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篠山中学校

〒669-2314 篠山市東沢田２２４ ℡079-552-1155

生徒と保護者の一体感
6月30日から始まった篠山市中学校総体、そして7月15日・16日に行われた丹有地区中
学校総体。猛暑、雨天順延などの厳しい条件・環境をものともせず、生徒たちは精一杯プ
レーをし、すばらしい成績を残しました。それぞれの会場では、多くの保護者やご家族の
方に熱いそして温かい応援をしていただきました。生徒は本当に幸せです。
野球部のまとまった応援には感動をしました。保護者の太鼓に合わせて、1年生が立って
大きな声で応援をしていました。「みんなを信じろ」、「自分に負けたらあかん」、「こ
れから、これから」、「篠中魂を見せろ」、応援席から保護者の熱い言葉が選手にかけら
れていました。女子ソフトボール部の保護者の応援も熱かったです。1球ごとに拍手、そし
て励ましの言葉がかけられます。応援席の後ろで、祈るように手を合わせておられた保護
者の姿を見て、大きな支えを感じることができました。
スポーツは必ず勝者と敗者があります。勝ったチームは県総体に向けて、負けたチーム
は新たな目標に向かって進んでほしいです。また、学校外のクラブチームに所属している
生徒にとっても、大きな大会、厳しい練習が続きます。篠中魂を見せて、精一杯のプレー
を期待しています。
保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。これからも篠中を応援し
てください。よろしくお願いいたします。

篠中デカンショ節

～市・丹有総体バージョン～

○勝って涙 負けても涙 これが青春 悔いはなし
(よーい よーい デッカンショ)
○保護者 仲間の 応援受けて 選手精一杯 プレーする (よーい よーい デッカンショ)
○篠中の応援 丹有一だ 選手・保護者の 一体感
(よーい よーい デッカンショ)

みんなが見えるところに「あいさつ」横断幕
各クラスごとに朝の「あいさつ運動」をしていただいている
本校PTA。このたび、篠山市から補助金をいただいて「あいさ
つ運動」を啓発する横断幕を制作され、校門に設置していただ
きました。「あいさつは 心をつなぐ 合言葉」、あいさつによ
って生徒、保護者、地域、職員、お互いの心の結びつきをより
太く強くしていきましょう。

篠中魂の足跡
【篠山市中学校総合体育大会の結果】
○野球 準優勝
〇女子ソフトボール 優勝
〇男子バレーボール 優勝
〇女子バレーボール 第4位
○男子バスケットボール部 第2位
〇女子バスケットボール 優勝 〇サッカー 優勝
〇男子ソフトテニス 団体 優勝
個人 1位 2位
3位

○女子ソフトテニス
〇男子卓球
〇女子卓球
〇剣道

団体 優勝
個人 1位
団体 第3位 個人 1位
団体 準優勝 個人 2位 3位
男子団体 第2位
女子団体 第2位 個人 3位
男子総合 第3位 女子総合 優勝

〇陸上競技
男子 共通 200m 2位 / 400m 3位 / 800m 2位
3000m 3位 / 砲丸投 2位
4×100mＲ 3位 篠山中

1年 100m 3位 / 1500m 3位
2年 100m 1位
ｵｰﾌﾟﾝ 1500m 2位 3位
女子 共通 200m 1位 3位 / 800m 1位 2位
1500m 1位 2位 / 100H 3位
走高跳 1位 / 砲丸投 3位 / 四種競技 1位
4×100R 2位 篠山中
1・2年 4×100R 1位 篠山中
1年 100m 2位
2年 100m 1位
3年 100m 3位
ｵｰﾌﾟﾝ 100m 3位
800m 1位

【丹有地区中学校総合体育大会の結果】
○女子ソフトボール 優勝 県大会へ
○男子バレーボール 第3位
○男子卓球 個人 1位 県大会へ
○女子卓球 個人 3位 県大会へ
○女子剣道 個人 5位 県大会へ
○陸上競技 男子 800m 2位 / 1500m 3位 / 3000m 3位
女子 走高跳 4位
3名県大会へ
○水泳
男子 100m背泳 2位 / 200m背泳 2位
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2位

2名県大会へ

篠中トピックス
6月28日(水) 1年 喫煙防止教室
篠山市健康課の方か
ら吸う人の害、受動
喫煙の害、有害物
質、ﾆｺﾁﾝ中毒につい
て話をしていただい
た後、喫煙をすすめ
られたときの断り方
を体験しました。

7月3日(月) 角谷先輩激励会
7月28日にﾎﾞｸｼﾝｸﾞ
日本ﾗｲﾄﾌﾗｲ級ﾀｲﾄﾙﾏｯ
ﾁに挑戦する角谷淳
志先輩の激励会が市
役所で行われ、生徒
代表が色紙、花束、
応援メッセージを贈
りました。

6月28日(水) 3年 校舎を写生
6月下旬から3年の
美術で校舎内外の写
生に取り組んでいま
す。「校舎の中には
こんなところがあっ
たのか」と、見慣れ
た校舎を再発見した
ようです。

7月13日(木) 2年 トライやる報告会
保護者、事業所の方
の参加のもと、事業
所ごとに「学んだこ
と」を発表しまし
た。事業所の方から
のお話、そして最後
にDVDを観て活動
をふり返りました。

5日(土)
8日(火)
9日(水)
13日(日)

近畿中学校総体ﾎｯｹｰ大会(～6日 瑞穂) 19日(土) PTA美化作業(8:00～10:00)
生徒会文化委員図書室整理(～9日)
3年親子活動(10:00～12:00)
丹有地区卓球カデット大会(柏原住民)
22日(火) 県中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人選手権大会(赤穂)
ユニトピア花火校外補導
26日(土) 丹有地区サッカー選手権大会(～27日)
デカンショボランティア(14:00)
27日(日) 市中夏季新人バレーボール大会(篠山中)
15日(火) デカンショ祭り校外補導
篠山市少年少女剣道大会(西紀体)
競演会出場 吹奏楽部やぐら演奏会
丹有中学校ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人選手権大会(下青野)
16日(水) デカンショ祭り校外補導
29日(火) 市中ソフトテニス学年別大会(篠山スポセン)
17日(木) デカンショボランティア(9:00、14:00)
31日(木) 夏季休業日最終日
※ 9月1日(金)始業式・夏期清書ｺﾝｸｰﾙ・給食開始 7日(木)体育祭予行 9日(土)第68回体育祭
12日(火)課題テスト・実力テスト 29日(金)30日(土)篠山市中学校新人体育大会
※本校ホームページで、学校生活の様子や生徒の活躍をカラーでお楽しみください。
【アドレス】 ｈｔｔｐ：／／ｓａｓａｙａｍａ－ｊｈ．ｓａｓａｙａｍａ．ｊｐ／(すべて半角)

