
○ 29 日間の夏休みが終わり、今日から学校が始まりました。今年の夏休みは例年より少し短い
休みとなりました。その中で、暑い中、部活動に一生懸命取り組む姿、運動会の学級旗を協力し

て作成したりする姿が学校で見られましたし、3 年生は高校の授業参観がほとんど中止となりま
したが、進路についても考えを深める夏になったのではないかと思います。課題だけでなく、学

校で学習した内容を、さらに深く追求するような自由研究にも挑戦する夏休みであったことを期

待しています。

○いよいよ今日から、前期後半のスタートです。2つのことを生徒の皆さんにお願いします。
○ 1 つ目は、「授業を大切にしていこう」ということです。学校生活で一番長く大切なのは授業
です。1 時間 1 時間の授業に集中し、自分一人で活動する場面では、じっくり考えを深めてくだ
さい。友達と協力して課題を解決していく場面では、自分から積極的に関わっていくことを心が

けていきましょう。附属中学校では、「やりくり」をキーワードに授業づくりをし、実践を重ね

ています。各教科の授業では、自分の持っている知識や技能をどうにか用いて問題解決していく

「やりくり」を実践しています。学習した知識・技能を使って、課題に取り組む中で思考力、判

断力、表現力を伸ばしていきましょう。

○皆さんもよく知っている将棋の藤井聡太さんは名古屋大学教育学部附属高校の 3年生です。17
歳 11 ヶ月で 8 つある将棋のタイトルの 1 つである「棋聖位」というタイトルを奪取し、タイト
ル獲得の最年少記録を更新しました。タイトル戦の翌日、記者会見で、獲得後に揮毫した「探究」

の色紙を掲げこう言っています。「将棋は本当に難しいゲームで、まだまだ分からないことばか

り。これからも探究心を持って盤上に向かっていきたい」と決意を新たにしました。プロ入りか

ら約４年間の成長については「トップ棋士の方と対戦する機会を得られ、課題を見つけられた。

特に中盤の指し回しは成長できた」と回答しています。子どもたちへのメッセージとして「好き

なことに全力で取り組むことを大切にしてほしい」と呼び掛けました。２，３年生は総合的な学

習の時間を使って、「卒業研究」に取り組んでいます。自分で興味・関心のあるテーマを設定し、

自分なりの方法で探求していく学習です。皆さんも、藤井聡太さんのように探究心を持ち、学習

に取り組んで欲しいと思います。（藤井さんはニュースで大きく取り上げられましたように、昨

日［20日］2つ目のタイトルである「王位」を奪取されました。）
○ 2つ目にお願いしたいことは「今まで積み重ねてきた学級・学年の力を生かして、学校行事を
成功させよう」と言うことです。今年は様々な行事が中止や縮小されることになりました。9月 5
日に予定している運動会も午前中のみの縮小した形での実施となりますが、目指していることは

昨年までと変わりません。よりよい演技を目指して取り組んでいきましょう。運動会で行われる

のは全て「演技」です。見ている人を意識して 感動を与えられる演技を目指しましょう。また、4
月から積み上げてきた「学級・学年の力」が試されるときでもあります。学級や学年、さらには

縦割りグループの中でお互いに関わり合う中で、学校生活での充実感を実感して欲しいと願って

います。そして、運動会が終わった後の帰り学活でクラスの友達や担任の先生とがんばったこと

を喜び合えるといいなあと思います。そのために、限られた時間を

有効に活用しながら充実した練習となるよう、取り組んでいきまし

ょう。運動会のがんばりが 11 月に開催される文化祭に繋がってい
きます。

○「授業を大切にしよう」、そして「今まで積み重ねてきた学級・

学年の力を生かして、学校行事を成功させよう」という２つのお願

いをしました。それでは、前期後半のスタートです。「マスクの着

用」、「手洗い」などの感染症対策をしながら、安心・安全な学校生

活が送れるよう心がけていきましょう。

令和２年８月２１日

鳥取大学附属中学校

Ｎｏ．５



部活動の練習成果を発表する場、3 年生にとっての節目の場として、東部総体が 7月 18日
～ 26 日にかけて実施されました。選手達は練習不足の中、今できる精一杯のプレーをしま
した。団体は全試合結果、個人は 3位以内入賞者を報告し、健闘を讃えたいと思います。

野球 対 北・福部・若桜（合同チーム）0－ 2 、対 桜ヶ丘 6－ 8
サッカー 対 中ノ郷 0－ 4 、対 鳥東 1－ 5
ソフトテニス男子 対 鹿野 3－ 0 、対 桜ヶ丘 3－ 0 、対 河原 3－ 0
ソフトテニス女子 対 鳥南 1－ 2 、対 若桜 1－ 2 、対 気高 2－ 1
卓球男子 予選リーグ 対 鳥西 3－ 1 、対 岩美 1－ 3

決勝トーナメント 、対 鳥南 1－ 3
卓球女子 予選リーグ 対 岩美 3 － 2 、対 高草 3 － 0、対 北 0 － 3

決勝トーナメント、対 青谷 0－ 3 ベスト８

バスケット男子 1回戦 対 鳥西 51－ 49 、2回戦 対 鳥北 54－ 53
3回戦 対 桜ヶ丘 36－ 84 第３位

バスケット女子 1回戦 対 鹿野 45－ 46
バレーボール 附属・鹿野（合同チーム） 対 国府 2－ 1 、附属・鹿野 対 湖東 0－ 2

新体操

団体 2位 Aチーム

村上眞萌、諸家花、濱中瑚春、

橋川華怜、長江未羽

団体 5位 Bチーム

加納優羽、松川星南、近藤百桜、

近藤日向子、前川陽菜

個人総合 1位 村上眞萌

個人種目別クラブ 1位 村上眞萌

個人種目別ボール 1位 村上眞萌

陸上

1年男子1500m 1位 藤島大暉

2年男子100m 1位 土橋禅旅

2年男子100m 2位 村口誠仁

男子110mH 2位 森澤知慶

男子走幅跳 2位 出脇悠大

2年女子100m 3位 聲高未来

2・3年女子800m 2位 清水美礼

女子1500m 2位 清水美礼

水泳

3年女子100m平泳ぎ 1位 岩間優璃
3年女子100m自由形 3位 小谷彩華
3年男子100m自由形 1位 山下聖矢
3年男子100m背泳ぎ 1位 佐藤優真
3年男子100m背泳ぎ 3位 筒井友隆
3年男子100m平泳ぎ 3位 岸本咲太郎
2年女子100m背泳ぎ 2位 松田沙慧
2年男子200m個人メドレー 2位 熊澤匠真
2年男子100m背泳ぎ 3位 角道夏紀
2年男子100m自由形 3位 角道夏紀
2・3年女子50m自由形 1位 山本小蒔
2・3年女子50m平泳ぎ 1位 岩間優璃
2・3年女子50m背泳ぎ 3位 山本小蒔
2・3年男子50m背泳ぎ 1位 佐藤優真
2・3年男子50m自由形 2位 山下聖矢
2・3年男子50m平泳ぎ 3位 岸本咲太郎
女子400mメドレーリレー 2位
小谷彩華・戸井悠晴・岩間優璃・山本小蒔
女子400mリレー 2位
小谷彩華・松田沙慧・山本小蒔・岩間優璃
男子400mメドレーリレー 1位
佐藤優真・岸本咲太郎・筒井友隆・山下聖矢
男子400mリレー 1位
佐藤優真・岸本咲太郎・筒井友隆・山下聖矢

～吹奏楽部が
コンサート実施～
７月２６日、倉未来中心を

会場に、吹奏楽部がコンサ

ートを行いました。保護者

の方の温かい支えを得て、

心に残る、感動的なステー

ジとなりました。３年生の

皆さん、ご苦労様でした！


