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前期時".~t.期始者挑戦の秋
校長萩野雅 彦

夏休みが終わり約 1ヶ月が過ぎJました。本
校では 1年聞を「前期j r後期」に分ける 2
学期制で数斉活動を行っていますので、 18
日に終業式を終え、 5日聞の学期間休業をは
さんで、 24日に始業式を行い、ちょうど後
期が姶まったところです.

今年の文化祭は 10月4日に行われます.
現在、その文化祭に向けて、生徒たちが自分
たちの持てる感性のすべてを出し切り、準備
を進めています.ご家族・地域の皆様には、
文化祭当日、ご来校いただき、是非生徒たち
の努力の跡をご鑑賞いただきたいと足ってい
ます。

・主体的に学習に取り組む態度
子どもたちが活躍していくこれからの世の

中は、新しい知識、情報、技術を身につけて、
新しい未知の課題に試行錯誤しながら対尺し
ていくことが求められる社会になっていくだ
ろうと足います.そういう社会を生きていく
ためには、様々なカff火要になるはずです.
その中の一つに学カがあります.
学カというと一般的に「知識」や「技能」

と考えがちですが、現在では、「主体的に学
習に取り組む足度」も学カとされています.

そして、この「主体的に学習に取り組む幾
度」こそ、これからの社会を生きていく上で、
大きなカとなると考えています.

本校では、数年前から年2回、ア月と 12
月に全校生徒を対象に「学ぴの基礎カ」に関
する意識調査を行っています.この調査は、
テストなどで点数化される学カではなく、学
カを身につけていくための土台となるカ、つ
まり、「主体的に学習に取り組む態度」を見
ていくためのもので、大きく「学びに向かう
カ」、「白う学ぶカ」、「学ぴを律するカ」の 3
つに分かれています.

どの学年も、「自分のカをできるだけ伸ば
したいと思う J という向上ぺや「きちんとノ
ートをとる j r宿題はきちんとやる j r授業を
集中して受ける」など学習に対する真面白さ
は高い数値を禾していて、本校生徒の良さと
言えます.

また、 1年生は昨年度と比較できませんが、
2・3年生は昨年度の結果と比較できます.
その結果から、 2.3年生とも、「学習して
いて、おもしろい、楽しいと思うことがある」
という学ぶ楽しさや「わからないことはその
ままにせず、わかるまで努力している」とい
う学習継続カで数値が上がってきています.
少しずつですが、生徒たちの「主体的に学

習に取り組む幾度」が向上してきていること
を実感しています.

.00の秋
「菩術の秋」とか「読書の秋」など、秋に

は様々な言葉が上に付きます.涼しく過ごし
やすくなり、気力も充実してくるからでしょ
フ.

そういう意味では、まさに後期のスター卜
は「挑戦の秋」です.本校でも、文化祭が終
わると本格的に後期の活動が始まります. 3 
年生は中学校卒業後の進路を決定する時期を
迎えます. 2年生は生徒会活動や部活動の中
ぺになりますし、 1年生も 2年生をサポート
しながら活動を行うことになります. 1年の
折り返し地点のこの時期、 人一人が新しい
ことや、 度あきらめていたことに挑戦する
絶好の機会になります.これまで取り組んで
きたことにー工夫加えることでもよいと是い
ます.
でも、何かを変えるということは、なかな

か勇気のいることです.保護者の皆様には、
子どもたちが一歩を踏み出すために、背中を
ちょっと押す一言をかけて頂ければと足いま
す.よろしくお願いいたします.
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将来の進路選択に向けて

2'1骨臨場体験場習3実施
1， 2日、 2年生が職場体験学習を行いま

した。将来の進路選択の動機づけの意味もあ
り、真剣に取り組んでいました。また、当日
の体験に加え、事前学習や終えてからの反省、
まとめと大忙しのようです。

今、全国的に「キャリア教育」の重要性が
説かれています。望ましい職業観・勤労観を
育てて、主体的に進路を選択する力をつける
ことが目的なのですが、その背景には、定職
をもたない人(=フリーター)、あるいは働
かない人(=ニー卜)の増加、という社会問
題が大きく影響しています。東京や大阪にあ
る「キッザニア」などの施設も、そういった
社会的ニーズに対応して登場してきたものだ
そうです。今回の 2年生の目標は

(1)働く ことの喜びゃ厳 しさ を、体験を
通 して知る。

(2 )実体験を通 して「働くことの意義J
を真剣に考え、 世の中が働く人々に
よって支えられている こと を知る。

( 3)社会人としての接 し方、マナーやル
ルをしっか りと身につける。

(4)職場体験を通 して、自分の生まれ育
った地域の産業を学ぶ。

でした。
今後も本校では、自分の「夢Jを実現する

ためにも、「働く」とはどういうことなのか、
しっかり考えさせたいと思います。

間|

少年'(])x.受i~iÆ大S

大谷6ん、橋山代表tvc堂々発表
3日、札幌市で少年の主張全道大会が開催

され、大谷陽和さんが槍山代表として堂々と
発表しました。

当日に発表された発表順はなんと r1番
目J。きっとすごい緊張感だったと思います。
しかし、それを見事に克服し、落ち着いて発
表してくれました。

残念ながら入賞は逃したものの、審査員の
方々からは「ユニークな内容の中にも、陽和
さんの生き方や考え方がしっかりと出てい
て、すばらしい内容でした。」との高い評価
をいただきました。

涜行シースシ毎前に

衛生的手洗い実習を実施
9~ 1 1日、今金町保健福祉課の保健師さ

んを講師に迎え、衛生的手洗い実習を行いま
した。
今年度取り組んでいる rS-ICTモデノレ事業J

の一環として、各学年ごとにしっかりとした
手洗いを学びました。

ブラックライトを使用し、通常の手洗いで
は落とせない汚れ(パイ菌)があることを知
り、衛生的手洗いの重要性を認識することが
できました。

秋の深まりと同時に、空気が乾燥し、様々
な感染症の流行期を迎えます。自分たちの力
でできる限り予防できるよう、しっかり備え
たいと思います。
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文化銀の:客動刈大詰rnllJ 10 !lJ1J"Aaa 
今年から文化祭の時期が早まり、本格的な

取り組み期間も終盤を迎えました。放課後に
校内を巡回すると、よりよいものにしようと
いう意気込みが今から感じられます。
詳細は先日御案内した通りです。

期日 :10月4日(日)
テ]マ:r終わりなき革命
~見せてあげよう情たちの友情とやらを

It's a ~~側 limeNJ 

となっています。
昨年度までと大きく変わった点は、

トコンクール形式li合唱のみ
i 全校合唱への取り組み

となります。生まれ変わった本校の文化祭に
ださい !

御家庭で話題にしてください I

携帯電話について
以前からいろいろな場面で話題になる携帯

電話(スマートフォンを含む)ですが、すでに
御存知の通り、今回の全国学力・学習状況調
査結果で、使いすぎと学力の関係、が取り上げ
られました。
今金中学校では、今まで「中学生には必要

なし」というスタンスで指導してきましたが、
それは今後も変わりません。しかし、いずれ

は使うことを考え、携帯安全教室などを通し
て、正しい使い方やマナーなどの指導も継続
していきます。
これを機会に、ぜひ御家庭でも話題にして

いただき、お子さんに持たせる場合、以下の
項目について、御理解と御協力をお願いいた
します。
「一一一一一

・誰と、と‘んな手段で連絡を取り合っている
のか、保護者がしっかりと把握する。
・料金が、いくらで、誰が払っているのか、
明確に子どもに知らせる。

進路選択に向I寸乞

峰山北宮崎胎官幽11144.佃
恒凶~~岡1φ駅八千，\，~刷

14日午後、 3年生が袷山北高で体験入学
に参加しました。ガイダンスに始まり、高校
生の現況報告を聞き、模擬授業が行われまし
た。いろんな教科の中から、希望するコース
に参加し、高校生活の一部分を体験すること
ができました。

*い歴史い幕…

自給爪4立Rrtl伐浦町Cゾ、11¥'
取ほω~võl)L+J昨|献厄}.ノハ
1 0月 1日に行われる北部駅伝大会のメン

ノfーが決定したのでお知らせします。
昭和の頃より長い歴史を刻んできたこの大

会も、今年度を最後に幕を下ろすことになり
ました。有終の美を飾りたいと、文化祭活動
が忙しい中、 選手たちは練習に励んできまし
た。当日は沿道で御声援くださいますよう、
お願いいたします。



区 男 子 女 子

ユ 大口楓斗 柴田情奈

2 木島霞太 早坂霞希
3 瀧翠泰基 杉内磨世
4 多田知弘 森屋造陽

5 村よ駕矢 可河杏秦

6 5頁田葵 辻恰秦

7 ー浦綾介 百萌花
楠 三浦峻輔 村瀬百美

欠 中川7阜介 八木捺弥

語Ff.J，.身刀潜eJジeJο'/5! 
音IJj舌 重11サ青幸毘

古野球
9/S(土)全日本少年軟式野球大付能HH退に参加

1回戦 ・今金 2ー O 桔梗O 惜敗

9/21(則、22(火)江主建設協会H'に参加

1回戦 O今金 8-2 江主上)00・快勝
準決勝 ・今金 Oー 7 筒・賊 O 惜敗

9/27(日)今初近隣新人戦lこ参加

2回戦 O今金 6-2 江批・上/国・ 快勝
決勝 ・今金 2-9 諸・賊 O 惜敗

=ーは事イ憂摩書長(~ー~.:>v
食敢闘賞水戸部尚斗

ヵ~V力-
9/12(土)晴山新人戦lこ参加

0今金 6-0 瀬棚・北槍山・ 快勝
。今金 11ー O 乙部 ・ 快勝

於今金中学校グランド
=ヨイ憂車券(~ー~.:>v

*最優秀選手川原楓罵
優秀選手 水口卓哉

カ男女パスケyト
9/12(土)婚山 ~l{t練習会』こ参加

古バレー
9/26(土)捨山 ~l{t練習会lこ参加

来他校との合同チームに関わるおしらせ
新人戦等への参加に関わり、以下の部で他

校との合同チームを編成することとなりまし
たので、お知らせします。

バレー11: 淵申~Ú)合間チーム
→本校は部員数6名だが、瀬棚中が 2名の
ため単独で、のチーム編成が不可能。

1 1月に行われる檎山新人戦参加を目処

主主主♀

来年の中体連には単独で、の参加を見据え、
現段階で力をつけていくための手段としての
選択です。これまで通りの御理解と御協力を
お願いします。

神安A(ta A)の予定
日 曜日 行事予定
l 木 檎山北部中体連駅伝大会
3 土 文化祭前日登校日
4 日 平成 27年度文化祭
5 月 振替休業日
6 火 振替休業日

7 71< 
学力ァスト (3年)
感染症対策研修会
芸術鑑賞会(槍山北高)

8 木 お弁当づくり学習 (3年)
PTAレク

9 金 専門委員会
1 0 土 英検
1 1 日 吹奏楽部定期演奏会
1 2 月 体育の日

1 3 火
PTAニ役・専門部長会議
1年生親子レク

14 7k 
お弁当づくり体験(3B) 
英語暗唱大会(厚沢部)

1 5 木 職員会議
お弁当づくり体験(3A) 

1 6 金 フッ化物洗口
漢字検定

1 7 土 パスケ道南新人戦(女子)
1 8 日 パスケ道南新人戦(男子)
1 9 月 交流給食
20 火 学校教育指導訪問

22 木
宿泊研修①(2年)
バイキング給食(3年)

23 金 宿泊研修②(2年)
2 5 日 いまかね図書まつり
27 火 認知症講話(2年)
28 水 生徒会役員選挙
30 金 フッ化物洗口
3 1 土 町総合文化祭


