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2/25（月）
生徒会企画の全校クラスマッチが行われました。生徒会執
行部員が、あれこれ種目を検討しましたが、8 の字長縄跳び
に挑戦することになりました。
連続で何回跳べるかを競うものでしたが、各クラスとも作
戦を練り、声かけ合いながら頑張っていました。優勝は 2 年
2 組でしたが、それぞれのクラスの和を深められたのが何よ
りよかったと思います。3 年生にとっては、受験勉強の合間
のリフレッシュになったと思います。

１年職業講話

2/12（火）

進路学習の一環として、さまざまな仕事を知り、働くことの
意義を考えるため、1 学年で「職業講話」を行いました。
髙山隆之さん（エンジニア）
、鈴木美佐子さん（トリマー）、
菊地宏樹さん（団体職員）の３名に協力していただき、お話を
伺いました。どんな仕事をしているか、どんな人がその仕事に
向いているかなど、丁寧に説明していただきました。進路選択
の参考になったと思います。
生徒の感想より
・やりがいを聞いてみると、１つ目はお客さんが喜んでくれることでした。２つ目は分からないこと
を教えてもらいうまくできて、それが今でも生かせることでした。３つ目は感謝の言葉をもらうこと
でした。人のために一生懸命働くことは、すごいことだと思いました。私も、将来、人の役に立つよ
うなことをしたいと思いました。

・講師の先生にお聞きした話を生かして、大人になった時に就きたい職業について、考えてみたいと
思いました。そして、大人になった時に就きたい職業に就くために、いまできることは何か考えてみ
たいと思いました。

武道場の貸し出しについて
武道場の社会体育への貸し出しを４月から行います。希望なさる団体の代表の方
は、３月１３日（水）までに大富中へご連絡をお願いします。
その上で、３月１４日（木）午後８時から大富中：視聴覚室で行う使用団体調整
会議への参加をお願いします。※連絡は、大富中４７－０４０９ 教頭：小林まで

７月と１２月の２回、保護者の皆様に本校の教育活動アンケートのご協力をいただきました。７月に行っ
た結果は、桜桃第５号にてお知らせしましたが、今回は、２回実施したアンケート結果を集計し、まとめま
したのでお知らせいたします。アンケートの結果から考えられる課題の解決のため、今後、よりよい教育活
動を行っていけるよう努めてまいります。

平成３０年度

大富中の教育活動に関するアンケートの結果について

◇回答項目・・・・Ａ：よくあてはまる
Ｂ：あてはまる
Ｄ：あてはまらない
◇表中の数値は、回答数を「％」で表しています。

Ｃ：ややあてはまらない
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③ 学校は、教育活動にふさわしい環境を整えている。
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学校全体について
① 学校は、教育目標や学校の取り組みをわかりやすく伝えている。
②

学校は、生徒の学習や生活の様子を、連絡や懇談、たより等でわかりやすく伝えている。

学校は、将来の生き方をよく考え、豊かな心をもった生徒を育てようと努力している。

⑤ 学校は、雰囲気が良く、生徒たちが明るく生き生きと生活している。
学習指導について
① 少人数指導やティームティーチングでの学習支援は、良い取り組みである。
②

先生は、生徒が意欲的に学習に取り組めるように、支援や相談、指導をしてくれている。
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③

生徒は、授業が楽しく分かりやすい（意欲的に取り組めるようになった）と言っている。
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④ 生徒は、必要な家庭学習をきちんと行っている。

16.4

52.0

22.0

7.9

⑤
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生徒は、テスト前の部活停止期間中、「ノーメディアデイズ」を家庭で行っている。
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① 先生は、生徒の良い点や努力したことを認め、正しく評価してくれている。
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10.1
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② 先生は、生徒のまちがった行動には厳しく指導してくれている。

27.5

56.2

9.0

1.7

③ 先生は、生徒の話をよく聞き、相談に応じてくれる。

27.0

52.8

10.7

2.8

④ 生徒は、学校行事や学年行事、生徒会活動などに、積極的に参加している。
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56.7

3.4
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⑤ 生徒は、地域でもきちんと明るいあいさつをしている。
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生徒指導について

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

33.5

60.1

2.3

0.0

② 学校は、自転車利用など、安全や健康についての指導を適切に行っている。
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③ 生徒は、ボランティア活動や体験活動に、意欲的に参加している。
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10.7

1.7

④ 生徒は、部活動に積極的に参加している。
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37.9

0.0
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⑤ 生徒による清掃や美化活動により、校舎内外の環境がきれいに整っている。
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保健安全指導について
①

「生き方教室（歯科講話、情報モラル教室等）」 は、生徒の健全な心身の成長に役立っている。

アンケートの結果を踏まえて、学校として今後取り組んでいくこと
○授業では、課題づくりや振り返りに重点を置きながら、生徒が意欲的に学習に取り組めるように工夫し
た授業づくりを心掛けてきましたが、まだ積極的な取り組みには至っていないようです。さらに、生徒が
自ら学びたくなるような課題の工夫と学習の進め方の手立てを考えてまいります。また、少人数やＴＴで
の授業をとおして、個々のつまずきの見取りや個別指導によるきめ細やかな指導を進めていきたいと思い
ます。
○あいさつ運動や登下校指導をとおして、生活のマナーは向上していると思われますが、地域の中では、
まだマナーが良くないと指摘されている点もあります。校外班活動などをとおして、校外での生活につい
ても考える機会を作っていきたいと思います。
○テスト前に「減メディア、ノーメディア」の取り組みを行っておりますが、評価はあまりよくありませ
ん。日常的なメディアとの付き合い方を改善し、家庭学習の定着を図っていきたいと思います。。
○学習と部活動の両立に不安を抱えているご家庭もあります。状況を把握しながら無理のない生活になる
ように配慮していきたいと思います。
○地域での活動を積極的に行い、かかわりを持たせていきたいと思います。ご協力をぜひお願いいたしま
す。

僕は、この３年間を振り返って、
１年の時と比べて、３年の時は勉強
する回数が増えたので良かったで
す。
芦野 右恭

「絆」を胸に

私はこの３年間を振り返って、修
学旅行などの行事に参加すること
ができたので良かったです。
芦野 咲桜

私は、３年間を振り返って部活を
頑張りました。今まで約３年間練習
を頑張ってきましたが、最後の試合
「地区総体」当日に胃腸炎にかかっ
てしまいました。これを通して、こ
れからは健康管理をしっかりした
いです。
石川 晟也

振り返ると、さまざまな行事が頭
に浮かびます。３年間、クラスのみ
んなで協力し「絆」という言葉を胸
にたくさんの行事を成功させてき
ました。このことは全て私の一生の
思い出です。ありがとう。
芦野 春輝
私は、この３年間を振り返って、
１年生のころと比べると、３年生に
なって成長したと思うこともある
が、変わらないところもあります。
全校の行事に１年の時よりは参加
したので、成長したと思いました。
芦野 愛実
中学校の３年間はあっという間
でした。大変なこともありました
が、楽しかった思い出ばかりでし
た。小学校から一緒だったみんなと
別れるのは悲しいですが、高校でも
頑張っていきたいです。
芦野 光南
日常生活、部活動、行事を通して
学んだことがある３年間でした。個
性的な人がたくさんいる３－１が
大好きです。みんなに出会えたこと
に感謝しています。
１２年間ありがとう。
阿部 小夏
中学生活での思い出で一番心に
残っていることは、部長になったこ
とです。部活のメニューを考え、チ
ームをまとめ、地区総体や新人戦で
入賞したことは思い出に残ってい
ます。
阿部 聖龍
本当にあっという間の３年間で
した。地区総体が１ヶ月前かのよう
に思えます。しかし、学んだことは
たくさんありました。勉強はもちろ
ん、精神や社会性など人として大き
く成長したと思います。
五十嵐 勇星
私は、この３年間多くのことを学
びました。初めての部活動をして、
小学校の時より難しくなった勉強
のことなどたくさんのことを学び
ました。学校で行ったたくさんの行
事は全て充実したものになりまし
た。
五十嵐 涼太

３年間を振り返ってみると、楽し
いことばかりでした。部活などいろ
いろな初めてのことが、とても面白
かったです。このメンバーで、いろ
いろな思い出を作ることができて
良かったです。
植松
魁
大富中に入学して３年が経とう
としていますが、とても充実した 3
年間だったと思います。勉強、部活
動、学校生活でたくさんのことを学
び、たくさんの思い出ができまし
た。9 年間、長い人は 15 年間、本
当にありがとう。 植松 昂平
中学生になり２クラスから１ク
ラスになり、41 人で３年間を楽し
く生活しました。みんなで協力して
様々な行事を成功させたりして、た
くさんの良い思い出ができました。
最高のメンバーです。
浦山 結希

私にとってこの３年間はとても
充実し、成長できたと思います。こ
のメンバーとは９年間の付き合い
で、たくさんの思い出ができまし
た。今までありがとうございまし
た。
烏
眞尋
小学校から一緒のみんな、中学生
になり３年間みんなで成長できま
した。絆を目標に、みんなで協力し、
これまで絆を深めることができた
と思います。これからは高校生活、
個人、個人、将来に向けて頑張ろう。
京谷 拓海
私が３年間一番印象に残ってい
る行事は、３年生の時の最後の文化
祭です。私は照明係として劇をサポ
ートしました。最後の文化祭は楽し
く、一生の思い出に残る行事でし
た。私はこの行事を一生忘れませ
ん。
黒坂 謙斗
３年前の春、私たちは期待と不安
を持ち、この学校に入学しました。
最初は授業の時間が増え、部活動に
も入学して、とても忙しい日々でし
た。でも、クラスメイトに助けられ
て、楽しい中学校生活が送れて良か
ったです。
斎藤 直輝

私の中学校生活は、充実した毎日
を走りぬけた３年間でした。共に学
び、助け合ったクラスのみんなに
は、感謝の気持ちで一杯です。ここ
まで成長させてくれて、ありがとう
ございました。
大原 直也

中学校から、２クラスが１クラス
になり、楽しい中学校生活でした。
部活動や委員会活動など、いろいろ
な行事などを一生懸命頑張ってき
ました。学んだことを、高校で生か
していきたいと思いました。
寒河江 星

私の中学校生活３年間はたくさ
んの出来事がありました。
楽しかったことも、嫌だったこと
もありました。でも、中学校生活は
最高によかったです。
大山 結以

3 年間を振り返って、部活を頑張
りました。地区総体では、3 年続け
て決勝リーグまでいけたことがよ
かったなと思いました。みんなで頑
張れたのも良かったです。
寒河江 創太

野球で精神面を鍛えて、あきらめ
ないことを知り、学習面では大きな
壁を乗り越え、行事面ではクラスと
の絆を深めることができました。こ
の 3 年間で学んだことを生かして、
高校で頑張っていきたいです。
門脇
隼

私の中学校生活は、とても最高の
思い出になりました。特に３年生の
行事は 1 つ 1 つが思い出になりま
した。修学旅行、運動会、文化祭な
ど最高の仲間とともに楽しめまし
た。今までありがとう。
笹原 怜歩

私の中学校生活は、とても楽し
く、「絆」のある学校生活でした。
毎日が充実していて、たくさんの思
い出を作ることができました。部活
でも、基礎から学んで、楽しくプレ
ーすることができました。
門脇
和

中学校の３年間は、運動会や文化
祭、クラスマッチなど学年全員で行
った行事、高校の受験も終わってと
ても早い３年間でした。
鈴木 千花

自分は入学当時を振り返ってみ
ると心身共に幼かったのを覚えて
います。部活では、暑い夏でも十分
走り、これほどまで水が美味く感じ
たのは初めてでした。高校でも１つ
１つ、自分を信じて達成したいで
す。
須藤 丈翔

中学校に入ってからは、執行部に
入ったり、部長になったりと人をま
とめる立場につくことが多かった
ように思います。この経験を高校で
も生かしていきたいです。楽しい 3
年間をありがとうございました。
長瀬 桃子

私はこの大富中学校に入学して
から約３年間がたち、９年間一緒に
過ごしてきたメンバーとも、この卒
業を経て、全員別々の道を歩むこと
になってしまいますが、この３年間
はとても最高でした。
三浦 拓真

中学校生活３年間は、とても楽し
く充実した３年間でした。このメン
バーで過ごした思い出は絶対忘れ
ません。先生方や、クラスの皆、中
学校に関わってくれた方々本当に
ありがとうございました。
髙橋 陽登

この３年間は、楽しいことずくめ
の年であった。文化祭、運動会、部
活など、さまざまなイベントがあ
り、充実していた。そして、感謝の
３年間だった。先生方へありがと
う。共に過ごした仲間へありがと
う。
羽柴 稜泰

3 年間を振り返ると、部活とか修
学旅行などいろいろ楽しいことが
ありました。
このクラスは個性が強くて面白
いクラスでした。 矢口 将旭

３年間、大富中学校で過ごして、
たくさんの経験をしました。一人で
は到底できないようなことでも、い
つもクラスのみんなが側にいてく
れました。高校に行っても、「絆」
はなくなりません！
髙橋 真里奈

クラスのみんなや先生方、3 年間
ありがとうございました。
家族も中学校生活を支えてくれ
たことに本当に感謝しています。
中学校で学んだことを高校でも
生かして頑張りたいと思います。
眞木 ちひろ

この３年間、部活、勉強、学校生
活においてとても充実した中学校
生活だったと思います。充実した生
活が送れたのも、先生方、9 年間一
緒に過ごした仲間がいたからだと
思います。本当にありがとうござい
ました。
髙橋 瞭太

3 年間がとても良い思い出で、中
学校生活がとても短く感じて、もう
少し同じ友達といたいと思うこと
があります。でも、高校でも、頑張
りたいと思います。今までありがと
うございました。 牧野 勇人

この３年間は、部活動に打ち込ん
だ３年間だったと思います。最後に
優勝できたし、ずっと心に残ると思
います。
田子 莞凪

この３年間は本当にあっという
間だったし、いろいろなことがあり
ました。これまで苦楽を一緒に乗り
越えてきたこのクラスの人達がい
たから、とても楽しい学校生活を送
れました。今までありがとうござい
ました。
増川 愛華

３年間は長いようで短かかった
です。41 名のクラスメイトと泣い
たり、笑ったりした日々は大切な思
い出です。それぞれ高校は違うけ
ど、持ち前の明るさと個性を発揮し
て頑張っていけたらいいです。
山内 梨湖
中学校３年間は、あっという間で
した。そして、小学校から９年間、
最高の仲間と過ごせて幸せでした。
高校生になっても頑張ります。
今まで本当にありがとうござい
ました。
田苗 大希
中学校の３年間は、とても楽し
く、みんなと協力して、いろいろな
ことに挑戦できました。中学校で学
んだことを忘れずに、高校でも頑張
ります。今まで本当にありがとうご
ざいました。
東海林 円

◇ 今後のおもな行事予定 ◇
３月

１６日（土） ・第７２回卒業証書授与式
１７日（日） ・学年末休業（～3/31）
「夜空」

２８日（木） ・離任式
４月

寺本 湖朝

５日（金） ・入学式準備、新入生入学式練習
８日（月） ・新任式、入学式

地域の皆様、保護者の皆様、今年度

９日（火） ・１学期始業式

も 大富中学校だより「桜桃」をご覧

１０日（水） ・交通安全教室

いただきありがとうございました。お

１２日（金） ・第１回ＰＴＡ委員会

届けする際に不備な点もあったかと

１８日（木） ・全国・県学力学習状況調査

思いますが、どうぞご容赦いただきた

２３日（火） ・３年修学旅行

いと思います。来年度もまた、大富中

～２５日（木）

（東京方面）

２７日（土） ・授業参観、ＰＴＡ総会
・ＰＴＡ歓送迎会

学校の活動をお知らせしていきたい
と思っております。

