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新たな時代に挑むとき
～2018年問題とは～
新入生の皆様，ご入学おめでとうございます。新たに51名の仲間をお迎えして，2018年度がスタートしました。学校にとって４月は新たな年の始まりであ
ります。社会への興味・関心を持って，一人ひとりが目標をしっかりもって行動して欲しいと願っております。その先にあるもの，それが夢や希望をかなえる
ことになります。その実現に向けて歩みはじめました。失敗と成功の繰り返しの中で心身ともに着実に成長していくのが中学生のころです。私たち教員一同，
生徒の皆さんのサポートに全力を尽くします。保護者の皆様をはじめ多くの方々の支えを得ながら学校を作ってまいります。ご協力をお願いします。
ところで，2018年問題とは何か。日本の尐子化問題に大きな影響を受けた大学がかかえる問題です。世間でも話題となっていますが ，首都圏の大学が
定員を厳守するということはその一つの要素となります。また大学付属の学校の人気が高いということも関係し ています。日本がかかえる尐子高齢化社会
の課題は教育の分野に影響を与えはじめています。日本の教育改革は2030年，さらにその先の時代そして世界の流れを読み進められようとしています。
今年入学する高校生からはセンター試験にかわる新たな試験が導入されることも関連しています。日本は人口減尐時代，そしてグローバル化の波が押し
寄せる変化の激しい時代。そのような時代に対応する力が今，私たちに求められています。
そこで変化の激しい時代に生きる私たちが大切なことは何でしょうか。その一つがいくつになっても学び続けることであると言われています。極端な言い
方ですが，グローバル社会の中，日本においては「経験」が重視された時代は終わっています。経験を積み重ねることは大きな武器ではありますが，それだ
けではいけません。「人生百年時代」。年を重ねいくつになっても，経験の上に新しいことに挑戦し，学ぶことが必要になります。つまり「学び続ける力」が大
切になります。その学びの原動力は「興味・関心・意欲」を育むことにあります。学校は，生徒に社会への関心を高めるように工夫し，常に「なぜ？」という疑
問を持ち，学びたいという気持ちへと発展，そして学力向上へとつながるような仕掛けを作ることが大切になるのです。
今年度，日大三島中学校の目標は「素直であること，人の話を聴くこと，あいさつをすること」と掲げます。まずは基本的な生活習慣や学習習慣を身につ
け，「当たり前」と言われることができるようにしていきます。その上で付加価値がついてくる仕組みです。本校では，教員が一丸となり，生徒に寄り添い，日
本大学の付属学校ならでは仕掛けを作ってまいります。保護者の方のご協力をお願いいたします。
生徒の皆さん，「チーム日大三島」の一員です。協力しながら，明るく笑顔がたえない学校をいっしょに作っていきましょう。楽しみにしています。
（文責：教頭竹中朝崇）

【４月の主な行事予定】
日/曜日

行

事

予

◎中学校スタッフ紹介◎

定
教頭

竹中 朝崇 (たけなか ともたか) ≪社会≫

７

土

９

月

10

火

入学式
第１学期始業式・対面式 クラス集合写真 部勧誘
補助教材購入（２・３年）
健康診断（１年） 全校集会 給食開始

11

水

課題確認テスト（全学年）

明るく元気に笑顔あふれる３年間にしましょう。

12

木

図書ガイダンス（１年）

１A副担 笛田 昂介 （ふえだ こうすけ）≪英語≫

13

金

教員１年目，みんなと一緒にスタートを切ります。誠心誠意，人と向き合うことを

14

土

16

月

スクールライフツアー 委員任命式 委員会結成
制服着用講座・インターネット利用マナー講座（１年）
保護者会総会
桜陵祭実行委員会結成

17

火

全国学力・学習状況調査(３年)

18

水

学力推移調査(１～３年) 知能検査(１年)

21

土

生徒会役員研修（～22日）

23

月

全校集会

26

木

宿泊研修(１年)（～27日）

27

金

箱根遠足（２・３年）

28

土

休校

29

日

昭和の日（祝日）

今年も変わらず51人の愉快な生徒達と共に過ごせることを嬉しく思います。自

30

月

振替休日

らの「意志」と「行動」を見つめなおし，「伸び」のある１年間にしましょう！！

京都・奈良を訪問し思いました。大仏のごとく穏やかにどっしりと構える。
日々を，そしてこの瞬間を大切にして，今しかできないことに挑戦しよう。
１A担任 松本 惇 （まつもと じゅん） ≪数学≫

忘れずに成長していきましょう。
１B担任

近藤 瑠美 （こんどう るみ）≪国語≫

新しい仲間達と協力し合い，笑顔あふれるクラスにしましょう。どんなことにも積
極的に挑戦しようね！充実した学校生活を一緒に過ごせるよう頑張ります。
２A担任 齋藤 佑介 （さいとう ゆうすけ） ≪国語≫
中学2年の皆さん，「恋ダンス」の動画ありがとう。一生の思い出になりました。
思いやりの心に溢れる皆さんと今年も一緒に生活できるのが幸せです。今年
は，ＨＥＬＰ！助けあいましょう。
２B担任 石川 史也 （いしかわ ふみや） ≪英語≫

２年学年付
【5月の主な行事予定】
＊5/1（火） 健康診断（２年）
＊5/2（水） 健康診断（３年）
＊5/10（木） 歯科検診
＊5/16（水） 桜陵祭体育大会 （17日：予備日）
＊5/21（月） 保護者授業参観及びクラス別懇談会
＊5/30（水)～6/1（金） 第１学期中間試験

長坂 綾子 （ながさか あやこ） ≪家庭≫

どんなことも楽しむ気持ちを忘れずに！夢を持ち，それを叶える力をつけていき
ましょう。まずは，やってみる！１年後，大きく成長できると思います。
３A担任 渡邊 要（わたなべ かなめ） ≪数学≫
いよいよ中学生活，締めくくりの年ですね。また中高６年でみると，次のステー
ジへステップアップする大事な1年間でもあります。「ことば」と「時間」を大切
に！やるっきゃない！
３B担任 石館 薫 （いしだて かおる）≪保健体育≫
何もしていない人は「諦めた」のではなく，やめたということ。この１年，簡単にや

～あすなろ通信について～
通常毎月1回，月末に「あすなろ通信」を，お子様を通してご家庭にお届けし
ます。目に触れる場所に掲示し，その月のお子様の動向をご確認ください。

めないで，最大限やって，最悪，諦めてみませんか？「やるっきゃない！」
３B副担 加藤 梨紗 （かとう りさ）≪音楽≫
初めまして！中学校生活の有終の美を飾れるよう，私も一緒に頑張っていきま
す。よろしくお願いします。
＊裏面もご覧ください。
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◎ガイダンス日程◎

◎遠足(２・３年生)◎

21日(土)まではガイダンス日程として，仮時間割による授業等を組んでいき
ます。学校生活を中心とする生活習慣を築くための準備期間です。この期間中
には健康診断（１年）・中学全校集会・学年集会・スクールライフツアー・春季課
題確認テストといった行事が入ってきます。別途配付する日程表にてご確認く
ださい。また１年生には部活動の紹介もあります。是非楽しみにしていてくださ
い。11日（水）には春季休暇中の課題確認テストを行います。１年生は国語と
算数の２教科，２・３年生は国語，数学，英語の３教科になります。きちんと準
備して臨みましょう。
この期間，１年生は新しい生活を楽しみつつも緊張の毎日になるかと思いま
す。体調を崩さないようご注意ください。

27日（金）に箱根遠足を行います。２・３年生が複数の班に分かれ，教職希
望のインターンの日本大学国際関係学部の大学生や先生方とともに三島大社
から約15km先の芦ノ湖をめざします。旧東海道を進む中，街道には普段では
見ることのできないような石畳や史跡が数多く残っており，自分たちの足で歩く
中で，歴史を感じることができます。最終目的地は箱根関所ですが，がんばっ
て歩いた後で遊覧船に乗り芦ノ湖の景色を楽しみ，帰りは湖尻から学校までバ
スで戻ります。なお，雨の場合はバスで箱根の水族館に行く予定です。詳細は
後日配付します家庭通知およびフィールドノートでご確認ください。
保護者会を中心とする保護者の皆様には，当日，交通整理など安全確保の
ために全面的なご協力を得ております。よろしくお願い致します。

◎全校集会◎

◎携帯電話・スマートフォンの取り扱いについて◎

10日（火）３・４時間目に全校集会を行います。１年生には学校行事や部活
動の紹介があります。学校行事や部活動を通して，普段の生活とは異なる体
験ができ，また様々な人との関わりの中で学ぶこともたくさんあります。どの経
験もきっとみなさんにとって大切な思い出となり，また大きな成長へとつながる
はずです。２・３年生と一緒に，楽しく前向きに取り組んでいきましょう！
２・３年生は，１年生を新しい仲間として迎え，改めて先輩になった自覚を持
つ機会にしてください。１年生にとって，よき手本となれるように行動しましょう。
そして，中学校の中心となって引っ張り，盛り上げていける先輩として活躍でき
ることを期待します。どんな先輩になっていくか，その成長が楽しみです。

本校では生徒の携帯電話・スマートフォンの取り扱いについて，以下のルー
ルに則って指導しております。ご理解の方，よろしくお願いします。
①キャンパス内（校門を入ったところから）では，常に電源を切ってバッグの
中に入れておく（衣服のポケット等に入れておかない）。
②平常日程の時は，朝のHRで担任が回収し職員室で保管して，帰りのHR
で返却する。
③違反しているところを指導された場合は，いったん担任が預かり，保護者
に来校してもらい注意の上で返却する。本人に直接返却はしない。
④本校生徒同士の携帯番号，メールアドレスの交換とそれに準ずる行為
（Facebook，Twitter，LINEのアカウントを作ってのやり取りなど）は原則
禁止する。

◎スクールライフツアー(１・２・３年生)◎
13日（金）に１年生に学校内外の各施設の案内や，学校生活のルールやマ
ナーを伝え，学校生活に早く慣れてもらうことを目的にスクールライフツアーを
実施します。３年生と２年生が１年生に学校内外の施設利用や通学路などを
中心にルールやマナーを自分たちの経験を活かして伝えます。２・３年生は１年
前あるいは２年前の自分自身を振り返り，１年生のときに分からなかったことや
不安だったことを思い返しながら，１年生の目線で準備を進めてきました。
２・３年生は１年生に指導する中で自分たち自身もルール，マナーを再確認
し，最上級生そして中堅学年としての役割を理解し，チーム日大三島としてより
良い高い目標をめざす集団を築いてきましょう。

◎学力推移調査（全学年）◎
18日(水)に，学力向上をめざす上で必要な現在の学力状況や学習習慣の
把握を目的として，学力推移調査」を行います。この調査は，ベネッセコーポレ
ーションが実施している実力テストで，教科は，１年生が国語・算数の２教科，
２・３年生が英語・国語・数学の３教科となります。約１ヶ月後に全国偏差値や
校内順位の結果が出てきます。年２回行い，今までの自分の実力の推移もわ
かります。過去問等を事前に配付し指導を行うこともしていますので，十分準
備をして臨むようにしましょう。
なお，１年生につきましては知能検査も行います。この日の下校は14時30分
頃を予定しています。

◎文部科学省全国学力・学習状況調査◎
17日（火）に，全国の国・公・私立学校の中学３年生を対象に上記の調査が
行われます。教科に関する調査は，例年同様に「知識」に関する問題を中心と
した「国語Ａ」「数学Ａ」と，「活用」に関する問題を中心とした「国語Ｂ」「数学Ｂ」
です。この4つを約50分ずつ行います。今年度は加えて「理科」の調査が入りま
す。「知識」に関する問題を中心に「活用」に関する問題が一部加わる形で実
施します。その後，20分程度で「学習意欲，学習方法，学習環境，生活の諸側
面等に関する質問紙調査」があります。

◎宿泊研修(１年生)◎
１年生は26日（木）～27日（金）にわたり，学年づくりの一環としてラフォーレ
修善寺で１泊２日の宿泊研修を行います。コテージでの宿泊やフィールドワー
クなどを通して，互いに協力し合うことの大切さや，集団生活のルールやマナ
ーを学びます。また，研修の中では，日々の学習や生活面に関する講義も受
けます。研修を通して，新しい仲間との信頼関係づくり，団体行動の大切さを正
しく理解し，充実した中学校生活につなげてまいります。なお，費用は諸経費預
り金より支出します。
【昨年度 宿泊研修】→

～保護者の見えるところで，手の届くところで～
スマートフォンの登場によって，インターネットという非常に強力なツールを小
さな子どもでも「誰の監督も受けずに」使えるようになりました。そのため，一昔
前であれば「子どもの悪ふざけ」で済んだようなことが，今では最悪の場合，そ
の生徒の将来に大きく影響することがあるという社会状況になっています。
情報モラルの観点で考えた場合，正しく使うことを指導する前に，便利なもの
である裏側で危険と隣り合わせにあるという認識を持つことが大切です。よって
大人でも使用には十分注意が必要です。さらに中学生に持たせるということで
あれば，保護者の方はお子様と話し合い，使い方のルール作りが必要です。
決して「自己責任」の名のもとに放任することや「よく分からないから」という理
由で全く監督しないということがないようにお願いします。便利なものではある
が，非常に高いリスクがあるということもご理解ください。
オリエンテーションの際に警察署の方からもお話しがありましたように，スマー
トフォン（＝ネット）が絡むトラブルは小さなことから大きなことまで身近なところ
で実際に起こっています。中には被害者になるだけでなく加害者になるケース
も見受けられます。ICT教育に力を入れる本校では，iPadを活用しながら，情報
モラル教育をHR時の指導に限らず，様々な機会に常におこなってまいります。
同時にご家庭でのきちんとしたルール作りをお願いします。保護者の方は「い
つも見守っている」「悪いことは見逃さない」という雰囲気作りをして，お子様を
守るという視点で，利用マナーを含めたご指導をお願いします。

◎アレルギー疾患用「学校生活管理指導表」配付希望について◎
アレルギー有疾患者（喘息・食物アレルギー）で，学校生活の中で何等かの
管理や配慮を希望する場合は，主治医とご相談の上「学校生活管理指導表」
を提出していただくようお願いします（文書料がかかります）。
希望する生徒には配付しますので，担任まで申し出てください。

◎健康診断について◎
中学1年・・・4月10日（火）
中学2年・・・5月 1日（火）
中学3年・・・5月 2日（水）
上記日程にて健康診断を実施します。詳細は担任からご説明致します。

