
有意義な夏休みを

明日より、夏休みです。生活のリズムを崩さず、有意義な夏休みを過ごして下さい。

さて、この１学期を振り返ってみて、修学旅行・宿泊学習や体育大会などたくさんの行

事がありました、どれも皆さんは、前向きに取り組み、その成果を出してくれています。

この調子で夏休み・２学期も頑張って下さい。

１年生、勉強と部活動等の両立は出来ましたか？初めての期末テストはどうでしたか？

計画通り、勉強出来ましたか？この夏休みに、勉強と部活動（部活に入ってない人は、外

部で活動していることや自分の趣味）が両立できるように、自分で計画を立てて、実行で

きる力を身につけて下さい。

２年生は、自分で計画を立て、実行するのは当たり前ですが、部活動等において、中心

となり活動すると思います。チームや後輩のことを考えて、行動出来る人になって下さい。

そうすることによって、さらに自分自身・チームを成長させてくれるでしょう。

３年生、まだ部活動等もある人もいますが、自分の将来・進路のことを考え、その準備

のための夏休みにして下さい。卒業まで、あと８ヶ月弱、ここから頑張ることのできる人

とできない人では、大きく結果が変わってきます。友だちが頑張っているから、頑張れる

自分がいる。自分が頑張っているから、友だちも頑張れる。良い刺激を与えあえる関係を

作って、取り組んで下さい。

それでは、８月２６日の２学期始業式に元気な姿で登校して下さい。

夏休みの学習会予定 (９時開始 7/26 8/5 の中１サマーのみ９時３０分開始です。)

７月２２日(月) ７月２３日(火) ７月２４日(水) ７月２５日(木) ７月２６日(金)

放・夏補 放・夏補 放・夏補 放・夏補 放・夏補

中１サマー

７月２９日(月) ７月３０日(火) ７月３１日(水) ８月１日(木) ８月２日(金)

放・夏補 放・夏補 放・夏補 放・夏補 放・夏補

中１サマー 中１サマー 中１サマー 中１サマー 中１サマー

８月５日(月)

中１サマー

８月１９日(月) ８月２０日(火) ８月２１日(水) ８月２２日(木) ８月２３日(金)

夏補習２年 夏補習１年 夏補習２年 夏補習３年 夏補習３年

(放・夏補・・・放課後夏休み補習 中１サマー・・・中１サマーチャレンジ

夏補習○年・・・夏季補習学習会)

尼崎市立成良中学校

学 校 だ よ り
令和元年7月１9日 Ｎｏ．4

尼崎市総体・野球部 対 立花中 ８対２ 対 武庫中 １２対１ ６回コールド

準決勝 対 小田中 ４対１１ ６回コールド 第３位

サッカー部 対 常陽中 ０対０ PK ４－５

水泳部 男女優勝 総合優勝

男子自由形 1500M ２位 長谷田くん ３位 青山くん

男子バタフライ 100M ２位 嶋田くん

男子バタフライ 200M １位 仁川くん ３位 塩﨑くん

男子背泳ぎ 100M ２位 鐘ヶ江くん ３位 髙柳くん

男子背泳ぎ 200M ２位 髙柳くん ３位 山田くん

男子平泳ぎ 100M ２位 嶋田くん 男子平泳ぎ 200M １位 山口くん

男子個人メドレー 200M １位 山口くん ３位 大宇根くん

男子個人メドレー 400M １位 仁川くん

男子４× 100M メドレーリレー １位 髙柳くん山口くん嶋田くん仁川くん

男子４× 100M リレー １位 仁川くん嶋田くん鐘ヶ江くん山口くん

女子自由形 50M １位 岡山さん ３位 喜谷さん

女子自由形 100M １位 岡山さん ３位 喜谷さん

女子自由形 800M ２位 増田さん ３位 白井さん

女子背泳ぎ 200M ２位 中島さん ３位 山内さん 女子平泳ぎ 100M ３位 大島さん

女子個人メドレー 400M ２位 白井さん

女子４× 100M メドレーリレー １位 中島さん大島さん岡山さん喜谷さん

女子４× 100M リレー ２位 岡山さん喜谷さん中島さん大島さん

男子バスケ部 対 立花中 ５０対６３

女子バスケ部 対 塚口中 ２２対５３

女子バレー部 対 大庄中 ０対２

女子ソフトテニス部 予選リーグ 立花・大庄・小園中 １位通過

決勝トーナメント 対 大庄北中 ３対０

準決勝 対 塚口中 ０対２ 第３位

個人 小山・貞弘ペア ベスト８ 由利・清水ペア 関川・四家ペア ベスト１６

阪神総体・水泳部 男子第２位 女子第４位

男子 400M メドレーリレー ２位 鐘ヶ江くん山口くん嶋田くん仁川くん

女子自由形 50M ２位 岡山さん

女子 400M メドレーリレー ３位 中島さん大島さん岡山さん喜谷さん

男子自由形 1500M 長谷田くん 男子背泳ぎ 100M 鐘ヶ江くん

男子背泳ぎ 200M 髙柳くん 山田くん 男子平泳ぎ 200M 山口くん

男子バタフライ 200M 仁川くん 男子個人メドレー 200M 山口くん

男子個人メドレー 400M 仁川くん 女子自由形 100M 岡山さん

男子 400M リレー 山口くん嶋田くん山田くん鐘ヶ江くん

女子 400M リレー 岡山さん中島さん喜谷さん大島さん 以上県大会出場

野球部 対 大庄中 ３対４

女子ソフトテニス部 対 伊丹・西中 ２対１ 対 芦屋・潮見中 １対２

個人 由利・清水ペア ベスト１６ 県大会出場

関西地区空手道選手権大会 ２年 丸山さん 組手の部 ３位 形の部 準優勝

書道・席書大会 佳作 ３年中作くん溝口さん白井さん山花くん ２年開田さん １年三角くん




