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平成２ ９ 年 9 月 12 日（火）

「地域に愛される人になろう」「夢に向かってチャレンジする人になろう」「網高を大切する人になろう」

いよいよ２ 学期がスタートしました！ ！
～ 残暑に負けず、２ 学期を大切に過ごしましょう ～
長かった夏休みもようやく終わり、２学期がスタートしました。健康そうな皆さんの笑顔に接し、先生た
ち全員が、ホッと胸をなで下ろしています。心配していた大きな事故もなく、元気に登校してくれているこ
とが何より嬉しいことです。先生や仲間・友人と元気に再会できたことを喜び、益々その絆（きずな）を深
めてもらいたいと思います。３年生は、卒業式まであと半年となりました。高校生活最後の体育大会では、
「クラスの団結」
、
「先生・仲間・友達との信頼関係」を築きつつ、大切な進路を決めるために、先生・仲間・
友人・保護者と共に、いくつもの「二人三脚」で前進してくれるものと期待しています。２年生は、沖縄修
学旅行があります。沖縄の自然・文化・伝統・歴史などを体感して満喫してほしいと願っています。クラス
の仲間や先生との親睦、地元の方々との交流などは、修学旅行の思い出を彩ることでしょう。１年生は、よ
うやく網高生としての自覚を築くために、２・３年生の先輩の姿を必死で追いかけて、多くのものを学んで
ほしいと思います。
夏休み中は、多くの生徒が、校内外で頑張っていました。補習や面談、部活動の練習や大会・コンクール
など、酷暑の中でそれぞれ奮闘しました。この夏の頑張りの成果は、少し先に結果となって出てくると思い
ます。もうしばらく我慢して続けてほしいと思います。この夏にロンドンで行われた世界陸上で、男子５０
キロ競歩で日本選手が銀・銅メダルを獲得しました。競歩という競技は陸上種目の中で最も過酷な競技だと
言われているそうです（その歴史もとても古いそうです。オリンピアンだと時速１３～１４キロのスピード
で歩くそうです）
。厳しいルール（前脚は接地の瞬間から地面と垂直になるまで伸ばすこと、常にどちらか
の足が地面に接していることの２点が競歩の主なルール）の中で、ひたすら歩き続けるという競歩に強く惹
かれるものがありました。
「日々の練習は、どんなものなんだろう。」「歩いているときは何を考えているん
だろう。
」
「こんな長い距離を長い時間歩けるのはなぜだろう。」など興味深くて、疑問が次々と湧いてきま
す。やっぱりなんでもそうですが、
「ある事をひたむきに続ける」ことは、非凡な能力・才能なんだなとつ
くづく思いました。
まだまだ暑い日々が続きます。食事や睡眠をしっかりとって体調を壊さないよう十分に注意しましょう。
自転車通学にも注意が必要です。９月から始まった学校生活を、焦らずにゆったりスタートさせるのも悪く
ないですよ。
【９月下旬～１０月上旬までの行事】
９月

１０月

１３日（水）
１６日（土）
２０日（水）
２１日（木）
２２日（金）
２６日（火）
２８日（木）
７日（土）
１１日（水）
１４日（土）

体育大会前健康相談
３年進研マーク模試（～９／１７）
体育大会予行
体育大会
体育大会予備日
PTA 職員合同通学指導（～９／２７）
西オーストラリア交換留学生受入（～１０／３）
１年進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・保護者説明会
修学旅行前健康相談
３年進研記述模試（～１０／１５）、１年進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・保護者説明会

西オーストラリア研修

部活動

野球部

夏休み中の活動
練習および練習試合

毎日活動（週に 1 日休みあり）

バスケットボール（男子）
バスケットボール（女子）
卓球
バレー

暑い中、毎日練習に取り組んだ。他校との練
習試合を通して、実践的な練習も行った。
ほぼ毎日練習しました。また合同練習会にも
積極的に参加し、他校生とも試合をした。

・通常練習
月曜～土曜（7:30～11:00）

陸上

運
動

サッカー

・練習、試合
・姫路フェスティバル(124 チーム)参加
(8/1・2・3 は会場校として活動)
秋の新人戦に向けた練習を行いました。

ソフトテニス（男子）

部
ソフトテニス（女子）
剣道
ソフトボール

バドミントン（男子）

日々練習
3 年元部員は学外稽古に適宜参加しました。

平日の通常練習に加え、8/5、8/26 他校との
合同練習
基本練習やパターン練習を中心に毎日 4 時間
練習し、他校との練習試合も実施。8 月 9 日、
10 日合宿を行い、新チームの結束と西播大会
に向けての実践的な練習を行った。50 名いる
部員は、ほぼ休むことなく活動し、肉体的・
精神的に成長した夏休みとなった。

バドミントン（女子）

水泳

朝日中学校のプールをお借りして、通常練習
を行いました。

放送メディア

・夏季リーダ研修会参加
・デジタル処理講習会参加

茶華道

補習後、自主練習

ESS

特になし
7 月には 3 年生卒部パーティとしてワンプレ
ートを作りました。献立は、ハンバーグ、野
菜サラダ、ライス、ゼリーでした。8 月のオ
ープンハイスクールでは来校された中学
生・保護者・中学の先生方に“みたらし団子”
を作って試食していただきました。
通常練習を行いました。

家庭

文
吹奏楽

化
音楽

部

美術

8/24 に「三年生引退式」を無事に終えました。
オープンハイスクール 2 日間とも沢山の中学
生が見学＆体験に来てくれました。補習のあ
る日も補習後に、3 月の定演、X’mas コンサ
ートに向けて毎日練習頑張りました。
①高文連 美術・工芸部門西播支部リーダ研
修会に参加（プロのイラストレータによるワ
ークショップで商品パッケージを作った。他
校生に交じって活動し、お互いの作品につい
て意見交換をした。姫路美術館学芸員の方か
ら仕事内容や美術館についての講演を聞き、
美術展鑑賞も行った）
②「食育絵手紙」コンクール（兵庫県主催）
に応募
③オープンハイスクールで展示活動

成績・成果
平成 29 年度秋季西播地区大会
2 回戦
網干 ０－１０姫路工
敗者復活２回戦 網干 ２－ ３ 琴丘
西播新人大会
1 回戦 網干６６－５８飾磨
2 回戦 網干７９－７１相生産業
3 回戦 網干５４－８０姫路南
3 回戦 敗退
西播新人戦では、新チームとなって初めての公式戦
で勝利を収めることができた。姫路市民大会におい
ても初戦で勝利することができた。
夏季西播新人卓球大会
女子個人 2 部 優勝 穐田(2 年)
兵庫県ジュニア卓球大会
男子個人 4 回戦敗退 渡邉(2 年)
・試合等への出場はなし
（部員数不足のため）
第 69 回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大
会西播地区予選会 男子 400m 1 位 大林(2 年) 男子
800m 1 位 西口(2 年) 女子三段跳 1 位漆間(1 年)
第 70 回姫路市民体育大会陸上競技の部 男子高校一
般 400m 第 1 位 大林(2 年)
・高円宮杯 U-18 サッカーリーグ 2017
兵庫県西播リーグ
７勝３敗１分
５位
・近畿高等学校ソフトテニス選手権大会 団体戦
ベスト 16
・全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技
個人戦 4 回戦進出
・姫路市民大会
個人戦 準優勝 団体戦 優勝
・第 25 回小針杯 団体戦 準優勝
・市民大会（8/9）個人戦
庄・片山ぺア ベスト 16
3 段・・・3 名
2 段・・・1 名
初段・・・2 名
8/27 西播夏季リーグ戦(D リーグ)於：賢明女子学院
網干・佐用５－１２賢明・姫西
姫路市民大会（7/28・29・31、8/1）
（1 部）ダブルス
3 回戦進出[2 ペア]、シングルス 3 回戦進出[5 名] （2
部）ダブルス 3 回戦進出、シングルスベスト８[1 名、
1 ペア]
西播地区大会個人戦（8/21～24）ダブルス ベスト
64(4 ペア)、シングルス ベスト 64(4 人)、ベスト
32(1 人)
姫路市民大会（7/28・29・31、8/1）
（1 部）ダブルス
2 回戦進出[3 ペア]、シングルス 2 回戦進出[3 名] （2
部）ダブルス 3 回戦進出(2 ペア)、シングルスベスト
16[1 名]
西播地区大会個人戦（8/21～24）ダブルス ベスト
64(1 ペア)、シングルス
第 68 回西播高等学校選手権水泳競技大会 男子 50m
背泳ぎ 第 1 位 谷口(3 年)、
男子 100m 背泳ぎ 第 2 位 谷口(3 年)、女子 50m 平泳
ぎ 第 3 位 山口(2 年)
・オープンハイスクール学校紹介ビデオ制作
・オープンハイスクール全体会司会進行
・県内、各地区での撮影旅行
特になし
特になし
“みたらし団子”を試食したみなさんに「おいしか
った」という言葉をかけていただき、暑い中でがん
ばった甲斐がありました。

第 64 回兵庫県吹奏楽コンクール西播地区大会
学校Ａ部門 金賞
特になし

特になし

高等

