
 

 

学校だより 

 

 

をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二中の窓  

 夏休みが明け、校内には生徒たちの元気な声が響いています。一人ひとりが、気持ち新たに 2学期の生活

をスタートさせました。保護者や地域の皆さまにおかれましては、1学期の地震や大雨、そして猛暑等の影

響、その対応のため、予定していた行事が中止・延期になり、ご心配・ご迷惑をおかけいたしました。2学

期も文化祭、体育祭等、皆さまと共に創りあげていく学校行事を予定しておりますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。まだまだ、残暑厳しい折、くれぐれも体調にお気をつけください。 

2学期がスタートしました！  
 

９月号  
平成３０年（２０１８年）９月１０日 

箕面市立第二中学校 

3年生 文化祭・体育祭に向けて 
 3年生は文化祭で舞台発表をします。それに向けてのとりくみがスタートしました。脚本作り、キ

ャスト決定及び役割分担、そして練習。劇の中にはダンスも取り入れられ、放課後に練習を進めてい

ます。自分たちで主体的に取り組んでいますが、想いが熱くなればなるほど、仲間との衝突も生じま

す。しかし、それはより良い作品をつくりたいという気持ちの表れ。今月の生活目標は「Let‘s  

enjoy culture festival！」文化祭を楽しみましょう！ 

 また、文化祭の３週間後には体育祭が待っています。体育祭に向けて

出場種目や、応援旗のデザインを決めました。中学生最後の大きな２つ

の行事にみんなで協力してとりくむことで、クラスの絆がさらに強くな

ることを望んでいます。 

１年生 地域学習「地域ジャンボかるた」作成！！ 
 7月から地域学習を始めています。初めに、「地域の中の自分にビンゴ」を楽しみながら、自分た

ちの育った地域についての知識やそこでの経験を確認・交流し、次にらいとぴあ２１（箕面市立萱野

中央人権文化センター）を訪れて職員の方からお話を聞いたり、ワークシ 

ョップ（らいとぴあに何があったらうれしいか、意見を出し合う）に取り

組んだりしました。それらを受けて、地域にまつわる内容でジャンボかる

たを作成し、文化祭で展示する予定です。その後は福祉体験に取り組んだ

り、幼稚園や福祉施設等にかるたを持って訪れ、一緒に遊んだり話をした

りして交流したりしてさまざまな出会いから学んでほしいと考えており

ます。 

 

    仲間・傾聴・自分事        校長 田渕 浩昭 

今年の夏休みは本当に暑かったですね。熱中症予防の暑さ指数の関係で、屋外で活動する

部活動の活動において、朝早くや夕方にしか活動ができないという、大変な中、よくがんば

って試合等の結果を残したことを、うれしく思っています。 

 さて、2 学期は、文化祭、体育祭など大きな行事があります。行事はみなさんとクラスが

成長するチャンスです。その中で、大切にしてほしいことを3つあげます。 

 

１つめは、「一人じゃないよ。仲間がいる。」 

 ジャカルタアジア大会で活躍した、水泳の池江璃花子選手は、この活躍できたことについ

て、「レースが楽しくて仕方ない。」「このメダルは、自分だけのものではない。一緒に練習

してきたチームの仲間やコーチがいたからこそ取れた。」と語っていました。当然、選手個

人として、科学的なトレーニングや厳しい練習をしてきた成果ですが、さまざまな方々から

力をいただいて今の自分があるんだと考えられるメンタルが「今回の強さ」につながってい

ることと思います。みなさんも、さまざまな行事において、クラスや学年や学校が「一人じ

ゃない、仲間がいる。」と思えるチームをつくっていってください。 

２つめは、「傾聴する。」 

１学期、みなさんのまわりに困っている人やなやんでいる人に声掛けや見守りをお願いし

てきましたが、次にしっかり話を聞けるようになってください。いろいろ心配したりして話

す言葉が、プレッシャーになる場合があります。ぜひ、「聞く」「傾聴する」という姿勢を大

切にして、２学期は大仲間と接してください。 

３つめは、「自分事として協力する。」 

」行事を進めていくときに、いろいろな意見がでて、なかなかまとまらなくて困る場合が

あります。そのとき、必ず「なんで自分と違うんだろう？」「どうしてあんなふうに考えるの

かな？」と相手の気持ちをリスペクトして考えてください。そして、最後に自分と異なる意

見に決定することになったとしても、意見を出し合って決まったことなので、気持ちよく協

力して取り組んでください。 

２年生 合唱コンクールに向けて… 
 2年生では、文化祭で合唱コンクールに取り組みます。５日よりクラスごとでの練習がスタートしま

した。全体で歌ってみたり、パートごとに分かれて練習をしたり、パートごとの歌声を聞き合うなど工

夫しながら練習に取り組んでいます。どのクラスも、初日から一生懸命がんばっていました。本番に向

けパートリーダーを中心にクラスで協力して、すばらしいものにしていきましょう。 

また、学年全体合唱の練習も始まります。これから練習を積

みあげ、スケールの大きな合唱を作り上げていきます。 

子どもたちは本番当日観客の皆さまを感動の渦に巻き込み、

最高の達成感を得られるように努力しています。ぜひ、子ども

たちのがんばりをご覧いただければと思います。 
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◆職員紹介 

  

 

 

 

 

 

 

野球部  豊中総合体育大会 優勝 

サッカー部 第66回池田・箕面地区中学校総合体育大会 3位 

女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 池田・箕面地区中学校総合体育大会 ３位 

優秀選手賞 鶴田菜  々

テニス部  箕面市中学校第32回競技会 硬式テニス 

男子シングルスの部 準優勝 中尾波琉人 

バレー部  第３３回箕面市中体連競技会兼サントリー予選 優勝 

第４０回記念北摂大会（サントリー大会） 準優勝（１８年ぶりの決勝進出） 

                         敢闘賞 久保歩美 

第６６回池田市・箕面市・豊能郡中学校総合体育大会 ３位 

陸上部    全日本中学校通信陸上競技大阪大会 
共通女子 800m  3位  高岡あずき (2分20秒88) 

       箕面大会   
１年男子 100m  3位 シソン頼行 (13秒94) 

         １年男子 1500m 1位 シソン翔温 (5分04秒02) 
         共通男子 1500m 3位 丸山巧翔  (4分58秒15) 
         共通女子 100m  2位 永田佐和  (13秒55) 
      共通女子 800m  1位 高岡あずき (2分24秒44) 
  共通女子 1500m  1位 藤井遥可  (5分12秒23) 
         共通女子 砲丸投     ２位 山田遥夏  (5m28) 
         共通女子 4×100mR    2位 箕面二中  (53秒71) 
                        (永田佐和 城埜希 藤井遥可 高岡あずき) 
         女子総合 12点      3位 箕面二中 
              池田箕面豊能郡大会 
      １年男子 1500m    1位 シソン翔温 (5分04秒02) 
  共通女子 100m     3位 永田佐和  (13秒55) 

共通女子 800m  1位 高岡あずき (2分24秒44) 
  共通女子 1500m  2位 藤井遥可  (5分12秒23) 

共通女子 砲丸投     3位 山田遥夏  (5m28) 
         共通女子 4×100mR    3位 箕面二中  (53秒71) 
                        (永田佐和 城埜希 藤井遥可 高岡あずき) 
水泳部    箕面市中学校水泳競技大会 

藤本 悠人  ５０ｍ平泳ぎ２位、１００ｍ平泳ぎ３位 
   前原 良亮  １００ｍ自由形３位 
   篠原 悠希  １００ｍバタフライ２位 
   爲房 利空  ５０ｍ自由形２位、１００ｍ自由形２位 
   永井 しずく ５０ｍ背泳ぎ３位 
   岸本 樹麗  １００ｍ背泳ぎ３位 
   小関 凜花  １００ｍバタフライ２位 
   石神 璃桜  ５０ｍ平泳ぎ優勝、１００ｍ平泳ぎ２位 
   新里 依織  ２００ｍ個人メドレー２位 
       男子２００ｍリレー ３位（前原、爲房、藤本、後藤） 
   女子 総合第３位 

豊能地区中学生学年別水泳競技大会 
２年 爲房利空 １００ｍ自由形優勝（大阪学年別大会出場） 
３年 藤本悠人 １００ｍ平泳ぎ３位（大阪学年別大会出場） 

 吹奏楽部   第57回大阪府吹奏楽コンクール北摂地区大会 小編成の部 金賞・代表 
大阪府大会 銀賞 

 

 

◆学校と地域でつくる二中文化祭の開催のお知らせ 

 9月1５日（土）に、「学校と地域（まち）でつくる文化祭」を開催いたします。「Let’s make it a 

memory we’ll never forget!」というスローガンのもと、今年度も北芝解放太鼓保存会「鼓吹（こぶき）」

の演奏や地域カフェ、地域作品展、スタンプラリーをはじめ、多くの保護者や地域団体の皆さまにご

参加いただいております。ぜひご来場ください。 

◆二中吹奏楽部第３３回定期演奏会 

 9月２４日（月）18:00開演、メイプルホールにて。ぜひ、ご来場ください！ 

◆教育委員会・学校へのご意見・お問い合わせは、学校ホームページの「ご意見・お問い合わせフォ

ーム」でも受け付けております。 

 夏休みファミリー平和登校日 
 8月３日（金）に「夏休みファミリー平和登校日」を実施しました。各学年からは学級委員が中心と

なり「平和」や「友だち関係」についての発表の後、NPO法人ﾃﾗ・ﾙﾈｯｻﾝｽ栗田佳典さんから「子ども

兵」についての講演を聞きました。「子ども兵」についての話を聞くことを通して、アフリカや世界各

地で今なおある戦争・紛争の悲惨さを知るとともに、平和な社会をどう築いていくことができるかと

いうことについて一人ひとりが考えることができました。 

 ＜生徒の感想＞ 

・今回の平和登校での発表や講演をきいて、コンゴ民主共和国では、命

が軽々しく扱われているなと感じました。戦争や紛争でたくさんの方々

がなくなっている中、僕たちは簡単に「死ね」という言葉を使ってしま

っています。今回の講演を聞き、人の命の重みと、そうした言葉を軽々

しく使っていた自分について考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の活躍 学校からのお知らせ 

 職員紹介 
 お世話になったALTのエミリー先生が任期満了のためアメリカに帰国され、2学期からメグ・ピジ

ョン先生をお迎えしています。エミリー先生ありがとうございました。メグ先生、よろしくお願いしま

す！ 

My name is Meg Pidgeon and I come from Christchurch New Zealand.  

Some of my favorite things to do are play sports. I like soccer, rugby and volleyball. I really 

like being outside. I love rock climbing and camping. I often go with my friends. My favorite 

food is pizza and I love orange juice; orange is also my favorite color.  

This is my 5th time in Japan. I have an Aunt and an Uncle that live near Kyoto. My 

parents and I visit them for Christmas. I think Japan is very beautiful. I really like Minoh, 

it reminds me of my hometown Christchurch. There is a lot of beautiful nature here. I 

cannot wait to explore more of Minoh and Japan.  

Message to the students: Lets have fun and study hard this year!! 
 

 

 

 

 

 

 

 


