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チャレンジスクールだよりＶｏｌ.１３
平成３０年６月３０日

～
～

チャレンジスクールが始まりました ～

実行委員会委員長 新藤良子
今年度、６１名の参加申込がありました。定員（４５
名）を超えた場合は、公開抽選により参加生徒を決定す
るとお知らせしていましたが、参加申込をした生徒の皆
さんの学習に対する意欲等を考慮し、全員参加を認める
ことにしました。参加生徒数増に伴い学校にご配慮をい
ただき、学習場所を学校図書館と第３理科室等で実施す
ることができました。ありがとうございました。
定期テスト前の貴重な時間を、スタッフの皆様も生徒
の皆さんの自主的な学習のサポートを行い、学ぶ楽しさ
や、基礎学力をより身に付け、学習習慣をより定着する
ように教えて参ります。
保護者の皆様には、日進中学校チャレンジスクールに
おきまして、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

実行委員会

生 徒 の 感 想 ～

<１年＞
・今回のチャレンジスクールをやってみて、初めてだっ
たので少し戸惑う部分もあったけど、分からない所は学
習アドバイザーの先生方が優しく教えてくださったの
で分かりやすかったし、とても楽しかったです。
・初めてのチャレンジスクールで、期末テストに向けて
の勉強がたくさんできました。分からない所もあったけ
ど、教えてくれたので分かりました。２学期、３学期も
がんばりたいです。
・このチャレンジスクールをして、チャレンジや授業で
分からないところを聞けるということがとても良かっ
たです。ていねいに教わったので深く理解できました。
第３理科室等
２・３年

～６月チャレンジスクールを終えて～
６月２０日（水）
、２１日（木）
、２２（金）の３日間、
日進中学校チャレンジスクールを実施しました。
参加生徒は延べ１７９名でした。分からないところは
質問し集中して取り組んでいました。スタッフの皆さん
も質問事項にていねいに対応してくださいました。
実 施 日
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1 学期末テストの答案用紙が返ってきていることと思
います。結果だけを見て一喜一憂で終わらせてはいけま
せん。大事なことは、間違ったところの確認や解答でき
なかったところの分かるまでの挑戦です。改めて再確認
をしましょう。

学校図書館
１年

学校図書館
１年

・始めてのチャレンジスクールで最初は緊張したけど知
り合いもたくさんいたし、勉強もはかどったので良かっ
たです。次回も集中してがんばりたいです。３日間だけ
だったけど集中してできました。
・今までチャレンジスクールを小学校の頃もやったこと
がなく、初めてでドキドキしていたけれど、皆静かで、
国語、数学、ＧＳの教科が一番よく進んでよかったです。
次回もがんばりたいです。
・今回のチャレンジスクールでは、最初の 1 回目はとて
も集中できましたが、２回目以降は少し集中がとぎれて
しまいました。でもとても勉強がはかどって良かったで
す。まだあるのでがんばっていけたらと良いと思います。
・この三日間にとても貴重な体験をやらせていただき、
大変感謝しています。それに、このように図書室を借り
ていただき２時間×３使えるので、脳がとても活性化し
ました。
・今回初めて、三日間のチャレンジスクールに参加して
分からない所を教えてもらいました。次のチャレンジス
クールでもがんばりたいです。

・今回の３日間はいつもとは違う特別な体験をすること
ができました。家でやっている時よりも集中することが
できたし、まわりにいる先生たちにもいろんなことを教
えてもらいすごく助かりました。期末テストがんばりま
す。
・今年始めてのチャレンジスクールに参加してみてはじ
めのころは残って勉強はいやだなと思っていたけれど、
はじめてみてすごく集中できて自分じゃないみたいに
すらすらできたので、とてもうれしい三日間でした。
・チャレンジスクールに入って、中学でのチャレンジス
クールは初めてだったので、はじめは少し不安だったけ
れどスタッフの皆さんがやさしく教えてくれたので安
心しました。そして今回勉強したことを期末テストに生
かしたいです。
・チャレンジスクールのような自分の勉強を行ったりす
る場には、初めて参加したけれど学習していて分からな
かったりミスをしていたところをアドバイザーの皆さ
んが優しく教えてくれたので、とてもはかどり集中でき
ました。
・初めてのチャレンジスクールで、家では２時間集中は
できないけど、チャレンジスクールでは、集中もできて
教えてもらえたので良かったです。次回も集中してがん
ばりたいです。
第３理科室等
２・３年

学校図書館
１年

・私は、塾などに行ってないので先生方に教えてもらえ
てすごく良かったです。私は、家で勉強していても集中
力が続かなくてあまりできませんでした。でも、図書室
はすごく集中できました。ありがとうございました。
・初めてのチャレンジスクールで緊張しました。家だと
うるさくて勉強に集中できなかったけれど、チャレンジ
スクールに入って、２時間があっという間に過ぎるくら
い集中できたので良かったです。
・初めてのチャレンジスクールで、分からなかったりで
きなかった所がだいぶできるようになりました。これら
をしっかりテストで生かしたいです。
・とても静かな環境で、聞きたい事をいつでも聞けると
いうのは普段あまりないので、貴重な体験でした。次の
チャレンジスクールもテストに向けてがんばりたいで
す。
・一年生なのでチャレンジスクールははじめてでしたが、
集中してしっかり取り組めました。また、分からないと

ころも分かるまで教えてくれたので良かったです。二学
期もしっかり取り組みたいです。
・チャレンジスクールでは、自分が思っていたより集中
しやすい環境でとても勉強しやすかったです。国語のワ
ークを進めていた時に読めない漢字を教えてくださっ
たのが良かったです。
・分からない問題の解き方だけでなく、どうしてその答
えになるのかや、一度解けた問題のやりやすい考え方も
教えてくれて、大変参考になりました。次のチャレンジ
スクールも楽しみです
・ぼくは、家でできないのでチャレンジスクールに入り
ました。家で勉強するより学校でやるとすごく勉強がは
かどりました。分からない所は教えてくれて、分かりや
すかったです。
・チャレンジスクールで３日間、集中して勉強に取り組
むことができました。勉強で間違っているところを教え
てもらうことができたので良かったです。また、静かに
学習ができたので良かったです。
・初めてチャレンジスクールをしてみたが、３日間とい
うとても短い期間でもたくさん問題を解けました。
また先生たちも分からないところを優しくていねい
に教えてくれたのでとても分かりやすかったです。
・家では、集中できないけどチャレンジスクールでは、
とても集中できました。しかも、学習アドバイザーが周
りにいてくれて分からないところを教えてくれたりし
てくれたので勉強がスムーズにできました。
・今回のチャレンジスクールを通して、勉強をする時間
がものすごく増えました。しかも家で勉強するよりも学
校の方が集中してできまました。チャレンジスクールが
終わっても家で自主的に勉強しようと改めて思いまし
た。
・ぼくは、期末テストに向けて色々と勉強させてもらい
ました。自習でテスト範囲を進めて２冊終わりました。
また、２学期もよろしくお願いします。次はもっと集中
してできるようにがんばります。
・チャレンジスクールをやって思ったことは、ＧＳの学
習をしていた時に横からピリオド、アポロストロフィー
がないよと教えてくれ、そこを意識して書くことができ
ました。私はこの時間がとてもためになりました。
・初めてのチャレンジスクールで、勉強の分からないと
ころを教えてくれました。特に私が苦手な数学は、詳し
く教えてくれました。６月のチャレンジスクールは終わ
って中間テストや期末テストに向けて頑張りたいです。
・このチェレンジスクールをやって、中間の時よりも勉
強を進めることができ本当に良かったです。優しく、分
かりやすく説明してくれる先生方がいて良かったです。
こらからも、チャレンジスクールがんばっていきたいと
思います。

裏面にも掲載してあります

・初めてチャレンジスクールをやり、アドバイザーの人
が分かりやすく教えてくれました。来年のチャレンジス
クールにも入って勉強を集中してやりたいです。これか
らも勉強をがんばっていきたいと思います。
・チャレンジは、３日しかなかったけど、先生に分から
ないところや間違ったところを教えてもらって、勉強が
分かってよかったです。また、チャレンジがあったら、
分からないことを先生に聞いてみます。
・初めてのチャレンジスクールだったので少し緊張しま
した。図書室という静かな空間で集中して取り組むこと
ができてよかったです。優しく間違いを教えてくれて良
かったです。
・チャレンジスクールに入る前は入るか入らないかまよ
っていたけれど、入ると、分からないことがこのチャレ
ンジスクールで分かるようになったので、中間や期末で
チャレンジがあったら受けたいと思いました。ありがと
うございました。アドバイザーの人たちが本当に優しく
分かりやすく教えてくれたので良かったです。

・今回初めてチャレンジスクールをしましたが、分から
ないところを聞けるのでいいなと思いました。ただまわ
りの声が集中をさまたげたため、次回は参加せずにお家
で勉強したほうがいいのかなと思いました。
･静かに集中できたし、分からなかったらすぐに聞ける
のでよいと思いました。
･今年もチャレンジスクールで集中してやれると思うの
で、先生に教えてもらって頑張っていきたいです。
・今年からはじめてチャレンジスクールに参加した。
５０分×２本を３日間やったことで、自分のワークやテ
スト勉強がとても進むことができた。２学期からも集中
してチャレンジスクールに参加したいと思いました。
・日数は少なかったけど、とっても優しく教えてもらい
分かりやすかったです。これを生かしてテスト頑張りた
いです。
・２時間という長い時間学べて良かったです。色々な先
生方に助けてもらい良かったし、分からないところを詳
しく教えていただいて良かったです。静かな時間で真剣
に集中してできたと思います。
・分からなかった連立方程式や物質の変化の大体が分か
りました。次も、色々なことが分かるように頑張りたい
です。
・私は昨年の２学期からチャレンジスクールに参加して
学校図書館
いました。そして今回は２年の期末テストということで、
１年
また参加したいと思っていました。先生の優しい指導で
テストへの自信がつきました。感謝しております。
・質問しつつ、静かな環境で誘惑もない状況だったから、
自分の分からないところを何度もやり直して、計算のや
<２年生＞
り方を覚えて対処することができました。
･今回のチャレンジスクールは、苦手な教科を頑張りま
・最初は、自分だけ質問をするのは恥ずかしいと思って
した。数学で分からなかったところが分かるようになっ
いたけれど、先生が歩きまわって教えてくれたので、自
てよかったです。
然と質問ができやすくなりました。分からない所は先生
･今回のチャレンジスクールでたくさん進めることがで
も一緒に考えて勉強できたので楽しかったです。
きました。苦手な教科を少しは分かるようになりました。 ・家よりも勉強が進むのでワークが早く終わり、勉強の
しっかり集中して学習ができたので良かったです。
内容も入ってくるので良かったです。次のチャレンジス
・今回は３日間しかありませんでした。数学で分からな
クールまでにはワークを早く終わらせて自主勉ができ
くなってしまったところを教えていただいたのですぐ
るようにしたいです。また、分からない所はどんどん質
に理解できたのが良かったです。次のチャレンジも分か
問したいです。
らないところをたくさん教えていただきます。
・たくさん質問しました。分かりやすく説明してくれて
第３理科室等
良かったです。家でやるよりもワークが良く進んだので
２・３年
チャレンジスクールはいいものだなと思います。
・今回は初めてチャレンジスクールに参加したけれど、
参加してよかったと思います。分からないところをすぐ
に聞けるし、授業で習わない裏技を教えてくれたりした
ので解けるようになりました。ありがとうございました。
・初めてのチャレンジスクールに参加して、とても分か
りやすいアドバイスだったので、それを上手く活用して
テストで良い点を取れるように頑張りたいです。
＜３年＞
・１学期末テストのチャレンジスクールのこの３日間、
・私は、今回初めてチャレンジスクールをやりました。
去年より充実していました。特にチャレンジスクールは
教えてくれる先生達は皆優しくて分かりやすかったで
今年から学習場所が変わったけどとても質問しやすい
す。またＯＮ、ＯＦＦがしっかりしていて集中して勉強
雰囲気でした。３日間ありがとうございました。
に取り組むことができたので良かったです。

・四ヶ月ぶりに行って、少しやっていたことを思い出せ
た。いろんな人が教えてくれたので良かった。次の中間
も頑張りたい。
・３年間このチャレンジスクールを取り組んできて放課
後の勉強がスムーズに進めることができました。２学期
のチャレンジスクールもどうぞよろしくお願いします。
・今回は、あまり質問等ができませんでした。また、学
習のサポートありがとうございました。集中して学習に
取り組むことができました。２学期もどうぞよろしくお
願いします。
・今回チャレンジスクールに行って家よりも集中できま
した。それに分からないことがあっても質問できてすぐ
分かったのでとても良かったです。

～

安全管理員・学習アドバイザーの
皆さんから

～

・地震発生時の避難経路を確認したのは良かった。
・全員が集中して取り組んでおりすばらしい。
・手を上げるのが恥ずかしいのかな。難しいのかな。
・手がとまっている生徒に声をかけたい。
等の話がありました。
１０月チャレンジスクールもしっかり取り組みまし
ょう。

～

お
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～
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☆☆

学 習

の

様

子

今年度も、チャレンジスクールだよりを日進中
学校Ｗｅｂページに掲載しますのでご覧ください。
また、南校舎・北校舎２階通路の掲示板にも掲示
します。

☆☆

２ １０月チャレンジスクール
１０月 ９日（火）、１０日（水）、１１日（木）
の３日間です。生徒手帳やカレンダー等に記録し
ておきましょう。
学習時間は
１時間目 １６時～１６時５０分
―１０分休憩―
２時間目 １７時～１７時５０分です。
☆開始時間の１０分前までに学校図書館に集
合しましょう。２学期に案内を配布します。

連絡用ファイルは、年間を通して使用しま

３

すので、必ず事務室前の回収袋へ必ず返却しま
しょう。

