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～ ～百花繚乱 共 積 上 力 今に み げた ここで

ひやつ か りようらん

□応援ありがとうございました。 □成長した自分を日頃の生活に生かすよう、取り組んでいます。

平成２９年度 ＮＯ.３９

赤穂市立赤穂中学校 平成２９年１０月１２日発行

「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

いろいろな花『百花繚乱』～
が咲き乱れること。すぐれた
人物や業績が一時期にたくさ
ん現れる様子を表す。

台風18号の接近により、9月16日の実施は見
送り、9月20日に延期開催となりました。平日
開催のため、ご迷惑をおかけしましたが、多く
の方にお越しいただき、深く感謝いたします。
ありがとうございました。
標題は、本年度体育祭の生徒会スローガンで

す。生徒たちは、生徒会幹事を中心に、自分た
ちの力で取り組み、積極的に挑戦することを通
して、一人一人が輝き、仲間と共に成長する体
育祭にしたいと願っていました。また、日頃、
自分たちを見守ってくれている多くの方に感謝
の気持ちを伝え、感動を持ち帰ってもらうこと
を大きな目標としていたのです。

何でも「当たり前」なので
はなく、一つ一つのことに感
謝する心を大切にして、常日
頃から ありがとう や も、「 」 「
ったいない」という言葉が普
通に出てくる大人に成長して

ほしいと私は思っています。
だから、行事を通して成長した自分たちの力

を、授業や係活動など、行事のない時にも発揮
し、時間を使って行事に取り組んだ価値と成果
を生かして欲しいのです。

さて、人の行いや言葉遣いは、人の成長と共
に変わっていきます。さらに、成長とは、でき
なかったことができるようになることでもあり
ます。
ところで、ご家庭での生活で、生徒たちに何

か変化がみられましたか。これまで、見向きも
しなかったのに、気にするようになったとか、
何回言ってもしなかったことを、言われなくて
も自分からするようになったなど、お子様の成
長しているところを見つけたら、一言声をかけ
てやってください。
えっ！何もない？ もう一度よく観察してみ

てください。子どもからは、言い出しにくいも
のですし、きっと、家族が気づいてくれること
を楽しみにしていると思います。
久しぶりに、時間とお金を出して美容院へ行

き、そこで薦められた化粧品まで買ってしまっ
たのに、帰宅してみると、だれからも反応の言

、 、葉がない時は 少し寂しくなるのを通り越して
腹が立ってきます。
ご家族の「気づき」は、子どもにも大人にも

大きな励みであり、家族だからできることでも
あるのです。

これから、合唱、文化祭と
行事ごとが続きますが、３年
生の良きリードによって、さ
らに生徒たちが成長してくれることを、今から
期待しています。

□11/10(金) 文化祭【弁当】の主な
□11/12(日) 赤穂シティマラソン
□11/13(月) 教育相談週間～11/17□10/14(土) 西播新人体育大会～10/15

西播地区数学科研究大会(赤穂中) □11/16(木) ３年生進路説明会、PTA常任委□10/17(火)
□11/21(火) ジュニア救急研修～11/22□10/19(木) 市道徳授業研究会(赤穂中)
□11/26(日) 市PTCA実践発表会□10/21(土) PTAコーラス練習
□11/29(水) 期末テスト～12/1□10/23(月) ２年生トライやる・ウィーク～27(金)
□12/ 6(水) 歯磨きスキルアップ教室□10/25(水) 赤ちゃん先生プロジェクト
□12/ 8(金) 義士教育□10/27(金) ３年生習熟度テスト

ふれあいまつり～赤穂、城西 □12/14(木) 赤穂義士祭□10/29(日)
福祉施設ボランティア□11/ 1(水) 津波一斉避難訓練(AM11:11) □12/15(金) 個別懇談～20

□11/ 2(木) 市学童展～11/7 □12/18(月) ３年生習熟度テスト～19
□11/ 5(日) 忠臣蔵旗剣道大会 □12/22(金) ２学期終業式
□11/ 6(月) オープンスクール～11/10 ＜平成３０年＞
□11/ 8(水) 合唱コンクール、PTA □ 1/ 9(火) ３学期始業式コーラス・リハーサル



陸上競技 男子ソフトテニス
赤穂市新人体育大会 城南陸上競技場 9/2 赤穂市新人体育大会 城南9/30 海浜10/1
（男子）村上 洸士 共通100m ３位 （団体）２位

〔 〕共通200m ２位 有年 快斗・後藤 諒成 個人５位
〔 〕那木 大介 共通400m ２位 千崎 雄太・小林 冬夢 個人５位
〔 〕山田陽向汰 共通400m ３位 平野龍之介・北野 隼人 個人９位

共通走高跳 ２位 川畑 颯士・藤木 奨真
個人は９位まで西播大会出場谷 友貴 共通3000m １位 ※

女子ソフトテニス細谷 魁聖 共通110mH ２位
赤穂市新人体育大会 城南9/30 海浜10/1四種競技 ２位

藤原 颯汰 共通砲丸投 １位 （個人）３位 遠藤穂乃果・名田 陽香
共通円盤投 ３位 ８位 竹下 柚那・高橋 彩華

個人は８位まで西播大会出場松﨑 碧羽 共通走幅跳 １位 ※
・4×100mリレー １位

サッカー（松崎、藤原、山本、村上）
（女子）瀧谷 桜 共通1500m ３位 １位赤穂市新人体育大会 海浜ＳＣ 10/1

神田 陽南 共通100mH ３位
男子バスケット瀧谷 咲月 共通砲丸投 ２位

共通円盤投 １位 １位赤穂市中学校交流大会 9/2-3
・4×100mリレー ３位 １位赤穂市新人体育大会 赤穂西中9/30
（野村、粟井、神田、瀧谷桜）

水泳競技西播陸上競技選手権大会・西播新人大会 8/29
9/3池内 和輝 共通砲丸投 ２位 第36回赤穂市ジュニア秋季記録会 赤穂市民体育館

藤原 颯汰 1・2年砲丸投２位 （男子）溝口 晃太 400m自由形 １位
（女子）瀧谷 桜 1・2年800m ３位 小川 聖雄 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位

瀧谷 咲月 1・2年円盤投２位 田淵 康介 100m平泳ぎ ３位
（女子）舩本 愛子 50m自由形 １位赤穂市総体 駅伝競走 城南緑地公園 9/30

（男子）谷 友貴 第１区 ２位 100m自由形 １位
木村太偉至 第２区 ３位 200m個人メ １位
細谷 魁聖 第４区 ３位 河村 凜 50m自由形 ２位
那木 大介 第５区 ３位 100m自由形 ２位
山本 琉斗 第６区 ３位 200m個人メ ２位

（女子）瀧谷 桜 第１区 ２位 池田 美憂 100m自由形 ３位
野村 華恵 第３区 ３位 100m背泳ぎ ２位
粟井 茄帆 第４区 ３位 髙坂仁衣奈 100m背泳ぎ ２位

西播陸上選手権大会 城南陸上競技場 10/1
柔 道（男子）松﨑 碧羽 100m ２位
赤穂市新人体育大会 赤穂市総合体育館 10/1走幅跳 １位

藤原 颯太 100m ３位 （男子団体） １位
砲丸投 １位 （女子団体） １位
円盤投 １位 （男子個人）60kg超 那須 琉斗 １位

那木 大介 400m １位 田原 侑磨 ２位
木村太偉至 1500m １位 60kg 東 大空 １位
谷 友貴 3000m １位 （女子個人） 52kg 竹内 絢音 １位

（女子）本庄 令奈 100m ２位 松尾 博実 ３位
200m １位

剣 道神田 陽南 100m ３位
赤穂市新人体育大会 赤穂中学校 9/30100mH １位

瀧谷 桜 800m １位 （男子団体）１位
1500m １位 （男子個人）１年 高田 誠也 １位

瀧谷 咲月 砲丸投 １位 井上 晴矢 ２位
円盤投 １位 山田 皓暉 ３位

２年 今井 悠貴 ２位ポスター・標語
（女子個人）１年 片岡 三咲 １位赤穂市防犯ポスター・標語（市防犯協会）

（入選）標語 橋本 采女 ２年 鳴瀧 冴子 １位
（佳作）ポスター 畑中 大和


