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今週の５日（火）
、６日（水）に県南中体連総合体育大
会が開催され、各会場で熱戦が繰り広げられました。
本校は、男子ソフトテニス部が団体戦で３位入賞を果た
し県大会への出場権を得ました。同じく、男子ソフトテニ
ス個人戦でも金川さんと菊池さんのペアがベスト８入り
を果たし、県大会出場を決めました。
女子バレーボール部、女子バスケットボール部、サッカ
ー部、女子卓球部、女子ソフトテニス部もそれぞれ団体戦
や個人戦でベストを尽くし善戦しました。しかし、残念な
がら入賞と県大会出場はかないませんでした。
今年度設立した特設剣道部も、
３年男子の鈴木さんが１
勝をあげるなど、全員が日頃の練習の成果を発揮し、今後
の活躍が期待できる大会となりました。

【福島県中学校体育大会県南総合体育大会 ６/５・６/６】
○ ソフトテニス競技 男子団体３位（県大会出場）
金川さん、菊池さん、本田さん、本田さん
神長さん、尾亦さん、菊池さん、鈴木さん
○ ソフトテニス競技 男子個人
金川・菊池ペア ベスト８（県大会出場）
【第７１回福島県総合体育大会スポーツ少年団体育大会県南予選会６/３】
○ ソフトテニス競技５位 金川さん・菊池さんペア
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【女子バスケットボール部】 鈴木 さん
【男女ソフトテニス部】
菊池 さん
鈴木さんと菊池さんは、
外部コーチとして日頃から大変熱
心に部活動を指導してくださっています。
おかげさまで部活
動がとても充実し、
生徒は今大会その成果を発揮することが
できました。本当にありがとうございます。
〇 女子バレーボール部 予
選リーグ対矢吹中戦勝利、他
試合敗戦 予選リーグ敗退
〇 女子バスケットボール部
トーナメント１回戦敗退
〇 サッカー部 トーナメン
ト１回戦対石川中戦勝利、２
回戦対白河中央中戦ＰＫ戦
で敗退
〇 女子卓球部 予選リーグ
対白河中央戦勝利、
表郷中線
対白河中央戦勝利、表郷中戦敗退
決勝トーナメント
敗退
決勝トーナメント進
進出決定リーグ敗退
個人戦シングル・ダブルス敗退
個人戦
〇出決定リーグ敗退
男子ソフトテニス部
団体３位（県大会出場）
、個人
シングル・ダブルス敗退
戦ベスト８(県大会出場) 金川朋哉・菊池大洋ペア
〇
団
〇 男子ソフトテニス部
女子ソフトテニス部 トーナメント１回戦敗退、個
体３位（県大会出場）
、個人
人戦ベスト１６菊池紗耶・片野亜紀ペア
金
○戦ベスト８(県大会出場)
特設剣道部 男子個人戦に４名、女子個人戦に１名
川朋哉・菊池大洋ペア
出場。３年男子の鈴木さんが１回戦に勝利
〇 女子ソフトテニス部 ト
ーナメント１回戦敗、個人戦

並木丘コース

久慈川コース

僕は、５月１７日に行われた県南陸上大
会に参加し、１５００ｍに出場しました。
大会前の練習は、ケガで１週間できなく
大会前の練習は、ケガで１週間できなくなり、不安で
なり、とても不安でいっぱいでした。です
いっぱいでした。ですが僕は、大会前の１日１日を大切に
が僕は、大会前の１日１日を大切にして、
して、その時にいつも、僕は、自分に負けないという気持
その時にいつも、僕は、自分に負けないと
ちで練習をやっていました。
いう気持ちで練習をやっていました。
そして大会当日、
僕はとても緊張していました。１５０
そして大会当日、僕はとても緊張してい
０ｍの招集時間の１時間前になり、
僕はアップを始めまし
ました。ｍ１５００ｍの招集時間の１時間
た。この日は、とても調子が良く、
グランドの状態も良かっ
前になり、僕はアップを始めました。この
たです。アップが終わり、招集場所に行くと、緊張と不安
日は、とても調子が良く、グランドの状態
が一気にこみ上げてきました。
僕は、ビリになったらどう
も良かったです。アップが終わり、招集場
しようと、とても弱気でしたが、
今までしっかり練習して
所に行くと、緊張と不安が一気にこみ上げ
きたことをやれば大丈夫だろうと、
弱気になるのをやめて
てきました。僕は、ビリになったらどうし
強気になると、緊張はほぐれ、不安もなくなりました。そ
ようと、とても弱気でしたが、今までしっ
して、グランドに入り、トラックのレーンに入りました。
かり練習してきたことをやれば大丈夫だ
そして、ピストルが鳴り、僕は前の選手についていき、
ろうと、弱気になるのをやめて強気になる
抜ける時に抜こうとしていました。
その後の走りで３位に
と、
緊張はほぐれ、不安もなくなりました。
なることができ、
自己ベストを出すことができました。
そ
そして、グランドに入り、トラックのレー
して、県大会出場も決めることができました
ンに入りました。 どんなことがあっても、
僕が、この大会で学んだことは、
そして、ピストルが鳴り、僕は前の選手
自分に負けないことと、
最後まであきらめないということ
についていき、
抜ける時に抜こうとしてい
です。このことを踏まえて、
県大会でまた自己ベストを出
ました。
その結果、
せるようにがんばりたいです。 ３位になることができ、
自己ベストを出すことができました。そし
て、県大会出場も決めることができました
僕が、この大会で学んだことは、どんな
生徒個人の持ち物や貴重品、学校の備品の管理を徹底
ことがあっても、自分に負けないことと、
するために、これまで鍵のなかった体育館のバレー部と
最後まであきらめないということです。こ
バスケットボール部の部室に鍵を設置しました。
のことを踏まえて、県大会でまた自己ベス
なお、学校では、必要のない金銭や私物、貴重品を学校
トを出せるようにがんばりたいです。

１学期も後半を迎え、授業が進むにつれて、数学科に対
する苦手意識を持つ生徒が増え、学力差が大きくなる傾向
があります。
中間テストを終え、生徒一人一人の学習状況が明らかに
なるこの時期を捉え、数学科ではクラスを２学級に分け
て、よりきめ細かな学習指導を行います。
山登りに例えれば、目指す頂上（授業で身に付ける学習
内容）は同じでも、体力や登山技術（知識や技能）に応じ
て、登りやすい登山ルート（習熟度別クラス）を選択する
ことにより、安全かつ確実に登頂すること、これがねらい
となります。
来週１１日（月）から全学年で実施しますが、昨日、一
足先に２年１組で習熟度別少人数授業が始まりました。
に持ってこないよう指導しています。
授業では、発展コースを大髙先生と教育支援員の小松先
生、基礎コースを渡邊先生が受け持ち、
「連立方程式」の
授業を行いました。各コース１１名の少人数編成で、教師
が一人一人の理解度を確かめながら、個別に指導を行うな
過日、文書でお知らせしました通り、１０日（日）の午
どして、連立方程式の解き方をていねいに指導しました。 前６時から午前７時まで、ＰＴＡ親子奉仕作業を行いま
授業後、生徒からは「よく分かった」
、
「できるようになっ す。保護者の皆様には、ご協力よろしくお願いします。
た」等の感想を聞くことができました。
なお、雨天・荒天の場合は中止となります。中止の連絡
は、当日の朝、５時半までに、一斉メールで配信します。
来

１ 対 象 全学年
２ 目 的 習熟度に応じた少人数クラス別指導により、
基礎学力の定着と活用力を育成する。
３ コース内容
【並木丘コース】…基礎、基本の内容の定着を図る。
【久慈川コース】…応用、発展的な内容を学習する。
４ コース編成
・ テスト結果等と本人の希望をもとにコースを編成し
ます。
・ クラスの人数に偏りがないように、人数の調整をす
る場合があります。
・ 単元ごとにコース編成を行います。
５ コース担当
・ 専門性を生かせるように、単元により担当教
師を交代します。
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□全校朝会・全校朝会生徒発表
□水泳授業開始
□朝食調べ（～１５日）
□カウンセラー・スクールソーシャルワーカー来校
□カウンセラーによる道徳の授業
（３校時：１の１、５校時：１の２）
□二者面談 □ＰＴＡ教養部（１９：００木工室）
□部活動終了時間１７：３０
□３学年思春期講座（５校時）
□２学年キャリア教育（ﾊﾛｰﾜｰｸ職員授業３・４校時）
□二者面談 □部活動終了時間１７：３０
□二者面談
□部活動終了時間１７：３０

朝 自╱朝 □読み聞かせ(３年・若杉学級・若鮎学級)
給食 ○ □二者面談
部活 × □週番引継ぎ（３班⇒４班）
□部活動なし ※期末テスト前
□郡ＰＴＡ常任委員会・校長合同会 １２：３０塙中
□部活動なし ※期末テスト前
□ソフトテニスジュニア審判講習会（白河国体記念体育館）

