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将来に 夢と希望を
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「学校だより」 文責 校長（平井 正彦）

保護者・地域のみなさま、あけましておめで

とうございます。本年もよろしくお願いいたし

ます。

さて、激動と対立、紛争の平

成27年が幕を閉じ、平成28年が

始まりました。この数年、世界

の状況は、これまでの力関係が

大きく変化し、それぞれが自国

の理屈による「主権」の名の下

に、これまでの秩序をないがしろにするような

動きが目立っています。

また、本校の仲間づくりと生徒会活動の指針

、「 」「 」として 折り合いをつける 互いを思いやる

気持ちを大切にし、いじめ・暴力のない、安心

できる学習環境を築こうとしている最中に、そ

れをすべて否定するような愚行が世界の各地で

繰り広げられています。

残念ではありますが、子どもたちは、大人社

会は本音と建て前が横行し、結局、力のある者

の理屈がまかり通るものなんだと感覚的に理解

しています。

学校は、年明けとともに 「心をそろえる」、

さらなる取組を進めてまいりますが、ご家庭に

おかれましても、世の中は嫌なことばかりでは

なく、良いことや楽しいこと、生きていて良か

ったと思うこと、幸せだなと感じることなど、

良いこともいっぱいあることを、子どもたちに

伝え、夢や希望を大きく育んでください。

子どもに関する事件が発生すると、投げやり

で、意欲がなく、将来に希望や夢を持たない子

どもが少しずつ増えていると論評する解説者も

、 、いますが テレビのニュース番組を見ていると

将来に不安を持ち、だれを信用すればよいのか

途方に暮れ、とりあえず今を楽しく生きる方を

選択する気持ちも分かるような気がします。

子どもたちの心に「夢」

を育み、将来に希望を持っ

て、大人に成長することが

楽しみになるような話を、

親の経験を生かして、子ど

もたちにしてやってくださ

い。

銀賞〔管打８重奏〕

野山真歩、矢野友里奈、道端ゆん＜男子バスケットボール＞

林有莉乃、池田実央、寒原莉子赤穂市新人体育大会 10/3

（団体） 優勝 塚本 光、林 留那

■税についての作文（ ） １位 野口 明輝スリーポイント大会

県納税貯蓄組合総連合会長賞２位 中田 秀汰

萩原 七菜佳（３年）（ ） １位 津原 一樹フリースロー大会

■赤穂市人権作文コンクール２位 大原遼太郎

特選 小林 楓賀（２年）３位 野口 明輝

入選 内山 らら（２年）（ ）３位 佐井 菜摘女子フリースロー大会

佳作 濱﨑 俊光（３年）＜剣道＞

■兵庫県読書感想文コンクール赤穂義士祭奉賛剣道大会（ ）城南体育館 12/13

（ ）（男子２年の部）２位 鳴瀧 恭平 石井あゆみ １年・県図書館協議会賞

・入選 井上 紗都、大塚 怜奈＜吹奏楽部＞

松本 恵夢、國本 朋伽兵庫県アンサンブルコンテスト西播地区大会

清水 宝金賞〔混成６重奏〕

■ＪＡ書写コンクール清水 宝、正木真翔、岡田春菜

・佳作 西田 和史、船曳 夏音若狹健太郎、倉内茉菜、木村好花

糸井 夏綺、岡田 春菜

三浦 愛生、中村 朱里



平成28年１月８日３学期の指針 始業式学校長式辞より

■ 、新１年生の不安や心配など、入学１年生は

後の心の負担をできるだけ軽くすることです。

入学して間もない頃は、生活環境が大きく変わ

り、分からないことも多く、不安な毎日が続く

ことは、みなさんも経験しています。不安を解

消するために、自分は何をして欲

しかったのかを思い出し、それを

新１年生にしてやってください。

先輩として何ができるのか、み

んなでよく話し合うことが、先輩

としての最初の仕事です。

■ 、学校全体を引っ張っていく力強さ２年生は

と、新２年生・新１年生を大きく包み込む温か

さをもった集団に成長して下さい。３年生の役

割の大きさと仲間で力を合わせて努力すること

、 、の大切さは 今の３年生が見せてくれましたが

３月には卒業します。生徒会役員選挙への取組

、 、 、を通して 生徒会活動 学校行事

地域行事、部活動など、全てにわ

たって、良きリーダーとして活躍

できる、しっかりとした土台づく

。 。りを始めて下さい 必ずできます

■ 、２年生に「先輩 「リーダー」と３年生は 」

してのタスキをしっかりと渡すことです。３年

生のこれまでの頑張りと成果はだれもが認める

ところですが、自分たちの歩んだ方向と足跡に

、「 」 、 「 」自信を持って 形 だけでなく 取り組む 心

や「思い」そして「願い」を確実に引き継いで

下さい。

最後に、３年生は、自分の選んだ進路に向か

って、逃げることなく全力で立ち

向かっていきなさい。１年生・２

年生の後輩たちは、みなさんの真

剣な姿を応援しています。

『1.17 阪神淡路大震災』
～防災とボランティアの日～

□1/17《HAT神戸 なぎさ公園》

○「 」参加ひょうご安全の日のつどい

○JRC 活動〔被災地支援〕（青少年赤十字）

○東北地方特産品の販売

〔あげかま、かもめの玉子〕

□1/18《 赤穂中学校》「

○1.17 追悼集会（体育館）

○授業参観・避難訓練【 】雨天のため延期

○防災講演会（体育館）

「東日本大震災被災地の支援活動から」

【 】 （ ）講師 兵庫県震災・学校支援チーム EARTH

先生本校主幹教諭 長田 由香里

高校入試始まる
岡山県私立高校の願書受付が

年末から始まり、県外入学試験

と合否発表が行われています。

今後、岡山県私立高校の１期

試験、２期試験へと続き、県内

私立高校は2/10に一斉入試、公立高校は2/14推

薦入試(2/19発表)、3/12一般入試(3/19発表)と

なっています。

生徒たちは不安ながらも、精一杯力を発揮し

てくれています。合格通知が届くたびに、ほっ

と胸をなでおろす毎日です。

■面接練習の成果は出ているだろうか、面接時

に手をごそごそしていないだろうか 「おかあ、

さん」ではなく「母」と言っているだろうかと

気になりますが、待つしかありません。

■「受験票を忘れる 「当日の朝、受験票を探。」

していて集合時刻に遅れる 」など、のんきな。

生徒もいます。前日の夜には準備を全て済ませ

るよう、ご家庭でも声をかけてください。

の主な三学期
□ 1/20(水) ３年進路相談（～1/22）

□ 1/21(木) １年手話教室

□ 1/22(金) PTA本部役員選考委員会

□ 1/29(金) 生徒会選挙〔演説・投開票〕

市ふれあい作品展～2/2 図書館

□ 2/ 4(木) PTA常任委員会

□ 2/ 8(月) 学校保健委員会

□ 2/10(水) 兵庫県内私立高校入試

□ 2/12(金) 入学説明会(新入生・保護者)

□ 2/14(日) 公立高校推薦入試(発表2/19)

□ 2/23(火) ３年期末考査～2/25

□ 2/24(水) １・２年期末考査～2/26

□ 3/ 3(木) 生徒総会

□ 3/ 4(金) 卒業認定会議

□ 3/ 5(土) 福祉協力校実践発表

□ 3/ 9(水) 卒業証書授与式予行

□ 3/10(木) 第69回卒業証書授与式

□ 3/12(土) 公立高校一般入試(発表3/19)

□ 3/24(木) 修業式

□ 3/28(月) PTA会計監査

※２月：学校評議員会


