天王中学校だより
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平成３０年７月２日

＜めざす生徒像＞
校長 髙橋 富士一
知･徳･体に励み､夢や志をいだき、主体的に行動できる生徒
大阪府「三つの朝運動」・・・朝の食事，朝の挨拶，朝の読書で心身共に健康に過ごそう！
大阪北部地震
６月１８日午前７時５８分大阪北部に震度６弱の地震が起こりました。この地震で、犠
牲になられた方々に心よりお悔やみと、被災された方々にお見舞い申し上げます。本校も
大きな揺れの中、一部の生徒が朝練をしていました。各自、落ち着いて対応し、放送と教
職員の指示、誘導で、グラウンドへ一時避難しました。校内へも教職員が点検し、生徒の
避難完了を確認、登校生徒の人数点呼と、けが等の有無を確認しました。幸いけがはなく、
地区ごとに分かれて、帰宅してもらいました。また、天王小学校へ登校中に一時避難をし
た生徒も数名おり、教職員が確認し帰宅してもらいました。学校から、電話で自宅待機し
ていた生徒の安否を確認し、５２８名の無事を確認できました。学校は２日間の臨時休校
でしたが、各家庭では、家に被害があったり、ガスが止まったり避難所での不安な日々を
送ったりと、多くの傷跡を残しています。学校は再開しましたが、校舎も危険個所は立ち
入り禁止にしています。先日は、期末考査もおこなわれました。生徒たちはいろいろな思
いを持って学校に来ています。教職員も生徒の力になれるよう普段以上に、接していきた
いと思っています。一日もはやく全員が笑顔になれるように、日々努めてまいります。
３年沖縄修学旅行
３ 年 生 は 、 ６ 月６ 日 (水)～８ 日 (金)に
２泊３日で沖縄修学旅行に行きました。
一日目は、平和学習として、ひめゆり
資料館と平和の礎の見学、ガマ（洞窟）
体験を行い、クラスごとに宿泊しました。
二日目は、午前中のマリン体験と本部
町での社会体験学習として民家泊を体験
しました。
三日目は、国際通りでの班別行動で、
お土産を選んだり、昼食を食べたりして
３日間を終えました。
梅雨時で心配されたお天気にも恵まれ、
修学旅行ならではの活動を通して、学級
・学年の仲間との交流も深まり、かけが
えのない思い出となったことでしょう。
１年万博校外学習
１年生は、６月７日（木）に万博記念公園へ校外学習に行きました。各クラス、班ごと
に協力して、メニューを考え、食材を買い出し、バーベキューを楽しみました。午後から
は、クラス対抗で、学年全員参加のしっぽとりをして仲良く過ごしました。
入学して２ヶ月、少しずつ学校生活や友達関係にも慣れてきたところで、今回の校外学
習を契機に更に学級や学年の仲間との交流を深めて欲しいと思います。
２年職場体験学習
２年生は、６月７日(木)８日(金)の２日間、市内を中心に約２０か所の施設や事業所、
店舗等のさまざまな業種に分かれて、職場体験学習を行いました。職業聞き取り学習など

の事前学習を行ったとは言え、実際に 仕事に従事するという体験は、初めてという緊張
感だったり、戸惑いや嬉しさなど、さまざまな発見をしてほしいと思います。
今回の体験学習をきっかけに、「働くことの意義」や「職業という意識」、「将来をイメ
ージする」ことにつながっていってほしいと思います。
また、「働くこと」で家庭を築き、子どもたちを育んでくださっているお父さんやお母
さんへの感謝の気持ちを感じてほしいものです。
大正川クリーン作戦
６月３０日（土）は、天王中学校区青健協主催の大正川
クリーン作戦を行いました。今年も、天王小学校区青健協
大正川クリーン作戦、東奈良小学校区青健協小川一斉清掃
と三校区同時開催となりました。
本校では、大阪府茨木土木事務所の指導のもと、生徒・
児童・保護者・地域の方が参加して大正川の河川敷のゴミ
拾いをしました。中学生は部活動を中心に１２０名程が参
加してくれました。この活動を通して身の回りの自然や環
境を大切にする心が育ってほしいと願っています。
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七夕飾り~6
火 ４５×６ 富士サ
水 ２ PTA 学級委員懇談会
北摂つばさ高出前授業
木 おはよう
金 教育問題懇談会
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火 太陽学級お誕生会
水 ４５×４ （水 3514）
１年合唱コンクール
（３４限）三者懇談①
木 ４５×４（木 2345）
おはよう 三者懇談②
金 ４５×４ （ 平 和 学 習 ）
三者懇談③
PTA 地区パトロール
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教育問題懇談会
７月６日（金）夜６時３０分から、天王中学校ＰＴＡ地
区委員会主催で、教育問題懇談会（兼、ＰＴＡ地区懇談会）
を開催します。
講師に追手門学院大学心理学教授として活躍されている
三川俊樹先生をお迎えし、「思春期のこどもとの向き合い
方～心の発達を促すコミュニケーション」を演題にご講演
をしていただき、その後、地区に分かれてのグループ懇談
を行う予定です。たくさんのご来場をお待ちしております。
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水 ４５×４（水 2345）

三者懇談④

夏休みに向けて
19

７月１１日（火）～１８日（水）の五日間、一学期末の
三者懇談会を行います。進路や学習のことはもちろん、部
活動のことや友人関係のこと、学校生活全般や家庭生活の
こと等、各担任からも様々な話をさせていただきますが、
気になる点など何でも気軽にお話下さい。
夏休み中は、とにかく、安全・安心が一番です。基本的
生活のリズムを大切に健康面に留意して、有意義に過ごし
てください。生活の諸注意は別途配布します。
一学期の各種検診で医療機関への受診を指示された人
は、必ず、夏休み中に行っておいてください

＜海の日＞
４５×４（火 456 学）
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三者懇談⑤
木 ４５×４（木 1236）
ＡＥＤ救命講習
金 終業式 大掃除
中庭コンサート
青健協地区パトロール

水泳訓練

7/26,27

８
月
４土 葦原まつり
4 土 天王・東奈良まつり
24 金～ 25 土 玉櫛まつり

校舎外壁と体育館外壁工事
水泳訓練 8/22,24

先日、プリントでもお知らせしましたが、7/14（土）～
９月上旬にかけて、南棟の外壁と屋上、体育館の外壁と屋
根の改修工事が行われます。この期間、工事と車両の通行
や資材置き場の確保等で、グラウンドの１部や体育館が使
用できなくなります。部活動等で使用が制限されますが、
対外試合や、市民体育館、近隣小学校に場所を数回提供し
てもらっております。安全面には配慮してもらいますが、
通学時には、工事車両に注意をお願いします。ご理解とご
協力をお願いします。
裏面に部活動の表彰あります。
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火 45 × 6
水 45 × 6
木 45 × 6
金 45 × 6
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６月の部活動表彰や活動状況
水泳部

茨木三島地区春季水泳競技大会
男子総合２位
1 年男子 50 ｍ 平泳ぎ １位：松本 42"74
1 年男子 200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ２位：根川/松本/荒武/加藤 2'37"32
2.3 年男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ３位：新里 1'13"47
2.3 年女子 200m 自由形３位：岡本 2'31"77
2.3 年男子 100m ﾊﾞﾀﾌﾗｲ３位：新里 1'13"47
１年女子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位：山中 2'53"73
2.3 年男子 200m 平泳ぎ３位：川口 2'59"00
2.3 年男子 400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ４位：森/川口/新里/杉 4'54"02 ★ 大阪大会制限記録突破
2.3 年男子 100m 背泳ぎ 4 位：森 1'14"79 ★ 大阪大会制限記録突破
1 年男子 50 ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位：加藤 41"07
1 年男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 4 位：根川 3'05"86
2.3 年男子 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 5 位:杉 2'45"52
2.3 年男子 400m ﾘﾚｰ 5 位:杉/川口/新里/森

ソフトテニス部
大阪府選手権茨木地区予選
男子
個人 準優勝
（岡本・山下ペア）
三島地区予選出場 （城野・倉谷ペア）
（岡本・山下ペア）
（津山・荒木ペア
女子
個人 第三位
（生駒・長谷川ペア）
団体 準優勝
茨木市春季大会

優勝
準優勝

卓球部
茨木市民大会
個人戦ベスト１６

（松岡・古庄ペア）
（谷口・長見ペア）

3 年 中山陽翔

野球部
７月からはじまる３年生にとって最後の大会、負けた時点で引退の大阪中学校軟式
優勝野球大会にむけて、練習しています。
吹奏楽部
オープンスクールの PTA 総会で、演奏しました。８月に行われる、第５７回大阪
府吹奏楽コンクール 北摂地区大会にむけて、練習しています。
パソコン部
天フェスにむけた部活紹介の製作作業に取り組んでいます。
手芸部
３年生が修学旅行で留守の間、１年生はミサンガ作りにがんばりました。
女子バスケットボール部
三島地区大会を終え、７月７日（土）に行われる大阪中学校選手権大会兼近畿大会
大阪府予選にむけて、練習に励んでいます。
美術部
個人製作にとりかかっていますが、共同制作のための準備も進めています。

