
 

 

 

 

 

 

 

  

自分から やってみよう 

校長  櫻井 雅彦 

 

ある朝、とても素敵な光景を目にしました。小学１年生が熊野神社の方から登校してき

ましたが、そこで閉じていた傘が突然開いてしまいました。しかし、どうしたわけか、傘

を閉じる事ができなく困っていました。そこでへ、和田坂を上ってきた２年生の女子生徒

が小学生の困っている声を聴き、熊野神社の方まで戻り、小学生に声をかけてくれました。

そして傘を閉じ、くるくるっとまとめてホックをして渡していました。 

先日、下校時間を過ぎた昇降口で掃除をしてくれている二人の３年生女子がいました。

「ありがとう」と声をかけると「迎えの車が来るまで時間がありましたから」と答えてく

れました。皆が下駄箱を利用して、汚れているなと気づいた二人は、迷わずほうきを手に

したのでしょう。 

群青祭の前には、朝の時間を利用して運動場の草取りをしてくれている生徒がいました。

1 日目は 10 人、2 日目は 19 人と日ごとに増えていきました。群青祭を前に運動場をき

れいにしたいという生徒の思いがこの草取りという行為につながりました。誰かにやりな

さいと言われるのではなく、自分から草取りをすることがとても素晴らしいことだと思い

ます。 

読み聞かせボランティアの方の話です。初めて知り合いの家を訪問しようとした時、近

くまで来ているのにその方の家が見つからず困っていたそうです。その時、近くを通りか

かった小山中の生徒が一緒に家を探してくれたそうです。 

地域の方が「小山中の生徒さんは礼儀正しいですね」と声をかけてくださいました。「ど

ういうことですか」と尋ねましたら、「横断歩道で、止まってくれた運転手さんに頭をさげ

ています。学校の前だけではなく、消防署の方の横断歩道でも見ました。」と教えてくれま

した。 

困っている人を見かけても、「どうしたのかな？」「大丈夫かな？」と心配はしますが、

近づいて行って声をかけ、手助けができる人はなかなかいないものです。自分の判断で正

しいと思う事を躊躇なく行うことは、当たり前のことのように思われがちですが、本当は

とても難しいことではないでしょうか。 

 小山中の生徒に、確実に、主体的に「やってみよう」という思いが育ってきています。

この「やってみよう」という考えが、小山中に広まってきていることを嬉しく思いますし、

これからの小山中がとても楽しみでもあります。 

 

 

校訓「自主自律」 群青 

学校教育目標「志を持ち 学び合い 高め合う生徒」 
令和３年度 小山町立小山中学校 学校だより 第９号 10月26日（火） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

～10/14 群青祭が行われました～ 

【文化の部】 

 感染症対策により例年とは違う形で、しかも準備期間も短く、生徒たちも大変な思い

で迎えましたが、３年生の実行委員を中心に工夫を凝らした群青祭が実施できました。

当日は、自分たちの思いや力を最大限発揮し、学級の団結力を高めることもできました。 

ICT を活用した授業が盛んに行われています 

入賞おめでとうございます 
・駿東地区英語弁論大会 優良賞 岩田 華歩さん(3-2) 

・駿東地区理科研究･工夫創作展 入賞 渡邉 日茉理さん(1-1) 小宮山 碧さん(1-1) 

鈴木 志緒理さん(1-2) 髙  寛奈さん(2-1) 

                  大泉  香さん(2-2)  岩田 栞奈さん(2-2)  

長田 夏明さん(2-2)  宮本 咲奈さん(2-1) 

島津 優奈さん(1-2)  

・小山町税の作文         小山町長賞 杉山 結愛さん(3-1) 

         小山町納税推進協議会長賞  岩田 華歩さん(3-2) 

         小山町納税推進協議会奨励賞 井上 泰河さん(3-1) 

         小山町納税推進協議会奨励賞 髙橋  尊さん(3-2) 

小山町納税推進協議会奨励賞 加藤 杏梨さん(3-1) 

【体育の部】 

２年生 総合的な学習の時間 

    上級学校調べ 

３年生 社会 公民の学習 
１年生 英語 英作文づくり 



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。今後は２年生が学校の中核として、生徒会

や部活動などをリードしていく立場になります。本部役員、専門

委員長、部長の皆さんが協力し合いながら、小山中のために積極

的に取り組んでいくことを期待しています。 

☆生徒会本部役員 

生徒会長 細谷 比輝さん(2-2) 生徒会副会長 笠原 春太郎さん(2-2) 

生徒会副会長 藤 夢苺さん(2-2) 生徒会書記 小野 悠吾さん(1-1) 

生徒会書記 松本 藍乃さん(1-2)   

☆専門委員長 

生活委員長 加藤 ヒカルさん(2-1) 環境委員長 鈴木 美羽さん(2-1) 

広報委員長 髙  寛奈さん(2-1) 図書委員長 鈴木 利寿さん(2-2) 

保健委員長 新村 俊大さん(2-1) 美化委員長 杉山 颯人さん(2-2) 

給食委員長 長田 夏明さん(2-2) リサイクル委員長 濵田 塁己さん(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 ☆関根 彩華さん 稲 勇気さん 釜田 流虎さん 鈴木 友乃さん 

１年２組 加藤 綾菜さん 川井 善斗さん 北田 栞大さん 尾崎 心花美さん 

１年５組 岩田 浩太朗さん    

２年１組 ☆渡邊 小春さん 蓮井 建さん 杉﨑 由尚さん 加藤 ヒカルさん 

２年２組 望月 理央さん 妹尾 順華さん 東海林 豪さん 田代 七海さん 

２年４組 矢後 有音さん 髙橋 義尚さん   

３年１組 ☆岩田 あさひさん 室伏 晄希德さん 勝永 穣さん 金子 莉未さん 

３年２組 渡邉 陽太さん 髙橋 愛さん 小野 蒼一郎さん 岩田 華歩さん 

☆部活動部長 

野球部長 笠原 春太郎さん

(2-2) 

男子テニス部長 鈴木 海莉 さん

(2-2) 

サッカー部長 ヒグビー ドミニク

さん(2-1) 

女子テニス部長 高部 舞衣さん

(2-1) 

男子バスケット部長 濵田 塁己さん

(2-2) 

剣道部長 室伏 律希さん

(2-1) 

女子バスケット部長 宮本 咲奈さん

(2-1) 

吹奏楽部長 岩田 栞奈さん

(2-2) 

女子バレー部長 加藤 ヒカルさん

(2-1) 

総合文化部長 蓮井 建さん 

(2-1) 

男子卓球部長 長田 夏明さん

(2-2) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談を御利用ください（１１月分） 
遠藤かほる SC 11月 10日(水)、17日(水)、24日(水) 

谷本由美子 SSW 11月 10日（水）午前、24日（水）午前 

井上 隆 相談員 11月１日(月)、８日(月)、15日(月)、22日(月)、29日(月) 

岩田 祥吾 学校医様 11月 16日(火) 

※相談希望や問い合わせ、時間等は小山中学校（教頭･養護教諭）まで御連絡ください。 

 

日 曜 給食 行　事　予　定

1 月 〇
2 火 〇 避難訓練
3 水 文化の日
4 木 〇 群青タイム（学習アンケート）
5 金 〇 合唱コンクール　　漢字検定
6 土
7 日
8 月 〇
9 火 〇 中央委員会
10 水 〇
11 木 〇 群青タイム（専門委員会）　家庭教育学級
12 金 〇 読み聞かせ
13 土
14 日
15 月 〇
16 火 〇 テスト前質問タイム　　校医相談日
17 水 〇 テスト前質問タイム
18 木 〇 2学期期末テスト
19 金 〇 2学期期末テスト
20 土
21 日
22 月 〇
23 火 勤労感謝の日
24 水 〇 集金日　群青タイム（生徒集会）

25 木 〇

学校評議員会（給食試食・参観）授業参観
学年・学級懇談会　進路説明会（３年）
PTA役員会

26 金 〇 ５時間授業
27 土
28 日
29 月 〇
30 月 〇 学力診断調査（３年）　　5時間授業

～11月19日 

部活終了 16:30 

完全下校 16:45 

12月～ 

部活終了 16:15 

完全下校 16:30 

 感染症対策のため、４月以来実施でき

なかった授業参観と学年・学級懇談会を

行います。３年生は進路説明会となりま

す。 

 ３年生は２回目の学力診断調査が行わ

れます。放課後は採点業務のため、５時

間授業後、部活なしの下校となります。 

 

11月の行事予定 

 ２学期の期末テストが２日間かけて行

われます。２学期に学習した内容が理解

できているか知るためのテストです。計

画的にテスト勉強を進めておきましょ

う。 

 例年文化の部で行っていた合唱コンク

ールを実施します。各クラスともこの日

のために練習を重ねてきました。一人一

人の歌声がハーモニーとなって響き渡る

ことでしょう。 

 ８月末に実施できなかった避難訓練を

行います。いつ訓練をするかは事前には

分かりません。いかなる場合でも冷静に

避難できるように訓練を行います。 


