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下津第一中学校新聞
学校教育目標
「地域と関わりながら主体的に行動し、心豊かにたくましく生きる子どもの育成」

身を清め、決意を新たに

校長 福田修武

コロナ禍に不安を抱えて始まった２学期。前半には予定変更があったものの、
その後は計画どおりに教育活動を行うことができました。保護者や関係の皆様に
支えていただいたおかげです。また、ともに頑張ってきた生徒と教職員の努力を讃えたいと思います。
さて、明日からの冬休みは、年末・年始を含む特別なお休みです。日本では、お正月を、
「ただ次の日が
くる」のではなく、
「新しい年が始まる」と考えて特別に大切にしてきました。お正月には、身を清めて、
神様をお迎えしたのです。身を清めるとは、文字通り体をきれいにすることですが、一年の自分自身を振り
返って反省することや、身のまわりや日頃生活している場所の整理や掃除をすることでもあります。身を清
めたうえで、まずは、家の中の神様をお迎えし、その後、太陽・山・海・川、近所の神社など、いろいろな
神様をお迎えしました。ここで旧年の感謝を神様に伝え、新しい一年を大切にしていくことを誓い、新年の
祈りをしたのです。
「願いを叶えて」というだけではなく、決意を新たにするという意味が大きいのです。
日本の年末・年始には、いろいろな行事や伝統があります。例年よりも３日多い今年の冬休みですが、ま
だまだ感染対策に気を抜けません。新たな変異株による感染拡大が心配されています。
少し長い冬休み、この機会に、
「身を清め」ながら、行事や伝統にどんな意味があるのかを、ゆっくりと
学んでみてはいかがでしょうか。
身を清め、決意を新たにして、３学期を気持ち良くスタートできることを祈っています。

「学び好きになろう！」
今学期も、生徒対象に学校生活に関するア

２ 学 期 の 生 徒 ア ン ケ ー ト 結 果 よ り

№

質問内容

ンケートを行い、Ａ～Ｄの４段階評価で回答

Ａ･Ｂ回答
の割合(%)

前回との
差(%)

を集約しました。右表はその結果です。85％

1 私は授業に意欲的に取り組んでいる

90.9

1.8

を越えている数字は太文字で表しています。

2 授業内容がよくわかる

81.8

-7.3

3 きる

88.6

1.7

4 授業でタブレットＰＣをよく活用している

84.1

3.7

9 家庭学習にしっかりと取り組んでいる

79.5

1.3

私は、他の生徒と、良い点や頑張ったことを認めあっ

79.5

-11.8

2学期には、生徒会活動、行事、部活動などが充実して
いると感じている
道徳の授業は、豊かな心を育て、より適切な行動をす
るうえで大切だと思う
インターネットを利用する時には、ルールやマナーを
きちんと守っている
2学 期 に は 、 働 く こ と の 意 義 や 職 業 に つ い て 理 解 を
深める機会があった。
いじめに気付いたら、止めたり、大人に相談したりで
きる

79.5

-9.6

84.1

-2.9

97.7

-0.1

72.7

-9.9

93.2

8.4

16 私は、挨拶をきちんとできている

93.2

-2.5

17 私は、掃除をきちんとできている

97.7

2.1

5 自分と違う意見について考えるのは楽しいと思う

77.3

6 各教科の勉強は好きだ

45.5

7 各教科の勉強は大切だと思う

79.5

６項目で上昇、７項目で下がりました。
１「授業に意欲的に取り組んでいる」には今
回も 90％以上がＡ･Ｂと回答していますが、
２「授業内容がよくわかる」については、Ａ・

授業では、自分の考えを深めたり、広げたり、表現で

Ｂの割合が下がりました。この他、15 につい
ては上昇しましたが、10、11、14 では結構

10 ている

大きく下がっています。特に 14 については、 11
2 年生で職場体験を実施し、海上保安庁、土
木事務所、社会福祉協議会の方々をお迎えし
て、プロフェッショナルから直接学ぶ機会が
あり、生徒たちはとてもしっかりと学んでい
たのですが･･･。
また、今回 5～８の質問を加えました。全
国学力・学習状況調査で毎回質問されている

12
13
14
15

質問です。今年の調査結果では、本校３年生の
A・B 回答の割合は、全国平均に比べてかなり
低い状況でした。今回、１・２年生を加えたア
ンケートでは改善していますが、６「勉強は好
きだ」は 50％にも達していません。中学生が
このように回答するのは当然かもしれません
が、もっと多くの生徒に「勉強は好き」と答え

各教科の授業で学習したことは，将来，社会に出たと

8 きに役立つと思う

86.4
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て欲しいものです。
このアンケート結果を受け止めて、
「勉強が好き」
、つまり「学ぶのが好き」と感じられ
るように、学校はもっと頑張らなければと考えています。ただ･･･、生徒達が毎日学んで
いる様子をみると、十分に意欲を感じられるし、行事や体験的な学習では楽しそうに素
晴らしい学びをしているとみています。これらの学びと各教科の勉強が「“別のもの”で
はなく“同じもの”
」で、とても大切だということを、日頃からしっかりと伝えていきた
いと思います。

2021 ビブリオバトル

海南市大会

・ ・

年末年始、本にも親しもう！

12/12(日)に海南 nobinos で開催され、本校から
３年生１名が出場しました！

――――――――――――――――――――

左のようなビブリオバトルは、全国で開催される
ようになってきました。読書の楽しみ方を広げる取
組です。また、最近のニュースでは、ネット情報で
紹介された書籍の売れ行きが、グンと伸びているこ
とが報じられていました。
「活字離れ」どころか、
読書の楽しさ・面白さが、ネットを活用する若者た
ちの注目を集めているようです。
さて、３年生教室の横に、いろんな本を展示して
います。並べられている本の中で、
「イチローの少
年時代」と「ブラタモリ」の２冊には、本のカバー
が途中のページに挟まれていました。“立ち読み”
している人がいるのかな？ ちょっと興味のある本
を見つけたら、手に取ってみる。これが読書開始の
きっかけです。本を展示した効果が出ているのかも
しれません。
冬休みには、「宿題や受検勉強をしなくては！」
という人がきっと多いとは思いますが、ぜひ、読書
も楽しんでください。好きな分野・興味のある本や
新聞などで、活字に親しんで欲しいと思います。

1 月行事予定(抜粋)
10 日(月) 成人の日、第 66 回海南市駅伝競走大会
11 日(火) ３学期始業式
12 日(水) ３年復習テスト
14 日(金) 第３回英検
15 日(土)16 日(日) 園児児童生徒作品展
(市保健福祉センター)

17 日(月) 交通安全街頭指導
19 日(水) ３年期末考査発表
20 日(木) 学校保健安全委員会
20 日(木) 育成会総務・委員会
22 日(土) 和歌山県 PTA 指導者研修会（白浜町）
22 日(土)23 日(日)海南市科学作品展(市保健福祉セ

２・３月行事予定(抜粋)
【２月】
8 日(火) 学校運営協議会
10 日(木) 中学校入学説明会（下津一中にて）
11 日(木) 建国記念の日
14 日(月)～16 日(水) ３年個別面談
15 日(火) 交通安全街頭指導
15 日(火) 1・2 年期末考査発表
20 日(日) ジュニア駅伝競走大会
21 日(月)22 日(火) 公立高等学校 一般出願
22 日(火) 1･2 年期末考査（1 日目）
23 日(水) 天皇誕生日
24(木)25(金) 1･2 年期末考査（2･3 日目）

ンター)、海南市民スポーツ大会 バレーボール

26 日(水)～28 日(金) ３年期末考査
29 日(土)30 日(日) 海南市民スポーツ大会（バスケ、ソフトテニス）
29 日(土) 開智高校、近大和歌山高校入試
30 日(日) 智辯和歌山高校、信愛高校入試

【３月】
2 日(水)3 日(木) 公立高等学校 本出願
7 日(月) 卒業式
9 日(水)10 日(木) 公立高等学校学力検査等
16 日(水) 1・2 年授業参観
24 日(木) 修了式
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●マラソン大会や駅伝大会では「速く走れること」を競いますが、長
距離走の楽しみはこれだけではありません。自分が設定した目標のク
リアをめざして、自分なりに頑張って達成感を味わうことができるのが、長距離走の魅力です。レースにチ
ャレンジするもよし、マイペースでジョギングやウォーキングを楽しむもよし。冬休み期間中にも、体を動
かすことの面白さを感じ、運動する習慣を大切にして欲しいと思います。●また、自分が走るだけでなく、
全力で競技する選手を応援したり、大会をサポートしたりするのも長距離走の楽しみのひとつです。年末・
年始に放送される全国高校駅伝や実業団駅伝、箱根駅伝も楽しみですね。

駅伝・マラソンの季節

◇◆

雨上がりの町を疾走

－校内マラソン大会－

12 月 17 日（金）◆◇

天候が心配でしたが、早朝
に雨が上がり、予定していた
大会を開催することができ
ました。前夜の降雨でグラン
ドが使えなかったので、急遽
コースを修正し、正門前スタ
ート・正門付近ゴールに変更
しました。女子は 11:10 スタ
ートの東光寺折り返しの
3.2km、男子は 11:40 スター
トの長保寺折り返しの
3.8km のコースでした。
当日に備えて、体育の授業
でコースを下見し、個別面談
中の 20 分間走で各自のペー
スを把握しました。生徒は、それぞれに目標を設定し、力を発揮することが
できたようです。
育成会、しもつの子どもを育てる会の皆様にご協力いただいた
おかげで、無事にマラソン大会を終えることができました。

◇◆海草地方大会で、女子チーム３位入賞◆◇

校内マラソン上位入賞
男子
女子
１位
２位
３位
４位 PDF 版では
５位 生徒名を表示しません。
６位
７位
８位
９位
10 位

今年も、たくさんの生徒が駅伝大会に向けて頑張ってくれました。10 月
以降、毎日の朝練習を中心に、トラックや学校の周辺を、また雨の日には
体育館や校舎の階段でトレーニングを続けました。
11 月 20 日(土)に開催された県大会には、男女各１チームが出場し、女子
Ａチームが 10 位と健闘しました。
続く 11 月 23 日(火)に開催された海草地方駅伝競走大会にも、男女各１
チームが参加しました。紀三井寺陸上競技場周辺の周回コースで、雲が多く気温も低めでしたが、駅伝には上々
の天候でした。女子チームが３位入賞(15 チーム中)を果たし、男子チームも 10 位(19 チーム中)と健闘しまし
た。また、女子２名と男子１名が区間賞を獲得しました。
年明けの 1 月 10 日(月)に開催される海南市駅伝大会に向けて、現在も練習を積んでいます。
海草地方駅伝競争大会出場チーム
【男子】
【女子】
1区
2区
☆
3区
☆
4区
PDF 版では
5区
生徒名を表示しません。
6区 ☆
☆･･･区間賞
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学 校 の 風 景

※ QR コードをスマートフォン等で読み込むと、写真に関するブログ
記事をご覧いただけます。

考えを深め、人権感覚を磨く

人権作文発表会 12/8 ＠市民交流センター

本校では、毎年 10 月から 11 月に、各学年で人権学
習を行います。学年ごとにテーマをもうけ、社会福祉
協議会や講師の方々の講演、視聴覚教材などを用い学
習してきました。この発表会は、人権学習のまとめに
位置付けています。
学習で考えたことや知ったことをもとに、人権尊重
作文を書き、各学年代表２名が、今後自分が大切にし
たいことなどを発表しました。生徒一人ひとりが、周
りの人を大切に接することができているか、また、大
切にされているかと自問しながら考えを深めること
ができました。どれも素晴らしい発表でした。
今回の学習を、今後の生活に生かし、日々人権意識を高く持ち、感覚を磨き続けてほしいです。
なお、今年度は、小学校６年生の児童 2 名も、よりよい社会づくりをテーマに「社会を明るくする作文」を
発表してくれました。小学生のしっかりした意見に真摯に耳を傾けている中学生の姿も印象的でした。

１年
２年
３年

「思いやり」
「自分にできることを」
「思いやりと人権」

２年生 減災教育 12/6(月)
大地震を体験し減災を学ぶ

起震車で震度７を体験！

小学生と一緒に学校を磨く！
母校クリーン作戦 12/7(火)

中学校の校舎を小６と中１・２が、
小学校の校舎を中３と小５が清掃活動！

「言葉遣いといじめ」
「支え合える社会を」
「みんなちがって、みんないい」

２年生 KID’S 救命士講習 12/10(金)
７分間の救命活動を行うために

心臓マッサージと AED の使い方を体験！

１･２年生 12/3(金)
車いすバスケットボール体験

社会福祉協議会の方や選手と一緒に、
車いすバスケットボールを体験！

★新型コロナウイルス感染者は減少していましたが、最近、新たな変異株による感染拡大が心配されていま
す。昨年以来、学校が長期休業を迎えると感染者が増加するパターンが続いているので、今後短期間で状
況が変化することも考えられます。年末年始も、御家族みんなで感染防止対策の徹底をお願いします。★

