
日々新
学校だより

どの教室にも、「自主」「協調」「明朗」

難しい言葉ですが、生徒には「目標を達成するために

す。テストで頑張って１００点取ること、部活の大会で優勝すること等、

りますが、日新中学校の生徒には全員に共通する

日新中学校の「めざす生徒像」

いつも夢を忘れず、志を高くもち、

ために、中学校ではもちろん、卒業しても、大人になっても、

ん。この生徒像を目指すのが「自主」という校訓

で、「自主的」の反対は「強制的」

人に強制されてするものではなく、

をもって、自立をめざし、学び続ける生徒」

次に、２つ目のめざす生徒像は

人がいたら、そっと手を差し伸べてあげる。いじめられている人がいたら

の痛みがわかる、優しい思いやり

い、互いに助け合って生きていく生き物

な事を学ばなくてはなりません。この生徒像を目指すために、「協調」という校訓があります。「協調」とは、

ただ互いに助け合うという意味では

ります。学校生活では、性格・考え方などの異なった者同士が

のためには、思いやりの気持ちと助け合って生きる姿勢が

「思いやりをもって、他者と助け合って生きる生徒」

最後のめざす生徒像は、「明るさとたくましさをもって、自他を励ます生徒」です。

も健康で、明るい笑顔を絶やさず

分自身と周囲の人を励ます原動力だと気づくことが重要です。

明るく朗らかでいることを目標にしていれば、

生徒達には、この「明朗」という校訓を

なってもらいたいと思います。

校訓は、目標を達成するために

朗」の３つの校訓を、いつも心の

めざす大切な目標があることを意識し

めざして学校生活や勉強を頑張ってくれる
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「自主」「協調」「明朗」の３つの校訓を掲示しています。校訓

目標を達成するために、いつも心に留めておく大切な言葉
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「めざす生徒像」の１つ目は、「夢や志をもって、自立をめざし、学び続ける生徒」
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思いやりの気持ちを持つこと。そして、人間は一人だけで生きていくことはでき
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「明るさとたくましさをもって、自他を励ます生徒」です。
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5月 9日から1泊 2日で1年生が宿泊学習

した。場所は神鍋高原で、1 日目はオリエンテーリング

とレク大会、2日目は飯ごう炊さんでカレーライス作り

を行いました。宿泊学習のスローガンは「

標を失わず努力を続けること）」で、生徒たちは、

んかをしない」「はしゃぎすぎに注意」「きりかえを

る」「人の話を聞く」「時間を守る」の５つの

を胸に、仲間と寝食・活動を共にしました

生徒たちは、この宿泊学習で友達の新たな人柄

さを発見できたと思います。

今回育んだ友情をもとに、

1 年生の生徒たちが、これ

からクラスの団結をめざし、

力を合わせて学校生活を送

ってくれることを期待して
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水 木 金
１

体育大会前特別

時間割(～10 日)

２

3 年市学力調査

３

体育大会予行準備

補充水５

８

体育大会予行

９

体育大会準備

１０

第 58

雨天

歯科検診(1 年)

木１

１５

歯科検診(3 年)

１６

避難訓練

１７

期末テスト

２２

期末テスト

健全育成総会・地区懇

２３

期末テスト

２４

科検診(2-4～

金６

２９

水２木４５６

情報モラル講演会

３０

金１２３４

生徒総会

クラブ壮行会

宿泊学習を実施しま

オリエンテーリング

でカレーライス作り
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生徒たちは、「け
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５つの約束ごと

共にしました。

友達の新たな人柄や良

火)：期末懇談 7/20(木)：終業式 7/21(金)～8/24

神鍋高原

日目飯ごう炊さん

●市民スポーツ祭

＜陸上競技部＞

共通男子走り高跳び １位

共通女子 100m ハードル ３位

●ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会西日本決勝大会

十三－十四歳男子の部 優勝

●スプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ

十二－十四歳男子の部 ３位

☆ 頑張る日新中生

２年生の生

します。保護者の

、是非お越しください。

～１４：０５

博昭 院長

平成２９年度新学習システム

本校は、本年度も個に応じたきめ細か

な指導の一層の充実を図るため新学習シ

ステムを推進します。推進学年は３年生

で、推進教科は数学と英語です。

基本、学級を生徒の希望により

に分けた少人数指導を行い、必要に応じて元の学級

に複数の教員を配置した同室複数

【数学Ａ】・・・「わかる」「できる」に重点を置き、

わかる喜びを感じる授業

担当：濱石 先生

【数学Ｂ】・・・「できる」「やる」に重点を置き、数

学的考え方を伸ばせる授業

担当：足立 先生(1,2,3

【英語Ａ】・・・基本的内容について、４技能のバラ

ンスを重視した授業

担当：大園 先生

【英語Ｂ】・・・学習活動や宿題等を多めにした授業

担当：井上範子 先生

６月の主な予定

土 日
４

０

58回体育大会

雨天：月曜校時

１１

１７ １８

４ ２５

8/24(木)：夏季休業

3-5 岸田 一希

2-2 林 愛梨

ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会西日本決勝大会

優勝 2-4 森下 響

スプリングジュニアゴルフチャンピオンシップ

位 2-4 森下 響

日新中生！☆

年度新学習システム

個に応じたきめ細か

な指導の一層の充実を図るため新学習シ

します。推進学年は３年生

と英語です。

基本、学級を生徒の希望によりＡ,Ｂ２つのクラス

を行い、必要に応じて元の学級

に複数の教員を配置した同室複数指導を行います。

・・・「わかる」「できる」に重点を置き、

かる喜びを感じる授業

・・・「できる」「やる」に重点を置き、数

学的考え方を伸ばせる授業

(1,2,3組) 長谷川 先生(4,5組)

・・・基本的内容について、４技能のバラ

ンスを重視した授業

・・・学習活動や宿題等を多めにした授業




