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平成３０年度の活動の様子はこちら→　

生徒の活動 ACTIVITY

部活動

＜文化系＞ 

将棋部（男女）　吹奏楽部（男女）　美術部（男女） 

＜運動系＞ 

卓球部（男女）　バスケットボール部（女） 

サッカー部（男女） 　ソフトボール部（女） 

各部活動の活動内容については名称をクリックしてください。（予定は変更になることがあります）

　　　活動の様子

　　　　　　　　　　　HP整理整頓のお知らせ
　今年度４月から更新を続けてきたHPですが、「活動の様子」のページ量が膨大になったため、
冬休み中に整理・整頓をいたします。
　次回の更新は、新年１月７日（火）より行います。また来年も、ご愛読いただきますよう、
よろしくお願いいたします。

１２月２３日（月）　二学期終業式
　今日は体育館で終業式を行いました。まず生活委員会より、最近名古屋市内で多発している
自転車の事故や窃盗について、全校生徒に呼びかけがありました。（上段）
　その後、様々な大会や作品展で表彰した生徒の疲労を行いました。（中段）
　明日から冬休みが始まります。クリスマスやお正月など、楽しいイベントも多い反面、交通
事故や火事などの事件も多くなる時期です。安全面や健康面に十分気を付けて、また三学期、
元気に登校してくれることを楽しみにしています。
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１２月２０日（金）　二学期末の大掃除　
　６時間目は二学期末の大掃除を行いました。どの学年も、遊んでいる生徒がほとんどおらず、
教室や廊下の隅々まで熱心に掃除をしてくれました。おかげで、二学期の間にたまった汚れが
なくなり、校舎の清潔感がアップしました。全校生徒の皆さん、お疲れさまでした。

（教室掃除風景①）

（教室掃除風景②）

（特別教室掃除）

（廊下掃除風景）

（窓ふきシスターズ＆窓ふきブラザーズ）

（土間掃除など）

１２月２０日（金）　クラスレク風景
　大掃除直前の５時間目に、２年生が運動場で学級レクリエーションを行っていました。担任の
先生自らが鬼になって、運動場全体での鬼ごっこをしていました。
　ちなみに、下段の写真２枚は、捕まってしまった生徒の様子です。

１２月２０日（金）　二学期最後の昼放課
　風は少々強く吹いていましたが、今日も生徒は昼放課元気に外へ出て運動していました。
特に３年生は、大ぎなグループを作り（上段）、追いかけっこをしていました。



１２月２０日（金）　持久走頑張っています
　今日は二学期最後の授業日です。運動場では、保健体育の授業で持久走を行いました。
寒い中ですが、みんな少しでもいい記録を出そうと頑張って走りました。

１２月１９日（木）　２年生学年レクリエーション
　２年生は体育館で、学年レクリエーションを行いました。行っていたのは、小説や映画で
有名な「ハリーポッター」シリーズの中で登場している競技、「クィディッチ」です。
　各班で、「シーカー」や「チェイサー」といった役割分担をして、競技に臨んでいました。
箒（ほうき）にまたがって、魔法の世界を再現していました。

１２月１９日（木）　面接練習始まる
　５時間目、３年生はランチルームで面接練習にかかわる映像資料を視聴しました。
多くの高等学校・専修学校で面接が実施されます。本番で生かすことができるように、
面接のポイントをしっかり押さえて、学級や家庭でも練習しましょう。

１２月１９日（木）　肌寒い昼ですが・・
　昨日に比べると、空気が冷たく肌寒さを感じます。しかし、昼放課は３年生を中心に
運動場で元気いっぱい活動する姿が見られました。運動した後は、手洗い・うがいをして
風邪対策も心掛けましょう。（右下の写真は、ポーズをとってくれたので撮影しました）



１２月１８日（水）　今年最後の基礎学習講座
　本日、今年最後の基礎学習講座（２年生対象）を行いました。いろいろな授業後の
活動と重なっていたためか、参加人数は、今までよりも少なかったです。今回で、後
期の講座のうち半分が終わりました。三学期も、英語の能力を高めるために、頑張っ
てください。

１２月１８日（水）　集い実行委員始動
　本日授業後、ランチルームにおいて、２月の予定している「卒業業の集い」で実行委員として
参加をしてくれる１・２年生の有志の皆さんに集まってもらい、担当の先生から説明を受けました。
本格的な活動は、来年１月からです。３年生にとって思い出になる会になるよう、皆さんの力を
ぜひ貸してください。

１２月１８日（水）　ランチ特別メニュー
　今日は、「姉妹友好都市（南京市）の日です。昭和５３年の今日、名古屋市と南京市が
姉妹友好都市を提携した日です。
　そのため、ランチルームのメニューもAランチは「ユーリンチー」、Bランチは「ジャージャーメン」
が登場しました。写真右は、Bランチです。みんな、おいしくいただいていました。



１２月１８日（水）　朝から不安定な天気です
　７時ごろは曇り空だったのですが、徐々に雲行きが怪しくなり、皆さんが登校する８時
ごろには、雨が降ってきました。家を出るときは大丈夫と思って傘を持ってこなかった生
徒の中には、ずぶ濡れで登校してきた生徒もおり、風邪をひかないか心配です。
　朝のあいさつ運動を行っている生徒会役員・生活委員の皆さんも、雨宿りをしながら、
あいさつを行いました。

１２月１７日（火）　１年生学年集会
　今日の６時間目は、体育館において１年生が学年集会を行いました。中学生になって初めての
冬休みがもうすぐやってきます。例年お金にかかわるトラブルの話がマスコミなどでも報道され
ます。そういった事件に巻き込まれることのないように心がけ、楽しい冬休みにしてください。

１２月１７日（火）　雨の昼放課
　本日は雨のため、運動場で遊ぶことができません。図書館は開館日です。下駄箱には、たくさんの
スリッパがあるのですが、カメラの視界に入ってくれる生徒がいないため、一見さみしい風景になって
しまいました。

１２月１６日（月）　３年生学年集会
　総合的な学習の時間を使って、３年生は誠心館で学年集会を行いました。３年生の先生から
冬休みに向けての心構えについて話がありました。３学期が始まるといよいよ入学試験が始まり



ます。学習面に力を入れるだけでなく、健康管理にも十分気を配りましょう。

１２月１６日（月）　２年生学年集会
　２年生はランチルームで学年集会を行いました。冬休みの過ごし方について、学年の先生から
話がありました。また、あと１年後には皆さんも進路先を決定することになります。そのため、
今後の学習についても話がありました。

１２月１６日（月）　１年生学年レク　その２
　１年生は、ランチルームから体育館に場所を移して学年レクリエーションの続きを行いました。
ここでは、ソフトドッヂボールを行いました。学年の先生も参加して、体育館いっぱいを使って
体を動かしました。企画をした代表委員の皆さん、ご苦労様でした。

１２月１６日（月）　１年生学年レク　その１
　１年生は時間割変更を行い、ランチルームにおいて学年レクリェーションを行いました。
狭い空間ですが、代表委員の生徒が考えたゲームをみんなで楽しむことができました。

１２月１３日（金）　１年生技術科の授業
　現在１年生の技術の授業では、木材加工の授業に取り組んでいます。みんなが描いた設計図を基に
のこぎりを使って木材を切っています。どのような作品ができるのでしょう？完成は三学期の予定で
す。くれぐれもケガをしないように気を付けて活動してください。



１２月１３日（金）　英単語コンクールを実施
　３年生は、総合的な学習の時間を使って、英単語コンクールを行いました。皆さん、これまでの
学習の成果が発揮できるよう、集中してテストに取り組んでいます。

１２月１３日（金）　職場体験学習に向けて
　２年生も職場体験学習に向けて、質問状や挨拶状の作成を行っています。また、１月には
体験前の事前訪問も行うため、その準備にも取り組んでおり、大忙しです。皆さん、担当の
先生の話を熱心に聞き、頑張って活動しています。

１２月１３日（金）　職場訪問に向けて
　１年生は、総合的な学習の時間を使って、職場訪問に向けての準備を進めています。本日も
班ごとに分かれて、担当の先生の指導のもと、質問状などの作成を行いました。

１２月１３日（金）　モーニング読書最終日
　二週間にわたって行われたモーニング読書も今日で最終日です。どの学年も多くの生徒が
熱心に読書を行っていました。この取り組みは、皆さんが本に親しむきっかけになればと
考えて始められた取り組みです。ぜひこれからも、本に親しんでください。



１２月１２日（木）　コールドムーン
　今日は、令和元年最後に満月が見られる日です。１２月に見られる満月のことを
「コールドムーン」というそうです。早速、新川の堤防から撮影してみました。
ただ、カメラの性能に限界があり、きれいに撮影できませんでした。

１２月１２日（木）　保健体育の授業風景
　現在保健体育の授業では、持久走に取り組んでいます。太陽は出ていますが、冷たい風が
吹く運動場で、生徒の皆さんは一生懸命走っています。

１２月１２日（木）　朝の登校風景
　昨日までの暖かな陽気から一転して、空気の冷たい気候に戻ってしまいました。
そのためか、今日は朝の登校において、チャイムが鳴ったギリギリの時間に通用
門を駆け抜ける生徒が１０名以上いました。「いってきます」と家を出る時間が
遅かったのでしょうか？もう少し余裕をもって登校できるようになるといいですね。



１２月１１日（水）　本日のランチルーム
　今週は、３年生がランチルームを使用しています。Bランチの「ポークチャップ丼」に
人気が集中していました。（写真上段右）今日もとても賑やかなランチルームです。

１２月１１日（水）　モーニング読書二週目③
　三年生の読書風景を紹介します。モーニング読書も、残すところあと二日となりました。
この取り組みをきっかけにして、すこしでも読書に親しむ生徒が増えてくれることを期待
しています。

１２月１０日（火）　学習支援講座（２年生）
　本日は、特活室において２年生の学習支援講座を行いました。個人懇談会中のため、昼食、
帰りの会終了後、すぐのスタートでしたが、みんな英語の学習に熱心に取り組みました。

１２月１０日（火）　モーニング読書二週目②
　二年生の読書風景です。皆さん読書に熱中している様子が伝わります。

１２月１０日（火）　暖かな陽気の朝です
　今日は、太陽の陽射しが降り注ぐ、暖かな陽気の朝となりました。昨日に比べると、
過ごしやすい一日になりそうです。ただ、遅刻ギリギリで登校する生徒もいます。



時間にゆとりを持って登校しましょう。

１２月９日（月）　モーニング読書二週目
　今日からモーニング読書も二週目に入りました。どの学年も集中して読書に取り組んでいます。
下の写真は、１年生の読書風景です。

１２月９日（月）　今週は個人懇談会です
　今週から個人懇談会のため、午後からの授業がカットされます。また、時間割も一部変則的に
なりますので、先生からの連絡をしっかり聞きましょう。
　さて、３階（２年生）の廊下には、稲武や自由研究の掲示物がたくさん貼ってあります。懇談会に
おこしの際は、ぜひご覧ください。

１２月６日（金）　生徒議会の開催
　本日授業後、後期第３回目の生徒議会を開催しました。生徒会役員を中心に、各クラスの議員、
委員会の委員長が参加しました。　

１２月６日（金）　キャリアミーティング（後半）
　続いて、西消防署の方から、消防関係の仕事について、映像資料を使って説明をしてもらい
ました（下段）。休憩をはさんで、介護職関係で働いている人のお話を聞きました。現場で働
いている人の生の話を聞くことができました。体育館は寒かったですが、２年生の皆さんは、
最後まで集中して話を聞くことができました。



１２月６日（金）　キャリアミーティング（前半）
　２年生の午後の授業は、体育館に集まって、キャリアミーティングを行いました。実際に
働いている人をお招きして、仕事内容ややりがい、必要な資格や技能などについて話を聞き
ました。
　最初にライオンズクラブ代表からの話を聞き（上段）、続いて西署の警察官から、警察の
仕事についてお話をききました（下段）。実際に警察官が持っている装備の一部を見せても
らいました。

１２月６日（金）　朝から寒い登校風景
　今日も朝から曇り空で、冷たい風が吹いています。周辺地域では、徐々にインフルエンザが
流行しているという話を耳にします。今年も残すところ２週間余りとなりました。ご家庭でも
ウガイ・手洗いを心がけてください。

１２月５日（木）　突発的避難訓練
　本日の昼放課に突発的な避難訓練を行いました。２日（月）の集会で、安全担当の先生から
「今週のどこかで避難訓練を実施します」と事前に宣言をしてもらい、今日それが実施され
ました。地震速報の音に、運動場や廊下にいた生徒も驚いたようですが、スムーズな避難が
できました。



１２月５日（木）　モーニング読書③
　今朝は２年生のモーニング読書の風景を紹介します。昨日と同様に曇り空で
肌寒さを感じますが、２年生の皆さんも集中して読書に取り組んでいました。

１２月４日（水）　○人◇脚
　３年生は６時間目に運動場で学年レクリエーションを行いました。
　クラス対抗で、二人三脚の拡大版の競技を行いました。曇り空で
肌寒い風が吹いていましたが、３年生はみんな元気いっぱいでした。

１２月４日（水）　新メニューが登場しました。
　本日のBランチは、以前紹介した「あったらいいな、こんなおかず」コンテストに
入賞したおかずが登場しました。『クリームとろけるカレーピラフ」です。このおかずは
Dboxにも登場しています。ぜひご家庭で感想を聞いてみてください。

１２月４日（水）　保健室前掲示物が一新
　保健室前の掲示物が新しくなりました。少し、クリスマスの雰囲気が出ています。
　また、スマートホンの使い方にかかわる新しい掲示物も登場しました。保健室前を
通る機会があれば、ぜひご覧ください。



１２月４日（水）　モーニング読書②
　本日は、１年生の読書風景を紹介します。

１２月３日（火）　学習支援講座（３年）
　先週は期末テストのため、学習支援講座は中止でした。そのため、２週間ぶりの
再開です。今日はAETのケルソン先生も一緒に講座を参観しました。

１２月３日（火）　西区連合音楽会に参加しました
　本校吹奏楽部は、熱田区にある名古屋市教育センターで開催された、西区連合音楽会
午前の部に参加しました。モーニング読書の途中で音楽室に集合。上小田井まで徒歩で
移動し、教育センターへ向かいました。ジブリメドレーを演奏し、聴いていた小学生も
リズムをとりながら鑑賞してくれました。部員の皆さん、ご苦労様でした。



１２月３日（火）　モーニング読書のスタート
　今日から来週の金曜日まで、モーニング読書を行います。普段なかなか本に触れる
機会のない人には、いいきっかけだと思います。図書館や自宅にある本をぜひ読み進め
てみてください。（下は３年生の読書風景です）

１２月３日（火）　INGフラッグを一新
　昨日のINGキャンペーンで紹介したINGフラッグを、応接室前の廊下に掲示しました。
右の写真は、平田中の掲げたスローガンです。廊下を通る機会があれば、ぜひ見つけてください。

１２月２日（月）　INGキャンペーンの実施
　学校集会の後、生徒会役員によるINGキャンペーンを行いました。INGキャンペーンとは
「I（いじめの）N（ない）G（がっこう）」作りを目指そうという合言葉の元、１０年以上
前から行われています。
　生徒一人一人が、いじめのない学校にするための合言葉を考え、教室に掲示します。また、
各クラスごとにも合言葉を考えてもらいます。できた合言葉は、廊下掲示をする予定です。

１２月２日（月）　１２月の学校集会
　本日は、朝から学校集会を行いました。まずか、各種コンクールや大会で賞を獲得した
人たちの表彰です。多くの生徒が壇上に上がり、校長先生から表彰を受けました。
　その後、校長先生から１２月４日から始まる人権週間にちなんだお話がありました。
　最後に、安全担当の先生から、近日中に行われる（日時は秘密）避難訓練のお話がありました。



１２月２日（月）　資源回収に参加しました
　１１月３０日（土）、本校の女子バスケットボール部、卓球部、ソフトボール部、美術部が
学区の資源回収に参加しました。冷たい風が吹く中、段ボールや新聞紙などを元気よく運んで
くれました。

１１月２９日（金）　新メニュー登場
　本日のランチルームでは。「あったらいいな、こんなおかず」コンテストに入賞した
名古屋市内の中学生が考えたメニューが登場しました。A・Bランチについていました。
皆さんお味はいかがだったでしょうか？

（ポスターとメニューです）

１１月２９日（金）　今季一番の寒気です
　朝から冷え込みが厳しく、防寒着を着てくる生徒が増えてきました。気が付けば
来週から１２月に入ります。今年も残すところ一か月を切ろうとしています。
冬休みに向けて、体調管理に気を配り、元気に乗り切りましょう。

１１月２８日（木）　職場体験学習に向けて
　２年生は、５時間目の額活の時間に、履歴書づくりを行いました。この時間で完成させる
のが目標でしたので、どの生徒も担当の先生に質問しながら、完成を目指して頑張っていました。



１１月２８日（木）　アルバム撮影を行いました
　３年生は午後から、卒業アルバムの写真撮影を行いました。下の写真は、学年写真を
撮影するために、運動場に集まっている様子です。
　その後、クラスごとに分かれて、クラスで話し合って決めた撮影場所で、集合写真を
撮影しました。どのような写真が出来上がるのか、楽しみですね。

１１月２８日（木）　期末テストが終わりました
　三日間に及ぶ期末テストが終わりました。本来でしたら、今日の昼放課は今までの
運動不足を解消するいいチャンスだったのですが、あいにくの曇り空です。そのため
外に出て運動する生徒が少なく、少し寂しい昼放課となりました。

１１月２７日（水）　ランチ試食会を行いました
　本日昼より、平田小学校と浮野小学校の６年生に来てもらい、ランチ試食会を行いました。
中学校では給食がなく中学校では給食ではなく、スクールランチが実施されています。
入学してからの中学校生活が、スムーズにいくよう、例年この時期に行っています。最後に、
この日活動している部活動の見学をしてから、下校してもらいました。

１１月２６日（火）　期末テスト二日目です
　毎回、定期テストの日は、生徒の皆さんは早く登校します。中には教科書を持ち、
問題を出し合いながら登校する生徒も見受けられました。明日でテストは終了します。



最後まであきらめず、勉強の成果を発揮できるようにしましょう。

１１月２６日（火）　入学説明会終了しました
　昨日は、多くの保護者の方にご来校いただきありがとうございました。また、ご家庭に
おきまして、配布した資料を見ていただき、ご意見・ご質問があれば、平田中学校まで
連絡していただきますよう、お願いいたします。

１１月２５日（月）　入学説明会を行います
　本日午後１時３０分より、本校ランチルームにおいて入学説明会を行います。
来年度入学を予定してみえる保護者の方に、本校の学校生活について、お話を
いたします。

１１月２２日（金）　今日は天候が悪化します
　朝からどんよりとした曇り空です。朝の天気予報でも、これから雨が降るという予報でした。
そのため、傘を持って登校する生徒が多くみられました。来週からいよいよ期末テストです。
家庭学習に力を入れるとともに、体調管理に気を配り、学習の成果が発揮できるようにしましょう。

１１月２１日（木）　本日のランチメニュー
　今日は、ランチを受け取るための、２年生と３年生の生徒の大行列ができていました。　
　また、ランチルームでは「まろやかちゃんぽん丼」という変わったメニューが登場しました。



１１月２０日（水）　基礎学習講座を行いました
　昨日に続き、今日は２年生を対象とした学習講座がおこなわれました。英語の学力を
向上させるために、参加した生徒は真剣に学習に取り組みました。

１１月２０日（水）　本日はラーメンが人気です
　本日のランチメニューは、しょうゆラーメンに人気が集まりました。ご飯のおかわりに
ランチスタッフが回っていましたが、男子を中心に手が上がっていました。

１１月１９日（火）　基礎学習講座を行いました
　本日、教育相談と並行して、基礎学習講座を行いました。来週は期末テストが行われます。
学習内容が成果として発揮できるよう頑張ってください。

１１月１９日（火）　一気に冬到来
　朝の気温が一気に下がり、登校する生徒も冬服あるいは、防寒着を着てくる生徒が
一気に増えました。日本各地で、例年よりも早くインフルエンザが流行しているという
話を聞きます。規則正しい生活を心がけ、うがい手洗いもこまめに行いましょう。

１１月１８日（月）　教育相談+テスト週間
　今週からテスト週間に入ります。そのため、部活動は原則行われません。
　また、午後からは教育相談が今週行われます。その時、以前行われた学校生活アンケートの
結果が、担任の先生から配布されます。ご家庭でも結果を一度ご覧になり、より良い学校生活
を送るための指標としてください。



（各教室で、担任の先生と生徒が教育相談を行っています）

１１月１８日（月）　職場体験学習に向けて
　２年生は職場体験学習に向けて、「履歴書」の作成に取り組みました。担当の先生から
「履歴書」の書き方について説明を受け、書いていくのですが、「自己PR」の欄で、苦戦
している生徒が多いようです。　

１１月１５日（金）　漢字コンクールの実施
　２年生は、総合的な学習の時間に漢字コンクールを行いました。　
来週からテスト週間に入ります。どの程度漢字の知識を身につける
ことができたのでしょう。結果が楽しみですね。　

１１月１５日（金）　理科の授業風景
　本日３年生の理科の授業は、中和の実験を行いました。先生の指導の下、酸性・
アルカリ性の水溶液を混ぜたり、ガスバーナーを使ったりしていました。
　特に、マッチ（最近使わなくなりました）を擦るのに、かなり苦戦している人が目につきました。

１１月１５日（金）　芸術鑑賞会③
　後半は、各学年から希望者を募り、和太鼓の演奏体験を行いました。どの学年からも
積極的に手を挙げる生徒が出てきて、迫力ある演奏が完成しました。また、恥ずかしが
りながらも、みんな手拍子や掛け声を一生懸命出していました。
　消火栓のライトが、太鼓の振動で点滅しました。とても思い出に残る鑑賞会でした。



１１月１５日（金）　芸術鑑賞会②
　６０分の演奏会でしたが、和太鼓とマリンバの迫力、さらに個性豊かな「GONNNA」の
メンバーの迫力に、圧倒されっぱなしの６０分でした。時には、学年の中にメンバーが入り、
時に力強く、時にはコミカルな演奏が行われました。

１１月１５日（金）　芸術鑑賞会①
　本日は、３・４時間目の授業を使い、和太鼓とマリンバのチーム、「GONNNA」さんを
お招きして、芸術鑑賞会を行います。どのような演奏会になるのか、とても楽しみです。

１１月１４日（木）　平田祭風景
　大変遅くなりましたが、平田祭の写真整理がかなり進みました。そこで、学校で撮影した
写真の一部を紹介します。

　　　　　（開会式）　　　　　　　（全校合唱：校歌）　　　（全校合唱：マイバラード）

　　　　　　　　　　　　（学年合唱：右から１年・２年・３年）



　　　　　　　　　　　　　　　　　（吹奏楽部発表）

１１月１４日（木）　朝から不安定な天気です
　早朝降った雨が、あがったかと思えば、昼からがかなり強い風の吹く一日でした。けれども
平田中の生徒は、風にも負けず、運動場で元気に体を動かしていました。

１１月１３日（水）　検査風景（１年）
　骨密度のデータをもらった後、栄養士の方から今後の食生活や日常生活の改善について
アドバイスを受けました。どのような結果だったのか、あるいはアドバイスをもらったのか、
ご家庭でも話題にしてください。

１１月１３日（水）　検査風景（３年）
　機械で測定するのは５秒程度、結果は１分程度で出てきます。皆さん自分のデータとクラス
メイトのデータを見比べていました。

１１月１３日（水）　検査風景（２年）
　最初に２年生から検査が始まりました。１時間の授業を前半・後半に分けて、２クラスずつ
実施をしました。最初のためか、みんな非常に緊張していました。



１１月１３日（水）　骨密度検査を行います
　今日は終日、特活室において骨密度検査を行います。朝から、事業所の方が来て、
準備をしてもらいました。愛知県内で１０校程度、選ばれた学校が行われるそうです。
　この後、各学年の検査の様子を紹介します。

１１月１２日（火）　後期第２回生徒委員会
　授業後は、後期二回目となる生徒委員会が行われました。後期の様々な活動をするため、
委員の皆さんは一生懸命活動をしてます。

１１月１２日（火）　防災教育（１年生）
　１年生は、５・６時間目の授業を使って、防災訓練を行いました。ランチルーム、誠心館、
運動場に分かれて、クラスごとに順番に活動しました。
　ランチルームでは、液状化現象の実験、誠心館では、非常時に役立つ簡易タンカーの作り方、
運動場では、起震車の体験を行いました。
　１年生の皆さんは、どの活動も興味を持って取り組んでいました。



１１月１２日（火）　秋晴れの昼放課
　今日はさわやかな秋風の吹く、外で運動するには絶好の気候です。そのため、３年生を
中心に、多くの生徒が外で活動していました。
　また、午後の授業で１年生が防災教育を行います。そのため、西消防署から起震車が
運動場でスタンバイをしています。

１１月１１日（月）　職場体験学習に向けて
　２年生では、職場体験学習に向けた活動を始めています。今日は、職種ごとに担当の
先生の教室に分かれて、履歴書を書きました。初めての経験であるため、担当の先生の
話をよく聞き、緊張しながら作成をしていました。

１１月１１日（月）　ラーメンが人気でした
　本日のランチルームは、Bランチの『海鮮ラーメン』に人気が集まりました。
ところでランチの時間、外は土砂降りとなりました。昼夜の寒暖の差も大きく
なっています。十分な栄養と休息をとって、体調管理を万全にしましょう。

１１月１１日（月）　保健集会を行いました
　本日朝、体育館で保健委員の人たちによる保健集会を行いました。内容は、今週水曜日に
行われる「骨密度検査」に伴い、人間の骨について、クイズを交えてためになる話をたくさん
してもらいました。



１１月８日（金）　落し物が届きました
　昨日行われた平田祭午前の部終了後、保護者席に落し物がありました。
一つは、金色のピアス（片方のみ）。もう一つは、黒色の手提げ袋です。
学校で保管しておりますので、心当たりのある保護者の方は、学校まで
連絡をお願いします。

１１月７日（木）　平田祭無事に終了
　午前の部・午後の部に分けて行われた平田祭は無事に終了いたしました。
大勢の保護者の方に見に来ていただき、ありがとうございました。
この写真は、午後の部で行った、吹奏楽部の発表の様子です。

１１月７日（木）　本日は平田祭です
　いよいい平田祭当日となりました。生徒は最後の１分まで惜しんで、各教室で最後の
練習を行っています。生徒が今まで努力をしてきた結晶を、ぜひご覧ください。

　（美術部の作品です）　　　（会場も昨日完成しました）

１１月６日（水）　全校合唱練習
　４時間目は、体育館で全校合唱練習を行いました。明日、全校で合唱する「校歌」と
「マイバラード」を、本番の流れに沿って練習しました。当日の３００人で歌う全校合
唱の迫力も楽しみにしてください。

１１月６日（水）　最後のクラス合唱練習
　明日の平田祭本番に向けて、各クラスでは最後のクラス曲を練習しました。クラスで
ミーティングをしたり、不十分なところをパートリーダーが中心になって練習したり、
全体の曲想を最終確認しながら合唱するなど、クラスごとに一生懸命な姿が多数見られ
ました。



１１月６日（水）　学校開放日始まります
　本日より三日間、学校開放日を行います。普段の学校生活の様子を見ていただく機会として
学期に一回実施しています。明日は、体育大会に続く大きな行事、「平田祭」を行います。
多くの保護者の方に見ていただくため、生徒たちも頑張っています。お時間の許す限り、ご来校
ください。

１１月５日（火）　技術の実習風景（２年）
　２年生技術科の授業は、「はんだ付け」の実習に入りました。授業の最初に
教科担任の先生から説明を受けて、安全にはんだ付けを行うための実習を行い
ました。今後、製作活動にも取り組みます。安全に器具が取り扱えるようにな
るよう頑張ってください。

１１月５日（火）　本番に向けて追い込み中　
　いよいよ今週の木曜日が平田祭です。どのクラスも、短い朝の活動の時間を使って
練習を行っています。どのクラスも真剣な表情で、練習に取り組んでいます。最後まで
より良い合唱をめざしてがんばってください。



１１月１日（金）　本日のランチ
　今日のランチBOXは、Cランチ（キーマカレーとナン）に人気が集中したため、
ランチ受取所の前に、大行列ができました。（上段）
　また、ランチルームでも、キーマカレーが出ましたが、多くの生徒がお替りを
していました。（下段）
　みんなが、元気よく食べてくれるおかげで、食材も有効に利用できています。

１１月１日（金）　あい・あい・あいさつ運動
　本日、本校の通用門で、「あい・あい・あいさつ運動」を行いました。学区内の
保護者の方にも多数参加をして、生徒会役員や生活委員と一緒になってあいさつ運
動に参加をしてもらいました。登校した生徒の多くが、いつもとは、違う雰囲気の
様子に、緊張しながらも、元気に挨拶をしてくれました。
　参加をしていただいた保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

１０月３１日（木）　体育委員会企画
　今日の昼放課、体育委員の呼びかけで、運動場においてレクリエーションを行いました。
内容は、「だるまさんがころんだ」です。体育委員の呼びかけで、非常に多くの生徒が運動
場に出てきてくれて、非常に盛り上がりました。
　生徒たちが楽しんでいる姿を動画で紹介できないのは非常に残念です。



１０月３１日（木）　朝練習をやっています
　今週から、平田祭に向けて朝練習を始めています。朝の短い時間ですが、本番に向けて
頑張って練習に取り組んでいます。

１０月３０日（水）　後期学習支援講座
　１０月初旬に前期の基礎学習講座が終了しました。そして、現在後期学習支援講座が
スタートしています。ただ、今は平田祭に向けて授業後に合唱練習にも取り組んでいる
ため、なかなか時間通りに受講生が集まるのは難しい現状です。それでも、受講してい
る生徒は、頑張って学習に取り組んでいます。

１０月３０日（水）　合唱リハーサルを行いました③
　午後から行った、１年生のリハーサル風景です。初めての学校行事ということもあって、
移動一つとってもぎこちなさが見られました。ただ、練習を重ねる中で、スムーズに行動
できるようになりました。



１０月３０日（水）　合唱リハーサルを行いました②
　学年合唱の次は、クラス合唱の練習です。まずは、クラスごとに入退場の練習を行いました。
昨年度と変更てっもあるので、特に上級生は動きを間違えてしまう人もいました。本番に向けて
整然とした入退場ができるように、頑張りましょう。

１０月３０日（水）　合唱リハーサルを行いました①
　今日は 、終日体育館で平田祭に向けて合唱リハーサルを学年ごと（１・２限→3年、
３・４限→2年、５・６限→1年）に行いました。
　音楽科の先生から説明を受けて、最初は学年合唱の隊形移動と合唱練習を行いました。
本番に向けての緊張感が伝わってくる、いいリハーサルでした。



１０月２９日（火）　１年生合唱練習
　総合的な学習の時間を使って、１年生は合唱練習を行いました。体育館・第一音楽室・
第二音楽室に分かれての練習です。どのクラスも楽譜を覚え、パートリーダーが中心に
なって、レベルの向上を目指しています。２・３年生に負けない歌声を響かせてください。

１０月２９日（火）　ランチルーム風景
　今週は１年生がランチルームを使用しています。今日のメニューはBランチの「野菜味噌
ラーメン」に人気が集まっていました。４時間目の授業が延びたのか、ランチルームへ慌て
て駆け込んできた生徒もいました。

１０月２９日（火）　雨の日の登校風景
　今日は朝から雨が降っており、傘をさしての登校となりました。そのため、昨日よりも
登校時間の遅い生徒が多くみられました。下校時間も雨が予想されますので、交通安全に
は十分気を付けましょう。

１０月２８日（月）　１年生職場訪問に向けて
　１年生は体育館で、来年１月に実施予定の職場訪問について、学年の先生から
説明を受けました。どういった職場に訪問することができるのか、みんな真剣な
表情で先生の話を聞いていました。

１０月２８日（月）　学校集会
　本日、体育館において学校集会を行いました。まず、生徒会役員から、現在行っている
募金活動について、改めて呼びかけを行いました。また、環境にかかわるクイズを出し、
みんなにエコキャップ運動などへの協力も呼びかけました。（上段）
　その次に、コンクールや部活動の大会で賞を獲得した人たちの表彰披露を行いました。
（下段）今回は多くの生徒が壇上で表彰披露を受けました。



１０月２５日（金）　雨の日の昼放課
　今日は、一日中雨が降っていたため、運動場を使用することができません。このような日は、
体育館が解放されます。以前、雨天時の体育館解放について話がありました。また機会があれば
ぜひ体育館に来て、運動してください。

１０月２５日（金）　募金活動頑張っています
　このような雨の中でも、生徒会役員は、土間に立って募金活動を行いました。
来週も行いますので、今週忘れた人たちは、ぜひ協力をしてください。
また、集計結果は、後日生徒会新聞や、このHPを使ってお知らせします。

１０月２５日（金）　大雨の運動場
　昨夜から降り続いた雨の影響で、運動場は水浸しとなりました。１年生も、大きな7水
たまりが邪魔をして、東土間へ行くことができなくなったため、急きょ校舎を通って、東
土間へ移動してもらいました。
　下校時には水が引くといいのですが・・・。



１０月２４日（木）　合唱練習風景
　本日５時間目に、１・２年生は平田祭に向けての練習に取り組みました。どのクラスも
自分たちの未完成な部分がはっきりしてきたので、パートリーダーが中心となり、各パー
トに分かれて弱点の克服に向けて力を入れていました。本番まで二週間を切っています。
どのクラスも最高の合唱を作り上げるために頑張っています。

１０月２４日（木）　本日のランチルーム
　今日のランチルームはBランチの「豚骨ラーメン」に人気が集まりました。
結構コショウをかける生徒が多かったのが驚きです。今日は、ご飯のお代わり
をする生徒はあまりおらず、かなりご飯が余ったようです。

（Bランチに並ぶ生徒の皆さん）



１０月２４日（木）　赤い羽根共同募金を実施中
　ただ今、生徒会役員が中心になって、朝通用門で「赤い羽根共同募金」への
ご協力の呼びかけを行っています。
　「赤い羽根共同募金」とは、子どもや高齢者、心身に障がいを持っている人
に対する福祉支援や、災害支援を行うために行っている活動です。
　多くの人たちのご協力をお願いいたします。

１０月２３日（水）　授業後の合唱練習
　今週は、３年生が個人懇談会が開かれています。
　そして、１・２年生は、平田祭に向けて、授業後合唱練習に取り組んでいます。担任の
先生付き添いの元、各パートリーダーや指揮者・伴奏者が中心となって、クラスのレベル
を上げるために頑張っています。

１０月２１日（月）　２年生総合的な学習
　２年生は、総合的な学習の時間を使って、３学期に行う「職場体験学習」に向けての準備を
始めました。今日は、以前行ったアンケートに基づいて、体験ごとに集まり、担当の先生から
今後の学習の進め方などについて話がありました。こういった経験は、なかなかできるものでは
ありません。充実した体験学習になるように、これからの事前学習をしっかり取り組みましょう。

１０月２１日（月）体育委員会企画
　今日の昼放課、体育員の呼びかけにより、運動場でレクリエーションを行いました。
本日より３年生が個人懇談会だ行わえれるため、１・２年生のみの参加でした。じゃんけんを
して負けた人が、勝った人の後ろに並び、列を伸ばしていくというゲームですが、かなり盛り
上がっていました。



１０月２１日（月）　臨時全校集会
　本日朝、臨時に全校集会を行いました。内容は、皆さんの登下校にかかわるお話でした。
ルールを守って、安全に登下校ができるように心がけましょう。

１０月１８日（金）　合唱練習（２年生版）
　２年生の総合的な学習の時間も、平田祭に向けての合唱練習になりました。
まだ、歌詞をきちんと覚えていない生徒もいますので、これからの各クラスの
成長が楽しみです。

１０月１８日（金）　３年生調理実習
　昨日の２年生に続いて、今日は３年生が調理実習を行いました。料理のテーマは
「ニンジンケーキ」です。どの班も手際よくニンジンをカットし、ケーキ作りに取
り組んでいました。



１０月１７日（木）　校舎に歌声が響きました
　本日５時間目の学活は、全学年、合唱練習を行いました。教室や音楽室、体育館に
分かれての練習です。特に３年生は、来週懇談会が行われるため、授業後の合唱練習が
できません。ですから、練習にもかなり力が入っていました。

１０月１７日（木）　担々麺が人気でした
　本日のランチルームは、Bランチの担々麺に人気が集中しました。（上段右）
　また、ご飯のお代わりをする人も,かなりいました。

１０月１６日（水）　進路説明会の実施
　本日午後より、本校体育館で進路説明会を行いました。３年生の保護者だけでなく、
１・２年生の保護者も来校しました。これから進路先を決定していくにあたり、いつまでに
何を準備していかなければいけないのか、という点を中心に担当教員から説明がありました。



１０月１６日（水）　調理実習PART②
　昨日に続いて、別のクラスがみそ汁づくりにチャレンジしました。みんな、真剣な表情で
実習に取り組んでいました。この成果はぜひ、皆さんのお家で披露してください。

１０月１６日（水）　秋を感じる季節となりました
　今週はさらに気温が下がり、朝は肌寒さを感じます。生徒たちの中でも冬服を着て
登校する姿がさらに多く見られるようになりました。
　今週から、新しい生徒会メンバーで朝の挨拶運動を行っています。

１０月１５日（火）　祝　HP閲覧者一万人突破
ᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊ
ᯆᯇᯈᯉᯊ　　本日１９時近く、本校ホームページの閲覧者が一万人を突破（１０００１人）しました。　ᯆᯇᯈᯉᯊ
ᯆᯇᯈᯉᯊ　今年１月中旬からカウントをはじめ、２７０日目でのことです。これからも、本校の活動を　ᯆᯇᯈᯉᯊ
ᯆᯇᯈᯉᯊ　更新していきますので、よろしくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ᯆᯇᯈᯉᯊ
ᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯆᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯇᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯈᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯉᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊᯊ

１０月１５日（火）　後期生徒委員会始動
　先週行われた認証式に続いて、本日後期第一回目となる生徒委員会を行いました。
それぞれの担当の先生から、活動内容を聞き、委員長・副委員長の選出などを行い
ました。委員になった皆さんのこれからの活躍に期待しています。



１０月１５日（火）　昼放課風景
　テスト週間から三連休を経て、久しぶりの昼放課です。どの学年も、元気に外へ出て
運動していました。AETも、生徒と一緒にサッカーをしています。（どこにいるか分かり
ますか？）

１０月１５日（火）　調理実習を行いました
　２年生は、家庭科室において、みそ汁づくりを行いました。実習中は、各自がみごとな
包丁さばきで、ニンジンやキャベツをカットしていました。どの班も、おいしいみそ汁が
完成したようです。

10月11日（金）　平田祭に向けて
　中間テストが終わりました。3時間目の額活は、どの学年も平田祭に向けての取り組みが
始まりました。（上段：1年生　中段：2年生　下段：3年生）
　2年生は、平田祭に向けてのクラス目標を考えました。１・3年生は、音楽室や教室において
クラス局の練習です。



10月11（金）　保健室前の掲示物が新しくなりました
　昨日から保健室前の掲示物が一新されました。昨年度も掲示した「リフレーミング」が
紹介されていますので、その一部を掲載します。テストが終わって、ほっとしたひと時に
一度見に来てください。

１０月１０日（木）　家庭教育セミナー開催
　本日、本校ランチルームにおいて家庭教育セミナーを開催しました。臨床心理士であり
話し方アドバイザーでもある坂崎立子氏をお招きして、「思春期の子どもとの向き合い方」
というテーマで、講演をしていただきました。

１０月１０日（木）　３年生の掲示物登場③
　前回までで紹介しきれなかった掲示物を掲載しました。もし、紹介されていない掲示物が
あれば、来週HPで紹介させていただきます。ぜひ学校へお知らせください。



１０月１０日（木）　定期テストが始まります
　今日は二学期中間テストの一日目です。朝登校するときに、教科書や授業ノートを手に
して、友達同士で問題を出し合いながら登校する姿が見られました。テストに向けての意
気込みは素晴らしいですが、交通安全には十分気を付けてください。
　また、今週一気に気候が秋らしくなりました。そのため、徐々に冬服で登校する生徒も
増えました。自分の体調に気を配り、自分にとって最適な制服を選んでください。

１０月９日（水）　３年生の掲示物登場②
　３年生の掲示物の続きを掲載しました。よく見ると、いろいろな仕掛けがついている
作品もありますので、楽しく鑑賞することができます。

１０月９日（水）　昼放課風景
　明日は二学期最初の定期テストが行われます。そのためか、今日は運動場に出て遊ぶ生徒の
姿が少なかったです。それでも、３年生を中心に、先生とともに元気に走り回る生徒の姿が



見られました。

１０月９日（水）　３年生の掲示物登場①
　一学期に３年生が行った修学旅行で学習したことをまとめたB紙が、廊下に掲示されています。
時間をかけて作った作品だけあって、どのクラスの作品も大作ばかりです。
　学校に来る機械のある保護者の方は、ぜひ３年生の廊下にもお立ち寄りください。
　作品の数が多いため、数回に分けて紹介します。

１０月８日（火）　１年生合唱練習風景
　１年生も総合的な学習の時間を使って練習が始まりました。各クラスの指揮者・伴走者・
パートリーダーが中心となって、自発的に練習をすすめていました。
　当日は、２・３年生に負けないような歌声を聞かせてくれることを、楽しみにしています。
（右から上・下段ともに１組、２組、３組）

１０月８日（火）　ランチルーム風景
　今週は、１年生がランチルームを使用しています。
　ランチの職員が、ご飯のお代わりを呼び掛けていましたが、遠慮している人が多かったようです。
１年生もルームでは楽しい会話が弾んでいます。

１０月７日（月）　３年生合唱練習始動
　体育大会の次にやってくる大きな学校行事が平田祭（合唱コンクール）です。カレンダーを
見てみると、平田祭本番まであと一か月。３年生は一足早く総合的な学習の時間を使って、
合唱練習を始めました。当日は、各クラスでどのような素敵な歌声が響いてくるのか、今から



楽しみです。

１０月７日（月）　認証式を行いました②
　表彰式の後は、生徒会役員と学級委員の認証式を行いました。学級委員については、時間の
都合上全員に校長先生から認証状を渡しことができないため、各学年の代表生徒に受け取って
もらいました。
　最後に旧役員の退任あいさつと、新役員のあいさつを行いました。

１０月７日（月）　認証式を行いました①
　今日は、体育館で後期の生徒会役員・学級委員の認証式を行いました。
まず初めに保健委員会から「ハンカチテッシュ調査」の表彰を行い（上段）、次に
スポーツ大会や各種コンクールで賞を取った生徒の表彰披露（中段～下段）を行いました。

１０月４日（金）　昼放課の過ごし方
　まだ台風の影響で、時折強い風が吹きつけますが、今日も元気に運動場でボール遊びをする
生徒の姿が見られました。また、エアコンがついていないため、これまで訪れる生徒がすくな
かった図書室も、涼しくなってきたためか、生徒の出入りが増えてきました。



１０月４日（金）　本日のランチルーム
　今日は、Bランチの「台湾ラーメン」に人気が集中しました。また、ご飯のおかわりを
する生徒の姿も見られました。

１０月３日（木）　今日からテスト週間です
　本日よりテスト週間に入ります。部活動は原則中止ですので、来週の定期テストに向けて
実亮kが十分発揮できるように、家庭学習に取り組みましょう。
　今日は、曇り空ですが、湿度が高く、蒸し暑さも感じます。体調不良を感じたら、早めに
担任の先生か養護教諭に相談しましょう。

１０月２日（水）　生徒会役員選挙立会演説会
　本日６時間目に体育館において、後期生徒会役員選挙立会演説会を行いました。
生徒会活動に意欲的に取り組もうと決意をしてくれた生徒が、壇上で自分の思いを
堂々と語ってくれました。平田中学校を今まで以上に良い学校にしていくために、
活躍を期待しています。

１０月２日（水）　本日のランチメニュー
　本日のランチルームメニューは、市内の中学生が「あったらいいな　こんなおかず」
コンテストに応募し、賞を獲得したおかずがメニューとして提供されました。（上段真ん中）
また、そのうち募集用紙が掲示されますので、料理に興味のある生徒はぜひ挑戦して
みてください。



１０月１日（火）　前期基礎学習講座最終日です
　今日で、前期基礎学習講座が終了しました。昨日担任の先生から後期講座の案内が配布されました。
各家庭で話し合って、興味のある人は積極的に参加をしてください。

１０月１日（火）　立会演説会リハーサルを行いました
　明日は、後期生徒会役員選挙を行います。そこげ、授業後立候補者・推薦責任者・選挙管理委員
による立会演説会のリハーサルを行いました。明日、どのような演説が聞かれるのか、皆さん、楽
しみにしていてください。

１０月１日（火）　授業風景（調理実習）
　今日は、家庭科の授業で２年生が調理実習を行いました。みんな火加減に気を配りながら
テキパキと作業を進めていました。ぜひ、この経験を生かして、自分の家でも実践してみて
ください。

９月３０日（月）　アルバム写真撮影
　３年生は、卒業アルバムの個人撮影を行いました。３年生は緊張した面持ちで
廊下に整列し、順番を待っていました。



９月３０日（月）　総合的な学習の様子（２年生）
　２年生は、総合的な学習の時間に、ランチルームで学年集会を行いました。内容は、３学期に
実施を予定している「職場体験学習」についてです。昨年は、職場訪問ということで、１日だけ
職場を訪問してインタビューを行いました。今回は二日間、職場に出かけて、実際に仕事を体験
してもらいます。先生方の話をしっかりと聞いて、充実した活動になるようにしましょう。

９月３０日（月）　明日から１０月です
　明日から１０月だというのに、まだ残暑の厳しい日が続いています。
体操服登校が、今日で最終日となるため、制服で登校する生徒が増えて
います。明日から、天気が崩れる予報ですが、今週も元気に学校生活を
送りましょう。

９月２７日（金）　今日の昼放課
　体育大会を終えて、まだ疲れがたまっている生徒が多いようです。今日の昼放課は、ほとんど
外に出てくる生徒がいませんでした。気温も徐々に秋らしくなっています。今度の土・日曜日に
疲れをとって、また月曜日から元気に登校しましょう。

９月２６日（木）　３年生学年種目
　３年生は毎年恒例の「旗持ちリレー」をおこないました。この写真は、各クラスが
競技開始前にクラス全員で応援合戦を行っている様子です。

９月２６日（木）　２年生学年種目
　２年生の学年種目は「チャレンジジャンプ」です。今年度初めて取り入れられた競技で
台風の目と縄跳びを合体させたものです。白熱したリレーが行われました。



９月２６日（木）　１年生学年種目　　
　体育大会の全競技を紹介するのは、たくさんのページが必要になるので、各学年で行われた
学年種目を紹介します。１年生は、台風の目を行いました。

９月２６日（木）　体育大会を行いました
　本日、予定通り体育大会を行いました。天候には止めも恵まれましたが、まだ暑さも
厳しいため、体調を崩す生徒も見られました。保護者・地域の方も多数ご来校いただき
ありがとうございました。

９月２５日（水）　明日に向けて②
　グランド整備終了後、それぞれの担当に分かれて、テント張りやライン引き、椅子・机の
準備などを行いました。暑い中ですが、みんな一生懸命作業に取り組んでくれました。

９月２５日（水）　明日に向けて①
　今日は午後から、明日の体育大会に向けて議員・委員会・生徒会役員の人たちを中心に
準備を行いました。まずは、運動場に整列し、担当の先生から説明を聞いたのち、運動場
の小石拾いを行いました。



９月２５日（水）　昼食はカレーに人気集中
　本日のランチルームは、多くの生徒がBランチの「豚肉とトマトのカレー」を注文して
いました。昼食後半にランチの方がお替りの呼びかけをしていましたが、多くの３年生が
手を挙げていました。

９月２４日（火）　総合的な学習の時間
　６時間目の授業は、２・３年生は総合的な学習の時間です。明後日の体育大会本番に向けて
長縄跳びの練習を行いました。午前中が予行演習であったため、疲れている人もいると思います。
明日は、午後から体育大会の準備があります。帰宅後はあまり無理をせず、ゆっくり体を休めて
ください。

９月２４日（火）　体育大会予行演習②
　開閉会式の練習後は、競技種目ごとに分かれて、担当の先生から競技上のルール説明を
行いました。また、部活動対抗リレーの選手も集めて説明会を行いました。
　また、係の動きを確認するため、１００メートル走を実際に行うことで、放送・監察・
出発合図の係りの動きも確認しました。

９月２４日（火）　体育大会予行演習①
　本日は、午前中体育大会の予行演習を行いました。天候は曇り時々晴れで、時折
気持ちのいい風が吹いていましたが、三連休明けということもあり、体調不良を
訴える生徒もいました。
　最初は運動場に集合し、入場行進と開閉会式の練習を本番さながらに行いました。



９月２０日（金）　今週最後の長縄練習
　長縄跳びの練習ができる日も、今日を含めてあと２日となりました。どのクラスもラスト
スパートをかけており、これまでの最高記録を出すことのできたクラスもありました。学年
を問わず、温かい拍手が起きた時もありました。３年生は、５０回を超える勢いのクラスも
あり、当日の新記録誕生に期待が高まります。

９月２０日（金）　朝の登校風景
　今日も、平田の生徒が元気に登校する姿が見られました。明日から三連休が始まり、来週は
体育大会の本番です。体調管理には十分気を付けて、万全の体調で学校行事に臨めるといいですね。



９月１９日（木）　稲武のまとめが完成（２年３組）

９月１９日（木）　稲武のまとめが完成（２年２組）

９月１９日（木）　稲武のまとめが完成（２年１組）
　１７日にお知らせをした、稲武野外学習のまとめが完成しました。現在３階の廊下に
掲示されています。そこで、各クラスで班ごとに作成した掲示物を一気に紹介します。



９月１９日（木）　長縄跳びの練習
　今日も、昼放課に運動場で長縄跳びの練習を行いました。どの学年も毎日の練習の
成果が出ており、記録を更新しているクラスがいくつか見られました。学年の先生た
ちも、一緒に運動場に出て声をかけています。

９月１９日（木）　ランチルーム風景
　今週は、１年生がランチルームを使用します。学年の先生に、自分たちのテーブルで一緒に
お昼を食べましょうなど、今日もルームの中は、１年生の元気な会話が響き渡っていました。

９月１８日（水）　３年生合同練習②
　総合的な学習の時間に、３年生は体育大会に向けて、２回目の合同練習を行いました。
まず、座席からの入場・退場の練習を行った（上段）後、学年種目である旗持ちリレー
の練習を行いました（下段）。
　本番はどのクラスが優勝するのでしょう。白熱したレースが期待されます。



９月１８日（水）　長縄跳びの練習風景
　体育大会まで一週間となりました。今日も全クラスが昼放課に運動場で、長縄跳びの練習を
行いました。クラスによっては、縄を回すタイミングと跳ぶタイミングが合わず、苦戦をして
いるクラスがあります。残り少ない練習時間を有効に利用して、新記録を目指して頑張ってく
ださい。

９月１７日（火）　稲武野外学習のまとめ
　２年生は、二学期が始まってから夏休み中に行った稲武野外学習のまとめを行ってきました。
ただ、いよいよ来週は体育大会に向けての行事が盛りだくさんになってきているため、授業後
まだまとめが完成していないグループは、学年職員の指導の下で最後の仕上げを行いました。
作成した掲示物は、３階の廊下に貼っています。すべての班の掲示物が出そろった時に、改めて
HPで紹介いたします。

９月１７日（火）　１年生合同練習②を行いました
　総合的な学習の時間に１年生は、２回目の合同練習を行いました。陽射しが出たり、
雲に隠れたりという天気でしたが、時間を短縮して学年種目である「台風の目」を
練習しました。最初に学年の先生から競技について説明がありました。その後、競技
練習に入りました。競技を始める前に、各クラスで声掛けがあるそうです。本番、どの
ような掛け声が聞かれるのか、また、どのクラスが優勝するのかとても楽しみです。



９月１７日（火）　朝の登校風景
　三連休が終わり、今日から新たな一週間の始まりです。厳しかった残暑もようやく
おさまる気配がみられます。さて、９月の大きな行事体育大会も来週と迫ってきました。
今日も朝から雲が出ており、陽射しが若干抑えられています。皆さん体調管理に気を
付けて、学校行事に臨んでください。

９月１３日（金）　２年生合同練習②
　２年生は総合的な学習の時間を使って、体育大会の練習を行いました。まずは、入退場行進、
長縄跳び、学年種目の練習を行いました。今日は一日中曇りで、時折風も吹いていたため、練
習をするにはいい気候でした。

９月１３日（金）　本日の長縄練習
　今日は、最高気温の予想が久しぶりに３０度を下回り、今週の中で一番過ごしやすい気温です。
そのため、昼放課の運動場では、ほとんどのクラスが出てきて長縄跳びの練習を行いました。
どのクラスも、放課終了のチャイムが鳴るギリギリまで練習に取り組みました。

９月１３日（金）　保健委員が掲示物を作りました。
　日中の気温が３０度を超える日が続いています。保健委員が、今週行われた委員会で、
水分補給や準備運動にかかわる掲示物を作りました。東西の土間付近に掲示してあります。



役立つ情報が載っていますので、ぜひ一度じっくり目を通してください。

９月１２日（木）　生徒会レクリエーション
　本日授業後、生徒会主催による生徒会レクリエーションを体育館で行いました。
各学年から希望者を募り、体育館で行いました。参加者を４チームに分け、前半は
障害物リレー＋クイズ大会、後半は、ソフトドッヂボールを使った四面ドッヂを行
いました。特にけが人が出ることもなく、楽しい時間を過ごすことができました。

９月１２日（木）　合同練習を行いました
　５時間目の額活の時間に、運動場で１・２年生と８、９組合同で、体育大会に向けて開
・閉会式の練習を行いました。昼放課あたりから、雲が出て、風も吹いてきたため、若干
涼しくなりました。学年の先生が付き添い、途中で給水タイムを取るなど、健康状態に気
を付けながら練習を行いました。

９月１２日（木）　長縄跳びの練習風景
　昨日に続いて、本日も長縄跳びの練習を行いました。午前中に行われた体育の授業で
体調を崩し、早退することになった生徒もいました。そのため、この練習で体調を崩す
生徒が増えること長いか心配していましたが、学年の先生たちに見守られて、無事に練
習をおえました。



９月１２日（木）　保健室前の掲示物が変わりました
　保健室前の掲示板に新しい掲示物が登場しました。そこで、その中の一部を紹介します。
運動部やクラブチームで活動している人、体を動かすことが好きな人は、一度見に来て
ください。

９月１１日（水）　発展学習講座の様子
　授業後、１年３組の教室で、発展学習講座が行われました。今回は、複数形の
復習などを行いました。みんな集中して、学習プリントに取り組んでいました。

９月１１日（水）　体育大会に向けて
　６時間目の総合的な学習の時間に、３年生は体育大会に向けて行進練習を行いました。
本来は、運動場で行う予定だったのですが、突然雨が降ってきたため、場所を急遽変更
しました。さすが経験者だけあって、練習に対する姿勢がとても立派でした。
　明日は、１・２年生も練習を行います。３年生に負けないよう頑張ってください。

9月11日（水）　久しぶりの長縄跳び練習
　昨日までに比べると、若干暑さが和らいだため、昼放課に長縄の貸し出しを行いました。
今日は、５～6クラスが運動場に出て、練習をしていました。月・火曜日と練習ができ
なかったため、苦戦しているクラスが多いように見られました。本番までまだ二週間あり
ます。各クラスがこれから飛躍してくれることに期待をします



9月10日（火）　基礎学習講座を行いました。
　本日も授業後に基礎学習講座を行いました。生徒委員会が行われるため、場所を変更して
行いました。あと一か月で二学期定期テストが行われます。ここで学習した内容をテストで
発揮できるように頑張ってください。

9月10日（火）　図書室の風景
　昨日から図書室も開館しています。長縄跳びの貸し出しが、暑さのため中止になりました。
しかし、廊下などでお話をしている生徒が多く、1年生しか図書室を使っていないのが、少し
さみしいですね。

9月10日（火）　本日のランチルーム
　今週は、2年生がランチルームを使用します。Aランチは手羽先風唐揚げ（上段右）、
Bランチ（上段左）は豚キムチうどんがメインでした。
　AETのクリス先生も、2年生の中に入って一緒に食事をしていました。とてもにぎやかな
ランチルームでした。

9月9日（月）　3年生長縄跳びの練習
　6時間目の総合的な学習の時間に、3年生は体育館で長縄跳びの練習を行いました。
3年生は経験豊富なため、さっそく10回以上跳ぶクラスも見られました。本番では、
昨年に続き新記録を出すクラスが出てくるでしょうか？今から楽しみです。



9月9日（月）　気温がさらに上昇中
　天気予報の予測通り、午後から気温が上昇しております。そのため、昼放課は
長縄跳びの練習を行うクラスはありませんでした。ただ、２・3年生の一部は運
動場に出て遊んでいました。
　当初予定していた体育大会の合同練習は延期としました。

9月9日（月）　朝の登校風景
　心配されていた台風の進路は。関東地方のそれました。ただその影響で、今日は気温が
３６～７度まで上昇する予報が出ています。朝は、まだ比較的涼しく、みんな元気に登校
しておりましたが、今日から体育大会の練習も始まります。体調管理には十分気を付けて
ください。体調がおかしいと感じたら、迷わず保健室へ行きましょう。

（本日の保健室前の掲示物より）

9月6日（金）　稲武関係の掲示物
　本日6時間目、2年生は総合的な学習の時間を使って、昨日に引き続き稲武野外教育の
まとめを行いました。さて、紹介が遅くなりましたが、稲武で行ったハイキングの時に
ハイキング実行委員が企画した表彰状が3階の廊下に掲示しています。

9月6日（金）　長縄跳びの練習が始まります
　本日の昼放課より、体育大会に向けて長縄の貸し出しが始まりました。早速、各学年の
生徒が運動場に出て、体形を作り練習を始めました。
　まったく跳べないクラスがあったかと思えば、数回は跳ぶことができたクラスもあります。
本番に向けて、クラス一丸となって頑張ってください。



9月5日（木）　各学年の学級活動
　1年生は、担任や体育の先生から、大縄跳びの説明と役割分担などを決めました。

　2年生は、夏休み中に行った稲武野外教育の振り返りを行いました。

　3年生は、体育大会の学年種目で行う旗のデザインを決めました。

9月5日（木）　昼放課の様子
　早朝に降った雨のため、運動場の状態はあまりよくありません。ただ、曇りで陽射しは
強くないため、3年生は外に出て運動していました。明日から、体育大会に向けて長縄の
貸し出しが始まります。１・2年生も無理のない範囲で外に出て体を動かしましょう。

9月4日（水）　体育大会に向けて
　今月末に、体育大会が行われます。この時、生徒会行事の1つとして行われる部活動
対抗リレーの説明会を行いました。各部活動のキャプテンを集め、生徒会の先生から、
企画内容の説明がありました。
　今年は、新しい企画を考えているそうです。どのような企画なのかは、後日説明します。

9月4日（水）　昼食風景
　今週は3年生がランチルームを使用しています。今日は、Bランチの「ハヤシライス」に
人気が集中しました。昼食時間の後半には、ランチレディーがお替りを希望する人がいないか



声をかけていました。

９月３日(火）　基礎学習講座を実施
　今日は二学期に入って一回目の基礎学習講座を実施しました。本日は、気温も高いため
１年３組の教室を借りて、講座を行いました。前期の講座も残すところ数回です。英語の
実力を少しでも高められるように頑張ってください。

９月３日(火)　朝の登校風景
　今日から通常授業が始まります。朝か晴天に恵まれ、元気に登校する姿が見られました。
今日も気温がかなり上がることが予想されます。体調に不安を感じたら、無理をせず先生に
申し出てください。

９月２日(月）　引き渡し訓練を実施しました。
　本日１０時２０分より、避難訓練の一環として、引き渡し下校を行いました。お忙しい中、
保護者の方々には、時間までに来校していただきありがとうございました。
　今回の訓練を通してお気づきの点がありましたら、学校までご連絡ください。

9月2日(月)　二学期始業式
　今日から二学期の始まりです。朝から元気に登校する生徒の様子が見られました。
体育館で行われた始業式では、校長先生から夏休み中の部活動での活躍や、稲武野外
教育での２年生の活躍について話がありました。二学期は、体育大会や平田祭などの
行事があります。このような活動を通して、皆さんの素晴らしい面がたくさん見られ
るのを楽しみにしています。
　また、養護の先生から体育大会に向けての健康指導(下段真ん中）、安全係の先生
からは、避難訓練に関するお話(下段右）がありました　

８月２１日(水）　２・３年生の出校日
　本日は、２・３年生の出校日です。(１年生は１９日が出校日でした）
校舎もかなり賑やかになり、先生たちも課題の回収＆チェックに大忙しでした。(上段）
また、２年生は、体育館に集まって、稲武野外教育に向けた話がありました。(下段)



８月５日(月）　稲武野外教育に向けて
　稲武野外教育本番に向けて、実行委員会の活動も最後の調整を行っています。
先週は、キャンプファイヤー実行委員会が活動していました。今日は、キャンプ
ファイヤーで披露する予定のトーチトワリング実行委員が集まり、演技や隊形に
ついて最終調整を行いました。暑い中ですが当日着る服に着替え、短期集中でが
んばっていました。

８月の予定をお知らせします。
　８月１２日(月）～１６日(金）・・・学校閉庁日です

　１年生出校日：８月１９日(月）　　２・３年生出校日：８月２１日(水）
　　　○通常通りの時間に登校してください。
　　　○欠席する場合は、学校へ連絡をお願いします。(事前に担任へ連絡してある場合は結構です）
　　　○持ち物はスリッパ、夏の生活、夏の課題（出校日指定されたもの）などです。

　８月２３日(金）・・・・・・・・ ２年生稲武事前指導(稲武の持ち物を持ってきてもらいます）
　８月２５日(日）～２７日(火）・・２年生稲武野外教育

8月1日(木)　8月に入りました。
　今日から8月です。今週は日中の気温がかなり高いため、部活動も早めに活動し、早めに
終了するなど、熱中症対策に心掛けています。(写真はサッカー部、ソフトボール部、卓球部）
　まだまだ暑い日は続きます。本稿の部活動も、新しい体制になり、新しい目標に向かって
活動しています。健康には十分気をつけて、活動に取り組んでください。



7月26日(金)　基礎学習講座が終了しました
　２２日(月）から1週間行われた基礎学習講座が終了しました。どの学年からも
もっと英語の学力を高めたいという思いのある生徒が多数参加をしてくれました。
日にちのよっては、教室の席がすべて埋まってしまうほどの盛況でした。
　今回の学習をきっかけとして、少しでも英語の苦手意識が克服できると良いですね。

7月19日(金)　夏季休業中のお知らせ
　夏季休業中は、コンピュータのメンテナンスを実施します。その期間中
(今のところ８月を予定していますが、詳細は未定です）はＨＰの更新が
できなくなります。よろしくお願いいたします。

7月19日(金)　今日は一学期の終業式です
　今日で一学期が終了します。朝、体育館に集合して、終業式を行いました。
まずは、生活委員会が、夏休みの間、自転車事故に遭わないようにするため、
自転車のルールについてクイズを出したり、再現ビデオを放送したりするなど
全校生徒に注意を促しました。

　その後、表彰披露を行い、校長先生のお話を聞きました。

　(表彰の様子）
　明日から約40日間の長期休業が始まります。夜更かしや暴飲・暴食は控えて
健康管理には十分気をつけてください。計画的に学習に取り組んだり、自分の
やりたいことに集中して取り組んだりしても、ダラダラ過ごしていても、時間は
平等に過ぎていきます。ぜひ有意義な夏休みになるように心掛けましょう。



　犯罪や事故に巻き込まれることなく、９月２日の始業式に皆さんの元気な姿が
見られ、夏休みの思い出を聞かせてもらえるのを楽しみにしています。

7月18日(木)　大掃除を行いました
　明日で一学期も終わります。午後からは全校生徒で大掃除を行いました。
各クラスに割り当てられている清掃区域を、隅々まできれいに清掃をいました。
多くの生徒が、協力して掃除に取り組んでくれました。おかげで校内がとても
きれいになりました。

7月18日(木)　夏休みに向けて（２・3年生）
　２年生は誠心館(上段）、３年生は体育館(下段）で、夏休みに向けた事前指導を行いました。
例年夏休み中に全国で、交通事故や水難事故など悲しいニュースが報道されます。
また、区内で、最近小学生や中学生が恐喝やたかりの被害に遭うという話も聞き
ました。そういった事件に遭わないように皆さんが注意をして、楽しい夏休みに
してください。

7月17日(水)　発展学習講座を行いました。
　昨日の基礎学習講座に続いて、今日は一学期最後の発展学習講座が行われました。
一学期の間、合計８回講座が開かれましたが、徐々に実力は身についてきたでしょうか？



受講している１年生の皆さん、二学期も頑張ってください。

7月17日(水)　稲武野外学習に向けて最後の学年集会
　２年生は、稲武野外学習に向けて一学期最後の学年集会を行いました。
内容は、以前行ったしおりの説明の続きです。担当の先生から、三日間の行程について
説明がありました。２年生の皆さんが出かけるのは８月後半です。夏休み中に各自で
しおりを読み返し、自分の係のところは色ペンなどでチェックをしましょう。

7月17日(水)　夏休みに向けた学年集会
　１年生が体育館で学年集会を行いました。中学生になって初めての夏休みを迎えます。
担当の先生から、注意事項の書いたプリントをもとに、より良い夏休みを過ごすために
大切な話をたくさんしてもらいました。家に帰ったら、もう一度もらったプリントを
読み返してみましょう。

7月16日(火)　基礎学習講座を行いました
　今日は一学期最後の基礎学習講座を行いました。授業後、特活室に集まって担当の先生が
作成したプリント学習に取り組んでいました。
　夏休み中に、これまで取り組んできた学習のまとめができるといいですね。

7月16日(火)　今日のランチメニュー
　今日のＢランチのメニューは、以前市内の中学生に募集をした「あったらいいなこんなおかず」
で見事に採用されたおかず「野菜たっぷり　ミルク＆ごまカレー」が登場しました。(写真右上・右中）
ランチルームを利用した１年生の半分以上が頼んでいました。料理に興味のある人は、次の機会に
ぜひ応募してみてください。



7月16日(火)　今週で一学期も終了します
　昨日までの三連休は、非常に不安定な天気でした。今週で一学期も終了します。まだ、梅雨明け
宣言はされず、今週も不安定な天気が続きます。夏休みまであと４日です。今週も体調管理に気を
付けて、夏休みが見返られる準備をしましょう。

7月12日(金)　今日は梅雨の谷間です。
　本日は、梅雨の谷間に当たる曇り空です。明日からまた天気が崩れるという予報です。
せっかくの三連休ですが、傘が必要な日が多くなりそうです。いよいよ来週は終業式
です。最後まで元気に登校できるよう、体調管理(特に熱中症や食中毒）に気をつけて
ください。

7月11日(木)　１年生学年保護者会を行いました。
　昨日に続いて、今日は１年生が学年保護者会を行いました。１年生の学習の様子や課題、
これまでの学年行事の様子と今後の行事予定などを担当の先生から話してもらいました。
　三日間、お忙しい中本校に来ていただきありがとうございました。

７月１１日(木）　今日もランチルームは賑やかです
　今日はＢメニュー(中華丼)に人気が集中しました。(上段左）また、食材が余ったときは
ランチの方が「お替わりいりませんか？」と声をかけてくれます。(中段３枚～下段２枚）
普段は、勢いよく手が上がるのですが、今回はカメラを意識している生徒が多く、とても
控えめでした。今日もとても賑やかなランチルームでした。



7月10日(水)　２年生学年保護者会を行いました
　本日は、１４時よりランチルームで２年生の学年保護者会を行いました。
学年の先生たちが、現在の２年生の様子について、生活面、行事面、学習面など
様々な立場から話がありました。

7月10日(水)　発展学習講座を行いました
　本日、特活室において発展学習講座を行いました。昨日から教育相談が始まっているため
普段とは違った場所での活動でした。英語の能力向上を目指してみんな頑張っています。

7月10日(水)　本日のランチメニュー
　今日のＢランチは、トマトうどんでした。(写真上段）トマトの好き嫌いで、
メニュー選択がはっきり分かれました。クラスのみんなは、今日も賑やかに
食事をとっていました。

7月9日(火)　３年生学年保護者会を行いました
　ランチルームで学年保護者会を行いました。学年の先生から、３年生の様子について
学習面や行事面からお話がありました。

7月9日(火)　続　実行委員活動中です
　今日から午後教育相談が始まるため、稲武実行委員の活動もかなり制限されます。
その中で、トーチトワリング実行委員は、体育館に集まって通し練習を行いました。



本番に向けて、隊形や移動の確認を何度も行っていました。

7月9日(火)　1年生校外学習のまとめ完成
　６月に１年生が行った校外学習のまとめが完成し、廊下に掲示されています。
まだ、未完成の班もあるようですが、素敵な作品がたくさんできました。
　学校に立ち寄る機会がありましたら、ぜひご覧ください。

7月9日(火)　ハンカチ・ティッシュ点検を行いました。
　保健委員の人たちが、みんながハンカチやティッシュをきちんと持ってきているか
点検活動を行いました。これは、以前行ったアンケートで、ハンカチやティッシュを
持ってきている生徒が予想以上に少なかったため実施したものです。
　自分自身を清潔に保つためにも、持参するのを忘れないようにしましょう。
　保護者の皆様のご協力もお願いします。

7月9日(火)　教育相談スタート
　本日より教育相談が始まります。そのため、午後の授業はありまん。
時間割も変則的になりますので、先生からの連絡をしっかり聞いてください。
　普段なかなか先生と一対一でお話でいない人もいると思います、この機会に
日頃悩んでいることや困っていることなどを相談して見てください。
　また、５月に実施した学校生活アンケート（ｈｙｐｅｒ－ＱＵ）も配布
します。結果を見て、学校生活をより良いものにするための指標としてください。

7月8日(月)　稲武実行委員活動中です
　授業後は、稲武本番に向けて実行委員会の活動も佳境に入っています。
写真は、一日目のレクリエーション実行委員(上二段）と、トーチトワリング
実行委員(一番下の段）の様子です。
　また、キャンプファイヤー実行委員も担当の先生と話し合い活動を行っていました。
あと2週間で夏休みです。楽しい稲武になるよう、皆さんの活躍に期待しています。



7月8日(月)　続　稲武野外学習に向けて
　２年生は、今日も体育館で稲武野外学習に向けた活動を行いました。今回は
担当の先生から、稲武のしおりについて説明がありました。持ち物などで、一部
訂正や書き込みの指示がありましたが、皆さん先生の話をきちんと聞くことが
できていたでしょうか？クラスの仲間としおりの内容を確認しましょう。

7月8日(月)　本日はあいにくの曇り空です
　今日は、雨が降りそうで降らない曇りの一日でした。風も結構強かったため、昼放課は
外で活動する生徒の姿もあまり見受けられませんでした。
　もうすぐ夏休みです。相変わらず湿度は高いので、健康管理には十分気を配りましょう。

7月5日(金)　昼放課の風景
　久しぶりに雨が降らなかったため、昼放課は運動場で多くの生徒が遊んでいました。
体育委員の呼びかけで、ドッヂボール大会が行われました。元気なかけ声が、運動場
から響き渡っていました。

7月5日(金)　もうすぐ七夕ですね
　今度の日曜日は、七夕です。８・９組の窓に、七夕に向けて自分対の願いを書いた
短冊がかざられていました。８・９組の生徒一人一人が、自分の願いを短冊に書いて



いました。この願いが叶えられるといいですね。

7月4日(木)　稲武に向けてダンス練習中
　２年生は体育館で、キャンプファイヤーで踊るダンスの練習を行いました。
２回目の練習ということもあり、多くの生徒が振り付けを覚えてきました。
当日は、盛り上がってもらえるよう、実行委員の人たちも頑張っています。

7月4日(木)　今日の図書室の様子
　今日のお昼、雨は上がったのですが、運動場の状態が悪いため、外では遊べません。
図書室の様子を見てみたところ、あまり人はいませんでした。
　もう少し読書に親しむ人が増えてくれるといいですね。

7月3日(水）　発展学習講座を行いました。
　今日は発展学習講座の開講日です。これまで定期テストや学校行事のため、２週連続で
行うことができませんでした。どの生徒も、プリントに真剣に取り組み、担当先生からの
注意事項に耳を傾けていました。

7月3日(水)　３年生は防災教育を行いました。
　本日午後より、ランチルームにおいて西消防署の職員をお招きして、３年生対象の
防災教育を行いました。今日のテーマは、ＤＩＧという活動で、平田中学区の地図を
基に、水害について学習を深めました。
（Ｄｉｓａｓｔｅｎ＝災害　Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ＝想像　Ｇａｍｅ＝ゲーム）
　各グループごとに熱心な話し合い活動を行い、水害対策について、自分たちのできる
ことを真剣に話し合っていました。



7月3日(水)　保健委員会からのお知らせです
　昨日行われた委員会で、保健委員が全校生徒を対象に行ったアンケートの集計結果を
まとめ、西と東の土間に掲示しました。（左・右写真の内容は同じです）
　ハンカチを持たずに登校する生徒が多い(特に男子)のがわかりました。用紙の下に
書いてありますが、どこかで抜き打ち検査をするそうです。これからが食中毒の発生
しやすい時期です。手を清潔にするためにも、ハンカチは持参しましょう。

　また、本日の熱中症の危険度は、以下の通りです。

7月2日(火)　基礎学習講座を開催
　期末テストが終わって初めての基礎学習講座を行いました。今日は生徒委員会と
同時並行で行ったため、スタートは若干寂しい人数でした。参加した皆さんは、
期末テストの復習を中心に、学習課題に取り組みました。

7月2日(火)　保健室前に新たな掲示物が登場しました。



　昨日、保健室前に新しい掲示物が登場しました。これから気温が高くなり
熱中症になる危険がさらに高まってきます。部活動などで外で活動する生徒は
ぜひ参考にしてください。

7月1日(月)　スマホ・ケータイ安全教室を開催しました。
　６時間目は体育館で、全校生徒を集めてスマホ・ケータイ安全教室を行いました。
講師に、ＮＴＴdocomoから大前健司さんを講師に招いて、講演を行いました。
途中でクイズ大会や質問タイムを織り交ぜながら、スマホやケータイを使用する上での
注意事項を、わかりやすく説明してもらいました。
　あと三週間で夏休みに入ります。スマホやケータイの使い方を誤り、せっかくの楽しい
夏休みが台無しにならないよう、気をつけてください。
　最後に配布された冊子も、ぜひ家族みんなで見るようにしてください。

7月1日(月)　稲武野外教育に向けて
　２年生は、稲武野外教育で行うキャンプファイヤーに向けて、キャンプファイヤー
実行委員が中心になり、ダンスの練習を行いました。
　実行委員がクラスの中に入って、音楽に合わせて振り付けを教えていきました。
　最初は照れがるためか、ぎこちない動きの生徒が多かったのですが、実行委員の
頑張りもあり、徐々にみんな振り付けを覚えていきました。

7月1日(月)　学校集会を行いました
　本日は、月に一回行われる学校集会を行う日です。生徒会会長のあいさつの後、
各種大会で表彰を受けた生徒の披露を行いました。
　また、校長先生からは、今日から終業式までに、夏休みをどのように過ごすのか、
皆さん一人一人が明確な目標を持ち、それに向かってどのように過ごすのかを
しっかりと考えてください、という話がありました。



6月28日（金）　稲武実行委員気が始動
　三日間実施された期末テストが終わりました。本日午後から、部活動などの活動が始まりました。
その中でも、夏休み中に実施を予定している稲武野外学習に向けて、実行委員会が再び活動をはじめ
ました。（上段：しおり実行委員　下段：トーチ実行委員）来週から7月に入り、活動期間も限られて
いますが、仲間と協力して素敵なイベントになるよう、頑張ってください。

６月２７日（木）　生徒会が掲示物を作りました。
　北校舎の階段（１～2階）に生徒会役員が作ったポスターがけいじしてあります。
まだ見ていない人は、ぜひ見に来てください。

6月27日(木)　定期テスト二日目です
　今日は朝から曇り空で、皆さんの登校がほぼ完了しそうな時間帯から雨が降ってきました。
熱帯低気圧が迫っていり影響で、今日は一日じめじめした天気になりそうです。そのため、
多くの生徒が、傘を持参しての登校となりました。明日はテスト最終日です。健康管理には
十分気を配り、テストに臨んでください。

6月26日(水)　ツバメの子育てが始まります
　現在、体育館棟の軒下に、ツバメの巣が２つあります。なかなか巣の中でのんびりと
しているところを撮影するのは難しいのですか、しっぽ(右写真)や頭（左写真）が確認
できます。順調にヒナがかえるように、皆さん見守ってください。



6月25日(火)　朝の登校風景
　明日から期末テストが始まります。昨日・今日と皆さんの登校状況はとても良いです。
朝遅刻ぎりぎりで、焦って登校してしまうと、学習の成果が十分に発揮できません。
規則正しい生活を心がけて、自分の納得のいく成課が出るように頑張りましょう。

6月24日(月)　平田祭(合唱コンクール)に向けて
　２・３年生は、総合的な学習の時間で、11月に行われる平田祭に向けて、クラス曲決めを
行いました。事前に音楽科から、各学年のクラス曲候補が入っているＣＤが配布され、担任の
先生から説明を聞いた上で、クラスごとに候補曲を聴きました。その後、各自がクラス曲と
してふさわしいと思う候補曲を選んだアンケート用紙を集計して、クラス曲を決定します。
　どんな曲が選ばれるのか、楽しみですね。ちなみに、１年生は、明日実施します。

6月24日(月)　修学旅行事後指導を行いました。
　３年生は体育館で、修学旅行の振り返りを行いました。二泊三日の活動を通して
学年としてよかった点・改善していかなければいけない点について話がありました。
３年生として、さらによい学年にしていくための話がたくさんありました。ぜひ、
今後の学校生活に生かしてください。

６月２１日(金）　稲武レクリエーション説明会
　２年生は、稲武で行う予定のレクリエーションについて、実行委員から説明が
ありました。稲武の班で行うということですが、内容は理解できましたか？
楽しいレクリエーションになりそうですね。実行委員の今後の活動に期待しましょう。
　また、次回、集会を行うときは、もう少し静かにできるように頑張りましょう。

6月21日(金)　久しぶりの全学年登校
　１年生の校外学習・３年生の修学旅行が終わり、久しぶりに全校生徒がそろいました。
来週は、定期テストが始まります。３年生の皆さんも、気持ちを切り替えて、テスト
対策に取り組みましょう。

6月20日(木)　稲武説明会を行いました
　５時間目は体育館で、８月に実施を予定している稲武野外教育の説明会を行いました。
学校長の挨拶の後、担当教員から三日間の予定や持ち物などの説明を行いました。(上段）
　その後、学級のリーダーからスローガンの発表や、実行委員による活動の説明があり
ました。(中段・下段）



6月20日(木)　本日のランチメニュ
　今日のＢランチは、名古屋市が市内の中学生に「ランチの新メニュー」を募集し、多くの応募
作品の中から、採用されたおかずが登場しました。みなさん、お味はいかがでしたか？
　料理に興味のある人は、ぜひ次の機会に応募してみてください。

6月19日(水）　３年生も帰校しました。
　３年生も、二泊三日の修学旅行から無事に帰ってきました。旅行中は、天候にも
恵まれ、楽しい旅行になったようです。ご家庭でも、三日間の思い出話に花を咲かせて
いただければと思います。

6月19日(水)　1年生が帰校しました
　校外学習から、1年生が帰ってきました。帰りの道中、交通渋滞に巻き込まれたため
予定より遅い到着でした。ただ、全員けがもなく楽しい校外学習だったようです。

6月19日(水)　２年生は防災訓練を行いました
　２年生は午後から、西消防署の方を招いてもう再訓練を行いました。(一段目））
　まず、体育館に整列し、訓練の流れを説明しました。(二段目）
　その後、運動場へ移動し、グループごとに消化器の放水体験と(三段目）
　煙道の歩行体験を行いました。(四段目）
　どの生徒も、真剣に楽しみながら体験に参加していました。　
　最後に再び体育館に集まり、火災について消防署職員の方から講義がありました。(五段目）
　とても貴重な体験ができた一日でした。



6月19日(水)　校外学習に出かけました。
　今日は朝からいい天気です。１年生は予定通り朝運動場に整列し、校外学習に
出発しました。。皆さん、たくさんの楽しい思い出を持ち帰ってくれることを
楽しみにしています。

6月18日(火)　校外学習に向けて
　１年生は、明日行われる校外学習に向けて、体育館で事前指導を行いました。
担当の先生からしおりを使って、スローガンやルール、マナーの確認を行いました。

6月18日(火)　本日のランチメニュー
　今日のランチルームのメニューは、以下の2つです。(右：Ａランチ　左：Ｂランチ）

　圧倒的にＢランチの人気が高く、行列ができていました。どのクラスも賑やかにランチルームで
昼食をとっていました。



6月17日(月)　稲武係会を行いました
　２年生は稲武野外教育に向けて、事前にクラスで決めた係ごとに集まって係会を行いました。
班長・副班長・美化係・食事係が、担当の先生ごとに教室に集まり、仕事内容の説明をうけ
ました。係の活動がきちんと行われないと、稲武の行事も楽しむことができません。自分の
仕事には、責任感を持って取り組みましょう。

6月17日(月)　朝の登校風景
　今日から３年生が修学旅行に出発しました。今のところ、天気予報も晴れ予報です。
楽しい修学旅行になることを祈っています。
　さて、平田中学校の方は、3年生がいないため、朝の挨拶運動も登校する生徒の数も
若干さみしい状態でした。

6月14日(金)　昼放課の運動場風景
　３年生が午前中で下校をしましたので、校内に残ったのは１・２年生のみとなり
ました。昼食後、運動場の様子を見てみたのですが、３年生がいないため、ガラーン
とした感じでした。１・２年生の皆さんも外で活動できるといいですね。

6月14日(金)　修学旅行事前指
　その後、3年生は体育館で最後の事前指導を行いました。
　土・日曜日を挟みますが、体調をしっかり整えて、楽しい修学旅行に
なるようにしましょう。



　いよいよ来週月曜日から、3年生は修学旅行に出かけます。朝の登校でも3年生が
修学旅行で持って行く荷物を抱えて登校する姿が見られました。

6月13日(木)　歯科講話を行いました
　１年生は体育館で、学校医の先生を講師に招き、歯科講話を行いました。
口と歯の健康について、クイズを交えながら学習を深めました。

6月13日(木)　もうすぐ修学旅行です
　来週から3年生は修学旅行に出発います。そこで、事前指導を誠心館で行いました。
暑い中、扇風機をかけながらの学年集会でしたが、みんな係の先生の話を集中して
聞いていました。

6月13日(木)　教育実習生離任式を行いました
　本日は、1日早いですが、教育実習の先生たちの離任式を行いました。
実習生の先生たちからは、「最初は緊張しましたが、三週間があっという
間にたちました」「皆さんから挨拶の大切さを改めて気付かされました」
といった話がありました。

6月12日(水)　実習生の授業(続
　本日も、実習生による授業が行われました。今回は理科の授業で、生徒による
銅の燃焼実験を行いました。教育実習の先生は前日夜遅くまで準備を行ってから
授業に臨んだのですが、思うように授業は進んでのでしょうか？
　生徒は、班ごとに協力して楽しそうに実験に取り組んでいました。



6月12日(水)　緑のカーテンをつくっています
　現在、生徒会のメンバーで、緑のカーテンをつくるため、ゴーヤと朝顔の
栽培を始めています。このカーテンができると、教室への直射日光が遮られる
ため、冷房に頼らなくても教室内の温度を下げることができます。
　植物栽培に関心のある人は、ぜひ水やりに協力してください。

6月12日(水)　モーニング読書②
　モーニング読書が始まって、２週間目に突入しました。みんな、朝から本を読む
習慣になれてきており、どのクラスも集中して本を読んでいました。
　あと二日でモーニング読書も終わりですが、これをきっかけに、是非本に親しむ
習慣を身につけてください。

6月11日(火)　実習生の授業　（続）
　本日も、実習生による授業が行われました。色々な先生が見に来ていたため
緊張気味で始まった授業でした。



6月11日(火)　朝の登校風景
　本日、朝の天気予報では、午後から雨が降るという予報でした。
そのため、傘を持って登校してくる生徒がたくさんいました。しかし、
予想に反して午後からも晴天に恵まれ、運動場で体育や部活動ができました。
傘を持ってきた人は持ち帰るのを忘れないようにしてください。

6月10日(月)　修学旅行に向けて
　3年生の修学旅行も来週に迫っています。そこで、6時間目の総合的な学習の
時間を使って、学年集会が行われました。３年生の先生から、詩織の内容を中
心に話がありました。皆さん準備は万端のようです。

6月10日(月)　昼放課風景
　本日は雨のため、運動場が使用できません。そのため、５時間目に体育館で活動する
２年生が、早めに体育館に集まって、運動していました。皆さん、体力がありあまって
いるようです。

6月10日(月）　道徳の授業
　今日のの1時間目、道徳の授業は、先週に続いて教育実習の先生が担当しました。
色々な先生が見に来ていたので、教育実習の先生にとっても、生徒にも皆さんに



とっても、かなり緊張した授業になりました。

6月7日(金)　実習生による授業
　時間がたつのは早いもので、教育実習生が着任してから2週間が終了しました。
今日も、実習生による授業が行われました。
　来週で教育実習も終わりです。最後の週はたくさん授業を担当してもらう予定です。
実習生の皆さん、頑張ってください。

6月7日(金)　稲武野外教育に向けて
　２年生は体育館で、稲武野外教育に向けて、学年集会を行いました。
　稲武に出かけたとき、雨が降った場合に行われる「民芸教室」の説明を
行い、その後アンケート調査を行いました。

6月7日(金）　梅雨の時期に入りました
　いよいよ梅雨の時期に入りました。今日はみんな、傘をさしての登校です。
これから湿度が高くなり、食中毒が怖い時期になります。１・3年生は、大きな
行事も控えていますので、体調管理を心がけましょう。

6月6日(木)　修学旅行に向けて
　修学旅行に向けて、3年生は学年集会を行いました。今回は、三日間どのような服装で
過ごすのかを、点検するものです。修学旅行では、様々な場所を訪れるため、Ｔ(時）Ｐ
(場所）Ｏ(目的）にあった服装をする必要があります。点検の結果はどうだったのでしょう？



6月6日(木)　学校開放日が終わりました
　三日間行われた学校開放日が終わりました。期間中、３９名の保護者・地域の方に来校して
いただきました。お忙しい中、ありがとうございました。
　二学期は、１１月６日(水）～８日(金）の三日間開催します。特に、７日(木）は、平田祭
（合唱コンクール）があります。多くの方に参加していただきますよう、お願いいたします。

6月6日(木）　朝の水当番です
　2年生は技術・家庭科の授業でトマトの栽培を始めました。
今朝、水やり当番の生徒が朝、活動をしていました。
立派なトマトができるといいですね。

6月5日(水)　発展学習講座を行いました
　昨日に続いて、2回目となる発展学習講座が行われました。担当の先生の指導のもと、
レベルと高い課題に取り組んでいました。英語の実力を高められるように、頑張ってください。

6月5日(水)　朝の登校風景
　体操服で、登校する生徒がかなり増えてきました。今日も、昼から気温が上がり、
湿度も高い状態です。自分の体調を見極めて、あまり無理をしないようにしてください。
体調不良を感じたら、我慢をせず、保健室に行きましょう。

６月４日(火）　基礎学習講座を行いました。
　今日は２回目となる基礎学習講座が行われました。生徒委員会の活動と重なってしまったため
スタートは参加生徒が若干少なかったです。。どの生徒も、課題のクリアを目指して頑張って



いました。

6月4日(火)　校外学習に向けて(1年生）
　１年生は、６月１９日に実施予定の校外学習に向けて、学年集会を行いました。
当日、スムーズに人員確認ができるように、隊形練習を行いました。どのクラスも
静かに素早く移動することができていました。

6月4日(火)　モーニング読書が始まります
　今日から全校でモーニング読書が始まります。モーニング読書とは、登校してから
15分ほど、みんなで読書に親しむ活動で、来週の14日まで続きます。普段あまり読書
に親しんでいない人は、これを機会に、是非素敵な本に出会ってください。

6月3日(月）　学区内清掃を行いました。
　午後からは、全校生徒による学区内清掃を行いました。天候に恵まれ、絶好の清掃日和でした。
美化委員会による説明の後、学年ごとに清掃場所に分かれて掃除を行いました。
　１年生は平田下水処理場周辺、２年生は運動場の南側、３年生は運強情の北側と側溝清掃を
行いました。暑い中でしたが、みんな頑張って清掃し、たくさんののゴミを回収してくれました。

(たくさんのゴミが集まりました）

6月3日(月)　環境集会を行いました。
　体育館で、美化委員会が中心となって環境集会を行いました。ゴミ問題について全校生徒に
考えてもらうため、環境委員会が考えた様々なクイズを出題しました。日本は、欧米に比べて
ゴミの排出量が多いことがわかりました。
　また、生徒会も、これまでペットボトルキャップの回収など環境を守るための取り組みを
行ってきましたが、今後「緑のカーテン」という取り組みを行います。



6月3日(月)　学校開放日が始まります
　本日から三日間、学校開放日です。生徒の普段の様子を、お時間の許す限り、見に来てください。
なお、保護者の方は、正門から入っていただきます。

５月３１日（金）　本日のランチルーム
　本日のランチは、Ｂランチ（上段　左）が一番人気でした。
　※とり肉のしおこうじうどん、ご飯、ジャーマンポテト、小松菜の煮びたし、ゼリー
　また、ランチレディーの方がご飯のおかわりをまわってくれました。（下段）みんな、おなかいっぱい
食べたようです。

５月３０日（木）　稲武に向けた学年集会
　２年生は誠心館で、稲武野外学習に向けた学年集会を行いました。
学級代表の人たちが、「学年スローガン」と、それに込めた思いを発表しました。
また、いろいろな係の先生から、当時に向けた取り組みについて、話がありました。
どのようなスローガンが発表されたのか、お子様から聞いてみてください。



５月３０日（木）　修学旅行に向けて
　３年生は体育館で、修学旅行で訪れるTDL(東京ディズニーランド)の班編成を行いました。
クラスの枠を取り払って班を作りました。楽しい思いでいなるよう、班のメンバーときちんと
計画を立てていきましょう。

５月３０日（木）　実習生の授業が始まりました
　今日から、教育実習の先生による授業が始まりました。一生懸命に授業の準備を
行い、本番に臨んでいます。楽しい実験を行うことができたようです。

５月２９日（水）　発展学習講座が始まりました。
　昨日に続いて、今日から１年生を対象とした英語の発展講座が始まりました。
この講座は、基礎に比べると高いレベルの学習を行います。英語の能力向上を
目指して頑張ってください。

５月２９日(水）　朝の挨拶運動
　昨日とは打って変わって晴天となりました。今日は、教育実習の先生も生徒会や
生活委員と一緒になって挨拶運動を行いました。



５月２８日(火）　トーチトワリングの練習
　２年生が行う稲武野外学習に向けて、実行委員の活動も始まりました。
キャンプファイヤーで行う予定のトーチトワリング実行委員になった生徒が
授業後、担当の先生とともに練習を始めました。どのような演技が披露され
るのか、当日が楽しみです。

５月２８日(火）　基礎学習講座が始まりました。
　本日から授業後、１年生を対象に英語の学習講座が始まりました。内容は、基礎と発展に分けて
開催をしています。まだ、英語学習も始まったばかりですので、しばらくは試行期間とします。
講座を受けていく中で、基礎・発展のどちらがいいのか、考えてください。

５月２７日(月）　昼放課風景
　昨日に続いて、本日も日中の気温が３０度を超えました。そのため、体調不良を訴えて
早退する生徒も若干見られました。明日からは、多少気温も下がるようですが、こまめに
水分をとったり、だるさを感じたら無理して動かないなど、体調管理に心がけましょう。
　さて、今日も天気はよかったのですが、この暑さのため、運動場で遊んでいる生徒は、
とても少なかったです。

５月２７日(月）　教育実習生の着任式
　本日から三週間、本校に教育実習生が２名やってきます。１年と２年にそれぞれ配属と
なりました。将来は学校の先生になりたいという希望を持って実習に取り組みます。年齢も
皆さんとは近いので、色々な場面で積極的に関わってみてください。

５月２４日（金）　中間テストを終えて
　中間テストが無事に終了しました。午後からは、いままでテスト期間中であったため活動
できなかった部活動が、活動し始めました。
　今週は急激に気温が上昇し、各地で熱中症になった人のニュースが報道されています。
体調管理に十分気をつけて、活動してください。

５月２３日(木）　プールサイド風景
　本日は、中間テスト一日目です。生徒の皆さん、日頃の学習の成果が出せるように
頑張ってください。
　さて、今日は気温が３０度に迫る暑い日になりました。学校からプール指導のお知らせ
を配布いたしましたが、いよいよ６月から保健体育の授業でプール指導が始まります。
　プールに清掃も完了し、あとは授業が始まるばかりです。



(プールに何が浮かんでいるかわかりますか？気になる方は見に来てください）

５月２２日(水）　稲武実行委員会　活動開始
　２年生は、総合的な学習の時間に、稲武野外学習に向けて活動する実行委員の
メンバー顔合わせを行いました。担当の先生から、当日に向けてどのような活動を
していくのか説明がありました。ぜひ、いろいろな楽しい企画を考えてください。

５月２１日(火）　本日のランチ
　今日のランチメニュー一番人気は、カレーライスでした。(上段）
ランチルームでも２年生の多くがカレーを注文していました。先生たちが
カッターシャツや制服に、カレーをつけないようにと注意して回っていましたが
皆さん、こぼさずに食べられたのでしょうか？。

５月２０日(月）　本日の授業の様子
　２年生では、夏期休業中に実施される稲武野外学習に向けて、班編制や係分担決めを
行いました。今後、係ごとに打ち合わせや実行委員の活動が本格的に始まります。
楽しい行事になるよう、２年生みんなで力を合わせて協力してください。

　また、３年生も本番まで一ヶ月を切った修学旅行に向いての活動が続いています。



３年生の廊下には、修学旅行に向けて雰囲気を盛り上げるための掲示物が貼ってあります。

５月１７日(金）　緑の募金最終日です
　本日は、生徒会が朝行ってきた、緑の募金の最終日です。そのため、これまでにない
多くの生徒が、募金に協力してくれました。また、先生たちも通用門にやってきて、募
金に協力しました。集金結果は、生徒会新聞などで皆さんにお知らせします。協力を
してくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。

５月１６日(木）　テスト週間に入りました。
　本日からテスト週間に入ります。そのため、授業後の部活動は行いません。
各学年では、テスト範囲表やテスト計画表が配布されています。計画的な
学習に取り組めるようにしましょう。
　また、今日から家庭訪問も始まります。午後３時までは家庭学習の時間です。

５月１５日(水）　朝の募金活動
　昨日とは打て変わって晴天に恵まれました。みんな朝から元気よく登校しています。
　さて、今朝も、生徒会役員による募金活動が行われています。昨日以上に多くの生徒が
募金に協力してくれました。今週の金曜日まで、実施していますので、ご協力、お願い
します。

５月１４日(火）　緑の募金
　現在、生徒会役員が、朝の挨拶運動とともに「緑の募金」活動を行っています。
この「緑の募金」は、森林の整備や、自然災害で被害に遭った方への支援などに
利用されています。多くの方のご協力をお願いいたします。



５月１３日(月）　進路・修学旅行説明会
　本日午後から、進路・修学旅行説明会を行いました。修学旅行当日まで、一ヶ月と迫ってきました。
そこで、３年職員から、生徒が過ごす二泊三日の予定について説明がありました。(上段）
これから体験学習や都内分散について話し合いが行われます。ルールを守って楽しい修学旅行に
なるようにしましょう。
　その後、進路説明会に移りました。今後の進路先決定まで、どういった心構えが必要なのか、などに
ついて、進路指導主事からプロジェクターを使って説明がありました。(下段）

５月１３日(月)　ＡＴＥ着任式
　今日からＡＥＴの先生が着任しました。アメリカ出身で名前は「クリストファー＝スミス」先生です。
皆さんには「クリス」先生と読んでほしいそうです。非常に明るく、気さくな感じの先生です。積極的に
話しかけてください。

５月１０日(金）「２００日間自転車無事故無違反ラリー」の出発式
　本日、西警察署において、「２００日間自転車無事故無違反ラリー」の出発式が行われました。
平田中からも、生徒会役員の生徒が代表で参加をしました。
　この活動は、平成２６年度から始まっており、平田中学校は、過去５年間、無事故・無違反を
達成しています。来週の学校集会で、生徒会から連絡はありますが、自転車事故に遭わないよう
心がけるきっかけにしてください。

５月９日(木）　避難訓練を行いました
　５時間目は、避難訓練を行いました。今回の訓練は生徒へ事前に連絡しており、理科室から
出火。そのため２・３年生が普段使用している西階段が使用できない、という想定で行いました。
　放送終了してから、全校生徒・教職員の避難が完了するまで４分３０秒かかりました。
　その後運動場で、西消防署の方と、校長先生から話がありました。
　西消防署からは、昨年度名古屋市内の火災発生状況について話がありました。ちなみに昨年度は、
市内で６００件近い火災が発生し、１００人以上の死傷者が出たそうです。
　また、校長先生からは、この訓練をきっかけとして、学校外での対応（買い物や遊びに出かけたなど）
を考えるきっかけにし、冷静な判断ができる訓練をしてください、という話がありました。



５月９日(木）　体力運動能力調査を行いました。
　本日は、体力運動能力調査を実施しました。日差しが強くはなく、適度に風も吹いているので
活動するには、いい環境でした。運動場、体育館、誠心館に分かれ、５０メートル走、立ち幅跳び
握力などの記録を測定しました。

５月８日(水）　部活動説明会の開催
　本日、体育館において部活動の説明会を行いました。校長先生から、名古屋市の部活動の
活動方針と顧問の紹介をした後、部活動の係より、本校のルールについて説明がありました。(上段）
　その後、それぞれの部活動に分かれて、顧問の先生より活動方針や年間の活動計画について、
話がありました。（中段）
　最後に、顧問の先生の引率により、それぞれの活動場所に移動し、生徒の活動の様子を見学
しました。(下段）
　いろいろな場面で、保護者の方の協力をお願いすることもあると思いますが、よろしくお願いいたします。

5月7日(火）　夏服移行期間が始まりました
　今週から６月末までを夏服移行期間とします。まだ、気温の変化が激しく、半袖で外出したかと思えば、
肌寒さを感じる日もあります。皆さんの体調と、日々の天気予報を参考にして、服装を考えてください。
　なお、生徒手帳１５ページに夏服のルールが書いてあります。１年生は、初めてのことですので、きちんと
読んでください。

5月7日(火）　ランチルーム風景
　10連休が終わり、みんな朝から元気よく登校している様子が見られました。
　今週から、１年生が初めてランチルームに入って昼食をとります。
　毎年、１年生は食事の段取りが十分把握できていないため、準備に時間がかかり、
昼食時間が短くなってしまうことがあります。友達同士で楽しく会話しながら・・・・
という気持ちもあると思いますが、まずはスムーズに食事の準備ができるようにしましょう。



　本日のランチ、メインメニュー　Ａは肉団子の黒酢あんかけ、Ｂは豚肉の辛口スープカレーでした

4月26日(金)　ゴールデンウィークに向けて
　明日から10連休が始まります。春・夏・冬休みを除くと、今まで経験したことのない
長いお休みとなります。十分休息をとってこれまでの疲れをとるとともに、有意義な休
みにしてください。
　ただ、4月に入って、痛ましい交通事故のニュースが連日報道されています。まず、皆さん
一人一人が、交通ルールを守り、特に自転車の安全運転に心がけてください。
　また、気温が上がり、暑くなってくると、水の事故も起こりやすくなります。危険な
箇所には立ち入らないようにしましょう。
　最後に、過度の夜更かしや、暴飲・暴食をひかえて、5月7日には、全校生徒の皆さんが、
元気で登校するのを待っています。

4月26日(金)　稲武オリエンテーション
　2年生は、体育館において稲武野外教育オリエンテーションを行いました。今年度の稲武は、
夏休み中に実施します。担当の先生から、稲武での活動について、過去の記録写真を元に、説
明がありました。
　また、キャンプファイヤーで行うトーチトワリングについても、担当の先生から実技を兼ねて
説明がありました。様々な実行委員会も募集されますので、やる気のある人は積極的に参加して
ください。

４月２５日（木）　校外学習オリエンテーション
　１年生は体育館において、６月に行う予定の校外学数について、先生から説明がありました。
中学校に入学して行われる、初めての大きな学年行事です。先生の話をよく聞いて、思い出に
残る校外学習になるよう、学年全体で協力しましょう。



４月２５日（木）　昼放課風景
　朝方まで降っていた雨もお昼前にはやみました。ただ、運動場の状態が悪いため、外で
遊ぶことはできません。図書室もかなりさみしい状況でした（上段真ん中）
　この日は、体育館が開放され、３年生を中心にドッヂボールを楽しんでいました。
男女入り交じって、元気な声が体育館に響いていました。

４月２４日（水）　部活動全体会
　授業後、体育館において部活動全体会を行いました。部活動に入部をした全学年の生徒が
体育館に集まり、部活動担当の先生から、活動上の注意事項について確認がありました。
　みんなでルールを守り、充実した活動になるようにしてください。

４月２３日（火）　授業風景・・持久走
　現在保健体育の授業では、全学年持久走に取り組んでいます。この結果は、体力運動能力調査の
結果に生かされ、成績のよかった生徒には級が与えられます。
　少しでもよい記録が出せるように頑張ってください。

４月２２日（月）　図書室開館
　先週の生徒委員会が行われ、各委員会活動が始まりました。
　今日から、図書委員会が活動を始め、図書室が開館しました。
　昼放課のみの開館ですが、詳しい開館日は、校舎内の廊下に掲示されています。
　今日は、天気もよく、運動場で遊ぶ生徒が多かったためか、それほど人はいませんでした。
　天気の悪い日や、今日はちょっと運動したくない気分の日があれば、積極的に図書室を利用してください。



（入室時、スリッパはここへ）（図書委員がカウンターにいます）

４月１９日（金）　授業参観
　本日五時間目は授業参観を行いました。多くの保護者に来校していただき、
ありがとうございました。また、６月には三日間学校開放日を予定しています。
近づきましたら案内を配布しますので、生徒が一生懸命授業を受けている姿を
見に来てください。

４月１８日（木）　昼放課風景
　昼放課に、体育委員の呼びかけにより、全校合同ドッヂボール大会が行われました。
昼休みにグランドに出ていた生徒は、先生たちと一緒になってドッヂを楽しみました。
　特に３年生は、午前中全国学力学習状況調査を行っていたので、体を動かすことで
ストレスを発散していたようです。

４月１７日（水）　第一回生徒委員会
　前期初の生徒委員会が行われました。生活・文化・保健・体育・美化・図書の各委員が
一同に集まり、今後の活動内容について説明を受け、委員長・副委員長を選出しました。

４月１６日（火）　認証式
　本日認証式を行いました。いよいよ前期の生徒議会・生徒委員会活動が始まります。
自分の役割に責任感を持ち、学校・学年・学級のために力を尽くしてください。
　皆さんが、平田中をより良くしてくれることを期待しています。



４月１５日（月）　部活動オリエンテーション
　５時間目は体育館において部活動オリエンテーションを行いました。
　１年生に自分たちの部活動をアピールするため、２・３年生による工夫を凝らした
発表が行われました。
　これまでの練習の成果を発表、映像を取り入れた発表、お笑いの要素をふんだんに
取り入れた発表があり、大いに盛り上がった会になりました。
　明日からは、仮入部が始まります。多くの新入部員が入ってくれることを期待しています。

４月１２日（金）　生徒会役員選挙
　５時間目は体育館で生徒会役員選挙のたちあい演説会を行いました。
　今回は、定員６名のところに６名の立候補者が出てくれました。そのため、
立候補者の演説を聴いた後、信任投票を行いました。
　どの立候補者も、平田中学校をより良くしたいという気持ちのあふれた演説でした。



４月１２日（金）　全校集会
　始業式以降、連日、集会が行われていますが、今日も１時間目体育館において学校集会を行いました。
今日の集会は、中学校生活を送るに当たって、皆さんに覚えてほしいルールの説明を生徒指導主事の
先生にしてもらいました。特に、１年生にとっては初めて聞く内容ですので、みんな真剣に先生の話を
聞いていました。
　もし分からないことがあれば、勝手な判断をせずに先生に質問してください。

４月１１日（木）　離任式
　昨日と一昨日、本校に転任された先生の着任式を行いましたが、今日は、昨年度まで本校に
お見えになった教職員の離任式を行いました。
　校長先生による紹介の後、お一人ずつ別れの挨拶をしていただきました。最後は全校生徒で
花道を作って、見送りをしました。いつまでも別れを惜しんでいる生徒もいて、とても素敵な
離任式となりました。

4月１０日（水）　学年集会風景
　本日、２年生（上段）と３年生（下段）が学年集会を行いました。
　今年度、新たに学年に所属した先生の自己紹介や、学習・行事などのそれぞれの
先生の立場に合わせて、多くの話がありました。
　特に２年生は稲武野外教育、３年生は修学旅行があります。思い出に残る行事に
なるよう、先生たちの話をよく聞いて、活動してください。

４月１０日(水）　着任式②
　昨日に続いて、体育館で着任式を行いました。
　校長先生から、新たに２名の先生の紹介がありました。
　かつて、平田・浮野両小学校で勤務していた先生が見えたのは、驚きました。



４月９日(火）　着任式・始業式
　本日の１時間目は、体育館において学校集会を行いました。
　まず最初に着任式を行いました。今年度は、４名の先生が、新たに平田中に赴任しました。（上段）
これから、授業や学校行事などで関わる場面が出てきます。充実した学校生活を送るためにも、
お互いに節度ある態度で接することができるといいですね。
　その後は、始業式が行われました。校長先生からは、将来の夢や目標を達成するためのヒント
について話がありました。その後は、学級担任発表、１年生と２・３年生の対面式へと続きました。（中段）
　最後に生徒会入会式がありました。昨年度後期の役員が、生徒会や各委員会の役割について
パソコンを使って説明してくれました。（下段）

４月８日(月）　入学式
　本日、体育館において平成３１年度入学式を行いました。
　天候に恵まれたことと、校内に植わっている桜の花も満開になるなど、絶好の入学式日和でした。
　新入生の皆さんは、通用門においてクラス発表を行った後、運動場に集合しました。そして、
いったん教室に入り、上級生から説明を受けた後、体育館に入場しました。どの生徒も、これから
始まる中学校生活に、期待と不安に胸を膨らませて式に臨んでいました。

４月５日(金)　入学式準備
　いよいよ、新しい年度の始まりです。今日は、来週の月曜日に行われる入学式の準備を、昨年度の
１・２年生で、議員や委員会に所属していた人たちに登校してもらって行いました。みんな、テキパ
キと仕事に取り組んでくれたため、予定よりも早く準備を終えることができました。
　お手伝いに来てくれた生徒の皆さん、ありがとうございました。
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