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時のたつのは早いもので，７
月１９日には，６８日間（１年
生は６５日）の１学期が終了し
ます。始業式や入学式で，４つの愛（自己愛
・友愛・家族愛・地域愛）を大切に過ごそう
という話をしました。今学期，学校生活の中
で子どもたちは，学習，部活動，行事や仲間
づくり，どの場面を切り取っても，真剣さの
中に笑顔がありました。また，関わっていた
だいた地域の方にも笑顔がありました。その
様子から，生徒一人ひとりの自己肯定感が，
また一つ高まったと感じるとともに，受け継
がれてきた伝統に新しい欠片が創造されてき
たと感じています。子どもたちのこれからの
活躍が楽しみです。
また，生徒たちが無事１学期
を終了することができること
は，保護者の皆様のご理解とご
協力，そして地域の方々の支え
と応援があったからこそと，感
謝しております。夏休み中も，これまでと同
様に家庭・地域・学校がしっかりと手を取り
合い，見守りのネットワークの中で安心感を
生徒たちに届けることができればと思ってお
ります。お力添えのほどよろしくお願いいた
します。
結びに，生徒のみなさんへ。明日から夏休
みです。この夏休みの過ごし方で，２学期が
決まります。有意義な夏休みになるように，
幕末の志士に影響を与えた吉田松陰のことば
を紹介します。
☆ 夢なき者に，理想なし
☆ 理想なき者に，計画なし
☆ 計画なき者に，実行なし
☆ 実行なき者に，成功なし
☆ 故に夢なき者に，成功なし
具体的な計画を立てない者は成功にたどり着
かないという意味です。まずは自分の夢（目
標）を明確にし，計画を立て，夏
休みの一日一日を悔いの残らない
ように過ごしてください。夏休み
の始まりは２学期の始まり。９月
の始業式に，一回り成長したみな
さんと会えることを楽しみにしています。
校長
香山 浩一郎

６月７日に中学校にたくさ
んの赤ちゃんとお母さんがや
ってきました。３年生の家庭
科の保育分野で，乳児の親と
のふれあいを通して，命の大
切さと自分たちの将来を考える授業です。当日は，お
子さんと一緒に，ヴェガ先生や田辺先生の奥さんも参
加 し て くれ ま した 。赤ちゃ ん
の あ ど けな い 笑顔 と仕草を 見
たり，小さな手足を触ったり，
抱 っ こ させ て もら ったりし て
い る う ちに ， 自然 と笑顔に な
る 生 徒 たち 。 参観 している 教
員もほっこりするひとときを過ごすことができました。
ご参加いただいたお母さんとお子様たち，お疲れ様で
した。 ご尽力いただ いた保健
師さん ，愛育委員さ んありが
とうご ざいました。 直接触れ
て体験 することの重 要性とす
ばらし さを改めて認 識するこ
とができました。

①

Join で Study

６月２５日２７日の２日間，生徒会中央役員が企画
運営した定期テスト前の勉強会がありました。教科別
に教室があり，３学年が入り交じっての学習です。新
しい高陽中の伝統です。生徒同士の教え合い(愛)・学
び合い(愛)のあるすばらしい取組です。

②

吹奏楽部 in 山陽西小学校

６月１７日山陽西小学校にて，演奏会がありました。
演奏に，ダンスに，合唱にと高陽サウンドを響かせま
した。青山校長先生から「感動した」と連絡がありま
した。高陽中にあこがれをもった児童も増えたと思い
ます。吹奏楽部は，これからも地域で演奏を行います。
ぜひ演奏会にお
越しいただき，
素敵な時をお過
ごしください。

６月２１日第１回オープン
スクールを実施しました。多
数の方に参観いただきありが
とうございました。この取組は，中学校の１日の教
育活動を公開し，教育について理解を深めていただ
くものです。意見や感想には，我々が見直さなけれ
ばならない指摘もあり，生徒や教員がさらに前進す
るための力になりました。
また当日は，事前に希望された保護者を対象に給
食 試 食会 も併 せて開 催 され ました 。これ を 機会 に
「食」をテーマにお子様との会話が広がればよいな
と考えます。給食には，「地産地消」で赤磐の食材
が使われています。お世話になっている農家の方々
ありがとうございます。
２回目のオープンスクールは，
１１月７日に予定されていま
す。ぜひご参観いただき，高
陽中の発展のために，ご意見
をいただければと思います。

①

②

盆踊り復活プロジェクト

８月１８日今年も中学校で盆踊り
が開催 されます。 実行委員長(大森
瑞希)・副実行委員長(谷幸祐，松田
莉音)を中心に，運営担当の総務部とサポート部，
屋台担当の事業部として８０名近くの生徒が参加し
ます。ぜひ，ご来場ください。

教育実習

６月は教育自習の月，本校の卒
業生を含む３名の学生がやってき
ました。緊張の中にも，一生懸命取り組む姿が印象
的でした。実習最後の日，それぞれの所属学級では，
生徒からお礼のサプライズがありました。

②

野球：２位・決勝(4-5 加賀)
２回戦(4-0 邑久)，準決勝(2-1 和気)
サッカー：1 位・決勝(4-0 邑久)
２回戦(5-2 加賀)，準決勝(8-1 桜が丘)
ｿﾌﾄﾃﾆｽ男：団体戦３位：準決勝(0-2 和気)
1 回戦(2-1 吉永)，2 回戦(2-1 赤坂)
個人戦３位・（藤原龍希・中原空河ﾍﾟｱ）
ｿﾌﾄﾃﾆｽ女：団体戦１位：決勝(2-1 桜が丘)
1 回戦(2-1 日生),2 回戦(2-0 加賀),準決勝(2-0 佐伯)
個人戦３位・（西山優実・青井萌希ﾍﾟｱ）

放課後学習支援

６月２４日期末テスト前の学習会
がありました。多数の学習支援ボランティアの方が
来校され，マンツーマンの状態での学習で，教える
側も教えられる側も真剣勝負の時間となり，充実し
た勉強会になりました。ありがとうございました。

①

６月１５－１７日・７月６日の備前東地区夏季総体，
それぞれの会場でたくさんの涙に出会いました。勝利
した瞬間の嬉し涙，惜敗した瞬間の悔し涙等々。どの
涙もやりきったからこそ自然に流れた涙でした。生徒
たちの表情は輝いていました。これからの夏，県大会
へ駒を進める者，未来へ向って歩み始める者，新人戦
に向けて勝負を開始する者，立場は違えど全員，高陽
中学校の生徒としての誇りを胸に頑張ってほしいと願
っています。
【大会結果】

インターンシップ

６月を中心に岡山大学から４名の学生が，現場実
習に来ています。そのうちの１人が，大学で研究し
て い る 有 機 化 学 の体 験 と し て ，「 草
木染め」の実習を行いました。化学
の楽しさや不思議さにふれた貴重な
時間になりました。
学生たちの姿は，生徒たちにとって，自分の進路
を考えるよいチャンスになり，私たち教職員にとっ
ては，「子どもたちのために」を合い言葉に，初心
に返って頑張るきっかけになりました

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ男：１位・決勝(49-44 邑久)
2 回戦(93-43 備前)，準決勝(79-23 長船)
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女：惜敗(Vs 和気)
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ：団体戦・惜敗，ｼﾝｸﾞﾙｽ・惜敗
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ８・(岡村桃花・大道帆乃果ﾍﾟｱ)
ﾍﾞｽﾄ８・(石原萌楓・井本絵理ﾍﾟｱ)
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ：決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・惜敗(0-2 長船)
予選ﾘｰｸﾞ(0-2 桜が丘，0-2 和気，2-0 邑久)

剣道：団体戦 予選ﾘｰｸﾞ・惜敗
個人戦 惜敗
柔道：団体戦５位（同率３位本数差により惜敗）
個人戦 50kg １位・武地遼也，３位・佐衛田夢人
55kg ３位・藤森翔大，60kg 入賞・重利侑
陸上競技男：１年 100 ｍ
２位・石原暖真
共通 800 ｍ
２位・右遠大輝
共通 800 ｍ
３位・故引大翔
３年 1500 ｍ ３位・右遠大輝
砲丸 投げ
２位・寺坂侑祐
陸上競技女：１年 100 ｍ
３位・砂子琴音
２･３年 800 ｍ １位・高橋葉月
共通 1500 ｍ
３位・高橋葉月
走り幅跳び
３位・川添梨花

（※）県大会は７月２０日より県下各会場で実施。

