舞鶴市立青葉中学校 学校だより
令和2年2月3日第12号(通算第1126号)
http://aoba.maizuru.ed.jp

『日常が人を創る』
例年に比べると雪もなく過ごしやすい冬ですが大寒も過ぎたとはいえ、まだ暫くは寒い時期が続きそうです。しか
し、３日は節分、そして立春と暦の上では春になります。陽も少しずつ長くなり、春の足音が近づいています。
そんな寒い中ではありましたが、先月の 15 日に本年度３回目の地域の方への感謝の思いを込めた校区一斉挨拶運
動が行われました。『挨拶・時間・美化・モラル』の実践の場でもあります。いつも挨拶運動をお世話になっている地
域支援協議会の皆様に加えて舞鶴警察署の方々も加わった「青葉隊(昨年度舞鶴警察署の呼びかけで結成されました)」、
そして１・２年生のクラブ員が校門前から７条通りの交差点までの間に並んでの地域の方に向けた挨拶運動は、心が温
かくなる言葉が飛び交っています。回数を重ねる経験とは素晴らしいもので、各クラブで声を揃えて思い思いの言葉が
溢れています。ほんとに大きな声で気持ちの良いあいさつでした。それを聞いていた毎週挨拶運動をしておられる地域
支援協議会の方が、「みんなですると大きな声で挨拶ができるんですね」と言われました。多くの仲間で、こんな挨拶
運動ができるのは素晴らしいことです。でも、一人になった時の自
分の挨拶の声はどうですか。毎週校門に立って登校してくる生徒一
人一人に向かって地域支援協議会の方は「おはよう」と呼びかけて
いるから、その時の様子を毎週見て出てきた言葉だと思います。先
生もそれを聞いて同じ思いになりました。挨拶というのは、一瞬に
して人と人を繋ぐすばらしい言葉です。心を繋ぐ相手にあった挨拶
が、自分から自然に出るようにしたいですね。改めて挨拶の大切さ
を感じる朝でした。そんな挨拶が日常になり、挨拶が飛び交ってい
る学校って素晴らしいと思いませんか。日常が人を創ります･･

進路を見 据えて ！～生 き方を 考える ～
３年生は義務教育終了の出口を前に、受験という逃げることのできない現実に向き合
い、希望する進路実現を目指して頑張っています。この２月は勝負と最後の追い込みをか
ける時期です。苦しい時です。誰もが不安や焦りと戦いながら頑張っているのです。目を
そらさず逃げないでください。安易な道に流れてしまうと乗り越えなければならない人生
の壁を先送りにするだけです。その時に一人で乗り越えるには今以上の努力が必要になります。
でも今のこの時期は、頑張らなければならない仲間がいます。３年生にとっては聞き慣れ
た言葉「受験は団体戦！」今こそ、友達と励まし合ったり、学級・学年で互いの進路を保
障し合う雰囲気をつくり、全員で壁を乗り越えて希望する進路を勝ち取って欲しいと思い
ます。結果は与えられるものではなく、仲間と励まし合いながら、自分でつかみ取るもの
です。最後の追い込みを頑張ろう。
１０日には私立高校の入試があり、翌週には国立高専、公立高校前期選抜と受験が本格的に始まります。
希望する進路実現に向け、自分の力を出し切れるように体調に気をつけ、頑張って欲しいと願っています。
また１、２年生も今の受験シーズンを考えると、ちょうど１年、２年後ということになりますが、まだ先
のこととして考えないでください。現在進行形であることを忘れないでください。高校受験の時には３年間
の成績が内申書として必要になります。受験の仕方のよっては大きな力になります。１、２年での頑張りを
結果として残しておかないと３年になってからでは取り戻すことはできません。それは、イコール中学校３
年間で身に付けなければならない基礎的な学力を積み上げておくことがその結果 として表れています。た
だ何となく頑張ろうではなく、進路実現を意識して動き出してください。１、２年生は１０日に
夢チャレンジテストが実施されます。これも受験と同様で自分の学力を見極める大切な機会と
して有効に活用してください。今から一週間、受験勉強のつもりで今までの学習の復習に取り
組んで夢チャレンジテストに真剣に臨んでみてください。今の自分の実力を知ることができま
す。そして、結果を現実として受け入れてください。不足している所があれば、そこから目を
背けない事！逃げない事！そして 、自分に合った勉強を始めることです。これも進路実現を意識して動き
出すひとつになります。自分の生き方を考え、ただ何となくの生活から卒業しよう！
一人一人の希望進路実現のため、教職員も全力で応援し、指導にあたりたいと考えています。ご家庭にお
かれましても激励と共に健康管理にご配慮をお願いいたします。
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おめでとう！
【個人】
◎舞鶴オープン卓球大会
中学１年 優勝 加登美月
中学２年 ３位 4 位トーナメント 優勝 小川楓
◎JSCA 京都府 50m 背泳ぎ
優勝 安井祐晴
100m 背泳ぎ
優勝 安井祐晴
フリーリレー
５位 真下大輔
５位 伊藤要
５位 山﨑渚
メドレーリレー ５位 真下大輔
５位 山﨑渚
◎新年フェスティバル水泳競技大会
京都 府 200m 個人メ ドレ ー
準優勝 安井祐晴
◎令和元年度 南公民館 小・中学生書初め展
金 賞 高瀬美侑
銀 賞 田中聖愛
銅 賞 佐久間優花
努力賞 柏木優央
増田 奏 坪井 慧
波多野翼
渥美愛理 小畑悠貴
山﨑結生
◎「書初め」校内コンクール
３年 金賞 山﨑結生
小畑悠貴 曽根みなみ
早村桃音
竹野花帆 田中聖愛
銀賞 新谷りん
藤井愛生 藤 柚桜
宮入かれん 後 奈々 武内 奏
小畑樹希
藤岡里帆 山内亜美
銅賞 浅見碧月
青木咲葉 川﨑ののか
森髙 周
馬場咲幸 木下芽依
渥美愛理
豊﨑颯空 鹿田萌江
２年 金賞 石束美涼
山﨑偉生 岩見雪己乃
高瀬美侑
田瑠捺 坪井 慧
増田音色
銀賞 川上桃花
波多野翼 古谷未奈
山﨑 渚
森戸蛍月 渡部文花
五嶋和彩
銅賞 若江珠花
瀬野結貴 小島里緒菜
定友 凱
飯田莉丘 一瀬文吾
北野知弥
竹山颯音
１年 金賞 後 映人
岡本紗奈 石津華音
増田 奏
柏木優央 松原朱香
天野竜希
竹田芽生 村田奈々香
銀賞 周川 凛
仲川瀬奈 山根ののか
佐久間優花 守屋亮汰 土肥怜椰
池田颯太
谷口心那 羽鳥華蓮
銅賞 村田萌々香 岡羽春奈 佐藤菜妃
荒木梨世
髙橋 綴 山本桃菜
吉岡蒼來
岡田愛莉 塩野友渚
竹内彩乃

２月の行事予定
５日(水)ノー部活デー
９日(日)登校日・ノー部活デー
10 日(月)私立高等学校入試(３年給食なし)
１・２年生夢チャレンジテスト
12 日(水)振替週休日(2/9)
16 日(日)登校日・ノー部活デー
舞鶴工業高等専門学校学力選抜
17 日(月)公立高等学校前期選抜(３年給食なし)
２年 AED 講習会
19 日(水)振替週休日(2/16)
20 日(木)東舞鶴高校との英語コラボ授業
21 日(金)２年校外学習
25 日(火)～3/2(月)テスト前部活動停止
27 日(木)１・２年期末テスト(技家)
28 日(金)１・２年期末テスト(音楽)

３月の行事予定
２日(月)１・２年期末テスト
３日(火)１・２年期末テスト
６日(金)公立高等学校中期選抜
11 日(水)ノー部活デー
13 日(金)卒業証明書授与式
18 日(水)ノー部活デー
24 日(火)修了式

＜校区一斉挨拶運動＞１月１５日（水）
本年度３回目と
なります校区一斉
挨拶運動を実施し
ました。子どもた
ちの健全育成や校
区一体となった安
全・安心の啓発の
機会として、取り
組みを行っています。舞鶴署、地域支援協議会、
保護者の皆様、ご協力ありがとうございまし
た。

＜小学生授業体験＞１月１８日（土）

校区 の ６年 生 児 童
が本校 の授業 を参観
し、生 徒会か らの説
明を受 けた後 、中学
校での 模擬授 業を他
校の児 童と共 に体験
しまし た。児 童の皆
アルミ缶回収のお願い
さんは 、体験 終了時
いつでも学校で回収しています！
に「生徒会の丁寧な説明で中学校での生活がよ
多くの保護者や地域の方々にご協力
く分かりました。」「模擬授業で集中しながら、
いただいております。校門を入った来客
知らない間によその小学校の人と仲良くなりま
用駐車場付近に回収袋を設置しており
ます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 した。」等の感想を聞かせてくれました。

