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「 授業づくり・学級づくりが、今大切！」
台風２１号の近畿地方直撃により、被災されました皆様方に心よりお見舞いを申しあげます。一日も早
く、日常の生活に戻れますようお祈り申しあげます。
さて、先日には、学年合唱コンクール・輝け青葉デーに多数の皆様方にご来校いただきありがとうござ
いました。生徒・保護者・同窓会(地域)が一体となり、輝け青葉を実感する取組となりました。今年は「歌
詞に込められた言葉」をより大切にし、曲想に工夫を凝らし、例年以上に「心の響き」を大切にできまし
た。
合唱は、心がすさんでいれば歌えません。不安や悩んでいると気持ちを素直に表現することはできませ
ん。お互いの心が通じ合い安定していないと、人の愛情も思いやりも受け止められません。みんなの心が
一つにならないと心に響きません。生徒たちも、合唱の取組をとおして、「心を伝える」大切さを実感して
くれたものと思います。
人は、一人一人顔が違うように、性格、考え方、価値観、表現の仕方なども違います。その違いを互い
に認め合い・支え合い、｢心の響き・心のハーモニー｣としてくれました。歌うことは楽しい、歌は人々を
笑顔にしてくれます。何より豊かな思いやる心を育んでくれます。これが合唱を取り組む素晴らしさ・意
義であり、本校が目指す授業づくり・クラスづくり・学校づくりに欠かせない取組だと考えています。
各クラスが、大切に取り組み、「心を響かせた言葉」を紹介します。
１年１組

輝くために

「みんなで明日へ踏み出そう」
「どんな時も輝くために」
１年２組 この星に生まれて 「Dreams come true together」
１年３組 地球星歌 「あなたの毎日が世界を創る」
「愛する想いが地球へと広がる」
１年４組 怪獣のバラード 「人を愛したい」
「愛と海のあるところ ヤー」
２年１組 明日へ 「輝く明日へと走っていくよ」
２年２組 cosmos 「ぼくらはひとつ」
２年３組 ほらね、 「きっとね、誰も一人じゃない」
２年４組 心の瞳 「いつか若さを失くしても心だけは決して変わらない絆で結ばれる」
２年５組 あなたへ 「信じ合えるよろこびと悲しみを知ったぶんやさしくなれる」
３年１組銀賞 群青 「消えはしない、群青の絆」
３年２組 結 「強い絆で、結ばれている」
３年３組銅賞 予感 「平和と夢を託して、一杯の水を汲みだそう」
３年４組 信じる 「わたしを信じる、あなたを信じる、世界を信じる」
３年５組 手紙 「"keep on Believing" 自分を信じて歩き続ける間に幸せは見つかる」
３年６組金賞 プレゼント 「いま君のいる世界がつらくて泣きそうでも、それさえも
プレゼントだったと笑える日が必ず来る」

さて、１１月は、
「学習に集中」・
「進路実現への挑戦」することを大切にしなければなりません。クラ
スでの学び合い、仲間同士が競い励まし合って学習や道徳、技能、心を磨くことです。そして、仲間の
良さ、努力する姿や頑張りを見つけ、良い意味で競争心・ライバル心を持つことも大切だと思います。
そして、１２月中旬に実施される三者懇談(全員実施)で、頑張れたことをお互いが確認でき、それぞ
れの目標に向けてつなげていきたいと思います。
私たち教職員は、９年間を見通した青葉校区小・中学校が一貫した「学び合いのある授業づくり」を
大切にするため研究推進に努めていきたいと考えております。授業規律を大切にしながら、「主体的に学
ぶ力」・「対話的で表現する力」・「深く考える力」を身に付け、学力の定着と向上・進路保障の充実に努
めていきたいと考えています。
この指導の充実が、生徒個々を大切にする姿勢、仲間を思いやり豊かな人間性の育成、母校を誇りに
思う心の育成につながるものと考え、より良い学級づくり・期待と信頼に応えられる学校づくりにつな
がるものと考えております。
授業づくり、仲間づくり、家庭学習の充実や生活習慣の定着、部活動の充実を整えることで２学期を
まとめ、次につなげられる進路実現、豊かな心の輝きとして取り組んでいきたいと思います。ご家庭で
もご支援ご協力よろしくお願いいたします。
校長 河村 悟
教職員一同

生徒の活躍

おめでとう！

中学校新人体育大会 卓球の部
男子団体
準優勝
個人上級 優 勝 福嶋
準優勝 佐藤、
３ 位 岡見・各務
個人下級 優 勝 小畑
女子団体
優 勝
個人上級 優 勝 松田
３ 位 井上・柳下
個人下級 準優勝 田中
３ 位 一色
中学校新人体育大会 ソフトテニスの部
女子団体
優 勝
男子上級
優 勝 東・浅田
男子下級
３ 位 大谷・中辻
中学校新人体育大会 野球の部
３ 位
中学校新人体育大会 バスケットボールの部
男 子
３ 位
女 子
３ 位
中学校新人体育大会 バレーボールの部
女 子
３ 位
全国納税貯蓄組合連合会・国税庁「税についての作文」
優秀作品
谷本
近畿中学生ソフトテニス選抜インドア大会中丹予選会
男子個人上級 準優勝
東 ・沢田 ペア
男子個人下級 第３位 木本・谷田 ペア
女子団体
準優勝
女子個人 第５位 加藤・平山 ペア
第５位 吉田・新町 ペア
両丹中学校ソフトテニス新人大会
男子団体
第３位
女子団体
準優勝

こころをひとつに
第16回「輝け青葉デー」、
前日の学年合唱コンクール
では、生徒たちが合唱を媒
体として目標に向けて真摯
に取り組み､感動を共有し、
充実感を味わう姿をご覧頂
くことができました。
課題を見極め、力を合わ
せてよりよいものをつくり上げていく過程で生徒たち
が学んだものは、「企画力」「調整力」「忍耐力」「協調
性」等、枚挙にいとまがありませんが、いずれも将来、
自立した社会人として生きる上で欠くことのできない
価値あるものと信じています。
当日、合唱部やPTAとのコラボレーションにより会場
の一体感を高め、OBとしての実力を遺憾なく発揮して
いただいた「輝け青葉を歌う会」の皆様、雨の中､早朝
より安全指導に立って頂いた地域支援協議会・地域委
員の皆様、PTA本部役員様に、心より感謝申しあげます。

協同的な学習
「協同的な学習」の理念に基づいた授業の質の向上
と、互恵的で協働的な学習環境による生徒の「主体的
で対話的で深い学び」の創造に取り組んで参りました。
「体育祭」「輝け青葉デー」という２大行事を成功裡
に終えて、向かうのは豊かな心の育成と質の高い学力
の充実です。保護者・地域の皆様方とともに青葉中学
校区総がかりで、小中一貫教育を推進することで、９
年間の系統的で、きめ細かな学習指導による「確かな
学力」の定着を目指しています。
11月には多くの方々が来校して授業の様子をご覧に
なり、青葉中学校の「学び」をもとに本校を会場に研
修会等が開かれる予定です。また、１１月１３日（月）
の４校時には授業参観を計画しています。たくさんの
皆様のお越しをお待ちしています。

11月 の行事予定
１日(水)オープンスクール
校区教育研究会、ノー部活デー
４校時給食あり13:20下校、
緊急地震速報訓練、３年生保育実習
スクールカウンセラー来校
２日(木)オープンスクール最終日、全校集会
３年生保育実習、学力向上研究会議
地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
４日(土)市民合唱祭(合唱部出演)
５日(日)ちびっこ秋祭り（南公民館）
６日(月)教育相談週間（二者懇談）20日まで
７日(火)生命のがん教育、特別支援学級体験入学
８日(水)中・高進路担当者研究協議会、カウンセラー来校
９日(木)秋の火災予防あいさつ運動
３年生市内実力テスト
地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
10日(金)校内研修会４校時給食あり13:45下校
2年3組５校時14:40下校、ノー部活デー
11日(土)中学校英語祭 OEF(総合文化会館小ホール)
13日(月)４限授業参観、給食試食会
14日(火)緊急情報伝達訓練、家庭学習強化週間
幼中合同避難訓練（３年生）
15日(水)校区一斉あいさつ運動、ノー部活デー
３年生性教育、市授業研究会、カウンセラー来校
16日(木)２年生職業講話、花の苗植え
地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
17日(金)青葉校区 PTA 人権講演会、ｽﾄｰﾌﾞ点検
19日(日)ふれあいサンデー(南公民館 合唱部出演)
21日(火)テスト前部活動停止、授業研究会
23日(木)勤労感謝の日
25日(土)舞鶴市戦没者追悼式
28日(火)あいさつマナーアップ、期末テスト①12:20下校
29日(水)期末テスト②
30日(木)期末テスト③、人権学習映画鑑賞
５校時16:30下校、地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
＊予定は変更になる場合があります。

１2月の主な予定
１日(金)１年生「舞鶴探偵団」
６日(水)ノー部活デー、健康推進日、ｶｳﾝｾﾗｰ来校
７日(木)地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
８日(金)授業研究会、14:05下校
12日(火)三者懇談会、給食あり４校時、19日まで
13日(水)カウンセラー来校、ノー部活デー
14日(木)地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
19日(火)２年生ｱｰﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ「箏」①、三者懇談最終日
20日(水)２年生ｱｰﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ「箏」②、ｶｳﾝｾﾗｰ来校
21日(木)地域型認知症予防プログラム（地域支援ルーム）
22日(金)第２学期終業式

秋の火災予防運動
１１月９日～１１月１５日

「火 の 用 心
ことば を 形 に 習 慣 に 」

