
意義な過ごし方を支援します。
⑶　開かれた学校づくりをより一層
推進します。

２　期待される効果
⑴　授業時数を増やし、教育課程にゆ
とりをもたせて学力の向上につな
げることができます。
⑵　子どもと向き合う時間や場を増
やすことができ、教員と児童生徒と
の信頼関係を深め、児童生徒がより
一層安心して、学校生活を送ること
ができます。
⑶　学校・家庭・地域が一体となった
体験活動や公開授業が実施しやす
くなり、学習活動を広げることがで
きるとともに、より一層連携を深め
ることができます。

３　実施内容・実施方法
⑴　土曜授業の名称は、草加サタデー
スクールとします。
⑵　土曜授業を年間で５回（原則とし
て６・７・９・11・１月の第２土曜日
の日）実施します。

　※令和３年度は次の日程です。
　　６月12日（土）、７月10日（土）、９
　月11日（土）、11月13日（土）、１月
　15日（土）
　※令和４年１月は始業式が１月11
　日（火）のため第３週となります。
⑶　土曜授業は通常授業を行います。
ただし次の事項も含むものとしま
す。
　①　保護者・地域との連携協力によ
　る体験活動及び学校行事
　②　保護者・地域への公開授業
　③　児童生徒の習熟の程度に応じた
　補充・発展的学習
⑷　夏季休業日を８月末から３日間
（土日を含まず）短縮し、その最初の
日を始業日とします。
　①　令和３年度は８月27日（金）が
　始業日となります。
　②　給食は、小学校は８月31日（火）、
　中学校は８月30日（月）から実施
　いたします。
⑸　開校記念日（平日）は授業日としま
す。

サタデースクール草
加

１　試 験 日　令和３年10月８日（金）
２　会　　場　在学している各中学校等
３　対　　象　市立中学校第３学年生徒
４　受 検 級
　　準２級・３級・４級【各中学校】
　　1級・準1級・2級【指定された会場】
５　検 定 料　草加市が上限を設けて補助する予定です。
６　２次試験　Ａ日程　令和３年11月７日（日）
　　　　　　  Ｂ日程　令和３年11月14日（日）

ひとりで悩まず相談しよう

受付時間
平日　午前９時～午後５時

草加市教育委員会　
　　いじめ等の悩み相談

フリーダイヤル

　０１２０－３ ８ ４ ７ ８ ３
　０１２０－８６－３１９２（午後５時以降）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※埼玉県教育委員会

　　　　　　　　　

さあ   はな  して 　 な    　や  　 み

よい子の電話教育相談

「草加っ子」元気カード

市立小中学生全員に配布
フリーダイヤル

「草加っ子」元気カード
いつでも誰でも安心していじめ等の
悩みについて電話相談ができます。

いじめ等相談アプリ
「ＳＴＯＰｉｔ」

　誰にも相談できずに悩ん
でいる子どもの声を受け取
ること、また、少しでも相
談しやすい環境
を整えることが
いじめの早期発
見や事案対処に
つながります。
　そこで、いじめ防止対策
として、中学校全学年を対
象に、スマートフォンなど
から生徒が匿名で通報や相
談ができるアプリを導入し
ています。

（「ストップイット」）


