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本年度スローガン 「奥中プライド」 ～新しい学校を自分たちで創り出そう～

一年を振り返る月に
校長 松 島 甲

月日の過ぎるのは早いもので、明日から師走に入ります。２０１７年のカレンダーも最後の一枚にな

りました。残りひと月、せわしない中ですが、今年を振り返り次年度の教育に生かすため、学校評価を

進めます。生徒・保護者アンケートも行いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

身の回りの片付けを少しずつ進めようと棚の整理をしていると、三年生と一緒に行った修学旅行のパ

ンフレット類が出てきました。その中に、旅行中気になっていたものを見つけました。

最初、『「じゅう」と言うのに七つしかないぞ？』と思ったのですが、「什」とは会津藩士の６～９歳

の子どもたちでつくられた１０人程の集まりのことでした。その子どもたちが、自分たちでつくり出し

たきまりが【什の掟】です。「嘘を言わない」「卑怯な振る舞いをしない」「弱いものをいじめない」は、

当たり前のことです。「戸外でものを食べない」「戸外で女子としゃべらない」というのは、少し今とは

噛み合っていないかもしれません。しかし、自分が子どもの頃は、「買い食いするな」「外でものを食う

な」「立ち食いするな」と、何度も叱られていた気がします。この【什の掟】に背いた者には、軽い方

から1無念（みんなにお詫びする） 1竹篦（シッペをされる） 1絶交（仲間はずれにされる・・・父や

兄が付き添いの上【什】の集まりで詫び、許されれば戻る）という制裁がありました。しかし、【什】

には「規範意識を身につける」という共通の理念と「仲間として成長を促し、仲間に戻す」という前提

があることが、強い結びつきを生む基になっていたのだと思います。だからこそ、自分の間違いを認め、

耐えて仲間に戻り、次には誰かのためになろうと努力できたのでしょう。もちろん、『年長者』である

大人が正しくて尊敬され、範を示す存在であることが、【什の掟】を成り立たせる根本です。【ならぬこ

とはならぬ】という強い言葉は、大人に対して向けられたものでもあると感じます。

本校生徒たちにも【奥中プライド】の基、「自分たちで新しい学校の伝統を創り引き継いでいく」という

目標に向かって、繋がり合い、より良さを求め、協働していって欲しいと思います。

さて、１２月と言えば『今年の漢字』です。１２日（火）に京都清水寺で発表されます。昨年は「金」

でしたが、今年は何でしょうか。全校集会で生徒たちにも考えさせてみたいと思います。ご家庭でも話

題にし、予想してみてはいかがでしょうか。

生徒たちは期末テストを終え、課題となった問題を再確認するとともに、２０日の学習コンテスト（英

語）に向かいます。先生たちも評価や通知表作成など行事予定表は一杯に埋まっています。インフルエ

ンザの声も聞かれるようになりました。保護者・地域の方々とともに、生徒・職員が健康に師走を過ご

し、今年を振り返りながら、無事終業式を迎えられるよう願うところです。

 【什の掟（じゅうのおきて）】 
一、年長者（としうえのひと）の言ふことに背いてはなりませぬ 
一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ 
一、嘘言（うそ）を言ふことはなりませぬ 
一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ 
一、弱い者をいぢめてはなりませぬ 
一、戸外で物を食べてはなりませぬ 
一、戸外で婦人（おんな）と言葉を交へてはなりませぬ 
  ならぬことはならぬものです 

 
福島県会津若松市教育委員会は、

『あいづっこ宣言』として現代版

にアレンジしています。 

奥尻中学校公式サイトをぜひご覧ください奥尻中学校公式サイトをぜひご覧ください
４月の統合・開校と同時に公式サイトの運用を

開始しております。学校教育活動の近況や、学校

からの連絡などをタイムリーに掲載して随時更新

しております。ぜひアドレスをご登録の上、ご覧

下さいませ。 ※右記ＱＲコードでアクセス→

http://www.town.okushiri.lg.jp/okushiri_jhs/

第２回生徒総会 10月31日第２回生徒総会 10月31日
第２回生徒総会が

開催されました。各
学級での話し合いを
経て、生徒会各組織
（執行部、各委員会、
各学級）の前期活動
反省と後期活動計画
の審議が行われました。全ての議案が可決され、

後期の活動が本格的にスタートし
ます。執行部企画による全校弁当
や全校忘れ物調べなどの新たな取
組も開始することになりました。

←生活委員会の忘れ物調べで、全校忘れ物

ゼロ連続5日達成でも全校弁当を実施！

（なかなか５日から減っていきません…）

寄贈図書の贈呈式 １１月２日寄贈図書の贈呈式 １１月２日
１１月２日に創価学会様から、４０年以上取り組まれている図
書贈呈運動の一環として、生徒用図書３００冊と書棚を奥尻中
学校に寄贈していただきました。「本を読む習慣を大切にして、
読書をとおして奥尻島に貢献できる人になって下さい」という
ごあいさつの後に、生徒会長が目録の贈呈を受けました。朝読

書や「学びの道」
充実のため有効
活用させていた
だきます。なお、
今後５年間にわ
たり毎年２０冊
ずつの追加贈呈
もいただきます。
ありがとうござ
いました。

１０／１ 文化祭食堂・焼き鳥販売１０／１ 文化祭食堂・焼き鳥販売
標記の催しに多大なるご支援とご協力を

いただきありがとうございました。食堂の
利益１１，６５７円は本校生徒会活動費に、
焼き鳥販売の利益１０，４０１円は１２月
開催のＰＴＡ親子レク賞品代等に全額繰り
入れて有効に活用致しますので、ご理解の
ほどよろしくお願い申し上げます。

平成29年度全国学力・学習状況調査（4月18日実施）の結果について平成29年度全国学力・学習状況調査（4月18日実施）の結果について
今年４月に実施されました標記の調査につきまして、下記のとおり本校の傾向をお知らせします。

（１）教科に関する調査
①平均正答率は、国語ではＡ問題・Ｂ問題の差が無く、数学では全道・全国の傾向と同様にＡ問題の方がＢ
問題よりも高い傾向です。
平均正答率の全国・全道平均との比較では、生活場面での知識活用能力を見るＢ問題の正答率が国語、数
学ともに相当高い結果となりました。

国語Ａ(知識) 国語Ｂ(活用) 数学Ａ(知識) 数学Ｂ(活用)
全道との比較 ほぼ同様(+2.0) 相当高い(+7.0) 同様(±0) 相当高い(+9.0)
全国との比較 ほぼ同様(+1.6) 高い(+6.8) 同様(-0.6) 相当高い(+7.9)

②国語Ａでは、話すこと・聞くこと、書くことの領域において概ね満足できる学力を持っています。一方
で、文章の構成や展開に注意して読み、内容を理解したり・自分の考えを持つ設問に誤答傾向が見られ
ました。国語Ｂでは､話すこと･聞くこと､読むことの領域について概ね理解していると考えられますが､
表現の仕方を捉え自分の考えを書く設問では課題が見られます。

③数学Ａでは、基礎的な計算については概ね満足できる学力を持っていますが、関数や図形の応用問題につ
いては課題が見られます。数学Ｂでは図形やグラフ・資料などの活用の活用に課題が見られました。

学校では、ＩＣＴを活用した「自ら学びに向かう授業」「考え合う授業」、個別指導と反復練習による「基礎
基本を確実に習得する授業」を目指し、学習過程の工夫をしながら今後も授業改善に取り組んで参ります。

（２）生徒に対する質問紙調査
①毎日の生活習慣に関して、朝食を食べている生徒の割合が約６割、就寝・起床時間のリズムが一定である
生徒の割合が５割を切っており、いずれも全国・全道平均よりも低く基本的な生活習慣に課題がある生徒
が多い状況です。また、自己肯定感が低い生徒の割合が４割ほどおり、自分の考えを他人に説明したりす
ることにも課題がみられます。

②一方で、規範意識が高く、仲間のことを思いやりながら、失敗を恐れずに将来の夢や目標に向けて努力し
ている生徒が多いです。加えて、地域行事に協力している生徒の割合は全道・全国平均と比較して倍以上
高くなっており、地域に学び・貢献している生徒の現状が現れました。

③学習に関しては、家庭学習を平日２時間以上・休日３時間以上と解答した生徒がおらず、ＴＶ を平日４
時間以上見ると解答した生徒は全道・全国平均の倍近くになり、学年全体として家庭 学習時間が不足し
ている状況です。しかし、家で宿題をして復習に時間をかける生徒が全道・全国平均よりも相当高く、授
業にまじめに取り組んでいる生徒が多いです。

学校では、放課後学習・学習相談日の実施や家庭学習の習慣化に取り組み、授業以外の学習の機会と時間の
確保に努めておりますので、今後もご家庭のご協力をお願いします。



各種応募作品の入賞結果をお知らせします各種応募作品の入賞結果をお知らせします
授業や夏休みの課題で生徒が取り組んで応募した作品が、下記のとおり入賞しましたのでお知らせします。

敬称略
★第５１回中学生の「税についての作文」 ★第４７回檜山管内児童生徒美術展
３年 江差税務署長賞 １年 「木もれ日」 檜山校長会長賞

★檜山管内いじめ・ネットトラブル根絶！メッセージコンクール
３年 「LINEでは ラインを越えると 大炎上」奨励賞
２年 「見極めよう 画面の奥の 信憑性」 奨励賞

★第３７回全国中学生人権作文コンテスト
函館地方大会 ３年 「障がい者の権利とは」 優秀賞(北海道新聞社賞)
江差地区大会 ２年 「友のやさしさと私の努力」 優秀賞

１年生りんご収穫体験 １１月１日１年生りんご収穫体験 １１月１日
１年生総合的な学習の時間に、旧両中学校で
の取組を引き継いで、町りんご園でりんご収穫
体験を行いました。新校舎から徒歩でりんご園
まで行き(学校のそばにりんご園があることを
知らない生徒もいたようです)、収穫体験。さ
っそく味見？もさせていただきました。その後、
収穫したりんごは生徒を通じて全家庭に配付致

しました。奥尻
町をはじめとす
るご支援に感謝
申し上げます。

中高ピア・サポートトレーニング １１月１３日中高ピア・サポートトレーニング １１月１３日
ピアとは「同年代の仲間」、サポートとは「支援・援助」とい

う意味です。つまり同年代の仲間による助けあい・支え合い活

動がピア・サポートであり、普段から子ども達が仲間に相談し

やすい関係性をつくることをねらいに行われました。参加希望

を募ったところ、中高合わせて２０名を超える生徒が集まり、

約４０分間の活動に参加しました。バースデーチェーンなどの

活動のあと、傾聴スキル講義や質問じゃんけん、他者紹介、足

し算トークなど

の活動に取り組

み、互いに交流

を深めることが

できました。

全校弁当 １１月２１日全校弁当 １１月２１日
生徒会執行部により、奥尻中学校の
全校生徒が１～３年生各教室で混ざ
り合い、丸くなって弁当を食べる企
画が行われました。意外と静かな教
室もありましたが（笑）、普段とは違
う雰囲気の中で仲良く弁当を食べ、
交流を深めることができたようです。

新人バレー代替大会 11月19日新人バレー代替大会 11月19日
悪天候で復路フェリー長期欠航が予想された
ため、出場を取りやめた檜山新人バレー大会。
翌日１１月１９日（日）に、その代替大会とし
て町内バレーボール愛好会（奥尻ドリームチー
ム）との試合を急遽実施しました。ドリームチ
ームに圧倒される場面もありましたが、生徒た
ちは最後まで全力でプレーしました。雪が降る
中、駆けつけていただいたバレーボール愛好会
の皆さま、ありがとうございました。

３年生租税教室 １１月２４日３年生租税教室 １１月２４日
函館税務署の

をお
招きして、３年
生を対象に租税
教室を実施しま
した。税金の種
類や税金の使わ
れ方について、
資料や動画を用いたわかりやすい説明を受
け、生徒たちはそれぞれに理解を深めるこ
とができました。

歯と口の健康を考える集会 １１月１６・２１日歯と口の健康を考える集会 １１月１６・２１日
歯と口の健康に関心を持ち、
正しい歯みがきができること
をねらいとして、標記の集会
が各学年で実施されました。
大学歯学部卒業の本校

によるむし歯や歯肉炎の原因と健康につい
ての講話の後、自分の歯肉の状態をチェッ
ク。最後は歯垢（プラーク）染め出し液で
各自の歯の汚れを染め出し、普段の歯みが
きの仕方をふり返りました。
楽しみながら、正しい歯のみがき方を学

ぶことができた集会となりました。

1 金 ○ 部 代議員会（放）
2 土 檜山吹奏楽祭（江差）
3 日 町民卓球大会（町民セ）　ノーゲームデー
4 月 ○ 部 教育相談１　全校集会兼保健集会
5 火 × 部 分掌部会
6 水 × 12時 奥尻町総合教育研究大会（青苗小）　生指協会議
7 木 ○ 部 教育相談２
8 金 ○ 部 教育相談３
9 土 × 16:45 土曜参観日　親子ミニバレー大会　吹奏楽部定期演奏会
10 日
11 月 振替休業
12 火 × 部 教育相談４　学習相談日（放）
13 水 × 部 指導主事学校教育指導訪問Ⅱ
14 木 ○ 部 教育相談５　学年部会
15 金 × 部 クリスマス集会（放）　職員忘年会
16 土 × 学校閉鎖日
17 日 ノーゲームデー
18 月 ○ 部 生徒会遠隔交流（放）
19 火 ○ 部
20 水 ○ 部 学習コンテスト（英語）
21 木 × 14時 薬物乱用防止教室　職員会議
22 金 × 15時 終業式
23 土 冬季休業（～1/16）　天皇誕生日　吹奏楽ソロコンクール
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金 年末休暇　学校閉鎖日
30 土 年末休暇　学校閉鎖日
31 日 年末休暇　学校閉鎖日

2017年12月 奥尻中学校行事予定(11/25時点　変更の可能性もあることをご了承ください)

日 曜
部
活

下
校

バ
ス 行 事 や 部 活 予 定 な ど 

１２月を迎えます。師走の語源を「教師も走り

回るほど忙しいから」と子供の頃に誰からともな

く聞いたものですが、実際の語源は違うようで、

僧（師匠）がお経をあげるために東西を馳せる（走

り回るの意味）という「師馳す（しはす）」が有

力のようです。他には、年が果てるから「年果つ

（としはつ）」が変化したという説もあるそうで

す。４月以来、奥尻中の職員は開校１年目の仕事

もあり、それこそ例年以上に忙しく走り回ってき

ました。｢師馳す｣の師は、今年くらいは教師の師

でも良いのではないかな…と思っています。 ○宮

檜山新人卓球大会檜山新人卓球大会(厚沢部)(厚沢部)11/1211/12
団体戦 予選リーグ
奥尻中１－４江差北中
奥尻中２－３厚沢部中
奥尻中０－５江差中 予選敗退

個人戦 準々決勝敗退(ベスト８) 敬称略
、 、

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
後期生徒会執行部が中心となり、各学級

・職員室で募金活動を行いました。その結

果６，４８０円の募金を頂き、全額を奥尻

町共同募金委員会に引き継ぎました。ご協

力ありがとうござ

いました。

「柔道」～各学年保健体育授業～「柔道」～各学年保健体育授業～
１１月１５日から、各学年の保健体育の授業で

柔道の学習を行っています。技術を身につける

だけでなく、相手

を尊重し、伝統的

な行動・所作を学

ぶことも重視して指導しています。

柔道有段者である本校 教

諭もＴＴに加わり、各学年１０時間

ずつ実施します。真剣に授業に取り

組む生徒の姿が印象的でした。

スマホやネット利用について、家庭の約束事をご確認・ご指導願いますスマホやネット利用について、家庭の約束事をご確認・ご指導願います
１１月７日に行われた檜山管内中学校・高等学校連絡協議会研究大会において、管内の中・高生のＳＮＳ利用実

態と課題について提言されました。 ①管内中学生の５４％がスマホを利用しており、スマホの利用時間が一昨

年と比較して増え、スマホを利用する中学生の８４％がＬＩＮＥを利用している（続いて動画視聴71%・調べ物69

%・ゲーム64%・通話58%・Twitter27%など）実態が明らかになりました。 ②管内中学生の８７％が家でインター

ネットを使える環境にあり、さまざまな機器（ＰＣ55%・携帯ゲーム機52%・タブレット33%など）でネットに接続

してＬＩＮＥや動画視聴、ゲームなどをしています。 ③スマホやネット使用について家庭での約束事が無いと

答えた生徒が半数を超え（スマホ55%、ネット59%）、保護者の対応が追いついていない状況が見られます。そこで、

保護者の皆様には下記の例も参考にして、各家庭での約束事についてご確認・ご指導をお願い致します。

【スマホ・ネット利用の「約束事がある」と回答した檜山管内の中高生の家庭の回答から】
○使用時間を決める（夜10時以降は禁止など） ○使用場所を決める（リビングのみなど） ○課金しない

○食事中は使用しない ○寝るときは親に預ける・夜は自分の部屋に持ち込まない ○買い物をしない

○ブログ使わない・ＳＮＳ禁止 ○親に許可をもらう ○テスト点数下がったら禁止 ○テスト１週間前は親に預ける

○勉強の時は親に預ける ○悪口を書かない・中傷は× ○知らない人と友達にならない などなど


