
 

 

 

 

 

 

 

校長  櫻井 雅彦 

私の手元に、ある研修会で配付された５枚のカードがあります。

それには、右に示すように日常生活でよく使われる人の特性を表

す言葉が書かれています。この研修会では、これらのカードを自

分が言われたくない言葉の順に並べ、周りの人と比べました。す

ると、面白いことが分かりました。どの言葉も相手を否定する内

容では無いと思いますが、人によって言われたくない言葉が違う

のです。「個性的だね」と言われて喜ぶ人もいれば、「私は普通じ

ゃないの」と不安になる人もいます。 

このカードの裏側には、LINEな

どのSNSを利用する時に嫌だなと

思うことが、左に示すように、５種類書いてあります。こ

れも、自分が嫌だと思う順に並べて、周りの人と比べます。

表のカードと同じように、その順番は人それぞれです。 

どちらの場合も、相手と直接対面していれば、相手のし

ぐさや表情で相手の思いを感じ取り、こちらの思いを正し

く伝えるために言葉を加えることができます。しかし、SNS

のように相手が見えない場合はどうでしょう。自分が伝え

たいことが正しく伝わっていないかもしれません。 

これらがSNSの怖いところです。他にも、自分では本当は

そう思っていないのに、「そうだね」や「私も」など、つい

つい相手の意見に同調するような返信をしてしまったりします。また、仲間外れにされた

くないから、周りの人より少しオーバーな内容を書き加えたりもしてしまいます。 

このようなSNSのやり取りに疲れている子どもがいます。「嫌なら、やめてしまいなさい。」

と簡単に解決できるものではありません。子どもの思いに寄り添いながら、「仲のいい友達

でも考え方や大切にしていることが違うこと」や「無理して相手に合わせるのではなく、

自分の思いを大切にすること」を教えていきたいものです。 
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小山中学校 WEB サイトにアクセスを！（日々更新中） 

http://www.fuji-oyama.jp/cgi-bin/schoolhp/06oyama/index.cgi（掲示板） 

http://www.fuji-oyama.jp/index_school_08oyama.html?vt=sp（学校だより） 

 

http://www.fuji-oyama.jp/cgi-bin/schoolhp/06oyama/index.cgi
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10月５日(月)～16日(金)の２週間教育実習が行われました。今年度はコロナ禍の影響で

６月から10月に延期するとともに、３週間から２週間へと期間を短縮した実習となりまし

たが、本校出身の４名の大学生が担当教員から指導を受けながら、教科の授業理論や生徒

指導、学級経営、保健室経営、部活動指導等について研修を重ねました。また、担当した

学級の生徒と充実した学校生活を一緒に過ごすことができ、よき思い出もできたようです。

実習を終えての感想を掲載します。 

実習生氏名 担当教科 指導教員（所属学級） 担当部活動 

池谷かなみさん 保健(養護教諭) 
臼井 悦子 

柏  伸吾（3-1） 
バレーボール 

岩田 彩花さん 英語 吉岡 友子（2-1） バレーボール 

湯山 徹郎さん 理科 島田 浩和（1-2） 男子ソフトテニス 

勝俣  祐さん 保健体育 切通 一輝（2-2） 野球 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 教員という夢を追い始めてから７年が経ちました。この７年間

願い続けていたのは、母校である小山中学校で教壇に立つという

ことでした。心温かい生徒ばかりで、毎日学校に来るのが楽しみ

でした。多くの生徒や先生方と関わり、笑い合ったこの実習を糧

に、来年度からは正規の教員として教壇に立ちます。２週間とい

う短い間でしたが、お世話になりました。  岩田 彩花 

 短い期間でしたが多くのことを学びました。養護教諭は、担任

や生徒、保護者との間をつなぐ役割があることを学校現場へ来て

改めて実感しました。小山中学校はとても懐かしく、中学生の頃

をいろいろと思い出しました。個性豊かな生徒と２週間過ごすこ

とができ、とても楽しかったです。先生方にもたくさんのことを

御指導していただき、ありがとうございました。 池谷かなみ 

 とても有意義な時間を過ごせたと思います。実際に生徒と関わ

り、授業を行うことで、自分自身のたくさんの課題が見つかりま

した。これらの課題を今後の教育活動で改善していきたいと思い

ます。今回の教育実習をスタートとして、教師としての資質・能

力を身に付け、教材研究を積み重ね、生徒が主体となる授業を構

築していきたいと考えています。  湯山 徹郎 

 小山中の皆さんと過ごした日々は本当に楽しかったです。体育

の授業だけではなく、給食や清掃、朝の会や帰りの会などでたく

さん会話したこともいい思い出です。校内ですれ違うと大きな声

であいさつができるのは小山中のよいところだと思います。そん

な小山中のよさを大切にしながら、一日一日を大切に過ごしてく

ださい。２週間、本当にありがとうございました。 勝俣 祐 



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、３年生が築いてきた土台をもとにして、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

さんが協力し合い、自信を持って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 室伏晄希德(2-1) 生徒会副会長 井上 泰河(2-2) 

生徒会副会長 髙橋  愛(2-2) 生徒会書記 細谷 比輝(1-1) 

生徒会書記 妹尾 順華(1-1)   

☆専門委員長 

生活委員長 齋藤 僚太(2-2) 環境委員長 望月 椿希(2-2) 

広報委員長 針山 遼大(2-2) 図書委員長 加藤 杏梨(2-1) 

保健委員長 田代 汰知(2-2) 美化委員長 岩田 華歩(2-2) 

給食委員長 加藤 朱音(2-1) リサイクル委員長 金子 莉未(2-2) 

☆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 望月 理央 ☆加藤ヒカル 湯山 慶修 鈴木 利寿 

１年２組 新村 俊大 高部 舞衣 杉山 颯人 杉本 釉菜 

１年４組 矢後 有音 髙橋 義尚   

２年１組 ☆岩田あさひ 小野寺葵大 髙橋 美月 湯山 佑人 

２年２組 小野蒼一郎 稲  磨歩 齋藤 僚太 田村 聖奈 

３年１組 ☆鈴村 悠真 近藤 夏希 江藤  晨 深澤 西香 

３年２組 池谷 壮流 久保 碧衣 鈴木 健生 岩田 姫奈 

３年５組  芹澤  陸   

☆部活動部長 

野球部長 小野蒼一郎(2-2) 男子テニス部長 渡邉 陽太(2-2) 

サッカー部長 小野寺葵大(2-1) 女子テニス部長 岩田 華歩(2-2) 

男子バスケット部長 湯山 煌介(2-2) 剣道部長 室伏晄希德(2-1) 

女子バスケット部長 髙橋  愛(2-2) 吹奏楽部長 髙橋 美月(2-1) 

女子バレー部長 田村 聖奈(2-2) 総合文化部長 荻野 実琴(2-1) 

男子卓球部長 針山 遼大(2-2)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 10月11日(日)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24位（参加28チーム）という結果を残しました。県大会出場は逃しましたが、

一人一人が存分に力を発揮し、けがを抱えながらも力強く一生懸命走る姿は見ている人を

感動させました。会場からはどのチームへも温かな拍手による応援が贈られました。３年

生は引退となりますが、１年生の新入部員が決意を新たに入部しました。新チームとして

今後も駅伝部は精力的に活動していきます。 

男子 選手（クラス） 記録 

１区 3.15km 妹尾 祐聖(3-1) 10分13秒 

２区 3.05km 池谷 奏人(3-1) 10分30秒 

３区 3.05km 杉山 颯人(1-2) 10分46秒 

４区 3.05km 池谷 文亨(3-2) 11分27秒 

５区 3.05km 髙橋 洸太(1-2) 11分36秒 

６区 3.05km 藤曲 勇太(3-1) 12分20秒 

日 曜 給食 行　事　予　定
1 日
2 月 〇
3 火 文化の日
4 水 〇 群青タイム（テスト計画作成）
5 木 〇 授業参観　学級懇談会　部活動参観
6 金 〇 芸術鑑賞会
7 土
8 日
9 月 〇
10 火 〇
11 水 〇 防災学習（2年生）
12 木 〇 群青タイム（専門委員会）
13 金 〇 読み聞かせ
14 土
15 日
16 月 〇 中央委員会
17 火 〇 群青タイム（学年集会）
18 水 〇 放課後学習　校医相談日
19 木 〇 放課後学習
20 金 〇 中間テスト（5教科）
21 土
22 日
23 月 勤労感謝の日

24 火 〇
群青タイム（生徒集会）　PTA役員会
学校評議員会（給食試食・参観）

25 水 〇 集金日　校内進路指導委員会
26 木 〇 進路説明会（３年生）
27 金 〇
28 土
29 日
30 月 〇

11月の行事予定 10月30日～11月30日 

部活終了 16:30 

完全下校 16:45 

 今年度初めての授業参観を行います。

授業参観後は学級懇談会を予定していま

す。学年行事の様子等もお伝えします。

マスク着用でお越しください。 

 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（音楽鑑賞）

を開催します。 

 前期学校評価を受けて、学校評議員の

皆様に学校教育活動に対して様々な御示

唆をしていただきます。また、授業と給

食の様子を参観していただきます。 

 町危機管理局の指導のもと、２年生は

防災学習を終日行います。昨年度各自が

まとめた防災テーマをさらに追究して学

習を深めます。 

 ３年生の進路説明会を開催します。受

験手続や受験に向けての心構えなどにつ

いて説明します。多くの保護者の皆様の

参加をお願いします。 



 


