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小学生向け学校説明会 ８/２６（土） 

多くのご参加ありがとうございました！ 

今回は本校の１日の学校生活の様子、総合学習の体験、 

学年別学習方法についての話などを行いました。 

 

桜丘中学校ニュース 
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８/６ 

豊橋・豊川・蒲郡・田原・新城な

ど多くの地域から６５０名以上の

方々にご参加いただきました。 

前回大好評でした“桜丘ワンポイ

ントレッスン”を今年も実施。学

習から運動まで、夏休み明けから

の活動に役立てる様々な講座や、

書道家の鈴木愛さん、名大将棋部

ＯＢ小林正和さんをお招きした講

座などをみなさんに受講していた

だきました。 

各講座で児童と桜丘中学生徒がふ

れあい、笑顔のあふれる“学校開

放 day”となりました。今後も学

校説明会や学習診断テスト（小

５・６年）・櫻輝祭（学園祭）など

で皆様に本校を知っていただけた

らと思います。猛暑の中、誠にあ

りがとうございました。 

 



 

桜丘中学校の夏休み 

８月５日(土) 中学３年生５名「夏休みＮＺ短期留学」から笑顔で帰国！  

７月２５日に高校生１４名とともに元気に出発した３年生の

山本理乃さん、榊原もえさん、増野芽愛さん、崔宇蘭さん、村

田望碧君がたくさんの発見と成長を抱え、笑顔で帰国しました。

出発前にそれぞれしっかりした目標を語り、目的意識を持って

留学した５名は、やはり充実した２週間を過ごしたようです。 

 下記は生徒感想です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュージーランドでホームステイをして学んだことがたくさんあります。まず恥ずかしがらずに言

いたいことを相手に伝えるということです。２年生で体験した韓国でのホームステイではなかなか

話しかけることができなくて、英語で話す機会を自分でなくしてしまっていたので、今回は自分の

知っている単語や文法をできるだけ使って、笑顔で話すようにしました。伝わらない時は、手を使

って表したり、ゆっくり話してもらったりと工夫して、伝えることができました。日本との文化の

違いも学べました。靴のまま上がることや、ご飯の味など様々な違いがあり、慣れないこともあり

ましたが貴重な体験ができたので良かったです。初めて外国人の友だちができたので、これからも

メールなどで話して、もっと英語を学んでいきたいです。この経験をして、２年後またニュージー

ランドへ行って英語を話せるようになりたいです。（山本 理乃） 

 

 

８月２０日(日) 第８回ファミリーコンサートコーラスミュージカル 「That’s Neverland」 

ピーターパン誕生秘話に本校音楽科専攻生が５名出演！ 
 

合唱団 SakuraCantabile によるコーラスミュージカル「That’s Nevetland」が穂の国とよは

し芸術劇場ＰⅬＡＴにて上演され、第１

回・第２回公演とも満場のお客様からの

万雷の拍手で幕を閉じました。これに桜

丘中学校音楽専攻生が５名（３年古藤葵

さん・北川和珠さん・２年八木栞さん・

１年浅倉千晶さん・鈴木花凛さん）出演、

スポットライトを浴びて日頃の努力の

成果を発表しました。とてもすてきな笑

顔で、これからの活躍が楽しみです。 
 

  



第１３回総合学習発表会 「輝け☆光の子 ～未来からのメッセージ～ 」 

１０月５日（木）穂の国とよはし芸術劇場ＰⅬＡＴに向けて、夏休み中も３年生奮闘中！  
 

ミュージカルと聞くと、何を想像しますか？歌って踊って演技して…まさにその通りです。しか

し、生徒が自分たちで１から創り上げるミュージカルをみなさんは知っていますか？台本・衣

装・配役など、生徒全員で相談して決めていくのです。もちろん、一人一人の考えは違い、ぶつ

かることもありましたが、信頼し合っている仲間と１つのものを創り上げる喜びを、また、言葉

の大切さや人への思いやり、家族への愛を伝えられるように２３期生全員で表現したいと思いま

す。機械に頼りきりになってしまった自分たちの未来を変えていこうとするところが見所です。 

ぜひお越しください！（実行委員長 岡田英美里） 

 
 

 

 

 

 

                                       写真右は 

                                         昨年度の 

                                         舞台様子 

 

 

平和旅行（８/２７～８/３０） 

広島・長崎・沖縄を１年ごと、夏休み期間を利用 

して訪問。今年度は沖縄。ひめゆり平和祈念資料 

館・対馬丸記念館、平和の礎や壕など、戦争の爪 

あとを訪ねます。また、戦争体験者から直接お話 

を伺い、平和に対する考えを深めるとともに、平 

和を大切にする心を育てています。 
 

 

夏期補習もがんばりました！ 

ステップアップ補習(希望者)  …７/２４～７/２８ 国・数・英・英会話 

８/７～８/１０  理・社 

フォローアップ補習           …７/３１～８/４  国・数・英・理・社 

３年ハイレベル補習          …７/３１～８/４  国・数・英 

１・２年英語ハイグレード補習  …８/１  ～８/３ 

後期補習(全員参加)        …８/１８～８/２４ 全科目 
  

 

夏期部活動大会成績 

ダンス：全国大会出場  吹奏楽：愛知県大会銀賞  水泳・弓道：愛知県大会出場 

柔道：東海大会出場（男子団体・個人）、愛知県大会３位（女子団体・個人） 

硬式テニス：愛知県大会２位（男子団体）、ジュニア新人大会シングルス女子３位 など 

 

  

 

それぞれの学習状況にあわせ

て取り組みます。自信のある教

科は更に上を目指したステッ

プアップへ。理解をより確実な

ものにしたい教科はフォロー

アップへ。選択肢を設けること

で、自分自身の力を伸ばすきっ

かけへとつなげていきます。 



 

第 1回学校説明会・学習診断テストのお知らせ 
 

○日時  9月 16日(土) 9：30～12：00（午後 学習診断テスト解説） 

○会場  桜丘中学校 
 
 

学力の定着度を計り、これからの学習に役立てる 

『学習診断テスト』（対象：小学 5・6年生） 

小学生には、それまで学習した事柄の理解・定着度を総合的に計る機会がなかなかありませ

ん。桜丘中学校の『学力診断テスト』は、その機会としてお役立ていただくことができます。

その意義は次の通りと考えています。 
 

１、学習診断テストで、どこを、何を、勉強すればいいのかが分かります 

分かっていたのに忘れていたり、理解できなかったことをそのままにしてやり過ごしてしま

うということがありがちです。『学習診断テスト』で、それがどこか、何かが分かり、勉強

のポイントと方向が定まります。 
 

２、今後の、学習へのきっかけが見つかります 

漠然と「勉強しよう」と言うだけでは、子どもはすぐには机に向かいません。しかし、例え

ば、「ここができている。でも、あそこはできていない。だから、あそこをがんばれば、も

っと成績が伸びるよ」と具体的に提案できれば、子どもの勉強への向かい方も変わるかもし

れません。『学習診断テスト』を、その材料を見つける機会としてご活用ください。 
 

３、より自信が付き、さらに学習への意欲を高めます 

日頃のテスト・通知表など以外でも自分の学力を確認できれば、その自信はさらに高まりま

す。「学習診断テスト」をその機会としてご活用ください。 
 
 

※学習診断テストは、桜丘中学校受験の如何を問わずご活用できます。 

本校受験をお考えの皆さまへ。このテストの結果は、入試の際にプ 

ラス評価はあっても、マイナスになることは一切ありませんのでご 

安心ください。結果は後日、講評とともに郵送いたします。 

 

 

ホームページもぜひご覧ください！ 

今後のお知らせはもちろん、日常や行事など、様々なトピックスを日々更新中。 

右上の QR コードで携帯電話からも閲覧可能です。本校の様子をぜひご覧ください！ 
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これからの行事のご案内 
 

日 時 行事と主な内容 
 

9 月 16 日（土） 

9 時 30 分～ 

 

第 1 回学習診断テスト 

  対象   ：小学 5・6 年生   

テスト科目：国語・算数  

費用   ：500 円 
 

第 1 回保護者向け学校説明会 

  主な内容：大学入試改革と桜丘中学校の学習 
 

学習診断テスト解説授業（午後～） 

  対象：小学 5・6 年生 

（学習診断テストを受けられなかった子も参加できます） 

 

10 月 1 日（日） 

10 時～15 時半 

学園祭・市民カーニバル 

  一般公開します。個別相談なども受け付けます。 

 

10 月 5 日（木） 

開演：18 時半 

3 年生ニュージカル公演（総合学習校外発表会） 

  会場：穂の国とよはし芸術劇場ＰⅬＡＴ  料金：無料 

 

11 月 12 日（日） 

９時半～12時 

秋の学校開放ｄａｙ 

  対象：小学生とその保護者 

  内容：授業参観（実際の授業をご覧いただけます） 

 

11 月 26 日（日） 

9 時半～12 時 
プレ入試と第 2 回目の学習診断テストに向けた勉強会 

  対象：小学 5・6 年生 
 

第 2 回保護者向け学校説明会 

  主な内容：桜丘中学校保護者による体験発表会 

 

12 月 10 日（日） 

9 時半～12 時 

 

プレ入試 

  対象   ：小学 6 年生   

テスト科目：国語・算数・理科・社会 
 

第 2 回学習診断テスト 

  対象   ：小学 5 年生   

テスト科目：国語・算数 

※費用：いずれも 500円 

 

12 月 23 日（土） 

9 時半～12 時 

プレ入試問題解説授業・桜丘中学入試対策勉強会 

  対象：小学 6年生 

※各行事の詳細についてはホームページをご参照ください。 
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