
 

 

 

 

 

 

10日(水)に３年生を中心に魅力的な部活動紹介を計画し、自らの企画力・実行力を高め

ることを目的として、生徒会主催で新入生歓迎会が行われました。「さきがけ」によるソー

ラン披露から始まり、上級生からの温かい歓迎の言葉や各部で趣向を凝らした部活動紹介

（パフォーマンス）が準備されました。また、最後は全校生徒で校歌を歌い、小山中生が

一体となった会になりました。新入生は小山中生としての自覚を高めたようです。新入生

も一歩一歩確実に中学生の階段を登っています。新入生は仮入部を経て明日26日(金)から

正式入部となります。 

   

   

学年宿泊行事 

５月中旬から下旬にかけて、各学年の宿泊行事が行われます。現在、学年委員が中心と

なり様々な準備を進めています。この宿泊行事では、仲間との絆を深めたり、職業観、勤

労観を高めたり、日本の伝統や文化に触れたりするなど、明確な「目的とねらい」があり

ます。この宿泊行事を通して、思い出づくりだけではなく、社会で有意な人となるための

力をしっかりと身に付けてほしいと思います。詳細については、５月の学年総会で説明さ

せていただきます。 

１年生 富士山ふれあい教室【国立中央青少年交流の家】 ５月17日(金)～18日(土) 

 ２年生 社会体験学習  【東京オリンピックセンター】 ５月30日(木)～31日(金) 

 ３年生 修学旅行 【ｱｼﾞｰﾙ奈良ｱﾈｯｸｽ・ｱﾊﾟﾎﾃﾙ京都祇園】 ５月29日(水)～31日(金) 
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辞令伝達式 
 生徒会本部役員、専門委員長、学級委員への辞令交付が行われました。新年度のスター

トにふさわしい大きな声での返事はやる気を感じさせました。辞令交付後は全校生徒と互

いに「お願いします」のあいさつを交わし、リーダーをサポートしていく姿勢を表しまし

た。生徒会本部と専門委員長が連携していくだけではなく、全校生徒が生徒会活動や委員

会活動を盛り上げていく原動力となることを期待します。また、学級委員もクラスのこと

はもちろん、学年全体をリードし、学年行事の成功や質の高い学年集団を創り上げていっ

てほしいと思います。 

☆生徒会本部役員･部長 

生徒会長 岩田 大和(3-2) 生徒会副会長 室伏ありす(3-2) 

生徒会副会長 鈴木 渓人(3-2) 生徒会書記 稲  志展(2-1) 

生徒会書記 久保 碧衣(2-1) 男子バスケット部長 村上 隼飛(3-1) 

☆専門委員長 

生活委員長 岩田 心瑠(3-2) 環境委員長 臼井 綾嶺(3-1) 

広報委員長 湯山 真央(3-2) 図書委員長 菅原 結衣(3-1) 

保健委員長 藤  有亜(3-2) 美化委員長 宮﨑 美幸(3-1) 

給食委員長 戸田 健太(3-2) リサイクル委員長 稲  璃岬(3-2) 

☆学級委員 ☆は学年委員長 

クラス 学級委員長 学級副委員長 学級委員 学級委員 

１年１組 ☆小野寺葵大 妹尾 柚果 小野蒼一郎 田村 聖奈 

１年２組 金子 莉未 齊藤 僚太 井上 泰河 岩田あさひ 

２年１組 近藤 夏希 江藤  晨 妹尾 祐聖 岩田  陽 

２年２組 ☆藤曲 勇太 益田 芽衣 室伏 大翔 松本 七海 

２年５組 芹澤  陸    

３年１組 ☆山本 小梅 桑原 隼平 村上 隼飛 田代 結莉 

３年２組 湯山  通 岩田 心愛 塚原 康平 岩田 心瑠 

３年４組 吉川 巧真    

    

 

 

 

 

 

 



意欲的に粘り強く学ぶ生徒 
 本校では、学校経営目標「社会で有意な人となるための基礎となる力を育てる－前に踏

み出す力･考え抜く力･協働して取り組む力－」を掲げ、「意欲的に粘り強く学ぶ生徒」を重

点目標のひとつとしています。授業では、学習課題に対して、４人グループによる協働的

な学びを実践し、生徒一人一人の主体的な活動を展開していきます。また、授業の終末に

は、学習プリントへの記入、学習内容の発表、簡易テストなどの「振り返り活動」を行い、

確かな学力の定着を図っていきます。 

   

   

 

 

 

≪登校前≫ 

■午前６時30分の時点で、小山町に「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「大雪警報」の

どれかが出ている場合 ⇒  自宅待機（自宅で安全を確保する） 

①午前10時まで上記の警報が継続している場合 ⇒ 臨時休校 

②午前10時までに上記の警報が解除された場合 ⇒  午後から登校 

※②で「大雨警報」「洪水警報」のいずれかが継続している場合 ⇒ 臨時休校 

■午前６時30分の時点で「暴風警報」「暴風雪警報」「大雪警報」をともなわない「大雨警

報」「洪水警報」のいずれかが小山町に出ている場合 

⇒ 安全に十分注意して登校 

①保護者が、安全の確保ができないと判断した場合 ⇒ 自宅待機も可 

②台風等の進路予想によって天候の悪化が予想される場合 ⇒ 自宅待機・臨時休校 

※②の場合、学校からメール配信等で連絡します。 

≪登校後≫ 

■小山町に「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」のどれかが出ている場合 

⇒状況を判断して下校とします ①集団下校か保護者への引き渡しかは、状況を判断し、

メール等で連絡します ※安全の確保ができるまでは学校で待機します。 

■小山町に「大雨警報」「大雪警報」「洪水警報」のどれかが出ている場合  

⇒状況を判断して早めの下校とする場合があります ※その場合、学校からメール配信等

で連絡をします。 

自然災害等による警報が出た時の対応について 



 

 

 

 

学力･学習状況調査 

18 日(木)に全国学力･学習状況調査が行われました。全国の中学３年生を対象に行われ

る調査で、国が調査結果から教育成果と課題を分析し、教育施策の改善に結びつけること

を目的としています。今年度は国語、数学、英語（話すこと

を含む）の３教科と生活に関するアンケートを行いました。

学力が生活面や学習状況とどのような関係があるかについ

ても分析します。調査結果を有効活用し、自己の学力の到達

状況を適切に把握するとともに、今後の学習に生かしていっ

てほしいと思います。 

日 曜 給食 行　事　予　定
1 水 天皇即位
2 木 国民の休日
3 金 憲法記念日
4 土 みどりの日
5 日 こどもの日
6 月 振替休日

7 火 〇
あいさつ運動　群青タイム
後援会理事会19:00

8 水 〇
PTA総会　授業参観　学年総会
部活動保護者会
後援会地区委員会19:00

9 木 〇 眼科検診　１年生授業公開
10 金 〇 内科検診　生徒総会　校医相談日
11 土
12 日
13 月 〇
14 火 〇 内科検診　群青タイム　校医相談日
15 水 〇 検尿１次予備
16 木 〇

17 金
2･3年
弁当

富士山ふれあい教室①（１年生）

18 土 富士山ふれあい教室②（１年生）
19 日

20 月
2･3年
弁当

１年生代休
２･３年生放課後学習会

21 火 〇 専門委員会
22 水 〇 群青タイム

23 木 〇
中間テスト　薬学講座（１年生）
中央委員会

24 金 〇 集金日
25 土
26 日
27 月 〇
28 火 弁当 ３時間授業

29 水
1･2年
弁当

修学旅行①（３年生）

30 木
1年
弁当

修学旅行②（３年生）
社会体験学習①（２年生）

31 金
1年
弁当

修学旅行③（３年生）
社会体験学習②（２年生）

５月の行事予定 部活終了 17:30 

完全下校 17:45 

 ゴールデンウィークの生活と部活動に

ついてのプリントが配布されています。

事故のない、計画的で有意義な生活を心

がけてください。部活動の詳細な時間等

については顧問に確認をお願いします。 

 授業参観後に PTA 総会と学年総会を開

催します。今後の生活や学習についてと

学年宿泊行事について詳しく説明があり

ます。また、部活動保護者会も行います

ので、ぜひ多くの保護者の方の御参加を

お願いしたいと思います。 

 成美小、明倫小、足柄小３校の小学校

の先生方が来校し、１年生の授業を参観

します。 

 １年生の学年宿泊行事が行われます。

青少年交流の家でスタンツや野外炊事、

富士山麓トレッキングなどの活動が計画

されています。 

 １学期中間テスト（５教科）が行われ

ます。日々の授業を大切にするとともに、

計画的･継続的な家庭学習を心掛けてほ

しいと思います。 

 ２年生はオリンピックセンターに宿泊

し、東京、横浜で企業見学・専門学校訪

問を行い、職業について理解を深めます。 

３年生は京都･奈良への修学旅行です。

班別研修、タクシー研修などを通して古

都の文化に触れます。 


