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いよいよ１学期後半の授業が始まりました。 

夏休み中は、連日猛暑日（35℃以上）が続きましたが、みなさんは有意義に過ごすことができましたでしょ

うか。  

さて、今学期の学習のまとめとなる期末試験を９月５日から３日間実施します。その後は、体育大会に向

けての取組が始まります。縦割り集団の活動を通して生徒間の団結や仲間意識を図り、意義のある体育大

会になることを期待しています。 

３年生のみなさんは、残り半年余りの中学校生活となりました。自らの、進路選択に向け、実力テスト、三

者面談など、来春の進路実現に向けて大切な時期となります。自らの目標に向け、一歩ずつ着実に進んでく

ださい。 

２年生のみなさんは、相楽地方の新人大会や生徒会本部役員改選など、本校の大黒柱としての役割が期

待されることになります。一人一人がその自覚を持って学校生活を過ごしてください。 

１年生のみなさんも、学校生活や部活動等で２年生を支えるとともに自らの将来や進路について考えはじ

めてください。 

７月末からの部活動の大会をはじめ様々な活動で、精華西中学校生は大活躍をし、多くの賞状を獲得し

てくれました。          

日 曜 ９月行事予定 

1 木 

１学期後半開始日 

全校集会  あいさつ運動（町・ＰＴＡ） 

部活動停止（９／６[火]までﾞ） 

2 金 
あいさつ運動（町・ＰＴＡ） 

３年実力ﾃｽﾄ 

5 月 １学期期末ﾃｽﾄ① あいさつ運動（町・ＰＴＡ） 

6 火 １学期期末ﾃｽﾄ② 

7 水 １学期期末ﾃｽﾄ③部活動再開（朝練不可） 

8 木 
３年 学校・アート・出会いプロジェクト 

第１回ブロック集会 

11 日 

町民体育大会（東光小）  

 西中のグラウンドが駐車場となります。 

 グラウンド系部活動使用不可 

17 土 第２０回体育大会（代休日は10/3） 

18 日 体育大会予備日 

23 金 相楽秋季新人大会壮行会 

24 土 相楽新人陸上大会（太陽が丘） 

27 火 ３年進路説明会（５・６校時）体育館 

９月行事予定 

 ７月１１日（月）生徒会・PTA・地域連携プロジェ

クト合同の夏の大清掃が行われました。 

 総勢８７名、特に今回は１８名の保護者にご参加

頂きました。階段の床磨き、１Fの窓掃除、高い場所

の清掃、校舎周辺の草刈りなど、生徒・保護者・地

域が一つになっていい汗をかき、充実した活動がで

きました。３４度近い猛暑の中ご協力下さった皆

様、たいへんありがとうございました。 
 

 

夏の大掃除 

     ～新しいＡＬＴの紹介～ 

＊ヤマダ コール（サンフランシスコ出身） 

コールと呼んでください。９月からよろしく。 



                  がんばりました！                 

   ・・・・・・お 知 ら せ・・・・・ 
 ９月１７日（土） 午前９時開会 第２０回精華西中学

校体育大会が行われます。生徒たちの頑張りにご声援を

いただければと思います。 

    ★今年度の体育大会のテーマ★ 

 「闘志 意志 精華西」  ～新たな歴史の第一歩～ 

夏季各種大会・コンクールの結果 

 平成２８年度 相楽地方中学校総合体育大会  

 野球 団体 ３位   

 サッカー 団体 ３位   

 バレーボール 団体 優勝   

 バスケットボール男子 団体 準優勝   

 バスケットボール女子 団体 ３位   

 バドミントン男子 団体 惜敗   

   シングルス 優勝 小西 

   〃 ３位 桑原 

   ダブルス 優勝 大野・木村 

   〃 準優勝 福浦・加藤 

   〃 ３位 三木・西光 

 バドミントン女子 団体 優勝   

   シングルス 優勝 松尾 

   ダブルス 優勝 伊勢田・飯田 

   〃 準優勝 中垣・平山 

 ソフトテニス男子 団体 優勝   

   個人 優勝 米原・木戸 

   〃 準優勝 柏崎・濱田 

   〃 第３位 中岡・小澤 

 ソフトテニス女子 団体 優勝   

   個人 優勝 芝・大木 

   〃 準優勝 長瀬・石田 

   〃 ３位 浦井・中島 

 剣道男子 団体 優勝   

   個人 準優勝 尾野 

   〃 ３位 種田 

 剣道女子 団体 惜敗   

   個人 優勝 富 

 卓球男子 団体 ３位   

   個人 ３位 増田 

 卓球女子 団体 準優勝   

   個人 準優勝 木ノ上 

   〃 ３位 萩原 

     

 平成２８年度 山城地方中学校総合体育大会  

 バスケットボール男子 団体 惜敗   

 バレーボール女子 団体 ３位   

 バドミントン男子 団体 惜敗   

   シングルス ３位 小西 

   〃 初戦敗退 桑原 

   ダブルス ２回戦敗退 大野・木村 

   〃 初戦敗退 福浦・加藤 

   〃 初戦敗退 三木・西光 

 バドミントン女子 団体 ３位   

   シングルス ２回戦敗退 松尾 

   ダブルス ２回戦敗退 中垣・平山 

   〃 初戦敗退 伊勢田・飯田 

 ソフトテニス男子 団体 優勝   

   個人 準優勝 米原・木戸 

   〃 ﾍﾞｽﾄ16 濱田・柏崎 中岡・小澤 

   〃 ２回戦敗退 谷口・森 

   〃 初戦敗退 石田・奥村 中筋・尾寅 

   〃 〃 福井・田中 花原・川端 

 ソフトテニス女子 団体 惜敗   

   個人 ﾍﾞｽﾄ16 芝・大木 長瀬・石田 

   〃 ２回戦敗退 浦井・中島 

   〃 初戦敗退 菊池・清水 大塚・濱木 

   〃 〃 水本・西川 

 剣道男子 団体 ３位   

   個人 ４回戦敗退 牧内、尾野、富田 

   〃 ３回戦敗退 國田、大西 

   〃 初戦敗退 種田、藤山、高尾 

 剣道女子 個人 ﾍﾞｽﾄ16 富 

   〃 ２回戦敗退 河原、大西 

   〃 初戦敗退 中柴、峰 

 卓球男子 シングルス ２回戦敗退 増田、小口、宮木 

 卓球女子 団体 惜敗   

   シングルス ﾍﾞｽﾄ８ 木ノ上 

   〃 ３回戦敗退 高橋、萩原 

   〃 ２回戦敗退 吉田、石橋 

   〃 初戦敗退 朝岡 

       

 平成２８年度  京都府中学校総合体育大会  

 ソフトテニス男子 団体 ３位   

   個人 ベスト８ 米原・木戸 

 バドミントン男子 個人 初戦敗退 小西 

 陸上競技  男子２年１００ｍ 優勝 松浦 

 （男子総合６位） 男子共通４×100ｍＲ 優勝 辻・村上・竹中・松浦 

   ３年男子100ｍ ８位 竹中 

   ２年女子100ｍ ４位 井上 

   共通男子3000ｍ ２０位 山口 

     男子共通走幅跳 ７位 辻 

     男子円盤投げ ６位 姫坂 

 水泳 
女子50m自由形 

100m自由形 
４位/10位 中原 

   
男子200ｍ個メ   

100ｍ背泳 
予選敗退 木元 

   
男子200ｍ個メ   

100ｍ自由形 
予選敗退 木戸 

     

  

 平成２８年度  近畿中学校総合体育大会  

 ソフトテニス男子 個人 予選敗退 米原・木戸 

 陸上競技 個人 ４位 松浦 

   男子共通４×100ｍＲ ７位 
辻・村上   

竹中・松浦 

 水泳 女子50ｍ自由形 予選敗退 中原 

     

 平成２８年度  京都府吹奏楽コンクール  

 吹奏楽部 大編成の部（Ａ） 金賞 
関西大会 

出場 

   小編成の部（Ｂ） 銀賞   

 ＊関西大会   銀賞   

 平成２８年度  全国中学校体育大会  

 陸上競技 男子共通４×100ｍＲ 予選敗退 
辻・村上   

竹中・松浦 


