
 

平成２８年度 中津市立豊陽中学校 学校プラン 

学校の教育目標 

（児童像・学校像など） 

★学校の教育目標：「公の場で通用する人」の育成  ①自らの人生を切り拓くための「学力保障」 ②自主的に活動できる社会の構成員をめざす「自治的活動」の展開 

★行動指針：①自分がする ②みんなとする ③ほめあう   ★信条：ピグマリオン効果（人間は期待された通りの成果を出す傾向がある。生徒は皆、きっと立派な大人になる） 
 

本 年 度 の 重 点 （ チ ャ レ ン ジ 目 標 ）  ４～８月 第１回自己評価 ～１２月 第２回自己評価 ～２月 第３回自己評価 

重点目標 達成指標 重点的取組 取組指標 取組状況 評価・改善 取組状況 評価・改善 重点目標・達成指標の評価 

評価・改善 

自らの人

生を切り拓

くための 

「学力保

障」 

３学期の「中津市学力調査」において

平均正答率が全教科目標値以上。 

教科部会を定期的に実施し、それぞれの教
科の本質に迫るような授業改善を、短期ＰＤ
ＣＡサイクルに基づいて行う。 

 
第２水曜：教科部会で各教科部会で月の 

目標設定（P） 
第４水曜：職員研修で各教科部会の２週

間の取組の確認（C,A） 

校長は毎日授業観察をして、教頭、主要主任
の協力を得ながら教科部会の目標に沿った授
業を行っているか確認し、指導を行う。好事例
は校長通信で周知する。（年間 100号） 

校長による授業観察はほ
ぼ 100％。校長通信 28号 
だが、指導については十
分では無い。 

主要主任だけでなく、全教
職員による授業観察を計画
的に実施し、良い取組につ
いては共有する。 

   

各教科部会で定めた項目に関して、２週間毎
にセルフチェックを行い、教科部会内で進捗の
確認を行う。 

重点目標に取り組んでい
る教職員 100％（内、良く
当てはまる３１％） 

各教科部会の内容をさらに
発展させるため、研究主任
による進捗状況の確認と内
容の周知を行う。 

  

授業では「生徒が生き生きとがんばれる課題」
を設定する。 
生き生き：目的意識をもつ 
がんばれる：困難な課題でも取り組む 

 生き生きとがんばれる課
題を設定した授業を行っ
た教職員６８％（内、よく当
てはまる２７％）  

共通項目の設定「生き生き
がんばれる課題の提示」「ま
とめ、振り返りの時間の確
保」をしているか確認を行
う。教師のセルフチェックで
１００％を目指す。 

  

自主的に

活動できる

社会の構

成員をめざ

す「自治

的活動」
の展開 

３学期の学力調査時に実施するアンケ

ート調査において、「あなたががんばっ

たとき、友だちから、がんばったね、す

ごいねと、ほめてもらったことがあります

か。」に、肯定的な回答をした生徒

100％。 

授業規律や行事、朝の会、帰りの会などで
は、生徒による自治的な運営を基本とする。 
 
確認方法 
第１水曜：学年部会で取組内容を決定 
第３水曜：職員会議で各学年部会の 

取組の確認（C,A） 

授業前の着席を中央委員を中心に行う。教職
員は始業時間前に教室に行き着席を促す。 

7月は、学年生徒会を中
心とした点検活動を実施
し、目標をクリアした。（全
学級９０％以上） 

今後とも、授業規律につい
ては、学年生徒会を中心に
実施する。項目を絞り、期間
も短くし徹底して行う。 

   

朝の会（のびのびタイム）で、学級の目標に対
して「自分がする」「みんなとする」「ほめる」こと
を確認し、帰りの会（ほめほめタイム）で、３つの
目標についてできたかどうかを振り返る。教師
はがんばった生徒をほめる。 

 朝の会の時間が５分と短
いため、目標の確認が不
十分。そのため、帰りの会
でも振り返りに学級間で
差がでてしまった。 

２学期より登校時間を５分早
め、生徒による「朝の会」を
実施する。また、取組状況
については、学年主任が進
行管理を行う。 

  

行事の取組では、「生徒につけたい力」を明
確にし、リーダー会議等において、生徒とと
もに成果と課題を明確にし、次の行動を決
める。 

行事では、当日の進行は全て生徒が行うことが
できる。（リーダー会議等で、練習の準備や反
省には教師が関わる） 

体育大会では実行委員
会が機能し、練習では数
値目標を設定することで
具体的な成果が現れた。 

２学期より生徒会主催の全
校集会を月に１～２回定例
で行うことで、リーダーの育
成を図る。 

  

行事終了直後に、成果と課題を出させる。（教
師と生徒）その課題については、次の行事の計
画に必ず入れる。 

成果と課題を集約した
が、次に活かせるための
会議が持てなかった。 

夏期休業中（8/18）に、年間
行事の意義と見直しについ
て共通理解を図る。 

  

 

平成２８年度 全国学力・学習状況調査（平成 28年 4月 19日実施 対象：３年生） 
 

平成２８年度 大分県学力定着状況調査（平成 28年 4月 14日実施 対象：２年生） 
教科等 結果 特  徴 （○成果 ●課題） 教科等 結果 特  徴 （○成果 ●課題） 

国語Ａ △ 

○上位約２９％（33問中 29問以上の正答者）の割合は全国とほぼ同じ分布である。 
●全ての領域で県、全国を下回っている。特に、「話すこと・聞くこと」が国より-6.0、「読むこと」が国より-5.8 と課題である。 
●短答式の正答率も国より-5.9であり、漢字の正答率は低く無回答率が多い。 
●下位層だけでなく、中位層の引き上げも大きな課題である。 

国
語 

知識 ○ ○全ての観点で偏差値５０を超えておりバランスはよい傾向にある。特に「漢字を書く」ことや、文字・語句に関する知 

識など「言語についての知識・理解・技能」については高い傾向にある。 

●読むことにおける「新聞記事の内容」「説明文の内容」や、「漢字を読む」ことがやや課題である。 
活用 △ 

国語Ｂ △ 
○全問正解者（9問）は１８人（16％）と割合では全国値より多い。また、7問以上正解者は４７％と全国並みである。 
●全ての領域で県、全国を下回っている。また、短答式の正答率が国より-7.７で、特に、目的に応じて文書を要約する問題の正 
答率が低かった。●記述式の問題において、根拠明確にして自分の考えを書く問題の無回答率が３３％もあった。 

数
学 

知識 △ ○「かっこを含む正負の計算」や「一次方程式」については全国値を超えており、また、「比例・反比例」は目標値を超え
る等定着が図られている。 

●全ての領域・観点が偏差値５０を下回っていた。特に「文字式」「平面図形」については、学び直しを行う必要がある。 活用 △ 

数学Ａ △ 

○上位の３４％（３６問中２９問以上）の正答率は全国、県よりも割合は多い。 
○関数領域は県より 1.9高く、国とほぼ同じ正答率であった。●しかし、他の項目は全て、県、国を下回っている。 
●図形領域は国より-5.7 と低く、命題の逆、垂直に交わる記号、対象移動など基礎的なことが十分定着していない割合が多い。 

理
科 

知識 ○ ○全ての観点で偏差値５０を超えている。特に、「植物の生活と種類」の領域や「自然についての知識・理解」の観点では 

 偏差値も高く、目標値を超えており定着が図られている。 

●「力と圧力」の身近な物理現象や、大地の成り立ちと変化における「火山活動と火成岩」等は十分理解できていない 活用 ○ 

数学Ｂ △ 

○上位約２６％（１５問中１０問以上の正答者）の割合は全国より上回っている。 
●下位層の割合が多く正答率が 15問中３問以下の生徒が３割程度ある。 
●記述式問題（7問）は国より-3.3。内４問においては無回答の問題が 3割以上あった。 
□「数学ができるようになりたい」と思う生徒は 97％。「数学は役に立つ」と思う生徒も 84％あり、共に国、県より高く意欲はある。 

英
語 
 

知識 ○ ○ほとんどの問題で目標値を超えており、領域の「書くこと」「読むこと」、観点の「外国語表現の能力」「言語や文化につ
いての知識・理解」は、目標値、県平均を超えており定着が図られている。 

●「リスニング（対話分の応答）」のみ目標値を下回った。聞くことに課題がみられた。 
活用 ○ 

質問紙  

○家の手伝いを良くする生徒は 33%で肯定的な解答を合わせると 8割となり国や県より１割以上高い。 
○友達の前で自分の意見を発表する事が得意と思っている生徒は肯定的な回答は５６％あり、国や県より５％高い。 
●「学級会等の時間に友達と話し合って学級の決まりを決めている」「１，２年生の授業では生徒の間で話し合う活動をよく行って 
いた」の肯定的な回答は、国や県より低い。●TVや DVD を４時間以上観る割合は 19％と国や県よりも多い。 

質問紙 

 ○「学習習慣」は全国値より 2.6 ﾎﾟｲﾝﾄ高く、「成功体験と自信」、「充実感と向上心」等自己認識も高い傾向にある。 

 また、「友達の支え」「家族の支え」も良好である。 

●「友達の支え」は全国値より高いものの、「対人ストレス」「いじめのサイン」等の学級環境に関する不安がある。 

 また、「感動体験」「規範意識」「問題解決力」にやや課題がある。 
 

平 成 ２８ 年 度 の 特徴的な教育活動 
 

次 年 度 に 向 け た 課 題（重点目標設定・指標の設定 取組内容 組織力向上など） 

学力面 
教科部会を定例化し、教科の特質を活かした授業改善をボトムアップで行いながら、月１回の短期ＰＤＣＡサイクルで
実践の見直しを行っている。家庭学習等については、１学期末に取り入れたメール配信システムなども活用して、保護
者の協力も求める。 

 

 

生活面 
学校改善のために、生徒会による「学校クリーンプロジェクト」「朝のハイタッチ運動」等、新規の企画を行っている。
また、学年生徒会による「チャイム着席運動」の徹底など、生徒による生活面の改善が行われている。 

体力・健康面 
「平成２８年度中学校体力向上推進校」の指定を受ける。運動能力調査で全国平均を上回った項目が約半数ある。２学
期より体力向上について生徒会保体部による取組を実施する。 


