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始業式 校長式辞より要約挑戦し、輝く ２学期に

平成２９年度 ＮＯ.３８

赤穂市立赤穂中学校 平成２９年９月４日発行

「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

＜略＞
夏休みには、近畿総体、全国大

会に、陸上部、水泳部が出場する
など、運動部の活躍が目立っただ
けでなく、吹奏楽部の西播地区コ
ンクールでの演奏は、音の透明感
を感じるすばらしい演奏だったこ

とを思い出します。
さらに、毎日のように、暑い中でも汗を流し

ながら部活動に励む姿、学習会で仲間と共に学
ぶ姿、生徒会幹事など、リーダーたちが研修す
る姿、畑の野菜の様子を見ながら水やりをする
姿など、学校はみなさんの活動で活気づいてい
ました。

さて、今日から、１年間で最も長い学期が始
まります。
まず、染みついた「夏休みモード」を 「学、

校モード」に切り替えることが大切です 「あ。
いさつをする 「くつをそろえる 「傘をそろえ」 」
る 「連絡ボードを確認する 「授業を大切にす」 」
る 「係活動をがんばる 「すみずみまで掃除す」 」
る」など、集団生活のリズムを取り戻し、全員
が心をそろえ、自分たちの可能性を信じ、大人
へと「進化」していく時が来たのです。
また、２学期は、体育祭、合唱コンクール、

文化祭などの大きな行事の他、３年生は自分の
進路を切り開く時期でもありま
す。２年生は、３年生からリー
ダーとしての責任を引き継ぐ学
期であり、１年生は、これまで
のいろいろな活動や経験を生か
して、自分を鍛える学期です。

ところで、みなさん一人一人の、そして、赤
穂中学校の未来の姿はだれにも分かりません。
しかし、未来につながる「今」を、みなさんが

、 、大切に思い 仲間と共に努力することによって
未来は少しずつ見えてきます。未来は、与えら

、 。れるものではなく 自分で創っていくものです

しかし、努力すれば必ず良い結果が見えてく
るわけではありません。やっても、やっても、
成果が表れず、自分には才能がないのではない
か、自分にはできないのではないかと、不安に
思うこともあります。
でも、努力を続けている人

は、結果はどうであれ、他の
人にはない「輝き」が出てき
ます。この「輝き」こそ、そ
の人の「個性」であり、成長の足跡であり、未
来につながる成果なのです。結果ばかりにこだ
わって、今を見失うと、輝きは得られません。

そこで、この２学期は 「挑戦」、
をキーワードにして、みなさん一人
一人が自分自身を高めるとともに、
全校生徒が、互いに声をかけ合い、
心をそろえ、行事や自主的活動、係
活動に取り組んでくれることを願っ

ています。
２学期の行事の目的は、その取組の中で、自

分の活動の場を見つけ、積極的に挑戦し、自分
を生かし、輝くことにあります。そして、全員
が力を合わせ、感動的な行事を創り上げること
です。集団の中で、一人一人が自分の存在を確
かめ、全員が心をそろえることの喜びと大切さ
を体験し、学んで欲しいのです。

自分を生かせる係活動に立候補するなど、積
。 、極的に挑戦する２学期にしてください それは

自分の成長のためであると同時に、みんなの役
に立つことでもあります。
『自分を生かし、相手も生かす』また 『自、

、 。分のために行動することが 他人のためになる
他人のために行動することが、自分のためにな
る』
人の役に立ち、人から感謝されることのすば

らしさを体験し 「人のために行動できる」大、
人への「進化」の一歩を踏み出してくれること
を大いに期待し、
式辞とします。

◆ 早朝より、250名余りのご協力を得て、草刈り、側溝のＰＴＡボランティア活動 8/27(日)
土砂撤去、樹木の伐採が一気に行われました。個人の刈払ありがとうございました。

◆ い機や軽トラックなどの提供、助かりました。約１時間半保護者124名、生徒128名、教師24名
◆多くの方が 「学校環境」を気にかけ の作業になりましたが、きれいになりました。腰や肩が痛、
くれていることに感謝しています。 くありませんか。

体育祭／平成２９年９月１６日（土） 午前８時４５分 開会
■雨天順延 9/17(日)、18(月) ■自動車の駐車場はありません。（自転車、バイクは坂道へ駐輪）



水泳競技-1 水泳競技-2
兵庫県中学校総合体育大会 7/26（神戸市） 赤穂市中学校新人体育大会 8/10(坂越中)

舩本 愛子 50m自由形 １位 （男子）前田 陽大 50m自由形 ３位（女子）
※大会新記録・県中学新記録 26"85 100m自由形 ３位

田淵 康介 100m平泳ぎ １位赤穂市民体育祭（水泳競技大会）8/6(室内P)
（男子）溝口 晃太 100m背泳ぎ ２位 100m背泳ぎ ２位

小川 聖雄 200m個人メ ２位 是兼 直哉 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位
・200mﾌﾘｰﾘﾚｰ ３位 ・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ ２位

小川、田淵、河原、溝口 前田、田淵、宮本、是兼
・200mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ３位 ・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位

是兼、溝口、小川、河原 山本、田淵、是兼、宮本
（女子）河村 凜 50m自由形 １位 （女子）河村 凜 50m自由形 １位

100m平泳ぎ １位 100m平泳ぎ １位
池田 美憂 100m自由形 ２位 池田 美憂 100m自由形 １位

100m背泳ぎ ２位 100m背泳ぎ １位
髙坂仁衣奈 50m自由形 ２位 ・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ ２位

100m平泳ぎ ３位 河村、中村、宮本、池田
兵庫県中学校学年別水泳競技大会 8/24(神戸市)・200mﾌﾘｰﾘﾚｰ １位

池田、髙坂、宮本、河村 （女子）池田 美憂 100m背泳ぎ ５位
・200mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ２位 河村 凜 100m自由形 ６位

池田、河村、髙坂、宮本
陸上競技

7/31 兵庫県中学校総合体育大会 7/26吹奏楽 兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
中学校Ｓ部門・銀賞 （男子）山本 秀 共通 400m ２位

西播中学校混成・リレー競技選手権大会 8/1・西播吹奏楽連盟奨励賞
共通男子スプリントトライアスロン

山本 秀 １位（大会新）ハガキ大募集 親から子へ、子から親へのハガキ大募集
西播中学校陸上競技選手権大会 8/29（ ）兵庫県学校厚生会
（男子）山本 秀 共通 200m １位＜応募総数1957通＞8/24 神戸市にて授賞式

○兵庫県教育長賞 ２年 那須 琉斗 共通 400m １位
○ ２年 大崎 和葉 出井 愁二 共通砲丸投 １位日本教育公務員弘済会兵庫支部賞
○入選 ２年 富田 結羽

リーダー研修会
□ＪＲＣ（青少年赤十字）リーダーシップ・トレーニング

8/2-4 明石市立少年自然の家（２年生15名）
□２年生リーダー研修会【１年生は午後から合流】

8/24 赤穂中学校（16名）
□赤穂市中学校生徒交流会【市内生徒会幹事交流会】

8/28 赤穂御崎野外活動センター

何を研修しているの？

■集団生活、社会生活では、リーダーは、メン
バーの多様な価値観に基づく意見を、個人的な
好き嫌いではなく、集団生活の向上の観点で一
つに取りまとめ、みんなを引っ張り上げていく

。 「 」役割を持っています これを リーダーシップ
と言います。しかし、リーダーだけでは集団は
機能しません。リーダーが取りまとめ指示した
方針に沿って、メンバーを支え、後押し、時に
は引っ張り上げるフォロワーが必要です。その
役割を「フォロワーシップ」と言います。
■リーダーには、資質や知識、技能、そして経

験と魅力が必要であり、それを『リーダー研修
会』で学んでいます。講師は、教師や専門指導
者がつとめ、リーダーとフォロワーの両方の立
場から、３年生になるまでに基礎的な学習と体
験を進めているのです。
■また、生徒交流会は、市内５中学校の生徒会
幹事が全員集まり、各学校のとりくみや活動に
ついての情報交換と交流を深めています。
交流会通信は、年５回、市内全戸回覧され、

広く市民に情報を発信しています。

『気づき、考え、実行する』■
これは、JRC（青少年赤十字）活動の態度目

標です。67年目を迎える赤穂中学校JRC、生徒
会活動の活動理念の一つになっています。

「 」 、8/24の 1・2年合同リーダー研修会 のあと
参加者有志が、新学期を迎える玄関、廊下、中
央階段をきれいにしようと
清掃してくれました 「気。
づいたら、自分が行動す
る 」ありがとう。。


