
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹奏楽部も吹奏楽コンクール 
県大会で 銅賞受賞 
吹奏楽部も，暑さの中で完成度の高い

演奏に挑戦しました。7 月 30 日(土)に
はコンクールの西部地区予選を突破し
て，8 月 11 日(木)の県大会に進みまし
た。県大会は残念ながら銅賞でしたが，
厳しい暑さの中，連日朝から夕方まで練
習に打ち込み，部員が心を合わせて取り
組んだ体験は，きっとこれからの生活に
も生きて働くと思います。 

鴨方中学校だより 

Thank you Ms. Tori! Welcome Ms. Rachel! 

ALTの Tori先生帰国，新しい Rachel先生来校 
 ★Thank you so much for a wonderful year. I am very sad to leave. 

I really enjoyed teaching English in Kamogata. Thank you for being so 

kind and welcoming to me. I had a lot of fun and made many 

memories here. I will share Japanese culture  

and kindness when I go back to America. I  

will always remember Kamogata and my 

life in Japan. Please take care and I wish  

you all good health and happiness! 

 (by Ms. Tori) 

 

 ☆Hello! My name is Rachel Bedolla, 

and I am your new ALT! 

I come from Oregon in the United States of America. Do you know 

where that is?  It is just north of the state of California. 

Oregon is famous for having lots of beautiful nature and delicious 

berries.  Have you ever eaten a marionberry?  It was first grown in 

Oregon.  Oregon is also famous for donuts and rainy weather. 

 My hobbies include taking pictures and playing music. You will 

probably see me taking pictures somewhere in town!  I like taking 

pictures of smiling people.  I also play the guitar and ukulele, and 

have played in a rock band.  I like to sing  

and sometimes write my own songs! I also 

enjoy cooking, painting, and talking with 

friends.  Please talk to me when you see 

me around at school or in town!  I love   

learning languages, so I’m so excited to 

share English with all of you! 

 
 
 

誠実・努力・敬愛 

～ 心豊かで たくましく生きる力をもった生徒の育成を図る ～ 

県下の先進的な中学・高校生たちと 「OKAYAMAスマホサミット 2016」 
スマホに代表される通信機器の発達とインターネット環境の劇的な整備により，だれもが簡単に素早く，しかも

大量のデータや情報のやり取りができるようになりました。しかし，大変便利な一方で，匿名性を悪用した“なり

すまし”や Line やメール等でのトラブルは頻発しています。SNSを通して子どもたちが犯罪につながっていくケー

スも増加しています。また，スマホやインターネットを利用した様々なゲームも巷にあふれ，子どもだけでなく大

人たちをも誘惑しているようです。そうした，仮想空間と現実が混在するような日々の中で，自分自身の基本的な

生活習慣を崩すことなく，機器を有意義に活用していくことは大変重要なことです。 

そこで，県内の 25 校の中学生と 6 校の高校生が，学校生活や自分自身の生活の充実のためにどんなふうに機器

と付き合っていけばよいか，率直な意見を交換し合いながら，岡山県教育委員会の指導を受けて準備してきたのが，

「OKAYAMA スマホサミット 2016」です。12 月，3 月，5 月，7 月の 4 回，各校代表者会が開催され，本校の生徒会

本部役員も参加して準備してきました。 

最終日の 8月 5 日(金)には，本校から 3年光畑孔稀君，2年馬上大和君が参加して，まずポスターセッション。

県下各地から参加された小・中・高等学校の先生方に，わが校の保健委員会が中心となって取り組んでいる「ノー

メディアウイークの取組」を発表しました。先生方から次々に質問されましたが，2人とも頑張って回答していま

した。また，光畑君は全体会の後半で，他校の生徒とともに，ステージの進行役もこなしました。 

「子どもたちは，なぜネット社会に浸かってしまうのか?」と言う大人の質問に対して，参加したある生徒が「リ

アルな学校生活が充実していたら，私たちがネット社会に逃げ込むことはないはずです。」と答えたのが印象的で

した。本校でもノーメディアの取組を通して，スマホ・ネット問題を考え続けていきたいと思っています。 

Thank you Ms. Tori. 

Welcome Ms. Rachel. 

全体会で進行する光畑君 

夏の巡回ラジオ体操に本校からも多くの生徒が参加しました。(天草野球場：8/24) 


