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<学校の様子>
新学期が始まって 2 ヵ月がたち
ました。1 年生も少しずつ中学校生
活に慣れてきています。また、4 月
同様全体的に落ち着いた学校生活
が送れているようです。
最近素晴らしいなと感じていることは、毎日挨拶
をしますが、中には停まって挨拶をする生徒が増え
てきたこと。昇降口で靴がきちんと入れられ、また、
半分以上の傘がたたんで傘たてに入れられているこ
とです。
先生方の指導もあるとは思いますが、各家庭でマ
ナーについて教えていただいているのだなと思いま
した。有難うございます。今後もよろしくお願いい
たします。

<家庭学習(自学ノート)>
本年度より、全学年で家庭学習を充実させるため
に「自学ノート」を始めました。原則 1 日 1 ページ
です。
内容は、その日の授業で習ったことの復習(ノート、
教科書のまとめ)、単語や漢字を書く等本人に任せら
れています。何をしていいのか分からない人は、と
りあえず、授業の復習をしてみてはいかがでしょう
か。自学ノートの取り組みに関するプリントは、す
でに配布しているので参考にしてくだ
さい。
提出は毎週月曜日です。自分の為
に頑張りましょう。

<土曜授業>
5/13(土)の土曜授業は、全校生徒対象で、人権映画
「火の雨がふる」を体育館で見ました。生徒達は見
入っていました。
【映画を観て、心に残った言葉・場面】
・防空壕から飛び出し、見た光景が赤く「火の雨」
が降っていたところ
・
「欲しがりません。勝つまでは。
」など壁に貼って
あった張り紙。
・
「よりちゃんだけでも早く逃げて」という母の言葉。

・頼子が「戦争は絶対にしてはいけないものなの。
安全な場所と言われてみんな死んで行ったのよ」
・頼子が炎の中に入って、子どもを助けに行く場面。
【感想】
「東京大空襲で家族を亡くし、福岡に疎開してきた
頼子。私が印象に残っている場面は、頼子が子供を
助けに行くために炎の中に入っていくところです。
この場面で恐怖にも負けずに火の中に入っていった
頼子の正義感に感動しました。戦争は憎しみしか生
まない。戦争で亡くなった人々の気持ちをくみ取っ
て、これから先は戦争のない平和な世の中を作って
いかなければならないと思いました。」
他にも感想等たくさんありましたが、抜粋しまし
た。戦争が残すもの、これからどうしていかなくて
はならないか等、それぞれの思いのこもった感想が
多かったです。考えさせられる映画でした。

<期末考査に向けて>
6/21(水)~23(金)は、本年度初めて
の定期考査です。2・3 年生にとっ
ては、今年度初めて、1 年生にと
っては、中学校で初めての定期考
査となります。計画を立て 1 つ 1
つ実行してほしいと思っています。
定期考査は、1 学期の学習内容の総復習です。教
科書、ノート、プリント類を参考にしておさらいを
してください。分からないところがないようにして、
考査に臨みましょう。
1 学期末には、
評定(5 段階評価)も出ます。評定は、
それぞれの教科の観点別評価(A~C)の総合によって
決まってきます。この観点別評価は、テストの点数
ばかりでなく、普段の授業態度、提出物、実技の様
子等を総合的に判断し決定していきます。
今回の期末考査は 9 教科あります。各学年宿泊行
事もありますが、早めに準備に取りかかってくださ
い。皆さんのがんばりに期待します。

<部活動入部状況>
5/1 現在で本校の部活の入部状況は、全体で 60％。
そのうち体育系が 67.5%、文化部が 32.5％となって
います。ただし、この中には、中体連登録のみの生
徒は入っていません。
その他に習い事(体育系・文科系)をしている生徒も
います。
中体連夏季大会は、6 月中旬(陸上)よ
り始まります。特に 3 年生は、最後の大
会になる生徒がほとんどです。悔いの残
らない夏季大会にするために、悔いの残
らない練習をしてほしいと思います。

<学力向上校内研修>
先生の研修は、校内研修と校外研修に分かれます。

研修は、教科、領域、保健、教育課題と多岐にわた
ります。
先日、校内研修の一つとして、5/22(月)北九州市教
育委員会学力・体力向上推進室より教育委員会の方
が授業見学に来校されました。先生方も全員授業見
学をした後、協議会(検討会)をしました。
特に今年度の本校の最大のテーマは、
「授業等で、
自分の考えを上手く伝わるようにする」ということ
です。そのためには、
「なぜそう思ったのかを根拠(理
由)をつけて伝える」ことに重点を置いています。
協議会では、そのことについて討議がされました。
先生方も生徒に負けず、学習に励んでいます。

<吉﨑先生復帰>
育児休暇を取っていた音楽の吉﨑優子先生が、
5/12(金)より学校に復帰しました。全クラスの音楽の
授業と 3 年生の副担任を担当します。
今まで音楽を担当していた安部碧先生は、小中連
携教員として、二島中学校、二島小学校、鴨生田小
学校に勤務します。合唱部もその
まま継続します。
どうぞよろしくお願いいた
します。

<SNS 等の安全使用>
SNS 等の危険性(高額課金、画像や動画の流出・拡
散、性犯罪被害、個人情報漏えい等)については、以
前から指摘され、生徒にも指導していましたが、警
察によると全国的に年々被害等が増加しているとの
ことです。
そこで、生徒の危機意識を高めることの一環とし
て、保護者の方にも以下についてご協力をお願いい
たします。
まず、スマートフォンや携帯電話等は、保護者が
生徒に貸し与えています。(使用料等は保護者が負担
している)
そこで、安全な利用について「利用する場所や時
間帯を決める。
」
「フィルタリングサービスやアクセ
ス制限サービスを利用する。
」
「困った時は大人に相
談する。
」の 3 点を参考に、家庭内でルールを作って
ほしいということです。北九州市 PTA 協議会では、
携帯・スマホ 22 時 OFF を推奨しています。
すでに、家庭でルールを作って実行しているかと
思いますが、再度確認してほしいと思います。
生徒が無用のトラブルに巻き込まれることのない
よう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【子どもを守るネットモラル 10 カ条】
1 携帯・スマホは夜 10 時になったら電源を切ろう。
2 メールや LINE 等のメディアで人の悪口や傷つ
くことを書かないようにしよう。
3 人の住所や電話番号等の個人情報は書かないよ
うにしよう。

4
5
6
7
8
9
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メールや掲示板等に書き込む時は読み返そう。
ID やパスワードは他人に教えない。
著作権・肖像権を守る。
違法なサイトは見ない。
ネットで知り合った人とは勝手に会わない。
なにかトラブルがあったら直ぐに相談しよう。
学校や家庭でのルールを守る。
(北九州市 PTA 協議会)

<PTA 指導者研修会より>
5/13(土)に PTA 指導者研修会があり
ました。講演は、國學院大学教授杉
田洋氏で、題は「自信をもたせ、頑
張りのきく子を育てる」でした。その
一部を紹介します。
頑張りのきく子とは、自己肯定感や
自己有用感が高い子「自己肯定感：自分には良い所
がある。」「自己有用感：自分は大切な存在である。」
「自己効力館：自分もやればできる。
」とのことです。
現代の子供が得たもの、失ったものでは、
「得たも
のは、豊かさとプライバシー。失ったものは、直接
体験(リアリティー)、人兼関係などなど。倫理観やマ
ナーなどの欠如、指示待ちの子供たち。
」
子供たちの意思決定能力を育てるためには、小さ
な成功体験の積み重ねが必要。
また、人間の幸せは、「愛される」「誉められる」
「役に立つ」
「必要とされている」ことだそうです。
最後に、
「全ての子に必要感を与えていますか」と
締めくくられました。考えさせられた講演でした。

<今後の主な予定>
・6/2(金) 3 年生修学旅行前日指導
・6/4(日)~6(火) 3 年生修学旅行
・6/7(水) 3 年生疲労回復日(休み)
・6/12(月) 2 年生農泊前日指導
・6/13(火)~15(木) 2 年生農泊
・6/16(金) 2 年生疲労回復日(休み)
・6/21(水) 期末考査(美・社・理)
・6/22(木) 期末考査(英・音・国)
・6/23(金) 期末考査(数・保体・技家)
避難訓練
・6/26(月) 部活動激励会
・6/27(火) 1 年生ふれあい合宿前日指導
・6/28(水)~30(金) 1 年生ふれあい合宿
・7/5(水) 3 年生出前授業
・7/6(木) ネットトラブル等防止教室
・7/13(木)、14(金)、18(月)、19(火)
保護者懇談会
・7/20(木) 1 学期終業式

