
『学んだことを、どれだけ記憶にとどめるこ

とができるか』を調べた研究があります。

それによると、 １日(火) ２学期始業式、生徒議会、

職員会議

聞いたとき ・・・ １０％ ２日(水) 課題テスト

見たとき ・・・ １５％ 専門部委員会

聞いて見たとき ・・・ ２０％ ３日(木) ２学期給食開始

人にたずねたとき ・・・ ４０％ 体育祭練習開始(体操服登校可)

自分で体験したとき・・・ ８０％ ＰＴＡ常任委員会

７日(月) 生徒集会

この結果は、皆さんも今までの経験から納得 １０日(木) 体育祭予行演習 (弁当用意)

できる数字だと思います。 １１日(金) 体育祭準備

実は、最後の「自分で体験したとき」の８０ １２日(土) 体育祭（弁当用意）※雨天順延

％を超える方法があるのです。しかも、学んだ １４日(月) 振替休業日

ことを９０％記憶にとどめることができる方法 １５日(火) 生徒集会

があるというのです。何だと思いますか？ ２０日(日) 秋の全国交通安全運動(～30日)

それは、 御崎地区敬老会

「他の人に“教えたとき”」なのだそうです。 ２１日(月) 【敬老の日】

私たちが聞いたり見たりして学んだことは、 ２２日(火) 【国民の休日】

聞いた時や見た時には分かったつもりでも、基 ２３日(水) 【秋分の日】

本的には「右の耳に入って、左の耳から出てい ２４日(木) 教育相談週間(～30日)

ってしまう」のたとえそのままに、ほとんど記 ２５日(金) 職員会議

憶に残らないようです。しかし、誰かに「教え トライやるウイーク推進委員会・

たとき」に、９０％の割合で記憶にとどまると 指導ボランティア合同会議

いうのです。 自転車危険運転一斉指導

生徒の皆さんは、２学期、学級の仲間と、話 ３０日(水) ３年生習熟度テスト

し合う、考え合う、励まし合う、教え合うなど、

学び合うことを頑張ってほしいと思います。 本年度の体育祭を９月１２日(土)に

必ず、皆さんの学ぶ力を磨き、高めることが 開催いたします(雨天順延)。保護者の

できます。皆さんの更なる飛躍を期待します。 皆さま、地域の皆さま、ご来校並びに

ご声援をよろしくお願いいたします。

残暑の厳しい８月２９日(土)、「ボランティアふれあい清

掃作業」を実施しました。約２２０名の生徒と約３０名の

ＰＴＡ、２７名の教職員が参加しました。

おかげさまで、夏の間に大きく伸びていた草や、枝葉の

伸びていた樹木、雨に流されていた運動場の土が整備され、

２学期を気持ちよく迎えることができました。

ご協力ありがとうございました。
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【剣道】 赤穂中学校体育館（７月１８日・１９日）

男子団体の部 ４位 片山航希・江見太一・關 宗一郎・折越雄大・江見勇紀（県総体出場）

女子団体の部 ２位 西奥間晴香・亀井優花・蔭山穂香・宮原舞優・中田萌恵（県総体出場）

個人の部 男子 ３位 江見太一 （県総体出場）

女子 ２位 西奥間晴香（県総体出場）

【柔道】 上郡総合体育館 （７月１８日・１９日）

男子団体の部 優勝 辰己柚樹・名田 智・山本樹・末藤 魁・今井一稀・

鈴久保弘毅・矢野智也 （県総体出場）

女子団体の部 ３位 田畑明里・駒澤幸穂・矢吹裕里奈・田中夏希（県総体出場）

男子個人の部 55ｋｇ級 ３位 谷口歩夢

60ｋｇ級 ２位 山本 樹（県総体出場）
66ｋｇ級 １位 辰己柚樹（県総体出場）

73ｋｇ級 １位 名田 智（県総体出場） ３位 矢野智也

81ｋｇ級 ３位 今井一稀（県総体出場）

女子個人の部 １位 駒澤幸穂（県総体出場） ２位 矢吹裕里奈（県総体出場）

３位 田畑明里

【野球】 波賀メイプルスタジアム（７月１８日・１９日）

準優勝 ３年 秋田唱吾・松下祐士・村上陽哉・中島一樹・森下皓太・西野 聡・

山二旺一朗・田渕克幸・打浪天馬・鎌田 翼

２年 木下敬太・勝本 陸・金坂 駿・池本堅信・阿部竜也・碇 大輝・

中地逸樹・須貝元気・目木颯士

【水泳】 赤穂市民総合体育館屋内プール（７月１２日）

団体の部 男女総合 優勝 男子総合 優勝

個人の部 男子 100m自由形 1位 塚本康介 54.89
男子 200m自由形 3位 廣門聖樹 2:35.49
男子 100m平泳ぎ 2位 浅野航輝 1:20.75 3位 渡代航紀 1:21.26
男子 100mバタフライ 1位 塚本康介 57.22（大会新）
男子 200mバタフライ 1位 小島一暁 3:18.45
男子 100m背泳ぎ 1位 佐野陽彩 1:08.07
男子 200m背泳ぎ 2位 佐野陽彩 2:26.77
男子 200m個人メドレー 2位 久田雄太 2:28.10
男子 400mメドレーリレー 1位 佐野陽彩 渡代航紀 塚本康介 土谷拓海 4:29.57
男子 400mリレー 1位 塚本康介 渡代航紀 土谷拓海 佐野陽彩 4:06.92

【陸上競技】 太子町総合公園陸上競技場（７/１８・１９）
団体の部 男子総合 ２位
個人の部

男子 1年 100m １位 12"91 水守潤音 ３位 13"12 圓尾優斗

低学年 4× 100mR １位 48"99 山本・水守・圓尾・山口

400m ２位 51"99 鈴木寿基 800m １位 2'07"35 鈴木寿基

110mH ３位 18"97 的場春樹 四種競技 ３位 1332点 團 優真

女子 低学年 4× 100mR ２位 54"31 西中・西田・萬代・山野

走高跳 ２位 1m45 山下 星 ３位 1m40 山野 空

四種競技 ２位 2094点 山野 空

【水泳】 神戸ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ（７月２７日・２８日）

男子 100mバタフライ 1位 塚本康介 56.88（大会新） 「近畿総体出場・全国大会出場」

男子 100m自由形 1位 塚本康介 55.27 「近畿総体出場」

【剣道】 兵庫県立武道館（７月２５日）

男子個人の部 ５位 江見太一 「近畿総体出場」


