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秋は、学習や運動を深め、さくら祭(文化祭）などの行事を通して、絆を深め合う時期だと思います。

さて、皆さんに学習について、考えてもらいたいと思います。生徒の皆さんが将来、大人になったと

きには、今ある仕事の半分近くをロボットがおこなっていると聞いたことがあると思います。掃除や洗

濯、料理などの家事はロボットがしているかもしれません。そのような時代が近づいていることを皆さ

んも感じると思いますし、生き抜いていかなければなりません。

ではそのために皆さんはどのような力を身につけなければならないでしょうか。受け身で先生の話を

聞くだけの授業を受けていてよいのでしょうか。

右の図を見てください。これはどのような学習をす ラーニングピラミッド

ると学んだことが身につくのかを表した、ラーニングピ

ラミッドというものです。話を聞くだけだと５％しか頭 講義 ５％

に残っていません。しかし、グループで話し合うと５０ 読書 １０％

％、誰かに教えると９０％が頭に残るというのです。 視聴覚 ２０％

これからの時代は、予測不能な時代と言われています。 デモンストレーション ３０％

だからこそみんなで話し合って考え、新しいものをつく グループ討議 ５０％

りだしたり、課題を解決したりする力が求められます。 自ら体験する ７５％

そのような力を身につけるために、いま「みんなで学 他の人に教える ９０％

習課題を設定し、学習計画を立て、ゴールに向かってい

く学習」や「１時間の授業の中で『自分で考える→グループで話し合って考える→みんなで話し合って

考える』」という授業に取り組んでいます。

皆さんが大学を受験するときには、知識だけではなく課題を解決する力や表現力などを問う問題が多

く出されます。皆さんが将来困らないように力をつけてほしいと思います。将来求められることを皆さ

んもよく考えてください。

９月７日（土）に、東方町会館で「都田地区地域懇談会・地域のつどい」が

開催されました。今年は「住み続けたいあったかいまち“都田”」というテーマ

で、３つの目標、①「健康づくりを進めよう」、②「見守り・支えあいの取組を

充実させよう」、③「子どもを中心とした世代を超えたつながりづくり」を掲げ、参加者がこの３つの

グループに分かれて意見交換を行いました。都田中学校からは、副校長先生、PTA 会長、PTA 副会長

の３名が出席しました。参加した第３グループでは子どもが安心して過ごせる環境づくりに向けて、参

加者が気になっている学区内の危険な箇所を出し合い、共有しました。子どもの目線で子ども自身が危

険に感じる場所を子どもたちが地図に記入してみてはどうだろうかという意見も聞かれました。意見交

換の後で各グループの協議内容の発表が行われました。健康づく

りグループや見守り・支えあいグループの発表も聞き、都田地区

の様々な団体が都田地区に住む人たちが安心して暮らせるように

力を合わせて取り組んでいることがよく伝わってきました。



９月２日（月）の５校時に「総合防災訓練」を行いました。校庭に避難する

予定でしたが、熱中症になってしまう危険性があったので、避難は廊下までと

し、人員点呼して教室で放送による話を聞きました。「自助」・「共助」・「公助」

についての話でした。「自助」は災害時に自分自身の命は自分で守るというこ

と。「共助」は学校や地域で災害発生時に力をあわせること。

「公助」は公的機関が個人や地域では解決できない災害の

問題を解決することでした。家庭では、防災グッズの確認

と家族の集合場所の確認をしておくことが必要である事の

話でした。

９月１日（日）に主催が都筑青少年交通安全連絡協議会、協賛が 都筑

警察署・都筑交通安全協会の「交通安全ファミリーフェスタ」に参加さ

せていただきました。会場はヤナセ港北支店でした。都田中からは、ソ

ーラン節の披露をさせていただきました。参加生徒の皆さんは、会場を

盛り上げる手伝いもしてくれました。

内容は、白バイ体験乗車 •高速隊車両体験乗車 •警察官子ども制服体験 •

安全運転支援車

による緊急ブレーキ等実演 • レッ

カー車体験乗車 • 交通安全寸劇

（スター☆ジャン）• チアリーデ

イングなどでした。

８月２５日(日)に佐江戸・加賀原地区の三世代交流会にボランティアとして生徒

が参加してくれました。地域の幼児･児童が中学生が流すそうめんをおいしそうに食

べていました。かき氷・ポップコーン・綿菓子の販売もありました。暑い日でしたがボランティア生徒が頑

張ってくれました。

９月３日（火）～６日（金）に「朝のあいさつ運動」がＰＴＡ生活委員会と

生徒生活委員で実施されました。保護者の方々にいつも温かく子どもたちを

見

守

っていただき、ありがたく思って

います。



９月１１日（水）に第１回学校保健委員会が開催されました。今回は

「骨の成長について学ぼう！！～伸びる骨・丈夫になる骨～」という

テーマで行われました。

校外から都筑区の保健師、ヘルスメイトの方々、都田西小学校の栄養教諭、保育園栄養士・調理師をお招

きし、保健委員の生徒、参加の希望をした生徒、PTA の生活委員の方々で都田中学校生徒の健康について一

緒に考えました。

はじめに全員が自分の骨密度について測定しました。自分の測定値を見ながら保健師さんの説明をしっか

り聞いている生徒の姿が印象的でした。

都田西小学校の栄養教諭の先生からは、手軽にできてしっかり栄養を摂ることが

できる料理を教えていただき、みんなで実際に調理しました。おかわりをする生徒

が多く、おいしく、楽しく学習することができました。今回学校保健委員会で学ん

だことを、全校生徒に広めていってほしいと思います。

学校保健委員会に参加してみて（生徒の感想）

意識的にカルシウムをとっていなかったので、骨密度を測定してみて B 判定だったので良かったです。こ

れからは、A判定にできるように、もっとカルシウムをとりたいと思いました。保健師さんのお話を聞いて、
丈夫な骨を作るには、カルシウムだけをとるのではなく、バランスよく食べるこ

とが大事なんだと知りました。

大根とさばの煮物は思っていたよりもすごい簡単に作

れて、おいしかったので、家でも作ってみたいと思いま

した。骨密度を測定するのは初めてだったので貴重な

体験ができ、楽しかったです。

委員会活動も代が変わり、リーダーとなる生徒会役員や委員会委員長もあらたに９月１９日

の生徒会選挙で選出されました。

生徒会会長 座間望花 新二年学級委員長 三上羚劉

生徒会副会長 小野寺優斗 新三年学級委員長 後藤秀彰

生徒会副会長 佐野真奈美 生活委員長 半田もえ

生徒会書記 大森翔斗 保健委員長 井口美音

生徒会書記 井愛梨 美化委員長 福田晴斗

生徒会会計 村田優也 図書委員長 新家颯夏

生徒会会計 大竹捺稀 放送委員長 佐藤彩奈

さくら祭実行委員長 石田和乃叶

体育祭実行委員長 花松桃佳



１０月２５日（金）実施
＊時間は目安です

〈２年課題曲「輝くために」〉９：１５～
１番 ４組「あなたへ」
２番 ３組「虹」
３番 ２組「ＹＥＬＬ」
４番 ５組「時を越えて」

５番 １組「青葉の歌 」 １０月のスクールカウンセラー、
来校日は、３日（木）、１０日（木）

〈１年課題曲「夢の世界を」〉１０：２０～ １７日（木）、３１日（木）です。
１番 ３組「マイバラード」 時間は、１０：００～１６：００で
２番 ４組「行き先」 す。
３番 ２組「ＣＯＳＭＯＳ」 宮井里佳先生（校内１Ｆ相談室）
４番 １組「旅立ちの時」 が子育て、学習、不登校、いじめ、
５番 ５組「絆」 友人関係などの相談にのってくれま

す。直通電話は９４４－４２４５で
〈３年課題曲「大地讃頌」〉１１：１５～ す。小中一貫型で
１番 ４組「Ｇｉｆｔｓ」 すので都田小学校、
２番 ３組「二十億光年の孤独」 都田西小学校でも
３番 １組「群青」 相談できます。
４番 ２組「信じる」

【 １ ０ 月 行 事 予 定 表 】

1 火 学習サポート日 ＰＴＡ運営委員会 17 木 ３年横交流会６校時

2 水 専門委員会 個別級合同体育祭 18 金 児童生徒交流日（部活動交流）

3 木 審査員講習会 19 土 折本小・都田西小運動会

4 金 指揮者・伴奏者講習会１年 ３年英語検定 20 日

5 土 21 月 さくら祭リハーサル実行委員会

6 日 22 火 即位礼正殿の儀

7 月 教育実習開始 研究授業１－２ 個別以外総下校 23 水 さくら祭リハーサル吹奏楽部

8 火 花いっぱい運動 24 木 さくら祭準備午後

9 水 指揮者・伴奏者講習会３年 25 金 さくら祭

10 木 評議会 個別級区交流会 26 土 休日授業参観 ＰＴＡ祭

11 金 地域代表者会議 27 日

12 土 28 月 ２６日（土）の代休

13 日 池辺健民祭 29 火 地域清掃 教育実習開始

14 月 都田連合スポーツフェスティバル 30 水

15 火 ２年横交流会６校時 文化祭準備週間 公開授業週間 31 木 総下校

16 水 １年横交流会６校時


