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全力で打ち込む姿から学ぶ

校長

秋原

栄人

連日の35度を超える暑さは峠を越えましたが、まだまだ暑い日が続いて
います。夏季休業中には、記録的な酷暑の中、市内総体を皮切りに中丹総
体、府総体等各種大会や吹奏楽コンクールが行われ、どの部活も白糸らし
さを発揮することができました。中でも陸上競技部の波尻君（1年生）が1
年1500mで京都府大会に優勝し、近畿大会でも僅差で4位と活躍しました。
どの部活も、保護者の皆さんや、地域の方々の温かい励ましの中、質の高い練習を意識してや
ってきた成果で、達成感のある大会となりました。また、8月16日から、ナホトカ市派遣事業
の一環で、本校のソフトボール部から、3年生の中西望さん、松浦千夏さんの2名が5泊6日でナ
ホトカ市を訪問し、ソフトボールを通じて交流を深めました。ナホトカ市とは、1961年に姉妹
都市提携を行って以来、文化、経済、スポーツ等幅広い分野で交流をしています。今回はお盆
明けということもあり、過酷な日程の中での訪問となりましたが、異国の文化や歴史を知る貴
重な体験になりました。関係していただきました皆様に感謝申し上げます。
さて、この夏は、高校野球やメダルラッシュのアジア大会など、スポーツの話題が盛りだく
さんでした。中でも、甲子園で春夏連覇した大阪桐蔭高校の活躍もさることながら、準優勝の
金足農業高校が注目を集めました。「全力プレー」「全力校歌」に代表されるように、全力で何
かに打ち込んでいる姿は、見る人の心を揺さぶります。私自身試合後のニュース番組を見てい
て、あれはど思いのこもった校歌は聞いたことがなく、ある意味うらやましくも感じました。
その歌っている姿からは、学校に対する「愛情」や「誇り」を感じます。地元の人のインタビ
ューで、「彼らは普段から素晴らしい子たちだ。通学路で地元民に会っ
ても、止まってしっかり挨拶をしてくれます」と言われていたのが印象
的でした。何事にも全力を出し切る。普段の学習だけでなく、行事も多
くバラエティに富んだ２学期です。周りに惑わされることなく、その日
その時を大切にして、全力で打ち込んで欲しいと思っています。
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①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
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生徒が「困っている・嫌な思いをした」ことについて幅広く拾い上げています。
認知した事象は、解消に向けて担任・学年教師を中心に、詳細な聞き取りと関係生徒への指導、その後
の面談などを継続的に行っています。

＜８月・９月
☆舞鶴市中学校総合体育大会
団体 ソフトボール ：準優勝
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ：男子,女子共に準優勝
バスケット女子：準優勝 野球：３位(中丹出場)
バスケット男子：３位
卓球：女子団体 ３位
個人 剣道男子：朝倉壮哉 ３位
剣道女子：相見陽和 , 山中眞凛 共に３位

個人

ソフトボール：優勝(府出場)
柔道：女子団体 優勝(府出場)
剣道：女子団体
剣道女子：３位
山中眞凛(府出場)

準優勝

☆京都府中学校総合体育大会
陸上 1年1500m 優勝
波尻 駿 （近畿陸上で４位）
水泳 木舩巡・森兼晴陽・和田倫季・茶坂海里
予選敗退
男子100m平泳ぎ決勝
井上慶次郎
９位 1'12"86
男子200m平泳ぎ決勝
井上慶次郎
7位 2'35"94
男子200mバタフライ決勝 川島炎龍
９位 2'26"14
☆京都府北部ジュニアフェスティバル大会（ソフトテニス）
３位 木下脩希・小林元慎
井上瑞季・川尻未尋
５位 佐藤駿太郎・木舩充稀
☆京都府中学生ソフトテニス研修大会
女子団体Ｂ ３位（西村・野瀬・小林・井上瑞・吉永・井上夢）
☆第63回舞鶴陸上競技選手権大会
男子 200m：準優勝 野村彩人
男子400m：優勝
女子 800m：３位 、 女子1500m：準優勝 塩見華音
女子1500m：３位
梅垣菜々美
☆京都府吹奏楽コンクール

オリオン

中江文哉

給食開始

防災訓練
夢チャレンジテスト(国社数)

夢チャレンジテスト(理英)

部活あり

8日(土)
10日(月)
11日(火)
14日(金)
17日(月)
20日(木)
22日(土)
23日(日)
24日(月)
26日(水)
27日(木)
28日(金)

二測定１年
二測定２年

二測定(3 年)
二測定(6 組)
ノー部活デー
新川・祖母谷川クリーン作戦 9:00
部活可(2 日も）

大繩朝練開始（部活停止）
振替休業日（9/8）
＊部活は 5 日か 9 日どちらかはオフ
体育祭(雨天順延）
教育実習開始(音楽・体育)
たばこ学習(1 年)
現地交通安全指導 校区一斉挨拶運動
敬老の日 新人体育大会（野球）
２，３年ホットハートプロジェクト(人権学習)

新人体育大会
秋分の日
新人体育大会（バレー）
振替休業日

職員会議
第１回舞鶴市実力テスト(3 年)
教育実習終了
＊ノー部活は 12 日,

26 日

＜新人体育大会会場＞
野 球：青葉中
＊決勝 22 日：青葉中
ソフトボール：和田中
陸 上：舞鶴高専
ソフトテニス：東舞鶴運動公園
バスケットボール：東体育館
バレーボール：文化公園体育館
剣道・柔道・卓球：文化公園体育館

銅賞

☆第22回 PIARAピアノコンクールファイナル
デュオＣ部門入選（第１奏者）
阿部文海

＜体育祭スローガン＞
『 笑え、輝け、駆け抜けろ！』
～平成最後の戦い 感動のフィナーレを～
日 時
場 所
色分け

始業式

ＰＴＡ保体部テント設営 11:00

3日(月)
5日(水)

☆中丹中学校総合体育大会
団体

27日(月)
28日(火)
29日(水)
30日(木)
31日(金)
1日(土)

行事予定＞

白糸中学校「便教会」と共催し掃除をしています。
たかが掃除、されど掃除。掃除で心を洗い、心を磨く。
保護者の方、一般の方、一緒に掃除をやりましょう。
＜開催日＞
9 月 29 日(土) AM7:00 ～ 9:00
＜開催場所＞ 白糸中学校舎 トイレ
お申込み・お尋ね 090-8658-6944(竹部)
または、秋原校長まで

平成 30 年 9 月 8 日(土) 9:20 開始
子どもが一人で歩く「１人区間」において「見
白糸中学校グラウンド
守りの空白地帯」が生じています。そこで、次のよ
青組：１の３・１の４・２の１・２の２
うな「ながら見守り」の視点をもってください。
３の１・３の２・３の４・６組
ウォーキング・買い物・犬の散歩などを防犯の視
テーマ 「復興～今、私たちにできること」 点を持って行いましょう。
あわせて、秋の交通安全の取組が始まります。
赤組：１の１・１の２・１の５・２の３
○自転車の事故（特に飛び出し）
２の４・３の３・３の５・６組
○スマホ等を操作しながらの運転の禁止
テーマ「成長～これが私の生きる道～」
など、ご家庭でご指導ください。
下書き
全員 で拡

赤色の
リーダー

子どもの交通事故防止推進日 9/ 3(月)
秋の全国交通安全運動 9/21(金)～ 9/30(日)

大作業中で
す。
青色のリーダー
←今年から
赤色と青色が
協力して１枚のパネル
を完成させます。

台風の影響で残念ながら８月の
部活体験は中止となりました。

＜教員の退職について＞
休職をしておりました講師
の本山恭仁子が、７月１９日
をもって退職いたしましたの
でお知らせいたします。２年
２組の担任、社会科担当は現
在のまま変わりありません。

