
平成２６年度 中津市耶馬溪中学校 学校プラン 
学校教育目標 

（児童像・学校像など） 

【平和を愛し 心を磨き 未来を拓く生徒の育成】 優しさ・活力・徹底 

（めざす学校像）①笑顔を活力あふれるしっとりとした学校 ②確かな学力を獲得できる学び合える学校 ③保護者・地域に信頼ある開かれた学校 
 

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 
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○１月の市の定着テストで１．２年生は

市の平均を全教科上回る。 

○３年生の講座平均点を夏以降、１４４

点を上回る。 

○３年生の全員の進路を確実に確定さ

せる。 

○学校評価において 

・生徒 

「わからないが言える」９０％以上 

「授業で自分の思いを伝えることができ

た。」８０％以上 

・保護者 

「授業はわかりやすい」９０％以上 

○研修・視察・互見授業等を通して授業力・
指導力の向上、わかる授業の想像を図る。 

①学期に一回互見授業週間を設定。また必
ず、公開授業を実施し「みとり」「ジャンプ課
題」を工夫する。 

②先進地視察等、各種研修参加者が１ペー
パーでの報告をし、実践の取り入れを実
施。 

○Ｂ－Ｗｅｅｋ全員参加。
○提案授業でＩＣＴ活用と
学びあい○機器利用運
用開始。○還流報告４
件。●一部取り組みが、
消化になっている。 

〇「目標の明示」「板書の構
造化を基盤に工夫した展
開」「まとめ」の徹底に取り組
む 
〇先進地視察とその還流報
告に取り組む。 
 

○レシピ授業→事後研。 
  4 名 
○授業見直し意見交換。 
○個の見取り情報交換。 
○岐阜授業研還流報告 
○「授業の約束」確認。 

○レシピ授業の参観者が
多い。 
○「目標を明示」は達成。
（生徒アンケート８７．１％） 
○岐阜研修での報告還
流は、具体的取組が参考
になった。 
○１人１公開では、他教科
の取組が参考になった。 
□レシピ授業事後研を早
期に行う。 
□祇園東研修視察還流を
早期に行う 

・「目標の明示」「板書の構造化を基盤に工夫
した展開」「まとめ」に全員が取り組め、授業
のスタイルが構築できた。全体的な授業展開
では、「授業のわかりやすさ７４％（生徒）」と
工夫の余地がある。 
・「わからないがいえる」「思いを伝えることが
できた」など生徒満足度が伸び悩んでいる。
生徒主体の授業づくりをめざし、グループ学
習を活用した言語活動の充実やＩＣＴ活用等
工夫する必要がある。 
・生徒にわかりやすく、主体的に参加できる
授業づくりをめざした校内研究の見直しと活
性化が必要。２月までに研修が終了できるよ
うな計画が必要である。 
・一人一公開は、年間計画で早期に実施日
を周知し、集中実施と事後研連動を図るなど
工夫が必要。 

○個に係わり、つまずきの早期発見と補充
指導・家庭学習の充実を図る。 

①補充授業（耶学タイムⅠ・耶学タイムⅡ）を
設定し、ドリル学習に取り組む。 

②学習法「耶学のすすめ」を活用して、個別
指導を継続する。 

③スキルアップをタイム（月に一度程度）実
施。 

④学びのすすめ塾（長期休業中）学びの英
検塾（３～５級）に全生徒を参加させる。 

○「耶學のすすめ」で学
習方法指導。 

○チャレンジノート使い方
指導。通信で啓発。 

○キャンペーンを実施。
学習時間が伸びた。 

●５月「耶學のススメ」指
導はできず。 

○耶學Ⅰ、耶學Ⅱのそれぞ
れの目的に応じた課題選択
と準備を徹底し、スムーズな
導入・実施を図る。 
○分析を基に教科毎支援
が必要な生徒の理解進捗を
みとり、必要に応じ個人指
導をする。 

○耶學Ⅰ、Ⅱ教職員全員
が関わって取り組む。 
○英検塾１年生全員が 5
級に挑戦。 
○個の見取り情報交換。 
 
 
 

□自学ノート個々の取組
評価を徹底する。 
□月ごとの成果と課題分
析を定着させる。 

・１月市学力調査では、１・２学年とも達成指
標にほぼ到達、全小問に対しては１年生８
４％、２年生８０％で目標値に到達した。３年
生講座平均点は１４３．６点で指標１４４点を
ほぼ達成。 
・耶学Ⅰ、Ⅱや「スキルアップタイム」の取り組
みは計画的に実施できた。来年度はさらに内
容的にも成果の出る充実した取り組みになる
ように計画し実施を継続していく。 
・２学期以降は「個の見取り」に焦点化して取
り組んだ。学力調査分析を含め、教師個々人
の把握は進んだ。情報交換の時間設定に困
難があった。 
・家庭学習については、アンケート結果から
宿題・自学ノートに費やす時間の割合が各学
年とも９７％以上。時間的には平日９０分ほど
取り組んでいる。自学ノートをとおして、激励
や不十分な生徒には指導してきた。来年度
は、各教科で連携し調整した取り組みになる
ようにしていく。 

○学校図書館活動を推進し、読書活動を充
実させる。 

①読書週間を設定する。１人２０冊以上は本
を借りて読書させる。 
②図書館活用授業をすべての教科で学期一
回は実施する。 

○貸し出し数１５４冊、利
用者１５１人。○理科 植
物調べで図書室を活用。
●授業での活用不十分。 

○月１回、学年毎に図書館
を活用する時間を設定。本
に触れる機会を増やし、借
りやすい環境をつくる。 

○学年別図書館利用 2 回
○9・10・11 月貸出数 151
冊、利用者 339 人 

□図書館便り定期発行を
定着させる。 

・図書館便りを定期的に出すことにより、利用
者の増加につながった。図書館司書と連携
し、本を活用した授業ができた。 
・課題 三学期の読書週間の取り組みをする
ことができなかった。図書館便りの内容の工
夫が必要。授業でのさらなる積極的な活用。 
・方向性 読書習慣をつけるためには、来年
度は朝読書に取り組むことを検討してはどう
か。図書館に購入する図書は小説を中心に
するべきである。 

○体験や学んだことを効果的に発表させる。 ①生徒会活動や学年行事での体験活動を
行ったときに新聞作成を行い、表現させ、発
表会を持たせる。 

○行事の度に感想書き。 
 各行事で的確に行われ
た。●評価が課題。 

生徒会活動や学年行事で
の体験活動を行ったときに
新聞作成等文字で表現さ
せ、発表会を持たせる。 

○体育大会で実行委員
会報、生徒会報発行 
○音楽会ポスター（１年）、
プログラム（２年）作成 

□学年の体験活動発表
会等の資料を全体で共有
化。 

・生徒が自信を持って取り組んできた行事に
連動して表現活動を仕組むことができた。用
紙サイズ、作成時間などその時々に指示した
条件で生徒は思いを表現することができた。 
・課題は、十分な時間を保障できなかったこと
である。 
・ＩＣＴを活用しての表現など幅を広げ、生徒
の表現力を高めたい。 



○キャリア教育の系統的な実践と充実を図
る。 

①職場訪問、職場体験、高校訪問等の系統
的キャリア教育を充実させる。 

○ネット活用で情報収
集。成果を冊子に集約。 

職場訪問、職場体験、高校
訪問等の系統的キャリア教
育を充実させ、体験したこと
を効果的に発表させ、自信
を持たせる。 

○体験したことを効果的
に発表させた。 
○進路学習を踏まえ、進
路決定を行った。 

□大きな行事で学年代表
に意見表明させることが
「自信を持たせる」につな
がる。その方向で検討で
きないか。 

・１・２年生は聞き取りや職場体験を通し、「働
く」ことへの意識を高めることできた。3 年生は
高校訪問を通し、進路についての意識が高
まり、個々の進路決定に向けての大きな示唆
となった。 
・各取組は事後にそれぞれ発表の場を設け
たが、冊子にまとめ読み合う時間をきちんと
確保することが課題である。 
・この地区での体験や聞き取りが中心になり、
もっと広い世界からのゲスト招聘など今後の
方向性の一つといえる。 
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○学校評価において、 

・生徒「学校が楽しい、安心して学べ

る」９０％以上 

 

・保護者「学校の雰囲気がよく、生徒が

生き生きとしている」９０％以上 

○道徳、人権教育の日常的実践を基盤に
好ましい人間関係を構築し、居心地のいい
学級をつくる。 

①県立支援学校経験職員を講師に特別支
援教育研修を２回実施する。 

②１・３学期にＱＵ検査と分析検討会を、九州
産業大学から講師を呼んで本校独自の講
習会を開く。５月、１１月に教育相談を行
う。 

③地域の人材を活用した道徳の授業を学期
一回以上各学年展開する。 

○教育相談(家庭訪問の
結果、いじめ等） 
○５／３０ＱＵ検査と
生活実態アンケートを
実施。 

県立支援学校経験職員を
講師に特別支援教育研修
を２回実施する。 
３学期にＱＵ検査と分析検
討会、１１月に教育相談を
行う。 

○11 月全校生徒を対象
に教育相談といじめアン
ケートを実施。 
 

外部講師招聘により「道
徳」中心の心の教育が加
わり、効果的であった。 
□実践交流会は人権担
当と研修担当のタイアップ
で行った方がよい。 

・各学年で計画的に取り組んだ。学年毎に適
した教材を活用することができた。通信等で
保護者を含め啓発に努めた。生徒の道徳的
意識は高い。アンケートやＱＵ検査で個には
課題がある場合は全教職員で共有し意識的
に対応できた。全体として良好な人間関係が
構築されている。特別支援教育研修やＱＵ
専門家を招聘しての教職員研修は有意義で
あった。 
・複数分掌とタイアップする場合の指導体制
を明確にしておくことが課題。外部講師招聘
では、ネットに関する内容で計画していきた
い。 

○コミュニケーション能力を高め発表する力
をつける。 

①講師を招聘し７月と１２月にコミュニケーショ 
ン講習会を実施する。その中で、「これから日 
常（学校）生活でどのような振る舞いをすれば 
よいか」意識させるための話し合いを持つ。 
②１分間スピーチは「伝えるための工夫」を焦 
点に指導と評価をする。 

○高校訪問前、マナー事
前指導。 
○１・２年生対象マナー
アップ講習会開催。 

コミュニケーション能力が求
められている背景を教師の
体験を踏まえながら学級指
導・学年通信等で紹介し、
スキルだけではなく目的の
意識化を図る。 
○挨拶・ソーシャルスキル・
話し方の日常的な指導を進
める。(教材提示） 

○１０／２～１４トーケンの
受け入れ。生徒が積極的
に関わった。 
○修学旅行で外国の人と
コミュニケーションを図る。 
○３年生対象マナー講座 

○学びあいの授業実践、 
人権教育の視点からコミュ
ニケーション能力の大切さ
を伝えてきた。 
○３年生対象マナー講座
ではスキルだけでなく、講
師の生き方に学ぶ点が多
く生徒の心に響いた（アン
ケートより）。 
□平和教育提案を全体で
確認しておく。 

・あらゆる機会を活用して意識的に取り組ん
できた。インターネットを活用し、調べ学習と
内容をまとめる一連の作業に取り組んだ学年
もある。生徒の態度、礼状、感想・発表内容
から着実な変容が見られた。聞く・伝えること
を中心に参加体験型(ペア対話・絵物語の作
成発表など)授業を行い、日常生活で自分の
気持ちを伝えようとする姿勢につながった。
入試面接に向け、マナー講座を活かして練
習を重ねる姿が見られた。 
・課題は、とっさの対応力の育成。大きな集団
の中でも臆せず自己主張ができること。 
・依然として本校の大きな課題の一つであり、
来年度も継続して取り組む必要がある。 

○縦割り班での清掃指導を徹底する。 ①目配りが徹底するよう教師数で班編制し、
「掃除の仕方」を指導する。 

○新方式での清掃活動
開始。 

新たに水曜日は「学級毎に
掃除をする日」とし、学級で
工夫して取り組む。 

○縦割り班の良さ、学級
で取り組む良さを発揮で
きた。 

□担当で校舎外周の情
報把握、用務員との連携
を図る。 

・生徒数減で縦割り班の担当区域が広いが、
生徒は熱心に取り組んでいる。教師数で縦
割り班を編制したため、教師の目も行き届い
た。水曜日を学年毎の清掃日と変更し、縦割
り班では見られない生徒の一面を見ることが
できた。始めと終了のチャイムであいさつが
徹底できた。 
・教師の指示に従って取り組んでいる。リーダ
ーを中心に自分たちで計画、工夫する態度
を育てる余地がある。 
・来年度もこのようなスタイルで清掃活動に取
り組ませたい。 
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○自転車による登下校で事故を「０」に

抑える。 

○水害における死傷する生徒を絶対

に出さない。 

○学校評価において 

・保護者「家庭・地域と連携した学習指

導・生徒指導ができている」８０％以

上 

・保護者・生徒「学校は、事故の防止に

○開かれた学校・学年づくりを推進する。 ①各学年で毎学期１回以上の外部講師招聘 
授業を実施する。 
②学校施設利用者に通信配布や授業参観 
をお願いする。 
③ホームページの毎日の更新を図る。学校
便りを月２回、ＰＴＡ通信を週に一度発行し
て、学校の様子を家庭・地域に発信する。 

○学校通信兼地域版（■
号）ＰＴＡ通信（２４号）
ＨＰ（毎日更新）、各学
年通信で情報発信 
○外部講師招聘８回 
○施設利用者１００名。
パソコン教室貸出。 

継続する 
 

多くの外部講師による授
業は生徒に刺激があり効
果的であった。 
○情報発信満足度、９２．
９％。 
○教育活動の公開満足
度、９６．５％。 

○継続する。 
 

・学校便り２３号、ＨＰ毎日更新、ＰＴＡ通信８２
号、各学年通信など多くのチャンネルを利用
して情報発信ができた。保護者の満足度も高
い。 
・課題として、双方向の情報交換ができる手
立ての必要性がある。 
・外部講師活用が進んだ。教育課程上の位
置づけや教師とどう共同して授業を実施する
かなど、講師任せにしない活用方法を検討
する必要がある。 



 

配慮している。」９０％以上 ○小中連携教育を計画的に推進する。 ①１学期に小中合同学習会を実施する。３学 
期に、６年生による「体験入学」を行い○授業 
参観○体験授業の企画を行う。 
①年間を通し計画的実践交流を行う。一人 
一回は、小学校の授業を参観する。 

○小中連携推進会議開
催。年次計画を策定。 
○提案授業へ小学校よ
り２名参加。 

小中合同学習会の成果を
実践に活かす。 
〇年間を通し計画的実践交
流を行う。 

○小中合同研修会開催 
○里帰り発表会を実施 

□天声人語の取組や家
庭学習の取組など小中が
連携し継続的な取組がで
きるようになったので継続
する。 

・小中合同学習会は、「天声人語」の取組で
小学校の実践を発展させた形に見直すきっ
かけとなった。小中の違いを改めて認識する
場となり、学力その他で意見交換ができた。
母校訪問が関係小学校の間でも定着した。１
年生にとっては後輩の前で堂々と発表できる
いい機会になっている。 
・家庭学習時間など、小中９カ年を見通して
学年にふさわしい時間が定着していないの
が課題である。小中合同学習会でも話し合い
の柱とし、連携を深めていきたい。 
・継続して取り組みたい。  

○実践的安全指導・防災指導を計画的に 
う。 

①通常の自転車による登下校再開に向け情 
報提供と各学期当初の登校指導の実施す 
る。耶馬溪支所と連携する。 
②５月にセーフティ教室、１０月防災避難訓 
練を実施する。 
③防災メール「絆メール」を毎週月曜日に発 
信し情報を提供する。 

○自転車通学再開の工
程表作成。組織的準備。
○警察官によるセーフ
ティ教室を開催。 
○通学路安全マップ作
成。○絆メール登録推進
と活用。 

安心安全に向けた情報提

供と各学期当初の登校指導

を実施する。 

１０月防災避難訓練を実施

する。 

○避難訓練等実施。生徒
の意識も高まった。 
○安全安心に係る、生
徒・保護者の満足度が高
い。 

○継続する。 
□登校指導ができていな
い、日を決める等工夫が
必要。 

・６月に通常の登下校に戻り、集中的に登下
校指導を実施できた。学期はじめなど節目で
は、全教職員体制で登校指導ができた。保
護者の不安については、早期に関係機関と
連携し対処できた。進捗・結果をその都度、
通信等を活用して保護者に返し、高い信頼
につながっている。緊急連絡ツールとしての
「絆メール」は、保護者の要望を取り入れなが
ら年間数度でも有効に活用し、保護者に高く
評価されている。 
・課題は、防災面での避難訓練、講話等を充
実させ、生徒の意識の維持を図ることである。 
・来年度も、保護者と連携しながら安全安心
が学校づくりを推進する必要がある。 

 

平成２６年度 全国学力・学習状況調査（対象小６・中３） 
 

平成２６年度 大分県学力定着状況調査（対象小５・中２） 
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  

○話すこと聞くことに関しては全国レベル。 
●古文・歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直すことに課題。 
●日常的漢字の書き取り等が必要。 

国
語 

知識 ◎ ○漢字読み書きでは２問で１００％。 
〇無回答率が大幅に減少。23／960、無回答は 2人に集中。 
〇作文は全員が記述。 
●期待値５の「履修」の読みは本校０。 

活用 ◎ 

国語Ｂ  

○無回答率が低い。 
●記述式問題、書くことで正答率が低い。 
●漢字の読み書きに課題。 

算
数 

知識 〇 ○全領域で片寄りなく安定した正答率。 
○無回答率 47／1140。一人の生徒が 23。 
●２段階の思考が必要な問題への正答率が下がる。 
●「有効数字」「中央値」「最頻値」等用語の意味を適切に理解できていない。 

活用 ◎ 

算数Ａ 
数学Ａ 

 

○（ ）を含む正の数と負の数の計算や整式の加法と減法の計算は、相当数の生徒が理解している。 

○一次方程式の移項については、ほとんどの生徒が理解できている。 

○連立二元一次方程式は相当数の生徒が解けている。 

●数量の関係を捉え、不等式をつくることは、半数の生徒が間違えている。 

●「・・は・・の関数である」という表現の理解に課題がある。 

●作図、回転移動に課題がある。 

理
科 

知識 ◎ ○8問中 7問で正答率が目標値を上回る、植物分野の正答率が高い。 
○無回答率 18／1050。一人が 8問無回答。 
●物理分野の正答率が低い。音の速さ、レンズの作図、鏡の見え方・作図。 
●学習事項が社会での活用事例と結びつかない。例 蒸留。 

活用 〇 

算数Ｂ 
数学Ｂ  

○空間における位置情報に関する問題はほとんどの生徒が理解できている。 

○式を適切に変形し説明する問題、表やグラフから必要な情報を読み取る問題、樹形図の問題は 
 全国平均を上回っている。 
●事柄が成り立たないことを反例をあげて説明する問題、図形の証明問題、不確実な事柄の起こりやすさの傾向を捉え
判断の理由を説明する問題に関しては全国平均より低い。 

英
語 
 

知識 ◎ ○リスニング 10問中７問が目標値を上回る。対話文の聴きとりでは 24ポイント上回るものと 17％下回るものがあった。 
○目標値 25の活用問題での正答率 17.2とやや低いものと 60.3と高いものがある。正答率 50程度の問題でも無回答率が
低く、粘り図よく挑戦している。 
○無回答率 24／1050、一人が 12問無回答。 活用 ◎ 

質問紙  

○基本的生活習慣が身について、学校に行くことを楽しいとする割合が高い。 
○地域や社会事象に興味があり、よくするための方法を考えようとする割合が高い。 
●意見表明に自信を持てない。 
●新聞を読む割合が低く、テレビ視聴時間が長い傾向にある。 

質問紙 

 ○自己認識・社会性・学級環境・生活学習習慣 17項目中 14 項目で、全国レベルと比べ良好である。特に学習習慣定着率
が高い。○授業好感度と理解度は国県と比べ、同等もしくはやや高い。●充実感と向上心がわずかであるが下回っている。
●読書０の生徒の割合が県の２倍。国の３倍。 

 

平 成 ２６ 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 
○補充学習「耶学タイムⅠ」（１０分）「耶学タイムⅡ」（１．２年３０分、３年４５分）の日々の取り組み 
○スキルアップ授業の設定 
○ＮＰＯ法人「学びのすすめ塾」「学びの英検塾」の全員の参加 

 

・運営委員会が定着した。４点セットは、評価まで担当分掌が責任を持ち推進するようにしたため、責任の所在が明確で主体的に取り組め

た。保護者には、地区懇談会やアンケート資料として、４点セット進捗状況を通信で配布するなど、情報提供に努めた。目標値をほぼ達成

した。 

・課題は、分掌会議の時間保障や、主任等が分掌業務を企画立案・推進する時間確保である。 

・運営委員会が目的と手段を明確にし、多忙化の中でも効率的組織的運営のための推進役となるよう取組を継続する。 生活面 
○ＰＴＡあいさつ運動と連動した「生徒会」によるあいさつ運動の展開 
○Ｑ－Ｕ検査の本格的分析による学級づくりへの効果的な指導 
○保護者・地域へ生徒たちの学校生活の様子を、学校便り・ＰＴＡ通信・ホームページで知らせる。 

体力・健康面 
○すべての部活動におけるランと取り入れた指導。 
○全体育時に「ウェイクアップトレーニング」の実施（準備運動＋補強運動） 


