
    

 

 

 

                                                            

 

 

平成２９年度赤穂東中学校生徒総会 

 

 

 

 

 

 

 

５月９日（火）平成２９年度の生徒総会が開かれま

した.厳粛なムードに包まれる中、新たな生徒会スロー

ガンを採決。若木の精神と真心を象徴する「心」       

の書、そこに記された「あなたと創る ぼくらの幸せ」

の文字に込められた想いと大きな愛情を感じました。 

真心厚く、考えて行動していますか？ 

「西郷どんの教え」（西郷南州翁遺訓）という政治

家や経済界のリーダーが指南書として大切にしてい

る西郷隆盛の教えの一つに「真心厚く、考えて行動し

ていますか？」と書かれてありました。 

この教えの原文はこうです。 

世人の唱うる機会とは、多くは僥倖の仕当てたるを

言う。真の機会は、理を尽して行い、勢を審らかにし

て動くと云うに在り。平日国天下を憂うる誠心厚から

ずして、只時のはずみに乗じて成し得たる事業は、決

して永続せぬものぞ 

そこには「『機会を作る』とは、

人のために考え動くこと」と記し、

解釈として「世間で言う“機会”

とは、まぐれだったり、たまたま

運がよくということを言っているけど、本当の機会と

いうのは、人のためにつくし、今何が必要なことかを

考えて動くことをいうんだ。いつも学校やクラスのこ

とを考える真心が厚くなくては、ただその時だけうま

くいっても、そのことは長続きがしない物だよ。」と

書かれてありました。 

今年度のスローガンを

見て、また、それに向かっ

て一つになって進もうと

する東中生徒の輝くまな

ざしを見て、この話を思い

出したのです。だいじょうぶ。きっと大丈夫だ。この

生徒会・生徒達、素晴らしい生活を、学びを身に付け

突き進んでくれると信じています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  １日(木) １年生野外活動(閑谷学校)第２日 
夏服衣替え完全実施 

  ２日(金) １年生休業日 英語検定 
       ＰＴＡ常任理事会 
  ３日(土) 赤穂市福祉のつどい 

市中学野球親善大会 
市ｿﾌﾄﾃﾆｽ対抗戦 

       丹波招待卓球大会 
県中学陸上競技記録会（～4日） 

  ５日(月) 生徒集会 
みんなが幸せにｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（～9日） 

７日(水) 歯科検診(1年生、2-1,2-2) 
ＰＴＡ広報部会 

８日(木) 大縄大会 
耳鼻科検診(3年生、2-3,2-4) 

  ９日(金) 教育相談週間(～16日) 
       ＰＴＡバザー品物搬入 
 １０日(土) ＰＴＡ母親部・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱお菓子作り 
       ｿﾌﾄﾃﾆｽ西播選手権大会 
       西播中体連柔道強化練習会 
       丹有地区中学校陸上競技記録会 
１１日(日) 参観日・学級懇談会・ＰＴＡバザー   

 １２日(月) 【振替休業日】 
 １３日(火) 生徒集会 

ＰＴＡおはよう当番(～7月 3日) 
 １５日(木)  耳鼻科検診(1年生、2-1,2-2) 
 １６日(金) 漢字検定 
 １７日(土) 西播中学陸上競技記録会 
 １８日(日) 席書大会 
 １９日(月) 生徒集会 
 ２１日(水) 期末考査第１日 
 ２２日(木) 期末考査第２日 
 ２３日(金) 期末考査第３日 夜間巡回 
       ７校園所ＰＴＡ連絡会 
 ２４日(土) 赤穂市中学校総体(陸上競技) 
       数学検定 
 ２６日(月) 生徒集会 
 ２７日(火) ＰＴＡ研修部手芸教室 
２８日(水) スマホ･ケータイ人権教室 

ＰＴＡ広報部会  
 ２９日(木) 東中校区地域サポート会議 
 ３０日(金) 東中校区育成推進協議会総会 
 
 ６月１１日（日）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。 

赤穂東中学校 
学 校 だ よ り 第 ３ 号 

2017 年６月 
編集 校長 色波 

 

校訓 

遵 明 奉 協 自 

法 朗 仕 同 主 

 
学校教育目標 

高い志を持ち、学ぶ意欲と思いやりの心の充ちる生徒の育成 
－ あいさつの声と笑顔のあふれる学校 － 

【６月の行事予定】 

 



修学旅行 in沖縄(5月 16日(火)～18日（木） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６５回 兵庫県リレーカーニバル 

中学男子 4×100mR ２位 44"72 清水公輝・圓尾優斗・神戸一真・水守潤音 

第６６回赤穂市民総合体育祭
【野球部】1位 

３年 清水雅也･有年健五･有吉海人･弓張泰生･
池田司･久保拓翔･吉川翼･植田竜太･小林律輝 

２年 久野陽真･弓張真之介･結城寿希斗･吉川樂 
中地力篤･橋本大翔･江端悠斗･清水龍之介･ 
碇翔太･片山遙翔･是兼龍之介･中村龍也･ 
一二三陽斗 

【柔道部】 
中学男子団体 １位 
 ３年 庵奧敬也・大島空透・阪口大和・末藤憧 
      武田陽光・田中颯馬 
中学女子団体 １位 
 ３年 新田遥花・信原優菜・中村未羽・ 
        西川ゆり 
中学男子個人 
 ３年 １位 大島空透 ２位 阪口大和  
        ３位 庵奧敬也  ３位 武田陽光 
中学女子個人 
 ３年  １位 信原優菜 ３位 新田遥花 
  ２年  １位 西川ゆり ２位 中村未羽 

【陸上競技部】  
中学男子 100m  １位 11"8 水守潤音 

          ２位 12"1 清水公輝 
          ３位 12"6 神戸一真 
      200m  １位 24"1(大会新)水守潤音 
      800m  ２位 2'20"5 山脇映空 
      円盤投 ３位 17m23 神原京佑 
 中学女子 100m  ３位 13"7 萬代聖奈 
      200m  ３位 28"7 萬代聖奈 
      800m  １位 2'27"3 村下綺菜 
          ３位 2'38"0 東川蒼生 
      1500m  １位 5'02"1 村下綺菜 
      4×100mR 

 ２位 56"0 目木・萬代・村下・西田 
      走幅跳 ２位 4m42 目木こころ 
      円盤投 １位 16m27 甲斐明日樺 
          ３位 11m86 中村心菜 

【剣道部】  
中学男子団体 ２位 
 赤穂東Ａ ３年 江見勇紀･中村圭利･一二三優雅･ 
        山本麟太郞 ２年 矢竹歩夢 
中学女子団体 １位 
 赤穂東Ａ ３年 岩野加歩･時田夏光･西奥間琴美 
      ２年 小川琴美･関理咲子 
中学個人の部 
 男子３年の部 ３位 江見勇紀 
 男子２年の部 ２位 金井彪琉 

 ３位 林野修大・矢竹歩夢 
 女子３年の部 １位 時田夏光 ２位 西奥間琴美 
        ３位 岩野加歩 
 女子２年の部 １位 関理咲子 ２位 小川琴美 

【卓球部】 
中学女子団体の部 １位 赤穂東中学校 A 

  ３年 安藤真由･沖咲奈枝･藤本優杏･梶原沙月･ 
魚住彩乃･上鍵 玲･葛島千花 

    ２年 中村一葉･山内雛乃･奥原里菜 
             ３位 赤穂東中学校 B 
    ３年 岩﨑はずき･片山菜摘･岩間風佳･土谷妃奈 

米谷奈那美･坂越陽菜･水漏美海 
    ２年 大島七星・葛島希光・岩屋優芽 
 中学女子個人の部 １位 ３年 藤本優杏 

２位 ３年 沖咲奈枝 ３位 ３年 梶原沙月 
【男子ソフトテニス部（個人戦のみ）】 

  ３位 ３年 廣島夢叶･２年 安井瑛登 組 

【女子ソフトテニス部（個人戦のみ）】 
 ３位 ２年 中川心愛･小島未早希 組 

【バレーボール部】 
  ３位  ３年森脇希歩･小川留依･蜂谷 萌･花田 葵 

蜂谷咲花･蔭山ちはる 
２年野口遥花･目木帆乃佳鴈金 萌子･ 
久保田真由･大堀 南･折越玲花 

 

煌めけ! 輝け! すばらしき東中の生徒達! 


