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「学校だより」 文責 校長（入 潮 賢 和）

生徒集会の講話より

「 あと少しだけ 」

11月に入りました。今の学年も半分の日々が

過ぎていきました。

４月の初めには、今年度の目標を立て文字に

したのではないでしょうか。皆さん（生徒達）

は、その目標を達成しようと、自分自身をコン

トロールしながら学校生活を過ごしてきまし

た。また、私は、目標を達成しようとする多く

の姿を色々な場面で感じとることができまし

た。その、一生懸命に取り組む姿は、大変尊く

感動的なものでした。

今年度も、残すところ５ヵ月となり後半を迎

えました。そこで、あと５ヵ月をよりいっそう

充実したものにし、来年度につなげるため「あ

と少しのがんばり」についてお話しします。

皆さんは、エディ・タウンゼントという人を

知っていますか。ボクシングが

好きな人なら耳にしたことがあ

ると思います。エディ・タウン

ゼントさんは、ボクシングのト

レーナーで世界チャンピオンを

６人育てた人です。

エディさんは、指導している

選手に次のように問いかけました。

「世界チャンピオンになれる、なれないは、

どのくらいの差があるの」

あなたならどう答えますか。

エディさんは、次のように言いました。

「これだけよ。ほんとうにこれだけの差よ。わ

かる。」その時、親指と人差し指の間を２セン

チほど開け見せました。

「もうだめだ」とあきらめるか、「あと少し

だけ」と思ってがんばれるか、その差は少しだ

け。それは、あなたの気持ちの持ち方次第だと

私たちに伝えてくれているように思います。

この話をもとに皆さんが、あと５ヵ月につな

げることができる「少し」は何があるでしょう

か。考えてみて下さい。

例えば、学習面においては、

英語や数学の予習や復習、宿題

などをしていて、「もうやめよ

う」と思ったときに「あと一つ

だけ英単語を覚えよう、あと１

分だけ英文を読んでみよう」と

か、「予定の時間がきたからやめよう」と思っ

た時に「あと一問、計算問題をやろう」と考え

実践してみてはどうでしょうか。

部活動では、たとえばバスケッ

トボールであれば「あと、一本シ

ュート練習をしよう。あと一分だ

けパス回しを続けよう」と思い直

し、練習をすればどうでしょうか。

あと一つ、あと一本、あと一分・・・。

あと少しのがんばりや積み重ねが、その人の

実力になることは間違いありません。

皆さん、このような考えを持ってすると４月

にたてた目標がかなえられる一助になるかもし

れません。「もうやめた」と思ったときの「あ

と少しだけ」という気持ちで、次につなげてほ

しいと思います。

トライやる・ウィーク
ありがとうございました

１０月２１日（月）～２５日（金）と２８日

（月）にかけて行われた「トライやる・ウィー

ク」が終了しました。

各事業所において、２年生の生徒たちは、有

意義な職場体験をさせていただきました。

報告のなかで、「一生懸命にやれていました」

とか「大きな返事で良かったですよ」などと多

く褒めていただきました。これからの学校生活

において、「良かったこと」は、大いに伸ばし、

「足らなかったところ」は、これを機に見直し

さらなる成長が期待できます。

受け入れて下さった事業所をはじめ関係者の

皆様方に心よりお礼申し上げます。

赤ちゃん先生を迎えて
３年生を対象にキャリア教育・人権教育の取

り組みとして、先生（赤ちゃん）を８名お迎え

して授業を行いました。

泣いてばかりの先生、おこる先

生、笑う先生など表情豊かで、可

愛い先生とふれ合い、大変素晴ら

しい時間を過ごすことができまし

た。

（赤ちゃん）先生！！

ありがとうございました。



サッカー
赤穂市新人中学校体育大会

赤穂海浜ＳＣ 9/29
優勝

柔道
赤穂市新人中学校体育大会

赤穂市立総合体育館 9/29
【女子団体】優勝 清水 遥花

吉村 優心
【男子個人】

階級別 優勝 松尾 幸紀
【女子個人】

階級別 ２位 河原 佳音
階級別 ２位 清水 遥花
階級別 １位 吉村 優心

２位

卓球
赤穂市新人中学校体育大会

赤穂市立総合体育館 9/28
【女子団体】２位
【女子個人】

１位 有年 宏香

女子バレーボール
赤穂市新人中学校体育大会

赤穂市立総合体育館 9/28
優勝

陸上競技
赤穂市新人中学校体育大会

赤穂城南緑地陸上競技場 9/7
【男子総合】 優勝
【男女総合】２位

藤友 梨功 100m ２位

200m ２位

廣門 汰一 400m ２位

内田蒼一朗 800m １位

1500m １位

有本 宗晃 3000m １位

竹治 亮太 110mH １位

走高跳 ２位

髙田 陽祐 110mH ３位

三段跳 ２位

西岡 健斗 走幅跳 ３位

射延 直澄 円盤投 １位

河原 礼人 砲丸投 １位

青山 結葉 走高跳 １位
﨑 美愛 円盤投 ３位

（男子）4×100m １位
内田蒼一朗、河原 礼人

竹治 亮太、藤友 梨功

陸上競技
県選手権

ユニバー記念陸上競技場 9/28
藤原 颯汰 砲丸投 ２位

陸上競技

赤穂市中学校駅伝競走大会

赤穂城南緑地陸上競技場 10/5

【男子の部】 優勝

１区 松﨑 碧羽 区間 3位

２区 内田蒼一朗 区間 1位

３区 有本 宗晃 区間 1位

４区 射延 直澄 区間 1位

５区 西岡 健斗

６区 鬼塚 鵬光 区間 1位

の主な行事

□11/ 1(金) PTAあいさつ運動 市学童展～11/5
□11/ 5(火) オープンスクール～11/8(金)
□11/ 6(水) 合唱コンクール
□11/ 7(木) 文化祭【弁当】
□11/10(日) 赤穂シティマラソン
□11/13(水) PTAあいさつ運動

県英語教育研究大会
午前中授業【1年1組は弁当】

□11/14(木) ３年生進路説明会
□11/18(月) 教育相談～11/22
□11/20(水) ジュニア救急教室 ※11/21
□11/21(木) 部活動停止～11/27
□11/23(土) PTCA実践発表会【発表】
□11/25(月) 午前中授業【給食無し】
□11/26(火) 期末テスト～11/28(木)
□12/ 4(水) 歯磨きスキルアップ教室

義士教育
□12/14(土) 赤穂義士祭
□12/16(月) 個別面談～12/19(木)

□12/19(木) 福祉部ボランティア活動
□12/24(火) ２学期終業式

□ 1/ 8(水) 始業式・課題テスト【弁当】

（5時間授業）

お知らせ
保護者、地域の方にお知ら

せがあります。

赤穂中学校では、女子の

防寒対策として、本年度よ

り黒色タイツの着用を許可して

おります。お知りおき下さい。




