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子どもも、親も（？）、待ちに待った夏休みがやってきましたよ！

モクモクとわき上がる入道雲に、ひまわりたちの笑顔がよく似合う季節です。と同時に、
真黒に日焼けした顔に、真白な歯と白目が輝く、子どもたちの笑顔が一際栄える季節です。
私も負けじと、日焼けに勤しみ、少しくすみかけてきた笑顔を再び輝かせたいと密かに

目論んでおります。とは言え、どうやら今年の夏も、「猛暑（もうしょ）」が団体様でいら

っしゃる様相です。「経口補水液」という秘密兵器を補填しながら、健康的に灼熱Ｊａｐａｎ

を乗り切りましょう。

さて、夏休みとひと口で言っても、中学校の各学年では、その過ごし方に大きな違いがあることは言

うまでもありません。３年生はほとんどの生徒が進路へ向けての高校入試、受験勉強という大きな枠組み

の中で生活することになります。その一方で１・２年生は、勉強だけではなく部活動や、自分の時間をゆっく

り楽しむことも、夏休みの中に大きなウェイトを占めることと思います。

いずれにしても、４０日間の長い休みが、我が子にとって有意義で、充実したものにな

って欲しいと願う気持ちは、どの保護者にも共通することであることは間違いありません。

では逆に、我が子がどんな生活をしたら、私たち保護者は困るのでしょうか？

１つ目は、生活のリズムが狂うことです。

昼夜逆転までいかなくても、それに近い生活リズムになってしまうこと。深夜の１時、２時まで起き

ていては朝に目覚めなくなるのも当然です。起床時間が、日が高くなってからでは、朝食も食べられず、

昼間の活動も制限され、望ましい生活リズムから遠ざかる一方になります。午前中の学習もできなくな

り、当初計画していたことは達成できず、目の前のことしかやれない生活に陥ってしまいます。

２つ目は、スマートフォンやインターネットと間違った関わり方をしてしまうことです。

小学生までは自分のスマートフォンを持っていなかった児童が、中学校入学をきっかけ

に持つようになることがあります。この傾向は、高校入学時ではさらに顕著になります。

つまり、私たち保護者が入学を機に買い与えるわけです。自分専用のスマートフォンを持たせることは、

「自分だけの世界を持つこと」を認めたに等しい、ということを私たちは知らなければなりません。この

機器を介して友人関係は爆発的に増大し、友だちの友だちなど、保護者が全く知らない人間とのつなが

りもでき、そこでのトラブルも頻発しています。

自由に使えるようになってから、いろいろと

制限を加えるのは大変難しいので、購入した時 第１回 学校評議員会 ６/２７

に家庭内での約束を交わしておいた方が良いと

思います。約束がまだの方は、この機会に是非 地域や保護者の代表６名の方に、「学校評議員」を委嘱し、本校

お願いいたします。 の教育活動全体について、いろいろなご意見をうかがいました。ど

の方のご意見も、学校や生徒のことを気にかけていただいているか

さて、夏休みはいつの時代でも、子どもたち らこその内容で、できる限り実現させていきたいと考えています。

にとって心がワクワクする大変楽しみなもので 貴重なご意見ありがとうございました。

す。自分の自由な時間がたくさんあり、学習や ＜ 学 校 評 議 員 ＞ 敬 称 略

読書、自分の趣味に没頭したり、部活動も思う 大 野 重 徳 （坂越地区自治会連合会会長）

存分やれます。家族との楽しい旅行もあるかも 前 田 護 （高雄地区自治会連合会会長）

しれませんね。 山 根 寿美子 （赤穂市民生児童委員協議会主任児童委員）

子どもたちが、やりたいことをたくさんでき 湯 川 啓 次 （坂越中学校文化体育後援会顧問）

るように、家族も加わってしっかり計画を立て 室 井 洋 子 （元坂越中学校ＰＴＡ副会長）

させることから始めてください。では、健康で 西 本 純 （坂越中学校ＰＴＡ会長）

充実した４０日間になりますように！！

保護者の立場にたって考えてみる、『 な･つ･や･す･み 』 ！



あと一歩で優勝できなかった種目もありましたが、全ての種目について、全力を出し切り、よく頑張

りました。また、保護者の皆様の声援が、子どもたちの力になりました。ありがとうございました。

＜軟式野球＞城南緑地野球場 7/2.3 準優勝 ＜女子バレーボール＞市民総合体育館 7/1 準優勝

（１回戦）坂 越 ３－１ 赤穂西 坂 越 １－２ 赤穂東

（２回戦）坂 越 １－０ 赤 穂 坂 越 ２－０ 赤穂

（決勝戦）坂 越 １－４ 赤穂東 坂 越 ０－２ 赤穂西・有年

＜水泳競技＞赤穂市民プール 7/1 ＜陸上競技＞城南緑地陸上競技場 6/24

【総合】 男女総合 準優勝 【男子】

【男子】 男子総合 準優勝 砲丸投 ２位 三村 武司（３－１）８ｍ２９

１００ｍ背泳ぎ １位 岸本 璃玖（３－１）1"11'44 走幅跳 ２位 寺本 蓮（３－１）５ｍ２５

１００ｍ平泳ぎ １位 岸本 璃玖（３－１）1"17'50 １００ｍ ２位 瀧上 愛貴（２－２）１２”７

１００ｍ平泳ぎ ２位 三野宮海斗（３－２）1"20'81 ４×１００ｍリレー ２位 ４９”９

２００ｍ自由形 ３位 溝田 晴海（３－１）2"34'99 瀧上 愛貴 尾﨑 舜

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 冨田清志朗（３－１）1"15'78 玉森 光貴 寺本 蓮

２００ｍ平泳ぎ ２位 三野宮海斗（３－２）2"57'68 【女子】

４００ｍリレー ３位 4"31'80 砲丸投 ２位 谷﨑 紗代（３－２）８ｍ０４

岸本 璃玖 三野宮海斗 円盤投 ２位 山口 羽菜（３－２）１７ｍ２４

冨田清志郎 溝田 晴海 ８００ｍ １位 内海 優香（１－２）２'40”６

４００ｍメドレーリレー ２位 4"57'02

岸本 璃玖 三野宮海斗 ＜女子ソフトテニス＞海浜公園テニスコート 7/1.2

冨田清志郎 溝田 晴海 （個人）２位 真鍋 智子(3ｰ1)・大隅麻里奈(3ｰ1)

【女子】 女子総合 優勝 ５位 田中 佳穂(3ｰ1)・安井 一紗(2ｰ1)

５０ｍ自由形 2位 岸本 愛莉（１－２） 31'15 ９位 小倉 千沙(3ｰ2)・山本ひなた(3ｰ2)

１００ｍ自由形 ３位 長尾 柚里（２－２）1"14'91 ※９位まで西播大会出場

２００ｍ自由形 ２位 長尾 柚里（２－２）2"46'11

４００ｍ自由形 １位 杉本 梨紗（２－２）6"05'03 ＜ 剣 道 ＞赤穂中学校 7/1

４００ｍ自由形 ３位 山下 知紗（３－１）6"54'61 【女子団体】 準優勝

１００ｍ平泳ぎ ３位 宮艸 玲奈（２－１）1"39'63 野中 海 大玉 怜奈 神吉 采

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 山下 知紗（３－１）2"06'29 山田 唯 照峰 綾乃

２００ｍ平泳ぎ ２位 宮艸 玲奈（２－１）3"22'90 （３年女子個人）２位 野中 海（３－１）

２００ｍ平泳ぎ ３位 杉本 梨紗（２－２）3"37'89 ３位 大玉 怜奈（３－１）

４００ｍリレー ２位 5"15'71 （２年女子個人）３位 照峰 綾乃（２－１）

長尾 柚里 出口 桜花

杉本 梨紗 岸本 愛莉 ＜ 柔 道 ＞市民総合体育館 7/2

４００ｍメドレーリレー ３位 6"14'33 【男子】

岸本 愛莉 宮艸 玲奈 ６０kg級 １位 大搗 弘晟（２－１）

山下 知紗 杉本 梨紗

８月の行事予定 厚いご支援！ ありがとうございます
５日（土） 市民の夕べ

６日（日） タコ祭り 坂越中学校文化・体育後援会 ご加入のお礼
９日（水） 市新人水泳大会 ○平素より、本校の文化・体育活動の充実と発

１３日（日）～１５日（火） 展にご協力を頂きまして、誠にありがとうござ

学校閉庁 います。この度、本会へのご加入をお願いいた

２０日（日） 全校登校日 しましたところ、会員数；763人、口数；763口

親子ふれあい美化活動 の温かいご支援を頂きました。

９月１日（金） 第２学期始業式 誠にありがとうございました。

５日（火） 課題テスト 心より御礼申し上げます。

赤 穂 市 中 学 校 総 合 体 育 大 会 終了！




