
   野球 団体 準優勝 　陸上競技  男子４００ｍ ４位 江川雅人

　サッカー 団体 準優勝  男子８００ｍ ３位 難波辰也

　バレーボール 団体 第３位 　　　〃 ４位 大谷直也

  バスケット女子 団体 ４位  男子1500ｍ ４位 大谷直也

　バドミントン男子 シングルス 優勝 難波克也 　　　〃 ６位 稲田樹

〃 準優勝 藤本琢弥  男子3000ｍ ５位 難波辰也

ダブルス 優勝 西山大智・田中孝尚 　　　〃 ６位 稲田樹

〃 準優勝 藤原敦哉・新村雄吾  男子１１０ｍH ７位 橋本真宏

　バドミントン女子 シングルス 優勝 福永ひかり 　　　〃 ８位 新良心

ダブルス ４位 山崎陽菜乃・坪山楓佳  男子走高跳 ７位 宇都宮翔大

　ソフトテニス男子 １年生大会 準優勝 川崎瑛太・福井悠大  男子砲丸投 ３位 大山滉太

　ソフトテニス女子 団体 優勝 　　　〃 ５位 新良心

個人 優勝 一色歩虹・古川穂乃佳  男子 ４×１００ｍＲ ４位 角井・平井・江川・大山

３位 江崎愛深・佐名愛依  女子１００ｍ ６位 川端野乃花

〃 〃 田中ひなの・湯淺玲奈 　　　〃 ８位 福原夏実

  剣道男子 団体 準優勝  女子２００ｍ ２位 三浦愛唯

個人　上級 ３位 城金良輔 　　　〃 ６位 上堀内優花

  剣道女子 団体 優勝  女子８００ｍ 優勝 荒平詩織

個人 優勝 大西佐希子 　　　〃 ４位 浦西遙海

〃 準優勝 梅田小雪 女子１５００ｍ ２位 荒平詩織

〃 ３位 種田詩乃 　　　〃 ８位 村田結

〃 〃 中谷くるみ  女子１００ｍH ５位 北井のどか

  卓球男子 団体 ３位 　　　〃 ８位 門田有由

  卓球女子 団体 ３位  女子走高跳 優勝 田中莉子

　陸上競技  男子１００ｍ ２位 平井雄真  女子走幅跳 ６位 上堀内優花

 男子２００ｍ 優勝 平井雄真 　　　〃 ８位 櫻井さやか

　　　〃 ３位 角井一輝  女子砲丸投 ８位 渡邉薫

 男子４００ｍ ３位 角井一輝  女子 ４×１００ｍＲ ３位
三浦・川端・福原・上堀

内

  ※当日は、雨模様でしたが選手たちは精一杯頑張ってくれました。男女とも大健闘でした。 
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朝の登校から、学習、清掃、部活動、家庭学習、その他みなさんの日常生活はどうですか。学年集会

や朝礼、学活などでも注意を喚起していますが、登下校時の交通マナーやヘルメットの未着用、廊下、

校舎周辺でのゴミの散乱、周囲の人に迷惑をかける行為など規範意識のゆるみが見られます。義務教育

は、中学校の卒業とともに終了します。社会人として通用できるしっかりとした土台を作りましょう。 

いよいよ１１月に入りました。これまでに行われた体育大会や文化発表会などの大きな行事が終わ

り、自分自身を振り返ることのできる時期になりました。将来のこと、生活や学習を振り返り、自分の

良さや改めるところを気づき、今後の行動に生かしていきましょう。 

相楽地方中学校秋季新人大会（陸上9/28、他の競技10/5・6）及び文化系の表彰 

 ※平成２５年度明るい選挙啓発ポスター 

 【明るい選挙推進協議会会長賞】 １年 磯野令奈     【佳作】 １年 深田麗音   宇都宮翔太   山中優果 

 山城地方中学校駅伝大会結果 （10／19 南山城村高山ダム周辺駅伝コース） 

 ◎男子１４位（４２チーム出場） タイム１時間４分４３秒 （昨年１９位）   ◎女子９位（３９チーム出場） タイム４５分３１秒 （昨年１０位）  

 ２年生農業実習（稲刈り体験）     

    春に田植えを行い、今回はその収穫を行いました。初めて鎌を使い、刈

り取った稲はコンバインに入れました。新米は、後日学校に届けられ、それを

使って調理実習を行う予定です。 



     第１７回精華西中学校 文化発表会 大成功！！                  

去る10月26日の本校文化発表会には、500名を超える保護者や地域の方々、また関係者の皆様に

ご来校いただき、成功裏に終えることができました。誠にありがとうございました。今年の文化

発表会は、これまでになかった『ブロック合唱』を取り入れました。これは、体育大会で取り組

んだ縦割りのブロックで大合唱を行うものでした。これまでの練習を通して、                       

どのブロックも強い絆で結ばれ、すばらしい発表をしてくれました。また、                         

文化系クラブの展示・発表やクラス合唱などどれも心に残る良い発表でした。 

                  ＰＴＡからのお知らせ                

     

 

 

【精華町ＰＴＡスポーツ大会】 

１ 日 時 平成２５年１１月２３日（土・祝）午前８時３０分～ 
２ 会 場 本校体育館 

スポーツの秋！！ 

多くの参加をお待ちしています。 

  お弁当を作ることができなかった日は、「斡旋（あっせん）弁当」を利用することができます。お弁当のメニューは、精華町の教育委員会の

ホームページから見ることができます。是非、ご確認ください。 

保護者の方へ 【 お 知 ら せ 】 

  

 左の図の×の部分は、登下校の時間帯において自転車通学生と徒歩通学生

がたいへん集中しています。お車での送迎の際は、できるだけ避けていただ

きますようお願いいたします。 

   登下校の交通安全にご協力をお願いします。！！ 

・・・・・・・・・・・・・・【保護者から寄せられた感想より】・・・・・・・・・・・・・・ 

【国際交流部発表↑】 【クラス合唱↑】 【科学技術部発表↑】 【美術部作品↑】 

【ブロック合唱→】 

 ●今年度からの取組のブロック合唱は各チームで入退場を含めて工夫が見られ、歌声もとても良いものでした。人数も多い
し、運動会のような各チームでの盛り上がりが感じられ、聴いていてとても良かったです。                                      
●今年から新たな取り組みであるブロック別の合唱を楽しく聴かせていただきました。大人数で
迫力があり、たいへん良かったです。クラス別もしっかりまとまった合唱が聴けてとてもすがす
がしい気持ちになれました。みなさんのがんばりが伝わってきた合唱でした。                                                                
●合唱はもちろん、入退場の美しさ、歌う姿勢などたいへんすばらしかった。全体的に聴く姿勢                          
も良かったと思います。                                                          
●ブロックごとの合唱という取組もとても良かったです。来年も是非この形を引き継いでほしい
と思います。短い練習期間でよく頑張ったと思います。                                                                    
●どのクラスも一生懸命なのが伝わってきて、胸が熱くなりました。順位をつけるのがかわいそ
うなくらいです。 【家庭科部作品↑】 

結果発表  １年 ２年 ３年  ブロック合唱 

金賞 ４組 １組 ７組  緑ブロック 

銀賞 ２組 ４組 ２組  紫ブロック 

1 金 教育相談　３年実力ﾃｽﾄ  漢検 17 日 せいか祭り

2 土 学校公開  土曜活用短縮 18 月 生徒総会

3 日 文化の日 20 水 部活動停止（１１／２５[月]までﾞ）

4 月 振替休日 22 金 防災学習 （45分×４）　

5 火 小中文化交流会  教育相談 勤労感謝の日

6 水 部活動無　１５：３０下校　相楽音楽交流会 町PTAスポーツ大会（会場；精華西中　体育館）

7 木 国際理解講座（１年）２・３校時 25 月 ２学期中間ﾃｽﾄ①

３年進路面談①　　人権学習 26 火 ２学期中間ﾃｽﾄ②

図書ボランティア来校（１３：００～１４：３０） 避難訓練（火災）

12 火 ３年進路面談② 人権学習（クラス発表）

13 水 ３年進路面談③　　３年保育実習（２クラス）２・３校時 ３年保育実習（１クラス）２・３校時

14 木 ３年進路面談④　　３年保育実習（２クラス）２・３校時 ｽﾄｰﾌﾞ使用開始

３年進路面談⑤　　３年保育実習（２クラス）２・３校時 土曜活用　学校公開

１年生　学研企業訪問 １年企業訪問発表会

２年生　「京の伝統文化体験学習」 新入生保護者説明会・新入生体験授業

日 曜 各　種　行　事　等

30 土

11 月

15 金

27 水

28 木

日 曜 各　種　行　事　等

23 土


