
            「いってらっしゃい」          校長 谷本 正弘 

 朝、家を出る時に何と声を掛けられるでしょうか。 

「いってらっしゃい」「気をつけてね」と言われますね。出かけに「気をつけてね」と言われた人は、事故に

遭う率が減るという統計があるそうです。言葉の力は大きいですね。おうちの人や身近な人に声掛けされるの

を待つのではなく、ぜひ、自分からも声掛けしてあげて下さい。 

それでは、「いってらっしゃい」は、どういう意味でしょうか。 

これは、「気をつけて学校に行って、無事家に帰っていらっしゃい」という意味です。生徒の皆さんはかけが

えのない存在であり、かけがえのない命を持っています。おうちの方は、皆さんが事故にあったりケガをしたり

することなく安全に無事家に帰ってきてほしいと願っておられます。また、人に嫌がることを言われたり、され

たりしないでほしい。人に嫌がることを言ったり、したりしないでほしいと願っておられます。 

その願いに対して、皆さんは「いってきます」と答えています。これは、「学校に気をつけて行って、無事家

に帰ってきます」と約束しているのです。安全な生活を心がけてほしいと思います。 

生徒の皆さんには、被害者にも加害者にもなってほしくありません。自分が事故にあわない、人を巻き込まな

いためにどうしたらよいのか、大切な命を守るためにはどうしたらいいのか、大いに考えてほしいと思います。              

（6月24日「交通安全教室」より） 

総合体育大会＆吹奏楽コンクール 

さあ、3年生にとって集大成である 

最後の総合体育大会・吹奏楽コンクー 

ルが、下記の通り始まります。コロナ 

禍で十分に練習ができなかったかもし 

れませんが、そのことを言い訳にせず、 

大会が開催されることに感謝し、練習 

の成果を力一杯発揮してきてください。 

勝っても負けても、「応援される学校」として立派な行動をしてきてください。 
※三田市総体 

 7/3(土) 7/4(日) 7/5(月)予備日 

野球 駒ヶ谷公園野球場 城山公園野球場 城山公園野球場 

バレーボール 駒ヶ谷体育館 藍中 藍中 

バスケットボール男子 三田学園 城山体育館 上野台中 

バスケットボール女子 上野台中 城山体育館 狭間中 

ソフトテニス 下青野公園テニスコート 下青野公園テニスコート 下青野公園テニスコート 

サッカー けやき台中 駒ヶ谷運動公園 駒ヶ谷運動公園 

剣道 ゆりのき台中 （予備日）ゆりのき台中  

柔道 三田学園 （予備日）三田学園  

水泳 八景中 （予備日）八景中  

※7/24(土)吹奏楽コンクール西阪神地区大会(郷の音ホール)  

吹奏楽部  N部門に出場、 自由曲 バレエ音楽｢ガイーヌ｣よりを演奏 
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勝利を祈り、グランド斜面に「ガンバレ」「けや中Ｖ」と草刈り機械で書きました 



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来校日 MLD(定時退勤日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

日 曜 学校行事【最終下校18:00、夏休み中は16:45】 給食 相談 

1 木 ノー部活 MLD 123 SC SSW 

2 金  123  

3 土 三田市総体 サッカー会場   

4 日 三田市総体   

5 月 三田市総体予備日 123 KS 

6 火      123  

7 水 PTA各所属決定・各長選出19:00- 123 KS 

8 木 ノー部活 MLD 123 SC SSW 

9 金  123  

10 土 丹有総体（陸上競技）   

11 日 丹有総体（陸上競技）   

12 月 個人懇談会 123 KS 

13 火 個人懇談会 123  

14 水 個人懇談会 123 KS 

15 木 個人懇談会           ノー部活 MLD 123 SC SSW 

16 金 個人懇談会 123  

17 土 丹有総体   

18 日 丹有総体   

19 月 丹有総体予備日 大掃除 給食最終日 ノー部活 123 KS 

20 火 1学期終業式            ノー部活  KS 

21 水 夏休み（～8/26） 大規模改修工事開始   

22 木 海の日   

23 金 スポーツの日   

24 土 県総体 吹奏楽コンクール西阪神地区大会（郷の音）   

25 日 県総体    

26 月 県総体 学習相談PM   

27 火 県総体  学習相談PM   

28 水 県総体   

29 木 県総体   

30 金 県総体   

31 土    

7月の予定 iPad持ち帰り 
 文部科学省の GIGA スクール構想

により生徒1人に1台のiPadが貸与

され、iPadの活用が進んでいます。 

 今後家庭に持ち帰って活用するこ

とを考え、本校独自に、 

(1)家庭のWi-Fiに生徒用iPadを接 

続できるか確認、 (2)家庭でZoomを

使って学校とオンラインで接続でき

るか確認をしました。 

また、市教育委員会調査として、 

(3)家庭の通信環境の中、接続等のテ

ストを行い、結果票を提出していた

だきました。家庭での接続確認や調

査にご協力をいただき、ありがとう

ございました。 

校外学習に行ってきました 
 6月25日（金）、1年生が兵庫県立

嬉野台生涯教育センターに校外学習

に行ってきました。 

 晴天の下、すべての日程を予定通

り実施できました。ひょうご冒険教

育（HAP）やオリエンテーリング、レ

ク大会を通じて、テーマである「同心

協力～個性、仲間・絆を大切に～」を

しっかりと達成できました。実行委

員のリーダーシップのもと、皆本当

によく頑張りました。 

第２期大規模改修工事について（7/6～12/31） ※詳細は裏面 
今年度(令和３年度)の工事は、令和元年度に行った北館西側及び体

育館の改修に続く第２期大規模改修工事で、南館、ピロティ、生徒昇降

口、東西渡り廊下、部室棟・体育倉庫棟(グラウンド)の工事を行いま

す。なお、次年度(令和４年度)に残りの北館東側及び技術棟・プールの

改修を行う予定です。 

工事に際しては、生徒の学校生活に配慮するとともに、安全に万全

を期すよう、工事業者に申し入れをしております。ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 
 



三田市総合体育大会陸上競技大会結果（三木総合防災運動公園陸上競技場） 

6 月 19 日（土）・20 日（日）に開催された市総体で、本校陸上競技部が総合で男子「優勝」、女子「準優勝」

となりました。部員一丸の勝利です。本当によく頑張りました。また、準備や片付けでも本校の部員が活躍し、

大変ほめていただいたそうです。とても嬉しく思います。 
 

【男子】  

200m    1位、2位  

400m    3位 

3000m    3位 

4×100mR 1位 

走高跳  1位、2位 

走幅跳  2位 

三段跳  1位 

砲丸投  2位、3位 

円盤投  1位、3位 

1年100m 1位 

1年1500m 2位、3位 

2年100m 1位、2位 

3年100m 1位、2位 

低学年4×100mR    1位 

オープン100m    2位、3位 

オープン1500m    1位、2位、3位 

男子最優秀選手賞  

総合   1位（123点） 

 

【女子】  

800m    3位 

4×100mR 1位 

走幅跳  3位 

四種競技 2位 

1年100m 1位 

1年800m 3位 

2年100m 3位 

低学年4×100mR  2位 

オープン100m  1位 

オープン800m  3位 

総合   2位（66点） 
 

 

 

 

 

 

 



第２期大規模改修工事の詳細 

1. 施工期間 令和３年７月６日(火)～令和３年１２月３１日(金) 

2. 施工施設 南館、ピロティ、生徒昇降口、東西渡り廊下、部室棟・体育倉庫棟(グラウンド) 

3. 施工時期  ※以下の時期は予定であり、工事の進捗状況によって前後します。 

7/ 6(火)～ 7/ 7(水) 現場事務所設置[テニスコート]     

7/17(土)～ 7/18(日) 万能鋼板・フェンスバリケード設置[生徒玄関～テニスコート] 

7/21(水)～ 8/25(水) ピロティ・生徒下足箱、南館1～3階、西渡り廊下1,2階、東渡り廊下2,3階 

7/21(水)～12/3(金)  屋根・外壁 

7/29(木)～10/22(金)  南館1～3階トイレ 

9/15(木)以降     部室棟横仮設ハウス設置 

10/1(金)～11/30(火)   フェンスバリケード設置、グラウンド体育倉庫、部室棟 

12/3(金)～12/24(金)   東渡り廊下1階 

12/3(金)～12/31(金)   外構、事務所・万能鋼板・フェンスバリケード撤去、片づけ等 

 

第２期令和３年度工事 

第１期令和元年度工事(済) 第３期令和４年度工事 


