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「はっけよーい」「のこった」

「発気用意」とは、気力を充実させ、考え工夫して勝負！
夏休みの前半は猛暑日が続き、８月には全
国各地で線状降水帯による記録的大雨があ
り、地球温暖化による気候変動の影響を感じ
ています。特に８月３日からの新潟県北部の
記録的大雨により、豪雨被害、土砂災害等が
発生しました。被災された皆様には心からお
見舞い申し上げます。
３3日間の夏休みが終わり、２５日（木）から
学校に子供たちの元気な声や笑顔が戻って
きました。夏休みの間、新型コロナウイルス感
染症が拡大する中、保護者・地域の皆様には
ご理解とご支援をいただきました。感謝申し上
げます。
夏休み明け２５日（木）の全校朝会で以下
のような話をしました。
前期後半の３１日間は、中体連の大会や体
育祭等の大事な行事が続きます。それぞれに
目標と計画を立て、それまでの準備や練習、
学び合いに大切に取り組んでほしいです。
目標の実現や行事等の成功のためには、
苦労や困難がつきものです。実現・成功させ
るためには、粘り
強く本気で取り組
むことが、必要条
件です。
さて、この写真
の行司さんは、何
て言っているでし
ょうか。
「はっけよーい のこった」ですね。
どういう意味でしょうか。いろいろな説がある
のですが、その１つを紹介します。
「はっけよーい」を漢字で書くと「発気用
意」（はっきようい）です。これは、「不発気不
生力」（気を発せずんば力生ぜず）「不用意
不成技」（意を用いずんば技ならず）という言

葉からきていて、要するに、「発気用意」は、
「体中の気力を出して、よく考えて工夫して勝
負しなさい」と言っているのです。
「残った」は、まだ勝負がついていないというこ
とです。
「気力を出し
て、よく考えて工
夫して勝負しなさ
い」は、なにも相
撲に限ったことで
はなく、スポーツを
する時はもちろん
ですが、勉強をする時も通じるものです。
目標の実現や行事の成功のためには、２つ
のことが大切だと考えます。１つ目は、「明日
からがんばる」というゆるい気持ちじゃなくて、
「よーし、やるぞ！」と体中の気力を充実させ、
２つ目は、「計画
や作 戦 」を よく考
え工夫し、準備万
端 で 実 践 、チャ レ
ンジすることです。
上手くいかなく
ても、どれだけそこ
に向けて準備した
か、どれだけ本気になれたかが、その失敗した
経験としての価値を決めると思います。
みんなが、共通の目標に向かって、助け合
い、分かち合い、思いやりながら、心をつなぎ、
心を一つにして、一体感を創り出してほしいと
思います。
大会に向けての普段の部活動の練習や各
行事の目標に向かって「発気用意」で取り組
んでください。そして、テストに向けての毎日の
授業や家庭学習も「発気用意」で取り組みま
し ょ う 。 ＜８月２５日全校朝会講話より一部抜粋＞
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令和４年度 松浜中学校の教育
７月学校評価アンケートの結果から
前期の後半を迎え、前期の振り返りとまとめ
の時期に入りました。次の表は、７月に実施し
た生徒と保護者のアンケートの結果です。お
忙しい中、保護者の皆様からもご協力いただ
き大変ありがとうございました。
１０月からの後期に向けて、良い内容は継
続し、改善すべき内容については、向上できる
よう取り組んでいきます。
数値は、「あてはまる」「ややあてはまる」と
回答した肯定的評価の割合です。

１

生徒アンケートの結果（数値は％）

№

項

目

Ｒ４年
７月

１ 目標を持ち、その実現に向かって
努力している。

８3

２ 生活ノートやフォーサイトを活用し
てタイムマネジメントしている。

68

３ 家庭学習時間（学年× 10 分＋ 60
分）を確保している。

72

４ 学習を振り返り、次の学習へつな
げている。

65

５ 授業で 自分の考えをまとめて書
き表している。

64

６ 授業で 自分の考えをもとに周囲
と交流している。

73

７ 学習課題について自分なりに考
えたり、様々な知識を役立てたりし
ている。

79

８ 授業で 個人・ペア・グループ等ど
の活動においても課題解決の学
習に意欲的に取り組んでいる。

79

９ 授業で 他の人の考えを聴き、自
分の考えを再確認している。

82

１０ 朝、自分から あいさつしている。

80

１１ 呼ばれたときなど きちんと返事を
している。

91

１２ 相手の気持ちを考え、思いやりを
もって人に接している。

86

１３ 「３い（いじめ・いたずら・いやがら
せ）撲滅」を意識して周囲と関わ
っている。

86

１４ 学級や専門委員会など、生徒会
における自分の役割を果たしてい
る。

83

１５ 早寝・早起き・朝ご飯が実践でき

76

るなど、よい生活習慣が身に付い
ている。
１６ 松浜中メディアルール（①平日２
時間まで ②休日４時間まで ③
22 時 30 分にはやめる）が実行で
きている。

58

１７ 苦手なことや嫌なことから逃げず
に努力している。

72

１８ 体育の授業や体育的行事に主体
的に取り組んでいる。

88

１９ 学校生活が充実している。

81

２０ 先生方は、生徒の心配ごとや悩み
ごとについて話をよく聞き、適切に
相談に応じている。

85

今年度は、アンケート
項目のほとんどを変更
しました。その関 係で、
昨年度同時期との比較
はできません。評価目
標は、すべての項目で、
肯定的評価が８０％以 授業再開！姿勢 Good ！
上となるように教育活動を工夫したり、改善し
たりして取り組んでまいります。
８０％以上の項目は、２０項目中１０項目で、
約半分です。特に、「１１．呼ばれたときなどき
ちんと返事をしている」は９１％と高いです。ま
た、「１８．体育の授業や体育的行事に主体的
に取り組んでいる」が８８％と高い割合です。
逆に肯定的評価の割合が低く、６９％以下
の項目が、「２．生活ノートやフォーサイトを活
用してタイムマネジメントしている」「４．学習を
振り返り、次の学習へつなげている」「５．授業
で 自分の考えをまとめて書き表している」「１
６．松浜中メディアルール（①平日２時間まで
②休日４時間まで ③２２時３０分にはやめる）
が実行できている」の４つの項目です。
各授業では学習指導要領に基づき、「どの
ように学ぶか」という観点から、単元のまとまり
ごとに「主体的・対話的で深い学び」の視点
に立った授業改善に取り
組んでいます。
今後は授業改善ととも
にタイムマネジメントの力
を高める取組を全校体制
で継続して取り組んでい
ジャンボカボチャ
きます。また、生徒の意見
や主体性を生かしながら継続して取り組んで
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保護者アンケートの結果（数値は％）

№

項

目

Ｒ４年
７月

１ お子さんは、目標を持ち、その実
現に向かって努力している。

71

２ お子さんは、生活ノートやフォーサ
イトを活用してタイムマネジメント
している。

45

３ お子さんは、家庭学習時間(学年
× 10 分＋ 60 分)を確保している。

50

４ お子さんは、朝自分からあいさつ
している。

71

５ お子さんは、呼ばれたときなど き
ちんと返事している。

81

６ お子さんは、相手の立場を考え、
思いやりをもって人に接している。

90

７ お子さんは、「３い（いじめ・いたず
ら・いやがらせ）撲滅」を意識して
周囲と関わっている。

87

８ お子さんは、早寝・早起き・朝ご飯
を実践して、よい生活習慣を身に
付けている。

63

９ お子さんは、松浜中メディアルー
ル（①平日 2 時間まで ②休日 4
時間まで ③ 22 時 30 分にはや
める）が実行している。

41

１０ お子さんは、地域の行事や活動に
積極的に参加している。

48

１１

学校は、家庭や地域と連携協力
して教育を進めている。

81

１２ 教職員は、生徒の心配ごとや悩み
ごとについて適切に相談に応じて
いる。

85

１３ 学校・学年たより等を通じて、学校
での生徒の様子が家庭に伝わっ
ている。

89

～努力を讃えます～
（敬称略）

今井哲夫記念第33回柏崎ジュニアオリ
ンピック陸上競技大会
（７月３０日）
中学2年男子

砲丸投
8ｍ63
中学2年男子 110ｍH
２5秒02
中学1年男子 100ｍ
１2秒98
中学1年男子 砲丸投
5ｍ37

第1位
中島
第1位
小川
第1位
吉田
第2位
坂田
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上表は、保護者アンケートの結果です。肯定
的評価の割合が、８０％を下回る項目が多く、
１３項目中７項目が７９％以下となりました。
項目の１～３などの生徒と同じ質問内容で
は、全体的に生徒の数値よりも低くなっていま
した。生徒は、学校の様子を中心に評価して
いるのに対して、保護者の皆さんは家庭の様
子を中心に評価しているといった違いもある
のかもしれません。
特に「２．生活ノートやフォーサイトを活用し
てタイムマネジメントしている」「３．家庭学習
時間（学年×１０分＋６０分）を確保している」
「９．松浜中メディアルール（①平日２時間ま
で ②休日４時間まで ③ 22 時 30 分にはや
める）が実行している」「１０．地域の行事や活
動に積極的に参加している」については、肯
定的評価の割合が５０％以下と大変低いで
す。
項目の２番、３番、９番は生徒アンケートの
低い項目と共通しています。これらは、学校だ
けでは解決が難しい課題です。保護者の皆様
のご意見や思いを真摯に受け止め、ＰＴＡとも
連携しながら最重要課題として改善に向けて
取り組んでいきます。
なお、学校では「学力向上」「豊かな心」
「健やかな体」の３部会で評価結果について
話し合い、改善策を検
討していきます。その
結果を１０月末に学校
だよりでお知らせいた
します。よろしくお願い
します。
表彰・おめでとう！
中学2年男子

砲丸投 第3位
6ｍ83
遠藤
中学2年男子 100ｍ 第4位
１2秒38
太田
中学2年男子 走幅跳 第4位
4ｍ28
品田
中学2年男子 走幅跳 第5位
3ｍ53
白川
中学2年男子 走幅跳 第6位
3ｍ27
菊池
中学1・2年男子 4×100ｍＲ
第5位
50秒4２
吉田 太田 栁 小川

わたしの主張柏崎刈羽大会 （８月１９日）
奨励賞

題「人生はチョコレートの箱」
柴野
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体育祭
体育祭について
１０月８日（土） 開催
今年度の体育祭は、昨年度と同様に１０月
に開催する予定です。熱中症対策及び感染
症対策として、以下のように対策を講じて実施
します。
① 午前中だけの半日日程とします。競技種
目を精選し、閉会式を11時１5分から実施
（予定）します。解団式、終学活を行い、生
徒の下校は12時30分を予定しています。
② 競技種目や日程は右表をご覧ください。
③ 来場者は生徒のご家族だけとします。
卒業生を含め、地域の方の来場は大変申
し訳ありませんが、ご遠慮ください。
④ 生徒の家族の方には、事前に参加登録カ
ードを配付します。開催日に生徒に持たせ
てください。
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⑤ 開閉会式を簡略化し、来賓挨拶、優勝杯
返還等は割愛します。来賓案内を行わず、
保護者テントもテント内の密接、密集を避け
るため、設置いたしません。
⑥ ご家族で来場の際は、マスクの着用、グラ
ウンド入口での手指消毒にご協力ください。
保護者応援場所では、可能な限り、間隔を
空けてください。
＜プログラム＞予定時間
◇
◇
№
１
２
３
４
５
６
◇
◇
◇

開会式
準備運動
種目名
玉送り
選抜リレー
色々取り合戦
障害物借り物競争
全員リレー
応援合戦
閉会式
解団式
後片付け

８：３０
８：４０
開始時刻
８： ： ５ ０
９：１０
９：２５
９：４５
１０：０５
１０：４０
１１：１５
１１：３０
１１：４０

