平成３０年９月発行

生冠中だより
「第７２回体育大会「生冠の嵐を巻き起こせ！」そして，自尊感情を持てる生き方へ
校長 池之上 良和
「自分には，よいところがあると思いますか」
４月１７日に実施された全国学力・学習状況調査の生徒質問紙１番の質問事項です.１４年間の人生を積み
重ねてきた本校３年生はどう答えたでしょう。（7 月 31 日に結果が公表されました。）

また，２番の質問には，次のとおり答えています。

２番の質問事項は，「先生は，あなたのよいところを認めてくれていると思いますか」です。
さて，体育大会にはたくさんの保護者・地域の方々の参観をいただきました。あいにくの天候で，体育館
での開始となりましたが，生徒は久保七海実行委員長を中心に７月後半には準備・練習を始め，夏休みは応
援団長の指導で各団の応援練習を自主的に行っていました。そして，９日を迎えました。全体練習の時間は
わずかでしたが，さすが生冠中の生徒です。主体的な運営と競技・演技のすばらしさに，感動を一杯もらい
ました。目標があれば，創意工夫して成し遂げる力が備わっています。
全国学力・学習状況調査結果，【数学Ａ】【理
科】【数学への関心等】以外は課題があります
が，生冠中の生徒一人一人には，これまでの学
校・家庭・地域の教育で培われきたかけがえの
ない力があります。「自分を信じ，目標に向か
全国平均

って努力しつづける生徒」を育成していきたい
と思います。ご協力よろしくお願いします。

【H30 全国学力・学習状況調査結果チャート】

【体育大会閉会式講評 学校運営協議会会長】

コミュニティ・スクールとして
学力向上タイム
7 月 12 日（木）に，
7 月 19 日（木）学
２年の家庭分野で学
力向上タイムを実施
校支援ボランテイア
しました。全国学力・
を活用した授業を行
学習状況調査や鹿児
いました。内容は，各
島学習定着度調査等
グループに分かれて
の結果で，本校生徒の
ポークソテーまたは
活用に関する問題を
生姜焼きの調理実習
解く力をつけてあげ
でした。生徒達は，学
ることが課題として
校支援ボランテイア
分かりました。その改
の方々に調理方法等
善策に，これまでにな
について質問をした
い新しい取組として
りしながらグループ
実施しました。今回
で協力して実習を行
は，1 年社会，２年国語，３年数学の教科を行いまし
い，元気が出る美味しそうなものを作っていました。 た。
実習を終えた２年赤尾琉那さんは「初めて生姜焼きを 活用に関する問題は，例えば，数学では「計算をし
作ったから心配だったけど，みんなで協力して美味し なさい」という問題ではなく，様々な情報を読み取り，
いのが作れたので良かったです」と話をしてくれまし それを数学的に整理して考えていく中で計算をした
た。コミュニティ・スクールは，生徒１人１人への行 り図を書いたりしていくようなものです。教科学習だ
き届いた支援，生徒の規範意識やコミュニケーション けをしても解決できないものですが，問題に触れるこ
能力の向上，社会参画能力の育成等，様々な効果が期 と，また考え方や解き方について理解していく取組が
待されます。学校と地域との協働による教育実践，地 なければ解決には繋がらないため，そのような機会を
域の皆様，よろしくお願いします。
少しでも作っていこうということで行いました。
国民の祝日の改正
これからの社会で大きく問われていく力です。年３
7 月 12 日に（木）に市教育委員会から通知が届き，回の実施予定ですが，これを機に生徒達が進んで頑張
国民の祝日に関する法律の一部が改正されます。
っていってほしいなあと思います。
① ２０２０年以降 「体育の日」→「スポーツの日」 県総体男子バレーボール競技
② ２０２０年限定
７月２４日（火）
「海の日」
→ 7 月２３日
市総合体育館で県
「スポーツの日」 → 7 月 24 日
中体連総合体育大
「山の日」
→ 8 月 10 日
会男子バレーボー
原子力防災引渡訓練
ル競技が開催され，
７月１３日（金）生
本校男子バレー部
福保育所・生福小学校
は地区大会で優勝
との合同原子力防災引
し，この大会へ出場
渡訓練を実施しまし
しました。対戦相手
た。本地区はＵＰＺの
は出水地区代表の
原子力災害対策重点区
鷹巣中学校で，地区
域となっており，非常に意味をもつ訓練となります。 １位上がりの申し
１６時災害発生の想定で行いましたが，園児・児童・ 分の無い相手でし
生徒共に落ち着いて指示を聞きながら避難し，多くの た。地元開催という
保護者も時間を守り，係りの指示を聞きながら引取を こともあり大勢の応援者が集まって熱い応援をして
していました。訓練への意識が年々高まり課題が改善 くださる中で，本校の男バレチームは粘りを見せ，死
されてきています。訓練が活きることは，これまで起 力を尽くして戦っていました。結果は，残念ながらセ
こった災害で分かります。今後も様々な訓練が行われ ットカウント１－２で敗れましたが，数十年ぶりの地
ます。意識を高め取り組んでほしいと思います。保護 区優勝，そして，県大会での勇姿，素晴らしいもので
者や地域の皆さま，御協力ありがとうございました。 あり，新しい伝統を築いてくれました。

第２回学校運営協議会
第２回ＰＴＡ親子奉仕作業
７月２３日（月）
8 月 19 日（日）
第２回学校運営協
第２回ＰＴＡ親子
議会を開催しまし
奉仕作業を午前６
た。今回は，本校教
時３０分から約 1
職員と学校運営協
時間 30 分間行い
議会委員とで平成
ました。前半はグラ
３０年度後期活動
ウンドの草取りを全生徒・全保護者で行い，後半は分
計画についての話
担された場所で草回収や側溝掃除等を行いました。夏
し合いを中心に行
休みも残りわずかとなった良いタイミングで予定通
いました。本校教職
りに活動を行うことができ，素晴らしい学習環境とな
員と学校運営協議
りました。今回はニシタケ会の方々（本校を卒業をさ
会委員が同じ内容
れた方々）もボランテイアとして御参加いただきまし
について話し合う
た。皆さん，大変ありがとうございました。
場は，昨年度からコ
２学期スタート
ミュニティ・スクー
9 月 3 日（月）始業式
ルが始まりました
を行い，2 学期がスタート
が，今回が初めてで
しました。各学年生徒代表
した。学校と地域が
からは「勉強と部活動の両
どのような活動で
立」「『自分から』の意識」
どのように関わっ
「受験生の自覚と行動」と
ていくかについて
力強く抱負を発表してく
真剣に話し合い，「地域とともにある学校づくり」が れました。物事が始まる時の気持ちを日々大切にし
スタートした，大変意義ある会となりました。
て，素晴らしい２学期にしてほしいと思います。
市子どもサミット
第７２回体育大会
８月２日（木）市子
9 月９日（日）第 7
どもサミットが開催さ
２回体育大会を開催し
れました。本校からは
ました。練習から天候に
生徒会長の伊集院彩楽
左右され当日開催が心
さん（議長担当），淵
配されましたが，体育館
脇智子さんが参加しま
スタートで行うことが
した。今回は「ゲームやインターネットの問題点を話 できました。生徒は「風
し合い，よりよい使い方を考えよう」のテーマで，各 林火山～生冠の嵐を巻
学校からの意見をもとに活発な話合いが行われまし き起こせ～」のスローガ
た。その中で，利用する際には『時間や時間帯を決め ンのもと，各競技・役員
る』ことが大切であるとまとまりました。今後学校内 等を思いを込めて一生
にも結果を掲示します。各家庭でも子どもさんと十分 懸命に取り組んでいました。
後半
に話し合われ，保護者の責任のもとより良い利用をし は場所を校庭に移し，応援団演
てほしいと思います。
舞，
紅白対抗全員リレーを行うこ
とができました。結果は，競技の
生福地区敬老会
部は白組，
応援の部は紅組が優勝
９月２日（日）生福小で「生
でした。
それぞれの生徒にとって
福地区敬老会」が開催され，２
忘れられない良き思い出となっ
年砂坂健太君が敬老の方々への
日頃の感謝や，これからも元気で長生きしてほしいと たことと思います。保護者や地域の方々におかれまし
いう思いを代表として伝えました。また，今回は地域 ては，朝早くから御参加いただき，温かい御声援や拍
への貢献として２年淵脇智子さんも放送関係の仕事を 手を送っていただきました。また，体育大会終了後の
手伝いました。敬老の皆さん，これからも温かく私達 後片付けにおきましても最後までお手伝いをしてい
を見守っていただきますよう，
よろしくお願いします。ただきました。大変ありがとうございました。

【
１日（月） 中間服準備期間（期日変更あり）
２日（火） 書道教室（全学年）
市Ｐ連公開発表実行委員会
４日（木） 地区中学校駅伝競走大会
５日（金） 書道教室（全学年） 英語検定
７日（日） 第１３回市民体育大会
８日（月） 体育の日
９日（火） 中間服更衣（期日変更あり）
１１日（木）～１２日（金） 地区中体連新人大会
１３日（土） 土曜授業 敬老ふれあい活動
１４日（日） テスト前部活動休止
家庭学習強調週間（～１７日）
１５日（月） 定時退校日
１６日（火） 第２回単位ＰＴＡ会長会
１７日（水）～１８日（木） 中間テスト
１９日（金） 乗り入れ授業（英語）
市家庭教育学級全体研修会
２０日（土） 県中学陸上大会（～２１日）
２１日（日） 市女性連バザー
２４日（水） 後期生徒会組織づくり
乗り入れ授業（音楽-生福小）
２５日（木） 乗り入れ授業（音楽-冠岳小）
２６日（金） 生徒会引継式・新専門部会
九州ＰＴＡ研究大会レセプション
２７日（土） 漢字検定
九州ＰＴＡ研究大会（～２８日）
さざなみ旗バレー大会（～２８日）
３１日（水） 校内ロードレース大会事前健康診断

受賞おめでとう
◎第 1 回英語検定
３級 有川 直輝（3 年）
井之上孝一（３年），木ノ下貴央（３年）
古市 優愛（３年），吉村歩乃佳（１年）
４級 良井 響 （３年），大薗 咲幸（２年）
５級 松元 恒輝（２年），砂坂 康太（２年）
幾留 和希（２年），江口 朔那（２年）
堂園紗也花（２年），西田 周太（１年）
◎第 1 回漢字検定
準 2 級井之上孝一（3 年）
◎口腔衛生ポスターコンクール
特選 日高 舜介（１年）
入選 德重 真心（３年）
◎第 55 回南日本硬筆展
推薦 豊永 愛叶（１年），内田 詩 （２年）
金賞 吉村歩乃佳（１年），赤尾 琉那（２年）
岡﨑小巴留（２年），東
結花（２年）
幾留 拓 （２年），
銀賞 田島 翔太（１年），西田 周太（１年）
佐藤 孝則（２年），
銅賞 原田 響 （３年）
◎市理科作品展
入選 淵脇 智子（２年），吉村歩乃佳（１年）
◎市児童生徒作文コンクール
特選 江口 朔那（２年）
入選 吉村歩乃佳（１年），伊集院彩楽（３年）

☆ 私の「宝の本」・・・
☆ ３年 古市 優愛さん から
○ 書
名
襷を，君に
○ 著者名
蓮見 恭子
○ 出版社名
光文社
○ エピソード
この本は，題名のとおり襷をつなぐ競技，駅伝のお話
しです。私自身，陸上競技部に所属し主に中・長距離を
走っています。それで，友達に薦められ読んでみること
にしました。もともと私は本が好きですが，陸上関係の
本は読んだことがありませんでした。理由は，その頃タイ
イムがのびず，苦しい時期で，読むのをためらっていた
からでした。でも，読んでみると「よし！楽しく走ろう。
そしたら自然とタイムものびる」とポジティブに考えら
れるようになりました。走る楽しさを教えてくれた１冊
です。
「小さなことでもいいからまず何か 1 つ変えてみる。必ずそこに突破口があります。」

池井戸 潤
（作家：陸王，下町ロケット等）

