
 

 

 

 

 

 

 

 第４ステージ全校集会  校長 山田  直 

効果的な学習方法は、入力（インプット）よりも出力（アウトプット）が重要で、情報

は何度も入れ込む（見る・聞く）よりも何度も使う（考える・判断する・表現する）ことで

長期間安定して保存できるということは前回の集会で話したと思います。 

 「考える」とは、知識をつなぎ合わせることです。知識とは、①これまでに学んで身に

付けたこと、②教科書や資料から読み取ったこと、③グラフや表、写真などから読み取っ

たこと、④実験結果から分かったこと、⑤他の人の発言から分かったことです。しかし、

単純に知識を詰め込む時代は終わったと言われています。社会は「狩猟社会」→「農耕社

会」→「工業社会」→「情報社会」と移り変わり、これからの時代はSociety5.0「超スマー

ト社会：サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステム」へと進化していき

ます。文部科学省は、Society5.0に向け、ＡＩ等を使いこなしていくためには、「文章や情

報を正確に読み解き対話する力」「科学的に思考･吟味し活用する力」「価値を見つけ出す感

性と力」「好奇心･探究力」を身に付ける人材育成が重要であると言っています。 

 授業でも先生方が出す学習課題が以前と変わっているなと感じませんか。小山中学校の

先生方が出す学習課題は、まさに文章や情報を正確に読む解く力が必要となっています。

文章を読むのが嫌い、苦手ではこれからの時代には対応できなくなっていきます。そのた

めに、小山中学校では、４人組を中心とした「考える授業（知識をつなぎ合わせる授業）」

を推進しています。４人組での学び方は、４人が一緒に話し合ってもよし、３人が一緒に

話し合い、１人が単独で考えてもよし、２人ずつに分かれて話し合ったり考えたりしても

よし、４人とも個人で学んでもよし･･･と決まりはありません。考えるためには様々な手段

があり、４人組の学習は考える（知識をつなぐ）ための一つの手段です。 

 学びの充実や効果的な学習は出力（アウトプット）がフル活用される授業にあります。

Society5.0超スマート社会に対応できる力を身に付けるには、知識を詰め込むよりも考え

る（知識をつなぐ）力を養っていくことです。 
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先生方が４人組での様々なパターンでの話し合い活動を見せてくれました。生徒は校

長先生の話に耳を傾け、自分事として捉えていました。 



第４ステージ（10/7～12/25）「深める」 
 ２学期も後半に入りました。第４ステージは「深める」です。今まで積み上げてきたも
のをさらに掘り下げ、深め、自身の力を蓄える時期です。特に、授業や家庭学習、読書に
ついては力を入れていきたいものです。授業アンケートを分析すると、文章を読み取って
考え抜くことを敬遠している生徒が多いのが事実です。予測困難な時代を生き抜くために
現在求められている力は、答えを出すことよりも答えを出すために試行錯誤して考え（思
考）、決め（判断）、伝える（表現）ことが重要とされています。是非、自分自身を深め
られるよう、粘り強く学習に取り組んでほしいと思います。 
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第２ステージ
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第３ステージ 
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第４ステージ 
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 19日（土）に中体連東部地区駅伝競走大会が裾野運動公園周回コースで行われ、男子チ

ームが第17位（参加28チーム）、女子チームが第23位（参加25チーム）となり、県大会出場

は逃しましたが、存分に力を発揮しました。一人一人の力強く一生懸命走る姿は見ている

人を感動させました。駅伝部員は苦しい練習にも弱音を吐くことなく、毎朝、そして部活

動終了後も毎日走り続け、力を付けてきました。きっとこの努力が自身の力となって表れ

る時が来ると思います。小山町周回駅伝に向けてさらに頑張ってほしいと思います。 

当日は多くの保護者の方に御声援をいただき、ありがとうございました。また、練習時

の送迎などにも御協力いただき、感謝申し上げます。 

女子 選手（クラス） 記録 

１区 3.15Km 髙橋  愛(1-1) 11分08秒 

２区 2.08km 岩田 姫奈(2-1) 8分13秒 

３区 2.08km 深澤 西香(2-2) 8分30秒 

４区 2.08km 西山 楓香(3-1) 9分14秒 

５区 3.05km 荒生 結菜(3-1) 12分55秒 

男子 選手（クラス） 記録 

１区 3.15km 岩田 大和(3-2) 10分04秒 

２区 3.05km 妹尾 祐聖(2-1) 10分13秒 

３区 3.05km 戸田 健太(3-2) 10分23秒 

４区 3.05km 藤曲 勇太(2-2) 10分37秒 

５区 3.05km 塚原 康平(3-2) 11分04秒 

６区 3.05km 池谷 奏人(2-1) 10分14秒 

     



辞令伝達式 
後期の生徒会本部役員、専門委員長、学級委員、部長への辞令交付が行われました。後

期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。これから２年生

が学校の中核として、小山中生徒会や部活動をリードしていく立場になります。不安はあ

るかもしれませんが、本部役員、専門委員長、部長の皆さんが自信を持って「やってみよ

う」の精神で積極的に取り組んでほしいと願っています。 

☆生徒会本部役員 

生徒会長 藤曲 勇太(2-2) 生徒会副会長 小野 基翔(2-2) 

生徒会副会長 岩田 怜果(2-1) 生徒会書記 小野寺葵大(1-1) 

生徒会書記 髙橋 美月(1-1)   

☆専門委員長 

生活委員長 妹尾 祐聖(2-1) 環境委員長 久保 碧衣(2-1) 

広報委員長 大谷 慧音(2-2) 図書委員長 鈴木 健生(2-2) 

保健委員長 田村  光(2-2) 美化委員長 池谷 文亨(2-2) 

給食委員長 勝間田麗流(2-2) リサイクル委員長 岩田 剣弥(2-1) 

☆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 ☆稲  磨歩 小野蒼一郎 髙橋  尊 髙橋  愛 

１年２組 井上 泰河 岩田あさひ 齋藤 僚太 加藤 杏梨 

２年１組 岩田 姫奈 稲  志展 妹尾 祐聖 近藤 夏希 

２年２組 ☆渡邉愛優美 石川 琢真 林  幹人 深澤 西香 

２年５組  芹澤  陸   

３年１組 横山 勇太 岩田 柚耶 村上 隼飛 後藤 楓和 

３年２組 ☆岩田 心瑠 鈴木 渓人 大庭 千枝 芹澤 功太 

３年４組 吉川 巧真    

☆部活動部長 

野球部長 石川 琢真(2-2) 男子テニス部長 鈴木 健生(2-2) 

サッカー部長 谷口瑠稀哉(2-1) 女子テニス部長 岩田  陽(2-1) 

男子バスケット部長 大谷 慧音(2-2) 剣道部長 橋本 和樹(2-2) 

女子バスケット部長 岩田 姫奈(2-1) 吹奏楽部長 鈴村 悠真(2-2) 

女子バレー部長 渡辺 ゆら(2-2) 文化部長 木村 夢奈(2-1) 

男子卓球部長 稲  志展(2-1)   

   



 

 

 

 

 

日 曜 給食 行　事　予　定
1 金 弁当 あいさつ運動　芸術鑑賞会
2 土
3 日
4 月 文化の日
5 火 〇 群青タイム
6 水 〇
7 木 〇
8 金 〇 全校集会　学校保健委員会
9 土
10 日 中体連県駅伝大会（エコパ）
11 月 〇
12 火 〇

13 水 弁当 三世代の主張大会（２年生）
14 木 〇
15 金 〇 読み聞かせ　放課後学習会
16 土
17 日
18 月 〇 期末テスト①
19 火 〇 期末テスト②　群青タイム
20 水 〇
21 木 〇
22 金 〇
23 土 勤労感謝の日
24 日
25 月 〇 集金日
26 火 〇 群青タイム　PTA役員会　学校評議員会
27 水 〇
28 木 〇 群青タイム　進路説明会（３年生）
29 金 〇 県学力診断調査（３年生）
30 土

11月の行事予定 
11月25日～ 

部活終了 16:15 

完全下校 16:30 

～11月22日 

部活終了 16:30 

完全下校 16:45 

受賞おめでとうございます！ 

◇駿東地区読書感想文コンクール 佳作 大庭 千枝さん(3-2) 滝口 晴香さん(3-2) 

◇小山町ふるさと金太郎博士 金賞認定 稲  志展さん(2-1) 久保 碧衣さん(2-1) 

                         銀賞認定 相原 涼夏さん(1-2) 夕田 未空さん(1-2) 

◇駿東地区理科研究･工夫創作展  入選 杉山 結愛さん(1-1) 村上 颯也さん(1-1) 

金子 莉未さん(1-2) 岩田あさひさん(1-2)  

                   鈴木 瑛太さん(1-2) 深澤 西香さん(2-2) 

                   石井 柊也さん(2-1) 岩田 姫奈さん(2-1) 

                   林  幹人さん(2-2) 鈴村 悠真さん(2-2)

小見山蒼大さん(2-1) 山﨑 弘続さん(3-2) 

◇小山町理科研究･工夫創作展   入選 藤曲 勇太さん(2-2) 稲  志展さん(2-1) 

                   岩田 華歩さん(1-2) 岩田 珠愛さん(1-1) 

  

 総合文化会館で町内３中学校の生徒が

集まり、14:00 から芸術鑑賞会を開催し

ます。劇団「うりんこ」による「夜明け

の落語」を鑑賞します。 

 １･２年生を対象に学校保健委員会を

行います。「新しいコミュニケーションを

考えよう」と題して、SNS 使用時の意識

を高め、ネットコミュニケーションリテ

ラシー（知識・能力）を高めていきます。 

 三世代の主張大会が総合文化会館で行

われます。小山中代表として、稲志展さ

ん(2-1)と深澤西香さん(2-2)が自らの想

いを発表します。 

 ３年生の進路説明会を行います。受験

手続の詳細をお伝えするとともに、元県

立御殿場高等学校副校長の秋津先生を講

師に迎え、受験に向けての心構えについ

て講話をしていただきます。多くの保護

者の皆様の参加をお願いします。 


