
教育目標『すべての生徒が安心して学習できる学校づくり』 校訓『明けく・浄く・直く』

”授業参観は前から”オープン・スクール 11/9～12
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「学校だより」 文責 校長（平井 正彦）

心をそろえる仲間づくりを、団結し躍動する

体育祭を通して、ご覧いただきましたが、今、

学校は、ゲストを招いたり、社会体験したり、

多様な教育活動を進めています。

【校内ニュースで紹介】

また、11月には「合唱コンクール （11/10）」

「文化祭 （11/12）を開催し、開催期間（11/9」

～12）を「オープン・スクール」とし、授業だ

けでなく、掃除や給食、部活動など、全ての教

育活動をご覧いただけるようにしております。

ぜひ、お越しいただき、耐震・改修工事が終了

したきれいな「赤穂中学校」とともに、子ども

たちの様子をご覧いただきますようお願いいた

します。

そこで、授業を参観する

方は、これまでとは違う観

点で授業を参観してみては

いかがでしょうか。

その一つは、授業を前か

ら観ることです。

子どもは教師の発問のたびに、すぐ答えるこ

とができるとき、指名されたらどうしようと不

、 、安げなとき 周りの生徒の様子が気になるとき

また、もやもやしていたことがすっきりと分か

った笑顔、分からないときの沈んだ顔など、い

ろいろな表情を見せてくれます。

子どもたちの表情やしぐさ、集中力、姿勢、

態度、鉛筆の持ち方などを参観するには、後ろ

からではなく、前から、あるいは横から観るの

が良いでしょう。教室内の窓側に移動したり、

廊下から窓ごしに観たり、前の入口から観たり

してください。ただ、お子さんの机の上も見え

ます。他の生徒に比べて、やけにすっきりして

いる場合は、何か忘れ物をしている可能性もあ

ります。

二つ目は、教室内の掲示

物や子どもの作品、個人ロ

ッカーの荷物の状態なども

観てやってください。お子

さんの生活目標を確認した

り、見たこともない学級通

信や学校だより、保護者あての連絡プリントな

どが教室に掲示されていたり、ロッカーがゴミ

箱状態だったり、いろんな発見があります。

三つ目は、授業中の教師の教え方、分かりや

すさ、黒板に書く漢字の筆順なども観てくださ

い。授業参観は、教師も緊張します。厳しい目

と温かな気持ちによって、授業力や学級経営力

は向上していきます。

、 、 、最後に 学校全体の雰囲気 教育環境や設備

職員の対応など、校長の学校経営を観てくださ

い。

そんなに一度に観る時

間がありませんとお叱り

を受けそうですが、生徒

にとって少しでも良い教

育環境をつくるのが私の

役割です。

ご覧いただいた感想などは、玄関に設置する

用紙に記入し 「意見箱」へ入れてください。、

■合唱コンクール、文化祭、オープンスクールの■

■案内は、10月23日に配布しましたので、ご確認■

■ください。 ■

10/7(水)１年生「 」わくわくオーケストラ教室
大型バス３台で西宮市の県立芸術文化センタ

ーへ直行し、オーケストラの生演奏を聴く。

、帰校した引率教師の感想は

「疲れた 「とにかく、落ち。」

着きがない 」でした。場所や。

雰囲気にあった態度で、集中

して観たり聴いたりできるよ

うな訓練を開始します。

10/19(月)～23(金)２年生「 」トライやる・ウイーク
、 。大きなトラブルもなく 無事に終了しました

この経験は人生の宝物です 各自がつくる ト。 「

ライやる新聞」に思いを込めてまとめます。

10/20(火)３年生「 」弁護士の出前授業
社会科〔公民〕の司法に関する学習を深める

ため、本物の弁護士の派遣を要請し、弁護士、

裁判官、検察官の仕事や具体的な民事・刑事裁

判の様子をお話しいただきました。また、聴き

たいことを約60項目質問用紙にまとめたとこ



ろ、ていねいに、すべて回答いただきました。

どんな質問？と、気になる方は、生徒に配布し

ていますので、ご覧ください。

10/21(水)３年生「 」赤ちゃん先生
赤ちゃん先生～赤ちゃん11人

とそのお母さんが、ちっちゃな

兄姉を連れて赤穂中学校へ来てくれました。赤

ちゃんを育てる苦労や楽しさを学び、壊れそう

な赤ちゃんをだっこすることで、記憶に残って

いない自分の赤ちゃんのころを想像し、多くの

人がたくさんの愛情を注いで自分を育ててくれ

たことを実感しました。

赤ちゃん先生は、１時間に２学級ずつ、２時

間のお勤めでした。終了後、控室でミルクをい

ただき、帰るときには、みなさん熟睡です。

11名の赤ちゃんへ 「お疲れ様でした 」、 。

地域への貢献活動
10/3□赤い羽根共同募金～街頭募金活動

・生徒会役員（イオン赤穂店入口）

※校内募金活動 10月中

＜赤穂地区 10/25＞□ふれあいまつり

・吹奏楽部（演奏会）

・生徒会役員（育成委員：射的コーナー）

＜城西地区 11/1＞□ふれあいまつり

・吹奏楽部（演奏会 ・絵画、書写作品）

・生徒会役員等（補助員）

11/7□赤穂シティマラソン＜観光ボランティア・ガイド＞

・前日観光のガイド補助 １年生14名

1年生28名□赤穂義士祭＜子ども義士行列＞

防犯・非行防止ポスターコンクール■

・入選 清水 麻央

防犯標語コンクール■

・最優秀賞 國本 朋伽

・入選 徳田 貴大

人権作文コンクール■

＜西播地区審査会＞最優秀賞 石井あゆみ

＜兵庫県審査会＞ 奨励賞 石井あゆみ

○は西播大会出場赤穂市中学校新人体育大会 記録の

＜柔道＞ ＜陸上競技＞
赤穂市民総合体育館武道館 10/3 赤穂城南緑地陸上競技場 9/19
（男子団体）２位 （男子）淵本 純平 100m １位
（男子個人 〔50kg超〕２位 白石 智揮 200m １位）

３位 秋岡 啓人 谷 颯人 400m １位
（女子団体）２位 800m １位
（女子個人 〔48kg超〕２位 鳥島 楓 ・4×100mR ２位）

＜中野、山本、谷、淵本＞
（女子）松原 未空 走幅跳 ３位＜男子卓球＞

赤穂市民総合体育館 10/3
赤穂市中学校総合体育大会＜駅伝競走＞（個人）２位 中島 栄呉○ ◆
城南緑地陸上競技場 10/3 （男子）

区間賞 １区 谷 颯人 ２位＜女子バレーボール＞
２位○ ２区 山田宗一郎 ２位赤穂市民総合体育館 10/3

４区 熊野 滉 ３位
５区 備生 健太 １位＜軟式野球＞

２位 ６区 大塚 高博 ３位赤穂城南緑地野球場 10/3,4
西播中学校選手権大会（兼新人大会）◆
太子陸上競技場 8/23＜サッカー＞

２位 （男子）田浦 佑典 円盤投げ１位赤穂中学校 10/3
大澤 龍輝 100m ２位

200m ３位＜女子ソフトテニス＞
２年 淵本 純平 100m ２位赤穂城南緑地テニスコート 10/3

200m １位赤穂海浜公園テニスコート 10/4
（団体）１位 桃井 璃子・真殿 涼子○ ２年 谷 颯人 400m ２位

國本 朋伽・玉木 香衣○ 800m ２位
石原 李恋・筒井 萌○ （女子）木下 純佳 円盤投げ１位

（個人）１位 桃井 璃子・真殿 涼子○ 砲丸投げ１位
３位 國本 朋伽・玉木 香衣○ 長田 桃枝 円盤投げ２位

石原 李恋・筒井 萌○ 萩原七菜佳 100mH ３位


