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家庭学習マネジメント
伊達中学校長

立花 和実

～自ら学ぶ生徒～
～自ら活動する生徒～
～自ら鍛える生徒～

与えられた時間は皆平等です。
それをどう使うかは自分次第です。

最後の夏休みです。受験に向けての準備を着実に進めなければな

保護者の皆様には、学習を促したり、生活環境を整えたりす
ることで、規則正しい学習や生活の習慣形成を支援する「ペ
ースメーカー」として、生徒が学習から逃げたくなったり、自

らない大切な夏休みとなります。３年生だけでなく、どの学年も

信をなくしたりした時に、アドバイスしたり話し相手になったり

実りある時間にしてほしいと願っています。

して、心の支えになる「サポーター」として、教材の準備や

今日で１学期が終了しました。特に３年生にとっては義務教育

さて、いよいよ明日から夏休みです。夏休み中、生活の中心の
場は家庭となります。この夏休みは、自立した社会人となるため
の基礎基本として、自己マネジメント力を身に付けてほしいと
思います。自己マネジメントとは、自分の学習と生活の実態

を自覚して、
目標を設定したり、
進捗状況を記録したりして、
自分の学習と生活を改善していくことです。そして、自己の
学習と生活を意図的・計画的に創造する力が、
自己マネジメ
ント力です。
具体的には、ＰＤＣＡサイクルを実践することです。Ｐ（P
LAN プラン）は計画を立てる。Ｄ（DO ドゥ）は実行す
る。Ｃ（CHECK チェック）は検証、反省する。Ａ（AC
TION アクション）は改善するということです。例えば、Ｐ
では、まず、
「家庭で過ごした時間の円グラフや帯グラフ」
を作成して時間配分を自己診断した上で、
「学習改善計画表」
と「生活改善計画表」を作成する。Ｄでは、
「改善計画表」に
実施状況の記録を付け、ミニ感想文を書く（学校でやってい
る自己評価シートのように）
。Ｃでは、成果と課題を分けて整
理し、課題については、その原因を考えてまとめる。Ａで
は、改善のための自己目標を明確にし、
「改善計画表」を修正する。これを１
週間１サイクルとしてＰＤＣＡを繰
り返していくのです。すでに夏休みの計
画表をつくっているでしょうから、それ
を活用してもよいでしょう。

学習スペースの確保、
静寂な時間の保障などの条件整備を通して、

良好な学習環境を構成する「ファシリテーター」として、
お子さんの家庭学習を支えていただければ幸いです。
最後に、１学期間、本校の教育活動にご理解とご協力
をいただきました保護者の皆様と地域の皆様に感謝申し
上げますとともに、生徒たちにとって安心・安全で充実
した夏休みとなるよう、保護者
の皆様、地域の皆様のご指導と
ご支援をお願い申し上げ、1学期
の終わりのあいさつとさせてい
ただきます。

奇跡の運動会、無事終了！
昨年より7月に開催となった運動会は、蝦夷梅雨を思わせ
る長雨の中、奇跡のような2日間の中で全プログラムを無事
終了しました。連日の雨で、グラウンドの状態も悪く、外
での練習は予定の半分程度でした。2日前に予定していた総
練習はぎりぎりまで待って前日の午前に実施、午後は会場
設営、そして当日を迎えました。
当日の曇り空は7月の運動会としては、日光が遮られ、気
温も上がらず、好条件でした。開会式、ラジオ体操、プロ
グラムが進む中、大会記録が出ました。昨年度から取り組
む学級ごとの長縄跳びは、どのクラスも一生懸命に練習を
してきました。本番では、練習ではなかったような好成績
を収めたクラス、練習の成果を十分に発揮できなかったク
ラス、結果はさまざまでした。締めくくりになる全員リレ
ーは終始声援の中、全学級、無事にバトンを渡しきりまし
た。
閉会式が終わり、会場片付けが始まる頃に、また雨が降
り始めました。今年も思い出に残る奇跡の運動会となりま
した。当日ご来場いただきました皆様、ご声援ありがとう
ございました。

「ＤＣＣ週間」終了
生徒会で取り組むこの活動は「ダテ シティ クリーン」と
して、登校時に生徒たちが通学路のゴミを拾うものです。
1学期は5/31～6/6で実施しました。全体で3.6kgのゴミを
集めました。次回2学期は9/3～9/7の予定です。
ご家庭からも励ましの言葉をお願いします。

ＰＴＡ研修委員会講習会

「栄養教室～ワンプレートで朝ご飯」
７月24日(火) 15名の参加で行われま
した。生徒の給食が作られている食育セ
ンター調理室で行
われ、参加者の皆
さんは、楽しみな
がら食育について考える機会と
なりました。

校内新記録 ボール投げ男子 2年 五十嵐大陸 記録 34m40
他に学年新記録も出ています。

諸大会結果
【卓球】平成30年度 室蘭地区硬式卓球選手権大会
(ｶﾃﾞｯﾄの部)
7/15(日)室蘭市体育館
〔13歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕
優 勝 佐藤賢仁(1年)
第3位 早瀬太一(1年)
〔14歳以下男子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕
優 勝 青木 忠(2年)
第5位 金児凜平(2年)、滝頭怜弥(2年)
工藤子龍(2年)、田嶋久暉(2年)
〔14歳以下男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ〕
優 勝 青木 忠・佐藤賢仁ペア
第3位 金児凜平・吉田歩夢ペア
〔14歳以下女子ｼﾝｸﾞﾙｽ〕
優 勝 鈴木麻祐(2年)
第2位 和賀奏歩(2年)
第3位 千葉瑛水(2年)
〔14歳以下女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ〕
優 勝 鈴木麻祐・門真みのりペア
第2位 千葉瑛水・和賀奏歩ペア

中体連全道大会出場決定競技
陸上部
柔道部
水泳部
野球部
卓球部
剣道部
羽球部

7月25日 ～ 27日
7月26日 ～ 27日
7月27日 ～ 29日
7月28日 ～ 31日
7月31日～8月2日
8月 3日 ～ 4日
8月 3日 ～ 5日

函館(函館市千代台運動公園陸上競技場)
釧路(湿原の風アリーナ釧路)
江別(野幌運動公園総合体育館プール)
知内(知内町しおさい球場・木古内鷹取球場)
伊達(伊達市総合体育館あかつき)
小樽(小樽市総合体育館)
深川(深川市総合体育館)

～伊達市・伊達市教育委員会よりお知らせ～
「北海道・北東北の縄文遺跡群」推薦決定！
伊達市の「北黄金貝塚」が世界遺産に一歩近づきました。
だて噴火湾縄文まつりは今年で21回目を迎えることにな
りました。これを機会に地元伊達でも登録への気運が高ま
ることを期待しています。
第21回縄文シンポジウム
日 時
8月12日(日)13時00分
～16時35分
会 場
ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ視聴覚室
内 容
講演、写真ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
だて噴火湾縄文まつり
日 時
8月26日(日)10時00分
～15時00分
会 場
史跡北黄金貝塚公園

夏休みの生活には十分注意を！
〔学

習〕

1学期の復習やまとめに取り組みましょう。また各教科か
ら休業中の課題が出ています。計画的に進め、提出日を守
れるようにしましょう。
2学期の2週目には全学年とも学力テストが予定されてい
ます。

〔交通事故〕
自転車の事故は、年々大きな事故として捉えられるよう
になっています。自転車加害の死亡事故などが発生してい
るからです。普段から気をつけましょう。

○自転車の乗り方には十分に気をつけること。並走、
逆走のないようにすること。歩行者に十分注意し
て走行すること。
○横断歩道は、青信号であっても周りに注意して渡
ること。
○事故にあったときは、相手に「だいじょうぶ」と
答えても、必ず「警察を呼んでもらう」こと。
○何かあったときは、とっさであっても可能な限り
車のナンバープレートを覚えること。

〔水辺での事故〕
この時期から水の事故は多発します。きまりを守ること
と同時に水の危険性を十分に考えて行動しましょう。

○漁港岸壁のテトラポットの上など、滑りやすいと
ころには乗らない。
○遊泳禁止区域では、水遊びをしないこと。

〔不審者情報〕
どんな事故も初動が大事です。警察への連絡が早かった
ので不審者を特定することができたケースを多数聞いてお
ります。その後、学校へご連絡ください。

８月

１日（水）中体連全道卓球大会(7/31～8/2日)
３日（金）中体連全道剣道大会(～4日)
中体連全道羽球大会(～5日)
４日（土）伊達武者まつり(～5日)
陸上大会(～5日)
日胆地区吹奏楽コンクール(～5日)
８日（水）同窓会総会ビールパーティー
１１日（土）山の日
１３日（月）休校日(～15日)
２０日（月）2学期始業式、表彰集会
生活リズムチェックシート(～26日)
職員会議
２２日（水）フッ素洗口日、ノーゲームデー
学校祭準備期間開始、2年性の講話会
２３日（木）諸費納入日、第３回PTA理事会
２４日（金）清掃なし、部活動なし
２５日（土）伊達市PTA連合会研究大会
(ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ9:30～)
２７日（月）市教研英語暗唱大会(ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ)
２８日（火）胆振西部特支中学校交流会
２９日（水）全学年学力テスト
市教研部会
清掃なし
部活動なし
３０日（木）フッ素洗口日、
諸費納入日
３１日（金）８組プール学習

○まずは第一報を警察に！その後、学校へご連絡く
ださい。
〔学校 ２３－３０５５〕

２学期といえば、学校祭。学校祭準備も始動して

同窓会総会ビアパーティー8月8日（水）開催

テーマは 「花火～本当の自分を打ち上げろ～」 に決
定しました。学校祭は普段はさらけ出せない自分を見せら
れるチャンス！花火のようにダイナミックに楽しめる学校
祭にしたい！との願いが込められています。

例年8月に行われている同窓会総会ビアパーティーが今
年も開催されます。ここで得られる収入は部活動の全道
大会出場に補助として、贈られています。
ビアパーティーに生徒は参加できませんが、同窓生は
じめ地域の皆様方に応援・激励をいただいていますこと
をご紹介いたします。
また、チケットに余裕がありますので、PTA、地域の皆
様の参加希望がありましたら、伊達中学校 教頭までご連
絡ください。

います。7月20日に一斉係会議が終了しています。今年の

マチコミメール加入者募集中

4月にご案内いたしました緊急時一斉メール配信システ
ムは、今後も加入を募集し、１００％を目指します。

７月24日現在で

３９２名の加入登録済みです。

