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文責：校長

４月１４日(土)に本年度 2 回実施する土曜授業の第 1
回目を実施しました。
土曜授業は、授業時数の確保により生徒が余裕をもっ
て充実した学習活動を行えるようにするとともに、保護
者や地域の方に授業を参観していただく機会としていま
す。第２回目は、１１月１７日(土)に実施します。
今回の授業参観は、全学級とも担任による道徳の授業
を行いました。生徒は皆、お家の方が参観する中、緊張
しながらも、それぞれのテーマについて班や学級全体で
一所懸命に話合いました。
本校では、話合いによって、様々なものの見方に触れ
ながら、道徳的な価値について一人一人が自らの考えを
深めていくことができる道徳の授業を目指しています。

４月６日(金)、平成３０年度入学式を挙行しました。
1 の2
1 の1
男子２９名、女子１９名、計４８名の新入生が、中学校
生活への大きな期待を胸に、矢祭中生としての一歩を踏
み出しました。
新入生を代表して誓いの言葉を述べた森本将太さんを
はじめ、新入生全員が大変立派な態度で式に臨むことが
できました。
２の 1
２の２
新入生、保護者の皆様の期待に応え、新入生が一日も
早く中学校生活になれ、伸び伸びと学習や部活動などに
取り組むことができるように、教職員全員でしっかりと
取組んでいきます。
３の 1

若杉学級

ＰＴＡ総会

３の２

若鮎学級

保護者の皆様には、ＰＴＡ
総会、学年懇談会にご出席い
ただきありがとうございまし
た。今年度も、保護者の皆様
と本校教職員がしっかりと手
を取り合って、子どもたちを
育てていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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今年度、２学年の数学
は大髙先生(２の２担任)
と渡邊先生(矢祭小学校
教員、算数・数学コア
ティーチャー)が担当し
ます。
今週、２学年の数学は
多項式の計算の仕方を学
多項式の計算の仕方を学習しました。写真は２年２組の
習しました。写真は、２
授業の様子です。授業では大髙先生と渡邊先生がペアで
年２組の授業の様子で
授業を行いました。２人の教師による指導の利点を生か
す。授業では、大髙先生
し、生徒個々の様子をよく見て、理解度に応じながら丁
と渡邊先生がペアで授業
寧に指導を行いました。生徒も、互いに教え合うなどし
を行いました。二人の教
て、意欲的に課題に取り組むことができました。
師による指導の利点を生
なお、５月２５日の中間テスト終了後に、昨年度に引
かし、生徒一人一人の様
き続き、
生徒の習熟度に応じてクラスを２クラスに分け、
子をよく見て、理解度に
よりきめ細かな指導を行います。
応じながら丁寧に指導を
行いました。
生徒も、互いに教え合
矢祭小学校の渡邊先生が、
数学科の学力
うなどして、意欲的に課
向上を図るコアティーチャーとして、
本校
題に取り組んでいまし
た。
の数学の授業を担当します。
なお、５月２５日の中
２年生の数学を担当します。
矢祭小学校に来る前は、
間テスト後に、生徒の習
内川小学校に勤務していました。
熟度に応じ、クラスを２
中学校は初めてですが、算数と同じように楽しく学
クラスに分けた少人数指
習していきたいです。
導を、昨年度に引き続き
行う予定です 担当するわ９日（月）の対面式に続き、
生徒会が意欲的に活動を開始しました。１
０日（火）には、早速、第１回生徒会専門
３学年は来週２３日
委員会・中央委員会を開催しました。
(月)～２７日(金)の日程
各専門委員会では、委員長を中心に今学
でオーストラリアへの修
期の目標や活動内容について話し合いま
学旅行を実施します。
した。続いて行われた、生徒会役員と各専
１９日(木)には、古張町
門委員長からなる中央委員会では、各専門
長を表敬訪問し、修学旅
委員会の取組みについての意見交換等を
行実行委員長の増子さん
通して、学校生活をより良くするために何
が、
訪問し、出発にあたっ
が出発にあたっての御礼と挨拶をしました。
ができるかについて話し合いました。
今年
ての御礼と挨拶をしまし
古張町長からは、
「旅行中の安全、健康に十分に気を
度も生徒会の充実した活動が期待できま
た。
付け、実り多いオーストラリア海外修学旅行にしてくだ
す。
古張町長からは、
「世界
さい」との餞別のお言葉をいただきました。
を目で見、手に触れて、
国際人としての力を育て
１７日(火)、３学年を対象とした全
てください」との餞別の
国学力・学習状況調査(国語、数学、
お言葉をいただきまし
理科、質問紙)が実施されました。
た。
本校では、テスト後直ぐに自校採点
と分析を行い、いち早く分かりやすい
授業づくりに生かしていきます。

ｎｙ

僕は、今年３年生になり目標ができまし
た。その目標について話したいと思います。
僕の目標は、勉強をがんばることです。
僕の目標は、勉強をがんばることです。
この目標を立て
この目標を立てた理由は、来年３月に受験
た理由は、来年３月に受験があるからです。
があるからです。
特にがんばろうと思っているのは、国語、数学、英語、
特にがんばろうと思っているのは、国語、
理科、社会の５教科です。なぜ、この５教科を選んだかと
数学、英語、理科、社会の５教科です。な
いうと、受験では、５教科が試験の対象となる教科だから
ぜ、この５教科を選んだかというと、受験
です。
では、５教科が試験の対象となる教科だか
５教科の勉強法は、ワークをしっかりやることや、自主
らです。
学習で、受験に向けた学習をすることです。
５教科の勉強法は、ワークをしっかりや
僕は、勉強が苦手なので、この目標をクリアするには、
ることや、樹種学習で、受験に向けた学習
少し苦戦すると思います。
しかし、自分で決めた目標なの
をすることです。
で、最後まであきらめずにやり遂げようと思います。
僕は、勉強が苦手なので、この目標をク
勉強で分からない所があれば、
先生や知り合いの人達に
リアするには、少し苦戦すると思います。
教えてもらおうと思います。
しかし、自分で決めた目標なので、最後ま
６月には、中体連があるので、その日までは、部活動で
であきらめずにやり遂げようと思います。
いそがしくなるので、
目標達成に向けた取り組みを本格的
勉強で分からない所があれば、先生や知
に行うのは、中体連が終わってからになると思います。
り合いの人達に教えてもらおうと思います
この目標を立てた時、僕の中には、様々な感情が表れ、
。
どうしようと思っていました。しかし、もう、そんなこと
６月には、中体連があるので、その日ま
は言っていられないと自分の中で思い、
今の自分にできる
では、部活動でいそがしくなるので、目標
ことをやり、前に進もうと、自分に言い聞かせました。
達成に向けた取り組みを本格的に行うのは
これから、今まで以上に辛い日があると思いますが、
怖
、中体連が終わってからになると思います。
がって、その場に留まっていれば、何も変わりません。目
この目標を立てた時、僕の中には、様々
標にたどり着くために、勇気を持って、
ちょっとでも変え
な感情が表れ、どうしようと思っていまし
られるようにがんばっていきます。
た。しかし、もう、そんなことは言ってい
られないと自分の中で思い、今の自分にで
きることをやり、前に進もうと、自分に言
い聞かせました。
これから、今まで以上に辛い日があると
僕は、３月１０日、土曜日に、白河市天
思いますが、怖がって、その場に留まって
狗山グランドで行われた、県南サッカーリ
いれば、何も変わりません。目標にたどり
ーグに参加し、白河中央中と対戦しました。
グに参加し、白河中央中と対戦しました。その時、学ん
着くために、勇気を持って、ちょっとでも
その時、学んだことをお話します。
だことをお話します。
変えられるようにがんばっていきます。
その日は、前の日に雨が降り、グランド
その日は、前の日に雨が降り、グランドが湿っていて、
が湿っていて、走りづらい状況でした。
走りづらい状況でした。
試合が始まりました。初めは、互角でし
試合が始まりました。初めは、互角でしたが、少しのミ
たが、少しのミスで失点してしまいました。
スで失点してしまいました。そして、どちらも攻め、２対
そして、どちらも攻め、２対２の同点で、
２の同点で、残り５分というところで、
僕たちは攻めまし
残り５分というところで、僕たちは攻めま
たが、ゴール付近でボールを取られてしまい、
点数を決め
したが、ゴール付近でボールを取られてし
られ、負けてしまいました。
まい、点数を決められ、負けてしまいまし
その試合の後の練習からは責め重点に練習しています。
た。
ダブルポストやセンターリングなどの責めの練習をして
その試合の後の練習からはイ責め重点に
います。センターリングは、１人目がゴールに蹴り、２人
練習しています。ダブルポストやセンター
目が、そのボールに合わせるという練習です。
この 2 つの
リングなどの責めの練習をしています。セ
練習は前回の試合の最後の
5 分にできなかったことを、で
ンターリングは、１人目がゴールに蹴り、
きるようにする練習なので、
しっかり練習に取組み、でき
２人目が、そのボールに合わせるという練
るようにしたいです。
習です。この 2 つの練習は前回の試合の最
僕が、敗北から学んだことは、
最後の最後まであきらめ
後の 5 分にできなかったことを、できるよ
ない集中力と、戦術を磨くことです。
うにする練習なので、しっかり練習に取組
次の試合からは、
この敗北から学んだことを十分に生か
み、できるようにしたいです。
して、一勝でも多く勝ちたいと思います。
僕が、敗北から学んだことは、最後の最
後まであきらめない集中力と、戦術を磨く
ことです。

文化部

陸上部

１年生を対象とした部活動体験期間を経て、１８日
(水)に部活動編成を行いました。
まず、各部ごとに集まり、顧問や部長が活動内容等
について確認をしました。また、部員全員で話合い、
今年度の部活動の目標を決めました。各部とも目標の
実現に向け、いよいよ部活動が本格的に始まります。
部活動(運動部、文化部、特設部)に真剣に取組むこと
により、生徒たちは、精神面、体力面、チームワーク
等の社会性などにおいて大きく成長します。
《部活動終了時間》
○
4 月：１８：００
○ ５～９月：１８：３０
《祝休日の部活動時間》
○ 午前
８：００～１２：００
○ 午後 １２：００～１６：００
《部活動休養日(ノー部活ディ)》
○ 原則として土日のどちらかを休養日
とする。土日に活動した時は翌日の月曜
日を休養日とする。
○ 金曜日を休養日(ノー部活ディ)とし、
原則的に部活動なしの日とする。

１３日（金）
、棚倉消防署矢祭分
署の署長様、署員の方を講師に招
き、地震と地震に伴う火災を想定し
た避難訓練を実施しました。
生徒たちは、避難の方法や消火器
による初期消火の方法について実
践的に学ぶことができました。
来 週 の 主 な 行 事 予 定
２３日
（月）

朝
給食
部活

２４日
（火）
２５日
（水）
２６日
（木）

２７日
（金）

自╱朝 □海外修学旅行１日目

(１３：３０集合・１４：００出発式・１５：００出発)
〇 □部活動１７：００まで
〇

朝 自╱朝
□海外修学旅行２日目
給食 〇
□部活動１７：００まで
部活 〇
朝 自╱朝
□海外修学旅行３日目
給食 ○
□部活動１７：００まで
部活 ○
修学旅行のしおり
朝 自╱朝 □海外修学旅行４日目
給食 × □１年学習旅行(ひたち海浜公園８：３０発)
部活 × □２年学習旅行(会津若松方面７：１０発)
朝 自╱朝 □海外修学旅行５日目
(１１：００学校着・１１：２０帰校式・１２：００解散)
給食 〇 □部活動休養日
□１年生１４：４５完全下校
部活 × □２年生１５：４５完全下校

２８日（土）
２９日（日） 昭和の日

