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６月の高知小中 

 

 

褒めてください 

校長 湊谷 隆司  

高知小中学校は，全校児童生徒８名の小さな学校ですが，子

どもたちや先生方は明るく元気にいろいろな活動に取り組んで

います。これまでの取り組みの中で，目的がはっきりした時は

一気に力を合わせてやり遂げる姿がたくさん見られました。 

さて，６月４日は運動会です。若松の保育所・小中学校に通

う子ども達が一堂に会し，保護者・地域の皆様と共に，一生懸

命がんばる姿が見られることと思います。 

今年のスローガンは「団結～みんなで協力しよう～」です。

全校児童生徒からの意見をもとに運動会実行委員会が中心とな

って考えたものです。スローガンは，理念や目的を簡潔に言い

表した覚えやすい標語やキャッチコピー等のことです。これを

目標として，気持ちを一つにして頑張ってほしいものです。 

古い話になりますが，ロンドンオリンピックで真鍋政義日本

女子バレー監督が「選手が良くやってくれた。背が低い日本は

結束しないと勝てない。結束すれば１０の力が２０，３０にも

なると証明できた」と語っていました。 

目標に向かって努力することは大変大事なことです。自分が 

どう考え何をするかがを理解することで，児童生徒８人の力 

 

 

 

 

 

 

  

が何倍にもなることを期待しています。 

そして，児童生徒の頑張りをきちんと評価することも大切

です。 

以前見たテレビ番組で，アルツハイマーの予防には，「褒

めることが大事」だと言っていました。褒められてうれしい

気持ちになると脳内の神経線維に良い物質が出るそうです。

その反対に怒られてばかりだと悪い物質が出るらしいので

す。成長期の脳の活性化にも褒めることはよい方法だと思い

ます。 

様々な活動の中で，認められたり褒められたり，よい評価

をされると頑張りがきくものです。 

しかし，相手を褒めることは難しいものです。直接褒める

ことも大事ですが，他の人から褒められるとよりうれしいと

いうことです。ご家庭でも，ぜひお互いの頑張りを認め褒め

合い，子ども達を暖かく包み込み守り育てていただきたいと

思います。 

子ども達にとって教職員も含め大人は様々な場面でお手

本となります。若松の保育所や学校に通う子ども達と保護

者・地域の皆様が笑顔一杯になるようにご家庭でも話題にし

ていただければと思います。 

 

 

■平成 2９年５月２４日（水）発行 

日 曜 予 定 行 事 

1 木 
ALT (小)・スクールヘルスリーダー来校 生徒会 
歯科検診 内科検診 

2 金 運動会会場準備(13:00-) 児童会 

3 土  

4 日 連合大運動会 

5 月 振替休業日 

6 火 朝会 ALT来校(中) 中学校教育相談(９日まで) 

7 水  

8 木 ALT来校(小) 校外学習(中) 

9 金 児童会 図書館バス・読み聞かせ 運動会反省会 

10 土  

11 日  

12 月 朝会 

13 火 ALT来校(中) 

14 水 中体連壮行会 

15 木 ALT来校(小) ＡｉｒＤｏ教室(太田中) 

16 金 遠足(小) スクールヘルスリーダー来校 

17 土 中体連(野球) 

18 日 中体連(野球) 

19 月 朝会 

20 火 ALT来校(中) 遠足予備日 

21 水 期末テスト(中) 複式交流会(低) 

22 木 
期末テスト(中) ALT来校(小) 複式交流会(中・高) 
クラブ 

23 金 Jica研修生視察 生徒会 図書館バス 

24 土 中体連(野球・女子バスケットボール) 

25 日 中体連(野球・女子バスケットボール) 

26 月 朝会 ALT来校(小) 

27 火 ALT(中)・スクールヘルスリーダー来校 眼科検診 

28 水 午前授業 

29 木 ALT来校(小) プール(小) 

30 木 参観日 

中体連，野球は 17 日より，女子バスケは 24 日より，サッカー
は来月１日より，それぞれ開催いたします。 
５月は，春の環境整備作業や観桜会，連合大運動会に向けた取組などが

あります。地域の皆様には，ご理解とご協力を何卒お願いいたします。 

■ 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- 



  

  

 

   

 

☆高知中生徒☆ 部活動での活躍 
 

野球部 

 第 12回釧路厚生社杯中学校軟式野球選手権大会 

 □05月 07日（日）１回戦 厚岸連合 ９―１ 富原 

 □05月 07日（日）２回戦 厚岸連合 ５―２ 標茶・虹別・中茶安別 

 □05月 13日（土）準決勝 厚岸連合 １―８ 鳥取 

 

女子バスケットボール部 

釧路地区中学校 春期バスケットボール大会 

□04月 29日（土）１回戦 真龍・高知 ４４－３４ 附属釧路 

□04月 29日（土）２回戦 真龍・高知 ４５―６３ 富原 

 

サッカー部 

Ｋ１リーグ（釧新旗リーグ１部） 

□05月 14日（日）第１節 真龍・高知・散布 １―１ 鳥取 

□05月 20日（土）第２節 真龍・高知・散布 ０―３ コンサドーレ 2nd 

「少年の主張」校内＆町内大会 

■５月２日（火）５校時，「少年の主張」校内 

大会が実施されました。保護者の皆様には，お 

忙しい中ご参観くださり，誠にありがとうござ 

いました。中学生３名全員が，日常生活から中 

学生らしい視点でテーマを絞り，国語科の授業 

で推敲を重ね，この日に臨みました。そして， 

皆が見守る中，緊張しつつも３名の生徒は，自分なりの主張を展開しました。後日，審査

の結果，最優秀賞には２年中澤大志くんが選出され，高知中学校の代表となりました。 

■５月 21日（日）「厚岸町少年の主張大会」が真龍小学校 

で開催されました。中澤大志くんの演題は「礼儀の大切さ」 

で，日常生活における挨拶の大切さや，将来を見据えた正 

しい言葉遣いへについて堂々とした姿勢と態度で発表しま 

した。惜しくも入賞を逃しましたが，短い準備期間の中， 

練習を重ねる毎に成長していく姿は立派でした。 

今年度も，高知中生は全員が部活動に加入しています。 

■野球部 武隈智典くん（２年） 

■女子バスケットボール部 中澤亜弥さん（３年） 

■サッカー部 中澤大志くん（２年） 

春の地域環境整備作業・観桜会-ご協力ありがとうございました- 

５月 13日（土），若松自治会と 

合同で実施いたしました。肌寒い 

中でしたが，道路脇のゴミ拾い， 

ビニールハウス設営，花壇の土起 

こしと，予定していた作業を全て 

終えることができました。皆様の 

ご協力に大変感謝しております。 

また，作業後の観桜会，若松集会 

所前の見事な桜を目にしつつ，Ｐ 

ＴＡ会員や自治会員の皆様相互の 

親睦を深めることができました。 

参加していただいた全ての皆様， 

ありがとうございました。 

 

■避難訓練・防災学習 ５月１日（月） 
今年度第１回目の訓練は，火災を想定した訓練を実施しました。

指導に来校された厚岸消防署員の方からは，「ハンカチで口を押さ

えながら低い姿勢で避難する姿勢がすばらしいですね」と高い評

価を受けました。今年度は，全４回の訓練を計画しております。

子どもたちの命を 

守るため，「確実， 

迅速，安全に」継 

続した訓練を実施 

していきます。 

子ども相談支援センター（無料） 

 0120－3882－56 

相談時間：毎日 24 時間 

24 時間子供ＳＯＳダイヤル（無料） 

  0120－0－78310 

 相談時間：毎日 24 時間 

釧路教育局教育相談電話 

  0154－43－1475 

 相談時間：月～金 8:45～17:30 

メールでの相談は 

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp 

 

保護者の皆様へ 
北海道教育委員会では，いじめや不 

登校，体罰などの学校教育に関する悩 

み，子育て・しつけなど家庭教育に関 

する悩みなど，子どもや保護者から直 

接相談を受けて問題の解決につなげる 

「北海道子ども相談支援センター」を 

開設しております。 


