園田中だより
さとく ・
うつくしく ・
たくましく

夏休み特別号
暑中お見舞い申し上げま
す
台風 11 号の影響で、前日から暴風警報が発
令され、17 日は臨時休校となり、一日早く夏
休みが始まってしまいました。暑い日が続いた
り、台風がいくつも発生したりで大変ですが、
いかがお過ごしでしょうか？ 18 日から始ま
る予定だった阪神総体も、
台風の影響で一日遅
らせて大会をした競技が大半でした。
園田中学校のクラブは市内総体で大活躍！
多くのクラブが阪神総体に駒を進めました。
阪
神総体でも、全力を出し切り頑張りました。

No.9

祝!!県総体 3 位入賞

入賞作品

尼崎市立園田中学校
TEL 06-6491-0775
平成 27 年 7 月 31 日
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夏休み特別号は、7 月 31 日にネット配
信しますが、全員にいきわたるように、
各学年登校日に配布します。
学年登校日は、３年生 25 日（火）
、２
年生 26 日（水）
、1 年生 27 日（木）で
どの学年も 8:30～9:00 の時間帯です。

バレー部
３位 県総体を目指し、着実に勝ち進んだ
が、準決勝で優勝校に善戦するも及ばず。
サッカー部
ベスト８ 1 回戦強豪校に善戦し引き分
け 市内総体の再現のような PK 勝ち!
男子バスケットボール部
ベスト 8 準々決勝で相手は県大会場上
位校・・果敢に挑んだが敗れる
阪神総体結果
女子バスケットボール部
ベスト 8 川西 1 位に僅差で競り勝ち、優
陸上競技部
勝校に全力を出し切り健闘!
1 年男子 1500ｍ 4 位 西森 遼 4‘48“75
柔道部
低学年男子 4×100mR 3 位 48“37
小川岳也･保下拓斗･谷本大記･大久保直樹 団体戦 ベスト 16 大型選手不在の中、
他校の大型選手に善戦したが・・・
以上 県総体に出場 7/26 加古川
水泳部
男子ソフトテニス部
男子 100m 平泳 4 位 池永羅生 1
‘12
“59
団体の部 準優勝 初戦から大苦戦・・
しかし混戦を勝ち抜き準優勝は素晴らしい。 男子 200m 平泳 4 位 池永羅生 2‘41“45
女子 100m バタ 8 位 玉村晴紀 1‘14“52
個人の部 ベスト 16 森本和希・平直也
男子 400m 個メ 8 位 青木敦士 5‘34“98
以上 県総体に出場 7/26･27 赤穂
以上 4 種目 3 名が県総体 7/27･28 神戸
女子ソフトテニス部
女子 200m 平泳 5 位吉良山優那 3‘11“41
団体の部 ベスト 8 準々決勝で接戦の末 惜敗
女子 400mR 8 位
個人の部 ベスト 16 斉藤瑠奈・今西ほのか
玉村･寺尾･吉良山･上山 4‘54“20
１ペアが県総体へ
7/27 赤穂
女子 400m メドレーR
卓球部
後藤･吉良山･玉村･寺尾 5‘34“95
団体の部 6 位 シード校を破りベスト 8 入
り。準々決勝で敗退し、5 位で県総体を目指し
たが、代表決定戦で惜敗・・

青少年健全育成･非行化防止標語
入選 北浦 佳奈（1 年）

「助け合う
自然と笑顔が
あふれ出る」

タイプ別

夏休み後半の過ごし方
堂々の県３位 ミラクル男子ソフトテニス部

兵庫県総体結果
陸上競技部
1 年男子 1500ｍ予選 西森 遼 4‘44“84
低学年男子 4×100mR 48“55 決勝進出
小川岳也･保下拓斗･谷本大記･大久保直樹
男子ソフトテニス部
団体の部 3 位 強豪和田山・本山南に連勝
近畿出場一歩手前で荒井に惜敗
個人 1 回戦 森本和希･平直也●－○龍野西
女子ソフトテニス部
個人 斉藤瑠奈･今西ほのか
1 回戦○友が丘 2 回戦●神河
水泳部
男子 100m 平泳予選 池永羅生 1‘13“18
男子 200m 平泳予選 池永羅生 2‘38“92
女子 100m バタ予選 玉村晴紀 1‘11“40
男子 400m 個メ予選 青木敦士 5‘34“48

文武両道!園田中学校!!
第 60 回兵庫県小中学生書写コンクール
佳作 1 年 山本菜生･光本千早都･
上田百葉･山﨑陽生
佳作 2 年 美馬葉月･上田麗奈･平山千裕･
小宮楓叶･佐藤雅美
佳作 3 年 永岡佑梨･宝谷美沙希･福元葵･
出口美羽･中西理那･益田波華･中萌菜

まだ半分も過ぎていないのに、縁起でもな
いことを言うな！ とお叱りを受けるかもし
れませんが、後半になると、驚くほど時間が
早く過ぎてゆきます。宿題さえなければ、も
っとのんびり過ごせるのに・・・と思うでし
ょうが、先生は心を鬼にして宿題を出しまし
た。夏休み後半、特にラスト一週間について
の過ごし方を、タイプ別に分類してみました。
①宿題を全部やり終えた人
２学期に向けて十分に休養をとって、一週
間自由に夏休みの残りを満喫しましょう。
②計画的に宿題をしている人
夏休みが 85％終わったので、宿題も 85％終
わっているはず。あと一週間もペースを守っ
て計画的に過ごしましょう。
③計画よりも遅れている人
この一週間でペースアップして夏休みの宿
題は夏休み中に終わらせましょう。
④たくさんの宿題が残っている人
これまでやらずに遊んでいたんだから仕方
ない。三度の食事・お風呂・寝る以外は宿題
に取り組みましょう。
⑤ほとんど（まったく）手をつけていない人
宿題は 100％提出が鉄則なので、提出日の
早いものからやっていくこと。とりあえずは、
学年登校日に提出するものから・・今日から
徹夜は当たり前。夏休みが終わってからも宿
題をすることになる。そんな人はおらんやろ。

