
 

確実な学びのために(家庭学習の充実を) 

すがすがしい日々が続いています。先日の合唱祭は、どの学級も、今までの練習の成果を発表するこ

とができました。特に、全体合唱では、隊型を工夫したこともあり、昨年度にも増して素晴らしい歌声

が体育館に響きました。 

さて、各教科の授業では、先生の説明や指示をよく聞き、観察・実験、創作、実技などに一生懸命取

り組んでいる生徒の姿がみられます。 

下校時間が早まり、家庭で過ごす時間も多くなりましたが、家庭学習への取り組みはいかがでしょう

か。下の表は、今年の４月に行われた｢全国学力・学習状況調査｣の家庭学習についてのアンケートの結

果(全国平均)です。最近のみなさんの家庭学習時間は、どのくらいでしょうか。 

【質問】学校の授業時間以外に，普段(月～金曜日)，１日当たりどれくらいの時間，勉強をし

ますか(学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む) 

【結果】 全国平均 (％) 
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10.4 24.7 32.8 17.3 9.0 5.7 0.1 

｢学問に王道なし｣と言われるように、学習は、｢特別なことをするのではなく、ごく平凡な当たり前

のことを徹底して継続して実行していく｣ことが大切だと思います。学力を身につけるためには、授業

だけでなく家庭学習が不可欠です。しかし、実際には、家庭学習への取組に大きな差が生じてしまって

います。 

家庭学習で行う内容には、宿題や自主学習(復習、予習)などがあります。授業を受けることで、学習

内容はある程度｢分かった｣状態になりますが、授業を受けただけで完璧にはならないでしょう。復習を

して、学んだことを暗記したり説明できたり、問題を解いたりして、｢できる｣ようにしましょう。また、

予習をして、次の授業で学ぶおおよその内容を知り、｢自分が分かっていること｣｢自分が分からないこ

と(知らないこと)｣を区別して、授業に臨みましょう。 

家庭学習については、単純に時間の長短で比較はできませんが、ある程度の時間は必要だと思います。

家族の方とも相談しながら、自分の生活パターンを見直し、家庭学習を充実させましょう。 

 (校長  田中健寿) 

 新生徒会本部 活動スタート ～誇りある広島中をみんなで創り上げよう～ 

生徒会長 : 篠崎 ひなの  副会長 :  染谷 みほ・泰樂 颯一郎  
書記 :  小林 蒼・金子 莉沙・矢野 結渡・網本 彩音  

 9 月 24 日（水）に生徒会立会演説会が行われました。今年度も多数の立候

補者がでてくれました。10 月 10 日（金）に引き継ぎが行われ正式に新生徒

会としての活動がスタートしました。旧本部役員のみなさんは、よりよい広

島中学校を創り上げるための様々な活動の中心となって頑張ってくれまし

た。ご苦労様でした。 
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 ふれあい講演会 ～「菓子づくりに生きる」～ 

 平成２６年度ふれあい講演会が 10月 16日（木）に行われまし

た。講師に御菓子司 いのうえの店主 井上幸彦様をお迎えしまし

た。飾らないお人柄で、時折ユーモアを交えたお話に生徒たちは

ひきつけられました。「早く目標を持てると、何に対しても興味

を持って見るようになる」「仲間

は大切です」といった言葉が心に

響きました。また、お菓子作りの

様子をＶＴＲで見せて頂き、その

技に感嘆の声が上がりました。社

会人として大切にすべきことを

教えて頂き、生徒たちは自分を顧

みる貴重な機会となりました。 

新人戦県大会出場 女子テニス部  

 10 月 1 日（水）2 日（木）を中心に新人戦の地区予選会が行わ

れました。各競技とも熱戦が繰り広げられ、健闘した部が多く見

られました。主な成績は次の通りです。その他の活動でも生徒た

ちの活躍が光っています。 

◎新人兼県民総合体育大会地区予選 

 ○ソフトテニス女子団体戦第３位 

   関根 楓花・豊田 さくら・中原 ひかる・間中 愛梨 

岡安 明日香・木嶋 茜莉・飯塚 萌凪・島田 優里 

○個人 優勝：中原 ひかる・岡安 明日香(県大会出場) 

○ソフトテニス男子団体戦第３位 

 稲場 大樹・濵田 緋美・玉城 克輝・濱田 明晴・神場 亮杜・   

服部 龍二・滝口 陸・栗原 駿 

◎町スポーツ大会 

  ○中学男子卓球 第３位 渡邉 敏弥・保泉 賢吾 

 ○中学男子ソフトテニス 準優勝 稲場 大樹・濵田 緋美 

◎科学教育振興展覧会杉戸地区展  

金賞：芳賀 主彩・芳賀 郁彩 

銀賞：渡邊 大智・片岡 滉晴・濱田 夏輝・折原 健太・ 

須賀 亮・鈴木 皓大 

◎発明創意工夫展並びに研究発表会 

○杉戸町 優良賞：藁谷 華威斗・越 菜月・山﨑 大・林 美希     優秀賞：武井 杏奈 

○杉戸町・北葛支部 最優秀賞：稲葉 優花 

○杉戸町・北葛支部 優良賞：濱田 夏輝・折原 健太・青木 萌香・ 寺岡 莉穂・井上 菜々・小林 紅美

・鈴木 華奈子・竹内 優里・ 小川 桃唯栞・北澤 優香・杉田 真凛・松永 莉奈・ 網本 彩音    

◎平成 26 年度幸手・杉戸班中学校英語弁論大会  第４位：間中 彩稀 優良賞：森 大虎 

◎平成 26年度町内読書感想文コンクール 優良賞：古田 桃香・青木 萌香・佐藤 野乃花・武井 有実香 

中学生海外交流事業 ～バッセルトン訪問団来校～ 

杉戸町中学生海外交流事業として行われているオーストラリアのバッセルトンからの訪問団が 9 月 29 日

（月）30 日（火）10 月 7 日（火）の 3 日間広島中学

校に来校しました。 

どんぐり見つけた！                          

10 月 20 日（月）に中央第二幼稚園の園児たちが広中  

の森にどんぐりを拾いに来ました。沢山拾えてよかった

ですね。また来年もお待ちしています。   

11 月 の 予 定 

 日 曜 行事 

1 土 
 

2 日 
 

3 月 文化の日 

4 火 進路学習会           学校 

5 水 検証テスト（国語）         公開 

6 木 町音楽会     

7 金 ２年体験学習 

8 土 校内環境整備 

9 日 
 

10 月 検証テスト（数学） 

11 火 ３年埼葛地区学力検査  

12 水 三者面談 1256   

13 木 三者面談 1256 

14 金 県民の日 

15 土 東部地区アンサンブルコンテスト 

16 日 
 

17 月 三者面談 1235 

18 火 三者面談 3456 

19 水 三者面談 3456 

20 木 
 

21 金 生徒会朝会     

22 土 
 

23 日 
勤労感謝の日  

杉戸町音楽祭（吹奏楽部出演） 

24 月 振替休日 

25 火 区長と学校との連絡会 

26 水 月曜授業+木６  

27 木 期末テスト 2・3小交流会 

28 金 期末テスト  

29 土 
 

30 日 
 


