
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一中学校の学校だより 
別府市立山の手中学校 学校通信 NO６ 

発行日：令和元年 ９月２０日 

発行者：山の手中学校 校長 財前昭仁 

＝ 第２回 学校運営協議会 ＝ 

 ８月２０日（火）学校運営協議会を開催しました。

１学期の学校評価及び学力の定着状況に関する内

容について委員さん及び小学校の先生よりたくさ

んの意見をいただきました。 

～ 学力の定着状況 ～ 

１年生は，期末考査等を，２年生は大分県学力定着

状況調査を，３年生は全国学力学習状況調査等をも

とに学力の定着状況の分析と２学期からの取組内

容について学校から説明をしました。 

＜第１学年＞ 

【期末考査の３０点未満の生徒の割合】 

教科 国語 社会 数学 理科 英語 

％ 9% ３％ 9% 8% 11% 

＜第２学年＞ 

【大分県学力定着状況調査の正答率の差】 

教科 国語 社会 数学 理科 英語 

目標値 △ △ △ △ △ 

県平均 △ ▽ ＝ △ △ 

△：上回っている ＝：同じ ▽：下回っている 

※目標値：学力の定着めやすの値 

＜第３学年＞ 

【全国学力学習状況調査（国語・数学・英語】 

教 科 国語 数学 英語 

県平均 ＝ △ △ 

全国平均 △ △ △ 

  

大分県・全国の学力調査からは，概ね県・全国平

均レベルの学力の定着が見られます。また，１年生

や調査がなかった３年生の社会や理科及び技能教

科においても知識や技能といった基礎・基本の定着

は見られますが，思考力・判断力・表現力等の活用

にはまだまだ改善の余地があります。特に県平均を

下回っている教科では，活用の正答率が低い傾向に

あります。 

 今年度の重点目標である「思考力・判断力・表現

力」の向上に向けた授業改善をさらに進めていくこ

とで，物事を深く考える力を育成したいと考えま

す。ただ，平均点や平均正答率での考察ですので，

個々の生徒には，それぞれの課題があります。この

課題解決に向け丁寧に対応していきたいと考えま

す。一方で，朝食の摂取率やボランティアや地域行

事への参加については，全国・県平均を下回ってい

ます。今後保護者や地域の方々とより一層連携をと

りながら，大切な本校の生徒の育成に取り組んでい

きたいと考えます。 

＝ 地区の夏祭りに参加 ＝ 
 ８月２４日（土）に山の手小学校を会場に開催さ

れた「山の手地区夏祭り」に当日の設営と踊りに生

徒が参加しました。生徒が自分の住んでいる地域に

興味関心を持ち，将来地域のよき担い手として貢献

できればと思っています。また，学校で学習したこ

とを「試す」機会になればと考えます。 

 夏祭り当日は，かなりの降雨で，出店用のテント

張りではみんな濡れながらの作業となりました。体

育大会でのテント張りの経験をいかし，短時間で手

際よく組み立てる生徒の姿は，本当に見ていて頼も

しいものがありました。 

 踊りは，残念ながら降雨のため，体育館での開催

となりました。本番を前に地域の方に踊りを教えて

もらったり，太鼓グループの人に太鼓のたたき方を 

                教えてもらった

りしました。初

めて踊ったり太

鼓のばちにふれ

たりした生徒に

とっては本当に

よい経験となっ

たことと思いま

す。 

 本番では，大 

勢の地域の方々 

に混ざり，団扇 

を持ち，最後ま 

で踊りました。 

地域では，人間 

関係の希薄化が 

大きな課題にな 

っている今日ですが，本校の生徒が地域の絆の再生

に少しでも貢献できればと願っています。 

 

＝ ２学期始まる ＝ 

 ９月２日に始業式を終え，いよいよ２学期が始ま

りました。１年生のおじか宿泊体験学習，２年生の

修学旅行，文化発表会，新人大会等，大きな行事も

ありますが，何といっても勉強の２学期です。行事

を意識しつつも時間を見 

つけ，効率よく１日１日 

を大切に使う事の大切さ 

の話をしました。「人は 

やれば必ず伸びる」。最 

も問題なのは何もしない 

 

 

 

 



 

 

 

 

ことです。「前の日の取り組みの１０１％分頑張

ってみる」。生徒も教師も自分の目標の実現に向

け，プラス思考で取り組むことを式辞で話しまし

た。 

 また，式後に夏休みまでの部活動や各種コンク

ールで優秀な成績を収めた生徒の皆さんの紹介

をしました。入賞等は次の通りです。 

 

＜テニス＞ 

 学年別選手権大会 

 ２位 ２年 松田 志衣菜 さん 

 ２位 １年 大沢 萌恵 さん 

＜卓球＞ 

全日本卓球選手権大会別府地区予選 

 ５位 ２年 木寺 遥花 さん 江原 咲 さん 

＜ポスター・標語・絵画＞ 

 県第５９回歯と口の健康図画ポスターコンク

ール 入選 ２年 岩永 友香さん 

 県第４回歯と口の健康標語 入選 

       ３年 帆足 輝希 さん 

 第３７回高山辰雄ジュニアコンクール 

    推奨 ２年 大津 華奈 さん 

＜書写＞ 

 第６８回県学校書写大会 

 硬筆の部 金賞 

 １年 麻生 優月 さん ２年 岡 ななみ さん 

 ２年 武田 健介 さん ３年 中根 瑠花 さん 

 毛筆の部 金賞 

１年 麻生  優月 さん 

※前号掲載分の生徒さんは除いています 

 
＝ いよいよ受験に向けて始動 ＝ 

 ８月２７日（火）の中学３年生対象の県内一斉学

力診断テストが実施されました。いよいよ３月の受

験が具体的なものとして感じられたことでしょう。

年２回実施される学力診断テストは，今の自分の力

の確認と志望校を決定するにあたっての重要な資料

になるものです。 

 今まで学校内の自分の力が全市や全県レベルと広

がって確認することができます。今後大学受験や就

職試験等全国の同世代の人と競うことになります。 

そんな第１歩を今回の中３学力診断テストで踏み出

したことになります。慌てず，まずは今の自分の力

を冷静に分析し，今 

後の取り組みにいか 

すことが最も重要で 

す。「頑張れ！受験生 

着実で確かな１歩を」 

皆さんの周りにはた 

くさんの応援団がい 

ます。 

＝ 市 PTA 連合会球技大会 ＝ 
 ９月１日（日） 

にべっぷアリーナ 

を会場に市 P 連球 

技大会が開催され 

ました。保体部さ 

んのお世話のもと 

休み中に練習試合 

を積み重ね，本番 

に臨みました。 

 当日は，念願で 

あった「１勝」を 

上げることができ 

ました。選手誰ひ 

とり怪我がなかっ 

たのが一番の収穫 

でした。選手，保体部の皆さん本当にお疲れ様で

した。 

 

＝ 市 PTA 連合会指導者研修会での発表 ＝ 
 ９月７日（土）に立命館アジア太平洋大学（APU） 

で指導者研修会が開催され，本校 PTA が「親子で

防災学習」と題し，実践発表を行いました。 

 発表内容は，親子 

で作成した我が家を 

起点にした防災マッ 

プ，保護者に実施し 

た防災意識アンケー 

ト結果，各自治委員 

さんへの聞き取り調 

査の結果等盛りだく 

さんの内容でした。当日の発表校は，大平山小

PTA，南立石小 PTA と本校の３校でした。中でも

本校の防災教育で生徒・保護者及び地域をつなげよ

うとする取り組みを，参加者も興味津々で聞いてい

ました。参加者から，これまでの取り組みの経過や

今後の取り組みの展望等の質問が出されました。指

導講評の中で地域を巻き込もうとしている点に高

い評価がありました。 

 今回の調査結果は，PTA 広報紙でも掲載を予定

しています。また，本校の発表は，来年度開催の県

PTA 由布大会での発表推薦がありました。 

  

 

＝ １０月までの行事予定 ＝ 

２日（水） 市新人大会 

３日（木） 市新人大会 

４日（金） 英語検定試験 

６日（日） 市新人大会＜陸上競技＞ 

１７日（木） 市駅伝競走大会 

１８日（金） 学校公開日 

２５日（金） 文化発表会＜学校公開日＞ 

      

 

 

 


