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◇ 学校教育目標 ◇
自ら進んで学ぶ生徒
人や自然を愛する生徒
健康でねばり強い生徒
《校訓：自主・敬愛・根気》

副校長 佐藤 孝男
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会まで２年を切り、この大会を支えるボランテ
ィアの募集が９月２６日（水）から始まりました。１２月上旬までの募集期間ですが、延べ１１万人を
必要としています。
ボランティアと言えば、２ヶ月前に山口県で行方不明の男の子を発見したのは捜索ボランティアの
男性でした。また、先月甚大な被害をもたらした北海道地震の被災地にも多くの災害ボランティアが
活動をしています。富士中にも、
「あいさつボランティア」や「ボランティア清掃」と言った行事があ
り、毎回、数多くの生徒の皆さんが参加しています。
そもそもボランティアの意味は何でしょうか？
ボランティアの定義は様々ありますが、一例を紹介します。
（自主性・主体性）
自分からすすんで行動する
（無償性・無給性）
見返りを求めない

（社会性・連帯性）
ともに支え合い、学び合う
（創造性・開拓性・先駆性）
よりよい社会をつくる

などと定義されています。また、単なる無報酬の奉仕活動という意味ではなく、自己の自発的・主
体的な意思によって社会問題の解決や必要とされている活動を理解・共感し、勤労とは別に労働
力、技術、知識を提供すること。
「自由意思」を意味するラテン語の「ボランタス」が語源ともあ
ります。
私自身はボランティアを「自発的に行動し、見返りを求めないこと」と解釈していましたので、
「と
もに支え合い、学び合う」
、
「よりよい社会をつくる」
、
「技術、知識を提供する」と言った視点で捉えて
いませんでした。２０００年に噴火した三宅島へ火山灰の除去活動に参加しましたが、当時は「労働力
の提供」と言う思いだけでした。しかし、振り返ってみると「ともに支え合う」
、
「三宅島の早い復興を
願う」と言う気持ちが心のどこかにはあったのだろうと思います。
話を東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のボランティアに戻します。このボラン
ティアに参加する際の条件ですが
① ２００２年４月１日以前に生まれた方
② 活動期間中において、日本国籍又は日本に滞在する資格を有する方
とあります。従って生徒の皆さんは①の条件に当てはまらないのでボランティアとしての参加はできま
せん。それでも、この大会を開催都市の一員として、大会を盛り上げ、選手に声援を送ることはできま
す。大会から学ぶこともきっとあるでしょう。
「ともに支え合い、学び合う」気持ちを大切にしましょう！
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理科ノートコンテストは自分が興味をもった事を自分の力で調べ、見やすくまとめるためのコンテス
トです。今年のコンテストも、学年があがるほど内容が深く、工夫してまとめてある作品が多かったで
す。特に３年生には、内容のレベルが高く優秀なレポートがたくさんありました。今後も身近にある事
物現象について授業内容と関連付けたり、疑問に思ったことを調べたりして、探究心を高めてほしいと
思います。
（理科 川畑）
グランプリ
３年 山丸 法子
「ＬＥＤのエネルギー変換」
優秀賞
１年 持丸 瑠菜
「石けんと合成洗剤について」
２年 小﨑 麻央
「なぜ日本の台風はいつも左回りなのか」
３年 井ノ口 海我 「ヤコウタケ 光るキノコの謎」

英語ノートコンテスト
英語は、夏休みの宿題としてノートコンテストを行いました。各学年の課題は、1 学年「1 学期の内
容の復習」
、２学年「夏休み日記」
、３学年「修学旅行記・夏休み日記」です。
今回の作品を選ぶのには苦労しましたが、提出作品の中で、各学年 4 名が優秀な作品として選出さ
れ、その中で各学年優秀賞が１名ずつ、３学年からグランプリが選ばれました。受賞者の作品は１Ｆの
学習室１の前に掲示をしてあります。ノート作りやまとめ方の参考にしてほしいと思います。
（英語科：エマール）
グランプリ：３年 木村 夏音
優秀賞：１年 平川 ここな
２年 菊池 美優

３年 髙橋 龍日

１１月１０日（土）９時３０分から八丈町庁舎 多目的ホールおじゃれにて合唱コンクールを開催いたし
ます。今年のスローガンは

「合唱魂 ～平成の終わりに終わらぬ感動を～」
です。実行委員会では、平成最後に最高の笑顔と感動を歌で届けることができるようにという想いをこめてス
ローガンを考えました。富士中生の魂のこもった素敵な歌声を是非聴きに来てください。
実行委員
岩崎空弥・大西杜季・奥山あゆみ
沖山匠・浅沼凜・鈴木美未
髙橋黄凱・菊地一瑳・濱野日茉莉

（合唱コンクール実行委員担当:山根）
伴奏者
パートリーダー

指揮者
玉置妃瑶

石井一沙

山下洋次

石井咲希

持丸加菜

田中汐莉

菊池美優

小﨑麻央

井ノ口海我

木村夏音

高橋愛凜咲

山本麻由
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菅原葉月姫・淺沼亜紬・玉田北翔
奥山ひとみ・淺沼渚紬・塩野丈
団村しおん・田村澪・佐々木創大

今年は三原中学校において陸上記録会が行われました。雨に悩まされることが多く、本番
も１日延期しての開催でした。それでも富士中の生徒の活躍は見事なもので、６つの大会新
(タイ)記録もさることながら、キャプテンを中心に全体アップや開会式(行進)での動きを
含め、競技会に向かう姿勢に打たれるものがありました。
中には夏休みの練習から朝練も含めほぼ皆勤で励んだ生徒や、運動会からずっと走りっぱ
なしであちこちが筋肉痛になりながらも頑張った生徒もいました。
平日開催で、残念ながら来られなかった方や仕事をやりくりして応援に来てくださった保
護者の皆様もいたのではないでしょうか。そんな支えがあって生徒も思う存分力を発揮で
きたものと思います。ご協力ありがとうございました。 （体育科 氏部）

女子
１年
２年
３年

1 位～3 位 ★新記録 ☆タイ記録

女子 100ｍ
１年 １位 菅原葉月姫 ★14”4
２位 石井 咲希
15”0
３位 奥山あゆみ
15”2
２年 １位 田中 汐莉 ★14”4
２位 持丸 加菜
14”9
２位 小﨑 麻央
14”9
３年 １位 濱野日茉莉
14”7
３位 団村しおん
14”9
男子 100ｍ
１年 ２位 石井 一沙
14”8
３位 浅沼 思友
15”3
３年 ３位 浅沼 重暉
12”5

男子
１年
２年
３年

800ｍ
１位 石井 咲希
２位 菊池 美優
１位 団村しおん
２位 山丸 法子
1500ｍ
１位 山下 洋次
２位 浅沼 思友
３位 玉井 海音
３位 浅沼 叶侑

2’49”7
2’49”3
3’06”8
3’07”6
5’26”1
5’41”4
5’29”3
5’13”1

女子 走幅跳
１年 １位 菅原葉月姫 ☆3m79
２年 １位 田中 汐莉 ★3m82
２位 淺沼 渚紬
3m52
３位 持丸 加菜
3m46
３年 １位 山本 麻由
3m49
２位 高橋愛凜咲
3m38 男子
男子 走幅跳
１年 １位 石井 一沙
3m82
２位 山下 洋次
3m79
３年 ２位 菊地 一瑳
3m75

女子 走高跳
1-2 年 1 位 田中 汐莉 ☆1m28
２位 菅原葉月姫
1m15
男子 走高跳
1-2 年 ２位 淺沼 琉希
1m40
３年 １位 山下
勝 ☆1m58

４×１００ｍリレー
１年女子 １位 石井咲希・奥山あゆみ・玉置妃瑶・菅原葉月姫
男子 １位 玉田北翔・石井一沙・浅沼思友・山下洋次
２年女子 １位 田中汐莉・菊池美優・小﨑麻央・持丸加菜
男子 ３位 玉井海音・土屋航・山丸剣史朗・淺沼琉希
３位女子 １位 団村しおん・荒井望実・濱野日茉莉・高橋愛凜咲
男子 ２位 沖山瑳亮・浅沼重暉・浅沼叶侑・山下勝
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62”8
62”4
60”6
58”0
61”8
53”7

９月２６日（水）に生徒会役員選挙が行われました。この選挙に向けて、立候補者のためにクラスの仲間
が協力し、ポスター作成や朝の選挙運動などでサポートをしました。立会演説会では、そのクラスの仲間の
思いを背負いながら、
「自分は生徒会として富士中をよくしていきたい」という強い決意で、立候補者の４人
は素晴らしい演説を聞かせてくれました。また応援演説者も立候補者のために声をふりしぼりました。また
この選挙を運営するために、選挙管理委員会のメンバーは 1 学期から準備を進めてきました。
投票は、町の選挙管理委員会から借りた実際の記載台と投票箱を使って行われました。投票を経て、４人
の新生徒会役員が選出されました。ここから学校の中心が、いよいよ 2 年生に移っていくことなります。
生徒のみなさん 1 人 1 人が、生徒会の一員です。生徒会役員がいくら頑張っても、それぞれの活動にみな
さんの協力がなくては、富士中がより良くなることはないでしょう。ぜひ積極的に生徒会活動に参加してく
ださい。富士中の未来をつくるのは、みなさん 1 人 1 人です。
（生徒会担当：小川）

会長
淺沼 渚紬さん(2A)

副会長
石井 一沙くん(1A)

書記

書記

小﨑 麻央さん(2A)

淺沼 亜紬さん(1A)

小雨の降る中、南原千畳敷の３ｋｍコースで駅伝大会選考レースが行われました。男子７名、女子６
名の代表枠に対して３校合わせて男子は３０名、女子は１２名が参加しました。レースが始まる頃、一
段と雨脚が強くなりましたが、全員が最後までしっかり走り切りました。結果として男子は山下洋次く
ん、女子は菊池美優さん、田中汐莉さん、石井咲希さん、玉置妃瑶さんの計５名が代表に選ばれました。
本番は１１月１８日（日）に荒川河川敷で行われます。

東京教師道場の部員による授業公開を実施します。
授業力向上を目指して東京教師道場の研修を２年間受講し、研さんを積んだ本校の田後教諭が授業公開と
協議を行います。
日時：平成 30 年 11 月 14 日（水）
授業 5 校時[13:30～14:20]

会場 第 1 学年Ａ組教室

協議 14:30～16:00

会場 図書室

内容 数学科（単元名「平面図形」
）
「麻の葉」模様を移動の言葉で説明する学習を行います。いろいろなパターンの移動が考
えられ、生徒が自身の考えを数学の言葉を使って説明します。

１１月の主な予定
11 月 ６日（火） 合唱コンリハーサル
11 月 10 日（土） 合唱コンクール
11 月 13 日（火）～17 日（土）しゃべりにおじゃれ
11 月１５日（木） 中学生議会

11 月 13 日（火）～17 日（土）学校公開週間
11 月 14 日（水） 町教研一斉研究部会
11 月 18 日（日） 駅伝大会
11 月 26 日（月）～28（水） 期末考査
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