
 
 

 

 

 

 

挑戦、そして成長の２学期に 
 

校長 和田純一 
 

いよいよ９月を迎えるこの時期、幾分か涼しく感じ

られ、過ごしやすい日が続いています。暑さがまた戻

ってくることも思いながらも、確実に季節の移ろいを

感じます。39 日間の夏休みが終わり、２学期が始ま

りました。久しぶりに元気な子どもたちが学校に戻り

ました。夏休み中、保護者や地域の皆様のご支援の中

で、子どもたちは事故無く過ごすことができました。

心より感謝し、お礼申し上げます。 

夏休みのはじめに、運動部の各種大会が開催されま

した。私も、精一杯頑張る子どもたちを応援し、その

活躍に心から拍手を送りました。満足のいく結果に笑

顔がはじける選手の姿はもちろんのこと、全力を尽く

しながらも敗れ、悔し涙を流す選手の姿に強く胸を打

たれました。これまでの努力が報われなかったという

思いを抱いたかもしれません。しかし、自分の夢や目

標に向かって挑戦する気持ちと努力は、それ自体が尊

いものだと思います。無駄になる努力はありません。

この経験が心を強くし、必ず次へとつながり、それが

人を成長させるのだと信じています。自分に自信を持

って、これから出会う新しいことに果敢に挑戦してほ

しいと願います。 

これから始まる２学期は、学校全体で取り組む文化

祭や体育祭など、たくさんの行事を予定しています。

学習を着実に積み重ねる中で、仲間との学び合いを深

める学期でもあります。感染対策をしながら工夫した

活動や取組の中で、仲間と協力して新しいことに挑戦

し、やり遂げることで達成感や充実感を味わい、それ

ぞれの成長を実感し合えることを願っています。私た

ち教職員一同、安心安全な学校生活のもと、子どもた

ちの学びを保障できるよう、さらに指導を充実させた

いと決意を新たにしています。引き続き、ご理解、ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

 

 

『体育祭リーダー研修』８月２２日(月) 

夏休みが明けるとすぐに文化祭と共に体育祭の取

組が始まります。それに向け一足先に、体育祭リーダ

ーの活動がスタートしました。リーダー研修会では、

まず、『リーダーとは何か』をそれぞれが考えて話し

合い、リーダーとして活動する意義について確認しま

した。その後、体育祭の種目の確認やスローガンの検

討を行いました。中身の濃い活動ができたと思います。

体育祭に向けて、皆で思いを共有し、“一心”となって

成功をつかみ取りましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

９ 月 行 事 予 定 
日 曜 校 内 行 事 

1 木  

2 金  

3 土 市新人大会 テニス（亀運） 

4 日  

5 月 放課後取組開始 短縮～9/30 放取組 

6 火 放取組 

7 水 色決定集会・色別集会・生徒総会 

8 木 放取組 

9 金 放取組 

10 土 市新人大会 テニス（亀運） 

11 日 PTA美化作業 テニス予備日（東輝） 

12 月 教育実習後期開始 放取組 ALT 

13 火 放取組 

14 水 一斉専門部会 

15 木 放取組 落語（伝統文化体験） 

16 金 放取組 体育祭学年練習 

17 土 市新人戦 サッカー（月読） 

18 日 市新人戦 サッカー（月読） 

19 月 敬老の日 

20 火 放取組 ALT 

21 水 体育祭全体練習 

22 木 放取組 

23 金 秋分の日 市新人大会 テニス予予備（東輝） 

バレー（南桑） サッカー予備（大成） 

24 土 市新人大会 バレー予備（南桑） 

25 日 口丹府立高校合同相談会 

26 月 放取組 体育館設営 体育祭学年練習 

27 火 放取組 

28 水  

29 木 放取組 体育祭全校練習 

30 金 学年発表リハ 展示準備 英語検定 
 

１０月の主な予定 

１日（土）文化祭 予備日４日（火）代休日３日（月） 

７日（金）体育祭 予備日１１日（火） 

８日（土）口丹駅伝競走大会 

15日（土）口丹新人大会（ソフトテニス） 

18日（火）知的好奇心をくすぐる体験授業（3年） 

20日（木）～21日（金）定期テストⅢ 

22日（土）口丹新人大会（ソフトテニス） 

23日（日）口丹新人大会（剣道） 

25日（火）保津川遊船体験乗船（2年） 

27日（木）令和４年度入学生説明会 

29日（土）口丹新人大会（バレー・サッカー・テニス予備） 

30日（日）口丹新人大会（剣道予備） 

※コロナの状況により、変更する場合があります。 

育親中学校だより 
亀岡市立育親中学校 

９月号 

令和４年８月３０日発行 

 



【がんばれ！ いくしん！  

Ｇｏ！Ｇｏ！ ＩＫＵＳＨＩＮ！】 

『各種夏季大会の結果について』 
【剣道】 

『口丹大会』 女子団体 優勝 

        女子個人 優勝   ３年女子 

第３位  ３年女子 

        男子個人 ベスト８ ２年男子 

 『京都府大会』女子団体 第３位 

        女子個人 第３位  ３年女子 

 『近畿大会』 女子個人 ベスト８ ３年女子 

【サッカー】 『口丹大会』 第３位 

【ソフトテニス】 

『口丹大会』 団体戦  初戦敗退 

個人戦  ベスト 32 ３年女子ペア 

【バレーボール】 『口丹大会』初戦敗退 

         『平和祭市民スポーツ大会』第３位 

【陸上】 

『平和祭陸上競技選手権大会』 

  中学男子ジャべリックスロー 第２位１年男子（大会新） 

                第３位１年男子 

  中学女子走幅跳 第３位 １年女子 

『亀岡市陸上競技選手権大会』 

共通男子走幅跳 第２位 ２年男子 

『口丹大会』 

共通男子走幅跳 第２位 ２年男子 

※府大会にも出場しました。 

『南丹市陸上競技選手権大会』 

一般 1500m  準優勝 ２年女子 

女子中学走幅跳 第３位 １年女子 

男子中学走幅跳 第３位 ２年男子 

 

『各部活長から』～部活動引退にあたり～ 
３年生は部活動を引退することとなりました。そ

こで、各部活長に、最後の大会、そして３年間の部

活動を振り返り、その思いを綴ってもらいました。 

 

１．最後の大会を終えて、３年間を振り返って 

２．後輩へのメッセージ 

３．これまで支えてくれた人達へ 

 

【剣道】部長 

１ 大会の結果はあと一歩のところでしたが、練習し

ていた日々はとても楽しく、すごく良い経験になりま

した。今まであまり進めなかった試合も、勝ち数も多

くなりとても嬉しかったです。しんどい時もあったけ

ど、練習していて良かったと思える試合が出来ました。 

２ 今までありがとうございました。みんなと稽古が

できてとても楽しかったです。大会でここまで結果を

残せたのは、後輩のみんながいたからやなと思います。 

３ これまで支えてくださった上久保先生、家族、先

生方、後輩のみんな、ありがとうございました。しん

どかったときもみんながいてくれたから乗り越えら

れました。 

 

【サッカー】部長 

１ 最後の大会を終えて、優勝はできなくて残念でし

たが、サッカー部のみんなとサッカーができて楽しか

ったです。たくさん迷惑をかけましたが楽しい３年間

でした。ありがとうございました。 

２ ３年生が抜けても楽しくやってそうだから心配

はしてないけど、次の大会はもうきてるのだからしっ

かり集中して頑張れ！ 

３ サッカーは一人でできないのと同じで、支えがあ

ったからこそ、ここまで強く大きくなれました。あり

がとうございます。 

 

【陸上競技】部長 

１ 最後の大会を終えて、今までの練習を生かして自

分達の全力を出し切ることができました。結果を残せ

なかった人もいたかもしれないけれど、みんなで協力

し合い毎日の練習を大事にすることができました。 

２ ３年がいなくなって少しだけ人数が減ったけど、

２年生と１年生の団結力で練習も大会もがんばって

いって下さい！ 

３ 今まで支えて下さってありがとうございました。

みなさんが支えてくれたからこそ、今の僕たちがいま

す。今まで本当にありがとうございました。 

 

【ソフトテニス】部長 

１ 最後の大会は、これまでで１番楽しかったです。

全員そろってすることはできませんでしたが、プレー

していた中で笑顔がたくさん見られました。これから

テニスをしないと思うととても悲しい気持ちになり

ますが、テニスを通して学べたことがたくさんあった

ので、それをこれからにつなげていきたいです。 

２ 私たちはもう引退してしまいますが、これまで受

け継がれてきた伝統を大切にしてがんばってくださ

い。応援しています。 

３ テニスを教えてくださった先生、応援してくれた

家族、そして一緒にテニスをした仲間のみんな、これ

までありがとうございました。私は皆さんのおかげで

テニスの楽しさや仲間の大切さが分かりました。中学

校生活での本当に良い思い出となったしとても楽し

かったです。ありがとうございました。 

 

【美術】部長 

１ ３年間あっという間でしたが、部活の中でいろい

ろなことが学べました。たくさん絵を描いたり制作を

するうちに、技法や画材のことを知れました。先生方

や部員の人たちと過ごした日々がとてもいい思い出

ですし、楽しかったです。 

２ 一緒に作品づくりしてくれてありがとうござい

ました。そして、これからも自分たちが思う部活動生

活を送っていってください。 

３ かけがえのない部活動生活を送れたのは、先生方

や先輩方、部員たちのおかげです。１年生のときから、

ずっと支えてくださってありがとうございました。 


