◎学校教育目標◎
郷土を愛し、21世紀を強く正しく生きる生徒の育成

◎目指す生徒像◎
進んで学ぶ生徒・心豊かな生徒・進んで鍛える生徒

◎教育活動のスローガン◎
・当たり前のことが当たり前にできる生徒
・明るい挨拶、いい返事、笑顔と感動の別府中学校

熊谷市教育委員会委嘱｢人権教育｣研究発表会
を開催します
校長 稲葉俊昌
学校だより7月号にも掲載しましたが、熊谷市教育委員会
委嘱｢人権教育｣研究発表会が別府中学校で開かれます。市内
各小中学校の先生や保護者、地域の皆樣をお招きして、各ク
ラスの授業を参観していただきます。研究主題は｢基礎的・基
本的な学力と正しい人権感覚を身に付けた生徒の育成～話
合い活動の充実を通して～｣です。
｢今後10～20年で約40％の仕事が自動化される可能性が
高い(マイケル･オズボーン氏)｣、｢子どもたちの65％は大学卒
業後、今は存在していない仕事に就く(キャシー･デビッドソ
ン氏)｣と言われます。理由は、ＡＩ(人工知能)の普及です。そ
れによって、人に求められる仕事がＡＩが苦手な内容、例え
ばグループワーク等になってくるといわれております。そう
いえば最近就職試験では、面接よりもグループワークを重視
する企業が増えているそうです。
「学校は学ぶところです。それも、集団で力を合わせて学
ぶ喜びを味わうところです。」本校では｢話合い活動｣を通し
て人間関係を育む方法を学び、社会にでたときにより良く問
題を解決できる力を身に付けて欲しいと考えています。本来
勉強は、１人で行うものです。机を合わせても、常に話し合
わなくてはいけないというわけではありません。｢いくら考
えてもどうしてもわからない問題がある。できるようになり
たい。｣そんなときには、自分から周りの人に「教えて」と言
葉をかけてください。もし言葉をかけられたときには、相手
が理解できるまで説明してあげてください。説明することに
よって、より深く学ぶことができます。困ったときには、周
りに助けを求めることができる。助けてくれる仲間がいる。
全員がわかるようになる。普段から人間関係を育み、いじめ
を減らすことができる。結果、１人１人が自信を持って夢や
志を叶えることができる。そんな取組にして行きましょう。
保護者や地域の皆様、研究発表会では各学級の授業を公開
いたします。可能な方は、生徒が真剣に学び合っている姿を
参観していただければ幸いです。授業公開は11月4日(土)午
後2時から午後2時50分です。ご来校をお待ちしております。
※ 駐車場が確保できませんので、徒歩または自転車でご来校くだ
さい。

３年２組｢音楽｣授業研究会の様子

1年1組｢国語｣授業研究会の様子
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行 事 予 定
彩の国教育の日/教育週間（～7日）/中三実力
テスト
5時間授業(発表会準備のため部活無)
文化の日(体育館使用不可)
市教委委嘱研究発表日(教育の日公開日)

2木
3金
4土
5日
6 月 振替休業日（11/4分）
生徒会専門委員会⑨/ハートフル学級⑮/くまな
7火
びスクール⑮
国語科授業参観（午前）/漢字検定⑤/ハートフ
8水
ル学級⑯
中学校音楽会（さくらめいと）/新人県大会(剣道
9木
個人)
10 金 薬物乱用防止教室(６校時)/ハートフル学級⑰
スポーツ交流会（くまぴあ）/七つの祝い(別府
11 土
小学校)
12 日
13 月 B期時間割開始/マイ勉強調期間スタート
14 火 県民の日/ジュニア議会
5時間授業/マイ勉記録開始/教育相談①/ハー
15 水
トフル学級閉級式
16 木 学年朝会⑥/教育相談②
17 金 教育相談③/木曜日課
18 土 PTA研修旅行
19 日
20 月 生徒朝会（図書委員会）/教育相談④
登校指導日/安全点検/教育相談⑤/くまなびス
21 火
クール⑯
22 水 教育相談⑥
23 木 勤労感謝の日
24 金 部活動中止期間（～28日）/数学検定⑤
25 土 ＰＴＡ親善バレーボール大会
26 日
27 月 中三実力テスト②/水曜日課
28 火 後期中間テスト①/くまなびスクール⑰
29 水 後期中間テスト②
30 木 2年生高校説明会
◎１２月の主な行事
2日(土)：ＰＴＡバザー/3日(日)：別府沼清掃
4日(月)～：人権旬間
5日(火)：くまなびスクール⑱
６日(水)：学校応援団(お花組)
8日(金)：学校運営協議会
12日(火)：ふれあい講演会/くまなびスクール⑲
19日(火)：くまなびスクール⑳
22日(金):授業最終日/25日(月):3年生通知書配布

後期に向けて、生徒会本部役員及び後期学級委員の選出が行われました。新しく任命された皆さんには、
是非ともリーダーシップを発揮して、別府中学校の良き伝統を引き継ぎ学級、学年、学校のためにがんばっ
ていただきたいと思います。活躍を期待しています。(生徒名は名前順)
◇生徒会本部役員 ◎会 長 2年 為谷 さん
○副会長 2年 三上 さん 1年 為谷 さん
○役 員 2年 小笹 さん 島田 さん 濱川 さん 1年 大武 さん 小川 さん 小池 さん
１年生学級委員
２年生学級委員
３年生学級委員
金子 さん 髙栁 さん
黒澤 さん 島田 さん
権田 さん 酒井 さん
１年１組
２年１組
３年１組
為谷 さん 中島 さん
東 さん 三上 さん
末永 さん 滝浦 さん
白井 さん 高橋 さん
工藤 さん 清水 さん
荒木 さん 石川 さん
１年２組
２年２組
３年２組
牧野 さん 山本 さん
髙橋 さん 茂木 さん
門井 さん 金子 さん
9月29日(金)、３年生が技術･家庭科の授業で｢赤ちゃんとのふれあい体験｣を行
いました。10名の0～3歳までの幼児と保護者の方が来校してくださいました。生
徒は、事前に授業でおもちゃを作り準備を進めていましたが、幼児との接し方に慣
れていないためか戸惑いながら接していたようです。大変貴重な体験をすることが
できました。あらためてご協力いただいた皆様にお礼を申し上げます。

新人兼県民総合体育大会熊谷市予選会が始まり、9月25 ◎剣道部：男子団体戦 ＡＢチーム初戦惜敗
女子団体戦 ＡＢチーム初戦惜敗
日(月)に陸上、他の種目は28日(木)から市内の各体育館や
個人戦 第5位 東さん（祝県大会出場）
グラウンドで開催されました。新チームでの公式戦に向
◎陸上部：男子走幅跳び 第3位 関根さん 4m82cm
け、各部とも精一杯本番に臨みました。どの部も素晴らし
女子砲丸投げ 第3位 水原さん 6m65cm
い試合を展開しました。健闘を讃えたいと思います。
(各部生徒名は学年順、名前順)

◎野球部：2回戦惜敗
◎ソフト部：準優勝
小笹さん 神住さん 桐生さん 島田さん 髙橋さん 髙橋さん
平野さん 油布さん 淺野さん 金子さん 髙橋さん
◎卓球男子：団体戦 準優勝（祝県大会出場）
井上さん 坂田さん 坂野さん 篠塚さん 須賀さん
鈴木さん 高岡さん 萩原さん 濱川さん 藤田さん
シングルス 第3位 萩原さん（祝県大会出場）
ダブルス 第3位 須賀さん･高岡さん（祝県大会出場）
第3位 井上さん･鈴木さん
◎卓球女子：団体戦 予選リーグ惜敗
シングルス ダブルス 惜敗
◎バレーボール男子：総当たりリーグ戦惜敗
◎バレーボール女子：予選リーグ惜敗

生徒の皆さんの素晴らしい作品や活躍が、様々な展覧会等に出
品されました。そこで、今まで賞をいただいたり代表として作品
が出品されたりした人の名前を紹介いたします。
【大里地区児童生徒発明創意くふう展覧会及び研究発表会】
金賞 3年：湯澤さん、門井さん、永井さん
2年：工藤さん、小林さん 1年：鈴木さん、柳口さん
※工藤さんの作品は、埼玉県展に出品されます。また、湯澤さ
んの研究｢物打ちの原理｣は熊谷市の代表に選ばれ、深谷市立
花園小学校で行われた技術・家庭科研究発表会で発表いたし
ました。
【熊谷市科学振興展覧会】
金賞 2年：坂野さん、茂木さん 1年：高柳さん
【大里郡科学振興展覧会】
金賞 2年：坂野さん

1年女子100ｍ 第3位 髙橋さん 14秒5
男子800m 第5位 山﨑さん 2分26秒8
女子1500ｍ 第6位 松本さん 5分29秒
◎硬式テニス：個人戦 第3位 牧野さん

【熊谷市英語弁論大会】
優良賞 3年 末永さん
【熊谷市読書感想文コンクール】
特選 3年：岡田さん、2年：坂野さん、1年：鈴木さん
入選 3年：滝浦さん、2年：松本さん、1年：大武さん
【歯・口の健康啓発標語コンクール】
入選 3年：今井さん、中野さん
【歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール】
入選 3年：棚沢さん、永井さん 2年：岩本さん、鳥海さん
1年：大武さん、金子さん
【歯と口の健康週間記念行事・標語の部】
入選 3年：石川さん、竹岡さん 2年：関口さん、水原さん
1年：石川さん、小池さん
【バレーボール男子北部地区大会】 バレーボール部男子 第3位

※学校だよりは、後日別府中学校のWebサイトに掲載いたします。生徒の皆さんの写真や氏名等で、載せることが差し支える場合に
は、担任を通じてお知らせください。

