
夢や目標をもつこと
校長 小野 武紀

秋田県では毎年１２月、児童生徒の学力の向上を

図るために、小学校４年生から中学校２年生までの

「 」全ての児童生徒を対象として 秋田県学習状況調査

教科内容の定着を実施しています。この調査には、

（中学校は国・社・数・理・英度等を把握する調査

） 「 」の５教科 と 学習習慣や学校生活についての意識

「各教科等の学習に対する意識 「読書についての」

意識」など、 の２学習の意欲等に関する質問紙調査

つがあります。本校では、この学習の意欲等に関す

る質問紙調査を３年生を含めた全校生徒を対象にし

て実施し、生徒の状況把握に努めています。この学

「将来の夢習の意欲等に関する質問紙調査の中に、

という質問項目があります。や目標をもっている」

これに対する本校生徒の回答結果は次のようになっ

ています。

将来の夢や目標をもっている」に対する回答「

「当てはまる 「どちらかといえば当てはまる」」

と肯定的な回答をした全校生徒の割合は82.3% とな

っており、多くの生徒が将来の夢や目標をもってい

。 、 、ることになります そして 肯定的な回答の中でも

「当てはまる」と回答した生徒は、将来の夢や目標

が具体的に決まっている生徒であり、全校生徒の半

数を占めています。一般的に中学校から高校にかけ

ては、様々な経験を通して自分の能力や適性を理解

する時期であり、中学校の時期に、将来の夢や目標

当てはまる
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当てはまらない
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が決まらなかったり、変わったりすることは無理の

ないことです。将来の夢や目標については、じっく

重要なことりと考えなければならないと思います。

は、早い時期に自分の将来を見つめ、自分はどんな

人間になりたいのか、自分にはどんな職業が向いて

そして、将来のいるのかについて考えることです。

夢や目標が見つかると、それを達成するために今何

をすればよいのかを考えることができ、実行へと結

び付けることができます。そういう意味において、

早い段階で将来の夢や目標をもつということは、と

ても意義のあることです。

これまでの生徒の様子を見ると、夢や目標が明確

な生徒、前述の調査で「当てはまる」と回答した生

徒は、学校生活に意欲的であり、学習や部活動にも

熱心に粘り強く取り組む傾向があります。中学生の

、 、 、時期は 心身の成長や変化が著しく 勉強や部活動

周囲の人との関係などで悩みや不安を抱える生徒が

多く見られますが、夢や目標をしっかりともつこと

により、自分はどうあればよいのかを考えたり、自

分が今やるべきことを理解したりして、前に向かっ

て歩くことができます。悩みや不安を抱え、それら

を乗り越えながら、人として大きく成長する中学生

の時期だからこそ、夢や目標をもつことは、大変重

要なことと言えます。以前の校報で次の言葉を掲載

生徒が成長するためには夢や目標がしていますが、

です。不可欠

学校教育目標のサブテーマとして 堅本校では、 、「

、 」忍不抜の精神で 夢に向かって努力する生徒の育成

を掲げています。今年も生徒たちが、将来の夢や目

標をしっかりともち、成長することができるよう指

導・支援の充実に努めてまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

「目標のないところに努力なし。

努力のないところに成長なし」

令和２年度 天王中学校学校報 教育目標 「自律 「協同 「学び合い」」 」
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の行事予定
３日 (水 チャレンジテスト社会）
４日 (木) フッ化物洗口（１，２年）
５日 金) 学校運営協議会 いじめ不登校対策委員会（
６日 (土) 土曜塾
７日 (日) 部活動休止日
10日 (水 ＰＴＡ授業参観 学年・学級ＰＴＡ）
11日 (木) 建国記念の日
12日 (金) 部活動テスト休み（～１６日）
13日 (土) 数検③ 土曜塾（最終回）
15日 (月 職員会議）
17日 (水 後期期末テスト ３年実力テスト⑧）
18日 (木) ＰＴＡ評議員会 フッ化物洗口
21日 (日) 英検③二次 部活動休止日
22日 (月) 部活動休止日
23日 火 天皇誕生日（ ）
25日 (木) フッ化物洗口 部活動休止日
26日 (金) 専門委員会
28日 日 ＰＴＡ奉仕作業（ ）

の行事予定
１日 月 部活動休止日（ ）
４日 (木) フッ化物洗口
７日 (日) 部活動休止日
８日 (月 ３年生集会）
９日 (火) 公立高校一般選抜 １，２年実力テスト
10日 (水) 卒業式予行 ３年生を送る会
11日 (木) 卒業証書授与式
15日 (月 職員会議 部活動休止日）
17日 (水) 公立高校一般選抜合格発表
19日 (金) 修了式
20日 (土) 春分の日
21日 (日) 部活動休止日
22日 (月) 春季休業日(～４／５) 新入生クラス発表
23日 火 新入生ヘルメット販売（ ）
29日 (月) 離任式 新２，３年クラス発表

生 徒 の 活 躍

＜各種大会結果＞

第３回男鹿潟上南秋書き初め展◇
石川(未)銀賞 畠山(桜)

銅賞 和田(ひ)

◇第16回潟上カップ剣道大会
１月１６日 潟上市 天王総合体育館

最優秀選手賞 木元

中学校男子２年生の部 第１位 大野
伊藤第２位
瀬第３位 髙

中学校男子１年生の部 第１位 木元
洞城第３位
髙橋第３位

中学校女子の部 第１位 畠山
石川第２位

◇第33回秋田県中央地区ソロコンテスト
１月３０日 秋田市 アトリオン

中学校木管・弦楽器の部 優良賞 久米
中学校金管・打楽器の部 優良賞 渡辺

感謝！生徒有志による雪寄せ
昨年１２月下旬から年が明けた１月上旬には、秋田県は記

録的な豪雪に見舞われました。本校の前庭、駐車場は、潟上

市からきれいに除雪していただいていますが、どうしても生

徒の登校する前庭の通路や重機の入れない細かいところは手

作業に頼らざるを得ない状況です。早く出勤した職員を中心

、 、に連日対応していますが その姿を見て生徒たちも吹雪の中

進んで雪寄せに参加する姿が毎日見られ、本当に頼もしく感

じました。また、休日や放課後には野球部、剣道部、女子バ

スケットボール部等の生徒が、練

習時間を割いて、広い範囲を雪寄

せをしてくれました。仲間のため

に、自主的に奉仕活動を続けてく

れた生徒たちに感謝、感謝です。

ＳＯＳの出し方講座 １月２０日

本校初の取組として、１年
生が「ＳＯＳの出し方講座」
を受講しました。これは、生
徒が様々な困難・ストレスへ
の対処方法を身に付けるため
行われたもので、これまであ
まり行われていなかった、学
校における自殺予防教育を推
進させる目的もあります。当日は、潟上市の保健師

、 、さんから講話を聴いたり ペアワークをしたりして
ストレスへの対処の仕方を学ぶことができました。
毎日の暮らしの中で、友達の心が折れそうになっ

たとき、どのように軽くしてあげるのかを考えるこ
とは、人を大切にすることにつながります。

「 」 。ペアワークから聞こえた いいね！ を紹介します

「友達が辛そうにしているとき、軽くしてあげる
ために、どのようなことをしていますか」
・話を聴いてあげる。励ます。笑わせる
・解決策を一緒に考えて、アドバイスする。
・優しく接する。そっとしてあげる。

２か月後には後輩のできる１年生。心も体も日々
成長しています！

保護者向け入学説明会
そして出前説明会 １月２２日

新型コロナ感染症対策ということで、今年度は例年
行われている小学生の体験入学を見合わせ、保護者向
けの説明会を行いました。中学校から、入学前の準備
や入学後の生活・学習について説明したあと、生涯学
習課の佐々木泰生指導主事から「大人が支えるインタ
ーネットセーフティー」と題して、子どもたちがイン
ターネットを健全に利用できるよう講話をいただきま
した。

、 、また 同じく２２日の午後には
生徒会執行部の１年生が、体験入
学を予定していた東湖小学校に出
向き、本校の学習や生活、部活動
の紹介をしたり、小学生からの質
問に答えたりしました。皆さんの
入学を心からお待ちしています。


