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2017年 1月 30日 (月曜日 )

中島中学校日記

1/30 明日は少年の日記念集会です

今日の 給食
行事予定
学校紹介

カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 18 時50 分49 秒

1/30 明日は少年の日記念集会です
明日（１ /３１）の少年の日記念集会 を前に、

校長室より

２年生が集会に向けて 最終の準備 をしています。

グランド デ ザイ ン

２年生にとっては、中心となって行う最も大きな行事 になります。

教育目標

インフルエンザの影響で、開催が危ぶまれましたが、

沿革

予定どおり行います。

校歌
青潮寮

昼食会の開始予定が１２時３０分 で、

中島中学校い じ め 防止基本方針

少年の日記念集会が１３時３０分 からとなっております。

学校便り

保護者の方に向けたメッセージもあるようなので、

“大好き中島！ ” 魅力Ｐ Ｒコー ナ ー

是非とも足を運んでいただけたらと思います。

警報発表時の 対応
学校評価
学校評価の 報告
中島中学校日記カ テゴリー
活動の 様子
今日の 給食

2017年 12月 8日 (金
曜日 )
今日の給食
Filed under: 今日の給食 nakajima12 @ 13 時38 分

1/27 ALT のジョバン先生
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 14 時55 分11 秒

1/27 ALTのジョバン先生
今日の 献立
白ごはん、牛乳、ほうれん草のスー
プ、鶏肉のトマトソース煮、大根サ
ラダ
中島産の 温州み か ん で す。 甘
い 果汁がたっぷ りで 、 とてもお い し
く い ただきました ♪

今日は、 ALTのジョバン先生が中島中学校に来られています。
生徒たちは、 優しいジョバン先生が大好き です。
また、 英語がきちんと話せなくても、ほとんどの会話は日本語でも伝わる ので、
休み時間には話しかけに行ったり、 一緒に遊んだりと、積極的に関わっています 。

リクエスト献立・給食委員の放送
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 14 時54 分07 秒

1/26 リクエスト献立・給食委員の放送
１月２４日から３０日までは、 学校給食週間 でした。
それを受けて、この日の給食は中学校の リクエスト献立 でした。
中学生全員 に一食分の献立を立ててもらい、その中から、
リクエストが 多かったものを選んで組み合わせ ました。
メニューは、 牛乳、カレーライス、若鶏の唐揚げ、
ほうれん草のおひたし、みかんゼリー でした。
ちなみに、みかんゼリーは、 中島小学校 ５年生が 、 総合の時間に
収穫した伊予柑 を、調理上で果汁に搾ってつくったものです。
人気のメニューなので、みんないつも 以上においしく いただいていました。
また、２日間にわたって、 給食にまつわる放送 を行いました。
給食委員が中心となって、 「給食の歴史」「 給食ができるまで」
「朝食の大切さ」 について放送しました。一人一人が学校給食や
食生活について、 今一度考 え直すよい 機会 となりました。
毎日 給食があること に感謝 し、今後も、 残さず食べてほしい と思います。

コ メ ント (0)

2017年 1月 26日 (木曜日 )
1/26 中学校ガイダンス授業
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 18 時35 分03 秒

1/26 中学校ガイダンス授業
来年度入学してくる、小学６年生を対象にガイダンス授業が行われました。
中学校で、どのような授業が行われているのかを体験 しに、
小学６年生が中島中学校にやってきました。
今日は、技術・家庭科の 技術と、社会科 のガイダンス授業でした。
技術では、「のこぎりチャレンジ」と言うことで、
木材をまっすぐに切って、立てることができるか に挑戦しました。
中には、 のこぎりの使い方がとても上手で、一度目で立てられた児童もいました。
社会科は、 アメリカについて の授業でした。
小学校で学習したことだけでなく、 新しい知識にも触れ ることができ、
児童たちも、 積極的に意見を発表したり、興味を持って聴き入ったりして いました。

2017年 1月 25日 (水曜日 )
1/24 ブロックマッチ
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 17 時03 分32 秒

1/24 ブロックマッチ
今日は、５・６時間目の体育の授業で、 ブロックマッチ を行いました。
バスケットボール、バレーボール、フットサル、ドッヂビーの４種目 で、
勝敗を競いました。
どの競技においても、 楽しみながらも真剣に 取り組んでいました。
結果は、 バスケットボール「たちばな」、バレーボール「引き分け」、
フットサル「うずしお」、ドッヂビー「うずしお」 の勝利となり、
最終的には、 うずしおの勝利 となりました。

2017年 1月 23日 (月曜日 )
1/23 研究授業「道徳」
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 17 時31 分33 秒

1/23 研究授業「道徳」
２年生の教室で、 教頭先生による道徳の研究授業 が行われました。
長野オリンピックの代表選手に選ばれながらも、進行ガンが発病し、
オリンピック 出場の夢叶わずこの世を去った、
モーグルの森徹選手の人生 から考える授業でした。
「自分は、今日という日を一生懸命に生きられているだろうか。」
「周りからの支えに感謝し、それに、応えられているだろうか。」 など、
自分の生き方を改めてふり返る 時間となりました。
生徒たちの中にも、涙を流して話を聞いている生徒もおり、
真剣に自分を見つめ、考えを深めていました 。

2017年 1月 16日 (月曜日 )
1/16 中島駅伝
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 14 時03 分42 秒

1/16 中島駅伝
今日は、 体育の授業で「中島駅伝」 と銘打ち、リレーマラソンを行いました。
寒波が到来し、 とても寒い中での授業 でしたが、
村上先生が作った、 思いのこもったたすき を全員が無事につなぎました。
応援している生徒も大きな声で声援を送り、
走っている生徒たちも、全力でコースを元気に駆け抜けていました。

2017年 1月 10日 (火曜日 )
1/10 3 学期始業式
カテゴリー:

活動の様子

- hp-admin @ 11 時40 分16 秒

1/10 ３学期始業式
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします 。
今日は、 ３学期の始業式 が行われました。
冬休み明けですが、生徒たちは 明るい表情で登校 しており、
気持ちの良いスタート を切ることができました。
始業式は、 各学年の代表者による今学期の抱負 から始まりました。

始業式は、 各学年の代表者による今学期の抱負 から始まりました。
３名とも、今の自分とこれからの自分について考え、抱負を発表 してくれました。
その後、賞状伝達が行われました。
冬休み中にも各部活動ごとに、大会や練習に取り組んでおり、
その成果も現れてきています。
総体まで半年を切っています、 中学校での部活動に悔いが残らないよう、
最後まで努力を続けて欲しいと思います。
最後に、 生徒会役員の引き継ぎ式 が行われました。
今期から、 ３年生中心だった生徒会が、２年生に引き継がれる ことになります。
これからの中島中学校の更なる進化に期待したいと思います。
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