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赤穂市中学校総合体育大会の記録
※９位まで西播大会出場＜水泳競技＞ ＜女子ソフトテニス＞◎大会新記録

赤穂市民総合体育館室内プール 7/3 赤穂海浜公園テニスコート 7/2.3
（男子）福井 貫太 100m平泳ぎ １位◎ （団体）２位 玉木 香衣、國本 朋伽

200m平泳ぎ １位 石原 李恋、筒井 萌
耳田 成志 50m自由形 １位 山本 愛菜、桃井 璃子

100m平泳ぎ ３位 真殿 涼子、平山 瑠依
小川 聖雄 200m自由形 １位

200m ２位 （個人）１位 桃井 璃子・真殿 涼子個人ﾒﾄﾞﾚｰ
岡本 和樹 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 ３位 玉木 香衣・國本 朋伽

200m ３位個人ﾒﾄﾞﾚｰ
※９位まで西播大会出場春井 恒行 100m背泳ぎ ２位 ＜男子ソフトテニス＞

赤穂海浜公園テニスコート 7/2.3河原 悠人 100m自由形 ３位
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 （個人）３位 備生 洋平・長峰 功樹

田淵 康介 400m自由形 ３位
＜女子バレーボール＞溝口 晃太 200m背泳ぎ ３位

・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ ２位 １位赤穂市民総合体育館 7/2.3
福井、小川、耳田、春井 赤穂西 ０－２ 赤穂

・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位 赤穂東 ０－２ 赤穂
春井、福井、岡本、小川 坂越 １－２ 赤穂

（女子）舩本 愛子 50m自由形 １位◎ 有年 １－２ 赤穂
100m自由形 １位

＜サッカー＞髙坂仁衣奈 50m自由形 ２位
赤穂海浜スポーツセンター 7/2100m平泳ぎ １位

・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ １位 赤穂西 ４－０ 赤穂
舩本、髙坂、﨑田、宮本

＜バスケットボール＞・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ １位
赤穂西中学校体育館 7/2髙坂、﨑田、舩本、宮本

（総合）男子２位、女子２位、男女総合２位 （男子）赤穂５１－３３赤穂西 １位
（男子 〔 〕 １位 大原遼太郎） フリースロー大会

〔 〕 １位 津原 一樹＜剣道＞ 赤穂中学校 7/2 スリーポイント大会
（男子個人 〔３年生〕３位 片岡 優介 ２位 今井 亮輔）

＜陸上競技＞３位 鳴瀧 恭平
赤穂城南緑地陸上競技場 6/25（女子個人 〔１年生〕１位 鳴瀧 冴子）
（男子）村上 洸士 １年 100m １位

山本 秀 ２年 100m ３位＜柔道＞ 赤穂市民総合体育館武道館 7/2
（男子団体）２位 淵本 純平 ３年 100m １位
（男子個人 〔55kg〕 ３位 東 大空 共通 200m ２位）

〔66kg〕 １位 東 大雅 谷 颯人 共通 400m ２位
３位 秋岡 啓人 共通 800m ２位

〔66kg超〕１位 白石 智揮 兒島 慈和 共通110mH ３位
３位 星尾 隆徳 山本 琉斗 共通三段跳 ３位
３位 那須 琉斗 細谷 魁聖 共通四種競技 ３位

（女子個人 〔57kg〕 １位 鳥島 楓 ・低学年 4×100mR ２位）
２位 大瀨 敬子 ＜出井、村上、山本琉、山本秀＞

（女子）寺田 聖菜 共通四種競技 ３位＜軟式野球＞ 赤穂城南緑地野球場 7/2.3
（１回戦）赤穂東０－１赤穂 ・低学年 4×100mR ３位
（２回戦）赤穂西８－２赤穂 ＜濱本、本庄、神田、松原＞

・共通 4×100mR ２位
＜寺田、高木、山手、岡村＞＜男子卓球＞ 赤穂市民総合体育館 7/2

（個人） １位 中島 栄呉 （総合）女子３位、男女総合３位
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「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）



＜出場しない種目を含む＞【西播地区総体】 ７月１６日（土）～１７日（日） 会場案内
□陸上競技 ・太子町総合公園陸上競技場 □軟式野球 ・赤穂城南野球場
□ソフトテニス ・赤穂海浜公園テニスコート □サッカー ・播磨光都サッカー場
□卓球 ・佐用町立上月体育館 □柔道 ・上郡町総合体育館
□バレーボール ・ □剣道 ・赤穂市民総合体育館龍野西中学校・たつの市立体育館
□ ・相生市民体育館 □水泳競技 ・赤穂市民総合体育館 Pバスケットボール 7/10

地域の方から・・・届きました

はばたけ、小さな命

☎平成28年7月6日

今日の午後４時頃、中洲２丁目付近の
千鳥ヶ浜ロードの路上で、羽に傷を負っ
た鳥が飛び立てずに、羽ばたいていまし
た。車は、その鳥を避けて通り、同じよ
うに私も避けて通りましたが、近くを通
りがかった女子中学生が、傷ついた鳥を
助けようと、何度も路上へ出て捕まえよ

。 、うとしていることに気づきました でも
鳥はバタバタと羽ばたくばかりで、捕獲
できません。
私は近くに駐車し、車から紙箱を取り

出し、中学生といっしょにその鳥をよう
やく捕まえることができました。羽が傷
ついたままでは、また路上に飛び出し、
いつかは車に轢かれると思ったので、中
学生といっしょに、その鳥を近くの「動
物病院」へ連れて行きました。
病院で事情を話すと 「兵庫県では、、

野生鳥獣救急指定動物病院として指定さ
れている病院がありますので、落ち着い
たらそちらへ回します 」と、快く引き。
取ってくれました。
中学生が赤穂中学校の生徒だとわか

り、まず学校へと思い連絡しました。

赤穂地区育成推進委員の方より

この季節、水分と塩分の補給や、適度な休憩
が熱中症の予防には欠かせません。生徒たちの
持参する水筒は、日に日に大きくなり、複数持
ってきている人もいるようです。
学校の水道水は飲み水としても利用できます

が、今の季節は生水を飲まないよう指導してお
り、また、水筒のお茶だけでは、不足する日も
あることから、浄水機器を設置し、より安全に
飲める水を提供することにしました。
設置場所は、中央廊下・保

健室前の手洗い場で、浄水機
器を通過した水が出る蛇口を
２つ追加します。

１０月２５日（火）に、人権教育実践研究会を
開催します。本年度は、赤穂中学校区の保幼小
中６校園所が担当です。
子どもたちの道徳的な心情を深め、さまざま

な場面で実践できる力をつける「道徳授業 、」
また、教職員が自分たちの人権意識をさらに高
めること、そして、すべての授業において、生
徒が自分と異なる考えに耳を傾け、互いに学び
合える場面を設定することなどをテーマに研究
を進めています。

私の毎朝の日課になってしまいました。生徒
玄関の下足箱を横目で見ながら、今日の生徒た
ちの様子を自分で占います。整然と並んでいま
すが、時折、片方が飛び出たくつがあります。
揃えに行くと、くつが大きくてうまく入らない
時もあります。
毎朝、生徒は、坂道に差しかかると、心の中

で「学校モード」への切り替えを始めます。正
門を通ると 「学校モード」への切り替えが一、
気に加速し、下足箱の前でくつを脱ぎ、上履き
に履きかえながら 「学校モード」への切り替、
えは完了し、教室へ向かいます。
家庭モードと学校モードの境目が下足箱とい

うことです。くつをそろえることで「今日もが
」 、んばるぞ という気持ちと

仲間と心をそろえて活動す
る準備をしているのです。
教室へ行けば、毎日、生

徒が帰ってから学級担任が
整頓し、整然と並べた机と
イスが、生徒たちを迎えて

います。
レベルアップしていく生徒には、次のステー

ジが用意されています。次に使う人の気持ちを
考え、その人のために、ほんの数秒の時間をか
けることができるかどうかです。
今、私の期待は、玄関以外にもふくらんでい

ます。

■予定していた発行日から各自治会長さまへ

遅れましたことをお詫びいたします。


