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身だしなみを整える

平成２９年度 ＮＯ.３３

赤穂市立赤穂中学校 平成２９年５月３１日発行

「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

何か事があるたびに 「何を着ていこうか」、

「この服装でいいのだろうか」と迷います。出

席する会合やイベントの内容、出席者、来賓の

顔ぶれなどから、適切な服装を選び、身だしな

みを整えます 「校長」ではなくプライベート。

で外出するときは、気持ちも身体も軽快で、身

なりも軽快になります。

しかし、もう慣れましたが、仕事柄、いつど

こでだれに見られているやら分からないという

緊張感は常に持っています。私が覚えていなく

ても、私を知っている人はどこにでもいること

を痛感したことも数多くありました。

それもあって、家人からは

「いつ、どこで死んでもいい

ように、身だしなみはきちん

としてないとあかんよ 」と言。

われています。

・・・・・・。

さて、学校では、３年生の修学旅行にあわせ

5月22日に衣替えを行い、夏服になりました。

この時期は、身だしなみを整えるという言葉が

よく使われる季節でもあります。

、 、身だしなみは 周囲の人に不快感を与えたり

雰囲気を壊したりしないように、服装や言葉づ

かい、立ち振る舞いなど、その場にふさわしい

自分をつくることです。

自分の個性やセンス、好みを生かして自分流

に服を着こなす「おしゃれ」は、身だしなみを

整える必要がない時や場所で楽しむもので、学

校や大人の職場では 「おしゃれ」は必要あり、

ません。

私たち大人は、それぞれの場に応じた服装で

身だしなみを整えています。

正しい着こなしに気をつけなが

ら、リラックスできる場、気を引き

、 、締める場 相手をより大切にする場

文化・思想や地域の慣習に合わせる

場、会社のルールに従う場、自分流

でかまわない場など、実に多くの場に適した服

装で対応しており、相手に不快感を与えないよ

うに結構、気を遣っています。

ところが、子どもは、自分の事しか見ようと

しない傾向もあり、身だしなみがだらしなくな

ります。自分は、かっこいいと思っているので

しょうが、周囲にはだらしなく見えて、かっこ

、 。悪いということに 気づかないことがあります

大人で例えれば、スーツや略礼服を着ている

のですが、カッターシャツをだらりとズボンか

ら出し、ズボンを下げてパンツを見せて、得意

げに結婚式や葬式に出席しているようなもので

す。

本人は 「誰にも迷惑をかけていない 」と、 。

開き直りますが、周囲の人に不快感を与え、し

つけた親が笑われるだけではなく、大切なマナ

ーを無視しても、平気でいられる大人になろう

、 。としていることに 早く気づいて欲しいのです

「身だしなみ」と「おしゃれ」

を区別して、その場に応じた格好

ができる大人へと成長して欲しい

と思っています。

この「荒神台」は、自治会のご協力により、
赤穂中学校区内の全家庭に回覧しています。各
自治会長さんのお宅には、下記の生徒のみなさ

。 。んに届けてもらいます よろしくお願いします

＜松 区＞ 2-3 宍戸 悠起
＜寺 三＞ 2-2 延原 豪暁
＜田 町＞ 2-4 山本 涼矢
＜橋本町＞ 2-2 坂本 拓也
＜山手町＞ 3-2 土谷 美衣
＜中 洲＞ 1-1 大原悠太郎
＜駅前町＞ 3-3 藤友 侑菜

＜下 町＞ 2-4 星尾 昂輝
＜上 町＞ 3-4 木下 茉凜
＜駅 北＞ 1-2 金谷 美憂
＜中 広＞ 2-4 石田 悠真
＜駅 東＞ 3-1 井筒 脩允
＜水源池＞ 2-2 松村 可音
＜ ＞ 3-2 井上 大新さくら通り
＜南野中＞ 3-1 中川亜由奈
＜新 町＞ 3-2 二宮野ノ花
＜上仮屋＞ 3-2 主田 紫咲
＜城 南＞ 1-1 丸谷 実優
＜千 鳥＞ 3-2 山下 凪帆
＜大 町＞ 3-2 勝田 蓮
＜宮前町＞ 2-2 白木仁一朗



基準日5/14赤穂市民総合体育祭の記録

＜柔道＞ ＜陸上競技＞赤穂市民総合体育館武道館 5/7

赤穂城南緑地公園陸上競技場 5/14（団体）男子：２位 田原、那須、川島、東

女子：２位 鳥島、竹内 （男子）山本 秀 200m ２位

（個人）男子２年 １位 田原 侑麿 400m １位(大会新)

２位 那須 琉斗 村上 洸士 200m ３位

３位 東 大空 谷 友貴 1500m ２位

女子３年 ２位 鳥島 楓 3000m ２位

山本 琉斗 走り幅跳び ３位＜女子ソフトテニス＞

出井 愁二 砲丸投げ １位赤穂城南緑地公園テニスコート 5/14

（個人）１位 桃井 璃子・真殿 涼子 円盤挙げ １位

３位 畑中 望愛・木下 茉凜 藤原 颯汰 砲丸投げ ３位

4×100mＲ １位＜男子ソフトテニス＞

山田陽向汰、村上 洸士赤穂城南緑地公園テニスコート 5/20

（個人）１位 石黒 誠也・中元 亮太 山本 琉斗、山本 秀

２位 市瀬 大聖・久保 彰広 （女子）寺田 聖菜 100mH ３位

走り高跳び ３位＜剣道＞ 赤穂市民総合体育館 5/20

（男子個人 〔２年生〕１位 今井 悠貴 神田 陽南 100mH ３位）

〔１年生〕１位 井上 晴矢 瀧谷 咲月 砲丸投げ ２位

２位 山田 皓暉 4×100mＲ ３位

３位 椎畑 元稀 髙木 萌子、岡村 祐果

３位 高田 誠也 寺田 聖菜、濱本 愛梨

＜男子バスケットボール＞（女子個人 〔２年生〕２位 鳴瀧 冴子）

〔１年生〕１位 片岡 三咲 １位赤穂西中学校体育館 5/14

赤穂市ジュニア春季記録会第17回 兵庫県教職員年齢別 ＜水泳競技＞

赤穂市民総合体育館室内プール 5/14剣道選手権大会 5/20

（男子）小川 聖雄 50mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位優勝 岡本真以子四段 先生
◇ （女子）河村 凜 50m自由形 ２位第59回全国教職員剣道大会出場（埼玉県立武道館）8/5(土)

50m背泳ぎ ２位

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位

池田 美憂 50m平泳ぎ ３位沖縄体験 修学旅行 5/22(月)～5/24(水)

本物に出会った３日間
【１日目】5:30 市役所前集合 □伊丹空港→那覇空港 □ひめゆり平和祈念資料館 □沖縄戦体験談

□民泊15:30～翌日10:00〔グループごとに民家で過ごす〕

【２日目】ホテルで「タコライス」 □マリンスポーツ体験 □バーベキュー □エイサー踊り体験

【３日目】美ら海水族館 □国際通り(班別自由行動・昼食) □首里城公園 □那覇空港→伊丹空港

□22:25市役所着

◇映像と文字で学んできた「沖縄」の自然・歴史・文化・戦争の傷跡を、現地で「本物」を観て、触

って、感じ取り、中にとけ込んだ体験型の旅行でした。命を大切にし、力を合わせ、共に生きてい

こうとする沖縄の人たちの心に触れた３日間でした。

◇生徒会役員、学級委員のみなさん、お疲れ様でした。よく動き、みんなをよくまとめていました。

地域の方へ
■学校だより「荒神台」の校区内全戸回覧を再開します。ＮＯ.31、32は発行していますが、事情により

地域への回覧が今回からになりました。本校生徒21名が各自治会長さんのお宅へ毎回お届けし、自治会

の回覧の時に一緒に回していただいています。今年もどうぞ、ご覧下さい。

なお、ＮＯ.31、32は、これまで通り本校ホームページで覧ることができます。


