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をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二中の窓  

 夏休みが明け、校内には生徒たちの元気な声が響いています。一人ひとりが、気持ち新たに 2学期の

生活をスタートさせました。保護者や地域のみなさまにおかれましては、体育祭や PTA活動、参観や

懇談などでお世話になりありがとうございました。2 学期も文化祭等、みなさまとともに創りあげて

いく学校行事を予定しておりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。まだま

だ、残暑厳しい折、くれぐれも体調にお気をつけください。 

2学期がスタートしました！  
 

９月号  
令和元年（２０１９年）９月６日 

箕面市立第二中学校 

3年生 文化祭に向けて 
 １学期の終わりから、文化祭に向けてのとりくみがスタートしました！今年度は準備の期

間が少し長いということもあり、各クラス脚本作りから練りに練ってより良いものをつくろ

うという様子が見られます。夏休みも多くの生徒が練習などに参加し、文化祭成功に向けて

の強い意気込みを感じました。 

どのクラスもダンスや歌などを盛り込んだ楽しい劇（になる予定） 

です。とりくみをすすめていく中で何か壁にぶち当たったり、仲間 

と衝突したりするかもしれません。しかし一つのものを全員で協力 

してつくっていくことでつながり、さらにクラスの絆を深めてほし 

いと思います。 

１年生 地域学習「地域の防災について」 
 ７月から地域学習を始めています。初めに、「地域の中の『自分』にBINGO!!」を楽しみな

がら、自分たちの育った地域についての知識やそこでの経験を確認・交流しました。また、

自分たちの住むまちの避難所や危険な場所、災害時に役立つお店や施設などを調べる「調べ

学習」を夏休みの宿題にしました。 

 ２学期は「総合学習」で地震災害（巨大津波など）の映像を紹介し、 

いろいろな災害が本当に起こったときどうするか。「調べ学習」で考 

えたことなども受けて、「地域防災マップ」をつくり、文化祭で展示 

する予定です。マップをつくるあいだに、地域のことをいろいろ知り 

つつ、防災意識を高めてほしいものです。 
 

発想転換から新たな発見を 

校長 田渕 浩昭 
みなさん！どんな夏休みでしたか？非常に暑く、早朝より暑さ指数（WBGT）が箕面市の基

準をこえてしまい、屋外の部活動が思うようにできませんでしたね。思い切り部活動が出来
なかったことで、ストレスを感じていたかもしれません。特に３年生は、引退試合の前に十
分な練習が出来ず、悔しい思いをした人もいると思います。しかしながら、みなさんの命は
一つしかなく、何よりも大切なものです。“命”の大切さは、８月６日の平和登校日にしっ
かり学んだはずです。ぜひ、理解をして、制限された中での部活動を仲間とともに楽しみま
しょう。 
こういった制限のあるときは、なかなか気持ちがすっきりしないものです。そこで発想を

変えてみてください。部活動ができなくなり、今まで部活動をしていた時間が空白になりま

した。この時間を有効に活用してみませんか？何かに新しく出会ったり、何かに取り組んだ
りする時間にしてほしいのです。今（中学校時代）しか出来ないことは、たくさんあります。
教科学習を含めたさまざまな学びの活動、地域活動等のボランティア活動、家庭の中の家事
を身につける活動、グローバルな世界の見聞を広める活動、将来の夢を叶えるための活動、
趣味を深める活動…等々。ちょっとイメージしただけでも、いくつかのことがすぐに思いつ
きます。柔軟で発想が豊かなみなさんなら、もっと多くの活動を思い描くことができると思
います。「できない。」という発想にとどまると、前に進みにくくなります。「こんなことが
できる。」というように発想を変えてみましょう。うまくいかないときこそ、新しい発見が
あると思います。制限された中でも、工夫次第で楽しく充実した時間を過ごすことができる

ようになった時、必ずや自分自身は以前の自分より成長していることでしょう。 
２学期のテーマは始業式で話しましたが、「何事にも興味をもつ。」です。覚えています

か？自分や仲間に無関心にならず、興味をもってください。興味をもつことで、仲間とうま
くいかなかったり、喧嘩になったりすることもあるかもしれません。それで良いんですよ。
ぶつかり合いながらも、その中で創り上げたとりくみには、みんなの意見が入っています。
それは何よりも素敵なものになっていくと思います。まずは、文化祭のへ興味を持って取り
組みましょう。そして、「チーム二中」を感じてください。 
 保護者のみなさま、地域のみなさま、２学期が始まりました。子どもたちは夏休みの思い
出を胸に抱き、思い思いの表情で元気に登校しました。元気な姿にチーム二中の教職員は何
よりうれしく思っております。２学期は、文化祭が９月２８日（土）に予定されています。

学校と地域のおまつりとして取り組んでまいりますので、何卒ご協力よろしくお願い申しあ
げます。今学期も本校の教育活動にご支援とご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。 
 

２年生 合唱コンクールに向けて… 
 1学期末、各クラスの自由曲を決定しました。1組は「チェリー」、２組は「スパークル」、
3 組は「HAPPY BIRTHDAY」です。ピアノ伴奏者は夏休み中から練習しています。2 学期に入
り、指揮者やパートリーダー、出演順も決まり、間もなく本格的な練習に入ります。今回は学
年全員での合唱もあり、「絆」という合唱曲を歌います。 
２学期の目標で、「文化祭の合唱をがんばりたい！」と書いていた人もいます。1 年生の 3 学期の

合唱コンクールのときよりもさらに成長した姿を見ていただけるよう、パート・クラス・学年
で力を合わせて頑張っていきたいと思います。みなさま、ぜひ 2年生の熱唱を聞きにいらして
ください♪ 
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夏休みファミリー平和登校日 
 8月６日（火）に「ファミリー平和登校日」を実施しました。学

年からは、学級委員と生徒会役員から「平和」や「友だち関係」

についての発表の後、シンガーソングライターの YOUさんからの

ご自身の障がいとルーツを通して感じてきた経験を、歌とともに

お聞きしました。平和な社会をどう築いていくことができるかと

いうことについて一人ひとりが考えることができました。 

 ＜生徒の感想＞ 

・７４年前に、こんなにもひどい戦争があったことを絶対に忘れず、二度と戦争を繰り返さないために

も次の世代へ教えていこうと思いました。そして、今できることはけんかをしない。けんかをしてい

たらとめるということだと思います。YOU さんの講演を聞いて、障がいがあっても、夢に向かって努

力して大阪城ホール単独公演という夢を叶えたことは本当にすごいことだと思いました。自分もあき

らめずに何事にもがんばろうと思えました。命の大切さや平和について考えられた時間でした。 

 

 職員紹介 
 2 学期から図書館司書の今久保先生、ALT のダニエル先生、ローラ先生をお迎えしております。よろ

しくお願いします。二宮先生、メグ先生、フレンチ先生ありがとうございました。 

 

今久保 綾子（いまくぼ あやこ）先生 

 中・高校生の頃は吹奏楽を、大学生では演劇をしていました。また、生き物が大好きで、今まで

に、犬・鴨・チャボ・鶏・ウサギ・リス・ピラニアなどを飼ったことがあります。あなたの「好き」

は何ですか？聞かせてくださいね。あなたにぴったりの一冊をご用意します。 

 

ピグ・ダニエル先生 
My name is Daniel Pigou and I come from Lower Hutt, New Zealand. Some of my favorite 

things to do are to play and watch sports. I like rugby, baseball and cricket. I also like 

video games and anime. My favorite video game is Final Fantasy VII and my favorite anime is 

Dragon Ball Z. My favorite food is Sushi and I like drinking Matcha tea, and I want to 

attend a tea ceremony. 

This is my 4th time in Japan. I was born in New Zealand but I moved to Tokyo when I was 

only 6 months old and moved back to New Zealand when I was 5 years old. I have travelled to 

Japan twice as an adult but this is my first time living here since I was a baby. I think 

Minoh is very beautiful and I can`t wait to explore more of it and Japan. 

Message to the students: You can meet a lot of interesting people if you learn English, so 

let’s study hard and have lots of fun! 

 

ステブラーイ・ローラ先生 
My name is Laura Steblay and I am from Minnesota in the USA. Minoh is beautiful and I am 

excited to explore Kansai! I like art, and my favorite snack is chocolate. I studied 

English literature and theatre (drama) in university, so I love stories. Please share your 

stories with me! 

Message to the students: It’s OK to make mistakes. Let’s have fun learning together! 

 

 

 

テニス部  第10回池田市・箕面市・豊能郡中学校テニス大会 

第3位 南大夢  岡本一朗 

男子バスケットボール部 

         第６７回池田市・箕面市・豊能郡中学校総合体育大会 第３位 

         優秀選手賞 西村康佑 

バドミントン部  第６７回池田市・箕面市・豊能郡中学校総合体育大会 団体の部第３位 

         箕面リーグ 優勝 

         豊能地区春季大会 団体の部第３位 

 
陸上部     第６７回池田市・箕面市・豊能郡中学校総合体育大会 
         １年男子 1500m 第２位 笠原伸一朗  
  共通男子 400m  第３位 シソン頼行 

共通男子 1500m 第３位 丸山巧翔 
 
水泳部     豊能大会 
         100m自由形  第２位 爲房利空 
         豊能学年別大会 
         100m平泳ぎ  第３位 石神璃桜 
         箕面大会 
         100m自由形  第１位 爲房利空 
          50m平泳ぎ  第２位 石神璃桜 
          50m背泳ぎ  第３位 新里依織 
 
吹奏楽部     箕面まつりパレード企画 チームワーク賞 

第57回大阪府吹奏楽コンクール北摂地区大会 A組金賞 
 

 

 

◆学校と地域でつくる二中文化祭の開催のお知らせ 

 9月 28日（土）に、「学校と地域（まち）でつくる文化祭」を開催いたします。「Let’s enjoy together! 

～令和初の文化祭～」というスローガンのもと、今年度も北芝解放太鼓保存会「鼓吹（こぶき）」の演

奏や地域カフェ、地域作品展、スタンプラリーをはじめ、多くの保護者や地域団体のみなさまにご協力

いただいております。ぜひご来場ください。 

◆二中吹奏楽部第３４回定期演奏会 

 9月 23日（月）18:00開演、メイプルホールにて。ぜひ、ご来場ください！ 

◆今月号より、文字にユニバーサルデザイン（UD）のフォントを使用しております。UD フォントは、

だれもが読みやすい文字をめざして開発されました。学校や、公共交通機関の案内板、薬・お菓子の

パッケージなどに、UDフォントが広まっています。 

 

教育委員会・学校へのご意見・お問い合わせは、学校ホームページの「ご意見・お問い合わせフォ

ーム」でも受け付けております。 

生徒の活躍 

学校からのお知らせ 


