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～２学期を振り返って～

～ＮＩＥ教育の取り組み～

多忙な２学期が今日で終わりました。
２学期は、中間テストや期末テストをはじ
め、中体連新人大会、駅伝競走大会などの

今年度から２年間ＮＩＥ教育の研究指
定を受け、研究実践を進めてきています。
１２月８日（火）に社会科、１５日（火）

体育的行事、そして「高中祭」などの文化
的行事、このように多くの行事が行われま
した。また、夏休みから２学期にかけて多
くの作品募集があり、たくさんの作品を出
品してきました。先月にお知らせしました
ように、人権作文で県の最優秀賞を受賞す
るなど、たくさんの賞を受賞することがで
きました。裏面に受賞者の一覧を載せまし
たのでご覧ください。本当に生徒たちは、

に国語科で公開授業を行い、研究を深めま
した。この研究の目的は、生徒たちの学力
向上を図るために、教育活動に新聞を取り
入れる意義やその方法について県内の教
員に広め、新聞を活用した授業の改善や充
実を図っていくことです。
以下に、社会科と国語科の授業の概要を
紹介します。
【社会科】

多くの場面で頑張り、成長したと思います。
特に２年生は、生徒会活動でも部活動でも、
３年生からの役割を引き継いで学校の中
心としての自覚を持って頑張ることがで
きました。是非、ご家庭でも２学期の生活
を振り返り、成長したお子様の姿を見つけ
て、その努力を認めていただきたいと思い
ます。
明日からは冬休みです。冬休みは年末年
始の期間になります。日頃忙しい家族の皆

１年生の「南米アマゾン川を中心とした
自然環境の変化を学ぶ」という単元におい
て、ＣＯＰ２１（国連気候変動枠組み条約
第２１回締約国会議）の新聞記事を活用し
て環境問題を学習する授業を行いました。
新聞記事の見出しや本文を読み取り、世界
規模の環境問題の取り組みを知ったり、環
境問題への理解を深めたりしました。
【国語科】
１年生の「根拠を明確にして書こう」と

さんと一緒に過ごす時間が普段より多く
持てると思います。年末の大掃除を家族一
緒に行ったり、進路についてじっくりと話
し合ったりするなど、家族で何かを一緒に
行ってください。
２学期を終えるにあたり、保護者の皆様
のご理解・ご協力に感謝申し上げます。来
年もどうぞよろしくお願いいたします。

いう単元で、男子テニスの錦織圭選手の活
躍を掲載した新聞記事を活用した授業を
行いました。写真部分を隠した新聞記事の
本文を読んで、その記事に最もふさわしい
写真を４種類（ガッツポーズ・サーブ・フ
ォアハンドストローク・バックハンドスト
ローク）から選ぶという学習内容です。そ
の写真を選んだ理由を、それぞれの写真の
長所、短所を示しながら、一人一人がしっ
かりとした考えを持って説明することが
できていました。

２学期にたくさんの賞を受賞しました。
秋季書道展

【高浜町長賞】松田 亜佐美（３－３） 【高浜町議会議長賞】清常 優衣（２－２）
【高浜町教育長賞】鰻田 潤（１－１）
【若狭書道連盟会長賞】八木 保乃華（３－３）

若狭偉人顕彰書道展
【尾崎放哉賞】
【西依成斎賞】

中川 陽介（２－４）
小原 莉加（３－３）

【中川龍眠賞】
【会 長 賞】

清常 優衣（２－２）
松井 香澄（２－２）

県郷土新聞コンクール 【ふるさと賞】清常 優衣（２－２）
県小中学校理科作品コンクール
【大飯郡優秀賞】山内 優喜乃（２－１）

澤田 杏奈（２－３）

濵田 悠太（２－３）

堀口 唄葉（２－４）

若狭を描く小中学生図画作品コンクール
【特別賞】橋本
【銀 賞】水田
【銅 賞】平川
【秀 作】鰻田
清常
【入 選】木村
嶋本
澤田
山﨑

輝哉（１－１）
ひより（２－１）
愛弓（１－２）
潤 （１－１）
優衣（２－２）
百惠（１－１）
倫花（１－４）
杏奈（２－３）
悠理（２－３）

田中 紀衣（２－１）
今村 祐登（２－４）
福田
山田
高橋
山根
仲澤
角田

青少年読書感想文コン クール 県審査

防火ポスター

高橋
辻村
堀尾
梅垣
藤原
日形

朋也（１－３）
妃菜（２－４）
汐里（１－２）
結有（２－１）
彩華（２－３）
瑞希（２－４）

成見
一瀬
荒木
的場
平田

静磨（２－４）
梨維名（１－４）
采子（２－３）
夏希（２－３）
麻衣（２－４）

【優秀賞】堀口 唄葉（２－４） 【佳作】西野 蓮 （１－１）

【優秀賞】地村 みやび（１－４） 【入選】松宮 大樹（１－１）

高浜町文化祭プログラム表紙図案
税についての作文

純子（１－１）
音 （２－２）
奈緖（１－２）
怜士（１－４）
春香（２－３）
翔夢（２－４）

【高浜町長賞】田仲 雛子（３－３） 【高浜町教育長賞】常藤 睦美（３－１）
【佳作】白崎 永（３－２）
福田 圭花（３－２）

【推薦】 朽木 純 （１－２） 【特選】 田中 小羽（１－４）
【入選】 勝村 駿 （３－３）
中川 陽介 （２－４）
【佳作】 山川 莉弥 （１－１）
中津 直也（１－２）
羽兼 李花 （１－３）
冨田 沙耶 （２－１） 大西 柚羽（２－２）
舟橋 菊乃（３－２）

全国中学生人権作文コンテスト 福井県大会
【最優秀賞

福井県人権擁護委員連合会長賞】

中学生人権ポスターコンクール

田中 いつか（３－１）

【小浜人権擁護委員協議会長賞】地村 みやび（１－４）

【福井新聞社賞】織田 曉宣（１－４） 【高浜町長賞】今井 葵（１－２） 風呂
【入 選】 江上 奈緖（１－１） 山本 優奈（１－１） 一瀬 梨維名（１－４）
一瀬 賢人（２－１） 清常 優衣（２－２） 野勢 万由（２－２）
高浜町人権作品コンクール（作文）

【平和にまつわるメッセージの部優秀賞】

樹（２－１）

加戸 佑奈（３－３）

【作文の部優秀賞】山王 圭都（３－３） 【標語の部優秀賞】松見 崚平（１－１） 宮原 妃弥可（３－３）
【ポスターの部優秀賞】堀口 唄葉（２－４） 村橋 尚弥（３－２）
【平和にまつわるメッセージの部佳作】牧 蓮太（３－１） 村橋 尚弥（３－２） 山岡 瑞季（３－２）
【 作文の部佳作】平川 愛弓（１－２） 岩佐 萌々香（１－３） 牧 純太（１－４） 清常 優衣（２－２） 荒木 采子（２－３）
【標語の部佳作】大波多 美玖（１－２） 前田 結太（２－４） 中川 琳太（３－２） 久岡 未来登（３－３）
【ポスターの部佳作】田中 紀衣（２－１） 角田 翔夢（２－４） 下野 みづき（２－４） 平田 麻衣（２－４）
明るい選挙啓発ポスター

【佳作】 吉田 圭吾 （１－１）

岩田 誠世（３－３）

１月の 行事予 定
１日 （金 ） 元日
８ 日（ 金 ）始 業 式

給 食開 始

１１ 日 （ 月） 成 人の 日
１７ 日 （ 日） 嶺南地区吹奏楽アンサンブルコンテスト（パレア若狭）

２ ０日 （ 水） 県 立・ 県 内私 立 高校 推 薦入 試
２ ２日 （ 金） 県立・県内私立高校推薦入試合格発表
２ ２日 （ 金） 新 入生 保 護者 入 学説 明 会

