
地域に学ぶ｢トライやる・ウィーク｣お

世話になり、ありがとうございました。
下記の事業所の方々にご協力をいただき、恒例の体験学習

｢トライやる・ウィーク｣を 9 月 4 日（月）から 8 日（金）まで

予定通り実施することができました。

参加した 2 年生の生徒たちは、接客の難しさ、挨拶の大切さ、

子どもを保護する大変さ、言葉遣いなど普段学校生活では体験

できない貴重な素晴らしい体験をさせていただき感謝していま

す。学校では得難い経験を積んでしっかり学んで人としてひと

まわり大きくなったように感じています。

事業所の皆様にはいろいろとご迷惑をお掛けしたと思いま

すが、本当に温かくまた社会の厳しさも踏まえたご指導をして

いただき、ありがとうございました。感謝申しあげます。
合唱コンクール：10／２５（水）

舞台発表：10／2７（金）

10 月に入り、朝夕涼しく一段と秋の深まり

を感じるようになりました。

中間テストが終わった翌週 10 月 13 日から

本年度の文化発表会の取組が全学年始まりました。

今年は、下記の日程で開催いたします。３年生のみなさんに

とっては中学生活最後の文化発表会になります。一人ひとりが

クラスの仲間としっかり協力しあい、思い出に残る合唱・文化

発表会にしてほしいものです。

音楽の時間や７校時目の合唱の練習では、どのクラスも優勝

を目指してきれいなハーモニーが聞こえてきています。きっと

素晴らしい合唱・舞台が期待できると思いますので、生徒の頑

張る姿を見に来て下さい。どうぞご期待を！

合唱コンクール 平成 29 年 10 月 25 日（水）

１年生 ８：50～ ２年生 10：50～

３年生 13：20～

第 46 回文化発表会 平成 29 年 10 月 27 日（金）

スローガン：【百花繚乱】～個性を生かして団結～

※今年の文化発表会は、午前午後通して 1 回公演で行います。

舞台 午前 10：20～12：35 午後 13：25～14：45

展示 14：55～15：25

※合唱コンクール・舞台は本校体育館で、展示は各教室で開

催します。

11．1(水) 中・高合同音楽会

11．6(月) 3 年生市内学力調査

11．6(月)～10(金) 教育相談(1・2 年)

11．7(火) 2 年生校外学習

11．7(火)～ 9(木) 3 年生進路予備相談

11．11(土) きょうちくとう運動会

11．13(月)～17(金) オープンスクール

11．20(月)～22(水) 3 年生期末テスト

11．29(水)～12.1(金) 1・2 年生期末テスト

南武庫之荘中学校の生徒のみなさんは、運動クラブばかりで

なく、文化行事でも活躍しています。

書 道 第 57 回全国公募 日本書道芸術院展

兵庫県教育委員会賞 ２年 阪本

尼崎市教育委員会賞 ３年 松本陸

日本書道芸術院賞 ２年 池添、松本さ

【新人大会】※阪神大会に出場します。

野 球 平成 29 年度第 51 回尼崎市中学校新人大会

団体 優勝 熊本・顧・上脇・亀岡・池田・岸・岬・巻野・三嶋・橋本

・田渕・大川・西田・山本・重田・森・村上・井上・林・佐久間

女子バレー 平成 29 年度尼崎市中学校新人大会 バレーボール競技大会

団体 3 位 堀・福田・加山・松本・高橋・竹井・増田・室永・松尾・下野・

西尾・村上

女子卓球 平成 29 年度尼崎市中学校新人大会 卓球競技大会

団体 優勝 坂本・塚﨑・伊藤・阪本・真鍋・永瀬・今辻・漆谷・中川・野上

個人 3 位 伊藤 5 位 阪本

女子テニス 平成 29 年度第 58 回尼崎市中学校新人大会

団体 準優勝 松井・杉本・井手・和田・原口・吉川・岩田・城尾

個人 第３位 松井・杉本組

水泳個人 平成 29 年度第 44 回尼崎市中学校新人水泳競技大会

第１位 50ｍ 自由形 29.78 2 年女子木村

第 2 位 100ｍ 背泳ぎ 1:12.82 2 年女子木村

第 2 位 200ｍ 個人メドレー 2:34.72 2 年女子木村

第 2 位 200ｍ 個人メドレー 2:23.52 2 年男子山田

第 3 位 400ｍ 自由形 4:30.86 2 年男子山田
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〈校訓〉

＊考える人になろう

＊助け合う人になろう

＊たくましい人になろう

番号 事業所名 番号 事業所名

1 たけぞの幼稚園 34 マクドナルド武庫之荘駅前店

2 武庫愛の園幼稚園 35 (有)北海ラーメン(さんさんタウン)
3 武庫コリス保育園 36 ケンタッキーフライドチキン武庫之荘駅前店

4 尼崎市立武庫南保育所 37 ブリランテビデオプロ
5 尼崎市立南武庫之荘保育所 38 つかしん 湯の華廊
6 尼崎市立水堂保育所 39 尼崎南武庫郵便局
7 立花ひよこ保育園 40 北図書館
8 立花愛の園幼稚園 41 ピッコロシアター
9 尼崎市立竹谷幼稚園 42 老人福祉センター福喜園

10 立花うるま保育園 43 介護老人保健施設ひだまりの里
11 つくしっこ園 44 関西労災病院
12 子育てサークル やんちゃんこ 45 特別養護老人ホーム 武庫之荘ホール
13 博栄保育園 46 つかしん ジョイプラス鍼灸整骨院
14 武庫之荘保育園 47 ミチイスポーツ
15 コスモチャイルド保育園 48 マックスポーツプラザ武庫川
16 尼崎市立立花西小学校 49 グンゼスポーツクラブ つかしん
17 尼崎市立水堂小学校 50 塚口スイミングスクール
18 尼崎市立武庫南小学校 51 セントラル動物病院
19 光洋武庫之荘店 52 ペットワールド アミーゴつかしん店
20 平和堂アル・プラザつかしん 53 尼崎緑化公園協会
21 平和堂フレンドマート尼崎水堂店 54 ヘアラルト阪神理容美容専門学校
22 グルメシティ西大島店 55 シティスポーツクラブ尼崎
23 ウェルシア尼崎南武庫之荘店 56 JR立花駅
24 生活広場ＷＩＺ 57 尼崎市立武庫公民館
25 コープこうべ立花店 58 立花体育館
26 阪急オアシス武庫之荘店 59 尼崎市立西消防署武庫分署
27 セブンイレブン南武庫之荘４丁目店 60 武庫体育館
28 ウォルター・ピーク・ファーム 61 リビエール
29 彩花苑 富松店 62 ポプレ（カブトメリヤス）
30 タクマ楽器 63 ケーキ工房ワタナベ
31 ハーモニー楽器 64 マルイ
32 ユニクロ 尼崎水堂店 65 旭堂
33 株式会社 コジマ ビックカメラ 尼崎店 66

平成29年度 ｢トライやる・ウィーク｣でお世話になった事業所です。



第 8 位 4×100ｍ自由形 3 年男子 松本


