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文責：安井誠治

教育目標；『『歌声」と「あいさつ」が響き、「笑顔」があふれる学校づくり』 校訓；『希望・友情・責任』

いよいよ、待ちに待った夏休み！7月初旬の豪雨から一転、連日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となりました。どうやら今年の夏は、

これまで以上に「猛暑（もうしょ）」を超えた「酷暑（こくしょ）」がやってくるそうで

す。 特に、「熱中症」予防や「紫外線」対策に十分気を使い、効果的にエアコンを活

用しながら、健康的に灼熱Ｊａｐａｎを楽しみたいと思います。

《７／20（金） 第1学期終業式 式辞より》

『 ７月に入り、西日本に未曾有の豪雨災害をもたらし、多くの方がなくなられました。

そして、今なお行方不明の方や、避難所生活を余儀なくされている方々がいらっしゃることを、私た

ちは忘れてはいけません。平穏な日常が当たり前ではないことを、痛感しています。改めて、災害から

身を守る手段について、家族ぐるみで真剣に話し合う必要性を再認識したことと思います。

さて、その豪雨の翌週に出された梅雨開け宣言とともに、「真夏の太陽の日差し」と「蝉

時雨」が一段と、力強さを増したように感じる今日、坂越中学校の１学期が終了し、明日

からは、いよいよ、夏休みが始まります。 ４月に、坂越中学校の新しい一年をスタート

させました、特に今年は、『「歌声」と「あいさつ」が響き、「笑顔」が、あふれる学校』を

めざし、始業式や入学式で、３年生には、坂中の良き伝統を引継ぎ、さらに充実させなが

ら、新しい風を吹き込む学校づくりのリーダーとなり、信頼される先輩になることを。

２年生には、良き先輩として見本を示しながら、１年生の中学校生活への不安をできるだ

け早く解消し、学校に慣れる手助けをすることを。１年生には、失敗を恐れず、何事にも

挑戦し、自分の可能性を拡げていって欲しいということをお話しました。

１学期を振り返り、自分はどこまで達成できたでしょうか？ できなかった人は、何が自分に不足し

ていたのでしょうか？ みなさんには、いつも、自分自身を振り返り、自分の行動を自分で修正できる

「人間としての強さ」を持って欲しいと、願っています。

そこで、皆さんが１学期に頑張ったことは、今日、この後、担任の先生から手渡される通信簿を見て

下さい。学習面だけでなく、生活面での評価も見て下さい。そして、１学期に頑張ったところ、もう少

し頑張れば良かったところを家の人とも話し合い、これからの目標にして欲しいと思います。

明日から、長い夏休みがやってきます。この４４日間、何もしなくても過ぎていきますが、それでは、

何の進歩も生まれません。「自由研究」や「家の手伝い」、「地域の人との交流」など、夏休みにしか出来

ないことに取り組むのもいいでしょう。また、３年生にとっては、各高等学校のオープンハイスクール

も始まり、進路選択について具体的な活動も始まります。それぞれが、しっかりと自分の目標を持って

過ごし、大きな成果があがることを期待しています。

さて、校長としてみなさんにお願いがあります。長い休みがあると、つい気が緩みがちになりますが、

絶対に、安全で健康に過ごして下さい。交通事故にも十分気をつけてください。また、水のスポーツは

楽しいですが、命を落とす危険とも隣り合わせであることを、決して忘れず、ルールを守りながら、ケ

ガや事故のないよう十分注意してしてください。

９月３日には、みなさん全員が、多くの仲間とともに登校し、さわやかな

「あいさつ」と「笑顔」で、そして、晴れやかな校歌の「歌声」で、２学期

のスタートが切れることを楽しみにしています。

では、皆さんにとって、安全で充実した夏休みになることを心から願い、

１学期終業式の式辞といたします。 平成30年7月20日 』

家庭・地域・学校で、子供たちを見守る、夏休みに！



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。

＜水泳競技＞ ＜軟式野球＞

【赤穂市総合体育大会】 赤穂市民プール 7/1 【赤穂市総合体育大会】城南野球場 6/30

(男子) 男子総合3位 男女総合2位 ２回戦惜敗

１００ｍ自由形 ３位 根本聡太郎（１－２）1"05'５2

４００ｍ自由形 １位 末廣 司 （２－２）5"46'17 ＜女子バレーボール＞

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ １位 根本聡太郎（１－２）1"08'71 【赤穂市総合体育大会】赤穂中学校 6/30

１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 中谷憲太郎（３－１）1"09'18 準優勝 （西播総体出場）

(女子) 女子総合２位

５０ｍ自由形 ２位 岸本 愛莉（２－１） 30'34 ＜陸上競技＞

１００ｍ自由形 ２位 岸本 愛莉（２－１）1"08'50 【赤穂市総合体育大会】城南陸上競技場 6/23

２００ｍ自由形 ３位 長尾 柚里（３－２）2"45'43 【男子】

４００ｍ自由形 １位 杉本 梨紗（３－２）6"02'67 （３年）１００ｍ １位 瀧上 愛貴（３－２）12"2

４００ｍ自由形 ２位 出口 桜花（３－１）6"42'98 １００ｍ ３位 尾﨑 舜（３－２）12"7

１００ｍ平泳ぎ ３位 美根 史織（２－１）1"39'79 （２年）１００ｍ ２位 新田將一朗（２－２）13"1

２００ｍ平泳ぎ ２位 美根 史織（２－１）3"29'98 ２００ｍ ２位 新田將一朗（２－２）26"8

２００ｍ平泳ぎ ３位 宮艸 玲奈（３－１）3"31'14 （１年）１００ｍ １位 古谷 匠（１－１）14"1

１００ｍ背泳ぎ ２位 杉本 梨紗（３－２）1"30'85 （共通）走幅跳 １位 瀧上 愛貴（３－２） 5m40

２００ｍ背泳ぎ ３位 出口 蘭 （１－２）4"18'24 走幅跳 ２位 尾﨑 舜（３－２） 5m31

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ２位 長尾 柚里（３－２）3"12'27 砲丸投 ２位 山﨑 亮（３－２） 7m74

２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ３位 炭谷 沙穂（１－２）3"53'63 円盤投 ２位 山﨑 亮（３－２）22m25

三段跳 ２位 和田 直也（３－２）10m81

【西播総合体育大会】 赤穂市民プール 7/9 ４×１００ｍリレー ２位 48"6

男子１００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ３位 根本聡太郎（１－２）1"08'89 【瀧上愛貴・尾﨑 舜・堂本 陽・新田將一朗】

＜剣道＞ 【西播総合体育大会】太子総合公園陸上競技場 7/14･15

【赤穂市総合体育大会】赤穂中学校 7/2 男子

（１年女子個人）１位 松田 心 （１－１） （３年）１００ｍ 3位 瀧上 愛貴（３－２） 12"05

３位 佐古 栞菜（１－２） （共通）走幅跳 １位 瀧上 愛貴（３－２） 5m74

【西播総合体育大会】新宮ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 7/14 ＜女子ソフトテニス＞

（女子団体戦）4位 【赤穂市総合体育大会】海浜公園テニスコート 6/30.7/1

山田 唯（３－１）・神吉 采（３－１） （団体）２位 （西播総体出場）

照峰 綾乃（３－１）・松田 心・佐古 栞菜 安井一紗・加藤真由・高橋美優・西川侑希

圓光令那・北川くるみ・尾上琴音・矢野遥香

＜柔道＞ （個人）５位 安井 一紗(3ｰ１)・加藤 真由(3ｰ２)

【西播総合体育大会】上郡ＢＧ体育館 7/15 ５位 高橋 美優(３ｰ1)・西川 侑希(３ｰ１)

（60kg級）２位 大搗弘晟 ５位 圓光 令那(3ｰ2)・北川 くるみ(３ｰ2)

（西播総体出場）

８月の行事予定
５日（日） たこ祭り ２５日（土） 全校登校日

１１日（土） 市民の夕べ 親子ふれあい美化活動

１３日（月）～１５日（水）

学校閉庁 ９月３日（月） 第２学期始業式

１９日（日） 西人教研究大会 ４日（火） 課題テスト

２０日（月） 市新人水泳大会 １５日（土） 体育祭

赤穂市・西播磨地区 中学校総合体育大会 終了！



第１回 学校評議員会 ７/10
＜ 学 校 評 議 員 ＞ 敬 称 略

地域や保護者の代表６名の方に、「学校評議員」を 大野 重徳（坂越地区自治会連合会会長）

委嘱し、本校の教育活動全体について、いろいろな 前田 護（高雄地区自治会連合会会長）

ご意見をうかがいました。どの方のご意見も、学校 山根寿美子（赤穂市主任児童委員）

や生徒のことを気にかけていただいているからこそ 西本 純 （坂越中学校文化体育後援会顧問）

の内容で、できる限り実現させていきたいと考え 阿賀 和子（元坂越中学校ＰＴＡ副会長）

ています。貴重なご意見ありがとうございました。 川本 哲也（坂越中学校ＰＴＡ会長）


