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支えになる協働の心 

 校 長  高瀬 茂  

 10 月 13 日（火）生徒集会で第 74 期生徒会役員の任命式が行われ，これまでリーダーとして活躍してき
た３年生から２年生へバトンが渡されました。１年間でたくさんの時間と労力を使い，色々なことを経験し
た３年生の姿は，やり遂げた自信と責任を果たした達成感でとても頼もしく思えました。一方，新生徒会役
員になったみなさんは，少し緊張したのかいつもの調子ではなかったようにも見えました。 

私も中学２年生の秋から保体部 長を経験しました。３年生の郷く
んと同じように全校生徒の前に立 ち，整列の号令をかけるのです
が，恥ずかしくて全校朝会のある 月曜日は休みたくなったことを今
でも覚えています。また，自分が できるんだろうか，どんなことを
するんだろうかと不安の方が大き かったようにも思います。そんな
中で心強かったのは先輩からの声 かけや先生方からの指導，叱咤激
励でした。ですから３年生のみな さんにも後輩へのアドバイスやサ
ポートをお願いしました。そし て，よりよい学校を創るという目
的に向かって，全校生徒が協力し て動くことが何より大きな力にな
り支えになります。一人ひとりの 考え，個性を生かしながら力を合
わせて協働することが大切なので す。 
 学校は，「授業」と「生徒会活動」 の二本柱で成り立っていると言って
も過言ではありません。授業は，指導者が日々研鑽

けんさん

（学問を深く研究すること）を積み，より分かりやすく
力になる授業を目指して努力します。生徒会活動は，生徒による自主的な活動（気づき・考え・行動する）
が中心です。本部や各専門部では先生方からの助言を受けながら授業がスムーズに進むよう協力し，学校生
活がよりよく送れるよう努力します。第 74 期生徒会には，これまで先輩方が残してきた伝統を引き継ぎ，
さらに工夫改善を加え，新たな犬田布中学校の歴史と伝統を築いてくれることを期待します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２日 (月 )～
６日 (金 ) 

学校を見に行こう週間  
自立を目指して週間  

３日 (火 ) 
文化の日，  
徳中体連新人戦（男子バレーボール） 

４日 (水 ) ジャガイモ種切り  

５日 (木 ) ３年実力テスト１日目  

６日 (金 ) 
３年実力テスト２日目  
３年進路説明会兼学級ＰＴＡ  

７日 (土 ) 
徳中体連新人戦  
（女子バレーボール，卓球，野球）  

８日 (日 ) 
立皇嗣宣明の儀  
徳中体連新人戦（野球２日目）  

10 日 (火 ) スクールカウンセラー来校  

11 日 (水 ) 総合テーマ学習一日体験  

14 日 (土 ) 
土曜授業，総合テーマ学習発表会  
糸木名小 120 周年記念式典・学習発表会 

15 日 (日 ) 
町クリーン作戦  
阿権小 120 周年記念式典  

18 日 (水 )～  
26 日（木 ） 

家庭学習強調週間  
テスト前部活動停止期間  

24 日 (火 ) 心の教育の日，ふれあいタイム  

25 日 (水 )～  
27 日（金 ） 

期末テスト，３年三者相談  

30 日 (月 ) 性に関する指導  

犬田布中キャッチフレーズ 飛翔の教育 
「心地よいあいさつ」「輝く瞳」「自立」 
HP アドレス http://www.t2.toku-vision.com/~inuchu/ 

73 年の歴史を感じさせる旧校章 

11 月の主な行事予定  

会   長   牧本 優亜依（２年） 

副 会 長  原根 孝太郎（２年） 

書記・会計   勝  俊斗  （１年） 

学習部部長  田中 結子  （２年） 

     副部長   郷  健太  （１年） 

生活整美部部長    中  至道  （２年） 

    副部長   松岡  天真  （２年） 

保体部部長   元原 瑠之介（２年） 

     副部長   窪田 乃愛  （２年） 
 

第 74 期生徒会役員  

お待ちしています 
「学校を見に行こう週間」 

11 月１日 (日 )～７日 (土 )は，地域が
育む「かごしまの教育」県民週間で
す。本校でも，「学校を見に行こう週
間」を実施します。２日（月），４日
（水）～６日（金）は，保護者の皆様
をはじめ，地域の方々にも自由に学校
においでいただき，生徒たちの学習の
様子をご覧いただきたいと思います。  

なお， 10 月 30 日（金）は文化祭で
す。  



   
 

    

                                     
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊仙町ＰＴＡ連絡協議会今年度の実践テーマと共通メディアルール 
実践テーマⅠ    
親子のコミュニケーションの充実（子宝・子育て日本一宣言の継続） 
※ 具体的目標 

「親子読書を通して，親子のコミュニケーションの充実を図りましょう。」 
実践テーマⅡ  

ＰＴＡ活動への参加率の向上・活動への満足度の向上 
※ 具体的目標 

「PTA 活動に積極的に参加し，PTA 全体が一丸となって学校を盛り上げていきましょう。」
「PTA 活動の参加率９０％以上を目指しましょう。」 

 
共通メディアルール 

｢ケータイ・スマホの使用は夜の９時まで・・・」  
｢伊仙町の児童・生徒は，９時ＯＦＦを守りまし  
ょう。」  

 
 
 
 

★第１回英語検定★ 
 ４級合格 ３年原 愛香，大郷 世那 

２年牧本 優亜依，基山 あんり       
 ５級合格 ２年中岡 結都，原根 孝太郎 

元原 瑠之介，中 至道 
河島 美憂，鄕  由羽亜 
荻田 優，德永 莉苑 
 

★理科に関する作品コンクール町審査会★ 
特選 １年 川本 彩嘉 ，實 愛莉 
入選 ２年 田中 結子 

１年 副島 かりん 
 
★児童生徒作文コンクール町審査会★ 
特選 １年 勝 俊斗 
入選 ３年 原 愛香，基山 ここな 
   ２年 窪田 乃愛，牧本 優亜依 

１年 窪田 結芽乃 
 
★県図画作品展町審査会★ 
特選 ３年 奥 菜乃夏 
   ２年 窪田 乃愛 
   １年 實 愛莉 
入選 ３年 杉山 聖捺，原 愛香 

    ２年 荻田 優，鄕 由羽亜， 
田中 結子 

１年 川本 彩嘉，水本 煌 
原 友香，津畑 愛音 

 
★読書感想文コンクール町審査会★ 
特選 ２年 荻田 優，基山 あんり 

    １年 實 愛莉 
入選 ３年 大郷 世那，原 愛香 

    １年 川本 彩嘉  

おめでとう！ 

本校生徒の１０月第一週の家庭学習平均時間は，１１９
過 去 最 高

分でした。（SMS 週間より） 

※ 家庭学習の習慣化として６０・９０運動の実践（中学生は９０分をめやすとする） 

調べ学習やニュースの確認など
まで，制限するものではありませ
ん。大事なのは，使用時間，場
所，利用内容等各家庭内でのルー
ルをしっかり決めることです。そ
して，使用の内容を把握すること
です。よろしくお願いします。 

10 月の行事より  

生徒会役員任命式（10 月 13 日），決意新たに！ 

第２回家庭教育学級
（10 月 12 日），イソマ
ツ，ヤドカリ，スズメ 
ダイ，ウミガメなど多 
くの生き物を見つけま 
した。童心に戻り，楽 
しく観察できました。 

毎月 23 日は 

親子読書の日 


