
 

 

 

 

 
 
 

「 紅葉を見て思う 」 

                                  校長 岡田 善行 
  

秋も終盤になり、冬支度する山々は赤や黄や褐色に色づき、とっても美しいです。ま

た、紅葉しない緑の葉が所々にあるのもいいと思います。いろいろな葉が重なり合うこ

とで味わいのある、美しい景色が出来上がっているのだと思います。 

 本校の生徒も一人一人が多様な個性を持っています。先日の学習発表会では、そのこ

とがよく表現されていました。廊下に展示された作品は、同じものはありません。一つ

一つが生徒のオリジナルです。同じように見えても、違う人間が作ったものは必ずどこ

かが違うはずです。並べられた作品をじっと見ていると何となく微笑ましく感じてしま

います。当然、素晴らしい出来のものも、もう一つかなと思えるものもあるのですが、

それは見る人の感性ですから、その評価が絶対的なものではありません。 

 人にはそれぞれ得手
え て

不得手
ふ え て

があります。すべてのことを完璧にできる人などいません。

また、幼少期は特に才能があるわけでもなくどちらかというと疎
うと

んじられた人でも、後

世に名を残した人は何人もおられます。人間の能力や才能は、すぐにはわからないのだ

と思います。みんなそれぞれが光る何かを持っているのだと思います。ただ、それが光

りだすためのきっかけが必要なのだと思います。そのきっかけが、ある人にとっては、

日々の学習かもしれません。また、ある人にとっては、友達関係かもわかりません。ま

たは、教師や本などとの出会いかもしれません。 

 だから、いま生徒たちには多様な経験をしてもらいたいと思っています。目先の評価

にとらわれることなく、自分が楽しいと思えることや知りたいと思えることに没頭して

ほしいです。学生時代は、大人になるための猶予期間、モラトリアムの時期だから、じ

っくり、ゆっくり自分探しをしてほしいと思っています。 

 保護者の皆様には、学習発表会に多数おいでいただきありがとうございました。生徒

の作品をご覧になり、どのようにお感じになられたでしょうか。中学生時期は多感な時

期であり、様々な面で変化が早い時期でもあります。心配のあまりつい口を出すことも

多くなると思いますが、子どもを信じてともに見守っていきましょう。 

 最後に、教職員一同さらに努力していきますので、今後ともご理解・ご支援をお願い

します。 

 

大会の結果・その他表彰 
   

 ＜相楽新人大会＞ 
   

○ 男子バスケットボール部  準優勝 

 ○ 女子バスケットボール部  準優勝 

 ○ 卓球部男子（団体・個人） 惜敗 

 ○ 卓球部女子（個人） 坊 望愛 ３位 
 
 ＜第 68回“社会を明るくする運動”作文コンテスト＞    

 ○ 杉本 愛 ・ 木崎 拓人  優秀な作品として表彰されました！ 
                      
＜第４回 オータムカップ陸上競技大会＞ 
   

○ 男子砲丸投 第１位 井上 堅斗 14ｍ15（大会新記録） 
                      
 ＜平成 30年度 京都府スポーツ賞（未来くん賞）＞    

○ 井上 堅斗   京都府のスポーツ界の星として表彰されました！ 

 

11 月の行事予定 
   

  １日（木）  一斉委員会、部活動停止 

  ２日（金）  漢字検定、フォローアップ、尿検査（一次） 

 ３日（土）  土曜教育 

    ５日（月）  全校朝礼、人権学習（～８日）、３年生進路面談（～12日） 

          ３年生実力テスト、最終下校 17:00開始 

  ７日（水）  相楽音楽交流会 

８日（木）  部活動停止 

12日（月）  フォローアップ 

15日（木）  部活動停止 

16日（金）  数学検定、尿検査（予備日） 

17日（土）  和束町少年の主張大会 

20日（火）  フォローアップ 

21日（水）  あいさつ運動、部活動停止（～29日） 

23日（金）  ＰＴＡ社会見学 

26日（月）  生徒集会 

28日（水）  保体テスト 

29日（木）  期末テスト（～30日） 

30日（金）  施肥作業、尿検査（二次） 
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前進・自立・心・元気 

 



山城地方中学校駅伝大会 
 
10月 20日（土）に高山ダム周辺コースにて山城地方駅伝大会が開催されました。 

大会に向けて部活動終了後に練習に励みました。当日は、自分の持てる力を発揮し、 

走ったり応援したりと、素晴らしい大会となりました。 

 

 
 
             
 
 
 
 
 
学習発表会 
 

10 月 27 日（土）のオープンスクールでは『 響 ～75 人のプレゼントをみんなの心に

～ 』というスローガンをかかげ、学習発表会を行いました。午前中の意見発表・英語

スピーチ発表では堂々と発表を、学年合唱コンクール・全校合唱では、各学年で練習に

励んできた成果が表れた感動的な合唱を披露し、素晴らしい舞台発表となりました。展

示見学では、各教科の学習の成果の展示、保護者の方々の作品展示を見て刺激を受ける

よい機会となりました。また、午後からの文化鑑賞では、『露の吉次さん・笑福亭喬介

さんによる落語の会』を聞き、落語を楽しむ良い経験をすることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新生徒会本部役員の活動開始 
 

 10月 24日（水）の生徒会本部役員改選によって新役員 

の５名が決定し、10月 27日（土）に生徒会引き継ぎ式を 

行いました。１年間生徒会本部役員として力を尽くしてく 

れた杉本愛さん、北あゆりさん、西村愛聖くん、長西輝流 

くん、土田和紗さんありがとうございました。新生徒会本部 

の任期は１年間となります。みんなの力でみんなが笑顔で 

過ごせる和束中学校にしていきましょう。 
 
      会 長  長西 輝流     

副会長  中井 貴誠 

 書 記  土田 和紗 

      会 計  森野 由澄  

 議 長  島田 琴奈 

 

§ 意見発表 § 

「色々な犯罪・非行をふせぐために」 細井 悠聖 

「差別はなぜ起こる」           村田  実優 

「人種差別をなくすために」        辻  大輝 

「よりよい社会をつくるために」     土田 和紗 

「電気」                  島田 莞奈 

「日本のエネルギー」          森野 青葉 

§ 全校合唱 § 

「校歌」   指揮 杉本 愛   伴奏 渡邊 千恵 

「プレゼント」 指揮 北 あゆり  伴奏 杉本 優貴 

§ 英語スピーチ発表 § 
１年生「Topics ～Self-Introduction」 
    中村 瑞奈   村田 実優     

 森川 綾哉    森野 由澄 
２年生「Topics ～My Future Dream／The Country I Want To Go／ 

My Favorite Sport／My Favorite Thing」 
     長西 輝流    土田 和紗    中島 直人   

西田 実乃梨   藤岡 拓弥 
３年生「Topics ～Our School Trip／Japanese Culture／ 

My Hometown Wazuka／The Country I Want To Go」 
     北 あゆり     杉本 愛      中井 陽希    

丸田 未来    宗 陽太郎    渡邊 千恵 
 

§ 学年合唱コンクール § 

１年生 「飛び出そう 未来へ」       指揮 藤田 妃奈  伴奏 村田 昂志朗 

     「トラスト」              指揮 池尻 結希  伴奏 島田 琴奈 

２年生 「今 この時」                 指揮 藤岡 拓弥  伴奏  堀  玲菜 

      「大切なもの」                指揮 奥田 祥祝   伴奏 土田 和紗 

３年生 「あなたへ ～旅立ちに寄せるメッセージ～」  指揮  北 あゆり  伴奏 島田 莞奈 

     「手紙 ～拝啓十五の君へ～」  指揮 宗 陽太郎  伴奏   咲 

最優秀賞 ３年生 
 
11月 7日（水）の相楽音楽交流会に 

和束中学校の代表として出場します。 

素敵な歌声を響かせてきてください。 


