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文責：校長 201８年１２月 ２１日（金）№３２

本日、２学期終業式を行いました。今学期も保護者の皆様、
地域の皆様からご協力をいただき、充実した教育活動を行う
ことができました。紙面にて皆様に御礼申し上げます。
校長式辞では、どんなに小さな事であっても、２学期の頑
張りが、今後の成長や目標の実現につながっていくと話しま
した。２学期終業に当たって、学習、自主学習、部活動、係
活動、各種コンクール出品、各種検定など、これまでの自分
の頑張りを、生徒一人一人が振り返ってほしいと思います。
どんな些細なことでも、自分の努力の結果を振り返ること
で、自信や明日への力が湧いてきます。
生徒の皆さんは、小さな積み重ねが大きな力になるという
ことを信じて、充実した冬休みを過ごしてください。また、
平成最後の年、良い年を迎えてほしいと願っています。

【第６２回ＪＡ共済福島県小・中学校書道コンクール】
〇 奨励賞 神長さん
【ふくしまデザインコンテスト】
〇 ネイルデザイン部門入選
下重さん
【計算力コンテスト】
（下重さんの作品）
〇 満点合格
大越さん、金澤さん、金澤さん、緑川さん、緑川さん
佐川さん、髙信さん、戸部さん、藤井さん
緑川さん、菊池さん、鈴木さん、鈴木さん、永山さん
鈴木さん、鈴木さん、沼端さん、藤井さん、菊池さん
菊池さん、高橋さん、金川さん、鈴木さん、藤井さん
本多さん、青砥さん、圷さん、石井さん、猪亦さん
神長さん、下重さん、須藤さん、永山さん、星さん
菊池さん、永山さん、藤井さん、本田さん、我妻さん
金澤さん、金澤さん、菊池さん、菊池さん、高信さん
檜山さん、本多さん、丸山さん
〇 合格（８０点以上）
石井さん、星さん、鈴木さん、本多さん、増子さん
大越さん、齊藤さん、齋藤さん、宗田さん、森本さん
本田さん、片野さん、菊池さん、塚田さん、深谷さん
湯座さん、尾亦さん、菊池さん、寺島さん、山中さん
石井さん、菊池さん、近内さん、本田さん、山﨑さん
神長さん、本多さん、薄井さん、金沢さん、鈴木さん
保住さん、本多さん、石井さん、鈴木さん、藤田さん
佐川さん、塚田さん、藤田さん、金澤さん、石井さん
佐藤さん、高澤さん、山田さん

今週、若鮎学級１学年は家庭科の授業（邊見先生）で蒸し
パンを作りました。お店で売ってもよいくらい、ふっくらと
とても上手にできました。
若鮎学級の皆さんは、２学期大変お世話になりましたとの
言葉を添えて、職員室の先生方にも差し入れてくれました。
とてもおいしい蒸しパン、ごちそうさまでした。

２０日（木）に生
徒会本部役員引継ぎ
式を行いました。現
生徒会長の藤井さん
から、これまでの生
徒会の伝統を引き継
ぎ、さらに発展させ
てくださいと励まし
激励の言葉ありまし
の言葉がありました。新生徒会長の薄井さんは、
「当たり前
た。新生徒会長の薄
の五ヶ条」を受け継ぎ、皆で学校生活をより良くしていきま
井悠さんは、
「当たり
すと、抱負をしっかりと述べてくれました。
前の五ヶ条」をしっ
新旧役員の皆さんの姿を見て、本校生徒会のよき伝統が確
かりと受け継ぎ、生
かに受け継がれたと確信しました。
徒会が中心となって
学校生活をより良く
していきますと、抱
負をしっかりと述べ
ました。新旧役員の
ＳＮＳを介した事件・事故が多く発生し
皆さんの姿を見て、
ています。冬休み前、
本校生徒会のよき伝 「ちょっと待って！
スマホ時代のキミたちへ」(文部科学省)、
統が確かに受け継が
「あとがこわいスマホの６か条」等で重ね
れたことがわかりま
て指導しました。本日、
「ちょっと待って
した。
！～」
（右写真）を改めて配付しました。
ご家庭での指導もお願いいたします。

《あ》会わないで！(しらない人と)
《と》撮らないで！(自分の裸を)
《が》画像を送らないで！
《こ》個人情報を載せないで！
《わ》悪口を書き込まないで！
《い》いじめないで！(ネットを使って)
交通事故防止

わいせつ・越えかけ被害防止
火災事故防止
〇 交差点や横断歩道を渡る際に左右の安全を確認する。
〇 飛び出しは絶対にしない。
〇 山野井のカーブ等、国道通行時には十分注意する。
〇 自転車乗車時はヘルメットを着用する。
〇 家庭で部活終了時間と下校時間の確認をする。
〇 日没後は人通りの多い道を複数で下校する。
〇 不審者を見たら、警察・学校にすぐ通報する。

僕の２学期を振り返ると、いろいろな
行事がありました。
まず、並木丘祭です。初めての文化祭
で不安もありましたが、学級旗制作や実
行委員などみんなが協力し合って、当日
行委員などみんなが協力し合って、当日は、総合学習発表
は、総合学習発表や合唱などの発表を頑
や合唱などの発表を頑張りました。僕は、学級旗係でした。
張りました。僕は、学級旗係でした。最
最初の方は少しふざけてしまい、あまり制作が進みません
初の方は少しふざけてしまい、あまり制
でした。今思うと、後悔があります。でも、だんだんみん
作が進みませんでした。今思うと、後悔
なの真剣な雰囲気になり、僕もしっかりと作業をすること
があります。でも、だんだんみんなの真
ができました。この係を通して学んだことは、悔いの残る
剣な雰囲気に、僕もしっかりと作業をす
ような行動をしないことと、何事にもまじめに取り組むこ
ることができました。この係を通して学
とで、物事が楽しく感じられるということです。
んだことは、悔いの残るような行動をし
次に、塙工業高校へ体験学習に行ったことです。機械科
ないことと、何事にもまじめに取り組む
と電子科に分かれて貴重な体験をしました。物づくりの大
ことで、物事が楽しく感じられるという
変さや、出来上がった時の楽しさなどを体験することがで
ことです。
きました。また、進路について、詳しく考えるようになり
次に、塙工業高校へ体験学習に行った
ました。よい機会だったと思います。
ことです。機械科と電子科に分かれて貴
僕は、２学期の学級委員になりました。初めての学級委
重な体験をしました。物つくりの大変さ
員だったので、いろいろ分からないことがあったけど、１
や、出来上がった時の楽しさなどを体験
学期の学級委員からアドバイスをもらったり、２組の学級
することができました。また、進路につ
委員とサポートしあいながら、みんなをまとめたりするこ
とができました。 いて、詳しく考えるようになりました。
よい機会だったと思います。
冬休みでは、けじめをつけ、３学期に向けて、今までの
僕は、２学期の学級委員になりました。
経験を生かして、計画的に復習に力を入れたいと思います。
初めての学級委員だったので、いろいろ
そして、３学期始業式に、しっかりとしたスタートが切れ
分からないことがあったけど、１学期の
るように頑張っていきたいと思います。
学級委員からアドバイスをもらったり、
２組の学級委員とサポートしあいながら
、みんなをまとめたりすることができま
した。
私は、２学期を学習面、生活面、部活動
冬休みでは、けじめをつけ、３学期に
の３つから振り返りました。
向けて、今までの経験を生かして、計画
一つ目は、学習面です。私は数学と理科
的に復習に力を入れたいと思います。そ
が苦手で、テストが近づいてくるとやる気
して、３学期始業式に、しっかりとした
をなくしてしまい、自分の好きな教科を中
をなくしてしまい、
自分の好きな教科を中心に勉強してしま
スタートが切れるように頑張っていきた
心に勉強してしまいました。そのため、テ
いました。そのため、テストでは、自分の思うような結果は
いと思います。
ストでは、自分の思うような結果はでませ
でませんでした。ですから、これからは、好きな教科だけで
んでした。ですから、これからは、好きな
なく、苦手な教科を勉強し、苦手分野の克服をしていきたい
教科だけでなく、苦手な教科を勉強し、苦
と思います。
手分野の克服をしていきたいと思います。
二つ目は、生活面についてです。私のクラスは、とても元
二つ目は、生活面についてです。私のク
気で、毎日笑顔であふれています。２学期の行事にあった、
ラスは、とても元気で、毎日笑顔であふれ
並木丘杯や並木丘祭の時には、
男子と女子がぶつかったりし
ています。２学期の行事にあった、並木丘
てしまうこともありましたが、本番に近づくにつれて、皆の
杯や並木丘祭の時には、男子と女子がぶつ
心が一つになりました。私は、ケンカをしてしまった時、ど
かったりしてしまうこともありましたが、
うすることもできなくなってしまい、
先生に相談した時もあ
りましたが、２年本番に近づくにつれて、皆の心が一つにな
1 組の皆と色々な行事や生活をしていくな
りました。私は、ケンカをしてしまった時
かで、たくさんの思い出を作ることができてうれしかったで
、どうすることもできなくなってしまい、
す。３学期もみんなと協力して生活していきたいです。
先生に相談した時もありましたが、２年 1
三つ目は、部活動です。バレー部は８人で毎日大きな声を
組の皆と色々な行事や生活をしていくな
出して練習に取り組んでいます。
チーム練習などをやった時
かで、たくさんの思い出を作ることができ
には、上手にいかなくて暗くなってしまうこともありました
てうれしかったです。３学期もみんなと協
が、そんな時は、皆で励まし合い練習しました。来年は、最
力して生活していきたいです。
後の中体連があります。そこでは、悔いの残らないプレーが
三つ目は、部活動です。バレー部は８人
できるように、限られた時間の中で練習していきたいです。
で毎日大きな声を出して練習に取り組ん
そして、来年は私たちが最上級生になるので、下級生のお手
でいます。チーム練習などをやった時には
本になれるようにしたいです。
、上手にいかなくて暗くなってしまうこと
もありましたが、そんな時は、皆で励まし
合い練習しました。来年は、最後の中体連
１９日、２学年を対象に歯
があります。そこでは、悔いの残らないプ
と口の健康講座を実施しまし
レーができるように、限られた時間の中で
練習していきたいです。そして、来年は私
た。歯科衛生士の講師の先生の
たちが最上級生になるので、１・２年生の
指導の下、自分の歯に合ったブ
お手本になれるようにしたいです。
ラッシングの実践、染め出し等
を行いました。

私にとって２学期の時間は、充実した学
校生活を送れたので、あっという間に過ぎ
ていきました。私には２学期の反省が３つ
あります。
一つ目は学習面です。２学期がスタート
一つ目は学習面です。２学期がスタートした時には、まだ
した時には、まだ受験生という実感があり
受験生という実感がありませんでした。そのため、勉強が思
ませんでした。そのため、勉強が思うよう
うように進みませんでした。しかし、自分の志願したい高校
に進みませんでした。しかし、自分の志願
が決まった時に、真剣に勉強しなくてはならないと思い始め
したい高校が決った時に、真剣に勉強しな
ました。そこで私は、家庭学習に取り組む時間を決め、集中
くてはならないと思い始めました。そこで
することができる静かな環境で学習することを決めました。
私は、家庭学習に取り組む時間を決め、
集
苦手な教科を優先に勉強し、
わからないところがあれば友だ
中することができる静かな環境で学習す
ちや先生に聞いて、苦手を一つでも無くそうと努めました。
ることを決めました。苦手な教科を優先に
その結果、２学期の中間テストや期末テストなどで良い点数
勉強し、
わからないところがあれば、友だ
をとることができました。
これからも集中して取り組んでい
ちや先生に聞いて、苦手を一つでも無くそ
きたいです。
うと努めました。その結果、２学期の中間
二つ目は、生活面です。私は、２学期の学級委員になりま
テストや期末テストなどで良い点数をと
した。以前、学級委員を経験したことがあったのであまり不
ることができました。これからも集中して
安はありませんでした。そのため、学級での話し合い、席替
取り組んでいきたいです。
えがある時は、スムーズに行うことができたと思います。私
二つ目は、生活面です。
私は、２学期の
たちのクラスはとても賑やかで、
先生に注意されることもあ
学級委員になりました。以前、学級委員を
ります。しかし、そんな３年２組が、私はとても好きです。
経験したことがあったのであまり不安は
日々起きた出来事は、私のよい思い出になっています。この
ありませんでした。そのため、学級での話
メンバーと別れるのは、正直、寂しいですが、最後は、笑っ
し合い、席替えがある時は、スムーズに行
て卒業できるように生活していきたいです。
うことができたと思います。私たちのクラ
最後に進路です。私は、受験に向けて、放課後の面接練習
スはとても賑やかで、先生に注意されるこ
や学習会に参加しています。面接練習では、多くの先生方か
ともあります。しかし、反省をしっかりと
そんな３年２組が
らたくさんのアドバイスをもらいました。
、私はとても好きです。日々起きた出来事
行い、受験に生かしていきたいです。学習会では、学力向上
は、私のよい思い出になっています。この
のため、集中して学習します。苦手な教科を一つでも多く克
メンバーと別れるのは、正直寂しいですが
服し、得意な教科はさらに学力を高めることができるように
、最後は、笑って卒業できるように生活し
がんばっていきたいです。
ていきたいです。
最後に進路です。私は、受験に向けて、
放課後の面接練習や学習会に参加してい
ます。面接練習では、多くの先生方からた
くさんのアドバイスをもらいました。反省
をしっかりと行い、受験に生かしていきた
１７（月）に生活安全委員会
いです。学習会では、
学力向上のため、集
の生徒が、ＰＭ４ライトオン運
中して学習します。苦手な教科を一つでも
動を行いました。
矢祭町町長様、
多く克服し、
得意な教科はさらに学力を高
警察の皆様、交通安全協議会の
めることができるようにがんばっていき
皆様と共に、学校前の１１８号
たいです。
線で交通事故防止のためにドラ
イバーに早めのヘッドライト点
灯を呼びかけました。
灯を呼びかけました。
降雪、凍結等、道路状況が悪
冬休み前、学級、学年、学校全体でも冬期間の交通安全
指導を重ねて行いました。 くなる冬期間は、ドライバー
来 週 の 主も歩行者も普段以上に交通事
な 行 事 予 定
故防止の心がけが必要です。
７日
冬休み前、学級、学年、学校
学年始休業日
（月）
全体で冬期間の交通安全指導
朝 朝読 □３学期始業式
８日
を重ねて行いました。
給食 〇 □生徒下校１４：３５
（火）
９日
（水）
１０日
（木）
１１日
（金）

部活 × □職員会議・教育課程編成会議 １５：００～
朝 朝読 □月の授業
給食 〇 □３学年第６回実力テスト
部活 〇 □生徒会専門委員会
朝 朝読
□スペリングコンテスト(６校時)
給食 〇
□週番引継ぎ(２班⇒３班)
部活 〇
朝 朝読 □職員打合せ
□読み聞かせ３年、若杉、若鮎
給食 〇
□生徒下校１４：３５
部活 × □生徒指導協議会・現職協議会 １４：５０～

１２日（土）
１３日（日）

〇成人式 １０：００～ ユーパル矢祭
〇第３０回白河卓球協会長杯中学生大会 白河中央体育館

