
学力向上を目指して
校長 ＊＊＊＊

生徒たちに学校の何が楽しいか尋ねると、 【家庭学習の充実】

修学旅行や五中祭などの行事、部活動などと 学力は授業だけでは伸びません。家庭学習

答えるでしょう。ただ、学校の１番の目的は、 とセットになることで成果が上がります。家

「社会でたくましく生きていくための学力を 庭学習の手引きを作成したり、生徒に言葉が

付けること」です。そのために本校では特に けをしたりして、家庭学習の習慣化と充実を

次の点に力を入れています。 図ります。また、基礎テストに向けて家庭学

【複数の教師】 習で取り組むことで基礎となる力を身に付け

数学、理科、英語、保体などの教科では、 させます。ご家庭と連携して指導に当たりた

２名の教員で授業を行います。１人の教師が いと思いますので、よろしくお願いします。

説明している時にもう一人の教師が生徒の質 【ＩＣＴの活用】

問に答えたり、ぞれぞれ別々に生徒を指導し タブレットを特別な機械としてではなく、

て回ったりします（チームティーチング、ＴＴ 鉛筆やノートのような文房具として使いこな

と言います）。また、学習支援員もサポートし していくことによって、学習が更に充実して

ます。生徒が「分からない」と言える雰囲気 いきます。教師自身も、効果的な使い方につ

づくりを大事にします。 いて研修していきます。

【授業スタイルの工夫】

学校の授業と言えば、先生の話を聞いて、

黒板を一生懸命ノートに書く……という姿を

思い浮かべると思います。しかしこれからの

社会で必要とされる力を身に付けるために、

生徒同士が話し合ったり、発表したりする授

業を多くしていきます。（「主体的・対話的で深

い学び」とか「探究型授業」などと呼ばれている授 職員のＩＣＴ研修を実施しました

業です。）

１年校外学習・２年宿泊学習

１年生は５月１９日に男鹿市へ、２年生は５月１９～２０日に八峰町の「あきた白神体験セン

ター」へ出かけました。どちらも普段はできない、貴重な体験をすることができました。

１年校外学習の様子 ２年宿泊学習の様子

水族館の裏側を見学 男鹿水族館の前で 神秘的な青池 シーカヤック体験

なまはげ館の見学 本物(?)のなまはげ登場 そば作り体験 夜の集い（レク）の一場面
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市郡春季大会結果 4月30日～5月2日 学校におけるマスク着用の
・野球 第３位 五城目第一・井川義務合同 考え方が変更となりました
・男子バスケットボール １回戦惜敗 既にニュースなどで報道されていますが，学校

・女子バスケットボール １回戦惜敗 におけるマスク着用の考え方が下の表のように変

・バレーボール 第３位 更となりました。各ご家庭においても参考にして

・女子柔道団体戦 準優勝 くださるようお願いします。

女子柔道個人 階級別

２位 ＊＊＊＊ ２位 ＊＊＊＊ ２位 ＊＊＊＊ 身体的距離２M 確保できる できない

３位 ＊＊＊＊ 屋外 屋内 屋外 屋内

・剣道女子団体 第４位 会話する 着用推奨

・女子ソフトテニス団体 準優勝 会話しない 着用の必要なし

ソフトテニス個人戦 準優勝 ＊＊・＊＊ペア 登下校時について

第３位 ＊＊・＊＊ペア ベスト８＊＊・＊＊ペア 会話を控え十分間隔が確保されている場合はマ

・陸上競技 男子総合３位 女子総合３位 スク着用の必要なし

陸上競技個人 スクールバスタクシー車内は着用が必要

１位

男子共通２００Ｍ ＊＊＊＊ 男子砲丸投げ ＊＊＊＊ ２０２２年 ６月 行事予定

２年４×１００リレー ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 日 曜 行 事 等

女子２年１００Ｍ ＊＊＊＊ 女子共通８００Ｍ ＊＊＊＊ １ 水 衣替え移行期間～５日

女子共通１５００Ｍ ＊＊＊＊ 女子走り幅跳び ＊＊＊＊ ２ 木 応援練習（朝活）

２位 ３ 金 １年心電図検査

男子走り幅跳び ＊＊＊＊ ４ 土

３位 ５ 日

男子３年１００Ｍ ＊＊＊＊ 男子共通４００Ｍ ＊＊＊＊ ６ 月 衣替え完全実施 応援練習（朝活）

男子共通８００Ｍ ＊＊＊＊ 男子共通１５００Ｍ ＊＊＊＊ ７ 火 眼科検診（全校）

３年４×１００Ｍリレー ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ８ 水

・卓球男子個人 優勝 ＊＊＊＊ ９ 木 歯科検診（１年 ２Ａ）

・卓球女子個人 ベスト８ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 10 金 応援練習（朝活）

今回の結果を踏まえ，総体に向けての目標を決 11 土

めて頑張ります。応援ありがとうございました。 12 日

13 月 内科検診（１年 ２Ａ） 応援練習（朝活）

14 火 内科検診（２Ｂ ３年）

令和４年度ＰＴＡ役員が決まりました 15 水 職員会議

16 木

◎会 長 ＊＊ ＊＊ 17 金 総体激励会

○副会長 ＊＊ ＊＊ 18 土 男鹿潟南総合体育大会１日目

＊＊ ＊＊ 19 日 男鹿潟南総合体育大会２日目

＊＊ ＊＊ 20 月 男鹿潟南総合体育大会野球陸上予備日

会計監査 ＊＊ ＊＊ 振替休業日

＊＊ ＊＊ 21 火 振替休業日

＊＊ ＊＊ 22 水 教育委員訪問（午後）

○専門部長 23 木 歯科検診（２Ｂ ３年） 質問教室

・環境部 ＊＊ ＊＊ 24 金 質問教室 朝活 大会報告会

・研修部 ＊＊ ＊＊ 25 土

・校外指導部 ＊＊ ＊＊ 26 日

・文化部 ＊＊ ＊＊ 27 月 １学期中間テスト 同窓会役員会

・広報部 ＊＊ ＊＊ 28 火

○学級委員長 29 水 生徒会委員会

１Ａ ＊＊ ＊＊ 30 木

２Ａ ＊＊ ＊＊

２Ｂ ＊＊ ＊＊ ※本校ＨＰに校報のカラー版を掲載しています。

３Ａ ＊＊ ＊＊




