29日（月）：２学期始業式

30日（火）：３年実力テスト

☆各協会・連盟大会での生徒の頑張り！

学校だより
７月 月別目標 『
宮津市立宮津中学校

向上心
』
平成２８年７月１日発行

１学期のまとめ！終業式も目前、向上心を持って目標の達成を！
府内北部地域では梅雨空のなか、雨も少なく蒸し暑い日々が続いていますが、皆様方に
はますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は、本校の教育活動に対しまして深いご理解と多大なるご支援を賜り厚くお礼申し
上げます。
６月１３日より実施いたしました地区懇談会（参加約１６５名）におきましては多くの
皆様のご出席をいただきありがとうございました。また、ＰＴＡ行事へのご参加や部活動
の大会での応援等重ねてお礼申し上げます。
さて、１学期も残すところ３週間となりました。本日、期末テストも終え、学習のまと
めも行いました。また、３年生にとっては最後の大会となる与謝･丹後ブロック総体、さ
らには府総体などの上部大会に向けて、部活動の充実も図っていきたいと思います。
梅雨の時期も後半部へさしかかっているとは思いますが、九州地方などに大きな被害を
もたらしている集中豪雨的な雨も当地方では少なく生徒の登下校の通行もしやすい状況で
す。雷雨等に対しての交通安全につきまして学校で引き続き指導やその他の取組をいたし
ます。さらに、今年度もＰＴＡ事業として「あいさつ運動」を実施しておりますので（年
間４回の実施）、学校・ＰＴＡ・地域が連携して生徒の見守りを併せた指導となるようお
願いします。
また、長期予報が出ていますが、今後暑い日も続くと思われます。熱中症対策や食中毒
予防等、学校でも生徒の健康管理には留意していきますが、ご家庭におかれましても十分
注意を払っていただきますようよろしくお願いいたします。

７ 月 学 校 行 事 予 定
7月21日（木）～「夏の交通事故防止府民運動」
日 曜
行事予定
日 曜
行事予定
１ 金 期末テスト SSW ALT
17 日
２ 土
18 月 海の日
３ 日
19 火
４ 月 PTA広報委員会
20 水 終業式
５ 火
SC･SSW
21 木 与謝・丹ブロ総体
６ 水 部活懇談会・参観 あいさつ運動 体育・文化後援会総会
22 金 与謝・丹ブロ総体
７ 木 PTA 中央指導者研修会 ３年学年・学級懇談会 ALT
23 土 与謝・丹ブロ総体（予備日）
８ 金 SSW ALT
24 日 丹ブロ総体（ﾃﾆｽ）
９ 土 通信陸上 丹後卓球 両丹ﾃﾆｽ
25 月 丹ブロ総体（予備日） 積木ボランティア
10 日 通信陸上
26 火 府総体 （柔道）
11 月
27 水 府陸上 ふりスタ・中2学力 市教育相談会
12 火 5時間授業開始 租税教室(3年)
28 木 府陸上 ふりスタ・中2学力 市教育相談会
13 水 PTA教育講演会 SC SSW
29 金 府総体 ふりスタ・中2学力 市教育相談会
14 木 2年学年・学級懇談会
30 土 府総体
15 金 SSW ALT
31 日
16 土
SC：石野スクールカウンセラー（水曜日） SSW：三宅 まなび・生活アドバイザー（水・金曜日）
ALT：チャリス先生（木・金曜日） 心の居場所ｻﾎﾟｰﾀｰ：中西先生（火・水・木・金曜日）
※与謝・丹ブロ総体の詳しい内容については別途お知らせします。
※三者面談（３年）、家庭訪問（１、２年）は７月２５日～８月９日まで行います。
※８月の予定 ４日：府吹奏楽コンクール ６日（土）：資源回収、２年学年行事 1年2組学級行事
７日（日）：１年３組学級行事 23日（火）：漢字検定 28日（日）：宮津市陸上選手権

２年学力テスト

夏へのはずみ、手応えとなりました

○第６０回市長杯争奪与謝地方中学校野球大会（６月４日）
１回戦 宮津中３－３栗田中（引き分け：抽選負け）
○第４１回加悦谷阿蘇ソフトテニスジュニア選手権大会（６月４日）
男子個人戦 八木・米田ペア 優勝
女子個人戦 小林・上野ペア 第４位
○第２１回郵便局杯親善サッカー大会（６月４日） 優勝
宮津中③－２江陽中
宮津中⑩－１橋立中
○第５２回丹後女子ソフトボール大会（６月５日） 優勝
１回戦 宮津中①－０丹後中
準決勝 宮津中⑨－０江陽中
決 勝 宮津中⑮－１加悦中
○第５６回丹後中学校バレーボール選手権大会（６月５日）
１回戦 宮津中１－②網野中
１回戦敗退
○第４４回宮津市長杯争奪与謝地方中学校バスケットボール大会（６月５日）
＊男子 １回戦 宮津中６０－６３橋立中 １回戦敗退
○第２３回北近畿中学生ソフトテニス大会（６月５日）
＊男子 ベスト３２
＊女子 ベスト３２
○第６２回両丹中学校バレーボール大会（６月１１日）
１回戦 宮津中０－②城南中 １回戦敗退
○第１０回与謝野町卓球大会（６月１２日）
男子個人戦 福村涼太くん ベスト８

☆「うちたてん 宮津中学校」宮中生全員の力で大躍進！
男子総合は20年ぶりの準優勝、女子も昨年から大きくステップアップ
○丹後ブロック中学校陸上競技選手権大会

＊総合

男子準優勝

女子５位

＊京都府大会出場（７月２７、２８日 西京極陸上競技場）
男子１年 １００ｍ １位 堀内 太陽くん １２秒９
１年１５００ｍ ２位 伊藤 励雅くん ４分５１秒３
４位 小牧 律貴くん ４分５４秒７
共通 ２００ｍ １位 木村
稜くん ２２秒９（大会新）
共通１５００ｍ ３位 矢野 真樹くん ４分３３秒３
共通 走高跳び １位 内藤
輝くん １ｍ７３
共通 走幅跳び ２位 赤星 佑季くん ５ｍ５８
低学年４×１００ｍＲ ２位 ５０秒８
木村胡士郎くん 堀内太陽くん 枝 和生くん 大原雅昭くん
共通４×１００ｍＲ
１位 ４６秒５
赤星佑季くん 木村 稜くん 平野拓海くん 梅本 薫くん
女子１年 ８００ｍ ４位 藤原 桃花さん ２分３８秒４（府種目なし）
３年 １００ｍ １位 小畑 真稀さん １３秒０
３位 小谷 果琳さん １３秒９
共通 ２００ｍ ３位 細野 花歩さん ２９秒９
共通 走高跳び ３位 門河 未紗さん １ｍ４０
共通４×１００ｍＲ
１位 ５３秒４
門河未紗さん 小畑真稀さん 細野花歩さん 小谷果琳さん
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（文珠荘）

☆ＰＴＡ事業の開始 早朝からの「あいさつ運動」
家庭教育委員会「中庭花植え」 ありがとうございました！
６月１５日（水）、朝早い時間から今年度第１回目の「あいさつ運動」を実施していた
だきました。第１回目は３年生保護者の皆様にお世話になりました。また、昨年度同様宮
津中学校区の民生児童委員様にもご協力をいただき、多くの皆様に生徒への声かけや登校
の状況を見ていただきました。今年度も年間４回の実施となりますので、朝の早い時間で
はありますが多くの皆様のご参加、ご協力をお願いいたします。
次回は、７月６日（水）に全校の保護者の皆様を対象として実施いたします。
１５日の午後、今年度から名称変更を行った家庭教育委員会の皆様にお世話になり、中
庭花壇の草抜き、整地、そして花植えを保健・環境委員生徒やボランティア生徒とともに
行っていただきました。夏から秋に向けて花を咲かせるベゴニア、ロベリアなどの苗や向
日葵、コスモスの種もまいていただきました。ＰＴＡのテーマである「なごみ（和）」と
同様、中庭（和みの広場）で生徒もなごむことと思います。ありがとうございました。

☆「魅力ある学校づくり」に向けた「宮津ふるさと学」のひとつ
２年生「職場体験学習」 事業所の皆様ありがとうございました！
６月１６日（木）、１７日（金）の２日間、２年生が市内２４ヶ所の事業所様にお世話
になり「職場体験学習」を実施しました。本校の職場体験学習では、地元の産業を学習し、
自分の将来について考えることをねらいとしていますが、生徒にとっては本当に良い機会
となりました。また、体験学習を行うにあたって、市内の磯野開化堂店主 磯野修一様と
町家再生ネットワーク代表 羽田野まどか様から宮津の町の事や働くことの意義などにつ
いてお話をしていただきました。将来、地元に貢献し、地元で活躍できる社会人への第一
歩となる有意義な学習でした。お世話になりました皆様、本当にありがとうございました。

☆大麻や薬物の学習も実施「非行防止教室」ルール・マナーの遵守・向上！
６月１０日（金）、宮津警察生活安全課スクールサポーター 林田
愼一様に「非行防止教室」を行っていただきました。昨年府内で起
こった大麻、薬物にかかわる未成年者の犯罪についても触れていた
だき、指導していただきました。ルールの遵守やマナーの向上が生
徒の人権意識や道徳心の向上へとつながる学習となりました。
◇部活動懇談会・参観、あいさつ運動、教育講演会等、
ＰＴＡ事業が続きます。是非ご参加ください。

