
残暑の中、２学期がスタートしました。夏休

み期間は、事故等の報告もなく、全生徒が充実

した夏休みを過ごせたものと思っています。ご

家庭・地域における生徒へのご指導、見守りに

対し心より感謝申しあげます。 

２学期は行事が多く、生徒にとっては１学期

以上に、日々の忙しさや時間のなさを感じる期

間になるものと思っています。そうした中だか

らこそ、いろいろなことをやり遂げたときの達

成感や充実感はまた格別のものだと思います。 

多忙な２学期を実り多きなものにしていくに

は、「限られた時間を無駄にしないこと（隙間

時間の活用）」、「勉強は勉強、活動は活動と

いうように気持ちの切り替えを円滑に行うこ

と」が必要となります。この２つのことができ

れば、２学期は生徒一人ひとりにとって充実感

あふれる期間になると思います。 

学期始めには、この２つのことを中心に、特

に家庭での生活時間（学習時間、読書時間、

ゲーム等の使用制限、早寝・早起き習慣等）を

自己管理できるようになることを２学期の目標

とするように働きかけをしました。 

生徒たちが自律した家庭生活を送れるよう

に、２学期もご家庭・地域における生徒へのご

指導と見守りをよろしくお願い致します。 
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自ら学び、心豊かに 

たくましく生きる 

生徒の育成 

今後の行事予定 

月 日 曜 行 事 名 

９ １ 金 防災・避難訓練（地震） 

９ ２ 土 運動会準備 

９ ３ 日 ふれあい運動会 

９ ４ 月 振替休日～5日 

９ 15 金 日田市中学校新人大会 

９ 25 月 修学旅行～28日 

10 12 木 中間試験～13日 

10 19 木 日田市駅伝大会 

10 28 土 文化祭準備 

10 29 日 文化祭 

10 30 月 振替休日～３１日 

 平成２８年度 東渓中学校防災教育の取組 

  大分県学校保健会 学校賞受賞 

   ８月１０日に大分市コンパルホールにおいて授与式がありました。 

お子さんは、心と体の健康を意

識した規則正しい生活を送れて

いますか。  
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お子さんの家庭での読書や学習

の取組について、アドバイスを

行っていますか。 
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２１％ ７３％ ６％ 

親子環境整備作業実施 
ご協力ありがとうございました。 

 校生・事業部主催｢親子環境整備作

業」を８月２０日に行いました。大変

蒸し暑い中での作業となりましたが、

おかげさまで運動会に向けてのグラン

ド環境を整えることができました。 

東渓中学校ふれあい運動会 

 ９月３日(日）９時開会 
   運動会スローガン 

 疾風迅雷～熱き闘志のその先に～ 
 ＊雨天の場合は体育館で開催します。 



 生徒の皆さんへ  効果的な家庭学習の方法は？ 

 家庭学習を成績向上につなげていくに

は、効果的な学習方法を身につけること

が大切です。 

 まずは、今日一日の授業を振り返り、

授業でできたこと、できなかったことを

思い浮かべ、できなかったことに再挑戦

してみましょう。授業でできなかったこ

とも、家でじっくりと時間をかけて取り

組むことで、しだいにできるようになっ

てきます。 

 もし、それでもできなければ、翌日に

友達や先生に焦点化（具体化）した質問

をすることで、すぐに疑問点が解決され

ていきます。まずは、何ができて、何が

できないのかを自覚することが問題解決

のキーポイントとなります。 

 授業中に、家で再挑戦する問題やもう

一度振り返りたい問題にチェックを入れ

ておきましょう。 

  

 苦手な課題に繰り

返 し 取 り 組 む こ と

で、自分がどこでつ

まづいているか気付

くようになっていき

ます。そして、何を質問すれば

よいか分かるようになっていき

ます。 

 焦点化した質問をすると、ア

ドバイスも的を 得たも のとな

り、より早く解決策を見つける

ことにつながります。 

疑問点の自覚、そして焦点化した質問で    

 「的」を得たアドバイスを引き出す。 

１学期生徒 

アンケート 
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２０％ ２０％ ２０％ ４０％ 私 は、わ か ら

にことは進ん

で先生や友達

に質問してい

る。 

１年 ０ 

５０％ ３３％ １３％ ０ ２年 ４％ 

２６％ ３０％ ３０％ １４％ ３年 ０ 

３５％ ３０％ ２１％ １２％ 全体 ２％ 

実施教科 国語 社会 数学 理科 英語 

 
 

教科 
全体 

正答率 

目標値 67.2 53.4 58.0 54.3 61.0 

東渓中 77.5 60.6 63.1 59.5 71.4 

日田市 74.4 53.7 59.2 54.7 63.6 

大分県 72.5 52.7 60.0 54.4 61.7 

目標値を超
えた生徒数 東渓中 19人 16人 16人 15人 17人 

目標値を超
えた生徒の
割合 

東渓中 79.2% 66.7% 66.7% 62.5% 70.8% 

 
知識 

偏差値  

東渓中 53.5 55.0 52.0 53.4 54.6 

大分県 50.9 50.5 50.3 50.8 50.0 

 
活用 

偏差値 

東渓中 52.4 50.3 49.8 51.9 53.6 

大分県 49.8 49.5 50.3 50.2 49.8 

大分県教育委員会が４

月に実施した平成２９年

度大分県学力定着状況調

査の結果が７月１３日に

届きました。本調査は、

毎年県下の小学５年生と

中学２年生を対象に実施

されており、中学校では

これまで実施されていた

国 語、数 学、理 科、英 語

の４教科に加え、本年度

より社会科が加わり、5教

科が調査対象となりまし

た。各教科においては、

知識を問う問題と活用力

を問う問題に大別されて

いますが、今回の試験に

おいては知識については

十分な手ごたえがあった

ものの、数学の活用偏差

値（全国平均50）が０．

２ポイント、社会の活用

正答率が目標値より０．

６ポイント、理科の活用

正答率が目標値より１．

６ポイント下回る結果と

なるなど、本校生徒の活

用力育成がいまだ不十分

であることが分かりまし

た。 

今回の調査結果を受け

て、活用力の向上を目指

した取組の見直しと改善

を 進 め て い る と こ ろ で

す。ま ず は、問 題 文 を

しっかりと読み、何をど

う答えればよいかについ

て読み取れるように、長

文を読みとる学習機会の

充実を図っていきます。 

  平成29年度 

   大分県学力定着状況調査結果 
    ｢活用力に課題、文章問題を読み取れる力を！！」 


