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啓明通信
学校教育目標
○将来に希望をもち、豊かな知性を磨く生徒
○自分に厳しく、他を思いやる生徒
○ねばり強く、心身をたくましく鍛える生徒

「

令和３年度実践目標
一人一人が主役となる 一体感のある学校を目指そう。

一人一台端末にむけて

」
GIGA 推進委員

鈴木 仁志

今年度から文部科学省が推進している「GIGA スクール構想」の取組として Chromebook やそれに伴うネット
ワーク整備などが行われました。
本校の進捗状況としては、昨年度からの生徒数増加にともない生徒全員には Chromebook がまだ配備されて
おりませんが、夏休み終了後には生徒に一人一台の Chromebook が整備される予定です。本校でも GIGA 推進
委員会を立ち上げ、ICT の利活用方法の提示や教科への利用・実践研究を行っています。
それらの一部をご紹介させていただきます。
①授業では、多くの教科で調べ学習などを行っています。今まで、コンピュータ室へ行かなくてはできなかっ
たことが教室ですぐにできることで、学習の幅が一層広がりました。
②Jamboard や Classroom などを活用し、自分の意見を書き入れて、生徒間のコラボレーションを促進し、学
習意欲を高めることなどを行っている教科もあります。
③授業の始まりの数分間、本時の内容にかかわることを予習することで、その授業への学びの意欲を高めるよ
うな活用もしています。
④教科書にはＱＲコードが添付され、英語の学習の場面などでは、ＱＲコードを読み取ることで発音や文法理
解が行えるなど、今までの教科書にはできなかった新しい使い方をすることができます。
これからの令和の時代は、シャープペンシルやノートといった文房具を使うのと同じように ICT 機器を使っ
た授業がスタンダードになっていくことは間違いないでしょう。ただし、便利さや手軽さに依存するのではなく、
ネットの使用に関わる問題についても理解を深めることが重要です。コミュニケーションが簡単にとれる反面、
使い方を間違えると人を傷付けたり、トラブルに巻き込まれたりする危険性について考え、正しく行動をしてい
かなくてはなりません。
本校では、
『Chromebook は教科書』であるという指導をいたしました。子どもたちが教科書を使って学びを
深めるように、正しく Chromebook を活用し、効果的な学習活動を推進していきたいと考えています。

今年度の通知表について
1 学期の通知表には「1 学期の成績」
「1 学期の出欠日数」
「委員会・係・部活動」を掲載いたします。一昨
年度まで記載しておりました「各学期の様子」については、年に２度の期末懇談の中で、お子様の学習・生活
面について担任から保護者の皆様へより詳しくお伝えし、期末懇談のない学年末のみ 1 年間の成果として記
載することといたします。このような形を取らせていただくことを御了承ください。
なお、すでにお知らせいたしましたように、学習指導要領の改訂に伴い、全教科３観点での評価となりま
す。また、本校ではこれまでの観点別の出現率から到達度による評価方法に変更しています。
ご不明、ご心配な点がございましたら、学校まで御相談ください。今後も、本校の教育活動への御理解と御
協力をよろしくお願いいたします。

中体連選手権大会

結果報告①

陸上競技部

【学校対抗】
男女総合 全市２位 男子総合 全市２位 女子総合 全市５位
【男子個人種目】
２００ｍ
優勝 スコット（3 年）→全道へ
４００ｍ
優勝 スコット（3 年）→全道へ
８００ｍ
４位 田川（3 年） →全道へ
１５００ｍ
４位 南部（２年）→全道へ
３０００ｍ
４位 南部（２年）→全道へ
４００ｍR ３位 鈴木（3 年）、黒沢（3 年）、田川（3 年）、スコット（3 年）、山田（3 年）、小野（３年）
→全道へ
【女子個人種目】
四種競技 優勝 中村（3 年）→全道へ
１００ｍH ３位 中村（3 年）→全道へ
走高跳
６位 戸川（2 年）

卓球部（男女）

地区大会

軟式野球部

南地区ブロック

１回戦 啓明中３－２西岡北中

サッカー部

南地区ブロック

２回戦 啓明中５－１澄川・藻岩中

ソフトテニス部

地区大会

男子バレーボール部

地区大会

啓明中２－１東白石中、啓明中０－２厚別北中、啓明中２－０陵北中

女子バレーボール部

地区大会

啓明中２－０米里中、啓明中２－１信濃中、啓明中０－２平岡中

バドミントン部（男女）

地区大会

男子団体戦
男子ダブルス
男子シングルス
女子団体
女子ダブルス
女子シングルス

水泳（個人参加）

全市大会

西田（3 年）
長田（1 年）
和田（1 年）
内野（2 年）
梶井（1 年）
二瀬（1 年）
久米（3 年）
佐藤（2 年）

剣道（個人参加）

団体戦

啓明中３－１厚別中、啓明中２－３栄南中、啓明中１－３常盤中

個人戦

沼﨑（1 年）３回戦敗退、内山（2 年）２回戦敗退、沼﨑（3 年）ベスト８

個人戦

三浦（2 年） -５５ｋｇ級

男子団体第２位
男子個人 ５位
９位
女子個人 ２位
５位
９位

２回戦 啓明中３－６藻岩中
ブロック決勝 啓明中３－２伏見中 全市へ

団体戦３位
個人戦

柔道（個人参加）

女子団体第２位
小松（3 年）、成澤（3 年）
長崎（3 年）、芥川（3 年）
前田（2 年）、３位 石原（3 年）
黒津（3 年）、岩﨑（3 年）
津田（3 年）

小橋（3 年）・木村（３年） ベスト８
ブロック２位全市へ

ブロック２位全市へ

第３位
岡部（３年）・栗原（3 年）3 位
臼居（3 年）ベスト 8、柴田勇翔（３年）ベスト８
初戦敗退
大光寺（３年）・中島（３年）ベスト８
菊田（３年）ベスト 8
女子 50m 平泳ぎ 5 位
女子 50m 自由形参加
女子 50m 自由形 7 位→全道へ 女子 100m 平泳ぎ 4 位→全道へ
女子 100m 自由形→全道へ
女子 200m 自由形 9 位
男子 50m 自由形→全道へ
（男子 100m 自由形 負傷棄権）
男子 200m バタフライ 3 位
男子 100m バタフライ参加
女子 200m 自由形参加
女子 200m 個人メドレー参加
男子 50m 自由形参加
男子 100m 自由形参加
男子 50m 自由形参加
男子 100m 自由形参加
リーグ戦敗退

第3位

ユニセフ募金へのご協力ありがとうございました
６月上旬にご案内いたしましたユニセフ募金では、２，１１２円が集まりました。お預かりした募金は、
６月23日に郵便局から「公益財団法人 日本ユニセフ協会」の募金口座へ振り込みました。
ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
札幌市立啓明中学校
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