
 

 

 

 

 

 

 

田植えの季節             第 1学年主任 松本 修子 

最近週末になると、田んぼの周囲が賑わいを見せて

います。水を張った田んぼに、年配の男性や女性とそ

の息子、孫達が忙しそうに田植えの準備をされていま

す。隣の田んぼもその前の田んぼも、地域の方が多く

出られています。この季節に、農道を通るたびに、田

植え経験のない私は、うらやましさと申し訳なさを感

じます。 

この６月上旬の季節を「芒種」と言います。二十四

節句の一つで「立夏」から「夏至」までの間を言いま

す。芒種とは、稲や麦などの芒(のぎ)のある作物の種

を播(ま)く時節というところから芒種といわれます。 

「種まき」と聞くと稲作の始まりという感じがしま

すが、５ヶ月前の１２月頃から、すでに、土壌準備が始まっています。健康な稲

で美味しいお米を作るために、冬の間に、葉と茎を丈夫にし根に活力を与えるた

めに必要な成分を含んだ「土づくり」をします。そして、４月に種をまいて育て

た苗を、ようやく、この季節に準備の整

った田んぼに植えるのです。 

育苗箱で発芽して育った瑞々しい苗

が、水田に整然と植えられた早苗田を見

ると、とても清々しく新鮮な気持ちがし

ます。秋の収穫時期には、中身のしっか

り詰まった稲穂に育ってくれることを

願うばかりです。 

 

１学期中間考査終わる 

 中間考査が終わりました。そろそろ成績個票が手元に渡ります。点数を確認してく

ださい。目標通りの高得点がとれたでしょうか。反省すべきところは反省して、今の

授業にいかせていますか？「期末考査の時でいい」などと、のんきなことを思ってい

ませんか？やるべきは「今」です。 
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６月の行事予定          ７月の行事予定 

４ 火 全校清掃  ３ 水 期末考査 ～9日 

６ 木 内科検診（1～4組）  ９ 火 壮行会 

  ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 尿検査（再）  10 水 球技大会 

12 水 体育大会準備  11 木 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

13 木 体育大会 予備日 14日  12 金 ようこそ先輩 進研学力テスト 

20 木 内科検診（5･6 組）  16 火 避難防災訓練 

  校内進学説明会 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ  17 水 生徒会選挙立会演説会 

27 木 耳鼻科検診（4～6 組）  18 木 ちょボラ ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 

  ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ    熱中症予防セミナー 

30 金 人権 LHR  19 金 大掃除 終業式 

    22 月 夏季休業 ～8月 28 日 

      補習 ～31日 

                    ＊2学期始業式は 8月 29日です。 

兵庫県高等学校総合体育大会（県総体）始まる 

この週末と来週末に多くの種目の県総体が行われます。サッカーやバスケットボー

ルのようにもうすでに終盤戦にさしかかっている種目もあります。残念ながらこの大

会で敗退すると、３年生は引退を迎えることがほとんどです。運動部に入った１年生

の多くは応援に行くと思います。声がかれるまで声援を送るとともに、最後の戦いに

挑む先輩の姿をしっかりと見つめておきましょう。 

また、１年生でも丹有総体を勝ち抜いて県総体に出場する人もいます。 

祝 県総体出場！ 

 男子ソフトテニス部 本庄 優一・堀 湧喜 組（丹有総体５位） 

 ＊現在、情報を得ているのはこの２人です。他にいたらごめんなさい。また紹介しますからお知ら 

せください。 

 

登下校時、交通安全に注意！ 

  自転車の接触事故が続いています。今以上に安全に注意してください。 

そして、事故にあってしまったときは、警察への連絡、保護者・学校への報告な

ど、適切な対応をしてください。けがや自転車の破損などに後で気がついても相手

がわからないようでは困ります。とにかく、安全第一で登下校してください。 

奨学金のご案内 

ｶﾄﾘｯｸﾏﾘｱ会ｾﾝﾄｼﾞｮ

ｾﾌ奨学育英基金 

本校で 3 名かつ全国で 3６名 給付２万円／月 

経済的に就学困難な家庭（世帯収入 350 万円以下）の生徒 

申込締切 6 月 14日 

交通遺児育英会 

奨学金 

対象は保護者が交通事故で死亡・重度後遺障害となった生徒 

詳細は交通事故育英会のホームページをご覧ください。 



さあ、体育大会だ！ 

 いよいよ体育大会が近づいてきました。責任 

者を中心に準備も始まっていますね。特に応援 

リーダーは、来週から始まる応援全体練習にむ 

けて、何回も集まって計画を立ててくれていま 

す。バックボードも着々と準備が進んでいます。 

74 回生の元気あふれる体育大会を期待してい 

ます。 

責任者を紹介しておきます。がんばれ！ 

 （各欄上段太字がブロック責任者） 

１A ブロック（１・５・６組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック責任者 池本 真夏 煙上 裕貴 

足立 仁和花 采女 智範 

井元 更 井澤 晶貴 

応援リーダー 久下 康太 松本 真旺 

髙瀨 健太 髙見 侑李 

渕上 静姫 山鳥 太一 

秋山 鴻太 原田 隼輔 

豊嶋 心優 足立 壱久真 

亀井 唯花 岸本 大輝 

競技責任者 中野 響希 杉本 歩佳 

木村 陸生 田中 洋輔 

足立 鈴 深田 菜々子 

バックボード 谷川 望実 西田 堅信 

堀 湧喜 藤本 ゆい 

西田 凱 仲田 慎 

会計 山田 晴天  

濵田 実李 竹内 一護 

12 人の応援リーダーを中心に、よ

い体育大会にします。そのために、

紫ブロックが１つになって精いっ

ぱい頑張りましょう！！！ 

１A ブロックのみんながスムーズ

に動けるようにサポートします。

みんなの元気と笑顔で優勝を狙え

るように頑張りましょう。みんな

で一致団結して頑張りましょう！ 

バックボードチーム 6 人は、良い

作品が作れるように協力し合い

ながら制作に取り組んでいます。

私たちは応援合戦に参加できま

せん。私たちの分も応援を頑張っ

てほしいです。また、皆さんに助

けを求めることがあるかもしれ

ません。そのときはよろしくお願

いします。 

高校生活初めての体育大会とい

うことで、まだわからないことば

かりなので、皆に迷惑をかけるか

もしれません。ですが、１A 及び

体育大会全体に少しでも貢献で

きるように、粉骨砕身して頑張り

ます！！体育大会頑張りましょ

う！よろしくお願いします！ 

挨拶の力、弱まっています・・・ 

オリ合宿でうるさいほど注意され、その後

も「挨拶、あいさつ…」と言われてますが、

本当の力はついていないようです。挨拶に元

気がありません。気持ちもこもっていませ

ん。そもそも、挨拶できていません。元気に

挨拶しましょう。 

その元気が体育大会にもつながります。 



１B ブロック（２・３・４組） 

ブロック責任者 大地 叶華 吉竹 優輝 

田島 沙莉 足立 準 

西田 有希 渡辺 優里 

応援リーダー 高橋 志門 近藤 悠斗 

中野 雄大 和田 稜平 

德田 祥弥 垣内 郁未 

太田 那智 橋本 凜 

安達 朱那 臼井 潤奈 

金山 明美花 西垣 花菜 

競技責任者 荒木 嵩生 澤山 澪霞 

松本 幸子 西原 尽思 

小山 温葉 井垣 優海 

バックボード 田中 雷人 吉見 美憂菜 

大江 咲南 原田 紗也華 

井上 かりん 細谷 采加 

会計 須原 祐斗  

秋山 夢唯 中西 郁 

 

 

教育実習生紹介（６月７日まで２週間お世話になります。） 

谷口 和希さん 創価大学理工学部所属 

担当教科 数学   担当クラス １年５組 

高校時代の思い出 

   楽しかったこと 友達とテスト勉強にあけくれたこと。 

文化祭のクラスの出し物で、コマ撮り動画を作ったこと。 

   辛かったこと  部活で下手すぎて先輩にみっちり教えられて筋肉痛になった 

こと。 

           問題がわからないときに限って当てられたこと。 

意気込みを・・・ 

   教員としての力を付けるべく、１－５パワーを吸収して、数学を、また教員と

しての振舞いを、学び深めていきたいと思います。 

  

１B ブロックみんなで、一致団

結して笑顔で取り組もう！！！ 

 

初めての体育大会だけど、 

他のブロックを圧倒するような

熱い闘いにしましょう！ 

 

2 組・3 組・4 組の全員が一致

団結して、みんなが盛り上がれ

る体育大会にしたいと思いま

す！！！ 

 

１B ブロックのみんなの気持ち

が上がるようなバックボードに

する！！！ 

 


