令和元年度
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－学校通信－

◎山城地方中体連夏季陸上大会【6/１５（土）】

宇治市立西宇治中学校

１学期 が終了

当面の主な学校行事

各大会の結果

令和元年７月１９日(金)

実りの多い夏休みを！

３位 １年女子100ｍ 13秒96
矢谷 香穂
５位 １年女子800ｍ 2分35秒32 谷口 紗菜
５位 低学年女子4×100ｍリレー 54秒23
（明石士和・矢谷香穂・新屋有羽稀・大代帆乃香）

７月 ２０日(土)～２２日(月) 宇治市大会
２５日(木)～２７日(土) 山城大会
２８日(日)～３０日(火) 京都府大会
２８日(日)・２９日(月) 京都府陸上大会
８月 ３日(土) 京都府吹奏楽コンクール
※ １０時４５分出演予定

８日(木)～１５日(木) 学校閉校期間
２２日(木) 生徒会合同リーダー会
２７日(火) ２学期始業式、結団式
２８日(水） 身体測定

※ 上記の選手は、京都府陸上大会に出場します。

校長

岩﨑

正樹

本日をもって１学期が終了しました。皆さん、お疲れ様でした。
さて 、 あな たに とっ て この １学 期、 昨年度 と比べ てどの ような 成長、 前進が 見られ たでし
ょうか。この４ヶ月をしっかりとふり返ってみましょう。
３年 生 の皆 さん は、 最 高学 年と して のスタ ートと なりま した。 進路希 望調査 、実力 テスト
な ど、 進 路、 進路 と、 昨 年度 とは ひと 味違う プレッ シャー を感じ たスタ ートで あった と思い
ま す。 そ のよ うな 中、 １ 番大 きく 変わ ったの が授業 を受け る姿勢 です。 また、 校外学 習で今
年 から 取 り組 んだ 高校 訪 問も 自分 の進 路を考 える良 い機会 になっ たと思 います 。この 力を２
学期の学校祭、そして希望進路の実現につなげていきましょう。
２年生は１年生が入ってきて一番下から一つ先輩となりました 。部活動などを見ていると 、
４ 月当 初 は恥 ずか しさ で 、１ 年生 と接 する態 度も少 し自信 なさげ な表情 でした が、今 では随
分たくましくなりました 。授業やテスト前の取組も昨年度と同様しっかりと頑張れています 。
ま た、 職 場体 験学 習で は 仕事 の楽 しさ や厳し さを知 り、学 校内だ けでは 体験で きない 貴重な
経験になったと思います。
１年 生 は入 学し て、 最 初は 何も わか らず緊 張の日 々でし た。５ 小学校 から集 まって おり、
最 初は 友 達も 少な く不 安 も多 かっ たと 思いま すが、 神戸市 の「人 と防災 未来セ ンター 」へ行
っ た校 外 学習 やク ラス の 様々 な取 組を 通して 、今で は多く の友達 ができ 仲良く なりま した。
部活動でも最初は体力的にもきつく毎日家に帰ったらクタクタの状況であったと思います
が 、毎 日 のト レー ニン グ を積 み重 ねた 成果で 今では 基礎体 力も身 につき 、随分 たくま しくな
ってきました。
この よ うに 、わ ずか ４ ヶ月 では あり ました が、学 年集団 として も、一 人一人 にとっ ても、
成 長が 見 られ た１ 学期 で あっ たと 思い ます。 今日は １学期 の終業 式で、 終わり という 漢字が
使われていますが 、ゴールではなく 、あくまでも通過点です 。これから夏休みが始まります 。
休 み中 は 家庭 で過 ごす 時 間が 増え 、心 に余裕 を持っ た生活 を送る ことが できま すが、 その反
面 、何 も せず にボ ッと し てい ると すぐ に終わ ってし まいま す。充 実した 夏休み にする には、
規 則正 し い生 活と 自己 管 理が 必要 にな ります 。日頃 できな いこと にどん どん挑 戦して 自分を
しっかりと伸ばし、実りの多い夏休みを過ごしてください。
さて 、 明日 から は部 活 動に 頑張 って きた人 にとっ ては、 全国大 会やコ ンクー ルにつ ながる
一 連の 大 会が 開催 され ま す。 特に 、３ 年生の 皆さん にとっ ては３ 年間頑 張って きた思 いや練
習 の成 果 を発 揮し 、悔 い の残 らな い大 会やコ ンクー ルにし てほし いと思 います 。また 、１，
２ 年生 の 皆さ んは ３年 生 の最 後の 勇姿 を心に 刻み、 しっか りとバ トンを 引き継 いでほ しいと
思います。皆さん、全力で頑張りましょう。皆さんの健闘を祈っています。
最後 に なり ます が、 保 護者 の皆 様、 １学期 間、本 校の教 育推進 に向け てご理 解と温 かいご
支 援を い ただ き、 心よ り 感謝 いた しま す。こ の夏休 み、お 子さま が良い 思い出 を残し 、充実
した夏休みとなりますようご家庭でご指導をお願いいたします。

◎第65回全日本中学校通信陸上大会【6/29（土）】
８位

１年女子100ｍ 13秒86

矢谷 香穂

宇治市中学校特別支援学級

球技大会が開催されました

６月20日（木 ）、槇島中学校で行われた球技大会に、暁学級と希望学級
の生徒達が参加しました。午前中は、団体競技であるソフトバレーボール
を、午後からは、個人競技である卓球を行いました。暑い一日ではありま
したが大変よく頑張り、下記のような成績を収めました。
優 勝
第５位

ソフトバレーボールの部
卓球の部
安積 佑斗・興山

洸・大森

摩斗・横井

孔盟

非行防止教室を開催しました！
６月28日(木 ）、３年生を対象に、非行防止
教室を開催しました。城陽警察署内にある南部
サポートセンターから５名のスクールサポータ
ーを招き、いじめや暴力、お酒やタバコ、薬物
乱用などの触法行為について、お話をしていた
だきました。約１ヶ月間の夏休みは、気持ちが
緩みがちになりますが、規則正しい生活を送り、
有意義な時間を過ごして欲しいと思います。

夏季大会が始まります！ （是非、応援に来てください。）
20日（土）から全国大会につながる中学校体育連盟主催の夏季大会がはじまります。３年生
はこの大会に向けて、３年間努力を積み重ねてきました。悔いの残らないように、精一杯
力を出し切りましょう。あきらめない粘り強い気持ちでファイトだ！西宇治中！

種
野

目

球

日

程

会

20日,21日,22日

※ 23日予備日

黄檗公園野球場

ソフトボール

20日,21日

※ 22日予備日

西宇治中

バレーボール男・女

20日,21日

男子：西宇治中

バスケット男・女

20日,21日

黄檗公園体育館

ソフトテニス男

20日,21日

※ 22日予備日

東山テニスコート

ソフトテニス女

20日,21日

※ 22日予備日

南宇治中

卓

20日,21日

球

サッカー

20日,21日

場
※ 予備日会場（東宇治中）
女子：東宇治中
※ 予備日会場（広野中）

木幡中
※ 22日予備日

20日

槇島中

21日

立命館宇治中

