
啓明
令和２年度学校だより 学校教育目標

積極的に真理の追求をする生徒
厳しく正しい生活をする生徒
強い身体と心を鍛える生徒

スローガン「自分史上最高を目指せ！」 令和2年９月２３日 第７号

苫小牧市立啓明中学校長 大 橋 祐 之

今年度２回目の避難訓練を９月４日（金）に実施しました。あいにく雨天のため
屋外への避難は見送りましたが、生徒たちは、６月に実施した避難訓練（火災想定）
と同様に実施目的をしっかりと押さえ、必要な行動をとっていました。
「生徒アンケート」（７月実施）では、９２．８％の生徒が「避難訓練が防災意識

の向上のきっかけになっている」と回答していることを踏まえ、今後も防災意識の
向上を図るべき、重要な取組として継続していこうと考えています。

避難訓練では、私から生徒たちに次のようなお話をさせていただきました。

今回の避難訓練の終わりに、北海道胆振東部地震により、犠牲となられた全ての方々に対し哀悼
の意を表し、全校生徒・職員で黙とうを捧げました。

学校評価 １学期生徒・保護者アンケートについて
この度、１学期末に実施いたしました標記アンケートの集計結果がまとまりましたので掲載いたします。

今年度は、質問数を生徒・保護者アンケートのいずれも２０問とし、これまでの調査で明らかになって
いる学校課題や、社会情勢に合わせて質問内容を一部変更しております。分析結果を基に、学校経営の
グランドデザイン及び学校改善プランを改訂いたしましたので、ホームページからご確認ください。

Ｎｏ 質問項目（上段：生徒 , 下段：保護者） 評定平均 Ｎｏ 質問項目（上段：生徒 , 下段：保護者） 評定平均

１ 生 朝読書は自分のために有意義なものになっている 3.4 １１ 生 先生方は困ったときに相談にのってくれる 3.6
保 学校での朝読書が、ご家庭での読書習慣の確立・定着に良い影響を与えている 2.5 保 学校は、お子さんの声に耳を傾けて適切な指導をしている 3.0

２ 生 授業で学んだことが役に立ったと実感することがある 3.3 １２ 生 自分にはよいところがあると思う 2.9
保 学校は、学習に関して子どもの能力や努力を適切に評価している 3.1 保 学校は、お子さんの適性を理解し、将来の進路選択に向けて指導している 3.0

３ 生 学校に行くのは楽しいと思う 3.1 １３ 生 先生方は、自分の良いところを認めてくれる 3.4
保 お子さんにとって、学校は楽しいところだと思う 3.2 保 学校は、生徒の成長や努力を評価（褒める・励ます）して、自己有用感を育んでいる 3.0

４ 生 あいさつや正しい言葉づかいができている 3.4 １４ 生 将来に対する夢や目標がある 3.2
保 学校は、あいさつなど基本的な生活習慣を身に付けさせる指導をしている 3.4 保 ご家庭では、お子さんの進路希望や将来の夢について話をしている 3.3

５ 生 学校生活に必要なルールやマナーを守って生活している 3.4 １５ 生 将来の夢や目標を実現させるため、普段から努力していることがある 3.0
保 学校は、生徒の間違った行動などに対して適切に指導している 3.2 保 ご家庭では、お子さんの家庭学習の様子を把握し、継続的に取り組むよう指導している 3.0

６ 生 学級の仲間と協力して､仲良く生活している 3.5 １６ 生 家族とのコミュニケーションを十分とっている 3.6
保 学校は、保護者・地域住民からの声に耳を傾けている 3.1 保 ご家庭では、お子さんとのコミュニケーションを十分にとれている 3.3

７ 生 委員会や係活動（当番活動）にしっかりと取り組んでいる 3.6 １７ 生 学校からのお便りや連絡プリントを家の人に渡している 3.5
保 委員会活動や係活動がお子さんの自主性を高めるのに役立っている 3.2 保 学校は、生徒の様子を懇談や通信、ホームページ等で知らせている 3.2

８ 生 学校行事に積極的に取り組んでいる 3.3 １８ 生 交通ルールやマナーを守るなど､安全に十分注意している 3.7
保 授業参観や体育大会・学校祭などは、生徒の様子を知るよい機会となっている 3.4 保 学校は、交通安全や防災、防犯等、安全指導を適切に行っている 3.3

９ 生 いじめをしないよう、させないように心がけている 3.6 １９ 生 避難訓練が、あなたの防災に対する意識を高めるきっかけになっている 3.5
保 学校は、いじめをしないよう、させないよう指導している 3.1 保 ご家庭では、学校での避難訓練や、災害にあった時の対応について、お子さんと確認している 2.9

１０ 生 困ったときに相談にのってくれる友だちがいる 3.6 ２０ 生 学校や家庭で、新しい生活様式を意識して生活している 3.5
保 ご家庭では、お子さんの友人関係について把握している 3.3 保 ご家庭では、お子さんに新しい生活様式を意識するよう指導している 3.1

今回の避難訓練は、地震と津波を想定した訓練で、「北海道シェイクアウト」への参加と「胆振防災
教育デー」の取組を兼ねています。
シェイクアウトとは、「地震を吹き飛ばせ！」といった意味の造語で、2008年10月に米カリフォルニ

ア州ではじまった地震防災訓練です。その後、世界最大規模の訓練となっています。
日本では、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」を教訓とし、翌年の2012年3月9日に東京都千

代田区ではじめて実施され、北海道は、その年の8月30日に実施しました。北海道は、日本で2番目に実
施した地域となります。今年度の北海道での参加者は118,062名になっています。
この訓練は、最も初歩的な、そして、重要な「まずひくく(DROP)」「頭を守り(COVER)」「動かない(HO

LD ON)」からはじまります。すなわち、「机の下にもぐって身を守る」ということです。
本校では、「北海道シェイクアウト」への参加、すなわち、地震に際して、「机の下にもぐって身を守

る」を啓明中学校の全員で、徹底していくことを確認したいと思います。
更には、皆さんも記憶に残るところだと思いますが、２年前の2018年9月6日に42人の尊い命が奪われ

た「北海道胆振東部地震」が発生しました。明後日の9月6日で、この地震発生から2年が経ちます。現
在も住家の被害認定に関わる対応など、被災された多くの方々が苦しい生活を強いられています。
そこで、昨年度から、胆振管内の各学校では、この地震を教訓とし、各学校の防災教育の充実、そし

て皆さんの防災意識を向上させることを目的に、9月6日を「胆振防災教育デ
ー」と、することといたしました。
自然災害の心構えを２点、お話しします。
１つ目、机の下にもぐるなど、「自分の身は自分たちで守ること（自助）」
２つ目、「机の下にもぐって」と、声を掛け合うなど、「互いに協力し、助

け合うこと（共助）」
繰り返します。「自分の身は自分たちで守ること」そして、「互いに協力し、

助け合うこと」を実践できるようにしてください。（「自助」と「共助」の実
践です。）



生徒交流会 ～突き進め！ 一度しかないそれぞれの未来に～ 「つなぐ」「一体感」
今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響に

より、当初予定しておりました体育大会、学校祭の
中止を余儀なくされました。そのため、今年度は
それらの代替行事として生徒交流会を計画しました。
学校行事は、全校または学年の生徒で協力し、

体験的な活動を通して、集団への所属感や連帯感を
深め、公共の精神を養いながら、よりよい生活を
送ろうとする態度や資質・能力を育むことを目的
に行っております。生徒交流会もこうした趣旨を
踏まえ、全員リレーの準備や全校及び学年モザイク
画の制作を進めてきました。完成した作品については、
校内に展示しております。ホームページにも掲載
予定ですのでぜひともご覧ください。

全校モザイク画（体育館に展示）→

★啓明中の活躍★
サッカー部 第９回東胆振中学校サッカー競技代替大会 優勝

バレーボール部 苫小牧地区中学校バレーボール夏季交流大会 全勝
ソフトテニス部 苫小牧地区新人戦

ダブルス女子 A級 第３位 増田歌里奈さん・阿部奈花さんペア（２年）
シングルス女子 A級 準優勝 阿部奈花さん

陸上部 髙平慎士杯・北海道ジュニア陸上競技選手権道南大会（函館市）
男子走幅跳 第１位 三浦颯太くん（３年）
１年１００ｍ 第２位 本多芽依さん（１年）
女子１５００ｍ 第８位 河合琴葉さん（１年）

吹奏楽部 証 演奏会苫小牧吹奏楽発表大会 金賞

ＰＴＡ厚生委員会 廃品回収について 教育実習 教育の未来のために
学校だより第６号（８月７日発行）でお知らせ ８月３１日から、本校卒業の大学生が教育実習

いたしましたが、周知のため再度掲載いたします。 を行っていました。教育実習は教育職員免許状を
取得するために不可欠であり、本道教育の未来を
担う人材の育成という観点から大変重要です。実
際に生徒との触れ合いを通しながら、学習指導や
生徒指導等に必要な資質・能力の向上を図りま
す。１０月には、別の学生が教育実習を行う予定
ですが、本校の生徒や教職員、そして今回の実習
生と同様に、新型コロナウイルスに対する感染予
防対策を講じながら、万全の態勢で受け入れてま
いります。

お知らせ 登下校時の服装について 奉仕活動 地域清掃について
１０月５日（月）より、冬服への衣替えに合わせ、 １０月１６日（金）午後、地域清掃を計画して

登下校時の服装を制服に戻します。校内での更衣場 おります。今年度はバイパス（双葉三条通）より
所については、密を避けるよう対応いたしますので、 北側の校区で活動する予定ですのでお知らせいた
ご協力をお願いします。 します。（雨天中止）

10月の行事予定
２日（金）英検 １９日（月）職員会議
５日（月）冬服完全着用、教育実習、生徒会役員選挙立会演説会 ２０日（火）２年宿泊研修結団式
６日（火）英検 IBA ２１日（水）２年宿泊研修①
８日（木）３年修学旅行結団式 ２２日（木）２年宿泊研修②、１年自然体験学習
９日（金）３年修学旅行① ２３日（金）２年回復休業

１０日（土）３年修学旅行② ２４日（土）吹奏楽部定期演奏会（今年度は部員の保護者、教職員のみ入場可）
１２日（月）３年生振替休業 ２６日（月）認知症サポーター中学生養成講座（３年）
１３日（火）認証式 ２８日（水）デートＤＶ防止出前講座（２年）
１４日（水）学年会議
１５日（木）３年学力テスト（総合Ｂ）、中央・常任委員会 １０月の集金日（いずれも木曜日です）
１６日（金）地域清掃（５・６校時） １日・８日・１５日・２２日・２９日

啓明中学校ホームページ 【URL】 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/gakko/keimei/

廃品回収日程（再掲）
１０月２０日（火）澄川町東側校区
１０月２１日（水）川沿町１～３丁目
１０月２２日（木）川沿町４～６丁目
１０月２６日（月）柏木町１～３丁目
１０月２７日（火）柏木町４～６丁目，はまなす町
１１月 ２日（月）ときわ町東側校区
※詳細については PTA から配付されております
別紙をご確認ください


