校内カルタ会

笑顔の人
ま…… まわりの人と協調する
希望の人
い…… いつも夢と感動を創造する
努力の人
こ…… 向上心をもち自主的に行動する
奉仕の人
の…… 望みは高く社会のために生きる
ゆ…… 勇気をもって正しく行動する 正義の人
愛の人
め…… 恵まれた命に感謝する

平成 30 年２月１日

２年生

神戸市立舞子中学校 TEL 781-0001 FAX 781-0009

◆日時：1 月 17 日（水）… 5・6 校時

始業式から 1 週間、百人一首暗記コンクールを
行って準備をしてきました。昼食には保護者の方々
が作ってくださった豚汁を食べ、迎えた本番。

成功体験の大切さ
丹田

ることから始まります。自分に自信がなければ、最後まで
やり遂げることなどできません。
自分が受かるという自信があれば、集中力が違います。記

孝平

憶力や理解力に影響してくるものなので、自信を持った状態
で勉強に打ち込んでほしいと思います。ただ、自信を持てと

天才なんていないと思いませんか？どんなに素晴らしい

言ったところで、自信がつくわけではありません。自信を持

発明をした人だって、土台がなければ思いつくことはあり

つことで大事なのは、
「自分が自分の力を信じていること」で

ません。人と同じくらい、いやそれ以上の勉強をして蓄え

す。自分を信じる時は、100％信じることが大切です。１％

た知識があるから、素晴らしい発見や発明ができたのです。

でも疑ってしまうと、それは自信ではなくなります。全面的

多くの偉人たちですら、「努力こそが成功への近道」だ

に絶対的に信じることが、成功への近道と言えるでしょう。

と言っています。毎日、10 分でも勉強することでいずれ、
誰よりも優れた知識を身につけることができます。

ウォルト・ディズニーは世界中の人が知っている成功者
てが独創的で、成功するまで周りが否定的でした。世界初
のテーマパークを作った時は、彼の細かなこだわりを理解

それは努力しての成功体験が少ないからです。努力して成

する従業員はいませんでしたが、彼は自分のアイディアを

功したことが一度でもあれば、この言葉は心に届いている

疑わずに実行したことで、今日でも人気のテーマパークを

ことと思います。

生み出すことができたのです。

毎日 10 分でも努力して勉強すれば結果が出せることを

みなさんも自分の力を信じ、できることに精一杯取り組

自分に言い聞かせれば、少しは前向きになれるのではない

んでください。人生の成功体験を増やしていけるよう頑張

でしょうか？受験では、自分が受かることを全面的に信じ

りましょう。

３年生を送る会

50 回生も卒業まで残すところ、後わずかにな
ています。
さて、本校では、例年、３年生の前途を祝福す
るために全校生徒と職員が「３年生を送る会」を
右記の要領で実施いたします。会場は本校体育館
となります。会場の都合上、保護者席を準備でき
ず、保護者の方の見学はできかねますが、保護者
の皆様も在校生、職員と共に祝福していただける
と幸いです。

１位

４組

２位

１組

など大いに盛り上がりました。真剣勝負のあいだに
も、クラスの仲間同士で励まし合ったり、一緒に喜
んだり悔しがったりとなごやかな雰囲気の中でカル
タ会を行うことができました。

１年生

◆日時：2 月 2 日（金）に予定しています。 ◆場所：体育館
（インフルエンザの状況によって、日時変更 又は中止も考えています。
）

今年度、１年生は２月２日（金）にカルタ会を行います。現在、１年生は、国語の授業やクラスの時間に練習を重ねています。
これまで学年やクラスの仲間と楽しめる時間を大切にしてきた 52回生。今回も日本の伝統文化を楽しんでほしいと思います。

記
１．日

時：平成30年３月６日（火）13：25〜15：15

２．場

所：神戸市立舞子中学校

３．内

容：① 1.2 年生からのメッセージ

体育館

染症です。そのため、インフルエンザと診断された場合は、学校保健安全法において、出席停止
の基準等が定められていますのでお知らせいたします。

出席停止
インフルエンザと診断された者は、５日間以上の出席停止
（出席停止期間を過ぎるまで。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれが
ないと認めたときは、その限りでない）

学校保健安全法施行規則第 19 条

出席停止期間
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで

停止期間の数え方
（例）月曜日に症状が出た＝０日

１・２年生「空も飛べるはず」
３年生「桜の季節」

④校歌斉唱

冷え込む毎日が続き、風邪やインフルエンザの流行の季節になりました。特にインフルエンザ
は、風邪よりも感染力が強く、集団生活の場である学校においては流行を広げる可能性が高い感

○発症（症状が出た）日を０日次の日から１日と数え始める

②３年生の思い出スライド
③合唱交歓

インフルエンザによる
出席停止期間のお知らせ

受験勉強が嫌な生徒の中には、「自分は勉強ができない」

り、それぞれの進路に向けて充実した日々を送っ

結果発表

ですが、アニメーターとして出発した彼のやることはすべ

と、たとえ 10 分でも努力することを怠ってしまいますが、

平成 29 年度

読み札は学年の先生が交代で読み、人気の札は上
の句が読まれた瞬間、反射神経勝負の争奪戦になる

◆場所：体育館

火曜日に欠席・インフルと確定①

→

期間土曜日⑤まで

➡

登校は月曜日から

➡

登校は金曜日から

○解熱した後（熱の下がった日を０と数える）
以上

解熱した後２日
（例）火曜日に解熱した＝０日、水・木の２日

→

木曜日まで

※治癒して登校する際には「登校許可書」の提出にご協力よろしくお願いいたします。
（用紙が必要な場合はお申し出ください。学校ホームページからダウンロードできます。）

２月行事予定

男子バレーボール部

路大震災から 20 年以上が経過し、神戸市民の中にも神戸市で震災を経験してい
ない人が増加する中で、震災の記憶の風化、防災意識の低下が危惧されています。
また、南海トラフ巨大地震をはじめとした災害への備えを進める必要があります。
シェイクアウト訓練を実施することで、震災の記憶を風化させないように、また、
神戸市地震減災ガイドを用いて地震発生時の安全行動を確認するなど、防災意識
の向上を図る目的で実施しました。
神戸市地震減災ガイド〜南海トラフ地震・津波に備えるための 10 のポイント〜より抜粋
gensai-guide.pdf
〇

南海トラフ地震とは
１．繰り返し起きている（100 〜 150 年間隔）
２．Ｍ８程度以上の大きな地震
レベル１

100 年に１度程度発生してきたＭ８クラスの地震

レベル２ 1000 年に１度かそれ以下の発生確率であるＭ９クラ
スの地震
３．昭和南海地震の発生から 70 年程度経過している
（今後 30 年で約 70％の確率で発生）
〇

南海トラフ地震では、どんな揺れが起こるの？
１．南海トラフ地震により西日本一帯に大きな揺れが発生します。神戸市
の震度は、南海トラフ地震レベル２で、震度５強から６強となり、ゆっ
くりとした大きな揺れが１〜２分続くと予想されています。
２．垂水区の最大震度（レベル２での想定） 震度６強
はわないと動くことができません。耐震性の低い木造建物は、傾くも
のや倒れるものが多くなります。（震度６弱で旧耐震の建物の全壊被
害が出始めます。）

〇

神戸市では、津波はどこまで浸水するの？
東日本大震災の教訓を踏まえ、津波からの避難を検討するにあたっては、
レベル２の浸水想定が前提となります。
・約 80 分後に津波第１波が到達
・最高津波水位は 3.9 ｍ
・沿岸部では海岸保全施設を越えて浸水

■第 51 回垂水区ロードレース大会
中学２・３年女子の部
第７位 ２年 益田 柚葉
中学２・３年女子の部
第８位 ２年 山本 晴菜
中学１年女子の部
第４位 １年 橋本 海咲
中学１年女子の部
第５位 １年 柳内 未怜
中学１年男子の部
第７位 １年 大内 秀磨
■平成 29 年度垂水区中学新人駅伝大会
女子の部
第３位 ２年 中川 麻帆・山本 晴菜
益田 柚葉
１年 柳内 未怜・橋本 海咲
女子１区 区間３位
２年 益田 柚葉
女子２区 区間２位
２年 中川 麻帆
女子３区 区間２位
１年 橋本 海咲
女子５区 区間１位
２年 山本 晴菜

事

1P

2P

3P

4P

5P

6P

1 木 学年朝集
（1年格3年体） 私学面接指導 木1 木2 木3 木4 木5 木6
2 金 1年かるた会（5・6P） 豚汁会 週引き2-3

a ○

金1 金2 金3 金4 金5 金6 a 23

3 土
4 日
5 月 全校朝集 一斉下校 45×6P 週番3班

月1 月2 月3 月4 月5 月6 b ○

6 火 なかよし卓球大会

火1 火2 火3 火4 火5 火6

a ○

7 水 学年朝集
（2年体）

水1 水2 水3 水4 水5 水6

a ○

8 木

1・2年実力考査 テスト時間
PTA育成委員会（16:00）

木1 木2 木3 木4 木5 木6

c ○

9 金

1年トキメキ体験
（5・6P） 週引き3-4
金1 金2 金3 金4 金5 金6
私立高校入試事前指導

a ○

10 土 私立入試

学校評議委員会（10：00）

11 日 建国記念日
12 月

表彰記録

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/preparation/guide/img/

陸上競技部

行

給食

１月 15 日の６校時にシェイクアウト訓練・避難訓練を行いました。阪神・淡

日曜

パン

今年もシェイクアウト訓練・
避難訓練を行いました

■平成 29 年度垂水区・須磨区中学校優勝大会
優 勝 ２年 石井 大輝・前田 真伯
大無田輝秀・渡辺 悠佑
漣 祐一郎・藤瀬 佳吾
１年 宮崎 拓実・柏木 大志
濱崎 耀平・林
伸宗
稲岡伝太朗・中西 一希
最優秀選手賞
２年 藤瀬 佳吾
優秀選手賞
２年 漣 祐一郎

国語科
■第 67 回神戸市小・中・特別支援学校書初展
金 賞 ３年 西川 幸菜
銀 賞 ３年 吉永
愛
２年 多代
蒔
銅 賞 ３年 木幡 詩菜
１年 神原 美玖・灘井 凜香
出 品 ３年 柏木 歩美・水上絵利香
橋口 彩夏
２年 朝元 康太・酒井理一朗
鳥井ゆう梨・福本
緑
１年 奥野 史織・柏木里佐子
土肥 亨輔

13 火 週番4班

火1 火2 火3 火4 火5 火6

a ○

14 水 学年朝集
（2年体）

水1 水2 水3 水4 水5 水6

a ○

公立推薦・特色選抜 学年朝集（1年格3年体）
15 木 推薦・特色・多部 面接・適性検査
木1 木2 木3 木4 木5 木6
PTA保健厚生委員会(13:00)

a ○

16 金 合同作業学習

金1 金2 金3 金4 金5 金6

a ○

全校朝集 6P:校内授業研究
（1-3数）
19 月 一斉下校
（部活なし） 週番1班
月6 月2 月3 月4 月5 月1
学年末考査1週間前

a ○

20 火 推薦特色合格発表

火1 火2 火3 火4 火5 火6

a ○

21 水 学年朝集
（3年体）

水1 水2 水3 水4 水5 水6

a ○

木1 木2 木3 木4 木5 木6

a ○

金1 金2 金3 金4 金5 金6

a ○

週引き4-1

17 土
18 日 高専学力検査
（明石・神戸）

22 木

学年朝集（1年格2年体）
なかよし卓球大会

23 金 週引き1-2
24 土
25 日
26 月 学年末考査

27 火

週番2班

合同作業学習 閉校式

28 水

H

保体 数学 音楽
保体 音楽 数学
保体 数学 社会

× ×

H

理科 英語 美術
理科 美術 英語
英語 理科 E

× ×

H

社会 国語 技家
技家 社会 国語
E
国語 E

c ×

パンの販売 a-12:40 b-12:20 c-12:00 d-11:40

<３月の行事予定>
6／三送会
9／卒業式
12／公立高校学力検査

13／1・2年校外学習
23／終業式

