
相武台中の文武両道
～新たなる挑戦を～

副校長 保坂 啓介

始業式・入学式から約３週間が過ぎ、入学・進級した生徒たちも、それを見守る保護者

の皆様方も、ほっと一息ついたところではないでしょうか。

さて、新年度の新しい生活をスタートするにあたり、生徒たちはそれぞれの目標を立て、

大きな希望をもって活動を開始しました。中学校生活の中

心となるのは、いうまでもなく学習です。本校では、毎時

間の授業のねらい（生徒の達成目標）を明らかにし、生徒

の活発な学習活動を通して、一人ひとりがより深く学べる

授業を日々、目指しています。そのために、教科の先生同

士で授業研究やアドバイスをしたり、全職員による校内研

究を推し進めています。 【双眼実体顕微鏡で石の観察】

学習と並んで、生徒を成長させてくれるのが、委員会活動や、部活動等です。入学式の

翌日に行われた生徒による「生徒会ＯＴ」の中で、各部活

動の紹介がなされ、新入生の仮入部が始まりました。３年

生が引退した秋以降、人数も減って少し寂しかった部活動

も、新入生の仮入部が加わり、にぎやかな雰囲気が感じら

れました。運動部でも、文

化部でも、部活動を通して

先輩や後輩、仲間とのよい 【１対１の英語会話練習】 人

間関係を築いていくことは、将来、広い社会に出る自分に

とって、学習と同じくらい貴重な経験となることでしょう。

「文武両道」とは、学業とスポーツを両立させるという

【新入生の部活動仮入部】 言葉ですが、さらに言えば、

「自分の力を将来に生かす能力や、まわりの人たちとのコミュニケーション能力をバラン

スよく高め、心身ともに健康な人間になるということだと

思います。相武台中学校で生活をしていくすべての生徒た

ちの健やかな成長のために、保護者の皆様や地域の皆様に、

中学校での教育活動へのご理解とご協力を お願いします。

【桜の下でお花見弁当】
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よろしくお願いします！

～新しく着任した職員の自己紹介～

本年度より、新しく相武台中に着任された職員の自己紹介です。これからいろいろな場

面でお目にかかることと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

校長 朴 木 昇 先生 教諭 曽宮 りか 先生 教諭 岡本 章稔 先生
ほおの き のぼる そ みや おかもと あきとし

４月の人事異動で相陽 皆さんの笑顔と元気さ ３年２組担任で３年生

中学校より赴任いたしま にパワーをもらっていま の国語を担当します。出

した 朴木 昇 と申し す。一人ひとりが、輝き、 身は相模原市ですが、昨

ます。 教員としてこの 成長を実感できるように 年度まで北海道で２３年

相模原に来てから３６年 頑張りたいと思います。 間教員をしていました。

が経ちました。生徒にと たくさん話を聞かせてく 故郷に帰り、心機一転し

って安全で安心できる学 ださい。皆さんの活躍を て頑張ります。どうぞよ

校作りに努めて参りま 楽しみにしています。 ろしくお願いします。

す。よろしくお願いいた

します。

教諭 吉田 圭汰 先生 教諭 清水 祐介 先生 教諭 酒井 唯斗 先生
よし だ けい た し みず ゆうすけ さか い ゆい と

２年３組の担任になり 相武台中学校１年生、 今年度から２学年の副

ました吉田圭汰です。２ １年２組担任の清水祐介 担になりました。酒井唯

年生と青空学級の英語を です。英語の先生ですが、 斗と申します。２年生の

担当します。笑顔を第一 数学が好きです。どんな 社会科、部活動は野球部

に、みんなと楽しい学校 ことでも楽しさを見出し を担当します！毎日元気

生活が送れるように一生 て、素晴らしい中学校生 よく接してくれる生徒た

懸命頑張ります。よろし 活にしましょう！よろし ちに元気を貰っています。

くお願いします。 くお願いします。 皆さんとたくさんのこと

を一緒に楽しみたいと思

います。よろしくお願い

します。

教諭 渡 邊 繁 先生 教諭 大原 則之 先生 青少年相談カウンセラー
わたな べ しげる おおはら のりゆき

相模台中学校から来ま 今年１年間、２年、３ 中島 由樹子 さん
なかしま ゆ き こ

した。数学を１年１組～ 年生の体育を担当する事 毎週火曜日、相談室に

４組までいっしょに学習 になりました。バスケッ きています。学校のこと

したいと思います。楽し トボールを３０年以上や はもちろん、趣味の話や、

みにしています。 ってきました。体育を通 好きなことなど、色々な

してスポーツを楽しく伝 お話を皆さんと出来るこ

えられたらと思います。 とをとても楽しみにして

います。是非、相談室に

も遊びに来てくださいね。



「連休」の過ごし方について

入学、進級をしてから、早くも１か月が経とうとしています。生徒達は新たな決意、新
たな出会いに緊張しながらも、大いに頑張って元気に生活を送ることができました。

さて、いよいよゴールデンウィークがスタ－トします。ご家庭におかれましては、各祝
日等の意義をよくご理解いただき、子どもとのふれあいの中で、心身ともに健康的で安全
なゴールデンウィークを過ごすことができますよう、ご指導よろしくお願いします。

４月２９日（月）昭和の日 ：激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをよせる日

４月３０日（火）退位の日 ：天皇陛下が退位をされる日
５月 １日（水）即位の日 ：天皇陛下の即位に際し、国民が祝意を表するための日
５月 ２日（木）国民の休日：前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日

５月 ３日（金）憲法記念日：日本国憲法の施行を記念し、国の成長を願う日
５月 ４日（土）みどりの日：自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心

を育む日
５月 ５日（日）こどもの日：こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる日
５月 ６日（月）振替休日

ご家庭へのお願い
１．生活・行動について

・生活が不規則になりがちです。祝日の意義を十分に理解し、一日一日を計画的かつ

有意義に過ごせるよう心がけさせてください。

・開放感からトラブルに巻き込まれないよう、よく考えて行動（考動）することを心

がけさせてください。

・ゆったりとした時間の中で、家族でのふれあいや団らんをしてください。

・新しいクラスになり、張り切って学習や部活動等に取り組んだことで、疲れが出る

時期でもあります。連休明けの活動の準備期間として、ゆっくりと心身を休ませさ

せてください。

２．健康・安全について

・寒暖の差が大きく、体調を崩しやすい時期です。健康面に十分注意するようお願い

します。

・自転車の二人乗り等危険な乗り方に注意をお願いします。

交通事故にあうことのないよう交通法規を守り、安全面で

の注意、ご指導をお願いします。

・新しい学級集団の中で、いろいろな悩みや不安を抱く生徒

も少なくないようです。子どもの相談にのっていただき、

連休明けの学校生活をスムーズにスタートできるよう、ご

助言をお願いします。

３．学習について

・学校での授業が途切れがちになります。家庭学習を習慣づけるよい機会になります。

新学期が始まってからの一ヶ月間の学習の「復習」を心がけさせてください。



授業参観・保護者会でいただいた感想・ご意見から
感想：とても楽しかったです。授業のようすがよくわかりました。

英語の授業、テンポが良くて、早くてびっくりしました。
（自分の頃と比べて）皆、楽しそうで、少し安心しました。

＜学校より＞
温かなご感想、どうもありがとうございます。相武台中学校では、今後も
授業力向上に努めてまいります。授業参観の折りは、ふるってご参観くださ
い。お待ちしております。

５月の予定

５月 １日（水） 創立記念日～

連休
５月 ６日（月）
５月 ７日（火） 眼科検診（青空、１年、２，３年対象生徒）
５月 ８日（水） 小中合同引き渡し訓練（青空、１年生のみ）１３：４５～
５月 ９日（木） 全校集会、１年教育相談

ＰＴＡ現新本部会、ＰＴＡ新運営委員会、ＰＴＡ現新運営委員会
５月１０日（金） １年教育相談
５月１１日（土） 公開授業（４校時）、ＰＴＡ総会、部活動保護者会
５月１３日（月） 振替休日
５月１４日（火） 朝単元テスト週間
５月１５日（水） 評議専門委員会
５月１６日（木） 内科検診（１年）、１年教育相談
５月２２日（水） 全校評議会
５月２３日（木） 内科検診（３年）

演劇教室（１年、青空）（ＰＭ市民会館）
５月２４日（金） 校外学習（２年:鎌倉方面）､１年教育相談
５月２７日（月） 教育実習 開始
５月２８日（火） １年教育相談
５月２９日（水）～

修学旅行（３年：奈良・京都方面）
５月３１日（金）

５月１１日（土）はＰＴＡ総会・部活動保護者会です！

５月１１日（土）は、授業公開に続き、ＰＴＡ総会・部活動保護者会が行われます。お
子様の学校での様子や、ＰＴＡ活動、部活動等について知るよい機会です。ご多用の中で
はありますが、保護者の皆様のご参加をお待ちしています。

【授業公開】 ４校時（１２：４５ ～１３：３５）
【ＰＴＡ総会】 （１４：００ ～１５：００） ※体育館
【部活動保護者会】 （１５：１０頃～１６：００頃）※全体会：体育館

※各部会：各教室

ＰＴＡ総会の出欠票、部活動保護者会の出欠席票は、お手元に届いていますか。
ＨＰのお知らせにも掲載しておりますので、ご覧ください。
相武台中学校ＨＰ http://www.sagamihara-sobudai-j.ed.j


