
 
 
 
 
 
 
 
  

防災訓練・防災教育 
校 長 山 本 豊 彦 
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10 月 12 日(土)は台風 19 号の影響で多摩川の水

位が上昇し、福生市南田園・北田園地区に避難指示が

発令され、本校に 12 日(土)の午後から 281 名の市

民の方々が避難されました。台風による災害での避

難所開設というケースは初めてでしたが、福生市役

所の職員の方により本校が避難所としての機能を果

たすことができました。今後も今回の災害の教訓を

生かして、福生市並びに各町会と連携し避難所開設

マニュアル等の改善を図って参ります。台風 19 号に

より災害被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申

し上げます。 

さて、10 月 19 日(土)の引き渡し訓練には、多く

の保護者の皆様にご協力いただきありがとうござい

ました。実際に教室で引き渡し訓練を行ったことに

より、いくつかの課題が明確になりました。今回の訓

練を参考に、非常時に適切な対応が図れるよう課題

解決に取り組んで参ります。 

また、19 日(土)の１校時には、各学年で防災教育 

を実施しました。防災教育の大きなねらいは、「中学

生が学んだことを広めることで、友人、家族、地域社

会の人々の安全の確保に貢献する。」ことです。本校

では、学年別に発達段階に応じた防災教育を計画的に

実施し社会貢献できる生徒を育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※３年「みんなでわけよう」は、災害時にそれぞれがもって

いる情報に基づき、食料を分担する活動を通して、いろい

ろな立場に立って考える力を身に付ける授業です。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10 月 24 日(木)、福生市民会館大ホールに一中生

の歌声が響き渡りました。今年も合唱コンクール実

行委員会が中心となり、「花様年歌～人生で一番美

しい歌～」をスローガンに掲げ、生徒たちが主体と

なって練習に取り組んできました。特に今年度は体

育祭の取組を引き継ぎ、練習期間の始まりに実行委

員が縦割りクラスで、上級生が下級生にクラスでの

練習方法等について情報交換する機会を設定し、ク

ラス練習のレベルアップと福生一中の伝統作りを意

識した取り組みを行いました。合唱コンクール当日

には、外部審査員で講評をいただいた福生二小の長

谷川紘子先生からも、一昨年より合唱のレベルが高

くなっているとお褒めの言葉をいただきました。生

徒による取り組みが大きな成果を上げていることを

実感した合唱コンクールでした。 

 

合唱コンクール後半では、筝曲部と吹奏楽部が演

奏を行い、全校生徒に日頃の練習の成果を発表しま

した。琴の澄んだ音色と吹奏楽部の演奏と一体化し

た観客席の盛り上がりが、とても印象的でした。 

ご多用の中、ご来賓の皆様、保護者・地域の皆様

にご鑑賞いただきありがとうございました。 

 

 

  

1学年「地震災害」 

「防災グッズを作ってみよう」（８組・2学年） 

３学年「みんなでわけよう」 

 

合唱コンクール閉会式にて、合唱コンクール実行委員が一

列に並び実行委員長より全校生徒へ挨拶がありました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

【11月の主な予定】 

  1日(金) スキー移動教室説明会 

進路相談(終) 

  3日(日) 文化の日、英検二次会場 

  4日(月) 振替休日 

  6日(水) 校内研修会 

8日(金) 教育研究奨励校研究発表会  

 11日(月) 全校朝礼、生徒委員会 

言語聴覚士指導(１回目） 

 12日(火) 言語聴覚士指導(２回目） 

      専門委員会 

13日(水) 職員連絡会 

15日(金) 避難訓練、学校保健委員会 

19日(火)～21日(木) 期末テスト 

21日(木)~22日(金) 2年 8組職場体験① 

23日(土) 勤労感謝の日 

25日(月) 生徒朝礼 

27日(水)～29日(金) 2年 8組職場体験② 

29日(金) ３年東京都スピーキングテスト 

12月 2日(月) 全校朝礼 

12月 3日(火)～ １，２年三者面談 

    

 

10 月の主な大会結果 
10 月に行われた大会等の結果です。(敬称略) 

＜都中学校支部対抗陸上競技選手権大会＞ 

女子 1･2 年 走高跳 ○○ ○○ 第２位 

（記録 1ｍ58） 

＜第８ブロック新人大会＞     

女子ソフトボール        準優勝 

（地区代表として都大会出場） 

＜多摩特研マラソン大会＞ 

2000ｍ 第３位 ○○ ○ 

3000ｍ 第１位 ○○ ○○ 

＜ソフトテニス：福生市総合体育大会＞ 

男子ソフトテニス 中学生男子の部  

優  勝 ○○ ○○ 、○○ ○○○ 

準優勝 ○○ ○○ 、○○ ○○ 

第３位 ○○ ○○ 、○○ ○○ 

女子ソフトテニス 中学生女子の部 

優 勝 ○○ ○○ 、○○ ○○ 

準優勝 ○○ ○○ 、○○ ○○ 

第３位 ○○ ○○ 、○○ ○○ 

＜剣道：福生市総合体育大会＞ 

中学男子２，３年の部 

第３位 ○○ ○○ 、○○ ○○ 

中学女子の部 

第３位 ○○ ○○ 

＜おやじの会＞ 
10 月 27 日(日)、古くなって朽ち果てていたグラ

ンドのベンチをおやじの会の皆さんが修復してくれ

ました。お忙しい中修理していただいたおやじの会

の皆さん、ありがとうございました。大切に使わせて

いただきます。 

＜新生徒会本部役員＞(敬称略) 
会 長  ○○ ○○(2-4) 

副会長  ○○ ○○(2-4)  ○○ ○○(1-2) 

本部役員 ○○ ○○(2-2)  ○○ ○○(2-3) 

     ○○ ○○(1-1)  ○○ ○○(1-2) 

 

 

 

 

＜福生ふれあいフェスティバル＞ 
 10 月 27 日（日）、吹奏楽部は、福生市営野球場で

開催された福生ふれあいフェスティバルのオープニ

ングセレモニーでファンファーレを演奏し、開会式

に花を添えました。また、開会式後のミニコンサート

で福生ふれあいフェスティバルを盛り上げました。 

 

 

 

  

＜研究発表会・公開授業＞ 
日 時  令和元年 11 月８日（金） 

      13:30～ 公開授業（各教室） 

      14:40～16:00 研究発表・講演会 

研究主題「主体的に学び、確かな学力を身に付ける生 

徒の育成～グループ・ペアワークにおける、思考力・ 

判断力・表現力等を育むための工夫を通して～」 

講 演  「カリキュラム・マネジメントと学校改善 

～教師が変われば学校が変わる～」 

講  師   国立音楽大学 教授 榎本 智司 先生 

会 場  福生第一中学校・フォレストホール 

※保護者・地域の皆様もご参加ください。 

（１塁側ベンチ） 

（３塁側ベンチ） 作業中のおやじの会の皆さん 

10 月 7 日(月)の全校朝 

礼で新生徒会本部役員の 

生徒が就任の挨拶をしま 

した。これから 1 年間宜 

しくお願いします。 

 

 

開演時の挨拶風景 ソロパートにも挑戦しました 


