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 ９月１日から２学期が始まりました。 
前日まで１学期でしたから、生徒たちにとっては、実感がわきにくかったと思います。それでも、節
目として意識するのはとても大切なことだと思います。みるみるうちに成長する竹も、節がなけれ
ば高く伸びることができません。今まで
の自分とこれからの自分をほんの少しで
も意識することで生徒たちにも大きく成
長してほしいと思います。 
 この文章を書いているとき、３年生が
教室で体育祭の玉入れの練習をしていま
した。離れて見ていましたが、時折笑い
声も聞こえて、とても和やかな雰囲気が
伝わってきました。私は、３年生は強い
なと感じました。玉入れなんてつまらな
いと思ってしまえばそれまでです。いろ
んな思いを抱えながらも、今、できるこ
との中にやりがいを見つけ、素直に取り
組んでいるからこそ温かい空気が流れた
のだと思います。こういう時だからこそ
みんなと一緒に何かができる時間は、互
いの絆を強めるために本当に貴重なもの
となります。 
 ある心理学者によれば「同じ経験をし
ても意味づけ次第で世界はまったく違ったものに見え、行動も変わってくる」のだそうです。なか
なか難しいですが、少しでも目の前のことにやりがいや喜びを感じられるようになりたいと思いま
す。 
 
 
【  後期生徒会役員・２学期代議員の紹介  】 活躍を期待しています！ 

生徒会長   茂末 友輝  副会長 森 大樹 赤木 乃彩  厚生委員長 藤井 煌 

 風紀委員長   椿 大和  交通委員長    萩原 果南  整美委員長 山本 詩衣來 

 広報委員長   本窪田 未空  図書委員長    野村 美咲  保体委員長 鎌谷 真瑚 
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 １ 

 年 

杉本 楽斗 神津 仁 大西 遼大 八木 晴生 小林 恭也 武田 莉弓 石井 悠斗 

森崎 麗奈 小林亜梨未 坂元 雛吏 杉本 結衣 水田 菜子 白井 沙季 河地 紋花 

 ２ 

 年 

阪口一ノ佑 小田進太郎 山﨑 健太 伴  真生 吉田龍之介 吉田 晄  

宇田川璃青 内海 花梨 稲田 香奈 久保田ひかり 原 椿 髙野 紗菜  

 ３ 

 年 

志水 亮太 石原 颯 茅原 翔也 重田 暖斗 魚田 隆我 谷口 俊樹 後藤 稜大 

山本畝之果 西口 奈佑 大西 永奈 寺田 理緒 野田 咲希 金丸 結夢 髙井 奏来 

 

ひがドラ 

＜９月の主な行事＞ 
（状況によって変更する場合があります） 
１日（火）２学期スタート ＰＴＡ合同委員会 
４日（金）七大委員会 
７日（月）代議員会 
10日（木）少年を守る日 
11日（金）体育祭準備 
12日（土）体育祭 雨天：13日（日） 
14日（月）代休 
18日（金）中間考査範囲発表 
     揖龍新人大会抽選会 
26日（土）～27日（日）揖龍新人大会 
※９月１６日（水）より水曜日が５時間授業になります 
＜10月の主な行事＞ 
１日（木）～２日（金） 中間考査 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

東晴仁語  こんなメールをいただきました 
 「今朝、登校時に本校の児童が「東中学校の子が『学校の近くで落とし物の傘があ
ったよ』と渡してくれた。」と言って傘を見せてくれました。 
 そこには、何かのプリントをカードのように切り取り、メッセージをしたためて、
傘に巻いてありました。学校付近を通っていることからも本校の卒業生のようです。
急ぎ伝えたいと思い、お知らせした次第です。ちょっとしたことかも知れませんが、
とても感激しました。今、まだ、傘を各学級にまわしているところなので、持ち主に
まで至っていませんが、見つかったら、そのような経緯だったことを児童に伝えたい
と思っています。」とても温かい気持ちになりました。知らせてくださった校区内小学
校の校長先生にも感謝です。 

○栄光の記録 
※今回掲載できなかったものは次号でお知らせします。 
＜第 30回西播地区中学校新人陸上競技大会＞ 
１・２年男子 400ｍR １位 多原良昂 松本明樹 髙橋龍輝 森高智之 
１・２年男子 800ｍ  ３位 伴真生  ２年男子 100ｍ１位 森高智之  
１年男子 100ｍ １位 松本明樹  １・２女子走高跳 ２位 正野心愛   
１・２女子走幅跳  ２位 黒田美緒   
１・２男子走高跳１位 玉田純暉  ２位 山口拓都 
＜第 30回西播地区中学校陸上競技選手権大会＞ 
共通男子走幅跳 １位 黒田大晴  共通女子 100ｍ  ３位  野田咲希 
共通女子走幅跳 ２位 宇田川青空 
＜第 56回兵庫県中学校学年別水泳競技大会＞ 
＜令和２年度兵庫県中学校新人水泳競技大会＞ 
３年女子 100ｍ平泳ぎ・３年女子 50ｍ自由形７位 髙井奏来 
１年女子 100ｍ背泳ぎ５位 玉越凪紗 １年女子 100ｍ平泳ぎ３位 玉越凪紗 
１年男子 100ｍ背泳ぎ３位 小林恭也 １年男子 200ｍ背泳ぎ４位 小林恭也 
＜令和２年度 揖龍中学校新チーム結成軟式野球大会＞ 優 勝（野球部） 
＜第 28回フレッシュ旗争奪西播磨中学校野球大会＞   優 勝（野球部） 
＜たつの市スポーツ少年団総合競技大会剣道競技 
兼たつの市民体育大会剣道の部 中学女子の部＞   準優勝 牧野優生 

＜人権文化をすすめる市民運動作品展＞ 
人権ポスターの部 民推協会長賞 ３年 折山夕月 

入 選 ３年 村 優花 １年 寺田逸太   
人権作文の部  入 選 ３年 石原颯 ２年 森本千晴 １年 八木晴生  
人権標語    市長賞  ３年 中川姫莉 
        優秀賞  ２年 福水涼香 
        入 選  １年 福島莉桜 
人権作文（高校生・一般の部）市長賞 上田裕美さん（本校ＰＴＡ） 
              

＜水曜日の６校時について＞ 
本年度、４月から２ヶ月間緊急事態宣言が発令されたことを受けて学校は休業措置となりました。

そのため、水曜日の授業を１時間増やして６校時までとし、授業時間の確保を目指してきましたが、

８月末時点での実施授業数が、ほぼ例年通りに達しましたので通常通りの校時に戻し、水曜日を５時

間授業とします。ただし、今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によって、時間数不足の可能性

が生じた場合は、変更する可能性もあります。 

 


