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１２月号

〒927-1213
珠洲市野々江町６の部１番地
Tel

82-0250

Fax

82-3199

成功体験を自信につなげる！

校長

時兼

秀充

樹々が葉を落とし，落葉が冷たい風に舞う光景は，まさしく師走到来を
感じさせます。そして，師走の慌ただしさとともに新年を迎える期待が膨
らむ月でもあります。先日，期末テストも終了し，いよいよ３年生にとっ
て，本格的な進路実現に向けてのカレンダーがスタートします。
２学期を少し振り返って見ると，夏休み明けの修学旅行に始まり，体育祭，新人大会，
中間テスト，文化祭，リズムダンス大会等，目まぐるしく時間が過ぎて行きました。１年
生は，学年集会等をとおして，１年生の凡事徹底とは何かを考えながら，日々の学校生活
がより充実するように取り組んできました。また，夏の体験活動に続き，菊炭づくりの植
林活動に参加することで，珠洲市の自然の豊かさと保全活動の大切さを学び，その珠洲の
豊かな自然や文化を文化祭のパーカッションで表現しました。２年生は，３年生から伝承
した部活動のリーダーとして１年生をリードし，市新人大会や全能登大会で素晴らしい成
績を納めることができました。また，学校生活でも，３年生が修学旅行で不在の時に１年
生をリードしたり，時には３年生を支えたりと中堅学年として活躍し，先日行われた「ふ
れあいダンスコンクール石川県大会」でも，心を一つにした一体感のあるダンスを披露し
ました。３年生は，それぞれの行事に「最後の」という言葉がついてくる中で，１つ１つ
の行事にこれまでの思いを詰めて一生懸命取り組む姿が印象的でした。特に，文化祭では，
中学校生活の集大成という思いがよく伝わる合唱や演劇を披露しました。このように，さ
まざまな行事や体験を通して多くのことを学び，成功させる中で満足感や達成感を味わう
ことができました。それらの経験が生徒一人一人の自信につながることを願っています。
また，３年生にとっては進路実現に向けて，とても重要な時期となってきました。３階
の階段踊り場には「昨日の自分を超えるため

今の自分を信じてあげて

５６人全員の進

路実現」という言葉が掲示してあります。それぞれの進路を実現するためにも，互いに支
え合いながら，向上心と努力を大切に頑張ってほしいと思います。
さて，毎年年末になると，今年一年を表す漢字が発表されます。今年は一体どんな漢字
が選ばれるのでしょうか。皆さんはこの一年を振り返ってどんな漢字で表しますか？「師
走」ということで，ついつい忙しさに追い回されがちですが，このような時にこそ，落ち
着いて今年一年をどんな漢字で表すか，考えてみることも大切
なのではないでしょうか。

各ご家庭におかれましては，年末

・年始を控え，その準備等でお忙しい時期を迎えられるかと思
います。是非，子ども達にも大掃除等，家庭の一員としての役
割を果たさせながら，大きな節目を迎えさせてください。
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☆学校評価結果（中間）について
１学期末の保護者・生徒・教職員アンケートの結果と中間自己評価をもとに，学校評議
員会及び学校関係者評価委員会を行いました。自己評価や委員会で頂いたご意見等を後期
の活動計画に活かし，指導改善を行っています。（●結果，◇改善策）
１「凡事徹底」＋「創造」

総合評価

Ａ

●総合評価はＡとしたが，
「元気なあいさつや返事」
「学校の決まり」
「時間を守る」などは，
まだまだ十分ではない。
◇生徒によりよい姿を考えさせることで，学校全体の「凡事徹底」のレベルを上げる。

２

学ぶ意欲の育成を重点とした学力の向上

総合評価

Ｂ

●教職員アンケートでは，授業実践に関係する項目でＢ評価が多かった。
◇研究授業や校内研修会を通して，授業力の向上に努める。
●どのアンケートも家庭学習に関する項目では，Ｂ・Ｃ評価が多かった。
◇家庭学習の目標時間「１日９０分以上」（H30 平日 36.7 ％，土日 63.9 ％）を「１週間で
６００分以上」に変更したことで，生徒の目標達成状況は 60.6 ％に改善された。１週間
の予定を見通して，１日の学習時間を計画することで，個に応じて取り組めるようにな
り，目標達成者が増えた。今後は 80 ％以上が達成できるように，復習だけでなく，予習
の定着も図る。

３

豊かな人間性，健康，体力の育成

総合評価

Ａ

●教職員アンケート「考え・議論する道徳の実践」，保護者アンケート「教職員は子どもた
ちの気持ちや内面を理解している」がＢ評価であった。
◇道徳だけでなく，全教科を通して生徒どうしの対話活動を重視した授業づくりを行うた
めの校内研修会を充実させる。
◇定期相談における個人面談だけでなく，教職員が業務改善を意識することで，生徒一人
一人と向き合う時間を確保する。

４

魅力ある学校づくりの推進

総合評価

Ｂ

●教職員アンケート「『中学生と進路』の活用」，「勤務時間の意識」がＣ評価であった。
◇『中学生と進路』の活用を見直し，学級・学校での生活づくり，自己の成長や健康安全，
３年間を見通したキャリア教育の充実を図る。
◇教員の時間外勤務時間は減少傾向にあるので，勤務時間を有効に活用できるように工夫
改善を行う。

５

家庭・地域・小学校・高等学校との連携

総合評価

Ａ

◇毎日のＨＰ更新，学校だよりの校下全戸回覧を行い，開かれた学校づくりに努めている。

◇進路説明会（３年生）
１１月７日（木），３年生とその保護者を対象に進路説明会を
行いました。前半は，能登高校と飯田高校の先生方に，それぞ
れの高校の特色について説明していただきました。生徒たちは
真剣な表情で，説明を聞いていました。後半は，入試までの日
程や手続等の説明を行いました。
３年生は，先日も学力テストに取り組み，３月の公立高校一
般入試に向けて，頑張っています。志望校合格に向けて，全力でがんばってほしいですね。
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◇文化祭
１１月３日（日），「OVER HEAT で完全燃焼～輝け!ふるさと きらめけ!MY HEART ～」のス
ローガンのもと，本校文化祭が行われました。合唱コンクール，
演劇(３年生），群読(２年），ふるさとパーカッション(１年），
オンステージなど，学級，学年，そして団で練習してきたこと
を披露することができました。
練習中は学級によって涙あり，笑いありのドラマが展開され
たようですが，最後はどの学級も団結力が高まり，素晴らしい
文化祭を創り上げることができました。（HP に写真公開中)

◇「先輩に学ぶ」講演会

講師：志々目哲也

合唱コンクール最優秀賞
☆団合唱の部 青軍
☆１年生の部 １０１
☆２年生の部 ２０２
☆３年生の部 ３０１

氏

１１月５日（火），「先輩に学ぶ」講演会を行いました。緑丘
中学校卒業生の志々目哲也氏に『夢を追いかけて』という題で
お話していただきました。デザイン学校に進学したがカルチャ
ーショックから挫折を味わい，事故による入院を経験したが，
自分はまだ描きたい絵を描いていないことに気付き，再スター
トして頑張ったそうです。
「誰かの真似をすることは簡単だが一流にはなれない。一流になるには自分の感性を大
切にしてゼロから何かを創造することに挑戦しよう」と，ゼロを１にする難しさと大切さ
を生徒に伝えていただきました。

◇全国小中学生リズムダンスふれあいコンクール石川県大会（２年生）
１１月２３日（土），松任文化会館においてリズムダンスふれ
あいコンクール石川県大会が行われました。大会の結果，自由
曲部門で２０２が全国大会に出場する権利を得ました。規定曲
部門に参加した２０１は，全員笑顔で息の合ったダンスを披露
しましたが，残念ながら全国大会出場とはなりませんでした。
この大会に向けて，ダンスリーダーを中心に試行錯誤しなが
ら振り付けを考えてきました。７日（木）には，日本航空高校
石川の田辺先生を講師に迎えてダンス教室を行い，各クラス１
時間ずつの限られた時間でしたが，大きくレベアップすること
ができました。
１２月２７日（金），東京の赤坂ＢＬＩＴＺにおいて全国大会
が行われます。２０２のみなさん，学校，そして石川県の代表
として最高のパフォーマンスを発揮して来てください。
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☆社会を明るくする運動石川県推進委員会作文コンテスト
石川県更生保護女性連盟会長賞 谷内 敦哉
☆人権作文コンテスト
・輪島地区審査会優秀作品
・石川県大会入選

大野 一美，関原
天満 祐月，瓶子
関原
綴

3 火 ・２年生学力テスト（国・数）
12

・防犯教室（１年生）

月 4 水 ・部活動休み
5 木
6 金

子ども習字展
～１２月４日
子ども美術展
１２月４日～１１日
★場所：シーサイド

7 土 ・県選抜バスケットボール大会
（男子：美川スポーツセンター，女子：宇ノ気体育館）
8 日 ・県選抜バスケットボール大会
（美川スポーツセンター）

花

9 月
10 火 ・芸術祭ワークショップ（１年生）

葛原 瑞穂
向
美波
坂東 柚香
刀祢 文音
葛原 瑞穂
谷内前花穂
時兼 暖季

☆親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」
佳 作
中
美月，瓶子 莉緒
☆心の教育推進感謝状

事

２ 月 ・交通指導

☆2019年度明るい選挙啓発ポスター
佳 作
山下 真悠
☆おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵コンクール
金 賞
上田 一心
銀 賞
中市さくら
銅 賞
山﨑 仁華
佳 作
表 香菜子，瓶子 大輔，古川

行

1 日

綴
大輔

☆石川県児童・生徒科学作品コンクール
優良賞
梶
愛海

☆税についての作品
・作文の部 北陸納税貯蓄組合総連合会会長賞
石川県納税貯蓄組合連合会会長賞
北陸税理士会 輪島支部長賞
・書道の部 輪島税務署長賞
石川県納税貯蓄組合連合会会長賞
・ポスターの部 輪島税務署長賞
北陸納税貯蓄組合総連合会会長賞

月 日 曜
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・ＰＴＡ交通指導
11 水 ・あすなろ塾（校内研修）
・部活動休み
12 木 学納金振替日
13 金 ・職員会議
14 土
15 日 ・アンサンブルコンテスト奥能登大会(ラポルトすず)
16 月 ・３年生三者面談（午後）

団体：緑丘中学校

☆近県珠算大会 中学校の部
・団体 ２位 緑丘中学校（上田，浅山，中川）

・交通指導
17 火 ・３年生三者面談（午後）
18 水 ・部活動休み（定時退校日）
19 木
20 金 ・ＰＴＡ交通指導
21 土

三者面談（３年生）
・12月16日(月)･17日(火) 13:20～16:30
・場所 301：３階英少，302：ＰＣ室
わかば：教室，保護者控室：３階数少
※通知表は12月24日(火)に，生徒に渡します。

通知表渡し・個人懇談（1・２年生）
・１２月２３日（月）
・場所 101：１階数少，102：カウンセラー室
１年保護者控室：１階多目的室Ⅰ
201：２階英少，202：会議室
あおば：教室
２年保護者控室：２階多目的室

22 日
23 月 ・１･２年生通知表渡し
24 火 ・終業式
・スペリングコンテスト
25 水 ・３年生冬季補習
26 木 ・202全国リズムダンスコンクール（出発）
・３年生冬季補習
27 金 ・202全国リズムダンスコンクール（東京赤坂）
28 土
29 日 学校閉庁日
30 月 学校閉庁日
31 火 学校閉庁日

