
 

 

 

 

 

 

キーワードは「やってみよう」 
 

校長  櫻井 雅彦 

 

 校長室の窓からはテニスコート、運動場、その向こうに城山が見えます。4 月初めの城

山は、枯れ木に覆われて寒々しい光景でした。しかし、日を追うごとに木々が色づき始め、

今ではまぶしいほどの新緑に覆われています。 

 令和 3 年度もスタートして 2 週間が過ぎました。1 年生は、緊張の連続であった 1 週

間が過ぎ、だんだんと中学校生活に慣れてきたようです。2 年生は、新しい学級の友達や

新しい担任の先生を相手に、少しずつ自分を出せるようになってきています。3 年生は、

最上級生として勉強や生徒会活動、部活動で悔いのないように精一杯取り組もうとする意

欲が感じられます。新しい環境に慣れるため一生懸命に努力する生徒の姿は、とてもたく

ましく、そして、うらやましくもあります。 

令和 3 年度の小山中学校のキーワードは、「やってみよう」です。入学式では松本藍乃さ

んが、始業式では遠藤夢苺さんと髙橋尊さんが各学年を代表して新学期の抱負を述べてく

れました。代表生徒ではなくとも、小山中生の全生徒の胸の中に、今年頑張ってみたいこ

とや達成したい目標があると思います。そんな皆さんに言いたいことは「やってみよう」

です。やれば必ず結果が生まれます。成功もあれば失敗もあるでしょう。成功すれば嬉し

いですし、自分に自信が持てるようになります。失敗すると悲しいかもしれませんが、何

がいけなかったのかという課題が生まれます。その課題を克服することができれば、一回

で成功した時よりも喜びは大きく、さらなる意欲につながり、新しい自分に出会えます。

やる前にあきらめてしまったら、何も生まれませんし、可能性も広がりません。学校は間

違ってもいいところです。失敗を恐れず、勇気をもって挑戦してください。 

人生は、「やるか」「やらないか」の選択の連続です。法に触れることなど、「やらないこ

と」を選択することが重要である時もあります。しかし、「やってみたい」けど自信がなか

ったり、「どうせ無理だから」と弱い自分が出てきたりしたときは、「やってみよう」と挑

戦する方を選んでみましょう。 

ほんの少しの事でも行動すると気持ちが変わってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 小山町立小山中学校 学校だより 第２号 ４月22日（木） 



 

 

 

15日(木)、生徒会主催による新入生歓迎会が行われました。「さきがけ」によるソーラン

の歓迎の舞から始まった後、小山中学校の生活についての説明を聞いたり、各部で趣向を

凝らした部活動紹介（動画）を視聴したりしました。会が始まる前は、緊張した様子の新

入生でしたが、和やかな雰囲気で歓迎会が進むうちに、笑顔があふれるようになりました。

新入生は部活動見学も始まりました。ぜひ充実した中学校生活が送ることができることを

願っています。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。下記のリーダーを中心によ

りよい小山中を全員で力を合わせて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 小野 蒼一郎(3-2) 生徒会副会長 小野寺 葵大(3-1) 

生徒会副会長 加藤 朱音(3-2) 生徒会書記 濵田 塁己(2-2) 

生徒会書記 藤 夢苺(2-2)   

 

☆専門委員長 

生活委員長 髙橋 尊(3-2) 環境委員長 金子 莉未(3-1) 

広報委員長 鈴木 咲優香(3-2) 図書委員長 望月 椿希(3-2) 

保健委員長 髙橋 翔(3-2) 美化委員長 熊谷 佳大(3-2) 

給食委員長 沓間 心暖(3-1) リサイクル委員長 髙橋 健斗(3-1) 

 

 

 

 

 

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
http://www.fuji-oyama.jp/index_school_08oyama.html?vt=sp


☆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 関根 彩華 稲 勇気 釜田 流虎 久保 茉莉衣 

１年２組 ☆稲 千幸 臼井 康平 五十井 颯翔 松本 藍乃 

１年５組 岩田 浩太朗    

２年１組 ☆新村 俊大 宮本 咲奈 室伏 律希 加藤 ヒカル 

２年２組 森 海成 妹尾 順華 笠原 春太郎 森田 悠里 

２年４組 髙橋 義尚 矢後 有音   

３年１組 ☆岩田 あさひ 室伏 晄希德 井上 泰河 滝口 美月 

３年２組 渡邉 陽太 髙橋 愛 髙橋 尊 岩田 華歩 

 

 

 

 

   

 
 

 

日 曜 給食 行　事　予　定

1 土
2 日
3 月 憲法記念日
4 火 みどりの日
5 水 こどもの日
6 木 〇 専門委員会　　　本入部（1年生）
7 金 〇 内科検診
8 土
9 日 野外教室（1年生）
10 月 2、３年弁当 野外教室（1年生）

11 火 ３年弁当 自然教室（2年生）　　代休（1年生）

12 水 1、３年弁当 自然教室（2年生）　授業公開（1年生）
13 木 1、３年弁当 自然教室（2年生）　眼科検診（1･3年生）
14 金 〇
15 土
16 日
17 月 〇
18 火 〇 内科検診（1年生、２－２）　　　検尿１次

19 水 〇
後援会理事会

20 木 〇 生徒総会　歯科検診（3年生、２－２）
21 金 〇 PTA地区委員会
22 土
23 日
24 月 〇 心臓病検診（1年生）
25 火 〇 集金日　　中央委員会
26 水 〇
27 木 〇 全国学力学習状況調査　質問タイム
28 金 〇 中間テスト
29 土
30 日
31 月 〇

５月の行事予定 
部活終了 17:15 

完全下校 17:30 

 ゴールデンウィークの生活についての

プリントが配布されます。事故のない、

計画的で有意義な生活を心がけてくださ

い。 

 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年生は下田市田牛地区の民宿に宿泊

し、海釣りや弓ヶ浜散策など様々な海で

の体験活動を行います。 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身の健康に努める生徒 

〇メディアコントロール  

〇爽やかな挨拶  

 

※小山中メディアルールを意識して生活できた生徒８０％ 

※自ら進んで爽やかな挨拶を交わす生徒８０％ 

自他の特性を認める生徒 

〇響き渡る歌声  

〇生徒発案による自治活動 

 

※仲間と歌うことが楽しいと感じた生徒８０％ 

※生徒会･学級活動に目標をもって参画出来た生徒８０％ 

学校教育目標 志を持ち 学び合い 高め合う生徒 

地域を愛する生徒  

〇ボランティア活動への積極的な参加  

〇SDGｓへの意欲的な取組  

 

※地域で人の役に立てた実感を得た生徒８０％ 

※SDGｓに関心を持ち自分なりの行動をした生徒９０％ 

安心安全な学校づくりに努める生徒  

〇清潔で整頓された環境づくり  

〇安心して自分を表現できる集団づくり 

 
※整理整頓されたきれいな学校と言える生徒８０％  

※自分の考えをためらわずに表現できる生徒８０％ 

地域とともにある学校推進協議会  群青会  

〇育てたい子どもの姿や学校像の共有  

〇地域と関連のある学習・行事の連携  

〇地域に開かれた教育課程の編成  コミュニティースクール 

令和３年度小山町立小山中学校グランドデザイン  

校訓 自主自律  

主体的に粘り強く学ぶ生徒 

〇「なぜ」を追究する学び 

〇継続的な家庭学習  

 

※「なぜ」を追究した生徒８０％ 

※家庭学習を継続的に進めた生徒９０％ 

爽やかな挨拶 響く歌声 キーワード  やってみよう  

静岡県  教育基本計画  

「有徳の人」の育成

小山町  教育基本理念  

凛とした富士、強くて優しい金太郎のような子  

生きて働く力を学び続ける小山の教育 

目指す生徒像 自他のよさを認め 共に伸びる生徒 
-自己有用感の高い生徒- 


