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赤穂市中学校総合体育大会の記録 基準日6/30・7/1

平成３０年度 ＮＯ.４９

赤穂市立赤穂中学校 平成３０年７月９日発行

「学校だより」 文責 校長（平 井 正 彦）

剣 道 赤穂中学校 7/1 陸上競技 赤穂城南緑地陸上競技場 6/24

男子個人〔１年生〕 ３位 大田 博斗 （男子）松﨑 碧羽 ２年 100m １位

３位 鳴瀧 良介 藤原 颯汰 共通砲丸投 １位

〔２年生〕 １位 井上 晴矢 共通円盤投 １位

２位 山田 皓暉 村上 洸士 共通 200m １位

３位 高田 誠也 ３年 100m ２位

〔３年生〕 ２位 今井 悠貴 内田蒼一朗 １年1500m １位

女子個人〔２年生〕 ２位 片岡 三咲 １年 100m ３位

〔３年生〕 ３位 鳴瀧 冴子 那木 大介 共通 400m ２位

男子団体 ２位 今井 悠貴、大﨑 誉志 共通 200m ３位

井上 晴矢、山田 皓暉 細谷 魁聖 共通110mH ２位

高田 誠也 共通四種競技 ２位

水泳競技 赤穂市民総合体育館室内プール 7/1 有本 宗晃 １年1500m ２位

（男子）田淵 康介 100m平泳ぎ １位 山田陽向汰 共通走高跳 ２位

200m平泳ぎ １位 谷 友貴 共通3000m ３位

高根 勇樹 100m背泳ぎ ２位 ・共通 4×100mR １位

200m背泳ぎ ２位 松﨑 碧羽、村上 洸士

前田 陽大 50m自由形 ３位 那木 大介、藤原 颯汰

是兼 直哉 100m背泳ぎ ３位 （女子）瀧谷 咲月 共通円盤投 １位

宮本レオン 400m自由形 ２位 共通砲丸投 ３位

・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ ２位 神田 陽南 共通100mH ３位

高根、宮本、是兼、田淵 ・共通 4×100mR ３位

・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ２位 神田 陽南、本庄 令奈

高根、田淵、宮本、是兼 粟井 茄帆、小林 華奈

（女子）河村 凜 100m背泳ぎ １位 （総合）男子２位、女子３位、男女総合３位

200m背泳ぎ １位

池田 美憂 200m自由形 １位 サッカー 赤穂海浜スポーツセンター 6/30

・400mﾌﾘｰﾘﾚｰ ３位 赤穂中 ０－１ 赤穂西中

河村、宮本、津野、池田

・400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ３位 女子バレーボール 赤穂中学校 6/30

河村、津野、池田、宮本 団体 ４位

①赤穂中 ０－２ 坂越中

ソフトテニス 赤穂海浜公園テニスコート 6/30 7/1 ②赤穂中 ０－２ 赤穂西・有年中

女子 団体 ３位 ③赤穂中 ２－１ 赤穂東中

男子 団体 ４位

女子卓球 有年中学校 6/30

男子バスケットボール 赤穂西中学校 6/30 団体 ３位

団体 １位 赤穂中 79－64 赤穂西中 柔 道 赤穂東中学校 7/1

フリースロー １位 橋本 佳歩 男子団体 １位

スリーポイントシュート １位 橋本 佳歩 男子個人〔66kg〕 １位 東 大空

２位 梶 貴博 〔66kg超〕 １位 那須 琉斗

２位 田原 侑磨

野 球 城南緑地公園野球場 6/30 7/1 女子個人〔52kg〕 ３位 竹内 絢音

＜準決勝＞赤穂中 ５－３ 赤穂西中 〔63kg超〕 ３位 山脇 千和

＜決 勝＞赤穂中 ３－４ 赤穂東中



■学校経営や教育課程など、学校

教育全体について広くご意見を伺い、学校運営

に生かしています。6/12に第１回目の会合を持

ちました。〔敬称略〕

□清水 政幸（赤穂地区自治会連合会長）

□勝田 三好（城西地区自治会連合会長）

□釜増 利彦（赤穂保護区保護司）

□松村 裕子（赤穂・城西地区主任児童委員）

□前川 一郎（元赤穂中学校ＰＴＡ会長）

□金井 貴子（赤穂防災士の会会長）

□高田 稔之（赤穂中学校ＰＴＡ会長）

□今井 亮子（赤穂中学校ＰＴＡ副会長）

※上仮屋北・南は、

7/11に合同開催

テーマ「地域と子ども」

■かつて地域の宝物であった子ど

もたちが、今では、まるで宇宙人

のような目で見られることが多く

なってきました。それは、地域の人が地域に住

んでいる子どもたちの名前を知らない、誰だか

分からないからです。人間関係ができていない

と、「宇宙人」のやることなすことに、ついつ

い、まゆをひそめることが多くなります。

以前は、祖父母や父母が地域としっかりつな

がっていたため、子どもが生まれると、○○さ

んの孫、□□さんの娘、として「地域デビュー」

し、早くから地域の一員でした。そして、子ど

もたちは、親を含めた地域の大人の中で、叱ら

れ、誉められ、励まされて、バランス良く成長

してきたのです。しかし、現代は、各家庭の生

活が個別化し、地域行事や祭りなどで、地域の

枠にしばられることを嫌う傾向が見られ、子ど

もと大人が地域の中で接触する機会が減ってし

まいました。

見ず知らずの子どもたちを「宇宙人」のよう

に感じる方もいらっしゃるかと思いますが、大

人の方から、「おはよう！」「お帰り！」と、

声をかけてやってくれませんか。

時間をかけて顔見知りになり、「あのおっち

ゃんが、・・」「あの子が、・・」という話しが

できる地域環境を取り戻す必要があります。

の

□ 7/14(土) 西播地区総体～7/15

□ 7/17(火) 給食最終日

□ 7/18(水) 午前中授業～7/19

□ 7/20(金) １学期終業式

□ 7/25(水) 市民促教育実践研究大会

県総体〔淡路〕～7/31

□ 7/31(火) 西播吹奏楽コンクール

□ 8/ 1(水) JRCトレーニングセンター(明石)～8/3

□ 8/ 3(金) PTA本部役員会

□ 8/ 4(土) 近畿総体（大阪）～8/10

□ 8/ 5(日) 市民体育祭（水泳）

□ 8/11(土) 市民の夕べ

□ 8/13-15 学校閉鎖

□ 8/17(金) PTA常任委員会

□ 8/20(月) 市新人水泳大会

□ 8/21(火) オープンハイスクール（西播地区公立高）- 8/22

□ 8/23(木) オープンハイスクール（中播地区公立高）- 8/24
□ 8/24(金) 県学年別水泳大会(県新人)-8/25

□ 8/26(日) PTA奉仕作業 8:30-10:00

□ 8/28(火) 西播新人陸上大会

□ 9/ 3(月) ２学期始業式

□ 9/15(土) 体育祭〔振替休業日 9/18〕

6/14(木)

■朝から一日、たっぷり

と自由に授業参観、PTA主

催の「ネット、ＳＮＳの

研修会」、講師はテレビにも出演していらっし

ゃる篠原嘉一 先生、そして学級懇談会でした。

多くの方の参観、ありがとうございました。

学級担任の「道徳」授業をご参観いただいた

方も多いと思いますが、いかがでしたでしょう

か。人と人との関わり合い、世の中の不合理、

人の生き方、価値観のぶつかり合い、人権など、

子どもたちは、多くのことを学んでいます。し

かし、放課後や下校中に、記憶から消えること

が多いようです。

＜ちょっと、参考に！＞
■道徳は、毎週水曜日を基準に授業が入ります。

授業で学んだことや考えたことを思い出しなが

ら相手と話すことで、実生活で生かしたいとい

う意欲は高まります。そして、親や兄弟姉妹、

祖父母の方など、いろいろな人の考え方やもの

の見方を知ることで、子どもの道徳性はさらに

深まっていきます。

また、同じＴＶ番組を見ながら、「自分は、

○○○○と思う。」「私は、□□□□と思う。」

と、自分の気持ちや思いを、相手にきちんと伝

える練習をするのも、

心の成長には大変有

効です。




