
 

 

 

   

秋 燕 祭 
  

今年は例年とは違い、保護者、地域の方は参加をご遠慮願い、生徒たちだけの文

化祭となりました。 

生徒たちは、「協力してつくろう 絆の秋燕祭 ～密になれなくても僕らは一つ

～」を秋燕祭のスローガンとして、短い準備期間ではありますが、生徒たちは一生

懸命に取り組みました。 
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※ 本校ホームページ  http://www.tsubame-ss.nein.ed.jp/ 



新しいALTの先生がお越しになりました 
 

御報告が遅くなりましたが、８月中旬から新しくＡＬＴの先生がお越しになりま

した。ヤク・ヨハン・ファン・ニケルク先生です。本人から自己紹介をしていただきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします！ 

Hello everyone!  

My name is Jaco Johan van Niekerk, but my friends call me JJ. 

I’m from Cape Town, South Africa. I’m twenty-seven years old, speak two languages, 

have an Arts degree and am studying to become an Astrospace Engineer. 

While I was working in the film industry in South Africa I would volunteer my free time 

at a local primary school to help tutor children who were struggling in English class. 

That experience, as well as an interest in Zen philosophy and Japanese history, is what 

brought me to Japan. 

When I have free time I enjoy cycling and exploring the countryside. 

I’ve been really impressed with my students at Tsubame Chuutou and I am excited to be 

keep working with them! 

皆さん、こんにちは。 

私の名前はヤク・ヨハン・ファン・ニケルクです。私の友だちは私をＪＪと呼びます。私は

南アフリカ共和国のケープタウンから来ました。２７歳です。私は２カ国語を話すことがで

き、芸術の学位をもっています。そして、私は宇宙科学技師になるために勉強しています。 

 私は映画関連会社で働いている時、英語学習に頑張っている生徒を教えるために地方の小学

校でもボランティアとして働いていました。その経験と、禅の精神や日本の歴史に興味をもっ

たことが日本に来るきっかけになりました。 

 私は休みの日にはサイクリングを楽しんだり、自然の中を散策しています。私は燕中等教育

学校の生徒たちにとても感銘を受けていますし、皆さんと一緒に過ごしていくことにワクワク

しています。よろしくお願いします。 



頑張っています！中等生!! 
８月以降、うれしい報告が相次いでいます。生徒たちの日頃の頑張りが成果とし

て形になってきています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

▼第４４回全国高等学校総合文化祭  弁論部門結果  

◎新潟県代表   平澤  幸芽（５年）「生きてるだけで偉いね」 

※今年は全国から集まらず Web での開催の形式として参加します。 

▼令和２年度  燕市英語スピーチコンテスト結果   

◎最優秀賞 霜鳥 結菜 （３年） 「Ｆｏｒ ｔｈｅ Ｆａｍｉｌｉｅｓ ｏｆ Ｔｓｕｂａｍｅ ｃｉｔｙ （燕に住む親子のために）」 

○優 秀 賞 今西 咲希 （３年） 「Ｆｒｏｍ Ｔｓｕｂａｍｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｓｐａｃｅ （燕から宇宙へ）」 

             長谷川 陽 （３年） 「Ｗｈａｔ Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｄｏ ｉｎ Ｔｓｕｂａｍｅ Ｃｉｔｙ （燕市で私がやりたいこと）」 

  北村 駿介 （２年） 「Ｔｏ ｃｏｎｖｅｙ ｔｈｅ ｃｈａｒｍ ｏｆ Ｔｓｕｉｋｉｄｏｕｋｉ （鎚起銅器の魅力を伝えるために）」 

  森山 日鞠  （２年） 「Ｊｏｂｓ Ｉ ｗａｎｔ ｔｏ ｄｏ ｉｎ Ｔｓｕｂａｍｅ ｃｉｔｙ （私が燕でやりたい仕事）」 

▼令和２年度  私の主張新潟県大会結果  

◎最優秀賞  齋藤花帆南  （２年） 「家族の時間を大切に」 

 

※新潟県代表として、全国大会への出場をかけて、関東甲信越静ブロックの審査へと進みます。 

発表の様子は、近く Ｙｏｕ Tｕｂｅで配信されるとのことです。 

▼第４２回  全日本中学生水の作文コンクール地方審査会結果  

◎新潟県優秀賞   （中央審査会推薦作品）  羽賀  詩彩（２年）「美しい海と未来へ」 

▼第３７回  全国高校生の手話によるスピーチコンテスト結果  

◎特別賞  本田  和  （５年） 「広い視野・広がる世界」 

▼空手道部結果  

・第 15 回 北信越小中学生空手道選手権大会新潟県予選会、彩の国杯第 15 回全国中学生空手道選抜大会新潟県予選会 

◎【中学３年女子個人形】 明道琴子（３年） １回戦惜敗  吉田 凛（３年） １回戦惜敗 

◎【中学３年女子個人組手】 今西咲希（３年） ３位  

・空手道中越地区大会 

◎【女子個人形】  田伏叶愛 （５年） 優勝 ※県大会出場  樋浦有希（５年） ５位 ※県大会出場 齋藤真咲（４年） １回戦惜敗 

◎【女子団体形】 齋藤・田伏・樋浦 準優勝 ※県大会出場 

◎【男子個人組手】 

 ＋76㎏級：阿部空飛（５年） ３位   －76㎏級：齋藤大和（５年） 準優勝 ※県大会出場 

 －68㎏級：中野鼓太郎（５年） ３位 ※県大会出場   －55㎏級：坂井啓徳（４年） １回戦惜敗  

◎【男子団体組手】  坂井・阿部・齋藤 準優勝 ※県大会出場  



お 知 ら せ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※すでに御案内させていただいております「ＰＴＡ異学年交流会」について、〆切が10

月14日(水)となっています。ふるってご参加ください。 

なお、今年度のＰＴＡ５学年委員会の活動では、同様の内容で５学年委員会の活動を計

画しておりましたが、コロナ禍の影響で活動ができずにいました。そのため５学年の保護

者の皆様におかれましては、ＰＴＡ異学年交流会への参加を積極的にお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

〔 10 月 の 週 休 日 閉 庁 時 間 等 〕 

◆８：００～１７:００ → 18日（日） 25日（日） 

◆８：００～１８:００ → ３日（土）４日（日） 10日（土） 11日（日） 17日(土) 24日（土） 31日（土） 

※定時退庁日(17:30) → ８日（木） 

３日（土）ベネ駿記述（６年～10/4） 

６日（火）スクールカウンセラー来校日 

７日（水）避難訓練 

10 日（土）全統共テ模試（６年～10/11） 

高大連携講座（３年） １学年ＰＴＡ 

11 日（日）第２回英語検定（一次） 

12 日（月）授業切替 1 学期総括日全校集会 

（放送で実施） 

14 日（水）全校縦割り班集会（4 限） 

16 日（金）全校縦割り班活動 

17日（土）高）ソフトテニス新人大会（～10/18） 

19 日（月）部活動冬期体育館開始 

20 日（火）音楽発表会 WEEK(前期～11/6) 高）弓道地区大会 

21 日（水）クラス写真撮影 

22 日（木）生徒会役員選挙公示 

23 日（金）第２回漢字検定 高）空手道県大会（～10/25） 

24 日（土）週末講座（４、５年）全統記述（６年） 

PTA 異学年交流会 

27 日（火）スクールカウンセラー来校日 

29 日（木）耳鼻科検診（１、４年） 

30 日（金）和楽器授業（１年） 

31 日（土）ベネ駿マーク（６年～11/1） 

進研（４、５年 ５年のみ～11/1） 

中学総合学力調査（前期） 

 高）弓道選手権（～11/1） 

来年度より、体操服と外履き、上履きを変更させていただきます。 

体操服については、現在使用している生地の生産が終わってしまうため、令和３年度より機能

性が優れた新しいデザインのものに変更とさせていただくこととしました。そのため価格につき

ましては、現在のものより若干高くなりますのでご了承ください。 

外履き、上履きにつきましては、どちらも汚れが落ちにくいというご意見や新入生の保護者か

らは上履き、外履きの区別がつきにくい等のご意見がありました。それらの意見をもとに、汚れ

が目立ちにくく、長持ちしやすいものに変更させていただくこととしました。価格が幾分か高く

なりますが、来年度より変更させていただきますのでご了承ください。 

なお、体操服、外履き、上履きのどちらも現行のものの在庫がなく 

なり次第、販売終了となりますので、買い替えるときの参考にして 

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 


