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人 権人 権人 権人 権 のののの 尊 重尊 重尊 重尊 重 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て

７月に入り、１学期も残り少なくなってきました。蒸し暑い日も多くなってきましたが、暑さ

に負けず生徒のみなさんは、学習や部活動にしっかりと取り組んでいます。

先月の５日に全員で、「ソウル･サーファー」という映画を観て、人権について考えました。

片腕を失うという悲劇を乗り越え、再び頂点を目指してサーフィンのトーナメントに挑戦する

ベサニーとその家族や友人の姿勢に感動しましたし、生徒のみなさんの人権標語もすばらしい作

品が多くありました。

昨年、大津市でいじめによる中学生の自殺という痛ましい事件が起きました。いじめは、絶対

に許されない行為で、人権の侵害です。

『すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。

人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない』

（世界人権宣言第１条）とされており、生徒みんなが健やかに楽しい学校生活を送るために、お

互いを思いやり、みんなで力を合わせることが大切です。山城中学校では、今後とも道徳教育や

人権学習により「豊かな心」の育成に取り組みます。

人権標語人権標語人権標語人権標語 【最優秀賞】

「どうしたの」 その一言が 救いの手 上田 悠樹 君（１-Ｃ）

悪口一瞬 傷一生 冨岡 大聖 君（２-Ａ）

友達は 信頼できる 心の支え 山川 真理子 さん（２-Ｂ）

「笑う」とは 人と人を つなぐ「鍵」 今井 駿 君（３-Ｃ）

【優秀賞】

なくさない 明るい笑顔と 友達を 吉田 隆人 君（１-Ａ）

友情は 見えない心で 結ばれる 二宮 愛 さん（１-Ｂ）

あなたの手 差し伸べたなら 変わってく 上田 博夢 君（３-Ａ）

知っている？ 人間一人じゃ 生きれない 古川 凌太朗 君（３-Ａ）

生きている それが僕の 宝物 海野 隆一朗 君（３-Ｂ）

人はみな 平等に 生きるべき 溝口 竣也 君（３-Ｃ）

平和とは みんなでつくる パズルだよ 只信 真帆 さん（３-Ｃ）

７７７７月行事月行事月行事月行事

４日（木）一鉢運動 １９日（金）大掃除、壮行会、終業式

９日（火）３年生くすり指導 ２０日（土）､２１日（日）相楽大会

１０日（水）～１７（水）三者面談 ２３日（木）夏季交流学習会

１７日（水）１年生非行防止教室 ２５日（木）､２６日（金）山城大会

１８日（木）給食終了、学年集会 ２８日（日）､２９日（月）府陸上、府水泳

９９９９月月月月のののの主主主主なななな行事行事行事行事

２日 始業式 身体測定 11 日 体育大会予行

３日 給食開始、３年生校内実力テスト 13 日 体育大会

５日 一斉委員会 14 日 体育大会予備日

17 日 弁当持参日

※ 夏季休業中の予定は、学年や部から連絡があります。
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相楽陸上大会相楽陸上大会相楽陸上大会相楽陸上大会、山城陸上大会山城陸上大会山城陸上大会山城陸上大会でででで、、、、山城中 健闘山城中 健闘山城中 健闘山城中 健闘！！！！

６月７日(金)に太陽が丘陸上競技場で相楽地

方中学校陸上競技大会、６月 22 日(土)には、

同じ会場で山城地方中学校陸上競技大会が開催

されました。

部活動と並行しながら１日１時間の限られた

練習時間の中で、山城中の選手はよく健闘しま

した。

また、山城大会では、全員が全力を尽くして

頑張るさわやかな姿を見せてくれました。

相楽地方中学校陸上競技大会 山城地方中学校陸上競技大会相楽地方中学校陸上競技大会 山城地方中学校陸上競技大会相楽地方中学校陸上競技大会 山城地方中学校陸上競技大会相楽地方中学校陸上競技大会 山城地方中学校陸上競技大会

（山城地方中学校陸上競技大会出場権） （京都府中学校陸上競技大会出場権）

１位 北村 洸太 君(共通砲丸投) ４位 北村 洸太 君(共通砲丸投)

２位 海野 隆一朗 君(共通 200 ｍ) ４位 加賀山 蓮 君(1 年 1500 ｍ)

２位 加賀山 蓮 君(1 年 1500 ｍ) ４位 和田 竜征 君(共通四種競技)

３位 和田 竜征 君(共通四種競技)

４位 山口 誠仁 君(2 年 200 ｍ)

４位 兼定 由佳 さん(共通四種競技)

４位 (男子低学年 4 × 100m ﾘﾚｰ)

５位 井上 奈津希さん(2 年 100 ｍ) 【７７７７月月月月のののの生徒目標生徒目標生徒目標生徒目標 】】】】

５位 中野 優希さん(共通走高跳)

５位 堀 美南海さん(共通砲丸投) 部活動部活動部活動部活動へへへへ積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加するするするする

夏夏夏夏のののの大会大会大会大会・・・・コンクールコンクールコンクールコンクールにににに向向向向けてけてけてけて、、、、一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって頑張頑張頑張頑張ろうろうろうろう！！！！

【【【【相楽地方中学校総合体育大会相楽地方中学校総合体育大会相楽地方中学校総合体育大会相楽地方中学校総合体育大会・・・・コンクールコンクールコンクールコンクールのののの日程日程日程日程とととと会場会場会場会場】】】】

野球 20 日、21 日(木津二中)、サッカー 20 日、21 日(泉川中)

バレー 20 日、21 日(木津南中、男子は 20 日のみ)

卓球男女 20 日、21 日(泉川中)、バスケット男女 20 日、21 日(精華町むくのきｾﾝﾀｰ)

吹奏楽部 8/7 日(京都ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ)

応援応援応援応援をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！

平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度 ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ地域懇談会地域懇談会地域懇談会地域懇談会のまとめのまとめのまとめのまとめ （ＰＴＡ本部より）

６月１４日（金）の夜、上小校区、棚小校区に分かれて地域懇談会を行ないました。

まず、学校生活を撮影した DVD を、先生方からの説明を受けながら視聴し、その後、

各家庭での悩みや学校に訊いてみたいことなどの意見交流を行いました。

＜懇談での意見＞

・クラブ活動後の打ち上げが頻繁にあるようだが、学校では何か指導されているのか。

→（学校より）基本的にはしていいとか、いけないとは言っていません。ただ打ち上

げをするならば時間やマナーを守るようには指導しています。

・相楽陸上大会について、山中生徒の応援の雰囲気が良く、団結力も感じられました。

→（学校より）引率していても、さわやかで良かったと思います。

・体育館での熱中症対策についてはどうなっていますか？大きな扇風機を置く、２階の

窓を開けるなどの対策が必要だと思います。

→（学校より）水分補給はこまめに行っていますが、２階の窓は開けていないので必

要に応じて開けていこうと思います。扇風機については相談してみます。

・（ＰＴＡ本部より）ＳＮＳの子供たちへの様々な影響を感じ、本部より保護者アンケ

ートを実施し、対策をしていきたいと考えています。各家庭での使用状況や、学校で

の情報教育はどうなっていますか？

→(保護者より)携帯よりもスマホを所持している、と答えた保護者が多かったです。

使用に関してはきちんと管理していない家庭もあるようです。携帯を所持していない

という保護者もありました。

→（学校より）情報の授業で情報モラルの指導を行なっています。


