びわ中学校便り

平成 29 年 9 月 1 日（金）
長浜市立びわ中学校

「時を守り、場を清め、礼を正す」

校長

草野和浩

先日の台風 5 号による高時川、姉川の増水では、100 名以上の方々が深夜に本校体育館に避難されました。翌
朝の姉川の水量と水の勢いは恐怖を覚えるほどでありました。大井町の方をはじめ被害に遭われた方々にお見舞
いを申しあげます。改めて、自然の力の大きさ、恐ろしさを感じさせられました。
本校では、8 月 28 日（月）より 2 学期をスタートしました。本校の 2 学期は、体育大会や文化祭、ヨシ行けど
んどん作戦、合唱祭といった行事があり、2 年生の職場体験、3 年生の進路指導等もありますことから、1 年で最
も忙しい 4 か月となります。多忙なだけでなく、是非とも充実した 4 か月にしたいと思います。

この調査は、去る4月18日(火)に3年生を対象に国語
と数学の2教科で実施され、8月末に文部科学省から結
果が送られてきました。学校間の序列化を避けるため、
詳細については公表しませんが、概要は以下のとおりで
す。
１．国語と数学の結果については、概ね良好です。
・国語科においては、読むことや書くこ
とについては高得点でしたが、相手に
わかりやすく説明することを苦手とする
生徒がやや多かったようです。
・数学科においては、数と式、図形、関数に
ついては高得点でしたが、資料の活用を苦
手とする生徒がやや多かったようです。

２．生徒質問紙からは、次のような特徴が見られました。
①全国平均と比べ、肯定的な回答が多かったもの
・家で、学校の授業の復習をしている。
・家の人は、学校の行事に来る。
・授業で発表の機会がある。
・毎日、同じくらいの時刻に起きてい
る。
・家で、計画を立てて勉強している。
・授業の目標(ねらい)が示されている。
・先生は、生徒のよいところを認めてくれる。
・新聞を読んでいる。
・家で、学校の宿題をしている。
・友達との約束は守る。
・毎日、同じくらいの時間に寝ている。

②全国平均に比べ、肯定的な回答が少なかったもの
・授業で、生徒間で話し合う活動をよく行っていた。
・原稿用紙2～3枚の文を書くことは難しくない。
・自分の考えを他の人に説明したり、文に書いたりするこ
とは、難しくない。
・学校で、好きな授業がある。
・授業の最後に、学習内容を振り返る活動がよくある。
・テレビやゲームの時間などのルールを家の人と決めて
いる。
・地域などでボランティア活動に参加したことがある。
・先生は、間違えたところや理解していないところについ
て、わかるまで教えてくれる。
・家の人と将来のことについて話すことがある。
・自分にはよいところがある。
・友達の前で、自分の考えや意見を発表することは得意
である。
３．まとめ
本校の生徒(３年生)は、概ね規則正しい生活を送り、家
庭での学習にも取り組んでいることがわかります。
一方 、自分 の思 いを 周り の人 に伝え たり 、説明 した り、
文 章 に ま とめ た り す る こと を 苦 手 と す る 生 徒 が 多 い よ う で
す。併せて、こういった力をつける授業もまだまだ少ないと
思います。
これからの社会で生き抜くために求められる資質とは、
知識・技能の習得だけではなく、他と協働してそれらを活
用し、課題を克服する能力であると言われています。
中学校においては、基礎・基本の習得は欠かせません
が、より高度な課題や答えが一つとは限ら
ない問題に、他の生徒と力を合わせて積
極的に取り組んでいく力を付けていきたい
と考えます。

毎年、「ヨシ行けどんどん作戦」を軸として琵琶湖の環境についての学習を進めていますが、今年度は環境学
習講演会の講師に前知事 嘉田由紀子さん（現びわこ成蹊スポーツ大学 学長）をお願いすることができました。
せっかくの機会ですので、保護者の皆さまにも講演会にお越しいただきますようご案内します。
日時
演題

平成２９年9月15日（金） 午後1時55分～2時５5分
「琵琶湖の環境保全について」

場所

本校体育館

３年生にとって最後の大会となる夏季総体が行われ、
ご存じのように女子バスケットボール部は、県大会初優
勝を飾りました。もちろん他の部も全力で大会に臨み、
有終の美を飾ってくれました。

ブロック大会
☆男子バスケットボール部
本校 64-32 湖北中
本校 52-87 長浜西中
＊部員が少ない中でも練習を重ね、公式戦初勝利。
☆女子バスケットボール部
本校 85-22 大東中
本校 90-20 長浜北中
本校 60-43 長浜西中 ＊ブロック優勝。
☆女子バレーボール部
本校 2-0 浅井中
本校 2-0 長浜西中
本校 2-0 虎姫中
本校 0-2 高月中
本校 2-1 長浜南中
＊ブロック3位。
☆男子ソフトテニス部
（団体戦）
本校 0-3 浅井中
本校 1-2 高月中
本校 3-0 長浜東中
＊予選リーグ敗退
(個人戦)
酒井・吉川組 ベスト8
☆女子ソフトテニス部
(団体戦)
本校 3-0 浅井中
本校 2-1 長浜東中
本校 2-0 長浜西中
本校 2-0 長浜南中
＊団体優勝。
（個人戦）
Ｙ・Ｙ組 優勝
Ｎ・Ａ組 3位
Ｈ・Ｔ組 ベスト8
☆男子卓球部
（団体戦）
本校 0-3 浅井中
本校 1-3 長浜北中
本校 1-3 高月中
本校 0-3 鏡岡中
本校 1-3 湖北中
本校 0-3 長浜西中
（個人戦） 惜敗
☆女子卓球部
（団体戦）
本校 2-3 長浜北中
本校 1-3 浅井中
本校 0-3 長浜西中
（個人戦）
Ｋさん ベスト16
☆サッカー
本校 1-3 長浜東中

県大会
☆女子バスケットボール部
本校 80-52 草津中
本校 89-45 野洲北中
本校 49-32 信楽中
本校 52-50 彦根中央中
＊県大会優勝
☆女子バレーボール部
本校 2-0 大東中
本校 0-2 明富中
＊県ベスト16
☆男子ソフトテニス部
（個人戦）Ｓ・Ｙ組 県ベスト16

＜県大会続き＞
☆女子ソフトテニス部
（団体戦） 本校 1-2 彦根南中
（個人戦） Ｎ・Ａ組 県ベスト16
☆軟式野球部
本校 3-0 長浜東中
本校 0-21 彦根南中
☆水泳
Ｎさん 200ｍ背泳ぎ
☆剣道
Ｙさん 2回戦敗退
☆柔道
Ｏさん 初戦敗退
☆テニス Ｙさん 2回戦敗退

県8位

近畿大会
☆女子バスケットボール部
本校 67-51 三笠中（奈良）
本校 37-78 尼崎中央中（兵庫）

県吹奏楽コンクール北部地区大会
演奏曲

ネイサン・ヘイル・トリロジー
作曲 E. カールマン 編曲 鈴木 英史
＊銀賞受賞

本校の服装規定で、靴下については
「男女とも、白、黒、紺、灰色の単色
とする。」とありますが、最近カラフル
な靴下をはいている生徒が散見されま
す。
学校でも指導しますが、ご家庭でも
指導いただきますようお願いします。

９月
９日(土)
１１日(月)
１２日(火)
１５日(金)
１８日(月)
１９日(火)
２２日(金)
２３日(土)
３０日(土)

第７１回体育大会
振替休業
いのちの日
１，２年生環境学習講演会
敬老の日
ＰＴＡ総務委員会
英語弁論大会(地区予選)
秋分の日、ロードトレイン祭り
文化祭

１０月
２日(月)
７日(土)
９日(月)
１２日(木)
１３日(金)
２０日(金)
２３日(月)
２４日(火)
２７日(金)
２８日(土)
２９日(日)

振替休業
ヨシ行けどんどん作戦
体育の日
いのちの日
交歓スポーツ大会
中体連秋季総体、市吹奏楽祭
教育相談(~26 日)
ＰＴＡ朝の交通指導(~27 日)
中間テスト
びわふるさと文化祭

