
すばしり
平成２８年度 小山町立須走中学校 学校だより 「感性豊かに 学び合い 認め合い

ともに高め合う生徒」
平成２８年 １０月１２日発行 第９号 ・知を高める ・身体を高める

・心を高める

１１日（火）から後期がスタートしました。３年生にとっては、いよいよ中学校卒業後の進
路を決定する大切なとき、１，２年生は部活動だけでなく生徒会活動の中心としての立場とな
るときです。特に２年生は、学校の大黒柱としてこの須走中学校を支えて行く大役を担います。
前期行われた宿泊行事や体育大会、太刀山祭、そして授業など、これまでの学校生活から学ん
だこと、得たことを土台に、それぞれの学年での活躍を期待しています。学校では後期も前期
同様、子どもたちの健やかな成長を願い全力で指導に努めていきます。地域や保護者の皆様の
御理解と御協力をお願いいたします。

生徒会長 ２年Ａ組 室伏 航希さん
副会長 ２年Ａ組 濱田 哲汰さん
副会長 ２年Ａ組 新井 萌花さん
書 記 １年Ａ組 小川 稜真さん
書 記 １年Ａ組 朝内 亜美さん

【３年Ａ組】
委員長 吉田 利輝さん

副委員長 小町 美姫さん
副委員長 渡邉 壮史さん
副委員長 小林 沙矢さん

【２年Ａ組】
委員長 小澤 妹華さん

副委員長 永田 直希さん
副委員長 芹澤 文也さん
副委員長 三村 瑠菜さん

【１年Ａ組】
委員長 尾方 凪紗さん

副委員長 藤田 眞樹さん
副委員長 岩佐 剛志さん
副委員長 髙橋 朋美さん

【 Ｃ組 】
委員長 長田さくらさん

３年学年生活委員長 吉田 利輝さん
２年学年生活委員長 小澤 妹華さん
１年学年生活委員長 尾方 凪紗さん

学習図書委員長 伊東 瞭さん
購買委員長 野中 菜未さん

放送掲示委員長 早野 凌介さん
環境園芸委員長 粉川 拓也さん

保健委員長 山下 美琴さん
給食委員長 小町 洋一さん

選挙管理委員
小町 洋一さん 宮内 輝羅さん
尾方江里紗さん 粉川 拓也さん

サッカー部…矢野楓人さん 女子バスケットボール部…宗像愛実さん
男子バレーボール部…濱田 哲汰さん 女子バレーボール部…尾方江里紗さん
男子卓球部…柴田晃汰さん 女子卓球部…藤野香奈さん
総合部…島垣麟太郎さん
男子駅伝部…早野凌介 女子駅伝部…宗像愛実 2年生に世代交代です。



１年生代表 朝内 亜美さん
私が前期頑張ったことは２つあります。１つ目は中学校生活に慣れ

ることです。最初は小学校にはない中学校の約束やきまりなどがたく
さんあり、忘れてしまうことがありましたが、今ではしっかり約束や
きまりを意識して生活できるようになりました。私は来年度２年生に
なったときのことを考えて、後輩にも教えてあげられる先輩になりた
いので、この先も努力していきたいです。
２つ目は部活動です。私は運動が苦手なのですが、自分をきたえよ

うと思ってバスケットボール部に入りました。また、私は人に話しか
けることが苦手なので、先輩とあまり話をしませんでした。しかし、

今では先輩たちとも打ち解けることができ、とてもチームワークの良いチームになりました。
私は後期生徒会役員になりました。それは自分を変えたいとの思いや、学校をよりよくした

いという思いがあるからです。本部役員は、学校代表として様々な場面で活躍しなければなり
ません。そのため、まずは自分の身の周りから見直して行きたいと思います。前期は難しい勉
強に落ち込みそうになったり、体調を崩してしまうこともありました。しかし、これでは学校
の代表は務まりません。後期からは気持ちを入れ替えて頑張っていきたいと思います。

２年生代表 三村 瑠菜さん
私には、一つ、目標にしている言葉があります。それは、「敢為邁

往」という言葉です。この言葉には、「目的に向かって困難をものと
もせず、思い切ってまっしぐらに進んでいく」という意味が込められ
ています。私は、後期、学級委員という大きな仕事に挑戦します。た
くさんの大変なこと、つらいことなどの壁に当たってしまうことがあ
るかと思います。しかし、どんな大きな壁も越えて、仲間に頼られる
学級委員になれるように努力していきます。そのためには、自分の意
見をしっかりと持ち、一人一人の個性を大事にして、仲間を引っぱっ
ていけるようにしたいです。
そのような学級委員になるために、私は、特に３つのことを意識し

て頑張りたいと思っています。１つ目は、時間を意識して行動するということです。私は、５
月に行われた社会体験学習で、時間の大切さを学びました。時間に遅れるということは、その
後の行動に影響し、仲間や周囲の人にも迷惑をかけることになります。自分のことだけを考え
るのではなく、仲間のことも考えながら、須走中しぐさにもある、「時間厳守」を目標にして
いきたいです。
２つ目は学習面です。大きな行事も終わり、少しずつ落ち着いてきました。ですから、これ

からは、家庭での学習時間を増やしたいと考えています。そして、テストで目標とする点数を
目指して、一つ一つの授業を大切にしていきたいと思います。
３つ目は、部活動です。まだまだ、自分にはできていないことや、後悔することがたくさん

あります。ですから、基礎的なことからしっかり練習して、初心を忘れず、日々の部活動に専
念したいと思います。来年の夏にある中体連に向けて、良いチームを作っていけるように、仲
間と協力していきます。
「敢為邁往」。この言葉のように、どんな困難にもめげすにたくさんのことにチャレンジし

ていきます。さらに、後期から学校の中心となる２年生としての自覚を持ち、仲間を引っ張っ
ていけるように頑張ります。

始業式の中で、校長先生から「いよいよ後期が始まりました。厳しい言い方だけど、自
分を成長させるには自分しかいない。教師や親がいくら言っても、それはできない。大人
としてのものの見方、考え方が大切です。後期は、自分に厳しく、自分を成長させていき
ましょう。」というお話がありました。

子どもじゃない 甘えを捨てて惰性から自立
自分を大人に できるのは自分だけ

須走中短歌会会長 岩瀬次夫 校長 作



３年生代表 吉田 利輝さん
前期のまでの僕の考える中学三年生らしい姿とは、最高学年という

立場で学校全体を引っ張っていくというものでした。委員会では委員
長を中心として先頭に立って働くことで一・二年生たちを引っ張って
いきました。また、体育大会や太刀山祭では、係のリーダーとなり、
少ない人数ながらも、各自が大事な役割を担って活躍してきました。
このように三年生は、学校全体を引っ張る機会に恵まれ、一人一人が
自分の持ち味を出して活躍することができたと思います。
しかし、普段の授業風景や先生方への接し方、友達との過ごし方な

どを見ていると、理想の三年生らしさからは少し物足りなさを感じる
こともありました。後期からは、僕自身も含めて、夢の実現に向けて、

一日ずつ成長しかなければと思います。
後期からは、学校全体のことを二年生がリーダーとなっておこなっていくということで、三

年生には責任の面で少しゆとりができてくると思います。ここで三年生個人の成長に励みつつ、
学年としての協調性を育めればよいと思います。
十月二十七日には北駿音楽会があるため、三年生全員で協力していかなければなりません。

僕たち三年生の合唱は、太刀山祭では金賞を取ることができました。しかし、他の中学校は須
走中と比べてとても人数が多いと聞いています。大きな学校に負けぬよう、一人一人の士気を
高めて、がんばりたいと思います。
前期と違い、後期はもう受験対策の時期となります。学活などで進路のことについて考えて

いると不安になることもあります。だからこそ、クラス全体が受験に真剣に向き合い、よい雰
囲気を作ることができるよう、努力していかなければなりません。
今まで培ってきた経験と生かして、あと半年の中学校生活を有意義に過ごせるようにしてい

きたいと思います。

２日間、総合的な学習の時間を使って１年生では
職場見学学習、２年生では職場体験学習、３年生で
は福祉体験学習を行います。また、全校では進路学

習を各学年の発達段階に応じて行っております。一般論として、これらの体験学習や進路学習
がキャリア教育だと誤解されてしまっていて、これらの学習をすれば、キャリア教育ができて
いると思われがちです。
キャリア教育とは、子どもたち一人一人が成長して社会人として、また職業人として豊かな

人生を歩むための教育です。学校生活に留まらず家庭や地域全体で行う必要があります。
例えば、料理人になりたいからと言って、料理のスキルだけ身につけてもその夢は叶わない

ということです。料理人として必要な資質は、「時間を守って生活できる。」、「先々を考えて
行動できる。」、「人を思いやる心を持っている。」、「頼まれたことを責任をもってできる。」、「他
と協力して生活できる。」、「清掃を黙々とできる。」、「人の話を誠意を持って聞ける。」、「自分
の主張を人前で述べる。」など…挙げたらきりがありません。大人である私たちが、子どもた
ちにこれらのことをできるように育てていく視点こそ、キャリア教育には欠かせません。学校
では授業の中で、特別活動の中で、部活動の中で、総合的な学習の時間の中でキャリア教育を
推進しています。行動することで何を学ばせるのか、考えさせるのか、どうしたら大人になっ
て困らなくなるのか、地域や家庭でもこのような視点で子どもたちを見守っていただくようお
願いいたします。

10 月 8 日（土）に、裾野市陸上競技場で静岡県中学校
総合体育大会駅伝競走大会東部地区予選会が行われ、
雨の中でしたが、選手も応援する生徒も、それぞれ頑
張りました。



日 曜 １１ 月 の 主 な 行 事 予 定 給食

１ 火 町芸術鑑賞会 14：00～総合文化会館、部活動なし 変則４時間日課 ○

２ 水 校内学校保健委員会 13：15～体育館 ○

３ 木 文化の日

４ 金 専門委員会 15：05～、須走地区文化祭準備・展示搬入 ○

５ 土 須走地区文化祭準備

６ 日 須走地区文化祭 3年生合唱発表

７ 月 1年生人権教室 清掃部活動なし ○

８ 火 駿東地区授業研修会のため午前中授業で下校 なし

９ 水 三世代の主張大会2年生 13：30～総合文化会館 3年生質問タイム ○

１０ 木 3年生後期中間テスト 教育相談 ○

１１ 金 ○

１２ 土 中体連駅伝大会（エコパ）

１３ 日 中体連駅伝大会（エコパ）予備日

１４ 月 清掃部活動なし 弁当

１５ 火 生徒集会 3年生質問タイム～ 16：15 ○

１６ 水 6年生部活動体験は、部活動時間が短いため体験入学時に延期になります。 ○

１７ 木 3年生実技後期中間テスト 1，2年生総合的な学習の日① 弁当

１８ 金 1，2年生総合的な学習の日② 弁当

１９ 土

２０ 日

２１ 月 3年生進路説明会15：10～ ○

２２ 火 集金日 ○

２３ 水 勤労感謝の日

２４ 木 ○

２５ 金 校内進路指導委員会 ○

２６ 土 市町対抗駅伝壮行会 19：00総合文化会館

２７ 日

２８ 月 第 5ステージ開始 全校集会 質問タイム 清掃・部活動なし ○

２９ 火 質問タイム 16：20 ＰＴＡ運営委員会18：30～理事会19：00～ ○

３０ 水 質問タイム 16：00 ○


