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コロナ感染の急拡大とともに 

 本校においても、○年○組や○年○組がそれぞれ登校停止の措置を受けるなど、12 月

に入ってから新型コロナウイルス感染症の急拡大を身近に感じるようになりました。 

学校においては、教室はもちろんのこと、各活動場所での換気に努めるとともに、手

指消毒やマスクの着用、消毒活動、３密の回避など感染拡大防止の基本に立ち返って、

懸命に取り組んでいるところですが、このたびのオミクロン株は、そうした取組を上手

にかいくぐりながら感染を広げているような感じがしています。もしかして、期末テス

トを終えて２学期の終業式までのこの時期をねらって、生徒たちや我々教職員の中にあ

る無自覚な「疲れ」に静かにアタックしてきたかのようです。 

 登校停止となった誰もいない教室から林先生の声が聞こえてきます。がらんとした教

室に林先生がひとりいて、オンラインによる数学の授業を行っていました。 

ＩＣＴを活用した便利な環境にありがたさを感じる一方で、「や

はり対面による授業に勝るものはないよね」と、教室の後ろに掲

示されている体育大会や文化祭の合唱コンクール後の記念のクラ

ス写真の中にある生徒たちの笑顔を見ながら、またみんなが揃っ

てこの教室でにぎやかに生活してくれることを願っていました。 

 8 月 25 日からスタートした 2 学期も終業式を迎えました。体育

大会や文化祭をはじめ、新人戦や各種大会、3 年ぶりの校内マラソン大会や「わくわく

オーケストラ」などで見せてくれた生徒たちの様々な姿に感動することの多い今学期で

した。様々な場面で「養父中パワー」をしっかりと感じることができました。 

 新しい年（令和 5 年、2023 年）を迎えます。生徒たちにとってかけがえのない１年で

す。養父中として、生徒一人一人にしっかりと目を向け、丁寧に支え伸ばしていく指導

に全力で取り組んでいく所存です。そのためにも、保護者の皆様からのご意見やご要望

は欠かせません。力を合わせて子どもたちのために「良い学校」を創っていきたいと思

いますので、引き続きご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

最優秀賞 ○組  

優秀賞 ○組  

優秀賞 ○組  

優秀賞 ○組  

優秀賞 ○組  

優秀賞 ○組  

養父市立養父中学校 学校だより 

須留が峰 令和 4 年度 
Ｎｏ .21 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://yabuboard.ed.jp/yabu-jhs/ 

令和４年 12 月 23 日 発行 

＜オンライン学習＞ 

パティシエ体験授業から 

 毎年度、美術の授業の一環として、３年生がカタシマ様に

ご協力いただきながら、ケーキの企画・デザインに取り組ん

でいます。このたび、審査会があり、右記の６名の作品が入

賞しました。おめでとう！ 

最優秀賞の○○○さんの作品が、本物のケーキとして今後

どのように商品化されるのか、今からとても楽しみです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

< 但馬中学校秋季陸上競技大会 2022.9.21 > 

 

ソフトテニス部 11/12(土) 
但馬中学校１年生のじぎくカップ 
ソフトテニス大会 

○○－○○ペア 優勝 

 12/ 3(土) 
但馬中学校ソフトテニス選抜 
招待大会 

○○－○○ペア 準優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 年生男子 100m (5 位)   1・2 年生女子 100m (1 位)  

3 年生男子 100m (6 位)   1・2 年生女子 走幅跳 (2 位)  

共通男子 200m (4 位)   3 年生女子 走幅跳 (1 位)  

共通男子 4×100mR (4 位)  

 

 共通女子 4×100mR (5 位)  

3 年生男子 走幅跳 (３位)   共通女子 円盤投 (6 位)  

「To Be a Good School」（良い学校をつくろう） 

部活動の大会結果 

＜○○○さんの作品＞ 

文化的活動に関する表彰 

 

この冬休みも、教職員の働き方改革の一

環として、12/28(水)と 1/4(水)の 2 日を教

職員が一斉に年次休暇等を取得する「学校

閉庁日」とします。 

つきましては、この日に本校を利用され

る予定がある場合は、事前にその旨を連絡

願います。また、この日は本校が不在とな

るため、連絡が必要な場合は、養父市教育

委員会教育課まで連絡をお願いします。 

（TEL.664-1627 受付時間 8:30～17:15）  

冬休みの学校閉庁日について 

優秀賞 1年 藤原 茅亜乃

入賞 1年 田村 瞬也

優秀賞 3年 木村 優歩

入選 1年 折杉 みつき

入選 2年 安東 芽里

入選 2年 小倉 ひなの

入選 3年 山内 美結

優秀賞 1年 西村 颯真

優秀賞 2年 宮谷 花音

入選 1年 玉谷 果歩

入選 2年 伊東 凌玖

入選 2年 藤原 明衣

中学生の「税に

ついての作文」

南但地区

租税教育推進

協議会長賞

3年 太田垣 唯菜

第8回養父市学校給

食コンテスト

ダイヤモンド賞 1年 川村 右京

令和４年

　人権啓発作品

 「ポスターの部」

令和４年

　人権啓発作品

 「標語の部」

令和４年度

　防火ポスター

第69回兵庫県吹奏楽コン

クール但馬地区大会
銀賞 吹奏楽部

中学生からの

　　　メッセージ

但馬中学校長

会長賞
2年 𠮷井 水杜

第55回科学する但馬

の子ども作品展
優良賞 1年 髙瀨 柚奈

入選 3年 吉田 幸大

入選 2年 宇都良 美聡

特選 2年 河谷 美宇

入選 2年 石坪 結子

入選 3年 川島 真尋

ＪＡ書道コンクール 努力賞 3年 吉田 幸大

努力賞 2年 小山 いや

努力賞 2年 宇都良 美聡

但馬造形教育展 特選 1年 森山 蒼太

特選 2年 宇都良 美聡

特選 3年 岸　真子

入選 1年 髙森 小春

入選 2年 田中 慈彦

入選 3年 坂本 健太郎

養父市造形教育展 入選 1年 佐藤 美月

入選 2年 濱　結衣

入選 3年 土江 遥大

入選 3年 折杉 ゆきえ

特選 3年 藤原 彩乃

入選 1年 中島 四葉

入選 3年 城下 空良

入選 3年 川島 真尋

入選 3年 田村 千奈

入選 3年 村上 煌太

入選 3年 吉井 翔悟

入選 3年 吉井 優多

兵庫県

幼・小・中造形教育展

第42回兵庫県中学校

総合文化祭書写部門

但馬小中学校読書感想文

コンクール

＜新たな生徒会役員へ＞ ＜美術作品「動物人間」＞ ＜球技大会＞ 


