
 
 
 
 
 
 
 
  

３年間で築き上げた自治活動・修学旅行！ 
校 長 山 本 豊 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成感・成就感を経験できた職場体験 
 

 

 

 

ＰＳＤＦ昭島店 Lapoo 昭島店 加美平保育園 田園児童館 

東京西徳州会病院 ステーキのどん秋川店 ステーキのどん福生店 国営昭和記念公園事務所 

牛浜幼稚園 Ａｉｒｌｙ 福生店 羽村動物公園 フレッシュランド西多摩 

杉ノ子第三保育園 福生第三小学校 ありんこ保育園 杉ノ子第二保育園 

いなげや福生銀座店 わかたけ図書館 武陽ガス 立川国際カントリー倶楽部 

熊川保育園 福生第二小学校 福生市立中央図書館 二木の菓子福生駅前店 

若葉保育園 わらべつくし保育園 杉ノ子保育園 マルフジ 南田園店 

武蔵野台図書館 東横イン福生駅前東口 TSUTAYA福生店 リストランテ３．１４ 

聖愛幼稚園 福生消防署 マルミ運動具店 コジマビックカメラ福生店 

プリムローズ 

Ｐｒｉｍ Ｒｏｓｅ 

美容室理容室 

CｉｅＬ福生店 

下倉楽器 八王子店 

音楽教室 
福生どうぶつ愛護病院 

福生市教育委員会 

スポーツ推進課 

福生市教育委員会 

学校給食課 

ネッツトヨタ多摩 

福生店 

ヨコタホーム 

特別養護老人ホーム 

サッカーショップ 

ペルナトルタ 

ユニクロ 

昭島モリタウン店 

ネッツトヨタ多摩 

武蔵野台店 

IHI航空・宇宙・防衛事業領域 

IHIそらの未来館 

※ 職場体験にご協力いただいた４８の事業所です。ご協力ありがとうございました。(敬称略) 

３年生は９月 23 日(月)からの３日間、京都・奈

良方面へ２泊３日の修学旅行に行ってきました。 

３年生は修学旅行を目標に、１年時から生徒主

体の自治活動に取り組んできました。その成果も

あり、今回の修学旅行は実行委員の生徒や班長が

中心となって、準備から当日の運営まで生徒が考

え工夫しながら取り組んだ修学旅行でした。 

１日目の奈良公園から京都の宿舎までの班行動

も２日目の京都市内１日班行動も最終到着時刻を

遅れる班はありませんでした。２日目の班行動は、

スカイガイドさんと一緒に公共交通機関を利用し

て行いました。班行動終了後の生徒からは「ガイ

ドさんの説明がよくわかり楽しかった。」など、 

充実した班行動の様子が伺えました。スカイガイド

さんからも、「優秀な生徒さんたちで、楽しく班行

動ができました。来年もよろしくお願いします。」

といったお褒めの言葉をたくさんいただきました。 

修学旅行を通して、3 年生が自ら考え行動し、し

っかり話を聞ける生徒であることが実感できまし

た。消灯や起床の放送担当生徒が、放送前に自ら打

ち合わせやリハーサルを行い、自分の役割を主体的

に実行している姿に３年間の成長を感じました。先

生から指示されることなく、自分たちで落ち着いて

生活できた修学旅行でした。3 年間で築き上げた自

治活動の力と信頼関係をこれからの学校生活に生

かし後輩たちにも伝えてほしいと願っています。 

 

一中だより 
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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 

 2 年生は９月 11 日(水)からの３日間、48 の事

業所にご協力いただき職場体験を実施しました。  

希望した職種の事業所に訪問し可能な範囲で仕

事を体験させていただき、仕事の内容ややりがい

などについて教えていただきました。事前に学校

からも生徒への声掛けなど具体的なお願いをさせ

ていただき、生徒が達成感や成就感を得られるよ

うご協力いただいた職場体験です。生徒にとって

は、３日間の職場体験は学校の授業以上に大変だ 

ったと思いますが、最終日には満足そうな笑顔で

終了報告をしてくれました。事業所の方々からも

お褒めの言葉をいただき、実りある職場体験とな

りました。この経験をこれからの人生や学校生活

に生かしてほしいと願っています。また、ご協力い

ただいた事業所の皆様に深く感謝申し上げます。  

なお、11 月８日(金)に行われる本校の研究発表

の公開授業で職場体験の発表を行います。保護者

の皆様にもご覧いただけると幸いです。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

夏休みの主な大会結果 
９月に行われた大会等の結果です。(敬称略) 

＜第 8 ﾌﾞﾛｯｸ夏季新人大会＞ 

女子ソフトテニス個人 

○○ ○○・○○ ○○       第５位 

＜第 8 ﾌﾞﾛｯｸ新人大会＞ 
女子ソフトテニス            第９位 

（地区代表として都大会へ出場） 

＜第８･11 ﾌﾞﾛｯｸ新人大会＞ 
女子ハンドボール            準優勝 

＜第８ﾌﾞﾛｯｸ陸上競技大会> 
＜男子の部＞        記録 

○○ ○○ 1･2 年 走高跳  1m50  第１位 

○○ ○○ 1･2 年 走高跳  1m50  第１位 

○○ ○○ 共通 200m  25 秒 22  第３位 

○○ ○○ １年 100m  13 秒 59  第８位 

＜女子の部＞        記録 

○○ ○○ 1･2 年 走高跳  1m51  第 1 位 

(大会タイ記録) 

＜東京ジュニア陸上競技大会＞ 
○○ ○○ 2 年男子 走高跳 1m55  第 8 位 

○○ ○○ 2 年女子 走高跳 1m48  第 3 位 

＜青梅市陸上競技選手権大会＞(夏休みの追記です) 

○○ ○○ １年男子 100m  13 秒 56 第 6 位 

【10月の主な予定】 

  1 日(火) 中間テスト 

  2日(水) 中間テスト   

  3日(木) 合唱練習期間(始)  

多摩特研マラソン大会(８) 

  4日(金) 英語検定（３年全員受験） 

  7日(月) 朝礼、安全指導、B時間割開始 

8日(火) ３年実力テスト 

  9日(水) 職員連絡会 

11日(金) 合唱コン学年練習 

14日(月) 体育の日 

15日(火) 新専門委員会 

16日(水) 校内研修会（研究授業） 

17日(木) 合唱コン学年リハーサル、生徒委員会 

18日(金) 漢字検定 

19日(土) 授業公開日、防災訓練、 

第２回進路説明会、引き渡し訓練 

21日(月) 生徒朝礼、合唱コン全校練習 

22日(火) 即位礼正殿の儀 

23日(水) 職員連絡会 

24日(木) 合唱コンクール、給食なし 

28日(月)～11月 1日(金) ３年進路相談 

11月 1日(金) スキー移動教室説明会 

11月 8日(金) 研究発表会 

＜合唱コンクール＞ 
日時  １０月２４日(木)  

１０時００分～１５時５０分 

 場所  福生市民会館大ホール 

 内容  各学年合唱・８組合唱 

     職員合唱・筝曲部演奏 

     吹奏楽部演奏 

 課題曲 １年「大切なもの」 

     ２年「時の旅人」 

     ３年「春に」 

※詳細については、後日配布するプログラム 

等をご参照ください。 

＜スキー移動教室説明会＞ 
日時  １１月１日(金) １４時３０分 

会場  フォレストホール 

※詳細については、ご案内をご覧ください。 

＜1年校外学習＞ 
９月 1２日(木)、1 年生は１年９組・２年８組と一

緒に上野・浅草方面の校外学習を行いました。一学期

から実行委員が中心となって話し合いを行い、班毎

に見学コースを作成し生徒主体の校外学習として取

り組みました。また、１年８組は９月１９日(木)に多

摩動物園で校外学習を行いました。校外学習両日は

晴天に恵まれ、楽しい時間を過ごすことができまし

た。今回の経験を学校生活や２，３年の宿泊行事に生

かしてほしいと思います。 

２年８組の班行動の応援には、おやじの会の川﨑

善友さんにご協力いただきました。ありがとうござ

いました。 

＜10月 1９日(土)・公開授業＞ 
１校時 防災学習 

 ２校時～３校時 学活・合唱練習（８組授業） 

＜進路説明会＞ 
日時  １０月１９日(土) １０時４０分 

会場  本校体育館 

＜引き渡し訓練＞ 
日時  １０月１９日(土) １１時４５分 

※詳細については、後日配布されるプリントを

ご参照ください。(メール配信予定 ９時 30 分) 


