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北中マスコットキャラ決定！！

期末考査終了！手応えは？
９月９日(水)～11 日(金)にかけ
て、前期の期末考査が行われました。
6 月から再開された学校での学習の
成果が試されました。
いつも述べることですが、大切な
ことは、現状を分析して、次に活かす
ことです。
また、今後望まれている「身に付けるべき資質・能
力」においても「既習事項(すでに学んだ事柄)を活用
して、新たな考えや方法を導き出す力」が重要になっ
てきます。つまり、今まで学んだことを「社会に出た
ときに活かす」という視点で『つなげて考える力』を
身に付けていきましょう。
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充実した生徒会活動の展開！
「日常」と「つながり」をテ
ーマに生徒会役員が考えて、
今までにない取組をやってく
れています。
今 回 は 、「 あ い さ つ で
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つながろう」というねらいで、

「Let’s join us !」あいさつ
月間 の取組を紹介します。
朝、登校してくる人に役員や
ボランティア参加者があいさ
つをして、それに応えてあい
さつを返してくれた人、また

今後望まれる「学びに向かう力」

は自ら進んであいさつをして
くれた人にシールを配り、そ

先に書いている「身に付けるべき資
質・能力」の中に、
「学びに向かう力・
人間性」という側面があります。
みなさんは、今、様々な勉強をしな
がら自分の適性とは何かを探しなが
ら自己の資質・能力を伸ばしていって
います。そして、身に付けた資質・能力を活かして将
来仕事に就くことになります。そのために今勉強して
いると思うかもしれませんが、それだけではありませ
ん。
農業、漁業などの第一次産業では、IT 化が進み、収
穫期を予想するソフトが開発され、それを使いこなす
勉強が必要になってきています。土木作業においても
重機の操作資格を取るために勉強したり、新しい測量
方法を勉強したりと、みんな働きながら勉強を重ねて
いくことになります。
つまり、
「学び続ける力」
「学びに向
かう力」を高めていくことは人生に
とってとても大切なことです。勉強
することは、
「○○高校に合格するた
め」というより、
「よりよい人生を送
っていくため」です。そのために勉強
や学びに向かっていく（挑んでいく）力を伸ばしてい
こうと、心を整えてみてはいかがでしょうか。
先生達も他の職業と同じように「研修」と呼ばれる
勉強を常に行っています。
（写真）

9 月 23 日授業研修の様子

れを貼ることで、大きな「校
章」を完成させようという取組です。お陰で、前にも
増して明るく温かいあいさつが増えました。
そんな取組を考えてくれた我が北中のリーダーさ
んに改めて「ありがとう！」と言いたいです。
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「日常とつながり」をテーマに北中の新キャラクター
を募集したところ、たくさんのすばらしい作品が届き
ましたが、
「みんなでつながり、北中が輝きますように」
という願いを込めて 1 年 3 組渕上萌々香さんがつくっ
てくれたキャラクターに投票で決定しました。葉っぱ
は、北中の自然を表し、文房具は北中のみんなで勉強
に励もう！というメッセージが込められているそう
です。名前は、「キタリーフ」
今後様々な機会に北中のシンボルとして活躍して
くれると思います。

コロナ対策し、新人大会開催決定
福岡県中体連、筑前地区中体連より新人大会の開催
決定通知があり、糟屋区中体連および糟屋区中学校長
会で審議した結果、近隣地域の感染状況を踏まえ、新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策をした上で、糟
屋区中体連新人大会の開催が決定されました。
各競技団体において感染防止対策を綿密に審議し、
「感染防止ガイドライン」を作成し、それに則った大
会開催となります。参加選手および応援保護者の人数
など、制限の中での開催となりますが、ご理解とご協
力をよろしくお願いします。
主な感染防止対策は以下のとおりです。
①参加者および保護者応援について
＊開閉会式は行わない。試合時間に併せて会場に入
り、試合会場へはエントリー選手および補助生徒
のみ入場。
＊保護者の応援は、エントリー選手数分（１５名エ
ントリーの場合、保護者も１５名まで）とする。
＊監督、引率者、登録選手および保護者から「参加
同意書」を学校長に提出してもらう。
＊参加校の登録選手、監督、引率者、外部コーチの
２週間分の体調を記録した「体調記録表」
を作成（学校保管）し、それをもとに作成した「選
手体調確認表」を大会当日専門部へ提出する。
＊応援する保護者についても、２週間分の体調を記
録した「体調記録表」を作成（学校保管）し、そ
れをもとに作成した「保護者体調確認表」を当日、
専門部へ提出する。
②感染防止対策について
＊各競技の特性に合わせて、会場を増やすなど３密
(密接･密集･密閉)を避け、こまめな消毒を計画的
に実施する。
＊大声での応援を避け、プレーする選手以外はマス
クの着用を義務づける。
１・２年生部員のみなさん。悔
しい思いをした３年生の分まで
がんばってください。北中生の誇
りを胸に感染症拡大防止対策を
しっかり行った上で、精一杯プレ
ーしてきてください。

修学旅行先の変更について
今年度の修学旅行は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止対策の観
点から下記のように計画を変更す
ることとなりました。関西とは違
い、
「平和学習」の充実、
「明治維新
の主役達を生んだ土地」を巡ること
で、意義深い旅行にしたいと考えて
います。
〔期日〕令和３年１月１２日（火）
～１月１４日（木）
〔訪問地〕鹿児島市内、知覧、桜島
〔説明会〕令和２年１１月１９日（木）午後を予定

前期の評価(通知表)について
評価について
期末考査を終え、前期も１０
月９日(金)で終了となります。
そこで、学習の成果と今後の課
題をご家庭にお知らせする「通
知表」が配布されます。
１年生は、中学校に入学して
初めての通知表を受け取ること
になります。そこで、中学校の評価について概要をお
伝えします。
評価は、
「観点別評価」によって行われ、それぞれの
教科の特性に応じた４観点～５観点（主に①関心･意
欲･態度、②思考･判断･表現、③技能、④知識･理解）
で評価します。これは、３段階評価で表します。(Ａ…
十分満足できる〈達成度８５％程度以上〉、Ｂ…概ね満
足できる〈達成度５０％程度以上〉
、Ｃ…努力を要する
〈達成度５０％程度未満〉)
そして、この観点別評価を総合したものが「評定」
であり、１～５という５段階評価として表しています。
定期考査(中間、期末)の点数も重要ですが、各観点
の評価は、授業中に行われる評価（小テストなどの理
解度を測る形成的評価）や活動時における様相観察か
らの評価、さらには振り返りシートの記載から思考
力･判断力を見取るなど、学習活動全体を通して総合
的に評価していきます。

（例）AAAA…５、AAAB…４
ABBB…３、BBBC…３
BBCC…２、CCCC…１
もちろん、作品やレポート提出も重要な評価材料と
なります。
通知表から生徒のみなさん一人ひとりのがんばっ
た点、課題を残した点を明らかにし、今後の学習方法
の改善などに活かしてください。
総合所見の記載について
総合所見については、本年度より後期のみ通知表に
記載します。前期の総合所見欄には「道徳」の評価を
記載しますので、よろしくお願いします。

＜１０月の主な予定＞
◇2 日(金) 3 年学力分析テスト、第 2 回英検
◇3 日(土)4 日(日) 中体連新人大会(区)
◇7 日(水) 陸上部筑前駅伝大会、心臓検診二次
◇9 日(金) 前期終業式
◇10 日(土)11 日(日) 中体連新人大会(区)
◇12 日(月) 後期始業式、生活アンケート
◇14 日(水) 総合専門委員会(臨時)、
眼科検診：1 年･2 年 456 組
◇15 日(木) 歯科検診：1 年･2 年 123 組
◇20 日(火) 歯科検診：2 年 456 組
◇22 日(木) 演劇部による「平和劇」鑑賞
◇23 日(金) 耳鼻科検診：1 年 12 組・3 年 1～4 組
の一部生徒
◇28 日(水) 耳鼻科検診：1 年 345 組･3 年 5～6 組
の一部生徒
◇29 日(木) 総合専門委員会(定例)
◇30 日(金) 歯科検診：3 年 123 組

