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〒927-1213
珠洲市野々江町６の部１番地
Tel

学校公開＆文化祭

82-0250

Fax

82-3199

お待ちしています！
校長

時兼

秀充

朝夕の冷たい空気が秋の深まりを感じさせます。寒暖の差も大きくなり，
木々の葉が思い思いの色に染まる季節になると，学校には生徒たちの歌声が
広がります。今年も，文化祭の合唱コンクールに向けて，生徒たちは歌を通
してクラスの気持ちを一つにしようとしています。
学校全体では，生徒会執行部が中心となって，今年度の文化祭のスローガンを考え，生
徒一人一人が主体的に関わることのできる文化祭にするために，どのような文化祭を創り
上げていこうかを考え取り組んでいます。また，体育祭と同様に，燈軍・青軍に分かれて
行う団合唱にも，３年生のリーダーを中心に，学年の枠を超えて調和のとれた合唱にしよ
うと気持ちを一つにして練習を重ねています。
３年生は，これまでの経験を生かし，クラスの仲間に声を掛け合い，中学生活最後の合
唱に気持ちを込めています。２年生は，昨年，舞台に立ってクラスの仲間と気持ちを合わ
せた経験を踏まえて，昨年より質の高い合唱を創り上げようとしています。１年生は，中
学校での初めての合唱に緊張をしながらも，上級生の姿を見て，仲間と協力することの大
切さを学んでいます。
中学生の合唱のよさは，３年間の中で成長とともに声の質も変わっていきます。初々し
い１年生の発声が，学年を上がるごとに大人に近い声になっていき，美しいハーモニーを
生み出していきます。その過程で，成長の喜びや成長の証を感じることができます。
本番まで練習を重ねていくなかで，クラスの仲間と励まし合ったり，支え合ったり，時
には意見を交わしたりと，各クラスで様々なドラマが展開されます。このことを通して生
徒たちは人と関わることの大切さを学び成長しています。
当日は，賞が決まることになりますが，毎回，悔いのない合唱を
創り上げたときに流す生徒の喜びの涙に，合唱を通して見られる生
徒の成長を感じ取られます。今年も，思い出に残る感動的な合唱が
会場中に響き渡ることと思います。
❑「いしかわ教育ウィーク」１１月１日（金）～７日（木）

石川県は，１１月１日を「いしかわ教育の日」とし，その後の一週間，毎年，全小中高
等で授業や特色ある学校行事等を皆様にご覧いただいています。本校でも文化祭や道徳授
業参観，給食試食会などの行事を行います。
保護者やご家族はもちろん，地域の皆様もご自由にご来校いただき，生徒の様子などを
ご覧下さい。
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◇稲刈り体験（３年生）
９月３０日（月），３年生は稲刈りをしました。吉ヶ池の田ん
ぼに到着した時には，５月に泥だらけになりながら植えた稲が，
大きな稲穂になっていて，生徒たちはとても感動していました。
田んぼのお世話をしていただいている田畑さんや地域の方々
に刈り方や縛り方を教わりながら作業をすすめました。初めは
鎌の使い方がぎこちなく，うまく穂を刈り取れませんでしたが，
慣れてくると，どんどん刈り取っていき，すべて刈り取り終わ
った後の天日干しの様子は壮観でした。今回の体験を通して，
お米を作ることの大変さの一片を知ることができました。また，
今回稲刈りに行った時には，田んぼに雑草一つありませんでし
た。これまで水の管理や草刈り，害虫駆除など，地域の方々に
支えいただいていることを理解し，今後の学習につなげたいと思います。

◇わく・ワーク（職場）体験報告会（２年生）
９月２７日（金），１年生やお世話になった事業所の方を迎え
て，わく・ワーク体験報告会を行いました。挨拶や返事，コミ
ュニケーションの大切さなど，職場体験で学んだことや今後に
向けての意気込みを発表しました。
２年生はこの発表会を迎えるにあたり，①相手意識を持った
話し方の工夫，②プレゼンテーションの工夫，③立ち振る舞い，
といった３つの視点を設けて準備しました。
当日は緊張しながらも，練習した成果を十分に発揮し発表し
ていました。職場体験で学んだことや今回の報告会での経験を
今後の学校生活に生かしてほしいです。

◇県民移動「能」珠洲公演
１０月２日（水），ラポルトすずにて県民移動能珠洲公演があり，能や狂言を鑑賞しま
した。演目は，狂言「附子」と能「羽衣」。「附子」では笑い声が起こりました。「羽衣」
は，鮮やかな天女の舞と鼓や笛の音色が印象的でした。初めて鑑賞した生徒がほとんどで，
独特の雰囲気を味わうことができました。また，体験学習では，笛，小鼓，大鼓，太鼓の
４種類の楽器を体験したり，狂言の特徴である「話し言葉」を学んだりしました。楽器の
使い方や能楽の動きの難しさを実感することで，古くから伝わる伝統芸能について知るよ
い体験となりました。
体験した生徒からは，「太鼓を体験したけど，思っていたほど
いい音が出せなくて難しかった。」「指が痛くなったけど，楽し
かったので，またやってみたい。」「舞の体験では，お面を付け
ると視野がとても狭くなり，すり足するときに難しかった。」な
どの声が聞こえました。
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◇「菊炭の山里つくり」事前学習・講演会（１年生）
１０月２５日（金），植林体験の事前学習として，糸谷敏夫さ
ん・納谷春佳さんを招いて講演会を開催しました。お二人は市
内の耕作放棄地に「クヌギ」を植林し，珠洲の里山の環境保全
に努めています。講演では，植林を通じて日置地区の未来を創
りたいというふるさとへの思いや，植えた「クヌギ」が後に茶
道で用いられる菊炭となることなど，貴重なお話を聴くことが
できました。そして実際に植林体験し，珠洲の里山を守る活動
に参加します。植林をすることの意義や珠洲の里山を守り育む
ことの大変さを学ぶことで，珠洲の新たな未来を考えていくき
っかけとなればいいなと思います。また，今回の植林体験を通
じて得た気付きを今回限りで消化するのではなく，中学校３年
間を通して学び考え続けていきたいです。

◇交通安全キャンペーン・全校集会
１０月８日（火）の朝，珠洲警察署の協力を得て交通安全キ
ャンペーンを行いました。学校下の道路を通る車に停止してい
ただき，全校生徒が書いたメッセージカードを入れたポケット
ティッシュを運転手の方に手渡しました。当日は雨にもかかわ
らず，ボランティアも含めて６０名以上の生徒が参加し，地域
の方々に安全運転を呼びかけました。また，全校集会では，ノ
ーヘルメットでの事故の危険性を映像で見たり，生徒会からの
「交通安全宣言」をしたりして，自分たちが事故の当事者にな
らないようにルールやマナーの遵守を誓いました。
バス事故から３年が経ち，このキャンペーンも３回目を迎え
ました。このキャンペーンを通して，生徒一人一人が「交通安
全」に対する意識を高めてくれたらと思います。珠洲市のみな
らず，日本全国から交通事故が無くなることが私たち緑丘中学
校生徒，職員の願いです。安心・安全な住みよい地域となるよ
うに，今後も交通安全を呼びかけていきたいと思いますので，
今後ともご協力をお願いします。
この時間帯，通行された方々にはご迷惑をおかけしましたが，
笑顔で応えて頂きありがとうございました。

文化祭に向けて
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◇全能登中学校新人大会
◆男子バスケットボール部
・能登大会 優勝
・輪島大会 ２位 （県選抜大会出場

12/7・8）

◆女子バスケットボール部
・輪島大会 ３位 （県選抜大会出場

12/7・8）

・共通男子２００ｍ
・共通男子４００ｍ
・共通男子走幅跳
・共通男子４×１００ｍR
・１年女子１００ｍ
・１年女子４×１００ｍR

１位
４位
１位
７位
１位
１位
５位
３位

１１秒８７
１２秒３８
２４秒４３
１分０１秒４３
５ｍ９６
４８秒１１
１４秒２８
５７秒９４

２ 土

中村 耕大
石田 奈士
中村 耕大
圓堂 光一
石田 奈士
上田・石田・圓堂・中村
桶田 果歩
浅山・真脇・桶田・瓶子

◇石川県中学校新人相撲選手権大会
・団体の部 ３位 梅木・船橋・山下
・個人重量級 ３位 梅木 綾佑
◇石川県相撲選手権大会
・中学校の部 団体 ３位

事

1 金 ・学校公開（～７日）
・交通指導，安全点検日

２位

◆陸上競技部
・共通男子１００ｍ

行

3 日 文化の日
・文化祭
11

4 月 振替休日
奥能登タウンミーティング

月 5 火 ・「先輩に学ぶ」講演会
6 水
7 木 ・道徳授業参観
・ＰＴＡ給食試食会
・進路説明会（３年生）
・ダンス教室（２年生）
8 金 振替休業日
9 土
10 日
11 月 ・ＰＴＡ交通指導

坂東・梅木・干場

12 火 ・合同学習会
・学納金振替日

☆ＪＡ共済コンクール
・書道 半紙の部 佳作 瀬戸 彩紀子
・交通安全ポスター
銅賞 田中 ゆあ，金井 妃那
佳作 梶 愛海
☆日中韓国際青少年書道絵画交流展
・書道 金賞 刀祢 文音
銅賞 徳力 優月
☆防火コンクール
・書道 金賞 刀祢 文音，堺 胡春
銀賞 瀬戸 彩紀子，葛原 弓月
銅賞 新木 理萌，坂尻 千夏
佳作 徳力 優月，葛原 瑞穂
・標語 銀賞 谷内前 花穂

13 水
14 木 ・学力テスト（３年生）
15 金 ・学力テスト（３年生）
・交通指導
16 土
17 日
18 月
19 火 ・市教育委員会訪問
・チャレンジ２０２０スタート

22 金

いしかわ教育ウィーク
11月1日（金）～7日（木）
☆３日（日） 9:00～

文化祭

☆５日（火）13:40～

先輩に学ぶ公演会［第１体育館］
講師

12:30～

［第1体育館］
志々目哲也

氏（加賀友禅作家）

道徳授業参観

［各教室］

給食試食会

［会議室］

※事前に申込した保護者
13:40～

進路説明会

［２階多目的室］

※3年生徒・保護者参加
ダンス教室（2年生）［第１体育館］

短時間でもかまいませんので，ご自由に参観して
ください 。

23 土 勤労感謝の日
・全能登新人剣道大会（中能登中）
・リズムダンス県大会（松任文化会館）
24 日 ・珠洲吹奏楽祭（ラポルトすず）
25 月
26 火

子ども習字展
１１月２７日～１２月４日
場所：シーサイド

家庭 学習チャレンジ週間

20 水 ・避難訓練（火災対応）
・ＰＴＡ交通指導
・定時退校日
21 木

☆７日（木）11:40～

い しかわ 教育 ウィー ク（学 校公開 ）

◆野球

月 日 曜
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27 水 ・期末テスト
28 木 ・期末テスト
・巡回公演『東京混声合唱団』
29 金 ・期末テスト
30 土
全国トップクラスの合唱団が緑丘中で公演しま
す。是非，保護者・ 地域の皆様もご鑑賞くださ
い。 詳しい日程は，ＨＰに掲載します。
☆公演時間 １３：００～１５：１０

