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エールをお願いします 

校長 湊谷 隆司  

１０月８日に、平成２８年度の高知小中学校文化祭が開催され

ます。今年のテーマは、「笑顔 ～協力し合い最高の文化祭にしよ

う～」です。児童生徒会が中心となり、一人一人の思いを受け止

め、素晴らしいテーマを設定しました。 

 文化祭の主役は児童・生徒です。ステージに上がってライトが

当たるキャストとしてだけではなく、スタッフとして、また会場

準備などで陰ながら力を発揮する場面もあります。「見に来てくれ

る方々のために」「自分の仲間たちとの素敵な思い出のために」

等々、誰かのために自分のできることを精一杯取り組み、一人一

人のよさが発揮されるものと思います。 

 保護者・地域の皆様には児童・生徒がこれまでの頑張りを発表

し、もう一段階ステップアップする場面をぜひともご覧いただき

たいと思います。 

 この後の生活で、児童・生徒には様々な課題があるかもしれま

せん。文化祭に向けた取り組みでこれまで身につけた力を総合的

に発揮し、目標に向かって頑張り、互いに認め励ましあって、頭

も心も体もどんどん成長してほしいと思います。 

 何事にも「本気で取り組む」ことは大事です。でも、本気を出 

  

すためには、それまでの取り組み方にかかっていると思いま

す。その場限りの本気では、自分の思い描いていたレベルに

は到達することは難しいものです。 

１００％を出すには、８０％の頑張りで１００％を期待す

るのではなく、それまでに１２０％以上の準備をするつもり

でいることが大切です。 

苦労して手に入れた力は確かなものになるでしょう。そし

て、さらに自分の良さを伸ばすためには、「好きこそものの

上手なれ」です。 

解剖学者の養老孟司さんは、「自分の好きなものを追求し

ていくと、どんどん自分が変わる。自分が変われば世界も変

わる。世界が変われば楽しくてしょうがなくなる。」と言っ

ています。 

文化祭をはじめ様々な取り組みの中で自分が得意なこと

や好きなことを追求すること。そして、その頑張りを認め励

ます周りからのエールが重要ではないでしょうか。 

児童・生徒たちが本気になって取り組んだ経験をその後の

生活でも生かせるように、ご家庭でも語り合い、頑張りを認

め励ましていただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

■ 平成 28年９月 30日(金)発行 
■ 校長 湊 谷 隆 司 

日 曜 予 定 行 事 

1 土 バスケットボール部ゆうやけライオンズクラブカップ 

2 日   

3 月 朝会 ＡＬＴ（中） 

4 火 ＡＬＴ（中） 

5 水 ＡＬＴ（中） 文化祭総練習 

6 木 ＡＬＴ（中） 文化祭ＰＴＡ・地域作品搬入〆切 

7 金 ＡＬＴ（中） 文化祭会場準備 

8 土 文化祭 9:30～  スクールヘルスリーダー来校 

9 日   

10 月 体育の日 

11 火 振替休業日 

12 水 文化祭後片づけ 文化祭実行委員会（昼休み） 

13 木 学力テスト総合Ｂ（中３） 

14 金 ＡＬＴ（小） クラブ 

15 土   

16 日   

17 月   

18 火   

19 水 職員会議 

20 木 社会見学（小）スクールヘルスリーダー来校 

21 金 漢字検定（15:40-） 

22 土   

23 日 バスケットボール部選手権大会 

24 月 朝会 

25 火   

26 水  

27 木 職場体験（中２・３年） 

28 金 ＡＬＴ（小） 児童会 

29 土 土曜授業 

30 日 バスケットボール部選手権大会 

31 月 朝会 ＡＬＴ（中） 

10 月 8 日（土）開催の文化祭，今年も「ＰＴＡ・地域作品展」
を行います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

■ 教育目標 

・自ら学び豊かな表現ができる子ども 

・明るく思いやりのある子ども 

・集団の一員としての自覚をもつ子ども 

・健康でたくましい子ども 

・進んで事にあたり，勤労に励む子ども 

■ 校  訓 

・かしこく （賢） -知育-  

・やさしく （愛） -徳育- 

・たくましく（剛） -体育- 

 

■避難訓練・防災学習９月 12 日(月) 今年度２回目の訓練は，事前に児童生徒には 

知らせずに実施しました。とっさの行動であっても，「落ち着いた行動がすばらしいですね」と消防署の 

職員の方々からも高い評価を受けました。反対に，我々職員には厳しい言葉をいただく場面もありました 

が，子どもたちの命を守るため，「確実に，迅速に，安全に」継続した訓練を実施していきます。 



   

     

 

☆高知中生徒☆ 部活動での活躍 
 

野球部 

第 10回ラビットグループ旗争奪 中学校選抜野球大会 

□09月 18日（日）１回戦 厚岸連合 ４－３ 大楽毛・音別・阿寒 

 □09月 19日（月）２回戦 厚岸連合 １―３ 釧路北 

  ３位入賞 

女子バスケットボール部 

釧路地区中学校新人戦バスケットボール大会 ９月３・４日 

□１回戦 真龍・高知 67－28 富原 

□２回戦 真龍・高知 65－52 附属 

□準決勝 真龍・高知 64－39 幣舞・春採 

□決 勝 真龍・高知 34－64 青陵 

準優勝 

サッカー部 

Ｋ１後期リーグ（道新旗後期リーグ１部） 

□ 09月 03日（土）真龍・高知 １―３ 青陵 

□ 09月 10日（土）真龍・高知 １―６ 鳥取西 

□ 09月 18日（日）真龍・高知 ２―１ ＳＣ２nd 

□ 09月 19日（月）真龍・高知 ２―２ コンサドーレ２nd 

□ 09月 22日（木）真龍・高知 ６―０ 遠矢 

□ 09月 25日（日）真龍・高知 ５―０ INFINITY 

 全日程終了，９チーム中４位 

■平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果について 
４月 19 日に中学校第３学年を対象（小学校第６学年は欠学年のため実施せず）に行われた全国学力・学習状況調査。この調

査の目的は，学力と学習状況を把握し,個々の児童生徒や学校の改善点を明らかにするところにあります。 

■昨年度 12月，全学年で実施した標準学力調査の結果とあわせて 

 これまでの結果から，本校の児童生徒に共通して不足している力 

は，「目的に応じて文章を要約したり，必要な情報を読み取ったり 

する力」や「根拠を明確にして自分の考えを書く力」，「知識を活用 

して未知のことがらを導く力」等であるように考えられます。研修 

担当を中心とした日常の授業改善に成果が表れている部分もありま 

すが，国語や算数，数学のみならず，全教科においてそれらの力の 

育成に努める必要があると実感します。 

■今後の改善方策（授業の質の向上，学習機会の拡充） 

研修に力点をおき，「わかる授業」，「できる授業」を目指します。我々教師が，基本的な授業のあり方について研修を重ねると

ともに，児童生徒の基礎的・基本的な知識や技能を徹底して定着させます。また，「読むこと」や「書くこと」，「活用」等，授業

展開の工夫を図ります。さらには，現在，中学校３年生の放課後を活用した個別学習を実施しております。このように，個に応

じた指導を一層充実させたり，家庭学習の習慣化と内容の充実に向けて働きかけたりなど，学習機会の拡充に努めていきます。 

 11月 1日，厚岸町教育委員会より，平成 28年度全国学力・学習状況調査の結果「厚岸っ子の学びの状況をお知らせします」

が示される予定です。本日，お子さんを通じてお知らせした結果については，町の結果と比較する等，ご活用ください。 

■トライベツ大収穫祭 

午前 11 時から始まります。ジャンボかぼちゃ重さあてクイズ，

野菜のチャリティーオークションなど，楽しい催し物が用意され

ております。自家野菜の豚汁も美味しそうですね。 

■若松神社祭・奉納子ども相撲 
午前 10時からの式典（神社本殿）の後に， 

恒例の奉納子ども相撲を行います。小学生 

・中学生の積極的な参加（参加賞あります）をお待ちしています。

他にもゲームあり，会食あり，皆さんで楽しい一日にしましょう。 

 

■児童生徒による授業評価の平均（１学期末） 

 小学校 国語科 社会科 数学科 理 科 英語科 

理 解 4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 

繰り返し 4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 

話を聞く 4.0 3.3 3.8 4.0 4.0 3.8 

工 夫 4.0 3.8 3.8 4.0 4.0 3.8 

板 書 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 

話し方 3.8 3.8 3.5 4.0 4.0 3.5 

楽しい 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.3 

評 価  3.8 3.3 4.0 4.0 3.8 

平 均 3.9 3.6 3.8 4.0 4.0 3.7 

 

■小学校持久走記録会 
ご声援ありがとうございました 

９月 13 日（火）に持久走記録会を行いました。保護者

の皆様のご声援，誠にありがとうございました。競技は，

１周 200M のグラウンドを一斉にスタート。１年生は４

周，２年生は５周と指定された周回数。３年生以上は，周

回数を選択性としましたが，３・４年生が 10 周，５年生

が 15 周と，全員が上限を選択し，意気込みの強さが感じ

られました。また，どの子も真剣な表情で，ひたむきに走

る姿がまぶしく映りました。 

■厚岸町中学生英語暗唱発表会 
         に参加しました 

９月４日（日）本の森厚岸情報館にて，英語暗唱大会が実施さ

れました。本校では，毎年全員が参加しており，今年も４名の生

徒は，１学期から授業内での練習を重ね，準備を進めてきました。 

この発表会は，日頃培ってきた英語学習の成果を発表すること

を通して，英語による表現力の育成や国際社会への関心を育むこ

とを目的としています。そして，極小規模校の本校生徒にとって

は，コミュニケーション能力を 

育む貴重な機会であるといえま 

す。発表は，どの生徒も緊張し 

ていましたが，それぞれ練習の 

成果を発揮し，すばらしい暗唱 

を披露していました。 

 

 


