
 
3 年生、希望進路実現にむけて 

 夏休み中の５日間，

３年生は学校で学習会

を行っています。５教

科の先生方と，これま

での学習の振り返りや

更なるレベルアップに

向けて頑張りました。    

２学期は，各高校の

体験入学や進路決定のための三者懇談もありま

す。ある進学校の先生は「受験はチームワーク

だ。周りががんばれば、お互いに刺激されて勉強

の効果はグンと上がる」とおっしゃっていまし

た。ぜひ３年生全体で大きく成長する２学期にな

ってほしいです。 

 
豊浦小学習

会へ協力 

 豊浦小学校で行われ

た３日間の夏休み学習

会。そこに中学生が採

点などのお手伝いに参

加しています。今年は

次の１１人ががんばってくれました。 

１年生：山口蓮・切金歩大・高田華奈・渡辺愛琉 

秋田谷拓人・橋本果樹・山田葵・安田望生 

２年生：河内陽・藤原かの 

３年生： 金那菜 

８月２１日(火)２学期のスタートとなる始業式

で、各学年から代表生徒が夏休みの思い出と２学期

の目標を発表しました。それぞれ、個人の思い出と

抱負を発表した後に、学年としての抱負を次のよう

に発表してくれました。（一部抜粋） 

１年生 山口 蓮 君 
学級としては、２学期にある定期テスト、学

力テストで１学期の期末テスト平均点３２５点を
超えられるようにみんなで頑張りたいです。学校
祭など初めての行事がたくさんあるので，今まで
より協力することを意識していきたいです。 

２年生 酒井 敦成 君 
 ２学期は学校祭など、大きな行事もあるので、
クラスで協力してがんばりたいです。 

３年生 根笹 有紗 さん 
 ２学期は、最後の学校祭や受験があります。ど
ちらも悔いの残らないようにしっかりやり、みん
なで協力して頑張っていきたいと思います。 

２学期主な行事 
＜９月＞ 
・学校祭…１５日(土) 
・マラソン記録会…２６日(火) 雨天時は２８日 
＜１０月＞ 
・中間テスト…１日(月) 
・生徒会役員選挙…１１日(木) 
・一日参観日…１６日(火) 午後から役員認証式 
・２年生職場体験…１７日(水) 
＜１１月＞ 
・３年生進路保護者説明会…２日(金) 
・期末テスト…２１日(水) 
＜１２月＞ 
・３年生三者面談…７日(金)～１１日(火) 
・全校レク…２０日(木) 
・総合プレゼンテーション，参観日…２１日(金) 
・終業式…２２日(土) 

 ７ 月２ ６ 日(木) 

 １学期終業式の日、伊達
地区保護司会(豊浦分区)
保護司，荒康夫氏を講師と
して「社会を明るくする運
動」の講話会を行いまし
た。みんなで支え合い、そ
れぞれが活躍できる場所

をつくることで、犯罪がおきない町をつくってい
く大切さを学んでいます。最後に生徒を代表して，
３年生、根笹有紗さんが講話の感想と充実した夏
休みにしてくことを発表しました。 

豊浦中学校 学校便り 
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【学校教育目標】 

進取…進んで学び正しく判断する生徒 

共創…豊かな心をもち協力して生活を高める生徒 

鍛錬…たくましい心身をもち最後までやり抜く生徒 



 

７月上旬に実施した下記のアンケートの回収率は

85.5％でした。お忙しいところご協力いただき誠にあり

がとうございました。４段階評価の平均が 2.5ですので、

どの項目もとても高い評価をいただき重ねて御礼申し

上げます。 

 質問項目 生徒 保護者 

1 先生たちは、生徒の興味関心を高め、分かりや

すい授業を行っていると思いますか。 
3.58 3.05 

2 数学や英語の授業は、複数の先生で行っていま

すが、学力を伸ばす上で効果的だと思います

か。 

3.69 3.22 

3 コンピュータや視聴覚教材等の ICT 機器を使う

ことは授業への意欲を高めるために効果的だと

思いますか。 

3.64 3.50 

4 「家庭学習のすすめ」(手引き）を活用した学習集

会や家庭学習のノート展等の取り組みは、家庭

学習の定着に効果的な取り組みだと思います

か。 

3.28 3.05 

5 道徳の授業は、自分の考えをもとに、議論した

り、自分とは異なる考えに接することにより、自

分の考えを深める時間となっていると思います

か。 

3.44 3.05 

6 修学旅行では広島平和記念公園へ行き、小学 6

年生が中学２年生と共に事前・事後学習に力を

入れ「平和学習」や「平和への願いを込めた合

唱」を行っています。引き続き、修学旅行と連動

した「平和学習」を継続した方がいいと思います

か。 

3.56 3.18 

7 体育大会や修学旅行、宿泊研修、見学旅行等の

取り組みを通して、仲間同士・生徒と先生方との

人間関係が深まり、よりよい集団づくりの基礎を

築く活動になっていると思いますか。 

3.69 3.47 

8 全校生徒が交流する生徒会活動（全校給食や全

校レク等）が、いじめの未然防止等に効果的な

取り組みになっていると思いますか。 

3.15 2.94 

9 先生たちは教育相談・生活アンケートなどや日

常の交流を通じてみなさんの様子の変化に気を

配っていますが、悩みなどの解決につながって

いると思いますか。 

3.24 2.86 

10 生徒たちが運動の大切さや楽しさを実感できる

ように、体育の授業や体育的行事等の活動内容

が工夫されていると思いますか。 

3.57 2.92 

11 学級目標を意識して学校生活を送っています

か。 
3.32 2.98 

12 人権侵害、薬物乱用、ネットトラブル、偏食といっ

た課題への対応として、学校以外から講師を招

いて授業を行っていますが、今後とも必要であ

ると思いますか。 

3.52 3.58 

13 職業調べや職業体験学習、高校説明会等のキ

ャリア教育は、将来の進路を決定するために必

要な取り組みだと思いますか。 

3.76 3.54 

14 学校での出来事をおうちの人と話しています

か。 
3.26 3.35 

特に、アンケート結果等を生かして、３つのことを改

善してまいります。 

１点目は、視聴覚教室を増やします。特に、英語の

授業で活用し、英語のシャワーを浴びることができるよう

な効率的効果的な ICTの活用を試みます。 

２点目は、地域の教育力や外部人材を積極的活

用させていただきます。職場体験学習（10 月）では、

生徒の希望に沿っていただき、たくさんの事業所か

ら受入れの快諾をいただきました。 

３点目は、教育相談体制の充実を試みます。新体

力テストや生活リズムチェックシート、全国学力学習

状況調査や標準学力検査や定期テスト等の結果を

一元化し、学習面・生活面等についても振り返ること

ができるように校内体制を整えます。 

引き続き「学んでよかった」「学ばせてよかった」「学

びを支援してよかった」と思っていただける「三方よし」

を目指し、教職員一丸となり、スモールメリットを生かし

た教育活動を推進してまいります。次回は１１月下旬

を予定していますので、ご協力のほどよろしくお願

いします。 

 

保護者からいただいたご意見とその回答 
・子どもにとって，信頼できる，とてもよい先生

方が多いようで安心しています。もっと学級通

信を増やしてほしいなと思います。 

・学校が楽しいと言っている。それに報告がいっ 

ぱいで帰ってくるのが楽しみであります。 

→中学生になると，家庭での会話も減少すること

が多いなか，学校のことが話題にあがっている

ことはうれしく思います。しかしながら，今回

のアンケートでもわかるとおり，「学校でのこ

とを家庭で話しているか」という質問項目では，

保護者回答より生徒回答の方が下回っていま



す。大人として，生徒は発達段階上，すべてを

話しているわけでもなく，自分たちの心の中に

留めているものもあることを理解したうえで，

学校と家庭で連携を深めて，生徒たちの成長を

支援していければと思います。現在，学校では

学校だより，学級通信，生徒指導部だより，保

健だより，進路通信などのおたよりやまちコミ

によるタイムラインによる日常の活動の発信

（まちコミ登録者のみになりますが）等さまざ

まな手段で情報を発信しております。ご意見に

あります通信を増やしてほしいご要望は，それ

だけ関心が深い表れと考えており，その期待に

応えられるようにしていきたいと思います。ま

た，参観日等，授業・行事の公開時には，多く

の方々のご来校をお待ちしております。 

 

・宿題が多すぎて，ただこなしている感じになっ

ていると思う。全く意味がない。授業日数が足

りないのであれば，土曜日登校も有りだと思い

ます。 

→ご意見，ありがとうございます。現在，中学校

では４月の土曜参観，学校祭の土曜開催など，

生徒の負担を考慮しながら土曜授業を実施して

おります。幸いにも，中学校で決められた年間

の授業時数は確保されています。しかし，昨年

度秋に全学年で実施した学習アンケート等よ

り，平日・休日の家庭学習時間が平均的な中学

生の家庭学習時間や豊浦町学習ガイド「きずな」

で推奨される時間よりも短いことがわかってい

ます。今年度はその中で，家庭学習ノートの活

用に焦点をあて学校の授業を振り返り定着させ

ることを行ってきました。ご指摘にありました

「宿題の質」に関しましては貴重なご意見とし

て，今後も授業の質の向上，家庭学習の充実を

目指す中で参考にさせていただきます。 

 

・いつもお世話になり，ありがとうございます。

先月の高校説明会へ出席させて頂き，個人的に

思ったことがありました。各高校の先生方から

直接学校の説明を聞くことができる貴重な機会

ですので，受検が迫った 3 年生の生徒が 1 度だ

け出席するのではなく，進路決定を次年度に控

えている 2 年生の生徒や 1 年生も一緒に聞いて

も良いのでは？と感じました。自分の中学校の

近くにはどういった高校がどれだけあって，進

みたいと思っている高校が現在どういうふうで

あるのか？など，早くから少しずつでも実感し

たり，心に留めて置くことができる機会が増え

たりすることはプラスでは…？と思いました。 

→進路学習に対する積極的なご意見ありがとうご

ざいます。豊浦中学校では「職業」や「高校」

について１学年から学活や行事など様々な場面

で学習する機会をもっています。出席された「高

校説明会」もそれらの学習の一部になります。

これらの３ヶ年の学習は，その内容や成果を検

証する際のご意見とさせていただきます。 

 

 

１階にもＩＣＴ教室開設 
 よりわかりやすい授業を行うために、生徒の視

覚に訴え、主体的に活動する学習ができるよう、

１階にもＩＣＴ教室

を開設しました。こ

れまでは２階にしか 

ありませんでした

が、パソコン室も含

めて、同時に全学年

が視聴覚機器を活用

した授業が行えるようになりました。 

 

 

 ８月２０日（金）今年度は「和楽器」をテーマ

にとわにーで開催されました。４人グループ「和

心ブラザーズ」による迫力ある三味線＆和太鼓演

奏に手拍子を送ったり、体験演奏（写真）に参加

したりするなど充実した時間を過ごしました。 

 

 

 本校卒業生，平塚七海先生

（星槎道都大学⒋年生）が、

８月２７日（月）から保健体

育の実習を行っています。学

校祭 までの３週間、母校で自分の将来にむけた

実習をがんばっています。 



 

８月２７日（月）平和学

習講演として、とわにーで

核兵器廃絶長崎連絡協議

会の光岡華子様と長江早

紀様をお招きして、現在の

核兵器の現状についてお

話をいただきました。現

在、お二人は長崎大学に通いながらユース団体に

所属し、講演をされています。生徒たちは、これ

まで自分たちで勉強してきた戦争など過去の出来

事に対して、現在の状況の話を聞き、学びを深め

ていました。 

 

 

 

 

 

＜バドミントン部＞ 

全道中学校体育大会 

８月４日（土）・５日(日) 深川市総合体育館 

〇女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 大澤未来・坂本心愛 出場 

 

＜男子バレー部＞  

第９回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチ 

バレーボール大会に合同チームとして参加 

８月１２日（日）・１３日(月) 神奈川県 

予選リーグ突破、１部トーナメント進出  

 

＜吹奏楽部＞ 

第６３回日胆地区吹奏がコンクール 銀賞 

 ８月４日（土） 苫小牧市市民会館 

三校(豊中・虻中・栄高)合同演奏会 

 ８月８日(水) とわにー出演 

 

＜陸上部＞ 

道央中学陸上選手権大会(千歳市)  

８月４日(土) 出場 

 大瀬瑞生 100m…12秒 58、走り幅跳び…4m64 

斉藤修弥記念大会(室蘭入江競技場) 

 ８月１８日(土) 出場         

大瀬瑞生 100m…12秒 67、300m…43秒 19 

中学校新人予選会(室蘭入江競技場) 

 ８月２５日(土)・２６日(日) 出場 

  藤原かの 100m…16秒 58、走り幅跳び…3m14   

 

スローガン発表 

「ｓｈｉｐ」( ｼｯﾌﾟ ) 

現在、放課後に各部門ご

とに準備作業中です。 

日 曜

2 日

3 月

5 水

7 金

8 土

10 月

12 水

14 金

15 土

16 日

17 月

19 水

23 日

24 月

25 火

26 水

28 金 マラソン記録会予備日

フッ化物洗口　全校給食

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗ－来校日
生徒会選挙役員公示

フッ化物洗口　マラソン記録会
専門委員会　職員会議
テスト週間

秋分の日

振替休日

学校祭前日準備　実習生離任式

フッ化物洗口
３年学力テストＡ

敬老の日

学校祭

ノー・ゲームデ－

ノー・ゲームデ－大岸神社祭典
吹…ぬくもりの郷出演
陸上…北海道ジュニア選手権

校 内 関 係

フッ化物洗口

学校祭特別日課Ⅱ開始

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日

学校祭合唱中間発表

豊浦神社祭典（吹奏楽出演）

８月２７日の給食は、１年生が佐藤栄養教

諭の授業の中で考えたものから、当時の３班 

の献立が採用されま 

した。「こぎつねご 

はん」「味噌汁」「き 

ゅうりのツナ和え」 

「ベビーチーズ」を 

           おいしくいただきま 

した。 


