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①生活習慣・生徒の状況について
【当てはまる・どちらかというと当てはまる】
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生徒の状況について



【生活の現状】
・「毎日朝食を食べている」「毎日同じくらいの時刻に寝ている」「毎日同じくら
いの時刻に起きている」などの項目において、おおむね、９５％以上の生徒
が「している」「どちらかと言えばしている」と回答。

・毎日の生活習慣や生活リズムについては、８割近くの生徒が整っていると
自覚しているものの、家庭でのコミュニケーション（学校での出来事を話す）、
手伝いをするかなどについては、４．３％が「全くしていない」と回答。

【食生活の現状】
・「朝食を毎日食べる」生徒の割合が９３％以上であるのに対し、１．２％の生
徒については、「全く食べない」状況で登校している現状がある。

【改善に向けて】
※家庭との連携を図りながら、生活習慣と食生活との見直しや改善を図る
とともに、親子のコミュニケーションを促進する「弁当の日」を設定し（学期
に１回以上）推進する。

①【生活習慣・生徒の状況】ー生徒の質問紙調査結果からー



【テレビやビデオ、DVD視聴、メール、携帯電話等をめぐる生活実態】

・「一日当たりどれくらいの時間テレビやビデオ(ＤＶＤ)を見たり聞いたりしますか」に

ついて、本校の３年生では、「１時間以上、２時間より少ない」が３５％だった。

・「１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメール、インター

ネットをしますか」については「１時間以上、２時間より少ない」と答えた生徒が最も多

く、１９．０％だった。

これに対し、「１日当たり４時間以上使用する」生徒が７．４％おり、県の平均７．１％

を上回っている。

・「携帯電話やスマートフォンを持っていない」と答えた生徒は２４．５％であり、約４分

の１の生徒は所有していない。

【改善に向けて】

※「我が家のルール」づくりの徹底。週１日の「ノーゲームディ」等、ゲームやスマホを

使用する時間を制限するなど、家庭と連携を図りながら、生活習慣や生活実態の

見直しを図る。（佐伯ドリームプロジェクトからの提言「９to７ルール」）
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②規範意識について
【当てはまる・どちらかというと当てはまる】



【規範意識の現状】

・どの質問項目においても、県・全国の平均を上回っており、９６％以上の生徒が
「規範意識をしっかりもっている」という自覚のもと、答えている傾向がみられる。

・特に、「友だちとの約束を守る」については、「守らない」と答えた生徒は０％で

あり、日常的に友だちとの関わりを大切にしている意識がうかがえる。

・「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思っている」については、

９５％以上が、そう思っていると回答。（わからない・当てはまらない１．８％）

【改善に向けて】

・道徳教育の充実を図り、「道徳の時間」を要として「学校教育活動全体」を通じ

て、規範意識や道徳的価値などについて考え、議論する道徳教育を推進する。

・体験活動を連動させ、生命の尊さや人の痛みがわか道徳教育を実践する。

②【規範意識】 ー生徒の質問紙調査結果からー
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③自尊感情について
【当てはまる・どちらかというと当てはまる】
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生徒の状況について
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【自尊感情の現状】
・全ての質問項目で、県や全国を上回っているが、「将来の夢や目標を
持っていますか」については、「当てはまる」と答えた生徒が４６．０％に
とどまった。（県：４５．２％、全国４４．２％）

・自分の将来や目標とするイメージ像と、「夢や希望」とが、具体として結
びつくには至っていない現状が数値から見られる。

・「自分にはよいところがあると思う」「難しいことでも、失敗を恐れないで
挑戦する」については、７割以上の生徒が「当てはまる」「どちらかとい
えば当てはまる」と回答。（県・全国は７割を切る）

【改善に向けて】
・体験的参加型人権学習を通して、人の良さや違いを体験的に理解させる。
また、生徒同士が協力し、問題解決に向かう一体感ある学級や、学年の
仲間づくりを継続する。
・家庭や地域の協力を得ながら、協働によって「ふるさと佐伯の良さを知り、
自信と誇りをもって地域と関わり貢献する態度を育てる。

③【自尊感情】 ー生徒の質問紙調査結果からー
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④総合的な学習の時間について
【当てはまる・どちらかというと当てはまる】



【現状】
・「総合的な学習の時間の勉強が好きですか」「総合的な学習の時間の授業
で学習したことは、普段の生活や社会出でたときに役に立つと思いますか」

については、８割以上の生徒が「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答。
（県・全国は７割程度）

・「地域社会などでボランティ活動に参加したことがある」生徒は７６％と高く、県が
６９％、全国が７０．２％であるのに対し、地域社会との関わりが深いことがわかる。

・「総合的な学習では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表す
るなどの学習活動に取り組んでる」については、７６．７％の生徒が「当てはまる」「ど
ちらかといえば当てはまる」と回答。（県５０．５％、全国５７％にとどまる）

【改善に向けて】
・「総合的な学習の時間」の意義や目的が、生徒に理解され、体験的活動や地域社
会へのボランティア活動等に関する参加や達成感も持っている現状を受け、
今後も、家庭や地域社会から協力を得ながら、知っていることを「どのように活用し」
「どのように役立てていけるのか」という課題解決、探求の過程を意識した「総合的な
学習」や体験活動を展開する

④【総合的な学習の時間】 ー生徒の質問紙調査結果からー
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⑤１・２年生の時に受けた授業について
【当てはまる・どちらかというと当てはまる】



【現状】
・「１・２年生の時に受けた授業では、自分の考えを発表する機会が与えられていた」
については、９割の生徒が「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答。
（県・全国は８割程度）

・「１・２年生の時に受けた授業では、生徒の間で話し合う活動をよく行っていた」に
ついては、８割以上の生徒が「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答。
（県・全国は７割程度）

・「１・２年生の時に受けた授業の中で目標（めあて・ねらい）が示されていた」９２．６％
「授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていた」９６．３％と回答。

○「鶴谷式授業（鶴谷の学びスタンダード）」の取組が、生徒にも理解され、
１時間４５分の授業の流れや、具体的な取組が日常の授業の中に

位置付き、定着してきたことがわかる。

⑤【１・２年の時に受けた授業について】

ー生徒の質問紙調査結果からー

①話し合い活動の「流れ」の統一 ②『鶴谷式授業』の推進
③課題と朝ドリル ④自主学習ノートの充実
⑤「総合的な学習の時間」との連携 ⑥思考ツールを使った授業の推進

鶴谷中学校が積み上げてきた成果と課題との一致



『鶴谷式授業』の推進
○４５分授業…授業時間の確保
○授業始め・終わりの黙想と２分前着席

○「帰りの学活」で課題プリントを配布

○家庭学習でプリントを勉強

○課題プリントの内容に連動した

朝ドリル学習を実施。

（月～金：８：００～８：１５）

－基礎・基本の定着－

○「目標」「流れ」「交流」「まとめ」の提示

○「自学ノート」の取組



５．今後の取組の改善点

子どもたちの豊かな学びや体験活動を充実させる。
【総合的な学習の時間・道徳教育・人権学習】

学校や家庭・地域に対する理解を高める。
学校を中心とした地域ネットワークを構築する。

【コミュニティー・スクールの取組】

地域の中で子どもたちが育てられるという安心感を醸成する。
【安心安全・規範意識・モラルや情操教育】



（１） 『総合的な学習の時間』への積極的な取組
・「課題解決型学習」の定着を図る。

（２） 授業改善の推進
・鶴谷式授業（鶴谷の学びスタンダード）を要とした「目標」「流れ」
「交流」「まとめ」などの提示と授業改善。

（３） 学力向上対策
・「７限授業」のよる授業コマ数の増加。
・「家庭学習プリント」と連動した「朝ドリル」の実施。
・補充学習の（中長期休業中を含む）計画的な実施。
・自主学習ノートの取組の工夫改善。

（４） 学力に対する生徒の意識改革
・生徒が主体的に運営する「学習集会」や「自学ノート週間」の実施。

（５） 生徒指導事案への対応の徹底
・問題行動等に関する未然防止、迅速な早期対応や組織的な対応.

学校教育活動全体を通した取組の継続



○総合的な学習の時間の充実

（「地域創生」＋「人材育成」に向けて）

・佐伯の町づくりプロジェクトを推進する。
・佐伯市内各事業所での職場体験学習を実施す
る。
・佐伯の町づくりについて提案する。

効果

・課題解決力の向上 ・主体的、協同的な態度の育成
・コミュニケーションスキルの向上
・リーダーシップの育成

「総合的な学習の時間」の授業風景

子どもたちの豊かな学びや体験活動を充実させる。
【総合的な学習の時間・道徳教育・人権学習】

○小・中連携

（里帰り授業）

・乗り入れ授業の実施
（中学校から小学校へ 英語＋国語・数学）

・乗り入れ授業の実施
（小学校から中学校へ 授業の実施）

・小学校への里帰り授業サポートの実施

「里帰り授業サポート」風景

効果

・授業力の向上
・多様性を受け入れ協働する力の向上



・地域の方の協力を得て、書道・茶道・華道・琴演奏・落語・陶芸・舞踊・囲碁・将棋等
の文化講座を夏季休業中から１１月にかけて１０日程度開催する。
・地域人材による文化祭の展示や発表等への指導・支援をいただく。

＜文化講座の開設＞

地域の中で子どもたちが育てられるという安心感を醸成す
る。【安心安全・規範意識・モラルや情操教育】

効果

・地域人材、地域文化や伝統文化との出会いに学ぶ交流
・規範意識、礼儀作法
・課題解決力の向上 ・コミュニケーションスキルの向上



○「我が家のルール」づくり
○自学ノートへのコメント書き

○「夢・かけはしシート」の取組

・家庭と学校との協働
・生徒自らが目標達成に向けて取り組む。

効果

・「自学ノートコメント」（学習を促進する取組）
・「我が家のルールづくり」
（学習を阻害する要因に対する取組）

・「夢・かけはしシート」
（生徒自らが目標を管理する取組）

「第２回協働運営協議会」での生徒の意見交流
「ＣＳの取り組み全校集会 」

○親子読書リレー
○全校一斉弁当の日

・親子で月に一冊、読書活動を実施する。
・週一回、３０分の親子読書の時間をつくる。
・学期に一回、親子で一緒に弁当をつくる。

全校一斉「弁当の日」の風景

効果

・家庭におけるコミュニケーション
・生活習慣と食生活の見直しや改善
・体力向上、食育

学校や家庭・地域に対する理解を高める。
学校を中心とした地域ネットワークを構築する。

【ＣＳ：コミュニティー・スクールの取組】



平成２８年度「全国学力・学習状況調査」の生徒質問紙調査を踏まえて

これからの時代に求められる「学力」を目標に

○全国調査の結果は、子どもの学力の全てを表すものではありませんが、
子どもたちが知識や技能をしっかり習得できているか、また、それらを
活用する力を身に付けているか等を示す、重要な指標です。

○今回の良好な結果は、子どもたちの「チカラ」に加えて、各家庭での
「規則正しい生活習慣づくり」や「家庭学習も含めた学習習慣の定着」
などの取組、さらに、コミュニティー・スクール（CS)運営協議会、
ＰＴＡや地域の皆様から、子どもたちの「学ぶ喜び」につながる、多方面
からの経験の場をいただいていることの成果であると考えております。

○一人一人の子どもたちが「夢と希望」を持って、未来を切り拓いていける
よう、日々の教育活動を大切に積み上げ、「地道に徹底」していきます。


