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「学校防災教育」の充実へ
福知山は明治以降、明治２９・４０年、昭和２８年、平成１６・２５年と台風による由良
川の大洪水で大きな被害を受けてきました。しかし、今年の「平成２６年８月豪雨」は台風
の影響ではなく、短時間の記録的な豪雨により甚大な被害を受けました。
本校生徒の被害状況は、床下浸水58戸、床上浸水57戸、被災による転居７戸（その内、校
区外３戸）、被災により学用品を申請した生徒29名、被災により教科書を再給付した生徒16
名、再給付した教科書106冊と、本当に大きな被害を受けられました。この他にも店舗や工
場が被災された方々もおられます。
どうかこれまでの生活に一日でも早く戻られますことを願っております。
さて、平成16年の台風による洪水では、本校に約500名の方が避難されましたが、今回の
豪雨では約200名の方が避難されました。今回は短時間による記録的な豪雨でしたので、車
での移動が不可能ではなかったかと想像できます。ということは、避難所に避難したくとも
避難できない場合や、避難所自体が危険であったことも今回の豪雨で分かったようです。
今後、生徒に防災教育を行うには、地域の状況を把握しながら地域防災と学校教育防災の
関係を考慮しながら進めていく必要があると感じました。
【 校長 塩見 芳彦 】

仲間とともに輝いた感動の体育祭！
第68回体育祭は、
「仲間と共に全力疾走〜５つの炎と夢のCarnival〜」のスローガンを掲げ、み
んなで力を合わせてがんばりました。その元気あふれる生徒の姿に感動も覚えました。一生懸命
に走り、心を一つに跳び、声をからしての応援、真剣な表情、笑顔満開の姿、仲間とのつながり
を感じた瞬間など、すばらしい体育祭でした。
今年の体育祭は、人権視点を持ち、一人一人を大切にする体育祭をめざし、全学級の人権宣言
をグラウンドに掲げました。普段の教室とは違った仲間の良さに気付けたのではないでしょうか。
取組を通じてつかんだ信頼関係をこれからの財産にしたいものです。

南陵アルミ缶回収の収益金 ３１,１０４円！
〜みなさんの善意に感謝します〜
９月２日（火）〜１２日（金）にかけてアルミ缶回収を行ました。生徒がアルミ缶の入った袋
を持参する姿を見ると、ほほえましく思いました。地域の方から
もたくさんのご支援をただきました。ありがとうございました。
１０月１日に市役所に生徒会代表が届けることになっています。
アルミ缶回収は、人と人とがつながれる元気の出る取組になりま
した。後日第２弾を実施します。
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２日（木） 一斉委員会（前期総括）

１５日（水） 衣替え完全実施

３日（金） 一斉委員会（後期総括）

１６日（木） 中間テスト

４日（土） 新人総体（予備日）
惇明地区公民館親善グラウンドゴルフ大会

１７日（金） 中間テスト
文化祭取組開始

５日（日） 南岡自治会運動会

１８日(土)

６日（月） 後期人権学習開始

８日（水） 生徒集会・駅伝選手激励会
１０日（金） 英語検定
あいさつ運動・登校指導

事

学校園美術展(厚生会館)※表彰式
惇明ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 吹奏楽部参加
野球交流大会(本校会場)

１９日（日） 学校園美術展
野球交流大会(本校会場)
少年少女柔道剣道大会

２０日（月）
１１日（土） 家族だんらんの日
中丹駅伝大会（豊里コミセン） ２２日
（水）
ソフトテニス中丹予選会
２４日（金）
１２日（日） 中丹駅伝大会予備日
ソフトテニス中丹予選会
２５日（土）
北岡自治会運動会

学校園美術展（午前中）

１３日（月） 人権学習参観日
２６日（日）
【体育の日】
授業参観12:40〜
講演会 13:50〜
（講師 笹岡郁子さん） ２７日（月）
試験前部活動停止
２９日（水）
１４日（火） １３日（月）振替休業日

資源回収
丘児童センター文化祭

京都府中学校学力診断テスト（２年生）

漢字検定
数学検定
惇明地区公民館親善グラウンドゴルフ大会予備日

１１／１日（土）振替休業日
３年生復習テスト

１１月の主な行事予定
１日（土） 文化祭（登校日）
１７日（月） 生徒会選挙告示
３日（月） 文化の日
１９日（水） 府中研数学研究発表会(本校会場)
４日（火） 部活動終了時刻16:30
２１日（金） 試験前部活動停止
８日（土） 府駅伝開会式
２３日（日） 勤労感謝の日
９日（日） 府駅伝大会(宮津市)
２４日 (月)
振休 市PTAインディアカ大会
１１日（火） 英語スピーチコンテスト
２６日（水）〜２８日（金）期末テスト
１３日（木） 市学校音楽祭（厚生会館）
三者懇談を、１２月１０日（水）・１１日（木）・１２日（金）・１５日（月）の日程で予定し
ています。詳しい日程等は、１１月下旬にお知らせしますが、よろしくお願いします。

親子で学ぶ人権学習に

授業参観･講演会１０/１３

後期人権学習は、同和問題を通して、差別をなくすためにどうすればいいのか、差別解消の主
体者としてどうすべきか、などを考え、自らの生き方に迫っていきます。ただ考えるのではなく、
差別解消に向けた行動力の育成を大切にしています。その第一歩は、
「自らの思いを語り合う」こ
とだと考えています。授業参観と講演会もあります。こういった機会にぜひご参加いただき、親
子での会話につながればと思います。
なお、前回の授業参観で廊下から参観されている方が多く残念に思いました。参観は廊下の窓
からではなく、教室の中でしてください。生徒の声を聞いてください。

やったぞ南陵！ 男女とも総合優勝！ 〜市新人陸上大会〜

【全福知山ソフトテニス選手権大会 (8/30)】

市新人総体のトップを切って陸上大会が、９月２０日（土）にさわやかな秋の青空の下、桃映
中学校で開催されました。結果は、下記のとおりです。これまでの練習の成果を存分に発揮し、
素晴しい成績を収めました。本校にとって幸先の良いスタートとなりました。

【入賞者】〔

男子

▽１年１００ｍ
▽２年１００ｍ
▽４００ｍ
▽２年１５００ｍ
▽３０００ｍ
▽４×１００ｍＲ
▽走高跳
▽三段跳
▽円盤投

〔

３位
２位
３位
１位
２位
１位
１位
３位
２位

女子

▽２年１００ｍ
▽２００ｍ
▽１５００ｍ
▽１００ｍＨ
▽４×１００ｍＲ
▽走高跳
▽走幅跳
▽円盤投

総合優勝

１位
１位
１位
２位
１位
２位
１位
４位

○中学女子の部

〕

熊谷和人（1年） ６位 大内慶士朗（1年）
弓削凱晃（2年）
▽２００ｍ
１位 井上尚俊 (2年)
明石和真 (1年)
▽８００ｍ
３位 谷岡竜星（2年）
谷岡義隆（2年）・５位 加藤 僚（2年）
芦田壮平（2年）
▽１１０ｍＨ ３位 大西崚介 (1年)
川﨑琉翔（2年）弓削凱晃(2年）熊谷和人(1年) 井上尚俊(2年)(大会新)
小畑智哉（2年）
▽走幅跳
２位 川﨑琉翔（2年）
田儀英太郞（2年）
辻 裕真（2年）

総合優勝

○中学男子の部

〕

梅垣美空（2年）
西澤七海（1年）・２位 北村明日香（2年）
山本彩夏（2年）・３位 荒賀美咲（2年）
大槻茉洸 (2年)・４位 蓮見琉夏 (1年)
大山音々（1年）北村明日香(2年） 西澤七海(1年）梅垣美空(2年）
宮垣咲月（1年）
大山音々（1年）・２位 髙見萌花（2年）
髙見来夢（2年）・６位 片山七海（2年）

新人総体！南陵大健闘！

「自らを鍛え、人とともに生き、夢に挑戦する生徒の育成に向けて」

新チーム結成以来、努力を積み重ねてきた１．２年生。新人戦は、エラーやミスがつきもので
すが、それを恐れず一生懸命に戦う姿にうれしく思いました。
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〜全国学習状況調査から見えたこと〜
家庭生活を見直すきっかけに、家庭学習を見直すきっかけに、
○「平日テレビやDVDを見たり、聞いたりしますか？(テレビゲームは除く)」
選択肢
４時間以上 ３時間以上 ２時間以上 １時間以上 １時間未満 全くしない
全国

優勝は､サッカー、ソフトテニス女子、剣道男子

21.0
15.7

12.1
15.8

33.1
25.0

24.2
27.3

9.6
14.5

0.0
1.7

○「平日テレビゲームや携帯電話をしますか？」
選択肢
４時間以上 ３時間以上 ２時間以上 １時間以上 １時間未満 全くしない
本校
全国

13.4
11.0

14.6
9.3

17.2
15.1

22.3
21.0

22.3
26.7

10.2
16.8

団体 ９/27,28】

○サッカー 優勝
○ソフトテニス女子 優勝 ○剣道男子 優勝
○野球 準優勝
○バスケット女子 準優勝 ○ソフトテニス男子 準優勝
○バスケット男子 ３位
○卓球男子 ３位
○卓球女子 ４位

【福知山市新人総体

吉岡孝章(2年) ・ 石井一弥(2年)
武田優哉(2年) ・ 安田実樹大(2年)
小長谷るな(2年) ・ 岡本紗依(2年)
辻 李佳 (1年) ・ 山下千尋(1年)

【下村脩グランプリ2014】 ○優秀賞 堀 凪沙(1年)

本校

【福知山市新人総体

準優勝
３位
優勝
準優勝

○バレー 準優勝

本校
全国

個人】

○ソフトテニス男子
上級 優勝 石井一弥(2年)・吉岡孝章(2年)
下級 ２位 迫 亮介(1年)・原田空海(1年)
○ソフトテニス女子
上級 優勝 小長谷るな(2年)・岡本紗依(2年) ２位 西村泉希(2年)・足立
下級 優勝 辻 李佳 (1年) ・ 山下千尋(1年)
○柔道男子
軽量級 ３位 岸本教慈(2年)
○剣道男子 ３位 田畑 蓮(2年) ３位 三橋慧吾(2年)
○剣道女子 優勝 三橋琴未(1年)
○卓球男子 ３位 久保田一真(2年) ３位 栗原宏季(2年)

○「学校の授業時間以外に、平日1日あたりの勉強時間」
選択肢
４時間以上 ３時間以上 ２時間以上 １時間以上 １時間未満 全くしない

3.2
10.4

8.3
24.7

38.2
32.8

28.0
17.3

13.4
9.0

8.3
5.7

○学習には厳しさも必要です。学力向上をはじめ進路を切り拓く力を身につけてほしいものです。

ＰＴＡ資源回収について 10月26日(日)
晶(2年)

資源回収は、１０月２６日(日)に実施します。８時３０分より回収となりますのでよろしくお
願いします。集荷場所は、西田工業様のご厚意で､厚中問屋町の西田工業社有地をお借りして実
施します。大変お世話になりますがよろしくお願いします。
なお、アルミ缶の収益金については､生徒会とタイアップして、福知山市復興の義援金として
活用させていただきます。

★中学校の給食再開については、後日お知らせします。ご迷惑をおかけします。

