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自分自身が感動

 

 10 月６日に、平成３０年度の高知小中学校文化祭が開催されます。

ーマは、「威風堂々・喜色満面」

け止め、素晴らしいテーマを設定しました。思いを強く持つだけではなく，し

っかりと計画的に準備をして，日頃の学習の成果を中学生らしく堂々と表現し，

会場が笑顔いっぱいになることを期待しています。

 文化祭の主役は生徒です。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、スタッフ等として陰ながら力を発揮する場面もあります。一

人一人が「見に来てくれる方々のために」「自分

ために」等々、誰かのために自分のできることを精いっぱい取り組み、自分た

ちの思いを表現してくれるものと思います。

 保護者・地域の皆様には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、生徒には様々な課題が待ち受けているかもしれません。文

化祭に向けた取り組みで身につけた力を、生徒一人一人が自分の良さを生かし、

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。 

 

「他人を感動させようとするなら

 

「落ち穂拾い」で有名な、

者・地域の皆さんのために、自分たちの思いを表現しますが、生徒たち自身が

どんな感動をするかを楽しみにしています。

生徒たちの感動を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。
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感動できるか 
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月６日に、平成３０年度の高知小中学校文化祭が開催されます。

「威風堂々・喜色満面」です。生徒会が中心となり、みんなの思いを受

け止め、素晴らしいテーマを設定しました。思いを強く持つだけではなく，し

っかりと計画的に準備をして，日頃の学習の成果を中学生らしく堂々と表現し，

会場が笑顔いっぱいになることを期待しています。 

文化祭の主役は生徒です。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、スタッフ等として陰ながら力を発揮する場面もあります。一

人一人が「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いっぱい取り組み、自分た

ちの思いを表現してくれるものと思います。 

保護者・地域の皆様には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、生徒には様々な課題が待ち受けているかもしれません。文

化祭に向けた取り組みで身につけた力を、生徒一人一人が自分の良さを生かし、

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

他人を感動させようとするなら、まず自分が感動しなければならない

」で有名な、19 世紀のフランスの画家ミレーの言葉です。保護

者・地域の皆さんのために、自分たちの思いを表現しますが、生徒たち自身が

どんな感動をするかを楽しみにしています。 

生徒たちの感動を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。 
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□平成３０年全国学力

 昨年度実施した調査結果や厚岸町で１２月に行っている標準学力検査等を元

に改善方法を工夫してまいりました。今年度分の調査結果と合わせて再度学校

として工夫する点を見直しましたので，生徒の課題と改善の方法をお知らせい

たします。尚，詳しくは生徒一人ひとり個々にお知らせいたします。

■調査結果などから見える生徒の課題

 正答率が高かったものは「漢字の読み書きや話すこと」「基本的な計算など数

学的な技能」でした。正答率が低かったものは「説明したり表現したりするこ

と」「数学的な見方や考え方」「（どの教科も）説明などの記述」でした。

この結果から 

知っていることが解答になる場合には答えられますが，「考えなければいけな

い」ような設問（「考えを書く」「説明する」等，記述

て課題があります。 

■今後の改善の方法（授業の質の向上，日常生活での工夫など）

 授業については引き続き「わかる」「できる」授業を目指し。基礎的

な事項の確実な定着，まとめ（思考の整理）を意識して書くこと，知識を活用

し理解を深めることを大切にします。

また，教育活動全般，つまり学校にいる時間は，５Ｗ１Ｈ（いつ，どこで，

誰が，何を，なぜ，どのようにしたか）

に（方法）」を重点とし，活用場面を増やして生徒と関わっていきます。さらに，

相手を理解し，自分の考えや思いを正確に伝え合うためにコミュニケーション

力の強化にも力を入れます。

この後，町報などで厚岸町教育委員会より「厚岸っ子の学びの状況」が示さ

れますので，お渡しした個人票と比較してご活用ください。

★部活動での活躍（９月）★
□１日(土)ＶＳ青陵 １－１

□１６(日)ＶＳ大楽毛・幣舞

□２３(日)ＶＳ景雲 １－１
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 災害図上訓練（ＤＩＧ）

9 月 3 日に厚岸町役場危機対策係の方々を講師に、生徒と教師合わせて

グループで災害図上訓練（ＤＩＧ）を行いました。こんな時「あなたならどうする？」と、

いろいろな場面設定の中、自分で考えたり、話し合いをしたりして、生徒たちが部活

動を行う真龍中学校周辺の地図にカギとなる内容を書き込みし

ました。地図上で実際の行動を想定し、移動時間や距離、障害

となる場所などが明らかになるにつれて、訓練の必要感が増し

てきました。生徒たち

きるかぎり他の人を助けたりしたい」という周囲への

しました。

 

 

 

年全国学力・学習状況調査の結果について 

昨年度実施した調査結果や厚岸町で１２月に行っている標準学力検査等を元

に改善方法を工夫してまいりました。今年度分の調査結果と合わせて再度学校

として工夫する点を見直しましたので，生徒の課題と改善の方法をお知らせい

たします。尚，詳しくは生徒一人ひとり個々にお知らせいたします。 

■調査結果などから見える生徒の課題 

正答率が高かったものは「漢字の読み書きや話すこと」「基本的な計算など数

学的な技能」でした。正答率が低かったものは「説明したり表現したりするこ

と」「数学的な見方や考え方」「（どの教科も）説明などの記述」でした。

知っていることが解答になる場合には答えられますが，「考えなければいけな

「考えを書く」「説明する」等，記述にかかわる問題）

■今後の改善の方法（授業の質の向上，日常生活での工夫など） 

授業については引き続き「わかる」「できる」授業を目指し。基礎的・基本的

な事項の確実な定着，まとめ（思考の整理）を意識して書くこと，知識を活用

し理解を深めることを大切にします。 

また，教育活動全般，つまり学校にいる時間は，５Ｗ１Ｈ（いつ，どこで，

誰が，何を，なぜ，どのようにしたか），特に「なぜ（理由・根拠）」「どのよう

」を重点とし，活用場面を増やして生徒と関わっていきます。さらに，

相手を理解し，自分の考えや思いを正確に伝え合うためにコミュニケーション

力の強化にも力を入れます。 

この後，町報などで厚岸町教育委員会より「厚岸っ子の学びの状況」が示さ

しした個人票と比較してご活用ください。 

★ サッカー部：道新旗リーグ 
１－１ □１５(土)ＶＳ厚岸 ４－１ ＶＳ富原 １－１

ＶＳ大楽毛・幣舞 ７－１ □１７(月)ＶＳ北 ８－１ 

１－１        ＜道新旗リーグ２部準優勝＞

災害図上訓練（ＤＩＧ）

日に厚岸町役場危機対策係の方々を講師に、生徒と教師合わせて

グループで災害図上訓練（ＤＩＧ）を行いました。こんな時「あなたならどうする？」と、

いろいろな場面設定の中、自分で考えたり、話し合いをしたりして、生徒たちが部活

動を行う真龍中学校周辺の地図にカギとなる内容を書き込みし

ました。地図上で実際の行動を想定し、移動時間や距離、障害

となる場所などが明らかになるにつれて、訓練の必要感が増し

てきました。生徒たちの「自分の命を守ることは大事ですが、で

きるかぎり他の人を助けたりしたい」という周囲への気配りに感心

しました。訓練以外でも主体的に取り組んでほしいと思います。

10101010 月月月月の学校行事

日 曜 予 定  
1 月 朝会 
2 火  
3 水  
4 木  
5  文化祭準備 図書館バス
6 土 文化祭 SHL トライベツ秋祭
7 日 祭
8 月 祝 体育の日 
9 火 振替休業日 
10 水 文化祭後片付 文化祭
11 木 中 3 スト  
12   
13 土  
14 日 英語暗唱大会（情報館）
15 月 朝会 
16 火 防犯教室 
17 水 中 3 職業体験 
18 木 中 3 職業体験 
19  中３職業体験 
20 土 土曜授業 
21 日  
22 月  
23 火  
24 水  
25 木  
26  生徒会 
27 土  
28 日  
29 月 朝会 
30 火  
31 水 ＳＨＬ 
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相手を理解し，自分の考えや思いを正確に伝え合うためにコミュニケーション

この後，町報などで厚岸町教育委員会より「厚岸っ子の学びの状況」が示さ

●10 月６日（土）開催の文化祭，今
を ま

す。皆様のご参加を心よりお待ちして
おります。 

１－１ 

＜道新旗リーグ２部準優勝＞ 

 

日に厚岸町役場危機対策係の方々を講師に、生徒と教師合わせて 6 人の

グループで災害図上訓練（ＤＩＧ）を行いました。こんな時「あなたならどうする？」と、

いろいろな場面設定の中、自分で考えたり、話し合いをしたりして、生徒たちが部活 

動を行う真龍中学校周辺の地図にカギとなる内容を書き込みし 

ました。地図上で実際の行動を想定し、移動時間や距離、障害 

となる場所などが明らかになるにつれて、訓練の必要感が増し 

「自分の命を守ることは大事ですが、で 

配りに感心 

主体的に取り組んでほしいと思います。 

学校行事    

 事 

図書館バス 
トライベツ秋祭 

祭 

文化祭  
 

英語暗唱大会（情報館） 

月６日（土）開催の文化祭，今
を ま

す。皆様のご参加を心よりお待ちして


