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校 訓 スクールコンセプト ともに夢と希望を育む鶴川内中 
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一 校 一 風 育てよう花と心と大きな夢を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

月 日 曜 ３月～４月の主な行事 

３ 

16 火 第７４回卒業式 

17 水 公立高校合格発表 

25 木 修了式 辞任式 

29 月 入学生保護者説明会 

４ 

６ 火 始業式 入学式 親任式 

春の交通安全運動（～15日） 

７ 水 新入生オリエンテーション 

９ 金 PTA役員会・評議員会 

10 土 知能検査 

12 

～  

15 

月

～  

木 

家庭訪問 

１２・１３（多田・校区外） 

１４・１５（鶴川内・校区外） 

19 月 交通安全教室 

20 火 尿検査（１次） 

2３ 金 
PTA総会・歓迎会 

防災訓練（引渡し訓練） 

27 火 ２・３年実力テスト（～28日） 

30 金 生徒総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿久根市立鶴川内中学校 

コロナ禍の１年，祝卒業，ご理解とご協力に感謝 
校長  中山 武広 

 
 

 音楽室近くの桜がいち早く開花し，校内の他の桜木はまだ花芽なのに，公立入試初日の９日
にはその１本だけ満開となりました。花を見上げつつ，昨年も，卒業式の頃，この１本だけが満
開だったことを思い出しました。巡る季節に１年の経過を実感すると同時に，この１年は，本当
にかつてない１年だったと改めて思うことでした。 
 ４月から５月にかけての臨時休校，それに伴い夏休み期間に授業を実施しました。学校行事
や体験的学習活動については，規模の縮小，内容や時期の変更，全面中止等の対応を余儀なくさ
れました。日常生活では，常時のマスク着用や手指消毒，三密回避等の感染防止策の実施に伴
い，何につけても制限のかかる窮屈な学校生活となりました。 
 そのような日常を前向きに受け入れ，生徒たちが，いつも明るくのびやかに元気でいてくれ
たのは大きな救いでした。体育大会・文化祭などを大いに盛り上げてくれたことはその都度お
伝えしてきましたが，それ以外でも，自分たちでいろいろな企画を考え，昼休みを使った様々な
レクリエーションなど，全校生徒で楽しく過ごす時間を工夫していました。この１年は，生徒た
ちのたくましさと豊かな発想に感服した１年でもありました。 
         ☆   ☆   ☆   ☆   ☆ 
 コロナ禍で窮屈になりがちだった学校生活を明るく元気に盛り上げてくれた原動力ともいう
べき３年生が，この度，第７４回卒業生として本校を巣立っていきます。最上級生としてこの１
年間，いつも先頭に立ってパワフルに学校を引っ張ってくれた３年生。いろいろな面で制限も
多い中，知恵をしぼって力を結集し，よりよいものを目指して一生懸命だった３年生。３年生が
がんばってくれたおかげで，明るくのびやかで楽しい１年間になったと思います。３年生のが
んばる姿は良き手本となって，きっと１・２年生に引き継がれることでしょう。 
１５名の卒業を心からお祝い申し上げますとともに，ますますの成長と新天地での活躍を心
からお祈りいたします。前途に幸多かれ！ 
         ☆   ☆   ☆   ☆   ☆ 
 昨年度に続いて，この度の第７４回卒業式についても，ご来賓のご臨席につきましては，お控
えいただくお願いをいたしました。実に，本年度は，多くの皆様方に同様のお願いをするばかり
の心苦しい１年でありましたが，各位のご理解とご協力に深く感謝申し上げます。早くコロナ
禍が終息し，以前のように，多くの皆様にご来校いただける日が来ることを祈るばかりでござ
います。来年度も何とぞよろしくお願い申し上げます。 

本市での新型コロナウイルス感染症発

生に伴い，感染拡大防止のため，以下の学

校行事は，卒業生，在校生，卒業生保護者

のみの参加で行います。これまでの多くの

ご支援に感謝申し上げるとともに，御理解

とご協力をお願いいたします。 

３/16（火）卒業式  ３/25（木） 辞任式 

４/０６（火）入学式 



努力目標 一年間のまとめと反省をしよう。 一事徹底 心を込めて作業をしよう。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 
いつもできる。 
いつの間にか 
体が，頭が動く。 
それが習慣。 
それが生活。 
それが人生。 
「喜積（喜びを
積むこと）は奇
跡を起こし，君
の軌跡となる」 
３年生全員が支えてくださった多くの方々に感謝を述べています。 
 
 
 

 

 

速報値との比較（２月８日現在） 

網掛けの項目が本校の結果です。 

全国結果との比較（２月１日現在） 

網掛けの項目が本校の結果です。 

２月 13 日（土） 

一人一人が決意を述べました。 

これまでの学びを生かして，各生徒
が将来の自分像，中学校卒業までに身
に付けたい資質・能力について一人一
人が語りました。講演では，夢と志の
違いを理解して学びを深めました。 

 １学年 ２学年 

国語 社会 数学 理科 英語 国語 社会 数学 理科 英語 

正 答 率 93.2 81.9 92.6 94.8 87.0 84.1 77.4 79.3 75.0 66.8 

県 平 均 78.7 64.4 74.9 70.4 68.1 76.7 67.7 67.1 70.9 57.8 

差 ＋14.5 ＋17.5 ＋17.7 ＋24.4 ＋18.9 ＋7.4 ＋9.7 ＋12.2 ＋4.1 ＋9.0 

無 答 率 0.0 1.2 4.1 0.5 0.0 4.0 5.4 7.4 3.0 4.0 

県 平 均 2.7 3.1 2.7 1.5 1.9 3.2 4.8 7.5 2.7 4.6 

 

 １学年 ２学年 ３学年 

国語 社会 数学 理科 英語 国語 社会 数学 理科 英語 国語 社会 数学 理科 英語 

正 答 率 85.1 72.8 75.0 79.2 82.3 72.3 60.8 61.4 59.6 62.1 74.3 69.2 65.0 67.2 59.2 

全 国 平 均 71.3 54.5 56.6 59.6 64.2 70.4 55.7 58.8 58.9 54.3 71.9 66.3 55.2 62.8 62.5 

差 ＋13.8 ＋18.3 ＋18.4 ＋19.6 ＋18.1 ＋1.9 ＋5.1 ＋2.6 ＋0.7 ＋7.8 ＋2.4 ＋2.9 ＋9.8 ＋4.4 -3.3 

標準スコア 57.4 59.2 59.6 60.3 59.0 51.1 52.5 51.1 50.0 53.5 51.3 51.4 54.2 51.1 48.7 

差 ＋7.4 ＋9.2 ＋9.6 ＋10.3 ＋9.0 ＋1.1 ＋2.5 ＋1.1 0.0 ＋3.5 ＋1.3 ＋1.4 ＋4.2 ＋1.1 -1.3 

 

 今年度の標準学力検査（東京書籍版）と鹿児島学習定着度調査の結
果です。いずれの学年においても県の平均を超える結果でした。校内
学力向上委員会等における細かい分析により，読解力に力を入れてい
く必要があることがわかります。また，「なぜ，学ぶか」，「どのように
して学ぶか」ということについて見つめつつ，知のネットワークをは
りめぐらせていく取組が必要です。さらなる学力向上を目指し，今後，
授業改善と家庭学習の充実を両輪に，一層の指導に努めていきます。 

※ 標準スコアは
全国の正答率を
50 としたとき
の換算値です。 

「阿久根のかるた」と解説書が完成！ 

是非，ご覧ください。 

市小・中学校の児童生徒や教職員，地域の
方々の３年間の取組により，恵まれた自然，輝
かしい歴史，伝統，文化，芸能，人々の絆を基
に，「阿久根のかるた」と「解説書」が完成し
ました。本市の素晴らしさを描いた「阿久根の
宝物」を心の原風景として，これからも忘れず
に大切にし，子供たちが学びを深め，互いに切
磋琢磨しながら，自分が選んだ道を精一杯進
んでほしいという願いが込められています。  
他のかるたとは異なる特色として，「阿久根
のかるた」は，五・七・五の三行詩で，三行目
の頭に主要な語句が表現してあります。また，
その背景や説明等が「解説書」にまとめられて
います。本校では，「か」，「に」，「よ」につい
て携わっています。是非，世代を超えて，阿久
根の昔と今，そして未来を語り，笑顔あふれる
ひとときになるよう活用していきます。 

（第 74回卒業生１５名）R3.3.9 撮影 


