
１年 郡上・高山研修 
２日間の行程を見事にやりきりました。一人一人が達成
感のある活動になり、仲間との絆も深まりました。解散
式において全体が集まったときの様子から、集中力が高
まっていることがよくわかりました。 

２年 篠島・名古屋研修 
海という普段見られない光景にテンションもあがり、快
晴の中、輝学年のよさがいたるところで発揮されたこと
を感じる活動ができました。 
 
学年スローガン 
「つなぐ～絆を深め、歯車を回し、呼応し合う～」 

事前取組から当日、そしてこれからへと「つなぐ」 
研修の成果を日常生活につないでいくことでさらに 
成長してくれることを楽しみにしています。 
 
 

３年 広島・関西研修 学年スローガン「呼応」 

１日目は、朝早くに出発して広島平和公園に向かいました。平和公園では、 

平和資料館を見学し、原爆の子の像の前で、平和宣言などを行いました。 

また、各クラス別に原爆養護ホーム等に出かけ、慰問しました。 

原爆の悲惨さを感じながら、平和への願いをより強くもつことができた１日でした。 

２日目は、班別研修です。原爆ドーム、爆心地、本川小学校等、班ごとの計画で 

研修を行いました。被爆した扉や窓、世界文化遺産などを間近で体感することで 

様々な思いを抱いたことでしょう。 

３日目は、ＵＳＪにて班別研修です。班員と共にいろいろと相談しながら研修 

しました。全部の班が集合場所に集合することができ、全員無事帰宅しました。 

３日間、お疲れ様でした！この研修を通してまた一回りも二回りも大きくなった 

３年生、最高学年の誇りを大事にしてください。 

 

 

クラスのみんながしっかり呼びかけに応えてくれ

た。バス内での切りかえのときも、みんなが早く聞

いてくれて、先生たちの話をしっかり聞くことがで

きた。そのことからみんなが呼応の関係をしっかり

作ってくれたことがうれしかった。 

～１年生の振り返りより～ 

 

 

 
 
 

学年スローガン「希を固める」 

呼びかけのリレーが生まれ、それに仲間が応える。 

呼応の関係の第一歩が生まれました。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

令和元年度 岐南中学校 学校だより   令和元年６月１７日    No.２ 

いちい ６月  

 

 

学級委員や議員、班長などのリーダーたちの呼びか

けがとてもすごいと思った。レベルアップした呼び

かけは今後のどんな場面でも生かされると思う。 

～２年生の振り返りより～ 

岐南中学校教育目標 
自分や仲間の 
夢や希望の実現のために 

自ら動く 

ＵＳＪでは、お客さんを楽しませるためにたくさんのスタッフさんが働いていた。乗り物のところでは、ハイタッ

チをしてくれたり、話しかけたりしてくれました。それに、落ちているゴミが全然なかったから、常にきれいにし

ようとしてくれているスタッフさんがいることがわかった。笑顔で接することを一番大切にしていると思いまし

た。「人を応援する言葉」や「喜ぶ言葉」をかけている人がいて、こういう人がいるから安心できたり、楽しかっ

たりするんだと思いました。一人一人責任をもって仕事しているとわかりました。  ～３年生の振り返りより～ 



まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

ることができ、大きな拍手をいただきました。

 

■中

１組：

３組：紅林

４組：高島

５組：三宅

 

 

 

 

 

 

 

審査の結果、

 

６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）

岐南町あいさつ運動（

中体連壮行会

お越しください。

地区懇談会のお知らせ

災意識の向上

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

んなことができるのか、昨年度の防災訓練

当日の会場

 

７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）

 

岐南 
岐南中学校の代表として、３年生４

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

ることができ、大きな拍手をいただきました。

 

■中学校の部

１組：藤村

３組：紅林

４組：高島

５組：三宅

 

 

 

 

 

 

 

審査の結果、

 

６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）

岐南町あいさつ運動（

中体連壮行会

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

お越しください。

地区懇談会のお知らせ

テーマ「子ども達の安全・安心な生活を目指す」をもとに

災意識の向上

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

んなことができるのか、昨年度の防災訓練

当日の会場 

 

７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）

○三者懇談

○中体連羽島ブロック大会・岐阜地区大会等

※日程等は各部からご連絡します。

 

○夏休み 

  

岐南町青少年健全育成大会

藤村 季咲

岐南中学校の代表として、３年生４

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

ることができ、大きな拍手をいただきました。

学校の部   

藤村 季咲さん

３組：紅林 香蓮さん「リーダーが存在する意義

４組：高島 瑠衣さん「いじめをなくすために

５組：三宅 勝悟さん「東京オリンピック開催に向けて

審査の結果、高島さんと紅林

６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）

岐南町あいさつ運動（

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

の皆様も

 

中体連壮行会（６月２８

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

お越しください。 

地区懇談会のお知らせ

テーマ「子ども達の安全・安心な生活を目指す」をもとに

災意識の向上を願い、地区懇談会を実施します。

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

んなことができるのか、昨年度の防災訓練

 ◆東小校区：やすらぎ苑

７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）

三者懇談 １日（月）～４日（木）

○中体連羽島ブロック大会・岐阜地区大会等

※日程等は各部からご連絡します。

 ７月２０日（土）～８月２５日（日

町青少年健全育成大会

季咲さん 

岐南中学校の代表として、３年生４

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

ることができ、大きな拍手をいただきました。

さん「未来に伝える

香蓮さん「リーダーが存在する意義

瑠衣さん「いじめをなくすために

勝悟さん「東京オリンピック開催に向けて

高島さんと紅林さんが最優秀賞をいただきました。おめでとうございます！！

６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）

岐南町あいさつ運動（６月２０日

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

の皆様も是非、ご参加ください。

２８日 金曜日

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

地区懇談会のお知らせ（６月３０

テーマ「子ども達の安全・安心な生活を目指す」をもとに

願い、地区懇談会を実施します。

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

んなことができるのか、昨年度の防災訓練

◆東小校区：やすらぎ苑

７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）

１日（月）～４日（木）

○中体連羽島ブロック大会・岐阜地区大会等

※日程等は各部からご連絡します。

２０日（土）～８月２５日（日

町青少年健全育成大会 

紅林

岐南中学校の代表として、３年生４名の皆さんが

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

ることができ、大きな拍手をいただきました。 

「未来に伝える」 

香蓮さん「リーダーが存在する意義

瑠衣さん「いじめをなくすために

勝悟さん「東京オリンピック開催に向けて

さんが最優秀賞をいただきました。おめでとうございます！！

６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）

日 金曜日 

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

ご参加ください。

金曜日 １５

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

３０日 金曜日

テーマ「子ども達の安全・安心な生活を目指す」をもとに

願い、地区懇談会を実施します。

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

んなことができるのか、昨年度の防災訓練を振り返りながら

◆東小校区：やすらぎ苑 ◆西小校区：くつろぎ苑

７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）

１日（月）～４日（木） 

○中体連羽島ブロック大会・岐阜地区大会等

※日程等は各部からご連絡します。 

２０日（土）～８月２５日（日

 ～少年の主張

紅林 香蓮さん 

名の皆さんが自分の考えを発表しました。会場の岐南町中央公民館に集

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

 

香蓮さん「リーダーが存在する意義」 

瑠衣さん「いじめをなくすために」 

勝悟さん「東京オリンピック開催に向けて

さんが最優秀賞をいただきました。おめでとうございます！！

６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時３０分～

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

ご参加ください。 

１５時３５分より）

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

金曜日 １９時より）

テーマ「子ども達の安全・安心な生活を目指す」をもとに

願い、地区懇談会を実施します。当日は、テーマに沿って

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

を振り返りながら

◆西小校区：くつろぎ苑

７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）

○中体連羽島ブロック大会・岐阜地区大会等  

２０日（土）～８月２５日（日）  

少年の主張発表会

 

自分の考えを発表しました。会場の岐南町中央公民館に集

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

 

勝悟さん「東京オリンピック開催に向けて」 

さんが最優秀賞をいただきました。おめでとうございます！！

６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）

分～８時００

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

分より） 

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

時より） 

テーマ「子ども達の安全・安心な生活を目指す」をもとに地域と中学生とのつながりを深めること

当日は、テーマに沿って

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

を振り返りながら考えてみます。

◆西小校区：くつろぎ苑 ◆北小校区：町中央公民館

７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）

発表会～      

高島 瑠衣

当日の司会をしてくれた川出陸斗

田口友翔さん、お疲れ様でした！

自分の考えを発表しました。会場の岐南町中央公民館に集

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

さんが最優秀賞をいただきました。おめでとうございます！！

６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） 

０分ごろ）

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

保護者の方の参観が可能です。中体連に出場するお子さんの勇姿を見届けに

地域と中学生とのつながりを深めること

当日は、テーマに沿って地域の危険個所を理解し、自ら

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中

考えてみます。 

◆北小校区：町中央公民館

７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） 

６月８   

瑠衣さん 

当日の司会をしてくれた川出陸斗

田口友翔さん、お疲れ様でした！

お知らせ・お願い

６月は、「シートベルト・チャイル

ドシート着用強調月間」です。後部

座席も含めて全席シートベルトを着

用し、大切な人の命を守りましょう。

 

自分の考えを発表しました。会場の岐南町中央公民館に集

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

さんが最優秀賞をいただきました。おめでとうございます！！ 

分ごろ） 

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

地域と中学生とのつながりを深めること

地域の危険個所を理解し、自ら

の安全（命）をしっかり守ろうとする心を育てる手立てなどを交流し合います。また、中学生が地域でど

◆北小校区：町中央公民館

８日（土） 

当日の司会をしてくれた川出陸斗

田口友翔さん、お疲れ様でした！

お知らせ・お願い 

６月は、「シートベルト・チャイル

ドシート着用強調月間」です。後部

座席も含めて全席シートベルトを着

用し、大切な人の命を守りましょう。

自分の考えを発表しました。会場の岐南町中央公民館に集

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

 

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

地域と中学生とのつながりを深めることや防

地域の危険個所を理解し、自ら

学生が地域でど

◆北小校区：町中央公民館 

 

三宅 勝悟さん

当日の司会をしてくれた川出陸斗さんと

田口友翔さん、お疲れ様でした！ 

 

６月は、「シートベルト・チャイル

ドシート着用強調月間」です。後部

座席も含めて全席シートベルトを着

用し、大切な人の命を守りましょう。

自分の考えを発表しました。会場の岐南町中央公民館に集

まった多くの方々に、自分達の生活を見つめて感じていることや実践したいことなどをメッセージとして伝え

今年度１回目のあいさつ運動です。岐南中生徒会活動の柱の一つである「あいさつ」

を通して、地域の方々とのつながりを強くしたいという気持ちで取り組みます。保護者

や防

地域の危険個所を理解し、自ら

学生が地域でど

さん 

６月は、「シートベルト・チャイル

ドシート着用強調月間」です。後部

座席も含めて全席シートベルトを着

用し、大切な人の命を守りましょう。 


