
校長 尼子 勝義
教頭 山野 寛

平成２６年度が始まりました。本年度の全校生 １年生 引田 一志 (理科、技術)
徒は４１３名（１年：１１９名、２年：１４９名、 花田 龍一 (１組担任 国語）
３年：１４５名）です。この１年間、生徒の皆さ 簑田はるな (２組担任 英語）
んは、高い志とあふれる意欲を持ち、多くのこと 我那覇淳一 (３組担任 保健体育)
を学んでほしいと思います。それを願って、中国 豊岡由起子（若葉学級担任 英語）
の古い言葉を一つ皆さんに紹介します。 濱本 哲也（美術）
中国は日本の何十倍も面積のある大きな国です 猪谷 和寛（社会）

が、大きな川が二つあります。一つは黄河(全長約 八家 淳 (主幹教諭ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)
5464km)、もう一つは長江(揚子江:全長約 6300km)
です。この大きな川が海に流れ込む辺りでは、川 ２年生 入江利恵子（英語）
幅はまるで瀬戸内海のような大きさになります。 木本 英樹（１組担任 保健体育）
この二つの川に関して、今から 2300 年くらい前、 井上 大輔 (２組担任 理科）

墨子という人が、次のように言っています。 河原 陽祐（３組担任 国語）
ぼ く し

吉永 英元（４組担任 数学）
「江河の水は、一源の水にあらず」 竹原 史也（数学）

こ う が いちげん

塩尻 啓（社会）
これは、長江(揚子江)や黄河のような大きな川 久保 規子（養護）

は、その源は一つではなく、あちらの川、こちら シャリル・ナタシャ（ＡＬＴ）
の川の流れを全て集めて、あのような大きな流れ
になっているというのです。つまり、小さな谷川 ３年生 神谷 千寿（音楽）
の水も、田や畑を潤した水も、全ての支流の水を 岩野 聡（１組担任 社会）
一つ残らず受け入れてきたから、これだけ大きな 下村 翔（２組担任 数学）
川になっているのだということです。 香嶋 友也（３組担任 数学）
さて、皆さんも、「勉強は嫌い」 丑田 耕平（４組担任 英語）

「テストは嫌だ」「掃除は嫌い」 三木 秀彦（理科）
「人と話すのは苦手」「生徒会活 新船美智子（家庭科）
動はめんどうくさい」「部活がし 長尾 悠平 (国語)
んどい」などと言わないで、い 樋口 成美（学習支援）
ろいろなことにチャレンジし、多くのことを身に
つけてほしいと思います。体験を通して広く深く 事務室 秋山 伸吾（事務）
学ぶことが、自分の生きる力を高めることにつな 寺坂佳余子（用務）
がります。 西山 昭代（用務）
「先手必勝」「スタートダッシュ」「機先を制す

る」という言葉があります。いずれも始まりの時 スクールカウンセラー 浅尾 祐亮
の大切さを表しています。皆さんにとって、今が 心の教室相談員 横川 晶子
この１年間の決意を実行していく始まりの時です。
何ごとにも一生懸命にがんばってください。

生徒の健全な成長のためには、家庭と学校の連 額田 一正 （赤穂中学校へ）
携が大切です。心と身体が急激に成長し、大きく 八木 稔 （赤穂西中学校へ）
揺れながら人間形成をする中学生時代に、いろい 小森はる奈 （赤穂中学校へ）
ろな問題から子どもたちを守り、充実した中学校 寺内多希子 （赤穂西中学校へ）
生活をおくる決め手となるのが親と教師の連携で 渡邊 和英 （岡山県立聾学校へ）
す。私たち教職員は、全力で教育活動に取り組む 向 真弓 （退職）
所存です。保護者の皆さまと共に手を取り合いな 津田 沙希 （退職）
がら、温かく生徒たちの成長を支えていきたいと 橋本 瑞香 (坂越中学校へ)
願っています。どうぞご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。 裏面に続く→

保護者の皆さまへ
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赤穂東中学校には五つの校訓があります。それ
は「自主・協同・奉仕・明朗・遵法」の五つです。
生徒の皆さんは、この校訓を大切にしてほしいと ７日(月) 離任式・着任式・１学期始業式
思います。 ＰＴＡ学級理事投票用紙配付(2,3年生)

一つめの「自主」とは、自分が気づき、自分で ８日(火) 入学式
考え、自分から行動することです、自分が自分の ＰＴＡ学級理事投票用紙配付(1年生)

人生の主人公として生きるということを表してい ９日(水) 生徒会対面式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
ます。 １０日(木) 生徒議会・専門部会
二つめの「協同」は、人と ＰＴＡ学級理事投票用紙回収開票

人が互いに尊重し合い、共に ＰＴＡ新旧常任理事会
支え合い、励まし合い、助け １１日(金) 給食開始
合い、磨き合い、高め合い、 ２・３年生課題テスト
心を一つにしてものごとに取 １年生新入生テスト
り組むということです。 １２日(土) 龍ｾﾝﾄｶｯﾌﾟｿﾌﾄﾃﾆｽ大会
三つめの「奉仕」は、自分 西播中学校陸上記録会

以外の人のために、また、地域や社会のために役 １４日(月) 生徒集会
立つことをし、人を幸せにするということです。 ２・３年生身体測定
四つめの「明朗」は、明るく健康な心と身体を １５日(火) 新入生歓迎遠足

持ち、礼儀正しく生きることです。その第一歩は、 １６日(水) １年生身体測定
さわやかな挨拶に始まります。 １７日(木) 学級写真撮影
五つめの「遵法」は、法律やきまり、ルール、 ＰＴＡ新旧常任理事会

約束を守るということです。お互いの命を守るた ＰＴＡ第１回理事会・専門部会
めに、そして、他の人に迷惑をかけず、みんなが １８日(金) 検尿１回目
気持ちよく生活するために、きまりを守り、よく １９日(土) 登校日・参観授業・ＰＴＡ総会
考えて行動し、自分の言葉や行動に責任を持つと ３年生修学旅行説明会
いうことです。 兵庫リレーカーニバル(～20日)
この五つの校訓は、どれも私たち人間が生きる ２０日(日) 寺島杯親善柔道大会

上で、とても大切な態度、心の在り方、生き方を ２１日(月) 振替休業日
示しています。 ２２日(火) 全国学習学力状況調査
赤穂東中学校の生徒の皆さんが、五つの校訓を ２３日(水) １年生心電図

いつも心に刻み、自分だけの幸せを求めるのでは ２４日(木) 職員会議
なく、すべての人々の幸せのために生きる人間と ２５日(金) 検尿２回目
して成長することを心から願っています。 ２６日(土) 坂越中学校招待野球大会

西播中学校陸上競技記録会
２７日(日) 磐梨旗争奪柔道大会
２８日(月) 家庭訪問第１日

２９日(火) 【昭和の日】
３０日(水) 家庭訪問第２日

日本では、４月のこ

とを「卯月(うづき)」 ５月の予定
とも呼びます。この言 １日(木) 家庭訪問第３日

葉の由来は、いろいろ ２日(金) 家庭訪問第４日
な説がありますが、卯 １０日(土) 市民体育祭・中学校の部(～11日）
の花が咲く月「卯の花月 １２日(月) 振替休業日
(うのはなづき)」を略し １８日(日) 市民体育祭・総合開会式

たものというのが定説です。 ２０日(火) ３年生修学旅行(～２２日)
「卯の花」はウツギの花のことです。この木は、 ２５日(日) 市民体育祭・剣道競技大会
茎の中が空のため空木（ウツギ）と呼ばれるよう ２８日(水) １年生閑谷合宿(～２９日)
になったということです。

卯の花

の行事予定
校訓をいつも心に校訓をいつも心に

４月の異称


