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「時間をつくる」夏休みに 
いよいよ明日から夏休みです。暑さもこれ

から日ごとに厳しくなるでしょう、また新型

コロナウイルス感染症もまだまだ予断を許

さない状況です。１学期の疲れを癒やし、

日々健康に過ごしてほしいと思います。 

 さて、今回は「時間」について考えてみた

いと思います。 

当たり前のことですが、時間は全ての人に

対して時速６０分で進んでいきます。つま

り、誰にも平等に与えられているものだと考

えるのが普通です。でも、こんな見方もあり

ます。ある作家は「時間というのは『ある』

とか『ない』とかいうものではなく『つくる』

ものだ」。つまり、時間を「与えられるもの」

と考えるのではなく「つくり出すもの」と考

えた方が、有効に使えるものだというので

す。 

 今年の夏休みは、42日間です。一見長い

ように思いますが、規則正しい生活をして、

しっかりと目標や計画を立て、自分で時間を

「つくって」いかないと、長いはずの夏休み

はあっという間に過ぎ去ってしまいます。 

 また、時間を「つくる」とは行動すること

でもあります。朝同じ時間に早起きすると

か、毎日時間を決めて机に向かうといった一

つ一つの行動をしっかり実践することが、有

意義な時間を「つくる」ことにつながります。

そして、一日一日が計画通り進んでいる（行動できている）と感じられたとき、自分に対する自信が大き

く膨らみます。２学期の始業式には、そんな自信に満ちあふれた皆さんの顔と出会いたいと思います 

ひがドラ 

７月の主な行事 
20日（火） １学期終業式 
21日（水） ノー部活デー 
26日（月）～31日（土）  

県総合体育大会 
22日（木） 海の日 
23日（金） スポーツの日 
28日（水） ノー部活デー 

８月の主な行事 
１日（日） 人権文化をすすめる市民運動中央大会 

４日（水） 近畿総合体育大会（兵庫県）（～９日） 

      龍東チャレンジ教室 

11日（水） ノー部活デー 

13日（金）～15日（日） 

      学校施設一時閉鎖 

18日（水） ノー部活デー 

23日（月） 全校登校日 

25日（水） 龍東チャレンジ教室 ノー部活デー 

９月の主な行事 
１日（水） ２学期始業式 ノー部活デー 

職員定時退勤日 

２日（木） 夏休み明けテスト 七大委員会 

    給食開始 ＰＴＡ合同委員会 

８日（水） 体育祭予行 

10日（金） 体育祭準備 

11日（土） 第54回体育祭 

13日（月） 体育祭代休 

25日（土）、26日（日）揖龍新人大会 

 

令和３年度「人権文化をすすめる市民運動」人権作品 
 ＜人権作文＞  市長賞 （１年） 
         入 選 （２年） （３年） 
＜人権ポスター＞入 選 （１年） （２年） （３年） 

 ＜人権標語＞  入 選 （１年） （２年） （３年） 
 ＜人権作文 高校生・一般の部＞  民推協会長賞  
 ＜人権標語 高校生・一般の部＞  民推協会長賞   

 

 



栄光の記録 
夏季揖龍大会 

・野球部 優勝 ・ソフトボール部 準優勝 ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子 準優勝 ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部女子 4位 
・バスケットボール部男子 ３位 ・バスケットボール部女子 準優勝 
・ソフトテニス部男子 団体４位 
 ＜個人＞ベスト 16   

ベスト 24   
・ソフトテニス部女子 団体４位 
 ＜個人＞第３位   ベスト１６  
・卓球部男子 団体３位 ＜個人＞ベスト８ 
・卓球部女子 ＜個人＞ 優勝 
・陸上部 共通男子4×100mリレー 1位  

共通女子4×100mリレー 2位  
共通 200m 1位   ３年 100m 1位  
2年 100m 2位   
3年 100m 3位 1位  
共通 800m 3位  
共通走幅跳２位  共通走幅跳３位  
共通走幅跳 2位  
共通 110mH 3 位   共通円盤投 1位  共通円盤投 3位  

・水泳部 男子総合準優勝 女子総合準優勝 男女総合準優勝 
男子 50 m自由形１位   男子 100 m 背泳ぎ１位（大会新） 
男子 100 m平泳ぎ２位 ３位  
男子 200 m平泳ぎ２位  男子 200 mバタフライ１位  
男子 200 m個人メドレー３位  

・剣道部 ＜個人＞ベスト８  
・サッカー部 準優勝 

夏季西播大会 
・野球部 準優勝 ・ソフトボール部 ３位・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部男子 惜敗 ・ﾊﾞﾚｰ b-ﾙ部女子３位（ベスト４） 
・バスケットボール部男子 ベスト８  バスケットボール部女子ベスト８ 
・ソフトテニス部男子 5位  
・ソフトテニス部女子惜敗 ＜個人＞ ベスト８（県総体出場） 
・卓球部男子 ＜団体＞３位（県総体出場） ＜個人＞大國颯太 ベスト 16 
・卓球部女子 ＜個人＞ 優勝 
・陸上部 男子総合１位  

男子４×１００ｍリレー１位  
低学年男子４×１００ｍリレー３位  
３年１００ｍ１位  共通２００ｍ１位  
走幅跳３位  １１０ｍH３位  
８００ｍ３位 走高跳１位  走高跳３位  
４種競技３位 円盤投２位   
２年１００ｍ１位   

・水泳部＜団体＞男子総合３位・女子総合３位・男女総合３位  
＜個人＞ 
男子 200ｍ平泳ぎ 2位  男子 200ｍ平泳ぎ 3位  
男子 200ｍバタフライ 3位 男子 100・200ｍ背泳ぎ 1位  
男子 400ｍメドレーリレー3位  
女子 100平泳ぎ・背泳ぎ 1位 女子 200ｍバタフライ 2位  
女子 200ｍ平泳ぎ 2位   女子 200ｍ平泳ぎ 3位  
女子 400ｍ フリーリレー３位  
男子 400ｍ個人メドレー １位  女子 50ｍ自由形 ２位  
女子 400ｍ自由形 １位  女子 800ｍ自由形 ３位  
女子 100ｍ平泳ぎ １位  ３位  
女子 200ｍ平泳ぎ ２位  ３位  
女子 100ｍバタフライ ２位  
女子 200ｍ個人メドレー １位  

 ・サッカー部 準優勝（県総体出場）・剣道部＜団体＞男子ベスト８ ＜個人＞3位  


