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 4月17日～19日までの2泊3

日、1年生(126人)の教育キャン

プが、菊池少年自然の家で実施さ

れました。出発式では、校長から

集団で動く時の極意を話させても

らいました。「動と静」です。活

動する時は、集団に合わせて、機

敏に動く、集合したときは静かに

待つ、話を集中して聞くなど、メ

リハリをつけるということです。

最後まで、意識してくれたと学年

主任から聞きました。 

  Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 

 二日目の夜のキャンドルのつど

いでは、女神から、各クラスの点

火係に灯を分けて、各クラスの代

表は誓いの言葉を言います。今回

は、全員に小さなろうそくが渡し

てあって、みんなの灯で体育室が

幻想的な空間になりました。活動

としては、校歌斉唱やラジオ体操

などの集団訓練のほか、二日目

は、ニジマスを水槽からつかん 
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心ひとつに自然とふれ合おう！ 
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 ●教育キャンプ で自分で下処理したものを塩焼き

にしてもらったり、Qハンティン

グというクイズに答えながら山歩

きをする活動などをしたりして、

自然とふれ合うことができまし

た。所員の方には、挨拶や態度を

ほめていただいたと聞きました。

向上した点として、｢自分で考え

て行動するように心がけるように

なった｣と生徒の反省にあり、今

後の学校生活に期待しています。 

  ※武蔵のように文武二道いわゆる文武両道を目指します。 

武 蔵 二 道  
熊本市立武蔵中学校 学校だより 

１日目 時刻 活動内容 活動場所 ２日目 時刻 活動内容 活動場所 ３日目 時刻 活動内容 活動場所

6:30 起床・準備 6:30 起床・準備

7:00 朝の集い 掲揚台 7:00 朝の集い 掲揚台

8:20 集合・健康観察 本校体育館 7:30 朝食(2クラスずつ交代） 7:30 朝食 食堂

8:40 出発式 本校体育館 9:00 活動②　　ｷｭｰﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ 敷地内 片付け

9:30 出発 バス 　　　　クラフト 8:40 部屋チェック

11:30 菊池少年自然の家到着 自然の家 11:30 活動③ニジマスつかみ 研修室 9:30 活動⑤台風の目 体育室

12:30 昼食・写真撮影・入所 管理棟玄関 昼食 食堂 12:00 昼食 食堂

13:00 入所式 体育室 反省

14:00 班長会議 中央ホール 14:00 活動④スタンツの練習 13:30 退所式 体育室

14:30 活動①スタンツの練習 13:50 出発 バス

15:20 学校到着

17:00 夕べの集い 掲揚台 17:00 夕べの集い 掲揚台 15:40 解散式

17:30 夕食 食堂 17:30 夕食 食堂

入浴 浴室 入浴 浴室

19:00 クラスミーティング 体育室 19:00 キャンドルのつどい 体育室

21:00 班長会議･班会議 中央ホール 21:00 班長会議･班会議 中央ホール

22:00 消灯 22:00 消灯
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出発式の実行委員長の挨拶。立派です。 

※キャンプの様子はＨＰのブログコーナーにいくつか載せています。 

画:本校栄養教諭 

自分でとった魚はおいしいですよね！ 



●閑話休題
それはさておき

 

電話: 096（338）5430 

FAX:   096（338）5468 

熊本市立武蔵中学校 熊本市北区武蔵ケ丘4丁目19-1  

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/

sch/j/musashi/ 

❀保護者や地域の皆様に情報発信ができるよう

ホームページで、学校のようすや行事等は載せ

ていこうと考えています。現在、リニューアル

中です。 

 ●5月のおもな行事 

 バッシャーン。大きな音がしたかと思う

と、昇降口の窓ガラスが割れました。授業は

始まっており、誰もいません。誰か知らない

か、アンケートを取りました。その数日後、

また、バッシャーン。慌てて駆け付けるとそ

こに、ヨタヨタ歩く鳩の姿が。先生達から

しっかり鳩に注意をしました。そのようすを

昼の放送で、生徒指導の先生から生徒に知ら

せました。爆笑と拍手が起こりました。 

 ●学校生活ガイダンス 
 4月12日(金)に生徒会による学

校生活ガイダンスがありました。

これは、新入生に中学校生活のあ

らましを知らせることで、入学当

初の不安や緊張を和らげ、これか

らの中学校生活への希望を持たせ

るという目的で行われています。 

 生徒会長の開会の言葉で始ま

り、まず、研究主任の先生から学

習指導、生徒指導主事の先生から

生徒指導の講話をいただいた後、

生徒会副会長から生徒会の内容に

ついて、学校生活も含めて話があ 

年度は、｢研｣のところに｢気づき｣

という言葉が加わりました。 

 これは、様々な事に気づく力を

身に付け、特に人間関係におい

て、相手の思いに気づき、思いや

りを持った行動をするという意味

を含んでいます。 

 校長としては、｢美｣の美しい立

ち振る舞いというフレーズが気に

入っています。品格のある武蔵中

生の目指すところだと思います。 

いいところは、 

●さわやかふるさとデーがあると 

 ころ 

●レベル３の挨拶に取り組んでい 

 るところ 

●男女仲が良いところ 

だそうです。課題として校歌の声

が小さいというものがありました

が、まだまだ、高みを目指してい

るということでしょう。 

りました。 

 生徒指導の講話には、武蔵中が

以前から取り組んでいる｢爽･研･

美｣について詳しく説明がありま

した。 

 毎年取り組んでいる内容に、今 

奥村先生の学習指導で、授業の時の挙

手について説明があった後、素直に手

を挙げている新入生です。 

〇爽…爽やかな挨拶をしよう 

〇研…時間感覚･気づきを研ぎ澄 

   まそう 

〇美…学校を美しくし、正しい 

   身なりと言葉遣いで美しい 

   立ち振る舞いを心がけよう 

 また、生徒会のスローガンは、

上記のように、一人ひとりが進歩

するとより良い中学校になること

と、今年が創立40周年というこ

とを意識した取り組みが計画され

ていくということです。 

生徒会から出された武蔵中生の 

 部活動紹介では、●放送 ●男

子バドミントン ●女子バドミン

トン ●男子バスケットボール 

●女子バスケットボール ●女子

ソフトテニス ●サッカー ●野

球 ●女子バレーボール同好会 

●吹奏楽部 の10部活の紹介が

ありました。入部届は３学年とも

４月25･26日の二日間で提出す

ることになっています。特に新入

生の入部よろしくお願いします。 

サッカー部の紹介のようす。声出しで

チームワークを見せてくれました。 

７日(火) 夏服移行(～18日) 

９日(木) 5時間授業 

10日(金) 
４限目授業参観、PTA総

会､部活動総会､弁当持参 

15日(水) 体育大会予行 

16日(木) 振替休業日(体育大会準備のため) 

18日(土) 体育大会準備､給食あり 

19日(日) 体育大会(雨天時授業)弁当 

20日(月) 
振替休業日(体育大会) 

(体育大会予備日) 

21日(火) 
6限授業･弁当持参 

夏服完全移行 

22日(水) 心電図13:30 

23日(木) 
前期教育実習開始 

検尿容器配布 

24日(金) 

検尿１次､体力テスト 

眼科検診14:00 

ナイストライ事前訪問 

27日(月) 検尿1次予備 

28日(火) 
体力テスト予備 

内科検診2年14:00 

29日(水) 2年マナー講座5・6限 

31日(金) 生徒総会5･6限､学友団 

中庭で何食

わぬ顔でく

つろぐ、鳩

さん。 

平和です。 


