
今日は情報モラルについて学んだ。スマホは携帯ではなく、パソコンに近いということが分かった。今

思えば普段、私も普通にスマホで調べ物をすることが多いなと感じる。小学生のときとかスマホが普及し

ていないときは、パソコンでしていたのに、すぐにインターネットにつなげられる環境が整ってきている

なと思った。その反面、そういう環境が整うことで犯罪や事件に巻き込まれたり、ＬＩＮＥなどで友達と

のトラブルがあったり、危険なこともあるから、使うときは十分気をつけたい。（生徒感想） 

ふれあい講座 

「男のお菓子作り」 

 

 

 

    

後期後期後期後期、、、、動き始めました！動き始めました！動き始めました！動き始めました！        

生徒会・学級の新しい組織ができ、後期が本格的に動き始めました。３年生は進路実現に向けて、２年生は

生徒会活動や部活動の中心として、１年生は学校の活動を支える柱として、自覚をもち、後期の活動をスター

トしました。保護者の皆様にも一層のご協力ご支援をお願いいたします。 

朝夕ひときわ冷え込む頃となりました。体調管理に十分注意しましょう。 

 

◇ケータイ、スマホ「情報モラル教室」開催  

１０月２７日（火）岐阜羽島警察署生活安全課 長谷川課長様を講師に迎え、全校生徒を対象とした情報モ

ラル教室を開催しました。携帯電話やスマートフォンによるトラブル例や対処法などを学びました。 

◇「町民運動会」ボランティアの皆さんが活躍 

１０月４日（日）町民運動会が岐南中学校で行われました。ボランティアとして６８名の生徒が参加し、裏

方として町民運動会を支えました。「生徒の皆さんのおかげで、いい運動会になりました。ありがとうござい

ました。」という感謝の声をいただいきました。 

 

◇稲刈りボランティア 

１０月２０日（火）ボランティア１７０名の生徒が、小関誠さんや

ＪＡの方に指導いただき、稲刈りを行いました。 

このお米は、２月に行う「自作弁当」の

日のために全校生徒に配ります。 

 

 

 

◇学びステーションについて 

今年度の「学びステーション」は、「羽島郡二町教育委員会指定 授業実

践公表会」と兼ねて行います。午前中は、生徒集会にて、「音楽部」演奏、

各学年の財産「合唱」の発表、生徒会の発表を予定しています。また、「ふ

れあい講座」の活動記録写真や感想の掲示、製作した作品の展示を行います。 

午後は、授業参観です。日程や授業参観会場については、裏面をご覧ください。 

 

１１１１１１１１月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします） 

○４日（水）ふれあい講座Ⅲ   ○６日（金）学びステーション（公表会）※裏面をご覧ください。 

○８日（日）岐南町防災総合訓練  

※午前中は部活動を計画しません。ただし、公式戦のある部においては、活動を行います。 

○１４日(土)ドリーム学習会    ○２０日（金）後期中間テスト   

○２７日（金）岐南町あいさつ運動 ○３０日（月）岐南中漢字検定 

    

１１１１２２２２月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）月の主な行事（学年に関わる行事は、各学年からお知らせします）    

○７日（月）～１０日（木）三者懇談  ○１２日（土）ドリーム学習会 

○２５日（金）全校集会        ○２６日（土）～１月５日（火）冬季休業日 

いちい 

岐南中学校教育目標岐南中学校教育目標岐南中学校教育目標岐南中学校教育目標    

    

夢や希望の実現のために夢や希望の実現のために夢や希望の実現のために夢や希望の実現のために    

自ら動く自ら動く自ら動く自ら動く    

岐南中学校 学校だより 

平成 27 年 11 月 2日 



１１月６日（金）学びステーションの日程

１　全校集会　「時間：９時４０分～１１時０５分」「場所：体育館」　ご自由に参観ください。

　　　活動内容　：　音楽部演奏、各学年の発表、生徒会の発表

２　ふれあい講座作品展示　参観

　　廊下等に作品を展示します。ご自由に参観ください。

３　授業参観　※教科・教室については、下表をご覧ください。

５時間目　公開授業Ⅰ（１３：３０～１４：２０）５時間目　公開授業Ⅰ（１３：３０～１４：２０）５時間目　公開授業Ⅰ（１３：３０～１４：２０）５時間目　公開授業Ⅰ（１３：３０～１４：２０）

NO. 学級 教科 授業者 単元・題材

1 １年１組 国語 岩田　淳子 つながりを読む　シカの「落ち穂拾い」－フィールドノートの記録から １年１組教室 南舎４Ｆ

2 １年２組 英語

山口　健太

鈴木　由美

Lesson6　My Family in the UK １年２組教室 南舎４Ｆ

3 １年３組 技家 國島　邦代 日常着の手入れ 被服室 北舎２Ｆ

4 １年４組 理科 桂川　聖旗 身の回りの現象 第１理科室 北舎２Ｆ

5 １年５・６組男子 保体 石原剛太郎 武道：剣道

6 １年５・６組女子 保体 深尾　隆志 武道：剣道

7 １年７組 英語

斎藤　奨吏

竹田　花織

Lesson6　Uluru １年７組教室 南舎３Ｆ

葛谷　浩一 平行と合同（少人数指導） ２年１組教室 南舎３Ｆ

城戸　隆志 平行と合同（少人数指導） 第２図書室 北舎３Ｆ

9 ２年２組 英語 北川剣志郎 Lesson6　Uluru ２年２組教室 南舎３Ｆ

10 ２年３組 自習 ２年３組教室 南舎３Ｆ

11 ２年４組 国語 武藤　有里 きずなを読む「君は『最後の晩餐』を知っているか」 ２年４組教室 南舎３Ｆ

12 ２年５組 自習 ２年５組教室 南舎３Ｆ

13 ２年６組 自習 ２年６組教室 南舎２Ｆ

14 ３年１組 社会 岸　　周吾 現代の民主政治と社会 ３年１組教室 南舎２Ｆ

15 ３年２組 自習 ３年２組教室 南舎２Ｆ

16 ３年３組 自習 ３年３組教室 南舎２Ｆ

17 ３年４組 社会 井上　　力 現代の民主政治と社会 ３年４組教室 南舎２Ｆ

18 ３年５組 音楽 山田明日美 歌詞の内容や曲想にあった表現の工夫「名づけられた葉」 第１音楽室 北舎３Ｆ

19 ３年６組 数学 日浅　陽子 関数 ３年６組教室 南舎２Ｆ

20 いちいA 自習 いちいA教室 南舎１Ｆ

21 いちいB 自習 いちいB教室 南舎１Ｆ

22 ふれあい 英語 玉田きよみ プレゼントするものを考えて、買い物をしよう。 ふれあい教室 南舎１Ｆ

６時間目　公開授業Ⅱ（１４：３５～１５：２５）６時間目　公開授業Ⅱ（１４：３５～１５：２５）６時間目　公開授業Ⅱ（１４：３５～１５：２５）６時間目　公開授業Ⅱ（１４：３５～１５：２５）

NO. 学級 教科 授業者 単元・題材

1 １年１組 社会 小島　一敬 中世の日本 １年１組教室 南舎４Ｆ

2 １年２組 自習 １年２組教室 南舎４Ｆ

3 １年３組 英語

鈴木　由美

玉田きよみ

Lesson6　My Family in the UK １年３組教室 南舎４Ｆ

4 １年４組 美術 太田　千暖 自分に贈るトロフィー（絵画・彫塑） 美術室 北舎１Ｆ

5 １年５組 国語 馬場　雅也 つながりを読む　シカの「落ち穂拾い」－フィールドノートの記録から １年５組教室 南舎４Ｆ

6 １年６組 技家 松井　大介 マルチラックの製作 木工室 木金棟

7 １年７組 理科 足立　裕城 身の回りの現象 第１理科室 北舎２Ｆ

8 ２年１組 自習 ２年１組教室 南舎３Ｆ

9 ２年２組 理科 宇野　正邦 化学変化と原子・分子 第２理科室 北舎２Ｆ

10 ２年３組 英語 竹田　花織 Lesson6　My Family in the UK ２年３組教室 南舎３Ｆ

11 ２年４組 音楽 桐村亜紗子 曲の構成と表現「時の旅人」 第１音楽室 北舎３Ｆ

12 ２年５組 社会 五藤　良典 日本の諸地域 ２年５組教室 南舎３Ｆ

城戸　隆志 平行と合同（少人数指導） ２年６組教室 南舎２Ｆ

葛谷　浩一 平行と合同（少人数指導） 第２図書室 北舎３Ｆ

14 ３年１組 理科 太田　貴敏 運動とエネルギー 第３理科室 北舎２Ｆ

15 ３年２組 数学 髙木　　治 関数 ３年２組教室 南舎２Ｆ

16 ３年３・４組男子 保体 河合　善夫 武道：剣道

17 ３年３・４組女子 保体 佐々木はすみ 球技：バレーボール

18 ３年５組 国語 市橋　聖也 状況を読む「故郷」 ３年５組教室 南舎２Ｆ

19 ３年６組 英語 北村　里美 Lesson6　I Have a Dream ３年６組教室 南舎２Ｆ

20 ふれあい 自習 ふれあい 南舎１Ｆ

21 いちいA 作業学習 森　久美子 カレンダー製作 作業室 北舎１Ｆ

22 いちいB 作業学習 松本　和志 カレンダー製作 作業室 北舎１Ｆ

体育館

体育館

8 ２年１組 数学

13 ２年６組

・授業実践公表会となります。羽島郡二町教育委員会や羽島郡小中学校等の先生方も参観いたします。

・自習になる学級がございます。ご了承願います。なお、自習においてもご自由に参観ください。

数学

授業会場

体育館

体育館

授業会場


