特別支援教室が完成しました
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現在、中野区の中学校では、通常の学級に在籍しているコミュニケーションや学習面で困難さを

Ｇｌｏｂａｌ Gate 緑野中

抱え、個に応じて支援や配慮が必要な生徒を対象に、中野中学校における通級指導を実施していま
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修学旅行で京都・奈良を訪れたり、校外学習で浅草方面に出かけると東京２０２０大会の開催の影響からか、
外国人観光客が急増しているように感じます。

す。来年度から本校北校舎 3 階特別支援教室で、巡回による指導が始まります。

中野中
拠点校

緑野中
在籍校

先日、インターネット上に掲載された日本を旅行した外国人の方の感想を読む機会がありました。その外国人

拠点校（中野中）の教員が生徒の在籍

の方が横断歩道を渡ろうとして信号を待っていたときに、なかなか信号が変わらずに困っていると、通りかかった

する学校（緑野中）へ巡回して指導しま

小学生の男の子が戻って来て、柱のボタンを押してくれたそうです。しばらくすると信号が変わり無事に道路を渡

中野中の特別支援

ることができたのことです。男の子の親切に触れ、日本での旅行が素晴らしいものになったという内容でした。そ

の先生が巡回指導

のような記事を読むと日本人として誇らしくなります。また、学校の教員としてそのような児童生徒をさらに育成し

に来校されます。

す。生徒は在籍する学校（緑野中北校舎
3 階）にある特別支援教室で指導を受け
ます。

なけらばならいと使命感を強くもちます。
ここ数年、夏休みの期間中に、４月に３年生を対象とした全国学力・学習状況調査の結果が報告されます。こ
の学力調査は国語、数学、英語の３教科を実施しています。学力調査と同時に生徒へアンケートも実施します。

3 年教室ロッカー入替・クーラー新調

学力調査が始まった頃、児童生徒アンケート結果から朝食を食べる生徒と学力の関係、本を読む生徒と学力の
関係が注目され、「食育」「読書」などが指導の重点となった経緯があります。
今回の生徒アンケートは７０項目程度の質問がありましたが、上記の外国人の方が日本で体験した内容と関連
した質問の結果では、本校の３年生の意識が高い素晴らしい実態がありますので紹介したいと思います。
（％）
質 問 内 容
「そう思う」
と回答した生
徒の割合

緑野中

全国

人が困っているときは進んで助けていますか

４１．３

３４．６

外国の人と友達になったり、外国のことを知りたいですか

４０．２

３５．０

地域や社会をよくするために考えることがありますか

２０．７

１１．９
3 年の教室ロッカーが一回り大

旧型のエ アコン１A １C

外国の人と友達になりたい、外国のことを知りたい「国際理解」「国際貢

きく扉付きで新調されました。A3

２A ２C ３A ３C の教室

献」。地域や社会をよくしたい「社会参画」「公共の精神」。

サイズの教材が楽に入ります。

のエアコンが新しくなり

人が困っているときに助けるという「親切」「思いやり」そして「優しさ」。

４月から道徳の時間が教科化になりました。「親切」「思いやり」「優し
さ」「国際理解」「国際貢献」「社会参画」「公共の精神」、いずれも道徳
の教科書に示されている内容です。

扉付きなので見た目もすっきり

ました。

です。

製氷機・冷水機・廊下水道流し場設置

本校では、「そう思う」と回答した生徒を中心にさらに豊かな心を育

７月末に、熱中症対策として製氷機

んでいきたいと思います。また、これらはこれからの時代が求めている

を給湯室に設置しました。保護者の皆

グローバル人材の資質です。本校の生徒には、国内外で進行するグローバル化を正しく理解し、日本や地域の

様の強い要望もあり、中 P 連（中学校

文化・伝統に誇りをもち、異なる文化を受容し、そのような日本とは違う国々の人々と交流し、協働できる態度や

PTA 会長の連合体）から区への働きか

能力を身に付けさせたいと思っています。

けで実現しました。また、水道直結化

９月の下旬、中野区と姉妹都市のニュージーランドのウェリントンから３名の生徒が本校を訪問します。主に１

工事に伴い、冷水機 2 機が追加され、

年生の教室で１週間という限られた期間ですが、積極的に国際交流を推進し、外国人の生徒とのふれ合い通し

廊下の水道流し場がすべて新しくな

て、将来、緑野中学校で学んだ国際理解の精神が役に立つことを願い、グローバル人材の資質の育成に取り組

り、ステンレスがピカピカに光ってい

みたいと思います。

ます。

今年は 3 年の教室ロッカー
だけ入れ替えましたが、来
年は１．２年生もこのサイ
ズのロッカーが整備される
予定です。

【バレーボール部】

◆夏季研修大会 AB リーグ 2 位
・日程：8 月 24 日（土）
・会場：中野第五中学校
・戦績：①大妻中野中学校
○25－21 ○25－12
②北中野中学校
○25－5 ○25－10
③南中野中学校
○25－23 ●9－25 ●18－25
【バドミントン部】

◆ 中野区中学校バドミントン選手権大会
u 日程：6 月 30 日（日）・7 月 7 日(日)
◆ 会場：中野中学校
◇結果
＜団体＞ 男女ともにブロック大会出場
第３位・・・男子団体・女子団体
＜シングルス＞
３回戦進出・・・草川 愛菜さん(3 年)
２回戦進出・・・草川 愛未さん(3 年)
笹川 和遥君(2 年)・宋 旼峻君(2 年)
＜ダブルス＞
第３位
鵜飼 柚季さん(3 年)源 真実さん(3 年)ペア
吉川 空太君(3 年) 福士 智悠君(3 年)ペア
３回戦進出
畠中 隼君(3 年) 渡辺 翼君(3 年)ペア
２回戦進出
安藤 天飛君(3 年) 池田 希君(3 年)ペア
◆ 中野区ジュニアバドミントン大会
u 日程：8 月 18 日（日）
◆ 会場：中野体育館
◇結果
＜中学１年男子トーナメントＡの部＞
優勝 ・・・中野 晴斗君(1 年)
＜中学１年男子トーナメントＢの部＞
準優勝・・・長谷川海斗君(1 年)
右上へ

〔バドミントン部続き〕
＜中学１年男子トーナメントＣの部＞
第３位・・・福士 貴進君(1 年)
＜中学１年女子トーナメントＣの部＞
第３位・・・鈴木 悠日さん(1 年)
◆ 中野区中学校バドミントン研修大会
u 日程：8 月 25 日（日）
◆ 会場：中野中学校
◇結果
＜中学１年男子の部＞
第３位
中野 晴斗君(1 年)福士 貴進君(1 年)ペア
３回戦進出
本田 竜士君(1 年)保田 遥真君(1 年)ペア
【サッカー部】

◆中野区夏季研修大会 ８月３日(土)､４(日)
◆会場：緑野中学校
vs 中野第七中学校
１－７
vs 宝仙学園中学校
４－３
vs 明治大学中野中学校
０－０
vs 中野第五中学校
６－０
◆第三支部夏季研修大会 ８月２１日(水)
◆会場：大泉中学校
vs 日本大学第二中学校
１－６
vs 大泉中学校
０－５
vs 貫井中学校
０－０

【ボランティア部 地域連携委員会】
◆7 月 20 日（土）の丸山町会花火大会をはじ
め、
福祉施設や高齢者施設での夏祭り、ラジ
オ体操など、様々な場所で多くの緑野中
生が汗を流してくれました。
→参加生徒 のべ５５名

【卓球部】 7 月 25 日（木）
◆ 夏季卓球大会（都大会）
◆ 会場：江戸川区スポーツセンター
女子シングルス
須田柊花さん（3 年） 3 回戦進出
齋藤 響さん（1 年） 4 回戦進出
畠中佑爾さん（1 年） 4 回戦進出
関東大会まであと一歩でした。
９月１日（日）

◆ 中野区新人卓球大会
◆ 会場：鷺宮体育館
女子シングルス（オープン）
畠中佑爾さん（1 年） 優勝
齋藤 響さん（1 年） 準優勝
男子シングルス
鹿野 修二郎君（４回戦進出）
【吹奏楽部】7 月 30 日(火)
◆東京都中学校吹奏楽コンクール
◆会場：練馬文化センター
◇結果
銀賞 受賞
曲目：『たなばた』
吹奏楽部員 34 名の渾身の演奏でした。

【陸上競技部】 7 月 27 日（土）
・28 日（日）
◆第 65 回全日本中学校通信陸上競技
東京都大会
◆会場：上柚木陸上競技場
◇結果：酒井君（1 年）100m 12′79
（準決勝進出）
佐藤さん（3 年）砲丸投 9m86
吉野さん（2 年）1500m 5′04″73
◇9 月 7,8 日に開催される東京ジュニアに出
場します。

【男子バスケットボール部】８月 28 日（水）
◆中野区シード権大会（ハーフゲーム）
◆会場：第七中学校
◇結果：ｖｓ実践学園 14 ｰ 70 ●
ｖｓ第八中
52 ｰ 20 ○
ｖｓ第五中
56 ｰ 27 ○
ｖｓ第七中
37 ｰ 19 ○
【女子バスケットボール部】８月 27 日（火）
◆中野区シード権大会（ハーフゲーム）
◆会場：中野中学校
◇結果：ｖｓ第七中
37 ｰ 38 ●
ｖｓ中野中
28 ｰ 21 ○
ｖｓ第四中
30 ｰ 22 ○
ｖｓ実践学園 56 ｰ 17 ●
【硬式テニス部】 8 月 20 日（火）・21 日(水)
◆第３ブロック新人戦 ◆会場：日大二中他
◇結果
＜シングルス＞
３回戦進出
大澤光輝君(2 年)
福田美織さん(2 年)
２回戦進出
三木柊君 (2 年)
杉岡麗流 君 (1 年)
牧野叶さん(2 年)
武田幸恵さん(2 年)
本間英梨南さん(2 年)
＜ダブルス＞
ベスト 32
福田美織さん(2 年)・本間英梨南さん(2 年)ペア
３回戦進出
大澤光輝君 (2 年)・三木柊君 (2 年) ペア
青山聖奈さん(2 年)・牧野叶さん(2 年) ペア
武田幸恵さん(2 年)・姫野桜さん(2 年) ペア
２回戦進出
佐藤彰太央君(1 年)・赤羽竜周君(1 年) ペア
藤松巧君
(1 年)・山本裕太君(1 年) ペア

夏休みから続いております体育館耐震対策等改修工事につきま
しては、10 月 14 日（日）が工事終了予定です。
もうしばらくの間ご不便ご迷惑をおかけします。何卒ご理解ご協
力の程よろしくお願いします。

