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体育祭 ～ 輝く生徒に 思い巡らす
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「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

赤穂中学校「体育祭」を開

催しましたところ、早朝より、

来賓のみなさまをはじめ、多

くの方にお越しいただき、あ

りがとうございました。

毎年、十分な練習ができていないと言いなが

らも、生徒たちの頑張りによって、日頃の見守

りへの感謝と、体育祭の感動を持ち帰っていた

だけたのではないかと思っています。

心をそろえた演技と競走、学年を越えた応援

と３年生のリーダーシップ、係活動など、生徒

たちの底力と可能性の大きさを改めて感じただ

けでなく、それを指導する先生方の頑張りがあ

っての成果だと思っています。

特に３年生は、「あきらめずに粘り強く頑張

る」ことを目標にして、仲間と共に努力し、体

育祭を仕上げたことの喜びを味

わったことと思います。どんな

行事も、生徒が喜びを感じるこ

とが一番の目的であり、それは

教師や保護者、地域の人にとっても幸せなこと

なのです。

１・２年生は、体育祭を仕上げた３年生への

感謝を、来年の体育祭で直接恩返しすることは

できません。できるのは、それを次の人に伝え、

つないでいくことです。それが恩を受けた人の

責任でもあり、その積み重ねが「伝統」として

学校に残っていくのです。

さて、本校では、教師を含め400人近い人間

が、毎日10時間、集団活動と勉強をしています。

人間関係のトラブルやいたずら、けんかなど、

いろいろなことが起こります。そして、過敏で

不安定な思春期が原因を複雑に

し、解決を遅らせることも少な

くありません。

生徒の普段の表情は、軟らか

く、穏やかですが、心配事や不

安がある時、思い通りにならない時などは、ち

ょっとした刺激に過剰な反応を示し、言葉や表

情、態度が荒々しくなります。場所を替え、少

し時間をおけば落ち着き、教師の指導を受け入

れるようになります。

いろいろな生徒がいますが、共通しているの

は、今の自分に満足している生徒は少なく、も

っと成績を上げたい、もっと素直になりたい、

もっと自分を認めて欲しいなど、何かをきっか

けにして、自分の課題を改善したい、変わりた

い、向上したいと思っていることです。

しかし、人生経験の浅い中

学生は、具体的に何をどうす

れば良いのかをイメージする

ことが上手ではありません。

そして、やり始めても、や

りとげることに「わずらわし

さ」を感じたり、気持ちが先走って、思うよう

に進まないことに「もどかしさ」を感じたりし

ています。さらに、そういう自分に「いら立ち」

を覚え、自分を責めたり、周囲に当たり散らし

たり、引きこもったりすることもあります。

すべて、自分を守るための行動であり、何と

かしたいと、もがいている信号でもあるのです。

子供は、いろいろな事に悩

み、自分にいら立ちながら、

時に、親に多大な心配をかけ

ながら成長していきます。

そんな生徒たちも、生徒会

や学校の行事ごとに、自分の持てる力を振りし

ぼり、大人の期待に応えようと頑張ります。こ

の体育祭への取組が、ほんの一時でも、悩みや

いら立ちから解放される時間になった人もいた

ことでしょう。

「みんなの役に立つ」ことをして、人に喜ん

でもらえば、自分も相手も幸せになります。み

んなが一つになるように、互いに声をかけ合っ

てきた体育祭の取組は、「みんなの役に立つ」

行動そのものです。

生徒たちは行事を通して、何かを感じ取り、

何かしらの力を得て、自分を向上させるきっか

けをつかんでいるのです。

そして、11月の「合唱コンクール」「文化祭」

でも生徒たちは、心をそろえたすばらしい歌声

とステージ発表や展示を見せてくれるに違いあ

りません。

私は、体育祭で輝く生徒たちを見ながら、そ

んなことを思い巡らせていました。



陸上競技 水泳競技
フィールドカーニバル 赤穂市中学校新人体育大会(水泳競技大会)

城南緑地公園陸上競技場 8/4 赤穂市立坂越中学校Ｐ 8/20
（男子）松崎 碧羽 走り幅跳び １位 （男子）高根 勇樹 100m自由形 ２位

藤原 颯汰 砲丸投げ １位 100m背泳ぎ ２位
（女子）瀧谷 咲月 砲丸投げ １位 是兼 直哉 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位

円盤投げ １位 200m個人メ ２位
起塚 幸香 砲丸投げ ２位 宮本レオン 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位

西播陸上競技選手権大会・西播新人大会 400m自由形 １位
太子総合公園陸上競技場 8/28 ・4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位

（男子）京増 来都 100m ２位 ・4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位
砲丸投げ １位 （女子）池田 美憂 100m自由形 ２位

山本 琉斗 1500m ２位 200m個人メ ２位
谷 友貴 3000m ２位 河村 凜 50m自由形 １位
松﨑 碧羽 1・2年走幅跳１位 100m自由形 ２位
藤原 颯汰 砲丸投げ １位 (総合) 男子〔１位〕、女子〔３位〕、男女〔３位〕

円盤投げ １位 兵庫県中学校学年別水泳競技大会(県新人戦)
（女子）起塚 幸香 砲丸投げ ３位 神戸市ポートアイランド・スポーツセンター・プール 8/25

西播陸上競技選手権大会 （女子）河村 凜 ２年生100m背泳 ３位
赤穂市城南緑地陸上競技場 9/2 赤穂市秋季ジュニア水泳競技大会

（男子）松﨑 碧羽 100m １位 赤穂市城南緑地室内プール 9/2
走幅跳び １位 （男子）田淵 康介 100m平泳ぎ １位

内田蒼一朗 800m １位 400m自由形 ２位
鬼塚 鵬光 3000m １位 宮本レオン 400m自由形 ３位
藤原 颯汰 砲丸投げ １位 （女子）河村 凜 100m平泳ぎ ２位

円盤投げ １位 100m背泳ぎ １位
（女子）粟井 茄帆 100m １位 200m個人メ ２位

小林 華奈 100mH １位 吹奏楽
野村 華恵 走幅跳び １位 兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
上村 若葉 走幅跳び ２位 姫路市文化センター 7/31
起塚 幸香 砲丸投げ １位 （中学校Ｓ部門） 金賞

やり投げ １位 ソフトテニス
﨑 美愛 砲丸投げ ２位 ＷＳＰ杯ソフトテニス大会

円盤投げ １位 【女子】赤穂海浜公園 8/29
・4×100mリレー １位 １位 竹下 柚那・若狹 弘実
（上村、野村、粟井、小林） ２位 小田 一葉・髙岡 沙良

赤穂市中学校新人体育大会(陸上競技大会) ３位 日和 真子・石黒 留依
赤穂市城南緑地陸上競技場 9/18 【男子】赤穂海浜公園 9/1

（男子）松﨑 碧羽 100m ２位 ３位 川畑 颯士・秋津 慶司
200m １位

木村太偉至 800m ２位 の主な
1500m ２位

内田蒼一朗 1500m ３位 □10/ 4(木) 中間テスト
柴田 陽優 三段跳び ３位 □10/ 5(金) 中間テスト、英語検定
藤原 颯汰 砲丸投げ １位 □10/ 6(土) 市総体（駅伝）、共同募金運動

円盤投げ １位 □10/ 9(火) トライやる保護者説明会・事前訪問
河原 礼人 砲丸投げ ３位 □10/11(木) 市連合音楽会

・4×100mリレー １位 □10/13(土) 西播新人大会(野・テ)～10/14
（藤友、松崎、木村、藤原） □10/15(月) 県・市教委学校訪問

（女子）粟井 茄帆 100m ３位 □10/16(火) 命の教育講演会、オープンスクール
200m ３位 □10/19(金) 漢字検定

瀧谷 桜 800m ２位 □10/20(土) 西播新人大会～10/21
小林 華奈 100mH １位 □10/22(月) トライやる・ウィーク～10/26
野村 華恵 走幅跳び ３位 □10/24(水) 道徳授業公開（授業参観日）
上村 若葉 走幅跳び ２位 □10/25(木) 赤ちゃんプロジェクト(3年)
﨑 美愛 砲丸投げ ２位 □10/26(金) 3年習熟度テスト

・4×100mリレー ２位 □10/28(日) 赤穂・城西ふれあいまつり
（上村、野村、粟井、小林） 西播総体（駅伝）

（総合）男子 １位 □11/ 5(月) 津波一斉避難訓練
オープンスクール～11/9(金)

◆赤穂市中学校新人体育大会の他種目の □11/ 7(水) 合唱コンクール
表彰記録は、次号（NO.53）へ □11/ 9(金) 文化祭

□11/15(木) ３年生進路説明会
□11/26(月) 期末テスト～11/28(水)




