
 

 

学校経営方針二 と 生徒の皆さんへ 

伊達中学校長  髙 橋 秀 壽   

１．先日テレビ番組『奇跡のレッスン 野球編 岩隈久志』を見ました。チームや個人をスポーツや

芸術の一流の指導者が一週間のレッスンを行い、技術だけでなく心の変化を呼び起こす内容です。日

本プロ野球とメジャーリーグで活躍した岩隈さんが伸び悩んでいる中学生の硬式野球チームを訪れ

ます。岩隈さんが初めにしたことは、チームの観察、課題探しでした。第２に、良いプレーには「ナ

イスプレー」と選手相互に声を掛け合うよう伝えました。表現力の育成です。第３に、他の選手の良

い所を全員の前で言葉にすることでした。選手は自分が気付いていない長所に驚き、自分の力を確認

します。自己有用感の認識です。最後に、「常に考えること」と話して終わります。課題を明確にして

取り組むことの大切さを伝えていました。岩隈さんは選手個々をよく観察していました。これはコー

チングのはじめです。教師も同じです。職員にはティーチング（教える）からコーチング（助言）が

大事ですと話しています。授業の中で生徒が困っている際に適切な助言を与えることがコーチングで

す。コーチングにより生徒は自信をつけ、主体的になると考えます。また、コーチングは「個別最適

な学び」に繋がります。そして、学習の主体は生徒の皆さんです。教師の説明を聞いているだけでは、

知識や技能は身につきません。予習で事前に情報を得ていれば理解は深まります。分からなければ質

問できます。復習で理解と記憶の定着と発想力が養われます。 
 
２．令和３年度から全面実施された学習指導要領は、生徒に知・徳・体のバランスのとれた「生きる

力」を育むことを目指して、資質・能力の三つの柱の育成がバランスよく実現できるように以下のと

おり示しています。 

 

 

 

 

 

この資質・能力の三つの柱の育成がバランスよく実現できるものとするため、本校では今年度から三

つの柱を明確にしています。 
 
３．学習指導要領では「何を学ぶか」という教育の内容を重視しつつ、生徒がその内容を既に学習し

た知識及び技能と関連付けながら深く理解し、他の学習や生活の場面でも活用できる、生きて働く知

識となることを含め、その内容を学ぶことで生徒が「何ができるようになるか」を併せて重視してい

ます。つまり、生徒が自分で課題を見つけ、その課題を解決するためには知っていることをどの場面

で使うのか、どういう風に使うと課題を解消できるかと言えます。 
 
４．また、学習指導要領は、「生徒が自らの学習の状況を把握し、主体的に学習を調整することができ

るよう促していく」とあります。この「自分の学習状況を把握している」と「主体的に学習に臨んで

いる」という二つの視点で生徒の皆さんは考えてください。この二つに当てはまっていればよいです

が、そうでなければすぐに行動しましょう。すぐにするという姿勢が主体的な生き方に結び付くと考

えます。スイスの思想家、哲学者のカール・ヒルティもこう言っています。「まず何よりも肝心なのは、

思いきってやり始めることである。例えば、仕事の机に座って、心を仕事に向けるという決心が、結

局一番むずかしいことなのだ。一度ペンをとって最初の一線を引くか、あるいは鍬を握って一打ちす

るかすれば、それでもう事柄はずっと容易になっているのである。」と。生徒の皆さん、皆さんには沢

山の可能性があります。可能性を現実のものとしましょう。自分を成長させましょう。知的好奇心を

高めましょう。まずは始めること。始めてしまえば、次になすべきことは自ずと見えてきます。 

 

第３号 令和４年６月２９日（水）伊達市立伊達中学校 

教育目標 

自ら学ぶ生徒 

自ら活動する生徒 

自ら鍛える生徒 

生徒の発達の段階や特性等を踏まえ、次に掲げることが偏りなく実現できるようにするものとする。 

(1)知識及び技能が習得されるようにすること。 

(2)思考力、判断力、表現力等を育成すること。 

(3)学びに向かう力、人間性等を涵養すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊達中ギャラリー 

〈７月行事予定〉 
６日(水) ２年陸上競技大会 
７日(木) １年陸上競技大会 
８日(金) ３年陸上競技大会 

１２日(火) 専門委員会 
１４日(木) ３年性の講話会 

１８日(月) Ｎｏ部活Ｄａｙ 
２０日(水) ３年高校説明会① 
２１日(木) ３年高校説明会② 
２２日(金) １学期終業式、表彰集会 

ワックスがけ 

※陸上競技大会予備日 12 日(火)、13 日(水)、19 日(火) 
○清掃強化週間 11 日(月)・13 日（水）、20 日(水)、21 日(木)、22 日（金） 
☆スクールカウンセラー来校  ６日(水)、20 日(水) 

【西胆振大会結果】 
○陸上部 

男子 4×100ｍR 浦上(3-1)・市橋(2-2)・平井(3-5)・西川(3-2)  46.71秒 優勝 

 100ｍ 西川飛翔(3-2)  11.07 秒 優勝   １年 100ｍ 浅木弘太郎(1-3)  12.89 秒 2位 
 200ｍ 尾上碧唯(2-5)  24.36 秒 3 位   走り幅跳び 西川飛翔(3-2)  6m10〈大会新記録〉 優勝 

女子 4×100ｍR 中谷(2-2)・鳴海(2-1)・沼田(3-4)・船越(1-4)  53.22秒 2 位 

 100ｍ 鳴海智咲(2-1)  12.99 秒 2 位   走り高跳び 安住茉菜(3-3)  1m30 優勝 
上記生徒は７月２７日から北見市で開催される全道大会に出場することが決まりました。 

○バドミントン部 

男子団体戦 鎌田(3-4）、沼田(3-5)、畠山(3-5)、堀込(3-3)、宮崎(3-5)、土田(2-1)、遠藤(1-4)  ３位 
女子団体戦 浅利(3-3)、齋藤(3-2)、清野(3-5)、荒木(2-4)、熊澤(2-1)、佐藤(2-2)、坂東(2-4)  ３位 
男子個人戦 シングルス 遠藤大史(1-4)  ベスト８ 胆振大会出場 

ダブルス  鎌田昂汰(3-4)・畠山希結(3-5)  ベスト８ 胆振大会出場 
  女子個人戦 ダブルス  熊澤堵愛(2-1)・坂東律歩(2-4)  第３位 胆振大会出場 
○バスケットボール部 

  男子 決 勝 伊達中 36 VS 84 桜蘭中  準優勝 胆振大会出場 
女子 １回戦 伊達中 24 VS 90 鷲別中  惜敗 

○バレーボール部 

男子 伊達中 2 VS 0 緑陽中 優 勝 胆振大会出場 
女子 準決勝 伊達中 1 VS 2 翔陽中  順位決定戦 伊達中 0 VS 2 幌別中  第３位 胆振大会出場 

○ソフトテニス部 

  男子団体戦 予選敗退 
  女子団体戦 ３位決定戦 伊達中 0 VS 2 鷲別中  ４位 胆振大会出場 
  男子個人戦 ダブルス 佐藤優樹(2-4)・渡 夏輝(2-4)  ベスト１６ 胆振大会出場 

  女子個人戦 ダブルス 藤原麗未(3-5)・阿部未来(3-2)  第６位 
             岡野真央(3-5)・錠 未来(3-1)  ベスト１６ 以上２ペア胆振大会出場 
○卓球部 

  男子団体戦 決 勝 伊達中 3 VS 2 光陵中  優 勝 胆振大会出場 
  女子団体戦 決 勝 伊達中 1 VS 3 桜蘭中  準優勝 胆振大会出場 
  男子個人戦 後藤遼太(3-3)  優 勝   酒本泰佑(3-1)  準優勝   竹内琉惺(3-1)  第３位 

  古山海斗(3-8)  第５位   早瀬朋也(2-3)  第９位 以上５名胆振大会出場 
  女子個人戦 波多野結月(1-2)  優 勝 胆振大会出場 
○サッカー部 

  １回戦 伊達中・虻田中合同 0 VS 5 室蘭西中・星蘭中合同  惜敗 
○野球部 
  ２回戦 伊達中 0 VS 6 登別明日中等  惜敗 

 

【胆振大会結果】 
○柔道部 
  男子団体戦 蝦名(2-5)、渡部(2-3)、清水(3-3)、田屋(3-1)  準優勝 

  男子個人 ６０㎏級 渡部直弥(2-3)  １回戦惜敗   ６６㎏級 蝦名悠平(2-5)  １回戦惜敗 
○剣道部 
  男子団体戦 竹内(1-2)、高橋(1-4)、藤田(2-5)、中里(3-2)  優 勝 全道大会出場 

  男子個人戦 中里貫希(3-2)  優 勝   高橋凛久(1-4)  第３位 全道大会出場 
        藤田一世(2-5)  １回戦惜敗   竹内 涼(1-2)  ２回戦惜敗 
  女子個人戦 竹内結香(3-2)  ２回戦惜敗   中里結奈(2-4)  ２回戦惜敗 

生徒会による緑の募金受け渡し ６月９日(木) 

伊達開来高校教育活動等説明会 
６月２日(木)全校避難訓練 


