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将 来 を 見 す え た 行 動 を
校長 西原 久宣

３年生は，私立高校の入試も終わり，第１志望に合格して，ホッとしてい
る人もいるでしょう。また，３月９日・10日の公立高校入試に向けてラスト
スパートで頑張っている人もいると思います。どちらにせよ，３年生にとっ
て，残りの中学校生活をしっかりと締めくくることができるように一日一日
を有意義に過ごしてほしいものです。
さて，今，日本で色々なことが起こっています。全国的に新型コロナウイ

ルスの感染予防を行い始めて，１年が経過し，今では，どこの場所において
も皆がマスクを着用することは当たり前となりました。そのことに慣れたせ
いもあり，皆のマスク姿に，別段違和感も感じなくなりました。また，医療
従事者に対して，新型コロナウイルスのワクチン接種も始まり，今後新型コ
ロナウイルスの感染収束に向けて，大いに期待したいものです。

， ， ， 。先日 福島では 震度 ６強の地震があり 今もなお余震が続いています
東日本大震災からまもなく10年を迎えようとした矢先の出来事であるため，
ショックを受けた人々も多いのではと推察します。10年を節目として，次に
向かって前向きに一歩踏み出して頑張ろうと思っていた人たちの出ばなをく
じかれたようにも感じ，私もとても悲しい気持ちでいっぱいになりました。
このほか，日本経済では株価の高騰で，30年ぶりに日経平均株価が３万円

を突破しました。しかし，このことは素直に喜べるものではなく，先の見え
ない景気変動の予兆を感じ，新型コロナウイルスが私たちの生活や経済を大
きく変えてしまったようにも思えます。
学校の授業や会議等は，各地でリモートで行う所も増えました。これから

は，リモート授業やリモート会議等が当たり前の時代がやってくるのかも知
れません。
このように，目まぐるしく世の中が変わっていく中で，生徒の皆さんは，

将来，どのような職業に就けばよいのかをこれから考えていかなければなり
ません。昔からすれば，ＡＩ技術の目覚ま

， 。しい進歩で 機械の自動化が進んでいます
， ，便利な反面 一旦機械が止まってしまうと

なすすべが何もありません。これからの社
会にとって，何を必要とされるのかをしっ
かりと見極めて将来の職業を選択してほし
いものです。その見極めをするためにも，
日頃から，学習，読書，検定など色々なこ
とに積極的に取り組んでいってください。



令和3年３月の行事予定

4月に再会しましょう！ 本校入学説明会(1/22金曜日)

来年度入学予定の脇本小と折多小の 6年生 39 名と保護者，担任の先生が，来校してく

れました。前半は中学校のことについて話を聞き，後半は授業参観と施設見学，中学校の

行事ビデオ視聴，部活動見学でした。特に部活動見学は小学校にないことなので，みんな

ワクワクしているようでした。中には体験をさせてもらった児童もいて，先輩たちも入部を心待

ちにしているようでした。4月は目前。もうすぐ，三笠中の一員です！元気に再会しましょう。

地域へ感謝をこめて 地域清掃ボランティア(2/14金曜日)

学年末テストの最終日の午後の時間帯に 1・2 年生は地域のごみ

拾いを行いました。曇ではありましたが，暖かい一日で、汗をかきな

がらも、たくさんのごみを拾いました。1 年生は主に学校周辺の道

路，２年生は下村海岸を清掃しました。日頃からお世話になっている

地域の皆さんと豊かな自然に感謝をこめて，一生懸命頑張りました。

標準学力調査(東京書籍版)結果※各項目の上段が本校の結果です。 全国結果との比較(2月 1日現在)

※標準スコアは全国の正答率を 50 としたときの換算値で差がプラスであれば総体的に良好であり，マイナスであれば課題があることを示しています。

12 月 10 日・11 日に行われた標準学力調査（東京書籍版）の結果が届きました。1 学年は全体的に全国平均を超えるこ

とができましたが，2，3 年生が超えることができない教科が増えています。これは今後の進路選択を考えると，とても心配で

す。学校では苦手だった分野を重点的に復習させていきます。生徒たちは担任から個票をもらっておりますので，親子で

一緒に目を通していただき，書かれているアドバイス等を参考にして，今後の家庭学習に取り組ませてください。

速報…鹿児島定着度調査結果※各項目の上段が本校の結果です。 中間結果との比較(2月8日現在)

県平均を上回っている教科が 1学年は 4教科、2学年は 3教科でした。特に数学は県を大きく上まりました。また、多く

の教科で無答率が県を下回り、「あきらめずに解く」という、本校の生徒たちの粘り強さも発揮してくれました。

また、県目標の 70％を多くの教科で超えることができました。学校としても、これに甘んずることなく，さらなる学力向上を

目指し、職員一同、授業力向上のため、職員の研修を深めていきたいと考えております。

1 学 年 2 学 年 3 学 年

国語 社会 数学 理科 英語 国語 社会 数学 理科 英語 国語 社会 数学 理科 英語

正答率 70.7 55.9 65.8 63.9 68.9 68.2 53.1 70.1 51.5 48.8 66.6 56.5 58.1 70.7 62.1

全国平均 71.3 54.5 56.6 59.6 64.2 70.4 55.7 58.8 58.9 54.3 71.9 66.3 55.2 62.8 62.5

差 -0.6 1.4 9.2 4.3 4.7 -2.2 -2.6 11.3 -7.4 -5.5 -5.3 -9.8 2.9 7.9 -0.4

標準ｽｺｱ 49.7 50.7 54.3 52.2 52.2 48.8 48.7 54.4 46.7 47.6 47.0 45.0 51.3 53.4 49.8

差 -0.3 +0.7 +4.3 +2.2 +2.2 -1.2 -1.3 +4.4 -3.3 -2.4 -3.0 -5.0 +1.3 +3.4 -0.2

1 学 年 2 学 年

国語 社会 数学 理科 英語 国語 社会 数学 理科 英語

正答率 76.2 72.6 88.6 76.3 70.2 73.0 71.2 81.9 71.1 57.2

県平均 78.7 64.4 74.9 70.4 68.1 76.7 67.7 67.1 70.9 57.8

差 -2.5 +8.2 +13.7 +5.9 +2.1 -3.7 +3.5 +14.8 +0.2 -0.6

無答率 3.5 0 1.4 1.5 1.7 4.3 2.1 1.8 2.1 5.2
県平均 2.7 3.1 2.7 1.5 1.9 3.2 4.8 7.5 2.7 4.6

日 曜日 行 事 等 日 曜日 行 事 等

2 火 全校朝会（入試壮行会） 15 月 同窓会入会式 卒業式予行

5 金 1・2 年授業参観・学年 PTA 16 火 第 74 回卒業式

8 月 学校関係者評価委員会 17 水 公立高等学校合格者発表

9 火 公立高等学校入学者選抜（国・理・英） 25 木 修了式 離任式(11:20～）

10 水 公立高等学校入学者選抜（社・数・面接等） 26 金 小中連絡会

11 木 全校クラスマッチ ※本年度の PTA送別会は中止になりました。(PTA 理事会)

学校ホームページでカラー版が見られます。また，最新の情報は学校ブログで更新しています。

アドレスが変わりました http://www. mikasa.akune-school.net

または，右の 2次元バーコードをスマホのカメラで読み込んでください。

または，阿久根市立三笠中学校で検索！


