
榛原中学校学校だより         平成 30 年 11 月 14 日 

こ こ ろ ざ し 
笑 顔  あ り が と う  

 

『学び』のロード 真っ最中 ｢学びの充実！｣   
 

１１月に入り、朝晩が徐々に寒くなってきましたが、日中は暖かく比較的過ご

しやすい日々が続いています。中学校は今、学びのロードの真っ只中で、生徒た

ちは、じっくり学習に取り組んでいます。ただ単に、知識だけを覚える学習では

なく、対話を通して深い学びにつながる授業づくりを行っています。  

「対話による深い学び」とは、互いの考えを比較して、根拠を示しながら論理

的に説明したり、あるいは新たに考えを生み出したりすることです。その中で、

これまで学習した内容や技能を活用する力を付けること 

を目指しています。例えば、３年生の理科の学習では、  

酸性の液体とアルカリ性の液体を混ぜると液体の中でど  

のようなことが起こっているのかを考える学習を行いま 

した。写真のようにイオンモデルを使いながら、対話活 

動を行い、これまで学習したことを根拠にして、液体の 

中で起こっていることを説明し合い、その理解を深めました。 

また、日没が早くなるのに伴い、下校時刻も早くなりました。秋の夜長とよく

言いますが、家庭で過ごす時間が長くなります。その家庭での時間の使い方を工

夫し家庭学習をきちんと行うことを目指しています。具体的には、榛中ノートを

活用して、学習を含めた家庭生活の計画を立て、それを実行することで良い習慣

を身に付けるようにしていします。物事が習慣化するには、長い時間がかかりま

す。意識して続けなければ習慣は身に付きません。一日一日の小さな努力を積み

上げ、地道に取り組む力を身に付けたいと考えています。 
 

＝感動のロードから＝ 他に誇れる『体育大会』『文化発表会』 
 ｢感動｣のロードでは、生徒主体を合い言葉に、生徒全員で運営した体育大会

と、練習を重ねた合唱を発表した文化発表会が行われました。 

 体育大会では、色別集団の３年生の応援団  

長と各クラスの応援団員が中心となって、そ  

の集団の競技や応援を生徒が主体となって展 

開しました。またそれぞれの専門委員会が責 

任をもって各競技を運営しました。まさに、 

みんなで競い合い、みんなで支え合った体育 

大会ができました。 

 文化発表会では、本気の努力を積み重ねて 

きた学年や学級の合唱を発表し、榛中５つの  

誇りでもある『こころひとつに合唱』を表現 

することができました。また、３年選抜合唱やオープニングで披露した３年男子

の有志による宇宙戦艦ヤマトの合唱は大迫力でした。合唱以外にも、英語スピー



チや主張作文の個人発表、吹奏楽部の演奏といった発表も行い、榛中の文化を表

現しました。 

よりよいものを創り上げるために、みんなで一つの事に取り組み、そこで得ら

れた感動を味わうことができました。今は、みんなで一つの事に取り組めた経験

を授業に生かしています。  
 

＝榛中生の活躍＝ 

 

 

 

 

 
 

 

部活終了時刻   ～ 11/ 2  16:15  

11/6～12/22  16:00                                 

 

  １１ 月 
26(日) ＰＴＡ体育大会  

1(水) ＰＴＡ本部・運営委員会  27(月) 
新入生１日体験入学 

※お弁当  

2(木) 
３年 三者面談②  

２年 英語能力判定テスト  
30(木) ２年 薬学講座 

6(月) 

３年 三者面談③  

自由参観週間(～９日 ) 

諸会費引落日 

  １２ 月 

7(火) ３年 三者面談④  1(金) ３年 県学力診断調査 

8(水) 
３年 三者面談⑤  

専門委員会 
3(日) 地域防災訓練 

9(木) 
チャレンジテスト(数学) 
３年 三者面談⑥  

5(火) 諸会費引落日 

10(金) 
とことん学習 

１年 進路セミナー(１時間目) 

２年 進路セミナー(４時間目) 

7(木) 
全学年 三者面談①  午前授業 

チャレンジテスト(英語) 

11(土) 
県駅伝競走大会（エコパ） 

地区ＰＴＡ研究協議会準備  
8(金) 

市指定研究発表会(萩小･牧小) 

午前中で下校(給食･弁当なし) 

12(日) 地区ＰＴＡ研究協議会  11(月) 全学年 三者面談②  午前授業 

 13(月) 
テスト前部活動なし(～16 日) 

諸会費再引落日 
12(火) 

全学年 三者面談③  午前授業 

諸会費再引落日 

14(火) 生徒総会・表彰集会 14(木) 全学年 三者面談④  午前授業 

16(木) 定着度調査１日目 25(月) 第２学期終業式 午前中で下校 

17(金) 定着度調査２日目 
26(火) 冬季休業（～１／８） 

25(土) ＰＴＡ体育大会準備  

 

♪１１月･１２月の行事予定♪  

ジュニアオリンピック（全国大会）  

◇男子Ａ１００ｍ  ７位 大石幹太  

静岡県中学総体 駅伝競走の部中部予選会  

◇男子 ４位 鈴木、飯田、池田、良知、  

       石川、松浦〈県大会出場〉  

    ４区区間賞 石川晴斗  

◇女子 ６位 吉塲、松浦、川村、池田、  

大石   〈県大会出場〉 

中部地区中学生新人陸上競技大会  

◇女子共通 1500ｍ   ５位 吉塲深月  

◇男子共通 100ｍＨ  ６位 濱崎一馬  

◇男子共通走高跳  ６位 石間万葉  

◇女子共通走幅跳  ７位 藤田悠花  

◇男子共通 100ｍＨ  ８位 山下大和  

◇女子 4×100ｍＲ ３位 

        藤田悠、白鳥、藤田杏、加藤  

榛原地区秋季大会  

◇野球         ３位  

◇サッカー       ２位  

◇バスケットボール女子 ２位  

◇バレーボール女子   ２位  

◇ソフトテニス男子  

 個人 優勝 奥山・東海林組  

    ２位 中山・粂田組  

    ３位 山崎・川嶋組  

◇ソフトテニス女子  

 団体 優勝  

 個人 優勝 小島・鈴木組  

    ３位 松下・櫻井組  

     〃  照井・大石組  

◇卓球男子  

 団体 優勝  

 個人 優勝 山本  ２位  森  

    ３位 鈴木  

◇卓球女子  

 団体 優勝  

わたしの主張２０１８県大会  

優良賞 相馬晴輝  

島田市英語スピーチコンテスト  

 準優勝 知久 零  

榛原地区英語話し方能力研究会  

 入選 知久 零  吉川真由  

榛原地区読書感想文コンクール  

 特選 沖田心優  池田悠真  小出紗羅  

長島里桜 鷲巢さくら  鈴木陽斗  

鈴木夏子 松本光生 西谷さくら  

加藤幹也 漢人太智  大川原未琴  

牛嶋月菜 良知はな 相馬晴輝  

榛原地区小中学生主張作文コンクール  

 特選 間瀨雄介  小西貫太  

榛原地区理科論文審査  

 特選 久保田巧  松本光生  

榛原地区社会科論文審査  

 特選 大関真宙  黒木綾人 吉川真由   

木村友音 森岡和紀  

わたしの主張２０１８牧之原市  

 優秀賞 山本 烈  

個人 優勝 高橋  ２位 村上  

    ３位 片瀬 今村 

◇剣道  

 男子団体 ２位  

   個人 優勝  大石 ３位  間瀨  

女子団体 優勝  

  個人 ２位 丸山  ３位  田代  

◇柔道  

 男子団体 優勝  

   個人 ３位  村松 中島  

アーチェリーしずおかスポーツフェスティバル  

◇３０･１８Ｒ 優勝  加藤  

◇１８ｍＲ １位  油井 ２位  福田  

      ３位  手島 

◇１２ｍＲ 優勝  須藤 
※入賞団体及び個人を掲載しました  


