
 

 

平成３０年７月１９日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年９月７日（金）、８日（土）に西高校と合同で開催するあけぼの祭（文化祭）の各クラスの出し物が決まり
ました。学活の時間を利用し、具体的な役割分担を決めたり、パンフレット用の広告を書いたりと準備を進めています。
当日は、生徒たちの活躍をぜひ見に来てください。 

 また、文化祭実行委員や看板装飾係など、各クラスの半分以上がそれぞれの役割を持っています。中には、高校生と一
緒の会に参加をしたり、準備をしたりすることもあり、緊張感の中、一人一人が責任を持って頑張っています。 

 今年度は、学級目標をテーマに社会貢献を組み合わせ、「高知国際中学校らしい文化祭」を目標に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 第２号 

高知県立高知国際中学校だより 
高知県立高知国際中学校 

〒780-8052  高知県高知市鴨部２丁目５番７０号 

ごあいさつ                                                    PTA 代表   大畑裕子 

初めてのことばかりの一学期が終わりました。生徒の皆さん同様に保護者としてもドキドキしながらの一学期だったのではないでしょうか？ 

保護者の皆様にはいつも PTA 活動にご理解・ご協力を頂きありがとうございます。今年度 PTA の高知国際中学校代表を務めさせて頂く

ことになりました大畑裕子です。どうぞよろしくお願い致します。 

近年 PTA に関してはネガティブな報道も多く保護者の皆様の中には苦手意識を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。ご存知

の通り高知国際中学校の PTA には現在 60 家庭しか在籍していません。第一期生の保護者としてこれから築き上げていく組織です。既

存の PTA 活動にとらわれず保護者・先生方との横のつながりを大切に、楽しみながら活動出来ればと考えています。協力し合い探究しな

がら学んでいる子供達のように、私たち保護者も協力し合いながら子供達のサポートをしていけたらと思います。  

今後ともお力添えをよろしくお願い致します。 

 

A ホームのテーマは、学級目標でもある”One For All, All For 

One”です。このテーマを胸に、スマホ依存を防止する「依存トフォン」

という劇をします。これから夏休みで、準備や練習も多くなりますが、

一生懸命取り組むので、ぜひ見に来てください。 

 

A ホーム 生徒代表    竹森圭、三上輝、山岡蒼空 

 生徒会担当：堀見絵里沙 

B ホームではミュージカルをします。ミュージカルの題名は、「白雪姫

Queen’s said」です。そして、B ホームのテーマは「明友協学（明る

く楽しく友だちと協力して学ぶ）」というテーマです。テーマにそったミュ

ージカルを作り上げていきます。 

 

B ホーム 生徒代表      小松千紘、松本佳穏、宗在希 

 

明日から夏休み‼ （保護者の皆様へ）                  教頭 片岡真希 

毎日、酷暑が続きますが、保護者の皆様には、ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

先日は暑い中、個人面談と参観日に足をお運びいただきありがとうございました。保護者の皆様のご協力により、大きな事故もなく、1 学期の終業式を

迎えることができましたことに深く感謝申し上げます。明日 7 月 20 日（金）から 8 月 23 日（木）まで夏休みとなります。ご家庭での生活が多くなりま

すので規則正しい生活が送れるよう保護者の皆様のご指導ご協力をお願いします。 

さて、1 学期を振り返ってみますと、4 月 8 日緊張の中迎えた開校式・入学式から早３ヶ月が過ぎました。すっかり制服姿も板につき、国際中学校１

期生としての自信と誇りに満ちあふれた姿や探究心に輝く瞳を見るたびに本当に嬉しく思います。また、毎日の授業において探究サイクルを繰り返し経験

し、学び方を学ぶことを目標にした主体的・協働的な探究型学習を通して、日々成長する生徒たちに感動するとともにエネルギーあふれる行動に感心す

るばかりです。 

生徒のみなさんには無限の可能性があります。自分の力をどこまで伸ばせるか、この夏休み中に何か目標を決めて挑戦してみてはどうでしょう。 

2 学期には元気な姿といろいろな話を聞けることを楽しみにしています。 



 

 

 

 

 

 梅雨が明け、日に日に夏の日差し、暑さが増していますが、生徒たちは部活動にも懸命に励んでいます。今年度は、７
月２１日（土）・２２日（日）に高知県総合体育大会が行われます。高知国際中学校からは、１年 Aホームの岡谷存哲さ
んが水泳競技、１年 B ホームの坂本隆誠さん、安田響さんが陸上競技に出場します。３人は県大会出場資格の標準記録を
突破し、四国大会、全国大会出場を目指します。また、陸上競技リレーチームも男女ともに参加する予定です。 

 

水泳 くろしおアリーナ ７月２１日（土）  ９：３０～ 男子 50ｍ自由形（岡谷存哲さん） 

    ７月２２日（日）  ９：３０～ 男子 100ｍ平泳ぎ（岡谷存哲さん） 

陸上 春野陸上競技場  ７月２１日（土） １１：３０～ １年男子 1,500ｍ（坂本隆誠さん） 

       １３：５０～ 女子 400ｍリレー 

       １４：１０～ 男子 400ｍリレー 

    ７月２２日（日） １１：１０～ １年男子 100ｍ  （安田響さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年７月１５日（日）、高知県教育センター本館において、科学の甲子園ジュニ
ア高知県大会予選が行われ、本校からは中島結愛さん、松本佳穏さん、三上輝さん、山本
愛結さん、吉村南海さん、和田香春さんの６名（チーム名：Ｋ６）が出場しました。この
大会は、中学１・２年生が６人１チームで参加し、理科や数学の探究的な課題を分担・相
談する等協働して成果を競い合うチーム対抗戦であり、高知国際中学校の日常の学習スタ
イルとの相性のよい大会です。出場生徒は部活動のない日や週末に自主的に集まり、１カ
月ほど勉強会を重ねてきました。予選に出場した７１チーム中、上位１０チームが８月５
日（日）の本選に進み、全国大会出場を賭けて争います。本選では筆記競技だけでなく実
験の実技競技も加わるため、ますます国際中が有利です。上級生チームを破って予選突破
できたかどうか、結果連絡を楽しみに待ちましょう。 

 

 

 

 

<大会後、ほっとした表情の参加者のみなさん> 

50ｍ自由形の現在の自己ベスト

は 50ｍプールでは 29”66 なの

で、県体では 25ｍプールでのベス

トの 26”68 を切ることを目指しま

す。また、100ｍ平泳ぎでは、

1’10”を出し、上位２位までに入

り、四国大会に出場したいと思い

ます。応援よろしくお願いします。 

１－A 岡谷存哲 

ぼくは７月２２日に行われる陸上

競技県大会の１年男子 100ｍ

に出場します。自己ベストは１か

月前の大会で出した 13”69 で

す。今回の大会では、12 秒台を

出して、決勝に残ることが目標で

す。応援よろしくお願いします。 

 

１－B 安田 響 

ぼくは７月２１日にある１年男子

1500ｍに出場します。今までのベ

ストタイムは 5 分１４秒です。今

大会では、１０位以内を目指しま

す。そのため、目標タイムを５分ぴ

ったりに設定し、県大会まで全力

で練習するので、応援よろしくお願

いします。 

１－B 坂本隆誠 

 部活動担当：古屋佑奈 

 理科担当：佐野武 



 

 

 

 

平成３０年度「平和への思い」作品標語部門で、以下の３名の生徒が賞に輝きました。 

 

最優秀  A ホーム 高島真凛さん  「平和への 風を私が  送り出す」 

優秀  A ホーム 高波遼太郎さん 「雨がふる 銃声聞いて 空が泣く」 

優秀  A ホーム 藤田くるみさん 「青い空  世界に広げる 大人になる」 

 

受賞者の作品は「平成３０年度平和への思い作品展」として平成３０年８月６日（月）から 15日（水）まで（８月 13 

日（月）は休館のため除く）高知県立人権民権記念館に展示されます。 

 

 

 

 

平成３０年７月９日（月）から約一週間の日程で、西高校の姉妹校であるオーストラリア タスマニアのタレマー・ス
タイナー校の生徒８名と引率教員２名が、高知西高校を訪問しました。高知国際中学校でもホストファミリーとして生徒
や引率教員を受け入れたり、７月１１日（水）に県民文化ホールオレンジホールで行われた「国際シンポジウム」に参加
したりしました。７月１０日（火）には１年 Bホームがタレマー校の生徒のみなさんに、オーストラリアの珍しい動物に
ついて英語で質問したり、フルーツバスケットなどのゲームや折り紙をしたりして交流を深めました。英語を本格的に学
習し始めてまだ３か月ほどですが、身振り手振りを加えながら、必死に伝えようとする姿に国際バカロレアの１０の学習
者像の一つである「コミュニケーションができる人」に確実に近づいていると感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では交通安全の指導を重要な取組と位置づけ、交通事故等に合わない

よう注意喚起をしているところです。特に自転車での交通安全には十分に注意し、

自転車に乗る際のヘルメット着用を推奨しています。 

先日、本校ＰＴＡのヘルメット購入費用を補助する活動が高知新聞に掲載さ

れました。この記事を機にヘルメットを購入されたご家庭

もあります。現在、１８名のご家庭からヘルメット購入

費用の補助申請があり、個人面談にて補助金をお渡し

たところです。 

夏休み中、登下校や部活動、外出時に自転車に乗

る機会も増えると思います。交通安全に十分注意し、

ヘルメット着用についてご協力くださるようお願いします。 

担当：英語科 

<４人ずつのグループで自己紹介や質問等を行いました> <フルーツバスケットをしている様子> 

 生徒サポート担当：田中牧 

教頭  片岡真希 

高知新聞 夕刊 平成 30 年６月 26 日 掲載 

高知新聞 朝刊 平成 30 年 6 月 27 日 掲載 



 

 

高知県立高知国際中学校 

〒780-0852 高知県高知市鴨部２丁目５番 70 号  

TEL:088-844-1221  FAX: 088-844-4823  

URL: http://www.kochinet.ed.jp/kokusai-jh/    Email: kokusai-jh@kochinet.ed.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わくわくと緊張の中、入学式を迎えた４月から３か月が過ぎま
した。生徒のみなさんは、制服姿がすっかり定着し、探究心に満
ち溢れた表情で毎日元気に登校しています。７月上旬には、初めての学期末テストを終え、結果に一喜一憂しながら、課
題と新たな目標に向けて次の一歩を踏み出したところです。さて、本日の終業式をもって１学期を終了し、これから約１
か月間の夏休みに入ります。夏休みだからといって昼夜逆転の生活をしたり、ゲーム等に明け暮れたりすることのないよ
うに、マナーを守って節度ある行動を心がけてほしいと思います。 

先日の全校集会では、学校長より、相手を意識し言葉づかいに気をつけようという話がありました。友だち同士の中が
深まったことはうれしいですが、親しき中にも礼儀を忘れずに、ご家庭でもぜひ、話し合っていただければと思います。
学級委員会でも、７月と夏休みの目標を「言葉づかいを意識しよう」として、各クラスで呼びかけています。また、特定
の仲のいいグループだけでなく、よりまとまりのあるクラスを作っていくために、毎日の帰りの会では、「友だちの良い
とこ発表」を行っています。「〇〇くんが、そうじのときに、時間が過ぎても足りないスポンジを取ってきてくれまし
た。」「〇〇さんが、数学の時間に難しい問題に積極的に取り組んでいました。」など、１日の一番長い時間を一緒に過
ごすクラスメイトだからこそという意見があふれ、大変ほほえましい気持ちになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休み中の生活について                                                           生徒指導担当 

１．安全の留意について 

１）水の事故が起こらないようにするために、1 人では泳ぎに行かないようにし、必ず保護者に行先や時間等を伝え、監視員がいる場所で

泳ぐこと。また、準備運動を必ず行い、天候や体調を考えて無理はしないこと。 

２）交通事故防止のために、自転車は自転車道路を通り、二人乗り、無灯火、傘さし運転、ヘッドホンの装着、携帯電話の操作をしない

こと。 

２．非行防止について 

１）基本的には、日没以降の外出はしないこと。また無断外泊はしないこと。（午後１０時以降の外出は、高知県青少年保護育成条

例によって原則禁止されており、補導の対象になります。） 

２）用もなく量販店等の徘徊をしないこと。また、無駄遣いや恐喝の被害にあわないために、ゲームセンターやカラオケボックス等への立ち入り

を自粛すること。（ゲームセンターへは、午後６時以降、１６歳未満の者のみでの立ち入りが禁止されています。） 

３．その他 

１）登下校時は、制服または体操服を着用すること。 

２）万一、事故や問題行動で補導された場合等は、すぐに学校(088-844-1221)へ連絡し、ホーム担任または生徒指導担当（古屋・

堀見）まで申し出ること。 

 

 

 

 

 

 

 

生徒指導担当より 

編集担当：堀見絵里沙 

 生徒会担当：堀見絵里沙 

 高知県内の小学校・中学校・高等学校から２０名程度が参加し、いじめやネットトラブルの解決について１
年間を通して話し合う取り組みに、Aホーム服部輝樹さん、Bホーム近森翔陽さん、高橋晴香さん、古谷紗南さ
んの４名が参加しています。６月１０日（日）に行われた第１回目では、自己紹介やアイスブレーキングをし
た後、いじめの背景や原因について考えました。また、児童生徒会援隊で話し合った内容をパワーポイントを
使って全校集会で発表し、国際中学校全体でもいじめやネットトラブルについて考える機会を設けています。
児童生徒会援隊は、１年間を通して約８回の日程で行われる予定です。 

 

tel:088-844-1221
http://www.kochinet.ed.jp/kokusai-jh/

