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今年度の活動はキャリア教育を柱に
５月１日（金）に行った授業参観及びＰＴＡ総会，そして学年懇談

会に多くの保護者の方にご参加いただき感謝申し上げます。その際，

私の話の中に今年度の活動について説明させていただいた内容があり

ましたので，改めて紹介いたします。

中学校教育は義務教育の最終場面です。教育の最終目的は人格の完

成ですが, そのためには様々な体験活動が必要とされています。現在

の中学生にはその体験が不足しているとの指摘もあり，本校では職業

調べや職場体験そして進路学習等に体験を含めて実施してきました。

しかし，本校では進路指導や将来に対する学習に対し昨年度の学校評

キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育とはとはとはとは「「「「一人一人一人一人ひとりひとりひとりひとり価でも示されたように課題を残しております。そこで，今年度この点を

のののの社会的社会的社会的社会的・・・・職業的自立職業的自立職業的自立職業的自立にににに向向向向けけけけ，，，，必必必必再確認し，学校全体でキャリア教育について工夫・改善を進めていきた

要要要要なななな基盤基盤基盤基盤となるとなるとなるとなる能力能力能力能力やややや態度態度態度態度をををを育育育育てててていと考えております。具体的には以下の内容を柱に実践します。

ることをることをることをることを通通通通してしてしてして，，，，キャリアキャリアキャリアキャリア発達発達発達発達をををを①各教科の学習内容を確実に身に付かせる（授業改善や補充学習の充

促促促促すすすす教育教育教育教育」」」」実）

②１年から３年までの進路学習を再確認し 「総合的な学習の時間」，

（本校では「若葉の時間 ）を中心にさらに工夫・改善する」

③「職場体験学習」を町内や近隣を中心に実施し，体験をより重視するものに推進していく

④小学校との連携も考慮しつつ、学校行事等においてもキャリア教育的視点を取り入れる

このような実践を積み重ね今後も努力して参りますので，皆様のご支援，そしてご協力をお願いいたします。

中学校の活動紹介

【 】【 】【 】【 】郡市中体連春季大会の結果郡市中体連春季大会の結果郡市中体連春季大会の結果郡市中体連春季大会の結果
４月18日（土）から始まった渋川北群馬中体連春

季大会が，５月９日（土）の陸上記録会で終了しま

したので，その結果をお伝えします （敬称 略）。

◇ソフトテニス男子団体 ３位

◇ソフトテニス女子団体 決勝トーナメント惜敗

個人 ３位 五十嵐・吉沢組

◇卓球男子団体 優勝

個人 ２位 山口

３位 湯浅

◇卓球女子団体 予選リーグ惜敗

個人 ２位 長野

◇ソフトボール 優勝

◇サッカー ２位

◇野球 優勝

◇剣道男子団体 優勝

個人 優勝 和田

２位 中島

３位 野﨑

◇剣道女子団体 優勝

個人 優勝 平野

３位 吉田，原澤

◇柔道男子団体 優勝

個人 優勝 大野,森田,栗田,髙橋

２位 坂田,山本,関根

◇柔道女子団体 予選リーグ惜敗

個人 ２位 桑原,今井

◇バレーボール女子 優勝

◇バレーボール男子 ２位

◇バドミントン ２位

個人 優勝 原田シングルス

３位 村田，江口

個人 優勝 原田・岸組ダブルス

３位 松岡・山崎組



◇バスケットボール女子 優勝

◇バスケットバール男子 ２位

◇陸上記録会

男子１年1 00m ２位 髙

男子２年 100m １位 工藤

男子３年 100m １位 森田

２位 岩﨑

男子共通 200m １位 森田

２位 吉野

400m ３位 須田

110H １位 後藤

走高跳 １位 畑野

走幅跳 １位 角田

２位 大谷

３位 工藤

岩﨑・工藤・吉野・森田4X100Ｒ １位

女子１年 100m ３位 柴田

女子１年 800m ３位 山田

女子共通 800m ３位 荒井

砲丸投 １位 上林

篠原・黒木・新井・荒井4X100Ｒ ３位

【 】【 】【 】【 】３年に一度の移動音楽教室３年に一度の移動音楽教室３年に一度の移動音楽教室３年に一度の移動音楽教室
４月24日(金）の午前中，３年に一度の群馬交響楽

団による移動音楽教室を体育館で行いました。本物

の演奏は，音の響きがすばらしく奥行きや厚みも感

じることができました。近年，音響関係の機器の性

能が向上しましたが，本物の音楽には及ばないこと

を実感しました。

演奏曲目は以下の通りでした。

＊Ｒコルサコフ作曲「ルイージ･デンツァ」／ナポリの歌「フニクリ・フニクラ」

＊大橋晃一編曲「八木節の主題による楽器紹介曲」

＊モーツァルト作曲「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」ＫＶ．５２５より第 楽章2

＊アンダーソン作曲「クラリネット・チャンディ」

＊Ｊ．シュトラウス 世作曲「雷鳴と稲妻」2

＊ビゼー作曲 アルルの女より「ファランドール」

【 前期生徒総会終了 】【 前期生徒総会終了 】【 前期生徒総会終了 】【 前期生徒総会終了 】
４月30日（木）の５・６校時に前期生徒総会とＪ

ＲＣ登録式を行いました。生徒総会は，生徒自身が

活動内容や予算を審議することで，生徒が主体的に

学校生活の充実や改善・向上を図るように行うもの

です 現在の生徒会本部役員を紹介します (敬称略)。 。

◎会長 大谷 （３年）

◎副会長 吉田 （３年）

飯野 （３年）

◎書記 千明 （３年）

梶原 （２年）

◎会計 原口 （３年）

西田 （２年）

また、ＪＲＣ登録式は福祉委員会が中心となって

毎年行っているものです。ここで各種委員会の委員

長を紹介します （敬称略）。

◎福祉委員長 馬場 （３年）

◎学級代表委員長 後藤 （３年）

◎整備委員長 諏訪 （３年）

◎保健委員長 緒方 （３年）

◎健康委員長 松田 （３年）

◎広報委員長 河瀬 （３年）

◎体育委員長 吉澤 （３年）

◎生活委員長 柳岡 （３年）

◎安全委員長 千明 （３年）

◎図書委員長 村田 （３年）

◎放送委員長 新井 （３年）

◎給食委員長 細井 （３年）

◎新聞委員長 馬場 （３年）

◎環境委員長 中島 （３年）

【 １年生の部活動が開始 】【 １年生の部活動が開始 】【 １年生の部活動が開始 】【 １年生の部活動が開始 】
春の郡市大会が終了し，１年生も本格的に部活動

が開始されました。しかし，やる気はあっても体力

的に心配な点があります。各部活動ごとに保護者会

を行っておりますので，学級担任や部活動顧問に心

配な点や連絡を早めにお願いします。

中学校中学校中学校中学校からのおからのおからのおからのお願願願願いいいい
－－－－メールシステムメールシステムメールシステムメールシステム変更変更変更変更のためのためのためのため＊ 携帯メール登録＊ 携帯メール登録＊ 携帯メール登録＊ 携帯メール登録

新年度になり，システム変更による緊急メールの

登録をお願いしました。まだ済んでいない方は早急

にお願いします。

＊ 春の全国交通安全運動＊ 春の全国交通安全運動＊ 春の全国交通安全運動＊ 春の全国交通安全運動
５月11日(月)～20日(水)５月11日(月)～20日(水)５月11日(月)～20日(水)５月11日(月)～20日(水)

「慣れた道 出会い頭は 要注意」「慣れた道 出会い頭は 要注意」「慣れた道 出会い頭は 要注意」「慣れた道 出会い頭は 要注意」年間スローガン年間スローガン年間スローガン年間スローガン

一言 「気をつけて」の言葉がけをお願いします。，


