
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆５月は盛り沢山

 １年生も新しい環境と生活に大分慣れてきたようです。４月

成が行われ、

もに活動を盛り上げてい

さて、５月は連休後に中間テスト、３年生修学旅行、２年生キャンプ、

育祭練習等盛り沢山です。無事に乗り切ることができるよう学校でも十分配慮してまいり

ますが、ご家庭でもお子様の体調に十分留意し、学校と

いただきたいと思います。何かお気付きの点がございましたら、担任までご相談ください。

☆うれしかったこと

 朝昇降口で「おはよう」と声をかけるとほとんどの生徒が私のほうを見て挨拶を返して

くれます。言葉は出なくても会釈したり、表情で返したりしてくれます。

 ある朝、私が西門側から車で出勤すると西門が閉まっていました。「車を降りて門を開

ける」私の頭はそ

然に門を開けてくれました。本当にうれしい出来事でした。

☆第１回ＰＴＡ運営会議４月２０日

予算編成会議に続いて行われました第１回運営会議で次のようなお話をさせていただ

きました。

初めて国府中学校に

いること。それは「花の多さ」です。急な坂道の脇には桜、職員玄関や昇降口の傍には色

とりどりのプランター。職員玄関を入ると

に花がある感じです。でもこれらは教職員の手によるものではなく、ボランティアの方々

が世話をしてくださっている賜物です。

徒が感じていること

【主な行事予定
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ける」私の頭はそう判断したのですが、私が行動を起こす前に通りがかった生徒がごく自
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ってくれることを期待しています。
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勤務した当時（平成６年）と最近の学校の様子で一番違うと感じて
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う判断したのですが、私が行動を起こす前に通りがかった生徒がごく自
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と思います。ボランティアの皆様
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☆ 部活動結成 

４月 21 日（金）に部活動結成があり、１年生の 90.7％が加入しました。全校では、約 85.6％

の生徒が部活動に加入しています。一人ひとりが目標を持って充実した部活動ライフをエン

ジョイできればいいと思います。 

 

部活動名 男女 人数 部活動名 男女 人数 

剣道部 

男 14 
ソフトテニス部 

男 17 

女 6 女 20 

卓球部 

男 22 
野球部 

男 14 

女 31 女 2 

サッカー部 男 21 家庭科部 女 ２ 

バレーボール部 女 23 吹奏楽部 男女 32 

陸上部 男女 24 文芸部 男女 16 

バスケットボール部 

男 19 美術部 男女 10 

女 13 科学部 男女 16 

 

 

☆ 主な結果（春の大会） 

大会名 結果 

卓球･中ブロック春季交流試合 

男子 個人ベスト１６山口 

女子 団体１位 

   個人２位阿部、３位小澤、５位竹谷 

      ベスト１６菅沼 

剣道･中ブロック選抜剣道大会 

中郡予選会 

男子 団体２位 

   個人３位市川、５位武田、５位鈴木 

女子 団体１位 

   個人１位澤田、３位柏木あ、５位柏木汐 

剣道・中ブロック選抜剣道大会 

男子 団体戦２回戦 

   個人戦 武田２回戦、市川、鈴木１回戦 

女子 団体戦３回戦 

   個人戦 澤田、柏木あ、柏木汐１回戦 

野球 ベスト８ 

バレーボール ベスト８（県大会出場） 

バスケットボール １回戦 

 

 


