
 
 
 
 
 
 
 
  

協力・責任・感謝 を忘れない！ 

校 長 山 本 豊 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

１月 19 日(日)～21 日(火)の３日間、２年生は長

野県菅平高原でスキー移動教室を実施しました。 

今年は暖冬の影響でスキー場に着くまで道路に雪

はありませんでしたが、菅平高原スキー場は標高も

高く、人工降雪機があるためゲレンデの状況は特に

問題ありませんでした。 

スキーは体力や運動能力に応じて滑れるようにな

るスポーツで、３日間という短い期間で達成感や成

就感を味わえるスポーツです。そして一度身に付け

た技術は生涯忘れることはないと言われています。 

初心者の生徒は、スキー靴を履いて歩くことも困

難な状況からスタートします。上達する秘訣は、イン

ストラクターの指示をしっかり聞いて実践すること

です。何度も何度も転んで失敗しても立ち上がり挑

戦することが大切です。新学習指導要領が求めてい

る学びに向かう力が試されます。インストラクター

の指示に従い講習を継続すれば、３日目にはリフト

を使っていろいろな初級コースをターンしながら滑

れるようになります。インストラクターの後につい

て滑れば、生徒の技量に合わせて滑ることが可能で

す。スキーというスポーツで得られる達成感は、中学

生という年代にとってとても大切な経験です。 

今年は、1 日目と２日目が晴天で春スキーのよう

な暖かさの中、雪の状態もよく滑りやい状況でした。

実習班で講習を受ける効果もあり、多くの生徒が順

調にスキーを上達させることができました。思うよ

うに滑れない生徒には支援が必要でした。スキーの

実習班を変更して取り組んだ生徒もいました。イン

ストラクターや教員による支援でスキーが上達した

生徒もいました。しかし残念ながら、２日目の午後、 

どうしてもスキー実習に参加できずに見学となった

生徒もいました。 

最終日の朝は前夜からの雪で自然の厳しさを感じ

させる天候でしたが、体調不良の生徒１名を残して全

員がスキー実習に参加しました。スキー実習が終わる

と、雪の降る中、達成感に満ちた表情で生徒たちが閉

講式に臨んでいました。スキー実習の成功体験と達成

感をこれからの生活に生かしてほしいと思います。 

また、生徒実行委員会が中心となって取り組んだ宿

舎での自治活動や夜の学年レクでは、２年生の成長し

た姿を見ることができました。特に学年レクでは、生

徒一人一人が前向きに参加していて学年全体での楽

しい交流ができました。これからも、スキー移動教室

のスローガン「協力・責任・感謝 を忘れない！」を

胸に、充実した学校生活を送りましょう。 

最後に、事前の健康管理からスキー移動教室終了時

のお迎えなど、保護者の皆様のご理解とご協力に心よ

り感謝申し上げます。 

 

 

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 

第11回 中学生東京駅伝大会 
日 時 ２月２日（日）  開会式 午前９時３０分   閉会式 午後４時 

     女子の部スタート 午前１０時  男子の部スタート 午後 １時 

会 場 アミノバイタルフィールド及び都立武蔵野の森公園特設周回コース 

※ 京王線飛田給駅下車 徒歩約１０分 

  

 

 

  

 

 

３日間のスキー実習で滑れるようになりました 

学年レク ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰへの感謝の手紙  朝食   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

【2 月の主な予定】 

  2 日(日) 第 11 回中学生東京駅伝大会 

  3 日(月) 朝礼 

  4 日(火) 生徒委員会、１年職業講話 

5 日(水) 避難訓練、職員連絡会 

     都立一次・前期出願 

  6 日(木) 専門委員会  

  7 日(金) ８組劇と音楽の会リハーサル、 

１年職業講話 

  8 日(土) ８組劇と音楽の会 

10 日(月) ８組振替休業日  

 11 日(火) 建国記念の日 

12 日(水) 福教研研究報告会（給食後下校） 

13 日(木) 二小６年生訪問日  

 オリ・パラ講演会  

17 日(月) 生徒朝礼、三小６年生訪問日 

18 日(火) ８組卒業生を祝う会 

19 日(水) 職員連絡会 

21 日(金) ８組瑞穂中交流会、都立一次・前期入試 

23 日(日) 天皇誕生日 

24 日(月) 振替休業日 

25 日(火)～27 日(木) 学年末テスト 

3／2(月) 朝礼、安全指導、生徒委員会、 

都立一次合格発表 

 

１月の主な大会結果 
1 月に行われた大会等の結果です。(敬称略) 

＜ATS ｶｯﾌﾟ西多摩強化研修大会＞     

女子ソフトテニス(女子三部)    優勝 

 

＜１年職業講話＞ 
2 月 4 日(火)、２月 7 日(金)の２日間、１２名の地域

の方に講師をお願いし、1 年生を対象とした職業講話を

実施します。 

 事前学習で、働くことや自分が参加する講師の先生

の職業について学習し、質問事項等をまとめ、職業講話

の当日を迎えます。 

職業講話では、講師の先生から職業に就いた経緯や

仕事内容・やりがいなどについて教えていただき、実演

や映像などで分かりやすく説明していただきます。事

後学習ではまとめと発表を行い、さらに職業について

の理解を深めていきます。 

＜２月４日(火)の講師の先生方＞ 

【福生警察下福生駐在所】   松下 行輔 様 

【福生病院管理栄養士】    中出 直子 様 

【伊勢屋(和菓子)店主】    幡垣 正生 様 

【有限会社エイダイ(建築業)】 原島 大輔 様 

【建築工事管理者】       伊藤 弘大 様 

【手 話 通 訳】        須崎 利花 様 

＜２月７日(金)の講師の先生方＞ 

【消 防 士】   岩田 信 様 

【看 護 師】      島田 由美子 様 

【スポーツトレーナー(あんま鍼灸師)】 友野 裕司 様  

【元気象庁富山地方気象台長】       上村 喬 様 

【障がい者就労支援施設わーくあっぷ代表】久保 勝則 様 

【武陽ガス社長】   山下 真一 様 

全国中学校アイスホッケー大会 
東京都選抜チーム 準優勝 

 1 年２組の○○○○君は、アイスホッケー東京

都選抜のメンバーに選ばれ、全国中学校アイスホ

ッケー大会関東予選で優勝し、１月 16 日(木)～

19 日(日)まで北海道苫小牧市で行われた全国大会

に出場しました。惜しく 

も決勝戦で北海道代表景 

雲中学校に 1 対３で敗れ 

ましたが、東京都選抜チ 

ームとしては最高順位の 

準優勝でした。 

 ○○君は２月 17 日(月) 

～２月 25 日(火)の期間、 

アイスホッケー日本代表 

U14 のメンバーとしてカ 

ナダ遠征に参加します。 

今後も日本代表として 

の活躍に期待しています。 

８組劇と音楽の会 
日時 ２月８日(土) 開会式 ９時１５分 

 場所 瑞穂スカイホール 

 ※８組は、11 時 40 分～11 時 55 分に出演 

防災標語コンクール 
令和元年度東京都教育委員会 

「防災標語コンクール」優秀作品 

標語「意識しよう 日頃の備え 自助共助」 

1 年１組 ○○ ○さん 

※優秀作品の標語は、のぼり旗として職員玄 

関等に飾りますのでご覧ください。 

 

福生市長さんへの表敬訪問

にて（令和２年１月９日） 


