
『日時計の影が動く方向から、

時計の針が回る方向が決められた。』 １日(水) 夏服衣替え完全実施

宇宙の始まりについて研究されている理論物理 心を繋ぐｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(5/30～6/5)

学者の佐治春夫先生の『１４歳のための時間論』 ＰＴＡおはよう当番(～23日)

という本に書かれている言葉です。 ２日(木) 大縄大会

地面に棒を立てると影がのびます。 耳鼻科検診(1年生、2-3,2-4)

朝は東から日が差すから、影は西に ＰＴＡ常任理事会

のびる。太陽が南に動くと影は北に ３日(金) ＰＴＡ広報部会

動く。やがて夕方になると影は東に ４日(土) 市ｿﾌﾄﾃﾆｽ対抗戦(男子)

のびる。この影の動きが時計の針の回り方になっ ５日(日) 聖徳太子奉賛ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会(男子)

た。なるほど、それで時計の針は右回りなのだと 市ｿﾌﾄﾃﾆｽ対抗戦(女子)

わかります。 ６日(月) 生徒集会、教育相談週間(～10日)

佐治先生は、次の言葉も言っておられます。 ８日(水) 歯科検診(1年生、2-3,2-4)

９日(木) 内科検診(２年生)

「わかる」とは、 よい歯の生徒表彰

「わ」と「か」を入れ替えること、 校区夜間巡回

つまり、「かわる」ことです。 １０日(金) 英語検定、ＰＴＡバザー準備

１１日(土) 参観日、学級懇談会、ＰＴＡバザー

なるほど。考える力が変わること、自分の行動 １２日(日) さわやか杯中学生卓球大会

が変わること、自分の生き方が変わること･･･。 淡路島交流水泳競技大会

これが「わかる」ということ。言い換えると、自 １３日(月) 【振替休業日】

分の中の何も変わらなければ、それは「わかって １４日(火) 市中学生交流会

いない」「わからない」ということ。 １６日(木) 内科検診(３年生)

生徒の皆さん、勉強でも運動でも、一生懸命に １７日(金) 東中校区７校園所ＰＴＡ連絡会

真剣にやっていきましょう。きっと自分が変わり 漢字検定

ます。自分で自分を変えられるはずです。 校区夜間巡回

１８日(土) 中学野球親善大会

数学検定

１９日(日) 席書大会

２０日(月) 生徒集会

１年生は、５月25日(水)～26日(木)の２日間、岡山 ２２日(水) 期末考査第１日

県備前市の青少年教育センター「閑谷学校」へ、野 ２３日(木) 期末考査第２日

外活動に行きました。史跡見学、講堂学習、スコアオ ２４日(金) 期末考査第３日

リエンテーリング、野外炊事(カレーライス)、集団行 ２５日(土) 赤穂市中学校総体(陸上競技)

動、などを行いました。１泊２日、仲間と協力しながら ２７日(月) 生徒集会、避難訓練

元気に活動できました。 ２８日(火) ２年生福祉体験活動

２９日(水) ＰＴＡ研修部寄せ植え教室

６月１１日（土）は、授業参観・

学級懇談会・ＰＴＡバザーがあり

ます。保護者の皆さま、ご出席の

程よろしくお願いいたします。
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３年生は、5月17日(火)～19日(木)の3日間、沖縄へ

修学旅行に行きました。平和学習、マリンスポーツ、

美ら海水族館、民家での宿泊など、沖縄の歴史・文化

・自然を体験しました。

【野球部】 【陸上競技部】
第１位 金坂 駿・木下敬太・池本堅信・勝本 陸 ●男子の部

碇 大輝・阿部竜也・中地逸樹・須貝元気 100m １位 12"1 水守潤音 ２位 12"2 圓尾優斗

目木颯士・清水雅也・池田 司・植田竜太 200m １位 24"8 圓尾優斗 ２位 24"9 山口裕真

弓張泰生・久保拓翔・有吉海人・有年健伍 400m ２位 58"5 團 優真

吉川 翼・小林律輝・村上 皓 110mH ２位 20"5 神戸一真

4×100mR １位 47"3(大会タイ)山本・水守・圓尾・山口

【柔道部】 ３位 50"0 山村・神戸・清水・團

●男子団体の部 走高跳 １位 1m35 清水公輝

１位 鈴久保弘毅・谷口歩夢・矢野智也 砲丸投 ３位 8m27 團 優真

山﨑龍希・庵奥敬也・阪口大和 ●女子の部

●女子団体の部 200m ２位 31"0 東川蒼生

１位 田中夏希・矢吹裕里奈・新田遥花・信原優菜 800m ３位 2'35"6 大村悠里

●３年男子個人の部 100mH １位 16"4（大会新） 山野 空

２位 鈴久保弘毅 ３位 山﨑龍希 4×100mR ２位 56"8 西藤・西中・大村・山野

●２年男子個人の部 ３位 58"3 明石・萬代・佐井・西田

１位 庵奥敬也 ２位 大島空透 ３位 武田陽光 走高跳 １位 1m41 西藤佳穂

●３年女子個人の部 １位 田中夏希 ２位 1m41 山野 空 ３位 1m38 萬代聖奈

●２年女子個人の部 １位 新田遥花 走幅跳 ２位 4m35 西中梨乃

砲丸投 １位 10m82 上原七生

【剣道部】 円盤投 ３位 20m02 上原七生

●女子団体の部

１位 岡野涼羽・林田遥・岩野加歩 【卓球部】
時田夏光・西奥間琴美 ●団体の部

●１年男子個人の部 １位 萬代里菜・松﨑吏桜・橋本青空・藤本優杏

１位 林野修大 ２位 矢竹歩夢 沖咲奈枝・安藤真由・葛島千花・米谷奈那美

●２年男子個人の部 ３位 中村圭利 ●個人の部

●１年女子個人の部 １位 小川琴美 １位 藤本優杏 ２位 松﨑吏桜 ３位 片山菜摘

●２年女子個人の部

１位 時田夏光 ２位 西奥間琴美 【男子ソフトテニス部（個人戦のみ）】
３位 岩野加歩 ３位 中川莉彩 ２位 目木翔也・安井瑛登 組

●３年女子個人の部 ３位 室井敬人・後藤暖喜 組

３位 林田 遥

【女子ソフトテニス部（個人戦のみ）】
３位 出口ひなた・天野琴葉 組
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(左)マリンスポーツ
ドラゴンボートや
シュノーケリング
を楽しみました

美ら海水族館 飛行機の機内ホテルの夕食 首 里 城国際通り班別行動


