生冠中だより

令和３年 1 月発行

GIGA スクール構想の実現へ
～

１人１台端末は令和の学びの「スタンダード」

～
校 長

池之上 良和

令和３年，明けましておめでとうございます。
コロナと共に歩む時代ですが，かけがえのない１年です。一日一日を大切にしていきましょう。
さて，文科省からのリーフレットをもとに，GIGA スクール構想について説明していきます。
１

ＧＩＧＡスクール構想とは？
１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで特別な支援を必要と
する子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力
が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現する。

２

これまでの教育はどうなるの？
これまでの我が国の教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることにより、教師・児童生
徒の力を最大限に引き出す。

３

これまでの学習との違いは？
「１人１台端末」ではない環境

一
斉
学
習
個
別
学
習

・教師が大型提示装置等を用い
て説明し、子供たちの興味関
心意欲を高めることはできる
・全員が同時に同じ内容を学習
する（一人一人の理解度等に
応じた学びは困難）

協
働
・意見を発表する子供が限られ
(同)
る
学
習

学び
の
変化

学び
の
転換

「１人１台端末」の環境
・教師は授業中でも一人一人の反応
を把握できる
→子供たち一人一人の反応を踏まえ
た、双方向型の一斉授業が可能に
・各人が同時に別々の内容を学習
・個々人の学習履歴を記録
→一人一人の教育的ニーズや、
学習状況に応じた個別学習が可能
・一人一人の考えをお互いに
リアルタイムで共有
・子供同士で双方向の意見交
換が可能に
→各自の考えを即時に共有し、
多様な意見にも即時に触れられる

４

ICT の活用により充実する学習にはどんなものがあるの？
☑調べ学習
課題や目的に応じて、インターネット等を用い、様々な情報を主体的に収集・整
理・分析
☑表現・制作
推敲しながらの長文の作成や、写真・音声・動画等を用いた多様な資料・作品の
制作
☑遠隔教育
大学・海外・専門家との連携、過疎地・離島の子供たちが多様な考えに触れる機
会、入院中の子供と教室をつないだ学び
☑情報モラル教育 実際に情報・情報技術を活用する場面（収集・発信など）が増えることにより情
報モラルを意識する機会の増加

５

“１人１台”を活用して、各教科の学びはどう変わるの？
国語 書く過程を記録し、よりよい文章作成に役立てる
・文書作成ソフトで文章を書き、コメント機能等を用いて助言しあう
・文章作成ソフトの校閲機能を用いて推敲し、データを共有する
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社会 国内外のデータを加工して可視化したり、地図情報に統合したりして、
深く分析する
・各自で収集したデータや地図を重ね合わせ、情報を読み取る
・分析した情報を、プレゼンソフトで、わかりやすく加工して発表

算数・数学 関数や図形などの変化の様子を可視化して、繰り返し試行錯誤する
・画面上に表示した二次関数のグラフについて、式の値を変化させて動かしながら、
二次関数の特徴を考察する
・正多角形の基本的な性質をもとに、プログラミングを通して正多角形の作図を行う

理科 観察、実験を行い、動画等を使ってより深く分析・考察する
・観察、実験を動画等で記録することで、現象を科学的に分析し、考察を深める
・観察、実験のレポートやプレゼンテーション資料などを、写真やグラフを挿入するな
どして、一人一人が主体的に作成する

外国語 海外とつながる「本物のコミュニケーション」により、発信力を高める
・一人一人が海外の子供とつながり、英語で交流・議論を行う
・ライティングの自動添削機能やスピーキングの音声認識機能を使い、アウトプットの質と量
を大幅に高める

６
→

“１人１台”を活用して、何を目指しているの？
教科の学びをつなぎ，社会課題の解決に生かす

→ 良質な教育を通して良質な社会を創る

ICT を含む様々なツールを駆使して、各教科等での学びをつなぎ探究する STEAM 教育の展開
※Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics 等の各教科での学習を実社会での課題解決に
生かしていくための教科横断的な教育
探究のプロセスにおける様々な場面において、ICT の効果的な活用

課題の設定

実社会の問題状況に関わる課題、進路や教科
等、横断的な課題などを設定

情報の収集

文献検索、ネット検索、インタビュー、アンケ
ート、実験、フィールドワーク等

整理・分析

統計による分析、思考ツール、テキストマイニ
ング等で分析

まとめ・表現

論文作成、プレゼンテーション、ポスターセッシ
ョン、提言等で発信

私論ですが，対面授業や様々な交流，実体験に勝るものはないと思っています。どんなに時代が変わ
ろうとも教育の本質は変わらないと思います。
しかし，時代とともに教育方法は変わっていきます。大学入学共通テストについて，新しい学習指導
要領で学ぶ現在の中学 2 年生が受験する 2025 年度から出題教科や科目を変更して、現在の 6 教科 30 科
目から「情報」と「公共」を加えた 7 教科 21 科目に再編成する検討案をまとめたという報道もありま
した。ＡＩ(人工知能)やＩＣＴの利便性を活用していく力は，「読み・書き・算」と同じ基礎学力にな
っていきます。
相手（環境も含む）を思いやり，人間中心の明るく楽しい Society5.0 を創っていくために，生冠中
学校も GIGA スクール構想の実現に取り組んでいきます。

R2/6 月 １年社会科授業

R2/10 月 3 年 SDGs 発表会
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生福保育所へ保育実習に行ってきました
１２月７日（月）の２・３
校時に３年生が、家庭科の
授業で、生福保育所に保育
実習に行ってきました。
元気ハツラツな、園児に
戸惑いながらの保育実習で
したが、絵本読み聞かせや、家庭科の授業で作成した、ぬいぐるみなどで一緒に遊ぶ等、一生懸
命に取り組んでいました。

～伝統文化への誘い～
芸術文化事業（能・狂言）を行いました
１２月８日（火）に，本校体育館で芸術文化事業（能・狂言）を実施しました。当日は，生
福小の５・６年生も一緒に鑑賞しました。プロの方々による能や狂言は，迫力がありました。
室町時代の文化を感じながらの一時でした。
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１２月９日（水）に，２学期の授業参観，学校保健委員会（家庭教育学級），学級 PTA，総務
委員会を実施しました。今回は，学校保健委員会（家庭教育学級）を，Zoom を利用したオンラ
インで実施するなど，新しい試みも行いました。
３学期は，２月１７日（水）に実施します。よろしくお願いします。

１年生：英語 西別府教諭

２年生：理科 平野教諭

３年生：保健体育 祝部教諭
◆３学期の授業参観・学校保健委員会（家庭教育学級）・
学級ＰＴＡ・ＰＴＡ総務委員会の日程
◇ 期
日 令和３年２月１７日（水）
◇ 授業参観（５校時）１３：５０ ～ １４：４０
・ １年〔音 楽：音 楽 室〕
・ ２年〔総合的な学習の時間：２年教室〕
・ ３年〔社 会：３年教室〕
◇ 学校保健委員会１４：５０ ～ １５：５０
（家庭教育学級）
講 師：髙﨑 恵（オフィス ピュア）
演 題：人権について（お互いに学び合う人権）
◇ 学級ＰＴＡ １５：５５ ～ １６：４５
◇ 総務委員会 １７：００～
※ 変更される可能性もあります。あらかじめご了承ください。

①

学級ＰＴＡでは，来年度の学級委員長及び
学級副委員長の選出も行います。
② 授業参観の出欠確認は，オンラインで行い
ます。1 月 1９日（火）に，ＵＲＬをメールで送
信します。
③ 学校保健委員会（家庭教育学級），総務委
員会は美術室で実施予定です。
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～幕末・明治の郷土の歴史を学んできました～
１２月１１日（金）に，２年生が「薩摩英国留学生記念館」に見学
に行きました。当日は，１校時に事前学習を行い，午前９時３０分に
バスで生冠中を出発し，到着後。ガイド付きの施設見学と自由見学を
実施しました。
ご存じのように，幕末から明治にかけて，薩摩藩は大きな役割を果
たしています。いちき串木野市から，留学に旅立った若者達も，その
後の明治維新・近代国家の建設に尽力しました。
２年生のみなさんも，これらの歴史を学ぶ中で，地域社会や日本の将来のこと，自分自身の進
路等について考えもらえればと思います。

見学終了後の記念撮影
幕末から明治の歴史に
ついて学んだ一日でした。
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１２月１０・１１日（木・金）に，集団宿泊学習を実施しました。当初の予定では，５月１２～１４日
（火～木）で実施予定でしたが，新型コロナウイルス感染症拡大防止ため延期され，今回２泊３日の予定
を１泊２日に短縮して行いました。
新型コロナウイルス感染症対策として，宿泊学習期間中は検温や消毒などこまめに行うなど，例年と
は違う宿泊学習でしたが，１年生の１２名は，一生懸命に取り組み、協調性や思いやりの心、規律などを
学ぶ中で，クラスの輪を深めてくれたように感じています。４月には２年生に進級し，中堅学年となりま
す。この宿泊学習で学んだことを，生かして欲しいと思います。
＜１日目：１２月１０日（木）＞

１日目は，カヌー体験を行
いました。
生冠中の生徒を歓迎して
「エイ」が，会いに来てくれた
そうです。
出発式

入所式

カヌー体験

＜２日目：１２月１１日（金）＞

２日目の「コルクタイルコースター」作成の様子
と，退所式終了後の記念撮影です。
４月からは，いよいよ２年生。元気よく，みなさん
らしくがんばってくれることを期待しています。
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～生徒代表の２学期の反省と３学期の決意の言葉～
２学期終業式：令和２年１２月２４日（木）実施
１年代表：甫立 芽依さん
私たちが中学生になって初めて迎えた２学期にはいろいろな行事がありました。夏休みから応援団練習
に励んだ体育大会に始まり、文化祭やロードレース大会、宿泊学習です。走ることが苦手は私にとって学校
行事で一番憂鬱なロードレース大会でしたが，３㎞を走りきれたことは自分にとって大きな自信になりま
した。また，文化祭では，意見を出し合い自分たちらしい劇を発表することができました。宿泊学習では，
カヌーや団体生活をとおして，みんなで協力する大切さを学びました。学んだことをこれからの学級生活に
生かしていきたいと思います。また，学級課題である自分の意見を言葉に出すということも意識していきたいと思います。学習面では，学習の仕
方に無駄がないかを考えたり，見返したいときに分かりやすいノートづくりを工夫したり等、１学期の反省を生かして取り組むことができました。
コロナ禍の中で，例年とは違う制限があった中、たくさんの方のおかげで色々な経験をすることができました。明日から冬休みを迎えますが，３
点固定の生活を守り，生活のリズムがくずれないよう心がけたいと思います。また，苦手教科を中心にしっかり復習すること，体力つくりに取り
組むなど３学期を健康で迎えられるようにしたいです。
２年代表：山上 聖音さん
私は，２学期を振り返ってみると，自分を見つめ直すことができた学期だったと思います。学習面で
は，１１月下旬にあった期末テストで，私は自分の目標を上回る点数をとることができました。ですが，
数学だけが１学期の期末よりぐんと下がってしまいました。それは，テスト勉強不足や家庭学習でのワー
クの取り組みなどができていなかったことが原因です。なので冬休みでは数学を中心とした勉強をした
いです。部活動では，私は９月からキャプテンを努めることになりました。現在の女子バレー部は５人で
す。大会には出られない歯がゆさなど悔しい気持ちはありますが，私達は今，少しでもレベルアップできるよう日々頑張っています。練習試合で
は他校から２名ほど借りて１勝でも多く勝てるようにボールを繋いでいます。この成果が無駄にならないようにキャプテンとしてチームをまとめ
ていきたいです。まだまだコロナと付き合わなければなりませんが，対策をしっかりして良い年を迎えましょう。
３年代表：川崎 將斗さん
最後の体育大会は新型コロナウイルスで種目が少なくなり，出場機会が減り，残念でした。しかし，１５０
０メートル走に参加して途中で足がつってしまいましたが，最後まで走りきり３位でした。文化祭では，シ
ンデレラの劇をしましたが，僕は姉役を演じました。女性の声や仕草を演じるために練習し，役をやり遂げ
ることができました。クラスの和が一層深まったと思いました。３年生は，１月末から私立高校受験が始ま
り，３月には公立高校受験があります。この冬休みは三点固定をしっかり心がけ，加湿や換気にも気をつけて，受験勉強も生活面もしっかりして
いきたいです。みんなが笑顔で卒業できるように，全員で受験を頑張っていきましょう。
３学期始業式：令和３年１月８日（金）実施
１年代表：幾留 佳純さん
私には冬休みの反省が２つあります。まず，私は，冬休みの宿題を早く終わらすという目標をたてていま
した。ですが，勉強する日とあまりしない日の差がはげしくなってしまいました。３学期ではあまり差がで
ないようにしたいと思います。次に運動のことです。私は運動することが苦手で，夏休みや冬休みの体力つ
くりは，嫌だと思いながら，縄跳びをしたり，家の中でできることをしたりしていました。しかし今年の冬
休みに，自分に合った運動を見つけました。それは，ウォーキングです。なぜ，私に合っているのかというと，歩きながらいろいろ考えることが
できるからです。例えば，植物がコンクリートの隙間に少しの土でどのように根をはって育っているのかなどです。私はそういう少しのことを考
えることが好きです。ウォーキングをしていると少しの疑問がたくさん出てきて考えることが楽しくなります。私の３学期の目標は，一日一日を
大切に楽しく過ごすことです。苦手な教科の勉強や宿題なども楽しいと感じるように取り組み、ハッピーに過ごしていきたいです。
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２年代表：二見 聖也さん
僕が冬休みの中で，一番取り組めなかったのが「三点固定」の生活です。冬休みの前、何時に起きて，
何時に机に向かって，何時に寝るということをしっかりと決めていましたが，まったく守れていませんで
した。母に起こされてもすぐに起きず，起きたとしても。二度寝してしまいました。また，ゲームに集中
しすぎてあまり寝られませんでした。だからこの冬休みはダメダメな冬休みでした。この冬休みの生活を
反省して，３学期にがんばりたいことが二つあります。まず，母に起こしてもらうのではなく，自分一人
で起きることです。そのために，アラームをしっかりとセットして起きられるように，努力したいです。次にゲームをする時間を短くして，早め
に寝ることです。以前は，時間を守れていなかったので，これからは計画的に時間を決めて，実行したいです。このように，冬休みはしっかりと
した生活リズムに取り組めなかったですが，１年後の進路実現をめざし，３学期に改善できるように，計画を立てて頑張っていきたいと思います。
３年代表：重信 省吾さん
今年の冬休みは，今までで一番緊張感をそばで感じて送った，冬休みでした。１月末には，私立高校，
３月には公立高校受験があります。それぞれが自分の夢や目標に向かって励んでいるので，遅れをとらな
いように僕もがんばりたいです。受験が終わると，次に来るのは卒業式です。３年間，共に過ごした友達
とも道が別れてしまうので勉強もしながら，思い出もつくっていけるような，残りの学校生活にしていき
たいと思います。この冬休みを受験生として，ベストの生活を送れたかと考えると，１日の勉強時間が少
ない日もあったので，その分をカバーできるように，勉強への意識を上げ，受験生としての自覚をもち，継続させられるようにしたいです

生冠中では,２学期末の学校評価と三校ＰＴＡ共通実践事項の保護者アンケート
令和２年１０月２１日（水）南日本新聞
をオンライン回答で実施いたしました。また，二トン会の門松つくりの出欠確認もオ
ンラインで行いました。ご協力いただきありがとうございました。
今回は,Googlefoam で作成し，URL をメールで配信する方法で実施しました。まだ，
慣れない点もあり、ご迷惑をおかけしましたが，３学期も引き続き，オンラインによ
るアンケート回答や出欠確認を実施していきます。また，２学期の取り組みの課題と
して，提出率の低下がありました。なお，取り組みの中で見えてきました課題につき
ましては，解決策を検討し，改善につなげていきたいと考えています。
今後は，ＧＩＧＡスクール構想により生徒一人一人にタブレットが準備されます。
また，新型コロナウイルス感染症対策として，オンライン授業やテレワークの取り組
みも行われていくことが予想されています。生冠中は，次の時代を見据え，デジタル
化の取り組みを進めて参りますので，ご協力をお願いします。

＜門松つくり＞
１２月２０日（日）に，門松つくりを行いました。今
回も学校運営協議会の久保委員の指導を受け，二トン会
のみなさんと，男女バレー部で行いました。令和３年が
皆様にとりまして素晴らしい年になることを祈念いた
します。
＜２月の主な日程＞
４日（木）
：三校家庭学習強調週間スタート
５日（金）
：新入学生説明会
８日（月）
：学校運営協議会
９日（火）～１２日（金）
：学年末テスト
１３日（土）
：土曜授業
１７日（水）
：授業参観，学校保健委員会（家庭教育学級）
学級ＰＴＡ ＰＴＡ総務委員会
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公立高校入学者選抜関係 ※例年と違います
◇

２月 ４日（木）；推薦選抜
18 日（木）：推薦選抜(コロナ未受検者)

◇

３月 ９～１０日（火・水）：学力検査
１７日（水）：合格発表
２４日（水）：第二次選抜
コロナ未受検者 追加選抜

