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文責：校長 201８年 ３月９日（金）№３９

【平成 29 年度若鮎チャレンジサポート事業】
〇 若鮎準大賞
菊池さん、藤井さん、沼端さん、本多さん、菊池さん、
小松さん、須藤さん、江田さん、藤井さん、金澤さん、
八幡さん、塚田さん、窪谷さん、菊池さん、金澤さん
【第 71 回福島県下小・中学校音楽祭(第 3 部創作)】
〇 中学の部Ｂ－２ 金賞 須藤さん
〇 中学の部Ａ―２ 銀賞 菊池さん
【平成 29 年度 第３回英語検定試験】
〇 準２級合格 金澤さん、高信さん
〇 3 級合格 永山さん、本多さん
〇 ４級合格 金川さん、金澤さん、金澤さん、藤井さん、
菊池さん
〇 ５級合格 山中さん、石井さん、薄井さん、菊池さん、
藤田さん、緑川さん

３月２日(金)に平成２９年度若鮎チャレンジサポート
事業表彰式が矢祭町役場で開催され、１５名の本校生徒が
若鮎準大賞を受賞しました。受賞した皆さん、本当におめ
でとうございます。
表彰式では、矢祭町長から受賞者一人一人に賞状が授与
されました。最後に、本校受賞者を代表して、３年生の金
澤さんが「これまで応援してくださった皆様に感謝すると
ともに、今回の受賞を糧にこれからも練習に励んでいきま
す」と受賞のことばをしっかりと述べました。
本受賞を、受賞者はもとより全生徒の励みとし、全校一
体となって生徒の一層の活躍を目指していきたいと思い
ます。

希望者を対象に基礎学力の定着を目的とした１・２学
年放課後学習会を 2 日(金)に実施しました。
生徒からは、
「分かりやすかった」
、
「できるようになっ
た」
、
「もっとやってほしい」といった声が聞かれました。
今年度中は、９日(金)、１６日(金)にも実施します。
次年度も、部活休養日を活用し、放課後の学習支援を計
画していきたいと思います。

来週１３日(火)に、第７１回卒業証書授与式を行
います。当日は、３年生の保護者の皆様はじめ、ご
来賓の皆様も多数参加くださいます。
卒業生の門出を祝す、立派な卒業式が挙行できる
ように、全職員で尽力したいと思います。
１ 日 時 平成３０年３月１３日(火)９：３０～
２ 場 所 矢祭町立矢祭中学校体育館
３ 受 付 場所：体育館正面玄関(保護者)
北校舎職員玄関入口(来賓)
時刻：８：５０～９：１０(保護者)
８：４５～(来賓)
体育館案内時刻：９：２０
４ 駐車場 保護者：校庭、来賓：職員駐車場
〇特 選
菊池竜矢、菊池朱夏、菊池吏紗、
尾亦良心、藤井俊輔、保住優希、
春休みを控え、悩みを抱える生徒の早期発見、早期対
圷千尋、猪亦美紅、神長優花、
応、早期解決を図るために、先週、定期の困りごと調査
下重舞由子、須藤璃子、金澤瀬奈、
菊池幸子、増子采華、松本花月姫、永山ひかり、
と事後の個別相談を実施しました。
茂木菜々美、吉成亜弥佳、鈴木航志郎、鈴木慎一、
なお、１８歳以下の自殺は、長期休業明けの時期に増
菊池奏穂
加する傾向があります。このことを踏まえ、悩みを抱え
〇金 賞
る生徒については、春休み中においても、部活動参加の
神長慶祐、山中隆史、薄井悠、鈴木さやか、塙楓恋、
際に声を掛けたり、保護者への連絡や家庭訪問を行った
本田遥、佐藤丈斗、鈴木大陸、本多成舟、松本虎ノ助、
りすることにより、当該生徒を見守っていきます。
緑川大輝、菊池富子、近内優里、本多菜々美、山﨑麗華、
藤井伶哉、本多悠夢、青砥奈央、石井愛来、佐川舞、
ご家庭でも春休み中のご家庭でのお子様の様子につ
永山菜々子、塚田朱加莉、星彩華、藤井隆則、八幡絢介、
いて見守っていただき、心配等が生じた際には遠慮なく
石井洸子、高澤実杏、高信亜侑美、本多葵、檜山侑那、
学校(担任・養護教諭・教頭等)にご相談ください。生徒
丸山はるか、山田佳澄、金澤依吹、金澤拓海、鈴木敬斗、
の皆さんは下記に直接電話で相談することもできます。
古張慶、熊田真央、本田歩、白坂彩夏、丸山莉奈、
金澤光輝、高信優太、落合憩、金澤里桜、窪谷菜花、
○
24 時間子どもＳＯＳダイヤル 0120－0－78310
宗田映香、古市琉
〇
よりそいホットライン
0120－279－338
〇銀 賞
大森聖斗、後藤来夢、齋藤元汰、鈴木祐生、鈴木隆太、
〇
こころの健康相談統一ダイヤル 0570－064－556
髙澤有良、寺島響樹、沼端健希、芳賀聖弥、湯座翔葵、
石井優佳、白坂悠夏、高橋美乃里、菊池聖真、鈴木琢仁、
鈴木雄大、蓮見一成、藤田一希、古市空大、本田彩粋、

今週、６日（水）に茨城県立一般入試、８日（木）
・
９日（金）の両日に福島県立Ⅱ期選抜入試がありました。
本校生徒は皆、それぞれの志望校で無事、受験するこ
とができました。
なお、両県とも来週１４日（水）
に入試結果の発表が行われます。
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のタイトルは何なのか。それは、時間
の大切さです。時間には限りがありま
す。３年生にとっての身近な時間上の
先週の金曜日、今
ポイントはⅡ期選抜や卒業式。
１・２
年度最後の「手のひ
年生にとっては中体連大会がこの先
らの会」の皆様によ
の代表的な目標になると思います。
３
る朝の読み聞かせ
年生はⅡ期試験を迎えた時、
また卒業
がありました。生徒
した時、１・２年生は中体連に臨む際
は皆、毎週金曜日の
に、もっと時間があればよかったのに
読み聞かせの時間
などと後悔しないようにしてくださ
をとても楽しみにしています。
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本校では、教職員の資質・能力を高め、授業改善をは
じめとして教育活動全体を一層充実させるために、校内
外での教職員研修を推進しています。
２月２７日(火)には、校長と千葉先生が、郡山市立郡
山第三中学校を訪問し、２年生の道徳の授業と郡山市立
橘小学校の６年生と郡山三中の２年生が合同で行った
特別活動の授業を参観してきました。また、授業参観後
に行われた郡山三中校内研修会にも参加し、文部科学省
教科調査官、安倍恭子先生の新学習指導要領に向けた特
別活動の実践に関する講演も聴講してきました。
来年４月から実施される道徳の教科化や矢祭小中学
校の連携推進に当たって、大変参考になる有意義な研修
でした。

電車の席を独占する学
生、それを乱暴な言葉づか
いで咎める中年男性、傍観
する乗客。その場面を、
ロールプレーイングで演
じ、それぞれの立場の改善
点を個、グループ、全体で
考え、議論する授業。

○ 学級づくりを基盤に、どの生徒も安心して伸び伸
びと演じたり、話し合ったりしていました。
○ 授業の過程を図示する等の授業のユニバーサル
デザイン化が工夫され、どの生徒も見通しをもち
安心して授業に取り組むことができていました。
○ ロールプレーイングによる疑似体験を通して考
え議論し、多面的に価値を追求していました。

中学生の進行により「よ
りよい中学校生活」につい
て、小６と中２で構成され
た班で話し合いました。
小学生は進学後の希望
をもつことができ、中学生
は先輩としての自覚をも
つことができました。
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・第７１回卒業証書授与式

・福島県立高校Ⅱ期発表
・茨城県立一般選抜発表
○ ・新清掃区域割り当て
自╱朝 ・福島県立高校Ⅲ期出願(～１６日)
○ ・茨城県立２次募集出願(～１６日)
○ ・夕方の街頭指導(五十嵐・野川)
自╱朝 ・週番引継ぎ（３班⇒４班）
○ ・ノー部活ディ ※月・火部活中止のため１６：３０まで可
△ ・生徒会本部放課後活動(新入生歓迎会企画)
自╱朝
○

