
                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

早いもので気がつけば、１０月。ずいぶん過ごしやすい季節に

なりました。ＧＯＴＯトラベルが実施されたこともあり、行楽地など

で人が賑わう様子がテレビ等で放映されるようになりました。しか

し、まだまだ、安心はできません。引き続き、手洗い・うがい・検温

など、健康管理には十分に気をつけてほしいと思います。 

 

学校は、今週から合唱コンクールの練習がはじまり、文化発表

会に向けての準備を本格的に進めていきます。正直、内容を縮小

したものなりますが、クラスが一つになって、今年は今年の目標を

もって頑張ってもらいたと思っています。合唱にしても、舞台発表

にしても来年度以降も続いていくものです、今年も武庫東の良き

伝統として残っていくものになってくれることと思っています。 

 

学校だより №２ 

校長室の窓から 
令和２年１０月 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 校 訓 ＞ 

いのちを大切にしよう 

きまりを守ろう 

進んでことにあたろう 

相手の立場に立って考えよう 

神無月（かんなづき/かみなしづき） －１０月－ 神無月 -八百万の神- 
古来より日本では、自然界

に存在する全てのものには神

様が宿る八百万 (やおよろず)

の神という考えがあります。１０

月は、全国の八百万の神様が出雲

の国（島根県）の出雲大社に集まる

月とされ、全国にいる日本の神様

が留守になるという意味で神無月と

呼ばれます。 

 反対に神様がたくさん集まる

出雲の国では「神在月(かみあ

りづき )」と呼ばれるようになっ

たとされています。神無月と呼

ばれるようになった由来には

諸説あり、「神無月」の無を

“の”と解釈して「神の月」とす

る説もあります。 

 

 

 「ヒヤリ・ハット」という言葉を知っていますか？ 
「ヒヤリ・ハット」とは、重大な災害や事故にはならなかったものの、重大な事故などに直結して

もおかしくないような、一歩手前の事故（事例）のこといいます。文字通り、突発的な出来事や失

敗に「ヒヤリ」としたり、「ハット」したりすることをいいます。「ヒヤリ・ハット」は、結果として大きな事

故にならなかったため、「ああ、よかった」とすぐに忘れてしまいがちです。しかし、一つまちがえ

ば、大事故になっていた可能性があるのです。わたしたちの周りにはたくさんの「ヒヤリ・ハット」

が潜んでいると思いませんか、「ああ、よかった」「ラッキー」という気持ちだけでなく、「一つまち

がえば、大変なことになっていたかも・・・。」と、気を引き締めなおすことも必要ではないでしょう

か？事故を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、意識することで防げる事故・ケガもあると

思います。 

 

 

ヒヤリ・ハット（左図参照） 

ハインリッヒの法則とも言われています。 

アメリカの損害保険会社で技術・調査部の副部長を務めていたハー

バート・ウィリアム・ハインリッヒという人が、１９２９年に初めて発表した

内容です。具体的には 

◆1件の重大な事故・災害（＝重傷者が出る程）が発生した場合、 

◆29件の軽微な事故・災害（＝軽傷者が出る程）が既に発生しており、 

◆300 件のヒヤリ・ハット（＝怪我人は出ないものの、ヒヤリとした出来

事）が既に発生している、というものです。 

１つの大きな事故の陰には、実は、それにつながるような 300 件も

の小さな出来事が発生しているということですね。 

 

健全育成非行防止標語 

入選 ： 川端 小々音 ・ 佐々木 愛衣   

      大原 希美 ・ 佐潟 美羽 

佳作 ： 川﨑 俊祐 ・ 戸井  茜 

【野球部】 

尼崎市中学校新人大会 優勝 

【男子ソフトテニス部】 

尼崎市中学校新人大会 学校対抗戦の部 優勝 

個人 優勝 ： 山鼻 惺羅 ・ 實重 公惺 

        準優勝 ： 岩田 悠聖 ・ 近藤 智也 

        第３位 ： 河内  颯 ・ 西村 昊介 

【水泳】 

尼崎市中学校新人大会  

男子５０m自由第1位 下田 瑞希 27秒80 

男子１００m自由第1位 下田 瑞希 59秒01 

男子２００m自由第1位 下田 瑞希 2分10秒38 

男子１００m平泳第２位 北野 佑樹 1分19秒64 

男子２００m個メ第３位 三浦 涼誠 2分28秒82 

【陸上部】 

尼崎市中学校新人大会  

＜男子総合第２位  女子総合第２位＞ 

１年男子１００mH第１位 久保 一輝 12秒56 

共通男子１１０mH第１位 秋岡 円 16秒90 

共通男子４００m第２位 秋岡 円 58秒05 

共通男子走高跳第１位 中本 飛羽 1m60 

共通男子砲丸投第１位 金山 太一 9m82 

 

 

  

１０月 ５日（月） 合唱練習スタート       １０月 ８日（木） １年生わくわくオーケストラ 

１０月１０日（土） 吹奏楽部定期演奏会（武庫東中体育館） 

１０月１６日（金） 合唱コンクール（１年生①校時 ・ ２年生③校時  ・ ３年生⑤校時） 

※保護者も観覧いただけますが、消毒・換気を行いますので学年間は完全入れ替え制とさせていただきます。 

１０月２０日（火） 文化発表会（舞台発表） 

 ※学校関係職員・生徒のみの参加とします。密をさけるため、保護者の観覧はご遠慮いただきます。 

１０月２１日（水）～３０日（金） 展示作品自由見学 

舞台発表当日は来校いただけませんので、この間、教科・部活等の作品を展示します。自由に見学いただ

けます。ただし、１０月２６日（月）～１０月３０日（金）は、午後から健康診断を実施しますので、展示見学時間

は８：５０～１２：４０とさせていただきます。また、１０：００～１２：００合唱コンクール・舞台発表のビデオを放映

する予定です。 

１０月２７日（火） ３年生日帰り修学旅行「淡路方面～ニジゲンノモリ～」 

 

１１月４日（水） １・２年生実力テスト、３年生第２回市内統一調査   １１月９日（月）～１３日（金） 教育相談週間 

１１月１６日（月）～１８日（水） ３年生期末テスト        １１月２５日（水）～２７日（金） １・２年生期末テスト 

 

主 な 予 定 （ お 知 ら せ ） 

共通男子円盤投第２位 金山 太一 23m87 

共通男子三段跳第２位 鄭 乾友 10m95 

共通男子走幅跳第２位 鄭 乾友 5m31 

共通男子４×１００mR 第２位48秒32 

 中本 飛羽 ・ 秋岡 円 ・ 割石 大翔 ・ 久保 一輝 

１年女子１００ｍ第３位 中嶋 葵花 14秒38 

１年女子８００ｍ第２位 佐藤 舞奈 2分46秒02 

共通女子１００ｍＨ第１位 浜木  梓 17秒03 

共通女子走幅跳第１位 佐野 晴菜 4m67 

共通女子走幅跳第２位 乾 衣澄 1m30 

共通女子４×１００mR 第２位 55秒03 

  佐野 晴菜 ・ 乾 衣澄 ・ 浜木 梓 ・ 中嶋 葵花 

阪神中学校新人大会 

＜男子総合第２位＞ 

１年男子１００ｍ第２位 割石 大翔 12秒48 

１年男子１００ｍ第３位 久保 一樹 12秒48 

１・２年男子走幅跳第２位 中本 飛羽 1m68 

１・２年男子三段跳第２位 鄭 乾友 10m84 

１・２年男子砲丸投第２位 金山 太一 9m58 

１・２年男子四種競技第１位 秋岡 円 1887点 

１・２年女子走幅跳第３位 佐野 晴菜 4m43 

 

【阪神中学校陸上競技選手権】 

３年男子砲丸投第３位 杉原 義宣 9m57 

３年女子１００ｍＨ第３位 黒田 華代 15秒48 

３年女子砲丸投第２位 鏡園 七海 10m03 

 


