
五中だより 鳳

夏休みまで、あと２週間！

早いもので、１学期も残すところ２週間となりました。この２週間に、１年生は野反湖キ
ャンプ7/22･23、２年生は八ヶ岳登山7/16･17、３年生は保護者懇談会7/16～23 が行われま
す。そして、今週末には、吹奏楽部の東信大会・中体連の県大会も行われます。忙しい日程
ですが、１学期のまとめをし夏休みの計画をしっかりと立てて夏休みに入ります。

全校研究授業 6/20 生徒指導講演会 6/21 前期読書旬間 6/30～7/11

今年も 部活動大活躍！！
【中体連上小大会 結果】

サッカー部 ２位
女子バスケットボール部 ２位
女子バレーボール部 ６位
剣道部 男子団体 ２位 個人戦 笠原航哉君 ７位

女子団体 ６位
男子ソフトテニス部 団体 優勝
女子ソフトテニス部 団体 ６位
卓球部 男子団体 ４位
柔道部 男子個人 近藤朱音君 66㎏級２位 関 健太君 66㎏級６位
水泳（記録会） 梶原孝治君 200Mﾊﾞﾀ１位、400Mﾊﾞﾀ１位、400M自由２位

【中体連東信大会 結果】
サッカー部 優勝
女子バスケットボール部 ３位
男子ソフトテニス部 個人 香山・高井ペア ベスト８
女子ソフトテニス部 個人 小菅・中村ペア ベスト16
水泳 梶原孝治君 200Mﾊﾞﾀ１位 100背２位

【県陸上大会 結果】
共通男3000m 高木航志君(3) １位 全国大会･北信越大会出場
共通男 800m 清水拓斗君(3) ７位
1･2年男1500m 宇津野篤君(1) ２位 北信越大会 出場
共通女走高跳 高見沢菜央さん(3) ２位 北信越大会 出場
共通女棒高跳 金屋千奈帆さん(3) ７位
共通女1500m 高木更紗さん(1) ８位
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本年度最初の全校研究授業
が行われました。３年生の数
学の授業で、平方根の計算の
場面でした。以前学習したこ
とを思い出しながら、友達と
も関わり合いながら、粘り強
く問題に取り組んでいまし
た。熱心に学習の向かう姿が
とても印象的でした。

第２回授業参観日の５時間
目に生徒と保護者が一緒に、
インターネットの安全な使い
方について、NTTﾄﾞｺﾓの方か
らお話をお聞きしました。生
徒にも分かりやすいドラマを
交えながら、具体的な場面で、
危険性や使うときのルール・
マナーについて学びました。

五中では毎朝 15 分間、朝
読書の時間がありますが、読
書旬間中は更に、毎日１時間
じっくりと本と向き合う時間
が設定されています。図書館
には、先生方のお薦め本コー
ナーも作られていて、普段よ
り図書館を利用する生徒の数
がグンと増えました。



【お別れする先生；ＡＬＴのミカ先生】

ALT のミカ先生が、今週末 7/18（金）で、本校の勤務を終えられることになりました。五中
には、H24 年度の 2 学期から、英語の時間に教科の先生と一緒に教えてていただきました。
今週登山等がある関係で、月曜日の全校集会で、お別れの式を行いました。

安全で充実した 夏休みに！！ 【７月2６日（土） ～ ８月１８日（月）】

本年度もはや４ヶ月が終わろうとしています。この１学期を振り返り、４月当初の自分の決意

をもう一度思い出し、自分で自分の評価をしてみてください。そして、自分にあてた通知票を出

してみてください。その通知票を自分の心に置いて、しっかりと自分でチャイムを鳴らしながら、

ぜひ充実した夏休みを送って欲しいと思います。

また夏休みは、気がゆるみがちになり、事故が起きやすいという心配もあります。交通事故や

水の事故、不審者の出没、万引きなどの非行問題、大型店への出入りなど、多くの危険や誘惑と

隣り合わせの昨今です。生徒たちのちょっとした変化も見逃さず、学校と家庭・地域でしっかり

見守り、声がけをしていければと思います。

・交通事故・不審者等の事故には、特にご注意ください。万が一、事故が発生した場合は、必ず

学校と担任へご連絡ください。（5２２－３０７６）

ADIOS AMIGOS!
Howdy!

When I came two years ago, I was so nervous ! I was worried that you wouldn’t like me,
or that I would be a bad teacher. But you students were so kind ! Your genki spirit makes me
smile everyday. You are hard working too, and so smart ! I love teaching you English, and will
miss you ! You all have amazing talents, and I hope you will continue to work hard.

Where am I going? I’m going to Tokyo! I will teach Pre-school and Kindergarten at
an international school.

Have you ever seen a Texas movie? At the end, the cowboy rides his horse into the
sunset, to go on a new adventure. He says “Adios” one last time. So, let’s have one more Texas
Sayonara! ADIOS AMIGOS! Love, Micah Hentschel

「さらば 友よ」

２年前、私は緊張していました。みんなが、私を好きになっ

てくれるか、いい先生になれるか、心配しました。しかし、み

なさんは、大変親切でした。みんなの元気が、私を毎日笑顔に

してくれました。みなさんは、一生懸命頑張っていて、すごく

かっこよかったです。私は、皆さんに会えなくなって、皆さん

のことが恋しくなるでしょうね。みなさんは、スゴイ才能を持

っています、だから これからも頑張ってください。

私はこの後、東京のインターナショナルの保育園・幼稚園で

教える予定です。

みなさんはテキサスの映画を見たことがありますか？ 最後

の場面で、夕日を背に馬に乗ったカーボーイが、新たな旅立ち

の時、「アディオス」と言うんです。だからもう一度テキサス

の「さよなら」を言います。「アディオス アミーゴ、さらば 友よ」

ミカ ヘンチェル


