
 
 
 
 
 
 
 
  

学 年 発 表 会 
 ～伝える力・プレゼンテーションソフトの活用～ 

校 長 山 本 豊 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 15 日(金)６校時、３年生はフォレストホー

ルで修学旅行の学年発表会を行いました。事前に行

ったクラスごとの発表会では、タブレット型パソコ

ンとデジタルテレビを利用して、班ごとに発表しま

した。学年発表会では、クラスから選ばれた４班が、

スクリーンを使って発表を行 

いました。プレゼンテーショ 

ンソフトの構成や色遣いなど 

の工夫を凝らした発表は、観 

光課題やクイズといった内容 

を取り入れ、さすが３年生と思える発表でした。 

また、2 年生も同じ時間帯に体育館で職場体験の

学年発表会を行いました。昨年度同 

様、2 年生の学年発表会に１年生が 

参加し、プレゼンテーションソフト 

を使用した発表を参観しました。 

１年生にとっては、これから学習するキャリア教育

について、２年生から学ぶ貴重な機会です。 

今年度は、２学期から導入されたタブレット型パソ

コンと WI-FI 環境の整備により、修学旅行や職場体

験の事後学習が教室でパソコンを使って行えるよう

になりました。2 年生では異なった事業所の人と小グ

ループを作り、一人一人がタブレット型パソコンを使

って発表を行いました。この発表方法により、生徒一

人一人の発表の機会を増やすことができました。 

これからも ICT 機器を積極的に活用し、３年間を

見通した計画的な教育活動を通じて、生徒一人一人の

資質・能力の育成を図るとともに、上級生が模範とな

る学校づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

後期の生徒会活動が始まって１ヶ月が経ちまし

た。生徒会本部役員が中心となって、各専門委員会の

活動も主体的・計画的に進められています。 

11 月からは、生徒会本部役員による朝のあいさつ

運動が始まりました。西と東の昇降口に生徒会本部

役員が立ち、昇降口から入ってくる生徒と挨拶を交

わしています。毎月、月初めの１週間、あいさつ運動

を行い、昼食時の昼の放送でもあいさつ運動につい

て全校生徒に呼び掛けるなど、生徒会本部役員が主

体的によりよい学校づくりに取り組んでいます。 

生活委員会では、12 月２日(月)～６日(金)の一週

間、３ヶ所の校門で朝のあいさつ運動を行います。朝

からあいさつを交わすことにより、気持ちのよい学

校生活のスタートが切れることを期待しています。 

生徒会本部では 12 月を「コミュニケーション力ア

ップ月間」として、あいさつや思いやりのある言葉 

掛けを意識して生活することにより、笑顔が溢れ、活

気に満ちた明るい学校づくりに取り組みます。   

また、美化委員会の呼びかけで集まった 70 名ほど

の生徒が、11 月 29 日(金)の放課後に恒例のおやじの

会と PTA による落ち葉掃きに参加します。 

今年は 11 月 25 日(月)～29 日(金)の一週間を落ち

葉掃きのボランティア週間として、29 日の落ち葉掃

きに参加する生徒が、指定された曜日ごとに朝早く登

校し、全校生徒のために落ち葉掃きを行っています。   

これからも生徒会本部が中心となり、生徒の主体

的な取組が一層推

進されることを期

待しています。 

おやじの会・PTA 

の皆様のご協力に感 

謝申し上げます。 

  

 

 

タブレット型 PC を活用したプレゼンテーション 

笑顔が溢れ、活気に満ちた明るい学校 

 
 

 

 

３年生クラス発表の様子 

 

11 月 25 日 有志による朝の落ち葉掃き 

11 月 15 日 ２年学年発表会 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

【12 月の主な予定】 

  2 日(月) 朝礼 

  3 日(火)～10 日(火)（ 9 日(月)は除く ） 

1,2 年三者面談、３年進路面談等⑤⑥ｶｯﾄ 

  9 日(月)～13 日(金) 学校公開週間 

 11 日(水) ８組保護者会、３年進路会議⑤ｶｯﾄ 

12 日(木) 生徒委員会 

 13 日(金) 専門委員会 

 16 日(月) 生徒朝礼、３年入試相談開始 

18 日(水) 職員連絡会 

19 日(木) 避難訓練 

20 日(金) オリ・パラ講演会 

24 日(火) 大繩大会、大掃除、給食(終) 

25 日(火) 終業式、安全指導、服務事故防止研修会 

26 日(木) 冬季休業日(始) 

令和 2 年 1 月 7 日(火) 冬季休業日(終) 

1 月８日(水) ３学期始業式 

     1 月９日(木) 給食(始) 

 

1１月の主な大会結果 
11 月に行われた大会等の結果です。(敬称略) 

＜東京都新人大会＞ 

男子ハンドボール       第 3 位 

女子ソフトボール       ﾍﾞｽﾄ 16 

女子ソフトテニス       2 回戦 

＜第８ブロック新人大会＞     

女子バスケットボール     第３位 

男子バスケットボール     第５位 

サッカー(福生三中と合同チーム)  第４位 

＜剣道：福生市総合体育大会＞ 

2,3 年男子 ○○ ○○    第３位 

中学 女子 ○○ ○○    第 3 位 

＜中学生東京駅伝大会＞ 
12 月 9 日(月)、午後４時 30 分からもくせい会館

において、東京駅伝福生チームの結団式が行われま

す。中学生「東京駅伝大会」は、区市町村内の中学

校からそれぞれ選抜された２年生による区市町村

対抗駅伝大会です。本校からは男子 13 名・女子 7

名、計 20 名が出場します。11 月 30 日からの練習

会を経て、２月 2 日（日）アミノバイタルスタジア

ムでの本番を迎えます。多くの皆様の応援をよろし

くお願いします。(敬称略) 

＜福生市青少年の意見発表大会＞ 

11 月 2 日(土)、福生市民会館小ホールで第 26 回

福生市青少年の意見発表大会が開催されました。本

校の代表生徒とテーマを紹介します。（敬称略） 

1 年１組 ○○ ○○       

テーマ「軽い一言で、傷つく心」 

１年 3 組 ○○ ○○ 

テーマ「同じ人間だから」 

１年３組 ○○ ○○ 

テーマ「いじめについて」 

 ２年 1 組 ○○ ○○ 

  テーマ「シリア空爆で犠牲になった子供達」 

 2 年 2 組 ○○ ○○ 

  テーマ「平等に暮らせる時代へ」 

＜福生市善行少年表彰者＞ 

受賞 3 年２組 ○○ ○○○ 

３年２組 ○○ ○○ 

平成 30 年度ふっさっ子学習発表会で学校代表と

して英語のスピーチをしたことにより受賞しまし

た。 

＜オリ・パラ講演会＞ 
日時 1２月２０日(金) 13:30～15:20 

会場 本校体育館 

講師 アンプティサッカー日本代表 

  古城 暁博（こじょう あきひろ）様 

演題 「障害が可能性を広げる」 

主な大会成績 

   シドニーパラリンピック大会  

陸上競技１００ｍ  ８位入賞 

＜男子代表選手＞ ○○ ○○ 

  ○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○    

○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○    

○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○ 

○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○ 

＜女子代表選手＞  ○○ ○○ 

○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○ 

○○ ○○  ○○ ○○  ○○ ○○ 

 

明るい選挙ポスターコンクール 
東京都入選  2 年１組 ○○ ○○ (敬称略） 

福生市入選 2 年 2 組 ○○ ○○ 

※令和元年 12 月 13 日(金)～2 年 1 月 10 日(金) 

 福生市役所にて、入選作品の展示を行います。 


