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やり残したことはないかい？
39 日間の夏休みが明けて、少し成長した生徒のみんなが学校に戻ってきました。夏休みに入る前
のオンライン集会で森先生が、かりゆし 58 さんの曲『オワリはじまり』の歌詞「もうすぐ今日が終
わる

やり残したことはないかい．
．
．
．
」を引用して充実した夏休みを過ごして欲しいと、みんなに

伝えていたことを思い返します。部活動や習い事の試合や発表の場などがあった人も多く貴重な経
験をすることができた人や読みたかった本や映画を見たりした人もいるでしょう。しかし、思いっ
きり遊びすぎて、まだ課題を出し終えていない人もいるようです。ぼちぼちスタートがきれるよう
に修正し体育祭や学級・学年の後期に向けての準備をしていきましょう。
学校再開に当たり、オンライン集会で目標についての話をしました。わかりやすく、いつでも確
認できるような具体的な目標を立てると良く、併せて家族や友人に宣言することで周りの人が、叱
咤激励してくれて助けてくれるというものでした。今一度考えて、一人ひとりそれぞれの分野での
目標設定を試みてください。

熱い戦いをありがとう。そしてお疲れ様でした。
部活動の運動部では６月下旬から一部まだ継続していますが、７，８月の県大会・関東大会・全
国大会を目指した戦いが終了して、活動を一旦終えています。自分の目指した目標に対して十分に
実力が発揮できたでしょうか。今年の３年生は小学校の卒業式もコロナ禍で、中学校入学と同時に
臨時休校・分散登校と部活動どころではない中でも、自分の好きなスポーツや文化活動を選んで活
動してくれました。思い切り練習したくても何度も何度も制限がかかり、活動が中止され、それで
もあきらめずに取り組んでくれてありがとう。１、２年生が活動できるのも３年生がしっかり活動
をつなげてくれたおかげです。今までの活動と比較して、絶対的に練習量が少ない中でも上達して
結果に繋がった人もたくさんいますが、それ以上に結果には今は繋がらなかったが努力した人がた
くさんいます。自分にとって大切なものを見つけられたと思います。保護者の皆様、地域の皆様ど
うか今の中学３年生をほめてあげて欲しいと思います。まだまだ、のびしろを大きく残しているの
で、次のステージに行っても自分の好きなことややってみたいことを続けていって欲しいと願って
います。まだ、試合や発表の場が残されている人は精一杯頑張ってきてください。
残された中学校生活の中では、最後の○○の連続ですが、文化発表会・体育祭と頑張ってくださ
い。そして、進路選択でも希望の進路を切り拓いてつかみ取ってください。
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地域の活動に参加してみましょう。
夏休み前の 6 月に「地域連携防災デー」を町内会の皆さんのご協力の下、再開実施することがで
きました。よい経験と多くの学びがありました。コロナ禍で中止・延期されていた地域の様々な行
事が再開されてきます。神明中学校の生徒である前に、住んでいる地域の住民でもあります。積極
的に参加して欲しいと考えています。そして、地域の皆様どうぞよろしくお願いします。
・クリーンよこすか久里浜地区地域清掃
１０月２２日（土）９時２０分～１１時３０分 地域でコースに分かれて清掃
・神明小中学校避難時運営訓練
１０月２３日（日）９時００分～１０時３０分 神明中学校体育館・校舎内を使用しての訓練
・ハイランド地区運動会
１０月９日（日）

詳細については地域の回覧板・掲示板で確認してください。

横須賀南病院の建設工事が始まりました
９月１日（木）からいよいよ工事が始まりました。工事の音・振動については市役所と打ち合わせ
して学習に支障がないように工程を調節していただけることとなっています。工事期間はなんと令
和７年３月までとなっています。
（１年生が卒業するまでです。）
次の内容が中学生や来校される方々にお願いです。※下の画像参照
・神明公園側の歩道が通行禁止になります。（図の現在地の交差点での斜め横断をやめましょう）
・フェンスが完全に完成して
いませんが、中に入らない。
・交通誘導員の指示に従う。
通行時やお迎えなどでの学校前の
停車などご注意ください。
生徒の皆さんは工場への通勤の方
花の国への来場の方など通行時に
譲り合いの精神で、広がって歩かな
いようにしましょう。
長期間のご協力をお願いします。
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神奈川県総合体育大会

神中生

○バドミントン部
【男子個人戦】
・シングルス ベスト 16 原田悠任
・ダブルス
ベスト 16 外川拓夢・森 祐太
【男女団体戦】
・女子 ● （１－２）対 横浜市立 原 中
・男子 第５位
○ （２－１）対 横浜市立若葉台中
● （１－２）対 横浜市立あざみ野中
○卓球部
【女子個人戦】
・シングルス 出場 小野間日向
○ソフトテニス部
【女子個人戦】
第９位 可知 楓 ・石津緩奈
〃
枝川多映・角田胡音
出 場 飯塚結菜・下村陽愛
【女子団体戦】
第５位 ○ （２－１）対 横浜市立中和田中
○ （２－１）対 厚木市立東名中
● （１－２）対 横浜市立生麦中
○柔道部
【男女個人戦】
・女子 準優勝 細田小雪
第３位 大矢華乃
出 場 重盛瑞希
木村百華
・男子 第 5 位 峰松流真
出 場 寒河江大成 川村健介
荒川聖道 川久保賢志
目黒翔斗 関口一誠 臼井湊人
【男女団体戦】
・女子 ○（３－０）対 横浜市立共進中
●（１－２）対 相模原市立大野北中
・男子 ●（２－３）対 横浜市立領家中

関東大会出場
柔道部女子 細田小雪さんが神奈川県代表
として千葉県船橋アリーナで行われた関東
大会に出場し、果敢に戦ってきました。
国際大会規格の畳と立派な観客席（バスケットボールｂリーグ
千葉ジェッツの試合会場です）で素晴らしい経験をすることが
できました。
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運動部では新チームの試合も始まっている種目もあります。

バドミントン
全日本ジュニア選手権大会神奈川県予選会
【男子】
ダブルス 第３位 外川拓夢・森 祐太
シングルス 第５位
原田悠任

柔道

神奈川県強化練習大会
【男子団体】 準優勝
【女子団体】 決勝トーナメント進出

陸上競技
県総体横須賀地区予選会
（陸上競技は 10 月に県総体が行われます）

女子

１００M
走り幅跳び

6 位 藤井美緒
７位 宮崎美夢
８位 塚原南萌
３位 荒井菜々香

四種競技
４×100MR
低学年リレー ３位 荒井・宮崎・三堀・渡部
男子 ２００M
３位 片山星汰
15 0 0M
６位 大石陸登
3 0 0 0M
４位 夏坂水綺
１１０MH
４位 千葉由伸
５位 岡本悠眞
走り幅跳び
３位 永塚 銀
砲丸投げ
3 位 東大路幸樹
四種競技
6 位 𠮷野嵩大
４×100MR 4 位 都築・片山・川島・柴田
４×100MR
低学年リレー ３位 小山・永井・飯田・千葉

市内生徒会巡回美術作品展
市内の公立中学校の美術作品が巡回
して今、本校で展示されています。
期間は今週いっぱいです。
ご来校の際はご覧ください。

バスケットボール
横須賀市新人スポーツ大会
途中経過 ２回戦（シードチームのため２回戦より）
【女子】○ （４１－２９）対 池上中
【男子】○ （３６－２９）対 常葉中

