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 本年度の、荘内小学校と荘内中学校とが実施している「小中連携の取り組み」を紹

介します。これは、「小学校 6年間＋中学校 3年間＝9年間」を見通して「学区の子ど

もたちを共に育てていこう！」という取り組みです。 

平成２６年度の主な取り組み 

 １ 学習指導に関する連携  

 （１）授業参観と研究協議（ 相互の授業参観と授業に関する研究協議） 

            ア 中学校での授業参観と研究協議  ６月 ４日（水） 

      イ 小学校での授業参観と研究協議 １０月２４日（金） 

       ウ 参観日や校内研究授業等の相互案内（年間を通じて） 

（２）英語の授業連携 

中学校英語教員の兼務による授業（小６：通年木曜日） 

２ 各部会の連携 

 （１）管理職部会・教務部会・生徒指導連携部会 

学力向上部会・特別支援教育部会 

３ 特別支援教育に関する連携 

（１）特別支援教育発表会（Ｈ２７年１２月上旬）に向けて 

(２) 小中合同研修会 ８月２８日（木） 

９：００～１２：００  荘内市民センター 

４ その他の連携 

（１）オープンスクールの開催 ３学期 ２月１３日（金） 

(２) 小中連絡協議会  ６月４日（水）３月２５日（水） 

（３）新入生保護者説明会・子育て講座   

２月２７日（金）１３：４５～ 荘内市民センター 

 （４）学校通信・学年便りの交換 

 （５）漢字検定への小学生参加案内 

 （６）就学指導に係る小学校保護者の中学校授業参観、懇談 

 

＊今年度は、おもにこのような内容での連携を計画しています。 



  

 

 

ソフトボール４位 

ソフトバレー（チャンピオンシップ部門）８位 

（フレンドシップ部門A.Bチームともに）チャレンジ賞 

６月１日（日）に行われた連合 PTA球技 

大会。ご参加くださった保護者の皆様、 

応援してくださった保護者・生徒の皆様 

ありがとうございました。好プレー続出 

で、たいへん盛り上がった球技大会でし 

た。男子のソフトボールでは打撃戦の末、残念ながら２敗でした。ソフトバレー 

ではチャンピオンシップ部門で８位、フレンドシップ部門でＡ・Ｂチームともにチ

ャレンジ賞を獲得しました。大会当日の細々とした打ち合わせやお世話はもちろん

のこと、練習日の準備や備品の整理など体育部の評議員さんにはたいへんお世話に

なりました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度前期生徒総会 6月 6日 

 前期生徒総会が行われました。約１時間の総会 

でありましたが、１年から３年生までどのクラス 

からも質問があり、それに答える各専門委員長や 

部活動の部長の答弁も適切であり、中身のしっか 

りした生徒総会でありました。事前に準備や打ち 

合わせがしっかりできていたことがよく分かりま 

した。 

校長先生の講評「マザーテレサの「無償の愛」という言葉があるが、生徒会活動もこの「無

償の愛」と似たところがある。今募集している夏のボランティアにも８０名以上の生徒が参加

希望してくれている。代償を求めずに，人のために何かをやろうとする･･･素晴らしい精神で

ある。自主的で，荘内中らしい生徒会活動が展開されることを期待している。」 

   

 



「学びの階段」ができあがりました。 

なにやら怪しげな名前の階段が現れました。写真をご覧いただければお分かり

いただけると思いますが、階段各ステップの縦面を利用してことわざや、熟語、

重要語句を掲示したものです。学力向上の一つのきっかけになればと思い取組み

ました。ことわざでは全てを表示せず、例えば「時は」・・・「長いものには」・・・

と言った具合に、少し考えさせるように表示しています。生徒も先生達も話題に

なり、頭をひねり教え合ったりしている様子が見られます。先生達の中にも全て

正解できる人は少ないです。中には「犬も歩けば・・・猫も歩く？」などの珍解

答も聞こえて、楽しく階段を上っています。  

さて、下の問題の答えは？ 

「弘法も○○○○○○」     「弘法は○○○○○○」 

「雀百まで○○○○○○」    「木を見て○○○○」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物品販売のお礼  

今月上旬にご協力頂いた物品販売、大変ありがとうございました。 

およそ３０万円の収入の予定です。そのうち一割を東北義援金として寄付します。 

残りは、有効に活用させていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 
 

７月 8月 9月のおもな行事予定 

7/22~31三者懇談 1,2年生      7/19~県総体            8/18 登校日 2年生   

8/19 登校日 1.3年生.Ｊ組    9/1始業式・課題テスト    9/13体育会    

9/29体育会振替休日      9/27.28市内秋季総体 

                                         

 



部活動等の表彰   ５月～６月部活動 備前西地区大会等 結果 

《野球部》１回戦 荘内中 １－３ 妹尾中 

《サッカー部》１回戦 荘内中 ０－６ 御南中 

《ソフトボール部》第３位  １回戦 荘内中 ０－１５ 竜操中 （３回コールド） 

《バスケットボール部》 

（男子）１回戦 荘内中 ３６－５５ 玉中    （女子）１回戦 荘内中 ２３－８２ 宇野中 

《卓球部》 

  玉野市総体    女子個人戦  中川理咲子 ベスト１６ 

  備前西地区玉野ブロック予選   女子団体戦  第４位 

  備前西地区大会  女子個人戦  中川理咲子  １回戦敗退 

《ソフトテニス部》 

 男子 （個人戦）  服部磨勇・木林宏介ペア １回戦敗退 

           藤原 樹・近藤勇美ペア ２回戦敗退 

    （団体戦）  １回戦 荘内中 １－２ 旭東中 

 女子 （個人戦）  平井菜々美，佐々木梨乃ペア １回戦敗退 

           嶋田桃子，大池知聖ペア １回戦敗退 

           長﨑桃花，相賀奈美ペア   １回戦敗退 

           竹本光希，坂本亜美香ペア  １回戦敗退 

    （団体戦）  １回戦 荘内中 ０－３ 中山中 

《バレーボール部》グループ戦（１日目） 荘内中 ２－０ 芳泉中  荘内中 ２－１ 東児中 

（２日目） 荘内中 ０－２ 日比中 

《剣道部》 （個人戦）  川西敦也 ２回戦敗退  安部巧真 ２回戦敗退 

《陸上競技部》  備前西地区大会兼市総体 （市総体団体戦） 男子第３位，女子第３位 

  （個人戦）玉野市総体   ※ ○の数字は備西大会での順位 

       （男子）                     （女子） 

⑥藤原 輝人 １年 100ｍ  13.37 第１位   ①星島 早絵 １年 800ｍ 2.29.22 第１位 

⑩堀内 樹己 １年 1500ｍ 5.12.60 第１位    ⑫森  咲蘭  100ｍH   18.12  第１位 

⑫村上 仁紀  110ｍH   18.09 第１位   ⑩金本明日香  砲丸投げ  8.01m 第１位 

⑮藤下 虎也 ３年 1500ｍ 4.43.93 第２位   ⑳三宅 優奈 １年 100ｍ  14.76 第２位 

⑦村上 仁紀 ４種競技  1625点   第２位    ⑥谷野 夏羽 １年 800ｍ 2.38.66 第２位 

 星島 陸人 １年 1500ｍ 5.23.21 第３位   ⑱石川愛央衣  100ｍH   18.51 第２位 

 小橋 希生 ２年 1500ｍ 4.58.41  第３位    石川愛央衣 走り幅跳び  3.83ｍ  第３位 

田代 詩佳  1500ｍ  5.45.76  第３位 

⑱4×100ｍリレー（益本，小橋，藤下，村上）  48.37 第３位 

4×100ｍリレー（長崎，石川，森，小笹）     58.98  第３位 

 

お知らせ  夏期休業中、校内は工事中です！！ 
受水槽取り替え・体育館屋根修理・体育館渡り廊下ペンキ塗り・自転車小屋ペンキ

塗りの工事で、８月末まで工事があります。三者懇談等で来校の際はご注意ください。 



 


