
 

第34 回文化祭 「 Go to 文化祭～団結第二波を～ 」（10/30）  

校長 谷本 正弘 

合唱に心が震えました。練習の成果をどの学級も出してくれたことを本当にうれしく思います。人の心に届

く、素晴らしい演奏でした。指揮者、ピアノ伴奏者、パートリーダーの人たちは、毎日見えない所でも大変な練

習をしてくれたことと思います。本当にありがとうございました。 

その他、生徒会のオープニングムービーも大変よくできており、楽しい文化祭のスタートとなりました。ま

た、教科や文化部の展示発表、吹奏楽部演奏も素晴らしいものでした。文化祭を通じて、皆さんが一段と心豊か

に成長してくれること、皆さんの学級や部活動がさらに仲良く、良い集団になってくれることを期待します。 

 スローガンや表紙絵を考えてくれた皆さん、運営や準備に携わってくれた生徒会役員や文化部員、委員・係の

皆さん、受付をしていただきました PTA 役員の皆様に感謝します。全学年が一緒に発表や鑑賞をできませんで

したが、皆さんの知恵と工夫、やる気で素晴らしい文化祭ができました。生徒の皆さんのことがますます好きに

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修学旅行を無事終えました 

10 月 9～11 日の3日間、3年生修学旅行は天気に恵まれ、すべての日程を無事終えることができました。た

くさんの制約がある中ではありましたが、思い出に残る素晴らしい修学旅行となりました。 

 碑めぐりのガイドさんからは、「メモをとりながら、とてもよく話を聞いてくれたので嬉しかったです」。 

ハウステンボス（写真撮影場所）のスタッフさんからは、「移動が速く、素晴らしい生徒さんたちです」。 

添乗員さんやカメラマン、バスの運転手さん、ガイドさんからは、「時間を守って、人の話もよく聞いてくれ

て、素晴らしい生徒さんたちです」 

そして、宿泊したホテルの総支配人さんからは、「・・・お食事が終わり、お部屋に戻られる際には生徒様から

『ごちそうさまでした』『とても美味しかったです』と声をかけていただき、スタッフも喜んでいました。・・・」と、

校長あてに手紙までいただきました。行くところ行くところでほめていただき、仲間や出会う人たちを笑顔にで

きる3年生を誇りに思います。 

さて、私は修学旅行に2つの願いを話していました。 

1 つは、「長崎」や「平和」について、語れるようになってほしいということでした。長崎を歩き、人と出会

うことで、多くのよい学びができました。 

もう1つは、「皆が笑顔になれる」「皆を笑顔にできる」修学旅行、自覚と責任ある行動をしてほしいというこ

とでした。先生や実行委員からの呼びかけを守り、日に日に行動がよくなりました。最終日の班別自主研修は、

どの班も時間に遅れることなく集合できたことにとても感激しました。 

修学旅行が終わった今、制約のある日常生活の中でも、時間や決まりを守り、優しい声掛けができれば、3年
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テーマ      最優秀賞  

 

プログラム表紙絵 最優秀賞  

          優秀賞   

               

               

合唱コンクール  最優秀賞 １－５・２－４・３－４ 

優秀賞  １－４・２－２・３－３ 



生はまだまだ素晴らしい集団になれる。知恵と工夫で、思い出深い2学期、3 

学期をみんなで創り上げることができると確信します。 

なお、修学旅行中、特集を組んで、旅行の様子をホームページに随時更新し 

ていました。是非、本校ホームページ「学校トピックス【3年修学旅行】」を 

ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１1 月予定 ※KS（子どものサポーター）SC（スクール・カウンセラー）SSW（スクール・ソーシャル・ワーカー） 

日 曜 行事 給食 ※ 

1 日 ソフトテニス県新人大会女子個人戦   

2 月  123 KS 

3 火 文化の日   

4 水  123 KS 

5 木 進路説明会（３年）、専門委員会、ノー部活 123 SC SSW 

6 金 ３年実力テスト、生徒集会 123  

7 土 第８回三田市中学校英語暗唱大会   

8 日    

9 月 三田市中学校音楽会（3年4組出場） 123 KS 

10 火 三田市ダンス発表会 123  

11 水 ＰＴＡ運営委員会 123 KS 

12 木 生徒会役員立候補受付（～13）、ノー部活 123 SC SSW 

13 金  123  

14 土    

15 日    

16 月  123 KS 

17 火 テスト１週間前ノー部活 123  

18 水 ２年校外学習（京都） 1 3  

19 木 １年道徳研究授業（６ｈ） 123 SC SSW 

20 金  123  

21 土 剣道県新人大会男子団体戦・女子個人戦   

22 日 剣道県新人大会男子個人戦・女子団体戦   

23 月 勤労感謝の日   

24 火 期末テスト   

25 水 期末テスト   

26 木 期末テスト、ノー部活 123 SC SSW 

27 金   123  

28 土    

29 日    

30 月 生徒会役員選挙運動（～12/4） 123 KS 

１2 月予定 

１（火）第２回学校地域運営協議

会、専門委員会 

 4（金）立会演説会、生徒会選挙 

9（水）PTA運営委員会 

10（木）けやき台中校区連携連絡

会 

17（木）個人懇談会（～12/23） 

24（木）給食最終日、大掃除 

25（金）終業式 

26（土）冬季休業（～1/4） 

図書ボランティア 

10/7より、保護者や地域の方に

来ていただき、学校図書館の開館

にお手伝いをいただいています。

貸し出し日（火・水・木）の給食前

後です。よろしくお願いします。 

なお、他にもご協力いただける方

がありましたら、本校教頭に連絡

願います。 

 

学校衛生サポートスタッフ 

10/2より、山本菜々夏が着任し

ました。3人目の配置となります。

曜日を分担して、消毒作業、トイ

レ掃除などの作業を行います。よ

ろしくお願いします。 

 

 

 



表彰 

三田市駅伝（10 月4 日） 

男子 ３位  

女子 ３位  

 

三田市中学校新人大会（10月3・4日） 

陸上競技（男子）共通２００ｍ   １位  

           共通４００ｍ  ３位  

共通８００ｍ  １位  

走高跳     １位、２位 

３位 

円盤投     １位、２位 

１年１００ｍ  １位  

２年１００ｍ  ３位  

２年１５００ｍ １位  

（女子）共通１５００ｍ ２位  

      共通１００ｍＨ ２位、３位 

共通４×１００ｍＲ ３位 

共通走高跳     ３位、 

 共通走幅跳     ３位 

 １年１００ｍ  ２位 

 ２年８００ｍ  ２位 

  野球          優勝 

男子バスケットボール   優勝 

女子バスケットボール   準優勝 

女子バレーボール      第３位 

女子ソフトテニス       団体戦 優勝 

個人戦 準優勝 

剣道    男子団体戦   準優勝 

個人戦   準優勝 

女子団体戦   第３位 

個人戦   優勝 

   柔道   男子団体戦   優勝 

個人戦    －５０㎏級  優勝、第３位 

               －５５㎏級  優勝 

               －６０㎏級  優勝 

      女子団体戦   準優勝 

個人戦    －５２㎏級  優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



丹有地区中学校新人大会（10月17～19日） 

  男子バスケットボール     第３位 

サッカー                第３位 

女子ソフトテニス      団体戦 準優勝 

個人戦  優勝 

剣道    男子団体戦    優勝 

個人戦   準優勝 

女子団体戦    第３位 

個人戦   優勝 

   柔道   男子団体戦    第３位 

個人戦    －５０㎏級  準優勝 

              －５５㎏級  優勝 

      －６０㎏級  準優勝 

      女子団体戦    準優勝 

個人戦    －４８㎏級  第３位 

－５２㎏級  優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹有地区中学校総合体育大会 駅伝競走大会（10 月28 日） 

      男子区間賞 第１区 第３位 

第２区 第３位 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３６回みなぎの書道展 

奨励賞  ３年 

さつき賞 １年 

       

第４３回三田市総合体育大会「剣道の部」（10 月2５日） 

          中学生男子団体の部 準優勝 けやき台中学校Ａ 

          中学生女子団体の部 第３位 けやき台中学校 

中学1年男子の部  優勝、準優勝、第３位 

中学1年女子の部  優勝、第３位 

 

 

  


