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先週の金曜日に実施した中間テストの解答用紙が返却
され、各教科で事後指導を行いました。全校朝会校長講
話でも、出来なかった問題を見直し、確実にできるよう
にすることで、学習内容を確実に身につけることの大切
さにつていて話をしました。
テスト結果を振り返り、教師は授業改善や個別指導に
生かし、生徒はできなかった問題のやり直しを行うこと
により、着実に学力向上を図っていきます。

各学年では、今年度最初の中間テストを、生徒が学習
習慣を確実に身につける機会にしたいと考え、事前指導
を行ってきました。特に、テスト計画表や生活ノート『ラ
イフ』
、自主学習ノートを活用して、家庭での学習習慣を
確立することができるように指導を行っていきました。
来週には答案用紙が返却されますが、テスト結果を振
り返り、学習内容を再度確かめるために、家庭での自主
学習に計画的に取組むように指導していきます。
ご家庭でも、計画表や『ライフ』
、自主学習ノートを見
今週、３学年は、キャリア
ていただき、お子様のがんばりを誉めてあげてください。
教育の一環として、総合的な
学習の時間に進路学習を行い
ました。入試に関する情報を
総合的に判断し、自分の適性
を踏まえながら、主体的に進
を踏まえながら、主体的に進路について考える態度や力を
路について考える態度や力を
育成することをねらいとしています。
育成することをねらいとして
進路指導主事の千葉先生の話に真剣に耳を傾ける生徒
います。
の姿から、受験に向けての意識が高まっていることが伝
進路指導主事の千葉大樹先
わってきました。
生の話に真剣に耳を傾ける生
徒の姿から、受験に向けての
意識が高まっていることが伝
３０日(水)に棚倉消防署
わってきました。
矢祭分署の隊員の皆様を講
師に迎え、２学年心肺蘇生
法講習会を実施しました。
全員が、救命講習マネキ
ンを用いた実地訓練によ
り、心臓マッサージや人工
呼吸、ＡＥＤによる心肺蘇
呼吸、ＡＥＤによる心肺蘇生法を習得することができま
生法を習得することができ
した。隊員の皆様には、お忙しい中、丁寧にご指導くだ
ました。隊員の皆様には、
さり、ありがとうございました。
お忙しい中、丁寧にご指導
なお、本校には、保健室と体育館入口にＡＥＤが設置
くださり、ありがとうござ
してあります。
いました。
なお、本校には、迅速か
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１年１組の数学は「乗法と除法の混じった計算方法」
について学習しました。宮澤先生と大髙先生の２名で授
業を行いました。
宮澤先生と大髙先生が、分からない所を一緒に考えな
がら、生徒一人一人に対して丁寧に指導を行いました。
校長室掃除の１年生に、どの教科が好きか聞いたとこ
ろ、４人中２名が、迷わず「数学！」と答えました。日
ごろのきめ細かな指導の成果で、数学好きの生徒が増え
てきたようです。
今後、数学科では、よりきめ細かな指導を行うために、
各学年でクラスを習熟度別に分けて授業を行います。

３年生に進級してあっという間に
２ヶ月が過ぎようとしています。この
２ヶ月間私は、どんな思いで学校生活
２ヶ月間私は、どんな思いで学校生活を送ってきたのだろ
を送ってきたのだろう。私はみなさん
う。
私はみなさんに３年生に進級してからの自分の心情の
に３年生に進級してからの自分の心
変化と、これからの自分についてお話したいと思います。
情の変化と、これからの自分について
４月、私は３年生という自覚がまだありませんでした。
お話したいと思います。
こんな自分でいいのかと、
ずっと思っていました。そんな
自分を変えたのが、オーストラリア修学旅行です。
初めて
４月、私は３年生という自覚がまだ
行くオーストラリアは、文化、言語、食事、すべてが私に
ありませんでした。こんな自分でいい
とって新鮮なものでした。
帰りの飛行機の中で、この修学
のかな。ずっと思っていました。そん
旅行で学んだ、
「どんなことにもチャレンジすること」を
な自分を変えたのが、オーストラリア
今後の目標にしました。
修学旅行です。初めて行くオーストラ
今までの自分は、自分ができないと思ったことは、
途中
リアは、文化、言語、食事、すべてが
であきらめていました。でも、これから迎える受験や、ピ
私にとって新鮮なものでした。帰りの
アノ連弾などでは、あきらめたら悔いを残してしまうと思
飛行機の中で、この修学旅行で学んだ
うし、何よりもったいないと思います。毎日をただ時間の
、
「どんなことにもチャレンジするこ
流れにそってだらだらと過ごすのではなく、
毎日、何か自
と」を今後の目標にしました。
分が成長できるように、
あと少しの中学校生活の日々を大
今までの自分は、自分ができないと
切にしていきたいです。
思ったことは、途中であきらめていま
した。でも、これから迎える受験や、
ピアノ連弾などでは、あきらめたら悔
今週の全校朝会で、生
いを残してしまうと思うし、何よりも
徒会本部役員が青少年赤
ったいないと思います。毎日をただ時
十字社の「白い羽根シー
間の流れにそってだらだらと過ごす
ル運動」への募金を呼び
のではなく、毎日、何か自分が成長で
かけました。
きるように、あと少しの中学校生活の
募金は、日本赤十字社
を通して災害を受けた国
日々を大切にしていきたいです。
を通して災害を受けた国内外への援助や校内の環境美
内外への援助や校内の環
化の費用として活用されます。
境美化の費用として活用
されます。

サッカー部は、去年の７月に、西郷第二中と浅川
中と合同チームになってから、10 カ月がたち、合
同チームとしてのチームワークが深まってきたと
ころです。
ころです。僕たちは、
良い所を伸ばして、悪い所はみんなで改善
してきました。僕たちは、良い所を伸ばして、悪い所はみんなで
改善してきました。
今まで、学校での練習や、合同
今まで、学校での練習や、
合同練習などの練習の成果を十分に
練習などの練習の成果を十分に発揮し、
悔いの残ら
発揮し、悔いの残らない試合になるように、
チーム全員で頑張っ
ない試合になるように、チーム全員で頑張ってきま
てきます。応援よろしくお願いします。
す。応援よろしくお願いします。

男子ソフトテニス部は、中体連の大会に向け、
練習に取り組んできました。ボレー練習やスト
ロークの練習をし、基本をきちんと身に着け、練
習試合などで動き方を覚えました。３年生は最後の試合になる
習試合などで動き方を覚えました。3 年生は最後
ので、悔いの残らないようにがんばります。
の試合になるので、悔いの残らないようにがんば
ります。

私たちは、大会などで足を動かせずに、しっか
りした球が返せなかったり、簡単に打たれてしま
うサーブでポイントが取れなかったりしてしまい
ました。その反省から、フットワークやサーブ練
ました。その反省から、フットワークやサーブ練をメニューに
をメニューに多く取り入れました。フットワーク
多く取り入れました。フットワークでは、足を動かし、どんな
では、足を動かし、どんなところに球が来てもしっ
ところに球が来てもしっかり攻撃できるように練習しました。
かり攻撃できるように練習しました。サーブ練で
サーブ練では、自分たちが一人一人、工夫したサーブをたくさ
は、自分たちが一人一人工夫したサーブをたくさ
ん練習しました。
ん練習しました。
今回の中体連総合大会では、団体戦も個人戦も一人一人ベス
今回の中体連では、団体戦も個人戦も一人一人
トを尽くし、１点でも多く自分たちで点を取り、勝利をつかみ
ベストを尽くし、１点でも多く自分たちで点を取
たいと思います。これまで練習してきたことをすべて発揮した
り、勝利をつかみたいと思います。これまで練習
いと思います。３年生はこれで最後の中体連の大会なので、悔
してきたことをすべて発揮したいと思います。３
いの残らないように頑張りたいです。
年生はこれで最後の中体連なので、悔いの残らな
いように頑張りたいです。

県南大会では、昨シーズンの終わりから積み重
ねてきた練習の成果を発揮できるようにしたいと
思います。また、県大会、東北大会とつながるよ
うな泳ぎをしたいと思います。水泳は個人戦です
うな泳ぎをしたいと思います。
水泳は個人戦ですが、練習はチー
が、練習はチーム全員で声を掛け合いながら行う
私たち、
女子ソフトテニス部はこれまで中体連の ム全員で声を掛け合いながら行うので、大会当日もしっかり応
ので、大会当日もしっかり応援していきたいです。
そして、これまで、支えてくださった方々
大会に向けて個人個人の苦手な所を克服できるよ 援していきたいです。
そして、これまで、支えてくださった方々への感
うに、
自分たちで知恵を出し合いながら練習をして への感謝の気持ちを大切にして、大会に臨みたいと思います。
謝の気持ちを大切にして、大会に臨みたいと思い
きました。
また、チームで立てた目標を達成できる
きました。また、
チームで立てた目標を達成できるように残り少
ます。
ように残り少ない練習を大切に、
そして一球一球を
ない練習を大切に、そして一球一球を大切に頑張ってきました。
大切にがんばってきました。
個人戦では、
ペアで決めた目標が達成できるように、団体戦で
個人戦では、
ペアで決めた目標が達成できるよう
はチーム一丸となって勝利を目指して戦ってきます。
応援よろし
今年度、特設剣道部ができました。部長の私を
に、
団体戦ではチーム一丸となって勝利を目指して
くお願いします。
含め、６名の部員です。町の剣道連盟の人に教え
戦ってきます。応援よろしくお願いします。
てもらい、一生懸命に練習しています。
中体連は個人戦に参加します。中体連に向けた練習では、素
中体連は個人戦に参加します。中体連に向けた
振りや応用に力を入れてがんばりました。中体連では、上位入
練習では、素振りや応用に力を入れてがんばりま
私たちバレーボール部は、
「１勝でも多く勝ち、 賞を果たし、県大会に行けるようにがんばりたいです。また、
した。中体連では、上位入賞を果たし、県大会に
２日目に行く！」という目標でここまで練習に取 自分が部長なので、部員をしっかりまとめ、矢祭中学校代表と
行けるようにがんばりたいです。また、自分が部
り組んできました。
して勝っても負けても最後までしっかりとした態度で大会に臨
長なので、部員をしっかりまとめ、山地理中学校
そして、中体連では、まだ１度も勝ったことの
代表として勝っても負けても最後までしっかり
そして、中体連の大会では、
まだ１度も勝ったことのないチー みたいと思います。
ないチームと戦ってきます。
その時に、
「絶対諦め
ムと戦ってきます。その時に、
「絶対諦めない」
、
「最後まで粘り
とした態度で大会に臨みたいと思います。
【校門前バス停昇降時の事故防止】
ない」
、
「最後まで粘り強く」
、
「感謝の気持ちを忘
強く」
、
「感謝の気持ちを忘れない」
、この３つを守り、私たちに
○ 校門から外は町道なので、通行マナーやバス停周りでの
れない」
、この３つを守り、私たちにできるすべて
できるすべてのことを発揮して戦ってきたいと思います。
安全について、学級で重ねて指導を行っています。
のことを発揮して戦ってきたいと思います。
また、
悔いの残らない試合をするのは、
難しいと思うのですが、 【送迎時の校門前町道・校地内での交通事故】
また、悔いの残らない試合をするのは、難しい
私たちらしいプレーをしてきたいと思います。
○ 送迎時には、すぐに停車できる十分な減速と安全確認を
と思うのですが、私たちらしいプレーをしてきた
お願いします。特に朝は余裕をもった送迎をお願いします。
いと思います。

来
私たちバスケ部は、中体連の大会に向けてどん
なに辛い練習でも、チームのみんなと声を掛け合
いながら頑張ってきました。外部コーチも私たち
の為にお忙しい中、
日々の練習に来て指導してくださいました。
のために、お忙しい中、日々の練習に来て指導し
練習でやったことがプレーに出せず怒られることもありまし
てくださいました。練習でやったことがプレーに
たが、私たちの課題を見つけ出し、教えてくださった方やいつ
出せず怒られることもありましたが、私たちの課
も支えてくれる保護者への感謝の気持ちを忘れず、最後まで部
題を見つけ出し、教えてくださった方やいつも支
長として責任をしっかり果たし、悔いのないプレーをしたいと
えてくれる保護者への感謝の気持ちを忘れず、最
思います。 後まで部長として責任をしっかり果たし、悔いの
ないプレーをしたいと思います。
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□全校朝会・全校朝会生徒発表

□県南中体連総合大会１日目
□部活動ごとに１～３校時学習
※部活がない生徒は１１：４５下校
〇 ※部活がある生徒は弁当持参
□県南中体連総合大会２日目
□部活動ごとに１～３校時学習
※部活がない生徒は１１：４５下校
○ ※部活がある生徒は弁当持参
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７日
（木）

朝 自╱朝
給食
○
部活
○

８日
（金）

朝 自╱朝 □読み聞かせ(１・２年)
給食 ○
□生徒会専門委員会②・中央委員会②
部活 ×

９日（土）
１０日（日）

□週番引継ぎ(２班⇒３班)
□県南中体連総合大会予備日

