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茂

稜線が紅に変化し、秋の深まりを感じる季節になりました。
１０月には、２年生が「１４歳の挑戦」を行い、地域の各事業所で大変お世話になりました。
１年生は、六呂師高原で宿泊体験学習を行い、活動を通して仲間との絆を深めてきました。ま
た、ＰＴＡあいさつ運動が１０月１６日（月）から９日間開催され、多くの保護者の方に参加
していただきました。早朝より生徒達を笑顔で迎えてくださり温かい雰囲気ができました。ど
うも、ありがとうございました。

町民運動会で中学生活躍

１０月１５日（日）
猪野瀨地区（南部中体育館）
、平泉寺地区（平泉寺小体育館）
、遅羽地
区（三室小体育館）で運動会が開催されました。小雨がぱらつく天気の
ため体育館での運動会になりましたが、地域の中学生は、競技役員・選
手として大きな力となって頑張っていました。地域の皆様方には、生
徒達の活動を支援していただき、感謝申し上げます。

家庭・地域・学校協議会

１０月１８日（水）
第２回家庭・地域・学校協議会を開催しました。部活動の見学によ
り、中学校の部活動について理解を深めていただいて、情報交換を行
いました。校長から「学校の様子」
「いじめアンケート」
、教頭から「地
域と進める体験活動」
、教務から「学校評価アンケート」について説明
させていただきました。

避難訓練

１０月５日（木）
地震と火災を想定した避難訓練を行いました。消防署から袖川さ
ん・松山さん・亀井さんの３名と消防設備業者さんに来ていただきま
した。避難開始の放送の後約３分余りで職員と生徒がグラウンド中央
に整列して集合が完了しました。講評では消防署の袖川さんから「お
はしも」「人を助ける」「訓練の意義」の話をしていただきました。
その後、３年生は理科室で煙体験、１・２年生はグラウンドで消火器
使用の体験をしました。

前期・後期の生徒総会

１０月２３日（月）
前期のおわりと後期のはじめの生徒総会を行いました。前期生徒総
会は、長谷川生徒会長の挨拶後、執行部・各委員会・部活動の各責任
者が活動報告・後期への要望を説明し、質疑応答が行われました。後

期生徒総会は、新生徒会長の江守さんが、後期のテーマ「みんなの Sun Smil・あいさつ・絆
は無限大」と４つのマニフェストを説明して始まりました。その後、執行部・委員会・部活動の
各責任者から活動方針が説明され、質疑応答が行われました。生徒会活動は、生徒達にとって一
番身近な自治活動です。リーダーの皆さんには、南中生の心を大切にして笑顔溢れる生徒会を築
いてほしいです。

市長と語る会

１０月４日（水）
市長と中学生の語る会が勝山市教育会館で開催されました。市内３中学校から９名の生徒が参
加し、山岸市長と勝山の将来について懇談しました。本校からは長谷川さ
ん、江守さん、吉岡さんの３名が参加しました。中学生からは「勝山の自
然」
「交通の便」
「恐竜博物館に来る観光客」
「勝山の特色」
「宿泊施設」
「ス
ポーツ施設」
「１４歳の挑戦」
「左義長」
「冬のイベント」
「国体に向けた取
り組み」
「環境保全としての外来種駆除」
「自然体験活動」等についての考
えを述べ、和やかな雰囲気で懇談が行われました。

１４歳の挑戦（２年）

１０月１１日～１３日
１０月１１日（水）から２年生が市内各事業所で３日間職業体験を行いました。「仕事が分か
ってとても楽しかった」「仕事に興味が沸いてきた」等の感想から、生
徒達にとっては新鮮でとても貴重な経験になったことがわかります。事
業所の方とのコミュニケーションを通して人としての成長することがで
きた３日間でした。ご指導いただいた各事業所の皆様方には大変お世話
になりました。この活動を通して生徒達の職業に対する考えや将来への
希望が高まったことと思います。

宿泊体験学習（１年）

１０月１２日～１３日
１年生が奥越高原自然の家で宿泊体験学習を行いました。スコアオリエンテーリング・焼き板・
キャンドルサービス・カレー作りの活動を通して仲間との絆を深め、楽
しい思い出を作ってきました。天候が心配されましたが、活動にはほと
んど影響なく、無事に終えることができました。２日間の活動を通して、
仲間と協力することや相手の事を考えて行動すること等多くのことを
学びました。和やかな雰囲気の中、１年生の個性が発揮された２日間で
した。

★★★★★★★★★★★★★★★
１１月

１１月の行事予定

★★★★★★★★★★★★★★★

２日（木） 朝清掃 指導主事訪問

１６日（木） スペリングコンテスト

７日（火）

学力診断テスト（３年）

２０日（月） 職員会議・いじめ対策

８日（水）

学力診断テスト（３年）

２２日（水） 三者面談（３年）

県学校図書館研究大会

２４日（金）

１０日（金）

１４：００下校
１２日（日）

資源回収

１４日（火）

生徒朝礼

三者面談（３年）

３０日（木） 期末考査

ＰＴＡ奉仕作業 １２月１日（金） 期末考査

保護者向け「いじめアンケート」集計結果の報告

各種大会の結果

H29.10.31

１０月上旬に保護者を対象に「いじめ」に関するアンケートをさせていただきました。その
結果を報告します。
＜下記の表が学校全体の回答結果＞
問１ わたしの子供は，いじめを受けている（受けていた）
。
①あてはまる

②あてはまらない

③わからない

11

160

27

合計

②あてはまらない

③わからない

0

173

25

①あてはまる

②あてはまらない

③わからない

26

56

105

合計

問３ 学校でいじめがあると聞いたことがある。

合計

今回の調査によって、保護者の皆様から多くの意見・要望・悩み等を知ることができました。
問１・問３において、
「①あてはまる」と回答のあった保護者の方とは、担任が事実を確認して、
それぞれに対応を行いました。
しかし、生徒たちの状況や心は日々変化します。また、
「いじめ」の捉え方も個々によって違う
ので判断や指導に難しいものがあります。今後も、学校では「いじめを受けている」という生徒
がなくなるように、家庭と学校の連携を大切にして生徒たちを支えていきたいと考えていますの
で、お気づきのことがあればいつでも学校にお知らせくださるようお願いします。

✨

✩

✨

✧

✨

✵

✨

高校入試が変わります

✨

✩

✨

✧

✵

★福井県中学校駅伝競走大会 期日：１０月３日 会場：鯖江市東公園陸上競技場付設コース
【区間入賞】 ２位 男子１区 田鳥創太さん
記録 ９分１０秒 （３ｋｍ）
２位 女子２区 飯野美樹さん
記録 ７分１１秒 （２ｋｍ）
★第１２回福井県秋季新人大会
１０月２１日～２２日
会場：ジオアリーナ
団体の部
優勝
男子バドミントン部
個人の部
１位 男子シングルス
井上翔太さん
２位 男子ダブルス
南茂斗羽さん・中野文哉さん
３位 男子シングルス
井上誠也さん

問２ わたしの子供は，いじめをしている（していた）
。
①あてはまる

入賞おめでとうございます

✨

新聞でも既に報道されていますが、平成３０年度（本年度）の県立高等学校一般入学者選抜か
ら下記のように大きく変わりますのでお知らせします。
（県教委ホームページを参照）
＜変更点＞
① 高校の各学科に合わせて選択問題（Ａ問題・Ｂ問題）を導入
・受験高校によって数学と英語の２教科で問題に違いがあります。（他教科は一緒）
Ａ問題＝基礎力を問う設問の割合が多い。 Ｂ問題＝記述・論述型の設問の割合が多い。
具体的には、勝山高校はＢ問題、奥越明成高校はＡ問題です。
② 英語の外部英語検定試験を活用し、入試の英語の点に加点する。ただし、英語の加点後の
点数が１００点を超えません。加点基準→英語検定 ３級＝５点 準２級＝１０点 ２級
以上＝１５点 が加点される。
具体的には、英検３級のＹ君 入試の英語で７０点＋加算５点
→合計７５点
英検２級のＨ君 入試の英語で９０点＋加算１５点 →合計１００点
③ インフルエンザ等の理由による追検査の実施 ＜本年度の日程＞
通常の学力検査
３月 ５日（月）
・６日（火）
新たに導入 追検査 ３月 ８日（木）
・９日（金）
★一般合格発表は、３月１３日（火）
④ 記述・論述型の問題を拡充 → 平成２６年度より拡充は既に実施。

★第１６回奥越地区中学校秋季新人大会
期日：１０月１日・７日・８日
【団体の部】 優勝
男子バドミントン部
次勝
野球部 女子バドミントン部 女子ソフトテニス部
男子バレーボール部
３位
サッカー部
【個人の部】
＜バドミントン競技＞
１位 男子Ｓ 井上誠也さん 男子Ｗ 南茂斗羽さん・中野文哉さん
２位 男子Ｗ 三觜悠人さん・宮川昂也さん
女子Ｗ 國吉穂乃叶さん・斎藤ひまりさん
３位 女子Ｗ 内田愛梨さん・堀和佳奈さん 男子Ｓ 裏拓也さん 男子Ｓ 三田村汰一さん
女子Ｓ 木田恋菜さん
＜ソフトテニス競技＞
２位 飯野美樹さん・平瀬知花さん
３位 小林紗彩さん・牧野奈々美さん
＜剣道競技＞
２位 ２年男子個人の部 平田晃司さん
２位 １年男子個人の部 山口眞弥さん
★理科作品展の結果
金賞
三屋光太郎さん
銀賞
上杉萌乃さん 木田恋菜さん
古瀬紗佳さん
★下水道色々コンクール
銀賞
仲谷信愛さん
銅賞
木田恋菜さん
入選
松下由樹さん

伴駿太さん

松浦実来さん

丸山未紗さん
中村百花さん
大林美空さん

★読書感想文コンクール
優良賞
山内芽依さん 斎藤優那さん
飯野美樹さん 黒田さくらさん 古瀬紗佳さん
谷口夏菜さん 山内愛姫さん

山内芽依さん

