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ゴールデンウィークが明日からスタートします。

緊張の連続だった１年生も一息つけるでしょう。ご

家庭での体調管理をお願いします。

読書経験を豊かに

教頭 三浦 正志

入学式で胸を張って

入場してきた１年生、

先輩になった２年生、

そして最高学年の自覚

をもった顔になりつつある３年生、この１か

月でそれぞれの生徒がだんだんその学年の生

徒らしくなってきました。

登校時刻が８時３０分までに変わりました

が、毎日ほとんど遅刻もなく、新しい日課に

順応しています。雪も解け、グランドが使え

るようになると、校舎の内外で、部活の張り

切る声が聞こえてきました。もういつもの宮

の森中学校です。

ところで、４月は年度の初めですから、こ

れから先を見据えた目標を立てることが大切

になります。生徒の皆さん一人一人は、勉強

に、部活に、学校生活に、またプライベート

でもさまざまな「こんなことをしてみたい」

があるでしょう。それを実現するためにも、

一人ひとりが自分の目標をしっかりともって

様々な活動に取り組んでほしいと思います。

ご家庭でもお子さんたちと、どんなことを

したいか、何をがんばりたいかなど目標設定

にむけた話ができるとよいと思います。中学

生になると、家庭の中での会話が減るともい

われています。将来のことなども含めて、普

段の会話の中でも話をしてみてください。

さて、今、学校では「朝読書」に取り組ん

でいます。８時３０分には各自、自分の教室

に入って、静かに好きな本を読みます。わず

か１０分のことですが、これを毎日続けてい

るわけですから、１年が経過したときにはお

よそ３０時間の読書をしたことになります。

生涯学習ということが言われるようになって

久しいですが、読書は生涯学習の基盤になる

ものです。読書の喜びに気付くと、読書を通

して新しい知識が増え、また新しいことを知

りたいという「知的好奇心」を刺激してくれ

ます。朝読書はそういう読書を続けるきっか

けになると思うのです。

読書は新しい知識を増やしてくれるだけで

はありません。より豊かな感性をも育ててく

れます。より素晴らしい表現に出会った時、

その表現をまねするようになり、いつしか独

自の表現力を身につけていくこともできます。

図書館の利用状況をみていると、本校の生

徒は、本好きな生徒が多いようです。多くの

生徒が本人にとってより魅力的な本に出会っ

ていると思います。私は、人を成長させると

いう意味で読書が中学時代にはとても大切だ

と感じています。私自身の経験からいっても、

中学生の時の読書経験が、その後の読書好き

な自分に拍車をかけたと思っています。

ご家庭においても、子どもたちの読書環境

を整えるという意味からも、朝読書用の本の

用意をお願いします。

ぜひ、生徒の皆さんには自分の好きな分野

の本を見つけて、どんどん読んでいってほし

いと思います。そして、読書を通して知り得

たものの中から、自分のやり

たいことを見つけるという

のもいいかもしれません。朝

読書の時間が楽しみという

生徒が一人でも増えてくれ

ることを願っています。



『PTA 役員』のご紹介！
PTA の新役員を皆様に改めてお知らせいたします。

今年 1年皆様と共に活動するリーダの方々です。

よろしくお願いします。

役職名 氏名 役職名 氏名

会 長 松田 健一郎
事 務 局 次

長(会計)
渋谷 美登里

副会長 鈴木 ゆき子
事 務 局 次

長(T)
今井 貴

副会長 岩野 美帆
事 務 局 次

長(T 会計)
青野 寿郎

副会長(T) 三浦 正志 監 査 島川 智加子

事務局長 逢坂 千亜紀 監 査 杉山 由美子

事 務 局 次

長
高田 暖子 顧 問 谷 直人

各委員会の委員長は、次の方々になっています。

委員会 氏名 委員会 氏名

研 修

委員長
服部 宜子

広 報

委員長
寺岡 奈美

厚 生

委員長
常見 典子

校外生活

委員長
辻 郁子

１学年

委員長
中原 みゆき

２学年

委員長
小木曾 理沙

３学年

委員長
日下部 リサ

部活の加入率

８０％超！
４月１８日（水）に部活動結成集会が行われ、本

年度の部活動が本格的に始まりました。５月２日（水）

には、部活動保護者集会が行われる予定です。今年

の部活動に入部した生徒の数は全体で、２３８名、

加入率は８０.７％です。

それぞれの部活動の目標達

成目指して頑張ってほしいと

思います。本年度の部活動の体

制は以下の通りです。よろしく

お願いします。

○野 球 部 衛藤 学 横内のぞみ

○サ ッ カ ー 部 佐々木秀幸 森越 寛

○ソ フ ト テ ニ ス 部 阿部 晋也 太田 大輔

森山 正樹 及川登紀子

○バスケットボール部 氏家 道義 小野 徹

○バレーボール部 坂本絵里加 五十嵐 仁

○吹 奏 楽 部 浜坂 幸江 及川登紀子

○美 術 部 水野 一英

○科 学 部 森山 正樹 今井 貴

横内のぞみ

Information
『５月の行事予定』

５月 １日（火）６時間授業

２日（水）授業参観 13:00～13:50

学年ＰＴＡ 14:00~15:30

部活動保護者集会 15:40~

７日（月）家庭訪問月間開始

８日（火）校内研修会 ※完全下校

９日（水）歯科検診（１年生、２の１，５組）

局、専、年協

１０日（木）内科検診（１年生、２の１、５組）

学校徴収金振替日

１１日（金）生徒総会（６校時）

全校協議会

１４日（月）ＰＴＡ運営委員会

ＱＵ検査（６校時）

１５日（火）前期教育相談①

１６日（水）歯科検診（３年生、２の２，３）

家庭教育学級開級式 10:00~

職員会議

ＰＴＡ校外生活委員会下校指導

５時間授業 ※完全下校

１７日（木）内科検診（３年生、２の２，３）

１８日（金）前期教育相談②

２１日（月）全校協議会

２２日（火）前期教育相談③

外清掃

２４日（木）テスト範囲表配布

２５日（金）３年修学旅行結団式（６校時）

２７日（日）３年修学旅行

２８日（月）３年修学旅行

学校徴収金振替日

５時間授業

２９日（火）３年修学旅行

１，２年前期教育相談④

３０日（水）３年修学旅行

１，２年前期教育相談⑤

５時間授業

３１日（木）３年臨時休業

５時間授業

※予定は変更になることもあります。その

時はお知らせします。


