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 令和元年度学校便り 

 

  

校長より 

いよいよ「令和」という新しい時代がスタートします。気持ちを新たに、一日一日を大切 

に学校経営をすすめていく所存です。保護者の皆さま、地域の皆さま、これまで以上にご指 

導・ご支援をどうぞよろしくお願いします。 

さて、さる４月２４日に今年度第１回目の学校運営協議会が開催され、今年度の学校経営 

方針が承認されました。この方針に則り、未来を生きる子どもたちの夢の実現のために、学 

校がしっかりとした目標等を定めて、着実に取り組みを進めていきたいと存じます。 

以下、方針の主な部分を説明させていただきます。 

令和元年度の学校教育目標 は、 

予測できない未来をみんなで智恵を出し合い、協力しながらたくましく、生き抜いてほし 

いという思いから 

自ら学び・考え・発信し、ともに未来を切り拓く生徒の育成 

 

としました。 

めざす生徒像を 

◇自ら学び・考え・発信する生徒（知育） 

◇ともに未来を切り拓く生徒（徳育・体育） 

とし、 

今年度の重点目標を昨年度の反省をもとに 

◇「主体的に学び・考え・発信する生徒の育成」 

◇「きまりやマナーを守り、人を思いやる生徒の育成」 

としました。 

さらに、具体的な行動目標の「凡事徹底」を次の４項目としました。ご家庭・地域で 

もご協力お願いします。 

 

挨拶
あいさつ

励行
れいこう

・・・よりよい人間関係づくり   

    時間
じ か ん

厳守
げんしゅ

・・・自主・自律の精神 

    自主
じ し ゅ

清掃
せいそう

・・・集団への貢献・責任 

   整理
せ い り

整頓
せいとん

・・・豊かな時間と生活 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成３１年度スローガン
ＴＨＩＮＫ　ＤＥＥＰＬＹ　(深く考える)

重　点　目　標

・創意工夫した教育課程の編成と実施・授

業力の向上、校内研究と一体の授業改善 ・

生徒指導の３機能を生かした新大分スタン

ダードによる授業改善・基礎基本の確実な

定着と語彙力活用力表現力を高める指導 ・

個に応じたきめ細かな指導の充実 ・学ぶ意

欲を高めるための指導方法や指導形態の工

夫改善 ・家庭学習・補充学習の充実と自学

の習慣化 ・学力調査の分析と活用、学習評

価の工夫

・凡事４項目（挨拶励行　時間厳守　自主清掃

整理整頓）の徹底 ・人権同和教育、道徳教

育の充実・積極的な生徒指導の充実 ・いじ

め、不登校対策への組織的な取り組み ・読

書活動の推進 ・特別支援教育の推進（研修

の充実と合理的配慮の提供へ向けた理解と

体制づくり） ・環境教育（ＥＳＤ…多文

化・国際理解教育、人権・平和教育など）

の充実 ・いのちの教育（性に関する指導）

の充実

・健康教育の徹底 ・命の大切さや健康の保

持増進および事故防止の能力態度の育成 ・

基礎体力の向上（徒歩・自転車による自力

通学）・体力づくりの日常化 ・食育に関す

る指導の充実、基本的生活習慣の確立 ・体

育科における指導方法の工夫と運動の日常

化

確かな学力づくり 全教育活動を通じた豊かな心の育成 健康の増進と体力の向上

◇自ら学び・考え・発信する生徒（知）

◇ともに未来を切り拓く生徒（徳・体）

ともに未来を切り拓く生徒
（徳）

ともに未来を切り拓く生徒
（体）

自ら学び・考え・発信する生徒
（知）

○自他ともに大切にし、協力する生徒

○相手の話をしっかり聴き、相手の気持ち

を考える生徒

○自ら挨拶するなど、社会的なルールやマ

ナーを身につけた生徒

○思いやりのあるやさしい生徒

○物や生き物を大事にする生徒

etc

○よく聞き、深く考える生徒

○ペア・グループ学習を通して、自分の考

えを周りと交流しより深めて発信する生徒

○基礎・基本を身に付けた生徒

○目標を持ち、計画を立て粘り強く家庭学

習に取り組む生徒

○読書をたくさんする生徒

○学習のきまりを守る生徒

etc

○命と健康を大切にする生徒

○安全に元気に登下校する生徒

○休み時間は外で運動する生徒

○困難に負けず、最後までねばり強く取り

組む生徒

○毎日、⑪-⑦-①-②運動に取り組み、健

康・体力づくりに取り組む生徒

etc

めざす教職員像

◇生徒理解に努め、合理的配慮に基づき一

人一人を大切にし、愛情と情熱を持った教

職員

◇生徒、保護者、地域から信頼され、「チー

ム（和而発）」として組織的に取り組む教職員

◇社会を生き抜くための専門的な知識や技

能など、資質能力を兼ね備えた教職員

めざす学校像

◇互いに協力して助け合う「楽しい学校」

◇規律正しく、落ち着いた「美しい学校」

◇小学校と連携し、目標達成に向けて「組

織的に取り組む学校」

◇家庭や地域と連携し、地域とともにある

「開かれた学校」

めざす生徒像

○いつでも、どこでも、自分から元

気に挨拶できる子

○ペア・グループ学習を通して伝え合

い、深め合おうとする子

○10（11）-7-1-2運動に積極的に取

り組み、体力向上に励む子

○互いを認め合い、元気に活動する

子

(1)教育目標の具現化と組織的な教育

活動の推進

(2)基礎的・基本的な内容の確実な定

着を図り、活用力を伸ばす授業実践

(3)豊かな心を育てる教育活動の推進

(4)生徒のよさや可能性を引き出す積

極的な生徒指導の推進

(5)信頼に応える学校づくりの推進

(6)教師としての専門性、指導力を高

める研修や連携の推進

(7)働き方を意識した、風通しの良

い、やりがいのある職場づくりの推

進

自ら学び・考え・発信し
ともに未来を切り拓く

生徒の育成

○主体的に学び・考え・発信する生徒の育成
○きまりやマナーを守り、人を思いやる生徒の育
成

学校教育目標 
大神中基本方針

・学習支援部会

・環境整備支援部会

・地域連携支援部会

ー「生きる力」を育む

学校教育（園）の充実ー

学校運営協議会

めざす大神の子ども像（小中連携)

日出町学校教育指導方針
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◎今年度の職員構成です。どうぞ、よろしくお願いします。 

  太字は、今年度赴任した職員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１２日（金）歓迎遠足がありました 

歓迎遠足が糸ヶ浜で行われました。出発の前に、体育館で 

生徒会役員による進行で対面式、部活紹介が行われました。 

生徒会活動や年間の主な行事や委員会活動の紹介、それぞれ  

の部が趣向を凝らして自分たちの所属する部活を紹介しまし 

た。 

その後、糸ヶ浜へ移動。生徒全員でさまざまなゲームを行 

い、親睦を深めました。一年生にとっては、先輩との距離が 

ぐっと近づいた日となりました。 

   ４月１９日（金）ＰＴＡ総会開催 

   この日に前年度の経過報告・決算報告、新年度の事業計画や予算が    

承認されました。引き続き、役員の選出があり、波津久誠会長をはじめ、  

新執行部の皆さんの承認と学級委員長・副委員長、地区役員の紹介があ 

りました。新役員の皆さん、これからよろしくお願いします。また、旧 

役員の皆さん、大変お世話になりました。   

   ４月２６日（金）生徒総会開催 

   生徒総会がありました。執行部によるすばらしいスローガンが決定しました。 

    Enjoy Our School   ・・・全校生徒が楽しく学校生活を送ってほしい 

    Never Give Up    ・・・みんなで協力し、何事もあきらめず頑張っていきたい 

        Advance     ・・・現状に満足せず、より良い方向に前進したい 

   また、各専門部による月目標や活動内容の紹介が提案され、承認されました。グラウンドのネッ

トの穴の修理やドアノブ、トイレドアの修理、ウォータークーラーの修理など学校への要望は、本

当に切実なもので一刻も早く、実現するよう努力します。 

   夏休みの短縮について 

   今年度より、小学校に外国語が本格的に導入され、授業時間が増加することなどの事情により、

夏休みが１週間ほど短縮されます。今年でいうと、８月２６日（月）から前期後半がスタートとな

ります。詳しくは、後日、文書でお知らせしたいと思います。 

       ※あくまでも予定です。 

     ５月                 ６月 

９日 第１回ＰＴＡ役員会       １日 郡総合体育大会   

    １２日 体育大会前草刈り作業      ５日 １年生宿泊体験学習（香々地） 

１５日 体育大会リハーサル       ６日 １年生宿泊体験学習（香々地） 

１８日 体育大会当日         １４日 別府教育事務所学校訪問  

２５日 大神小運動会         ２０日 前期中間テスト 

                   ２７日 第２回ＰＴＡ役員会 

     

  お願いします  ５月１２日(日)に体育大会前のグラウンド草刈り作業をＡＭ７：３０～

９：００頃まで行います。草刈り機、クワ、カナなどをご持参ください。多くの方のご協力を

お願いします。 

校  長  林 東洋一 ２年目 

教  頭  本庄 德彦 杵築市立大田小学校より 

教  諭 ３年主任 松本 尚子 ３年目 

教  諭 ３年副主任 永井  実 別府市立鶴見台中学校より 

教  諭 ３年Ａ組担任 小原 明子 ７年目 

教  諭 ３年Ｂ組担任 内田 翔大 中津市立緑丘中学校より 

教  諭 ２年主任 衛藤 浩志 ８年目 

教  諭 ２年Ａ組担任 德丸真一朗 大分市立大分西中学校より 

教  諭 １年主任  瀧峠 智子 ３年目 

教  諭 １年Ａ組担任 大塚 祐子 ２年目 

臨時講師 １年Ｂ組担任 吉成 英佑 中津市立緑丘中学校より 

教  諭 きらめき学級 名倉 慎治 ２年目 

臨時養護  勝河  茜 別府市立青山中学校より 

教  諭  杉安千津美 拠点校指導教員 

学校事務  石田 有紀 新任 

司  書  河野 美奈 ７年目 

校 務 員  上野 順子 ５年目 

支 援 員  藤原 佑子 ２年目 

ＳＣ  井生 浩之 スクールカウンセラー 


