
教育目標『すべての生徒が安心して学習できる学校づくり』 校訓『明けく・浄く・直く』

赤穂市民体育祭【中学生の部】5/10
次の赤穂市総体・西播地区総体・県総体へ・・・

３年生を中心とするチームや種目の接戦が繰り広げられました。成績は下記の

とおり、どの種目についてもよく頑張ってくれました。７月総合体育大会に向けて、

さらに練習や稽古にはげみ、次のステップへ挑戦してください。

5/10 市総合体育館 5/10 赤穂西中学校＜卓球＞ ＜女子バスケットボール＞

・男子団体 ２位 ・フリースロー １位 三宅 彩加

5/10 城南緑地陸上競技場・男子個人 ３位 水木 允隆 ＜陸上競技＞

・女子個人 ３位 和田 菜月 100m ２位 大澤 龍輝（男子）

２位 ３位 田浦 佑典＜野球＞5/9-10 城南緑地公園・坂越中

１位 200m １位 大澤 龍輝＜女子バレーボール＞5/10 赤穂中学校

２位 淵本 純平＜男子ソフトテニス＞5/9 城南緑地公園

・個人(ペア)１位 竹下 立晟、関口 颯巳 800m ２位 谷 颯人

1500m ２位 谷 颯人＜女子ソフトテニス＞5/10 城南緑地公園

・個人(ペア)１位 若狹 詩乃、今井 沙瑛 4×100mR １位 田浦 佑典、淵本 純平

２位 棚橋 陽菜、中道 佑季 谷 颯人、大澤 龍輝

３位 髙松 亜悠、地谷 あゆ 砲丸投げ ３位 出井 愁二

１位 円盤投げ １位 田浦 佑典＜サッカー＞5/10 赤穂中学校

100mH １位 萩原 七菜佳＜柔道＞5/10 市総合体育館 （女子）

・男子団体 ２位 砲丸投げ １位 萩原 七菜佳

・男子個人〔２年生〕１位 東 大雅 ３位 木下 純佳

２位 白石 智揮 円盤投げ １位 木下 純佳

5/24 市総合体育館３位 秋岡 啓人 ＜剣道＞

〔３年生〕１位 竹内 龍生 ・男子個人 ２年 ２位 片岡 優介

・女子個人〔３年生〕１位 陰山 亜美 ３年 ３位 吉光 寿揮

・女子個人 ３年 ３位 河西 飛果瑠
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「学校だより」 文責 校長（平井 正彦）

ひとくちメモ修学旅行
【沖縄 5/26-28】
晴れなくていいから、せめて雨だけは降らな

いで欲しいという願いが「荒神」様に届いたの

か、２日目までは日傘が欲しいくらいの良い天

気でした。３日目は朝から雨、雨・・。１日く

らいは仕方ないかと、ホテルからバスに乗り込

むまで、傘を差して移動する。３号車に乗り込

み、しばらく走ると雨はあがり、首里城からお

、 。 、きなわワールドまで 傘はたたんだまま 結局

傘を使ったのは、３日間で１分間ぐらいです。

私は４月に着任したばかりで、子どもたちの

顔と名前とは一致していませんが、３日間で学

級の様子や雰囲気は十分伝わってきました。

一番感心したのは、学級委員がよく動き、よ

く声を出し、学級をまとめていることです。夜

の学級委員会議でも、自分の学級に足らないこ

と、できていること、明日につないでいくこと

など、自分の意見をしっかり持って、みんなを

リードしているところがすばらしかった。

学級のみんなも、雰囲気をよく盛り上げ、ガ

イドさんとの相性もぴったりでした。

【行程の概要】

＜１日目＞空港--平和の礎--平和祈念資料館

--ガマ--ひめゆりの塔--戦争体験講話

＜２日目＞マリンスポーツ体験--水族館

＜３日目＞首里城--国際通り班別研修

--おきなわワールド--空港

もちろん、100点満点ではありません。注意

されたり、叱られたりすることもありました。



でも、それをくり返さないように意識して行動

できる集団だと感じました。

もうすでに、いろいろな土産話をお子さんか

らお聞きでしょうが、みんな元気に帰ってこれ

たことで、私は安心しました。また、出発前の

ご家庭でのいろいろなご準備やご指導ありがと

うございました。

実を言うと、私は陸から離れる乗り物は得意

ではありません。飛行機が空を飛ぶ原理は理解

し、上空からながめる地上の景色や雲海の美し

さには文句は言いませんが、何となく落ち着か

ないのです。幸い、ＣＡ（ ）キャビンアテンダント

さんがやさしくてきれいで格好よかったので気

がまぎれました。ＣＡさんはピシッと制服を着

こなし、清潔感あふれ、礼やあいさつ、身のこ

なしが実にきれいでした。流行の飾りや衣装を

身に付けているわけではなく、みんな同じ制服

を着ているだけなのに、とてもおしゃれで、格

好いいのです。

制服を着こなすとは、こういうことなんだと

改めて感じました。ピシッと着こなす美しさと

格好よさを子どもたちも感じて

くれたか気になります。

市民体育祭以外の試合・競技会など

・津野かんな 女子100m １位＜水泳＞ バタフライ

女子50m ２位赤穂市ジュニア春季水泳記録会 5/10 バタフライ

・濱﨑 俊光 男子50m自由形 ２位 女子50m自由形 ２位

西田、耳田、濱﨑、池田男子50m ２位 ・男子200mMR ３位バタフライ

中村、津野、髙坂、﨑田男子50m背泳ぎ ２位 ・女子200mR ３位

＜野球＞・西田 尚史 男子50m背泳ぎ ３位

・津野かんな 女子50m自由形 １位 ２位坂越中学校招待野球大会 4/25

＜陸上競技＞女子50m １位バタフライ

赤穂市陸上競技選手権大会 4/29女子50m背泳ぎ １位

女子200m １位 ・大澤 龍輝 男子100m １位個人メドレー

・﨑田つむぎ 女子50m平泳ぎ ３位 男子400m １位

・髙坂仁衣奈 女子50m自由形 ３位 ・谷 颯人 男子1500m ３位

50m ３位 ・萩原七菜佳 ２位バタフライ 女子走高跳

田浦、淵本、谷、大澤50m背泳ぎ ３位 ・4×100mR ３位

＜女子ソフトテニス＞淡路島交流水泳競技大会 5/24 南あわじ市

西播地区選手権大会 5/16 海浜公園・濱﨑 俊光 男子50m １位バタフライ

男子50m自由形 ２位 ・個人（ペア）５位 若狹 詩乃

・小川 聖雄 男子50m平泳ぎ １位 今井 沙瑛

男子50m ３位バタフライ

■あいさつ運動始まる■
６月２日より、PTA主催「あいさつ運動」が

始まりました。PTAだけでなく、地域の方も大

勢参加いただき、25名の大人が坂下で中学生を

迎えました。ありがとうございました。

子どもたちは、何事かと驚いていましたが、

はにかみながら、小声で返事していました。今

回の声の大きさは、PTAの勝ちです。

次回は6/17です。

■6/16参観日・学級懇談会■
子どもに「来るな！」と言われても、来て下

さい。親が、子どもの様子を観に来て悪いわけ

はありません。

一人で来にくい方は、親同士が徒党を組んで押

しかけて来れば、安心です。

しばらく続ければ、親が来ることが当たり前

になります。お待ちしております。

■■PTAインターネット研修会5/31

■ ■SNSの取り扱いとトラブル解消
今年も篠原嘉一先生にお願いし、講習を受け

ました。私たち大人が知らない現実と実態が次

、 。から次へと提示され 食い入るように見ました

また、絶対役に立つトラブル防止設定方法な

どの説明もあり、60名ほどの参加者は時間を忘

れ、２時間の研修となりました。

本年度の篠原先生の講座は終了しました。

来年度も実施する予定です。ぜひ参加してく

ださい。


