
 

 

 

 

 

～最善を尽くす！那加中１年生の仲間たち～ 
 

 

 

 

那加中学校へのご入学，おめでとうござ

います。今日皆さんに会えることを本当に

楽しみにしていました。 

新しい制服に身を包み，真っ白な靴で入

学してきた皆さんの姿は，小学校で見た時

よりも，少し成長したように見えます。き

っと，たくさんの期待を胸に今日の日を迎

えたことでしょう。もちろん，新しい生活

に対して不安を抱いている仲間もいるこ

とと思います。那加中学校の新しい仲間た

ちと先生たちで，期待はより大きく，不安

は０にしていきましょう。 

さて，那加中学校の教育目標は，「主体

性」です。一人一人が「主体性」を身に付けるために，目標，努力，発見を繰り返してい

くことが大切だと考えています。 
 

 

 

自ら求める  鍛えやり抜く  思いやる 
 

 

１年生学年スローガン 

 

 

 この教育目標を達成するために，１年生では「Do 

My Best!」を合言葉にがんばっていきましょう。

これを日本語にすると，「最善
さいぜん

を尽
つ

くす」です。具体的に言うと，「今，自分が持てる力を

最大限に発揮し，より良い判断をしながら取り組むこと」だと思います。１年生の全員で，

この合言葉を大切にしながら，１年間歩んでいきましょう！ 

特に大切にしていきたいことは次の４つです。 
 

 

 

 

 

 

 

 この４つの視点を大切に，みんなの良さをたくさん見つけていきたいと思います。１年

間よろしくお願いします。 

明日も来たい，誇れる学校 

各務原市立那加中学校 

第１学年 通信ＮＯ．１ 

平成２８年４月７日 

①仲間関係の「Best!」      …仲間を大切に，そして自分を大切に！ 

②日常生活の「Best!」      …時間行動，給食，掃除，そして合唱。 

②環境・服装の「Best!」     …環境が人を作り，人が環境を作る。 

③目標達成に向かう動きの「Best!」…目標を達成する営みを大切に！ 

主体性 

目標 
努力 

発見 

 



学年の先生の紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

明日（８日）の予定       保護者の皆様へお願い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

明日の持ち物（□にチェックして，忘れ物がないようにしてください） 
 

 

 

 

 

４・５月の行事予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１組 片岡 由莉江先生 英語  ホ ッ ケ ー 部：２組 山田 礼子 先生 家庭科 ボランティア部： 

３組 久保田 晋平先生 国語  サ ッ カ ー 部：４組 菱田 諭  先生 数学  陸 上 部： 

５組 山口 万里奈先生 国語  吹 奏 楽 部：６組 相馬 竜平 先生 技術  柔 道 部： 

専科 丹羽 真由美先生 英語  剣 道 部：専科 高見 幸弘 先生 数学  サ ッ カ ー 部： 

専科 森川 未知留先生 美術  所 属 な し：主任 大橋 正和 先生 音楽  吹 奏 楽 部： 

よろしくお願いします。 

８：１０までに入室しましょう。 

①学活 写真撮影 

※制服で撮影します 

②学活 自己紹介 

③学活 生活の決まり・ルール 

④学活 仮組織決め 

本組織について 

給食 

⑤総合 学校探検① 

⑥総合 学校探検② 

下校時刻 １６：２０ 

初日から早速，給食や掃除があ

ります。忘れ物をしないように

しましょう。 

□給食セット（箸，ナフキン，マスク） 

□筆記用具  □体操服  □ジャージ上下（どちらも名前を） 

□自己紹介カード（記入しておく※真ん中の枠には何も書かなくて良い） □朝読書で読む本 

４月 ７日（木） 入学式・始業式 

  １１日（月） 新入生歓迎会 

  １２日（火） 発育測定 

自転車講習会（お弁当持参） 

  １５日（金） 体育祭結団式，一斉委員会 

  １８日（月） 第１回委員会 

  ２０日（水） 市教研総会※１２：３０下校 

  ２１日（木） 授業参観・ＰＴＡ総会・学級懇談会 

  ２２日（金） 命を守る訓練 

  ２５日（金）～家庭訪問（２８日まで） 

５月１６日（月） 心電図検査 

  １９日（木） 体育祭 

①体操服・ジャージの名札 

 一日入学時での入学説明会資料または、今日配付した

生活ノートに名札の付け方が記載されています。よく読

んで付けてください。 

②保健関係書類袋 （１４日まで） 
 期限が迫っており申し訳ありませんが，よろしくお願
いします。 
  ・児童生徒の保健調査（要捺印） 
  ・緊急連絡カード 
  ・スポーツ振興センターの加入について（要捺印） 
  ・学校心臓検診調査票（要捺印） 
※その他さまざまな書類も同封してあります。 
③家庭訪問の調査票（１２日までに提出） 
＊ぞうきん２枚を１１日までにお願いします。 
＊箸とナフキンは毎日必要です。 
＊朝読書の本（夏休み課題図書のような物語・小説を８
日から持ってきてください） 

保護者の皆様へ 

 これから１年間よろしくお願

いします。子どもたちにとってこ

の一年は，中学校最初の年です。

中学校の時期は思春期と重なり，

身体的にも精神的にも大きく成

長する大事な１年となります。職

員一同，お子さんの成長のために

全力で頑張っていきます。いろい

ろとご迷惑をおかけしたり、ご無

理をお願いしたりすることがあ

るかと思いますが，よろしくお願

いいたします。 

１年主任  大橋 正和  



 

 

 

 

 

～最善を尽くす！那加中１年生の仲間たち～ 
 

 

明日（１２日）に那加自動車学校で自転車講習会を開催する予定でしたが，諸般の事情

により予定通りに行うことができなくなりました。急な変更になり，申し訳ありません。 

つきましては，当初の予定を変更し，以下の内容で講習会を開催します。 

なお，講習会では各務原警察署にもご協力いただき，生徒が安全に自転車使用できるよ

う指導します。ご家庭でも見届けをよろしくお願いします。 

 

「新１年生 自転車安全運転講習会」実施計画 
１ ねらい  ・正しい交通法規を身に付けることができる。 

       ・正しい自転車の乗り方を身に付けることができる。 

※ 実技・学科試験とも合格した生徒のみ「那加中学校自転車運転免許証」を交付 

※ 未取得者については登下校や部活動等（学校関係）での自転車乗車は不可 

※ 当日欠席者は別日に実施 

 

２ 日 時  平成２８年４月１２日（火） １４：０５～１６：３０ 

※ 雨天の場合は，講話と筆記試験のみ行う 

 

３ 参加者  １年生全生徒 

 

４ 日程・内容等 

  （１）昼食…給食（弁当は必要ありません） 

  （２）日程 

◇ １４：０５～体育館集合 【第１部】自転車安全運転講習会（講話） 

講師：各務原警察署交通安全課 

◇ １５：１０～ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ集合 【第２部】実技 

◇ １６：１０ 各教室集合 【第３部】学科試験 

＊合格点に達するまで同じ問題で後日再試験。 

◇ １６：３０～帰りの会 

◇ １６：４５ 下校 

 

   （３）自転車     ・一人一台、自分の自転車を用意する。 

・自転車がない生徒は、那加中学校の自転車を使用する。 

 

  （４）持ち物等  ・ジャージ（長袖長ズボン＝青ジャージ）、軍手、ヘルメット（黄色可） 

           ※ 運転が不安な生徒が使用する膝・肘用サポーターは自動車学校が準備 

 

   （５）筆記試験 ・「筆記試験 練習問題」（配布済）から出題する。 

 

（６）実技試験 ・以下の内容で実施する。試験・採点は学級担任が行う。 

「停止」  「右左折」    「一本橋」  等 
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～最善を尽くす！那加中１年生の仲間たち～ 
 

 

 

中学校での生活が始まって２週間が経とう

としています。教科担任制での学習や，給食・

掃除などの日常生活も本格的に始まりました。 

・給食の残量が非常に少ない。 

・廊下歩行の時に気持ちの良いあいさつができる。 

・環境整備がしっかりとできており，空き教室

がとても美しい。 

・すでに黙働清掃ができており，道具の使い方

も上手。 

これらは，校内の先生方から教えていただい

た１年生の素敵な姿です。特に，給食の残量が

少ないことについて，調理員さんが大変喜んで

くださったことが嬉しいですね。１人１人のＢＥＳＴな姿が学校中に広がっています。

これからは体育祭の活動も本格化します。団リーダーを中心に，学級の団結を高めてい

きましょう。 

 

 

４月２１日（木）に授業参観・ＰＴＡ総会・学級懇談会を行います。 

１３：３０～ 授業 １年１組 英 語（片岡先生） １年１組教室（南舎２階） 

          １年２組 家庭科（山田先生） １年２組教室（南舎２階） 

          １年３組 国 語（久保田先生）１年３組教室（南舎２階） 

          １年４組 数 学（菱田先生） １年４組教室（南舎２階） 

          １年５組 国 語（山口先生） １年５組教室（南舎２階） 

          １年６組 技 術（相馬先生） １年６組教室（南舎２階） 

１４：４０～ ＰＴＡ総会（体育館） 

１５：４０～ 学級懇談会 

       ・各学級の様子 

       ・１年間の見通し（各種行事の内容）など 

 

『授業参観時の駐車場のお願い』 
 那加中学校の駐車場には限りがあります。そこで、以下の２項目に該当する方で、ご

希望の方に駐車券をお渡しいたします。駐車券をお持ちの方のみ駐車場をご利用くださ

い。お持ちで無い方は、徒歩あるいは二輪車にてご来校ください。 

 なお、数に限りがありますので、お早めに、お子さんを通して担任までお申し出くだ

さい。乗り合わせていただきますと、多くの方がご利用いただけますので、乗り合わせ

にご協力ください。 

① 自転車通学の範囲である 

② 特別の事情がある （怪我・ご年配の方や小さなお子さん連れ 等） 

各務原市立那加中学校 

第１学年 通信ＮＯ．３ 
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【新入生歓迎会で「思いやりの木」が 

各学級に贈呈されました】 

 １年昇降口（南舎西）

よりお入りください。 

 スリッパ等の上履きを

お持ちください。 


