
 
 
 
 
 
 
 
  

挑戦！～感動できる生徒主体の体育祭～ 

校 長 山 本 豊 彦 
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令和になって最初の体育祭は、「挑戦！～感動で

きる生徒主体の体育祭～」をテーマに、各クラス

から選出された体育祭実行委員が中心となって取

り組んでいます。今年度から、体育祭は合唱コン

クールと同様に実行委員会形式に変わりました。 

５月 20 日（月）１校時、体育祭最初の全校練習

で、体育祭実行委員長の〇〇〇〇君から、体育祭

スローガンや体育祭に向けての話がありました。

また、実行委員一人一人から体育祭実行委員とし

ての意気込みを全校生徒に伝えました。各クラス

の体育祭実行委員の言葉と態度は、生徒主体の体

育祭へ期待を膨らませてくれるものでした。 

明日の体育祭本番までの２週間、練習の計画か

ら実施まで、体育祭実行委員が中心となり全校生

徒が主体的に取り組んできました。全校生徒が練

習に取り組む様子は、一中生の成長した姿を表し

ていました。明日の本番がとても楽しみです。 

 

一中だより 
福生一中ホームページ  http://fussa-1j.hs.plala.or.jp/ 

福生市熊川８４５ 

電 話 042（551）0321 

ＦＡＸ 042（530）7447 
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「夢や希望を育み、未来を切り拓く力を育てる学校」 

 

福生市立福生第一中学校 

第 73 回 体育祭スローガン 

Go all the way for the victory 

 ～最高の仲間と共に～  

＜体育祭実行委員一覧（敬称略）＞ 

１年１組 ●〇〇 〇〇  〇〇 〇〇〇 

  ２組  〇   〇〇  〇〇 〇〇 

  ３組  〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

  ４組  〇〇〇 〇  〇〇 〇〇 

２年１組  〇〇 〇〇 ●〇〇 〇〇〇 

  ２組  〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

  ３組  〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

  ４組  〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

３年１組  〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

  ２組 ○〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

  ３組  〇〇 〇〇  〇〇 〇〇 

  ４組 ◎〇〇 〇〇   〇〇 〇〇 

（◎･･委員長 ○･･副委員長 ●･･学年代表） 

各専門委員会から、６月の取組について発表があ

りました。全校生徒に各委員会の取組を報告し、

生徒会本部と生徒委員会が中心となり、よりよい

学校づくりが全校体制で始まりました。生徒一人

一人が気持ちよく過ごせる学校を目指して、地道

な取り組みを継続していきましょう。 

 ５月の生徒委員会は、４月からの学校生活を振

り返って「一中の課題」「その克服に向けて各委

員会でできること」について話し合いました。 

各専門委員会は、通常の委員会活動に加え、生

徒委員会で話し合われた内容について検討しま

した。５月 27 日(月)の生徒朝礼で生徒会本部と 

日々の生活を振り返り身の回りのこと始めよう 

 

昨年度から始まったフェアプレー賞は今年度

も実施します。また、午後の部の始まりは、生徒

会種目の玉入れです。運動が得意な生徒も苦手

な生徒も体育祭に参加し、充実した思い出に残

る令和最初の体育祭となることを願っていま

す。一中生のこれまでの練習の成果を、是非多く

の保護者や地域の皆様にご参観いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

５月 20 日(月) 全校練習（実行委員からの一言） 

６月の生徒会目標 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

《 第73回 体育祭 》６月１日(土) 

午前８時４５分～午後３時３０分 

 ＜ふれあい月間＞ 
東京都教育委員会では、６月・11 月・２月をふ

れあい（いじめ防止強化）月間として、次のような

目的でいじめに関するアンケート等を行い、いじめ

の未然防止を図っています。 

(1)各学校が、いじめ、自殺、暴力行為等の問題 

行動、不登校等の状況について総点検を行い、 

現状や取組の効果等を把握する。 

(2)各学校が、いじめ、自殺、暴力行為等の問題 

行動、不登校等の早期発見・早期対応、未然防 

止等につながる具体的な取組を実施する。 

本校でも全生徒を対象としたいじめに関するア

ンケート調査を実施します。生徒の皆さんは、この

機会に日常生活を振り返り、自分のことを大切にす

るとともに、自分と同じように他の人のことも大切

に考えてほしいと思います。また、困ったことや

様々な悩みを自分一人だけで解決しようとしない

で、信頼できる大人に相談して欲しいと思います。

３人の大人に相談すれば、きっと、あなたのことを

理解してくれる大人が１人はいるはずです。しか

し、どうしても身近にそういった大人が見つからな

い人は、電話相談を利用してください。 
＜部活動保護者説明会＞ 

５月18日(土)の授業公開日には多くの保護者・地

域の皆様に参観いただきありがとうございました。  

また、午後に開催されたPTA総会終了後の部活動

保護者説明会にも多くの保護者の皆様に参加いただ

きありがとうございました。説明会では、部活動ガ

イドライン等について説明しました。今後も部活動

への保護者や地域の皆様のご理解とご支援をよろし

くお願いいたします。 

 

＜校内研究＞ 
本校は福生市教育委員会教育研究奨励校として

の２年目を向かえました。 

研究主題を「主体的に学び、確かな学力を身に

付ける生徒の育成～ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾍﾟｱﾜｰｸにおける、思

考力・判断力・表現力等を育むための工夫を通し

て～」とし、昨年度から継続して新学習指導要領

に対応した授業改善に取り組んでいます。   

今年度も国立音楽大学の榎本智司教授を講師と

してお招きし、11月８日(金)の研究発表に向けて

授業研究を中心とした研究に取り組んでいます。 

【６月の主な予定】 

  1 日(土) 第 73 回体育祭 

  3 日(月) 振替休業日 

  4 日(火) 体育祭予備日（弁当持参） 

  5 日(水) 校内研修会 

9 日(日) 市 P 連総会 

 10 日(月) 朝礼、安全指導 

 11 日(火) 歯科健診(1 年･8 組･9 組) 

12 日(水) 職員連絡会 

 13 日(木) 歯科健診(2 年･3 年) 

 14 日(金) 多摩特研球技大会(8 組)  

17 日(月) 水泳指導始、三校交流会 

18 日(火) 生徒委員会 

19 日(水) 校内研修会、心臓健診 2 次 

20 日(木) 専門委員会  

21 日(金) 避難訓練 

24 日(月) 生徒朝礼 

26 日(水) 福教研小中合同部会 

26 日(水)～28 日(金) 期末テスト 

７月２日(火)～３日(水) 宿泊学習(8 組) 

７月３日(水) 

 保護者会(8 組以外)、第１回進路説明会(3 年) 

東京都
とうきょうと

いじめ相談
そうだん

ホットライン 

（東京都
とうきょうと

教育
きょういく

相談
そうだん

センター） 

２４時間対応（フリーダイヤル） 

電話 ０１２０－５３－８２８８ 

２４時
じ

間
かん

子
こ

供
ども

ＳＯＳダイヤル 

（全
ぜん

国
こく

統
とう

一
いつ

ダイヤル） 

２４時間対応  フリーダイヤル   なやみ言おう  

        電話   ０１２０－０－７８３１０ 

 

   ５月の主な結果 (敬称略) 

＜東京都ソフトボール春季大会＞ 

ソフトボール部        ﾍﾞｽﾄ 16 

＜第 70 回東京都中学校地域別陸上競技大会＞ 

男子走高跳 

〇〇 〇〇（記録：1m58）   第８位 

女子走高跳 

〇〇 〇〇（記録：1m53）   第３位 

5 月 18 日(土) 部活動保護者説明会（顧問の紹介） 


