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あと３週間で皆さんが楽しみにしている夏休みです。しかし、その前の７月８日（水）からは「三者面談」が行われ

ます。学習や生活面など、今の自分を振り返り、目標に対してどのくらい達成できているのか、また、次の目標に向

かってどのように頑張っていくのか、夏休みをどのように過ごすのか、など保護者の方とともにしっかり考える機会

にして欲しいと思います。 夏休みに入るとすぐに相楽地方中学校総合体育大会が始まります。山城大会、京都府

大会・近畿大会・全国大会へと続く、大切な大会です。 悔いの残らないようにしっかり頑張ってください。 

各種コンクール・コンテストの紹介 

現在学校に届いているコンクールやコンテストを紹介します。興味のある人は教頭まで問い合わせてください。 

★全国中学生人権作文コンテスト京都大会 

   主催：京都地方法務局、京都府人権擁護委員連合会 ９月１１日（金）応募締切 

★交通安全ファミリー作文コンクール 

   主催：内閣府 後援：警察庁、文部科学省 ９月１０日（木）応募締切 

★京の環境を考えるポスターコンクール 

   主催：京都府 ９月１０日（木）必着 

★ＪＡ共済京都府小・中学生書道コンクール、ＪＡ共済京都府小・中学生交通安全ポスターコンクール 

   主催：ＪＡ京都 ９月４日（金）必着 

★本のしおりコンテスト 

   主催：京都府教育委員会 ９月４日 応募締切 

★「少年の主張京都府大会」で発表する作文募集 

   主催：京都府青少年育成協会 ７月３１日（金）応募締切 

★自転車交通安全ＣＭコンテスト 

   主催：ＫＢＳ京都、京都府警察本部 ９月３０日（水）必着 

★人権擁護啓発ポスターコンクール 

   主催：京都人権啓発推進会議 ９月９日（水）締切 

★中学生の「税についての作文」募集 

   主催：全国納税貯蓄組合連合会、国税庁 ９月４日（金）締切 

★防災ポスターコンクール 

   主催：内閣府、防災推進協議会 １０月３１日（土） 

★「北方領土に関する」全国スピーチコンテスト 

   主催：独立行政法人北方領土問題対策協会 後援：文部科学省、全日本中学校長会等 １０月３１日締切 

★京都府食のスクラップコンクール 

   主催：京都府、きょうと食育ネットワーク ９月１１日（金）応募締切 

★本のポップカードコンテスト 

   主催：京都府山城教育局 ９月２日（水）応募締切 

★「障害者週間」啓発ポスター及び体験作文コンクール 

   主催：京都府 ９月７日（月）応募締切 

★明るい選挙啓発ポスター・標語作品募集 

   主催：京都府選挙管理委員会、京都府明るい選挙推進協議会 ９月１１日（金）応募締切 

残り２週間１学期前半のまとめを！ 



                ７月の主な行事予定                  

相楽地方中学校陸上競技大会  

  総合 優勝 （男子優勝、女子準優勝） 

山城地方中学校陸上競技大会  

 総合 準優勝（男子優勝、女子準優勝） 

 【授業参観・学年懇談会のご参加ありがとうございました】 

  ６月１６日（火）、授業参観及び学年懇談会が行われました。懇談会では、学年の  

 様子やこれまでの子どもたちの活動を編集したビデオを視聴しました。 

 授業参観及び学年懇談会の参加者は、１年生７４名、２年生６７名、３年生８１名 

 の合計２２２名でした。お忙しい中、誠にありがとうございました。  

※５位までが山城大会出場 
※６位までが７月２７日・２８日に行わ

れる京都府大会に出場します。 

日 曜 各種行事等  日 曜 各種行事等 

1 水 ＰＴＡあいさつ運動  

23 木 

山城地方夏季大会 

8 水 三者面談、ＰＴＡ交通安全講習会   野球・バレー・バスケ・テニス・サッカー 

9 木 三者面談   バドミントン・卓球・剣道 

10 金 三者面談、ＰＴＡ・地域連携・生徒会「夏の大掃除」  

24 金 

山城地方夏季大会 

13 月 三者面談   野球・バレー・バスケ 

14 火 三者面談・稲植神社祭礼（ＰＴＡ地域パトロール）   バドミントン・卓球・剣道 

17 金 １学期前半終了  
26 日 

京都府夏季大会 

18 土 

相楽地方夏季大会   テニス・サッカー 

 野球（精華南・木津二） バレー（木津南）  

27 月 

京都府陸上大会（西京極陸上競技場） 

 バスケ（木津中体） テニス（精華西）  京都府夏季大会 

 卓球（泉川） サッカー（泉川）    テニス・サッカー・バスケ 

 バドミントン（精華西） 剣道（木津）  

28 火 

京都府陸上大会（西京極陸上競技場） 

町盆踊り大会（ＰＴＡ地域パトロール）  京都府夏季大会 

19 日 

相楽地方夏季大会    バスケ・剣道  

 野球（木津二） バレー（木津南）  夏季地域学校（東光小） 

 バスケ（木津中体） テニス（精華西）  
29 水 

京都府夏季大会 

 卓球（泉川） サッカー（泉川）    野球・バレー・卓球・バドミントン 

 バドミントン女子（精華西）  

30 木 

京都府吹奏楽コンクール（Ａ） 

20 月 相楽地方夏季大会（予備日）  京都府夏季大会 

22 水 
山城地方夏季大会   野球・バレー・卓球・バドミントン 

 テニス・サッカー     

男子1年１００ｍ １位 松浦 大悟 

男子共通２００ｍ １位 江川 雅人 

男子共通４００ｍ ３位 植村 柊斗 

男子共通四種競技 ２位 宇都宮翔大 

男子低学年 
１位 

竹中、松浦 

大原、村上 ４×１００ＭＲ 

男子共通 
３位 

辻、植村 

岩前、江川 ４×１００ＭＲ 

女子3年１００ｍ ２位 福原 夏実 

女子共通１００ｍH ２位 川端野乃花 

女子共通走高跳 ２位 田中 莉子 

女子共通四種競技 ５位 上堀内優花 

女子共通 
４位 

川端、福原 

櫻井、上堀内 ４×１００ＭＲ 

総合優勝は開校以来初の

快挙です。 

男子1年１００ｍ １位 松浦 大悟  男子共通 
１位 

辻、植村 

岩前、江川 
男子2年１００ｍ 

１位 竹中 悠起  ４×１００ＭＲ 

４位 村上 太一  女子1年１００ｍ ４位 井上 穂香 

男子3年１００ｍ ５位 尾寅 皓平  女子3年１００ｍ １位 福原 夏実 

男子共通２００ｍ 
１位新 江川 雅人  

女子共通８００ｍ 
２位 浦西 遙海 

４位 今井 由規  ５位 岩津 実咲 

男子共通４００ｍ １位 植村 柊斗  女子共通１５００ｍ ２位 多田 里桜 

男子共通８００ｍ ３位 吉田 崇浩  
女子共通１００ｍH 

１位 川端野乃花 

男子共通１５００ｍ ２位 稲田  樹  ２位 北井のどか 

男子共通３０００ｍ ３位 山口 龍馬  女子共通走高跳 １位 田中 莉子 

男子共通三段跳 １位 辻  雄太  女子共通四種競技 ２位 上堀内優花 

男子共通四種競技 １位 宇都宮翔大  女子共通 
１位 

川端、福原 

櫻井、上堀内 男子低学年 
１位 

竹中、松浦 

大原、村上 

 ４×１００ＭＲ 

４×１００ＭＲ     


