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頑張りが輝いていました！
青組集団演技

朝夕が涼しくなり、いよいよ秋本番と思わせる気候になっ
てきました。平素は、本校教育推進に格別のご理解とご支援を
いただき感謝いたしております。
今年の体育祭は、予定通りの日程で実施する事ができ、天候
が良すぎる中での真夏の体育祭となりました。熱中症の症状
で体調を崩す生徒もあり心配しましたが、休憩を入れながら
なんとか終えることができました。当日は、たいへん暑い中、
たくさんのご声援をいただく中で実施出来ましたことに感謝
申し上げます。ありがとうございました。
今年のスローガンは『麗輪』～築きあげるぼくらの絆～のも
と赤組は「楓凛火山」～舞い上がれ炎の鳥～、青組は｢輝蒼情絆(きそうばんじょう)｣のテーマを掲げ実行委員
会や色委員などを中心に集団演技に取り組み感動的な色表現を見せてくれまし た。手先まで意識して
全身を使っての美しさを表現した青組と各場面 に高さのあるダイナミックな見ごたえのする構成で最
後まで見る人を引き込んだ赤組という、それぞれの特徴と良さが現れた演技になっていました。ほぼ
予定通りの日程で練習ができたこともあり、質の高い集団演技になり、各色集団が一つになってみん
なで良いものを仕上げよう、もう一つ上を目指そうとする意気込みを感じることができました。また、
集団演技だけでなく、各色集団が一体になった工夫を凝らした応援がおこなわれ、お互いが各競技種
目においても力を出し尽くして競い合う姿がたくさんあり頼もしく感じた体育祭でした。この集団の
力をこれからの行事や生活に活かしていきましょう。
また、16・21・22 日には、３年生が引退し新チームになっての初の公式戦である舞鶴市新人体育大
会が行われ生徒たちは頑張りを見せていました。保護者、地域の皆様には各会場に足を運んでのたく
さんのご声援ありがとうございました。代が変わったことで今までにない、いろんなプレッシャーが
ある中での大会だったと思います。特に、今年の夏の総体では各部が素晴らしい活躍をしていました。
そこを、新チームとしてどう繋げるかも大きなプレッシャーにな
っていたと思います。そんな中、バスケット女子、テニス男子、
卓球男子、柔道が見事優勝を果たし、バレー男子、バスケット男
子、テニス女子、卓球女子が準優勝、バレー女子、剣道が３位と
素晴らしい成績を残しました。個人の部でも多くの選手が入賞を
果たしました。勝負の世界ですから目標にしていた結果につなが
らならいこともありますが、今回の公式戦での喜びや悔しさを忘
れないようにして、次の試合に繋がるように、日々の練習に活か
して欲しいと思います。この新人戦はスタートラインです。来年
の夏に目標をしっかり定め頑張りましょう。
赤組集団演技

『挨拶・時間・美化・モラル』

２学期の始業式で『挨拶・時間・美化・モラル』青葉中学校が大切にしてきた、合言葉を実践する学期
として、またそれぞれの言葉に込められている思いを再度大切にして実行する機会にしていこうというこ
とを話しました。日々の生活に加え、多くの人を迎えての体育祭や新人戦など様々な所で支援してもらっ
ている周囲の人へ感謝の気持ちを表す機会がたくさんありました。気持ちの良い挨拶、時間を意識した行
動、環境美化だけではなく仲間や周囲の人への配慮や思いやりのある心の美化に努めた行動は、生活のモ
ラルの向上に繋がります。この一か月の生活の中だけでも、たくさんの実践場面を目にすることが出来て
大変うれしく思います。先日も、来客で来られた地域の方から「家の近くで生徒さんとすれ違うと、気持
ちの良いあいさつをしてくれて嬉しくなります。」という言葉をいただきました。しかし、裏返すとそん
な場面が光って見えているということは、当たり前のこととしてまだまだ定着していないということでも
あります。でもそんな行動が出来て、それが色んな所で評価されるというのは素晴らしいことです。先ず
は、自分の事として一人一人がそんな生活を意識することが大切です。そんな光り輝く場面がもっともっ
と溢れる生活をみんなで築いていきましょう。
校 長 岡本康憲
教 職 員 一 同

おめでとう！
【団体】
◎舞鶴市中学校新人体育大会
優 勝 バスケットボール女子・ソフトテニス男子
卓球男子・柔道男子
準優勝 バレーボール男子・バスケットボール男子
ソフトテニス女子・卓球女子
第３位 バレーボール女子・剣道男子
◎第６回丹但交流バスケットボール大会
優 勝 バスケットボール女子
◎京都府中学生ソフトテニス研修大会男子団体 A の部
第３位 ソフトテニス男子
◎第８回近畿少年秋季軟式野球京都府北部予選
優 勝 野球部
【個人】
◎舞鶴市中学校新人体育大会
優 勝 前田仁奈多・竹田芽生（ソフトテニス下級）
土本征奈（卓球上級）加登美月（卓球上級）
川口知恩（卓球下級）長井映曉（柔道 66kg 級）
永田侑也（800m）
矢谷絢斗（1500m）
尾崎凪沙（砲丸投）
準優勝 上ノ山晴喜・二谷直稀（ソフトテニス上級）
南部圭燿・山口颯太（ソフトテニス下級）
永井優羽・青山紗穂（ソフトテニス下級）
波多野翼（卓球上級）
居川陽紀（柔道 66kg 超級)
飯田莉丘（3000m）
増田音色（100m）
中内琴音（800m）
中内琴音・田中里奈・尾崎凪沙・石津華音
（4×100mR）
第３位 山﨑奏汰・藤山拳星（ソフトテニス上級）
高瀬美侑・加藤七菜（ソフトテニス上級）
竹山瑛・髙木希夢 （ソフトテニス下級）
笹渕妃依・仲川瀬奈（ソフトテニス下級）
山内涼太郎（卓球上級）小川楓（卓球上級）
谷田迅（柔道 66kg 級)渕上そら（柔道）
谷口心那（柔道）
竹内隆騎（200m）
後藤英翔（3000m）
竹下裕哉・加藤獅音・小林史京・竹内隆騎
（4×100mR）
石津華音（1500m）
森下綸子（走幅跳）
第４位 松原朱香（1500m）
田中里奈（100mH）
増田音色・渡部文花・山田虹空・坪内心音
（4×100mR）
渡部文花（走幅跳）
第５位 山田虹空（走幅跳）
第６位 前田聖斗（1500m）
坪内心音（100m）

＜中学生の集い＞8/2
市内７中学校と支援学
校の代表生徒により中学
校の集いが開催されまし
た。中学生が当面している
課題や社会で起きている
身近な問題について意見
を交流し、その解決方法をみんなで話し合い、たくさんの
ことを学ぶことができました。

＜資源回収＞ いつでも学校で回収しています！
多くの方にご協力いただいております。収益は、30,000円(4
月～9月)となっております。生徒の学校教育活動にいかしてま
いります。よろしくお願いいたします。
回収品目：アルミ缶

１０月の行事予定
１日(火) １年防煙教室
２日(水) ノー部活デー
４日(金) 英検 輝け青葉を歌う会合唱練習１９：００
５日(土) 舞鶴引き揚げの日
６日(日)～９日（水）部活動停止
９日(水) 中間テスト 給食なし １２：００下校
10 日(木) 中間テスト
11 日(金) ２年薬正しい使い方教室
３年進路説明会１９：３０
輝け青葉を歌う会合唱練習１９：００
12 日(土) 中学校文化祭典
13 日(日) 中丹駅伝大会
16 日(水) ノー部活デー
18 日(金) 輝け青葉を歌う会合唱練習 19:00
19 日(土) ＰＴＡ環境整備作業
20 日(日) 秋の与保呂川清掃
22 日(火) 祝日（即位礼正殿の儀）
23 日(水) ２年京都学力診断テスト ノー部活デー
25 日(金) 学年合唱コンクール 輝 け青 葉を 歌う 会合 唱練 習 19:00
26 日(土) 全校登校日：輝け青葉デー（弁当必要）
28 日(月) 振替休み
29 日(火) ３年１組幼稚園実習
30 日(水) ２年生命の授業 ３年２組幼稚園実習
31 日(木) ２年生命の授業 ３年３組保育実習

＜舞鶴支援学校行永分校中学部との交流会＞7/30
行 永 分校 ６名 の生 徒 と本 校生 徒 会
本部役 員６ 名が ７月 ３０日 に交 流会
を行いました。交流及び共同学習を通
して、中学生同士がふれあう中で互い
に様々 な体 験を する ことが でき まし
た。

＜京都府少年の主張大会出場＞9/22
３年生の早村桃音さんが出場しました。京都府内
3,000 作品の中から選ばれた 15 人が発表を行いまし
た。「言葉の選び方」と題し、言葉一つで人を幸せに
できたり、傷つけたりすると言うことを会場のみなさ
んにやさしく語りかけることができました。
京都府青少年育成協会会長奨励賞を受賞しました。

＜10/25 学年合唱コンクール（青葉中学校）＞
１年１・２限

２年３・４限

３年５・６限

＜10/26 輝け青葉デー（舞鶴市総合文化会館）＞
各クラスの合唱曲を紹介します。
１年学年曲「きみにとどけよう」
１組「時を超えて」
２組「この地球のどこかで」
３組「明日へ」
４組「地球星歌～笑顔のために～」５組 「あさがお」
２年学年曲「次の空へ」
１組「ほらね、」
２組「心の瞳」
３組「HEIWAの鐘」
４組「あなたへ-旅立ちに寄せるメッセージ-」
５組「ＣＯＳＭＯＳ」
３年学年曲「群青」
１組「結-ゆい-」
２組「プレゼント」
３組「虹」
４組「信じる」
５組「友～旅立ちの時～」

＜輝け青葉デーで一緒に歌いませんか＞
保護者・地域の皆様へ
10月26日（土）舞鶴市総合文化会館
大ホールで開催する輝け青葉デー
で、「輝け青葉を歌う会」「青葉中
学校合唱部」と一緒に歌いません
か。10/4 10/11 10/18 10/25の19:00より青葉中学校で練
習をしています。

