
2学期も残り少なくなってきました 季節は夏から秋・そして冬へ
人も自然も 命あるものすべて

それぞれの命を輝かせて 精一杯生きている
その姿は美しく 感動的である

書道部のエコ絵手紙と
納豆のふたを利用した額絵

11月25日からノーチャイム週間が始まっています
時間を大切に チャイムが鳴らなくても自主的に授業の準備をしましょう

平成２６年度 トライやる・ウィーク
お世話になった事業所の皆様ありがとうございました

平成26年11月17日（月）から21日（金）までの5日間、2年生は中学校を離れて、市内49の
事業所のお世話になり、職場体験・社会体験活動を行いました。保育所、幼稚園、小学校、
スーパーや立花商店街の各商店、あるいは、上ノ島総合センターなど地域の各事業所で活動
させていただきました。わずか5日間の取組ですが、働くことの喜びや厳しさ、また、仕事
を通して得る充実感や達成感など、さまざまなことを直接学ぶ大変貴重な機会になりまし
た。改めて事業所の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

先日行った3年生の学習アンケートでは、朝早く起きて、登校前に勉強に取組んでいる人
が数名いました。以前朝礼でお話しました、朝の時間の有効活用（朝活）を積極的に行っ
ているのですね。非常に感心しました。

師走を目前に、寒くなってきました。１・2年生は期末テス
トに向けて、3年生は期末テストはすでに終わっていますが、
受験にそなえて、日頃の健康管理をしっかり行いましょう.
風邪をひかないように、十分な栄養と睡眠、そして手洗いと

うがいをこまめに行いましょう。 《裏面に続く》
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立花中だより
尼 崎 市 立 立 花 中 学 校

校 長 福田 美貴子

尼崎市上ノ島町3-1-1 ℡ 06-6427-3838

http://www.ama-net.ed.jp/school/j14/index.html

教 育 目 標
強 く…粘り強く物事に取り組む豊かな心と、健康で

たくましい身体をつくる。

正しく…良く学び、正しい判断力をつける。

優しく…他を思いやることのできる優しい心を育てる。

12月の行事予定

12月1日（月）１・2年期末テスト 3年球技大会

2日（火）１・2年期末テスト

3日（水）１・2年期末テスト ②～④人権映画

4日（木）専門委員会

8日（月）朝礼

10日（水）④⑤生徒総会・生徒会選挙

16日（火）～22日（月）期末懇談

25日（木）集会・大掃除・終業式

26日（金）～1月6日（火）冬季休業日

※ 第2火曜・第4火曜は上ノ島福寿会清掃活動



☆☆☆ 11月4日・25日の朝礼でたくさんの表彰をおこないました
生徒のみなさんの頑張りに拍手をおくります ☆☆☆

全校生徒のみなさんは、日頃の学習はもちろん、さまざまなコンクール、そして部活動で
の大会などに積極的・意欲的に取組み、多くの表彰状をいただいています。

☆ 第65回中高合同音楽会 優良賞 3年3組
☆ 第2回チャイム着席週間 入賞クラス 1年1組・1年3組・2年4組・3年2組・3年4組
☆ 平成26年度前期校内ベルマーク収集 入賞クラス 3年4組・2年2組・1年2組
☆ 平成26年度前期校内牛乳パック回収 入賞クラス 1年1組・2年3組・3年4組
☆ 平成26年度中学校理科研究発表会 理科作品展入賞 冨士晃太郎
☆ 尼崎市中学校新人大会バレーボール競技大会 第3位
☆ 第48回尼崎市中学校新人大会軟式野球競技大会 第3位

☆ 第68回尼崎市中学校陸上競技大会
◇男子総合 第3位（48点） 女子総合 第1位（63点）
◇3年男子100m 1位 井川 拓 ◇共通男子三段跳 1位 井川 拓
◇共通男子400m 3位 尾﨑 颯馬 ◇共通男子円盤投 2位 村上 朋幸
◇共通男子走高跳 ２位 嘉勢 太一 ◇共通男子砲丸投 3位 村上 朋幸
◇共通男子４×100mリレー 3位 岡村 拓海・前田 尚輝・尾﨑 颯馬・井川 拓
◇3年女子100m 2位 山本紗也夏 ◇共通女子200m 2位 山本紗也夏
◇共通女子走高跳 1位 松本アユミ ◇共通女子走幅跳 2位 松本アユミ
◇共通女子走高跳 2位 平田 里奈
◇1年女子800m 1位 長尾 和鈴 2位 富田 夏恋
◇共通女子4×100mR 1位 宗村 千夏・村上ももか・木下 栞里・山本紗也夏
◇１・2年女子4×100mR 3位 奥所 怜奈・富田 夏恋・桝 梨香子・櫻井 愛子

☆ 第24回尼崎市中学校新人陸上競技大会
◇共通男子走高跳 １位 嘉勢 太一 ◇共通男子110mH 2位 嘉勢 太一
◇1年男子100m 2位 久保田歩夢 ◇共通女子走高跳 1位 奥所 怜奈
◇共通女子200m 2位 村上ももか ◇1年女子800ｍ 2位 富田 夏恋
◇共通女子4×100mR 3位 奥所 怜奈・村上ももか・桝 梨香子・櫻井 愛子

☆ 第30回阪神中学校陸上競技大会
◇共通男子走高跳 3位 嘉勢 太一 ◇共通女子走高跳 2位 奥所 怜奈

☆ 第29回尼崎市中学校女子駅伝競走競技大会 《裏面に続く》
◇第1区 3位 富田 夏恋 ◇第2区 2位 長尾 和鈴 ◇第4区 2位 伊達 彩

☆ 第61回兵庫県中学校陸上競技選手権大会
◇男子三段跳 2位 井川 拓

☆ 平成26年度尼崎市中学校新人大会 第41回尼崎市中学校新人水泳競技大会
◇男子1年生の部 総合優勝（35点）
◇男子100mバタフライ 2位 吉川 武杜 ◇男子100m背泳ぎ 1位 夕部 大輝
◇男子100m背泳ぎ 2位 鈴木 豪人 ◇男子200m個人メドレー 2位 夕部 大輝
◇男子2年生の部 総合第2位（67点）
◇男子400m自由形 1位 岡本 健志 ◇男子100m平泳ぎ 2位 窪田 悠希

◇男子200m個人メドレー 2位 岡本 健志
◇男子400mメドレーリレー 1位 夕部 大輝・窪田 悠希・岡本 健志・吉川 武杜
◇女子1年生の部 総合優勝（41点）
◇女子100m自由形 2位 山内 桃花 3位 桝 楓華
◇女子200m自由形 1位 米田 舞雪 2位 山内 桃花
◇女子400m自由形 3位 米田 舞雪 ◇女子100m背泳ぎ 3位 桝 楓華
◇女子2年生の部 総合第3位（70点）
◇女子100m平泳ぎ 2位 小倉 優衣
◇女子400mメドレーリレー 3位 中岸 美海・小倉 優衣・毛利あきら・山内 桃花

☆ 平成26年度尼崎市中学校新人大会 第41回サッカー競技大会 第3位

☆ 平成26年度尼崎市中学校新人大会 第53回剣道競技大会 優勝 水田 龍也

☆ 第56回尼崎市陸上競技選手権大会
◇中学男子走高跳 1位 嘉勢 太一 ◇中学男子110mH 2位 嘉勢 太一
◇中学女子 総合第3位（27点） ◇中学女子100m 3位 村上ももか
◇中学女子200m 2位 村上ももか ◇中学女子走高跳 3位 奥所 怜奈
◇共通女子4×100mR 2位 奥所 怜奈・櫻井 愛子・桝 梨香子・村上ももか

☆ 第33回きょうちくとう運動会 第1位
◇輪投げ大会２ｍAの部 2位 高丸 美紅 ◇輪投げ大会２ｍBの部 2位 小林 果鈴
◇輪投げ大会２ｍCの部 3位 柿本 翔太 ◇輪投げ大会３ｍCの部 1位 平山 優香
◇輪投げ大会３ｍDの部 2位 宮崎 智徳 ◇輪投げ大会４ｍAの部 2位 鶯 幹太
◇輪投げ大会４ｍBの部 1位 中森 章太

☆ 平成26年度尼崎市中学校読書感想文コンクール
◇ 準特選 吉田 悠我
◇ 入選 富田 夏恋・森 晴香・村上 遥香・甲斐 慶子・高橋 大地

西島 颯志・阿部歩乃花・酒井 遥

☆ 平成26年度中学生「税についての作文」コンクール
◇ 尼崎市長賞 渡邉みのり
◇ 尼崎納税貯蓄連合会 会長賞 大谷美由希
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