
佐伯市立米水津中学校

１　重点目標から

項　　目 担当 成果と課題及び改善点

生徒 97 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 88 ％

保護者 89 ％

教職員 100 ％

生徒 66 ％

保護者 84 ％

教職員 50 ％

生徒 100 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 88 ％

教職員 90 ％

①基本的生活習慣の確立
（あいさつ、奉仕的活動）

平碰

「元気よくあいさつができている」と回答した保護者は８８％、教師は９
０％だった。場面や相手に応じて気持ちの良いあいさつができるように、
２学期以降指導していく必要がある。
また、生徒・保護者・教師の全てが「奉仕的な活動を取り入れている」と回
答しているので、２学期以降も継続して取り組んでいきたい。

⑤安全教育・防災教育の推進 平碰

生徒・保護者・教師の全てが「安全・安心な学校づくりが行われている」と
回答している。１学期はＪＲＣから講師を招き、救急救命講習や献血につ
いて学ぶ機会を設定した。また、防災学習において、防災リュックや防災
ケースの内容物について確認し、必要なものを補充した。避難訓練は、
今年から避難場所を田鶴音地区に変更して行った。２学期は、地震時の
対応を含めて緊急避難場所（梅谷林道）への避難や下校時の避難訓
練、火災避難訓練にも取り組みたい。

（２）豊かな人間性の育成 平碰

生徒会を中心に、あいさつ運動（小中連携も含める）や全校レク、奉仕活動等に
主体的・意欲的に取り組む姿が見られた。２学期は、家庭や地域でのあいさつ
に力を入れて取り組み、保護者の評価も１００％になるよう努力したい。
「総合的な学習の時間」は、全体では「ひじき収穫」・「みかん栽培」・「防災学
習」、２学年は修学旅行に関わって日本の歴史・文化についての学習、３学年は
「地域学習～米水津のひじきについて～」に取り組んだ。２学期は、１学年は職
業調べ・体験、３学年は「地域学習～地域の防災～」を中心に取り組む予定で
ある。
支援を必要とする生徒への個別支援計画を作成し、保護者と連携して実行して
いる。
１学期の実績と反省に基づき、２学期以降も継続していく。

③図書館利用や読書活動の推進 成迫

「すすんで読書をしている」と回答した生徒は６６％、「読書指導ができて
いる」と回答した教師は５０％だった。週１～２回朝読書の時間はきちんと
本を読んでいるが、昼休みの図書室利用は少なく、放課後も部活動や課
題で忙しいため、読書時間の確保が難しい状況にある。図書館利用につ
いては、教科によって偏りがあり、授業における資料活用等、改善が必
要である。

④健康・体力づくりの推進
（ＳＯＫＥＮ・スクールヘルスアップ）

内田

体力テストの達成率は、３４項目/４８項目（米水津中平均/県もしくは全
国平均）…７０．１％と、目標の８０％にはおよばなかった。２学期は、体
力向上を目指し、SOKEN掲示板を活用して生徒が主体的に取り組める
活動を工夫するとともに、通信等で保護者への啓発もおこなっていきた
い。

令和元年度　１学期のまとめ

①基礎・基本の定着と活用力向上 成迫

チャレンジタイムや授業を通じて、生徒の９７％が「授業内容を理解でき
ている」と回答している。しかし、読解などの活用問題に弱いという部分
が見られる。２学期は、基礎力を大切にしながら、データベース等を活用
するなどして、活用力を高める取組を各教科で工夫していきたい。

②授業改善と学習意欲の向上
（新大分スタンダード・学び合い）

成迫

生徒・保護者・教師の全てが「めあて・課題～見通し～自力解決～交流
～まとめ・振り返り」の流れに沿った授業を行っていると回答している。
ペアやグループ活動はどの教科でも取り入れているが、生徒アンケート
で「自分の思いや考えを伝えることができている」は８９％だった。今後
は、「学び合い」について研修を深め、「学び合い」の質を高めていくこと
が求められる。

評価結果
（よい・だいたい）

（１）確かな学力と体力の定着 成迫

授業や課題に真面目に取り組み、基礎学力は向上している。与えられた
課題にはきちんと取り組むが、自分から進んで課題を見つけようとする姿
勢があまり見られない。２学期以降は、自ら進んで課題を見つけようとす
るような授業改善や教師の言葉かけなどの工夫が必要であると感じてい
る。また、計算力はついてきたが、読解力に課題が残る。
ＳＯＫＥＮや全校レク、体育の時間などを通じて楽しみながら体力も向上
しており、生徒の９６％が「生活習慣が身についている」と回答している。



生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 97 ％

教職員 100 ％

生徒 96 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 92 ％

教職員 100 ％

生徒 93 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 92 ％

保護者 91 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

③他校との交流、小中及び中高との連携
野口
平碰

「他校の生徒や米水津小の児童と進んで交流できたか｣に対する回答
で、「ぜんぜん思わない｣が７％だった。１学期は、幼小中合同運動会な
ど小中との交流はあったが、他校との交流がほとんどなかったので、そ
の点を評価したものと思われる。２学期は、プレ創生祭や中文連佐伯大
会での参加等で、他校との交流を図りたい。

④家庭・地域との協働 野口

「学校・家庭・地域の協働した取組」については、生徒・保護者・教職員と
もに１００％近くの肯定的評価が出た。１学期は、幼小中合同運動会やひ
じき採りおよびひじき調理実習、みかん園作業など、地域と協働する機会
が多くあった。２学期は、地域の職業を調べたり、地域に根ざした防災学
習を行いたい。１学期末ＰＴＡでは、「授業づくりシート｣へのコメント記入
の協力を保護者に呼びかけた。２学期も１００％の実践を期待したい。

⑤学校の見える化を推進
（学校公開・通信やＦＢ等での情報発
信）

首藤

毎月１回の学校公開を実施できた。各学級、学校生活や学習の様子など
を写真を掲載しながら定期的に通信を発行できた。フェイスブックでも学
校行事や授業の様子を発信できた。２学期以降も引き続き地域や保護
者に情報を発信し、学校の見える化を推進していく。また、学校公開日へ
の呼びかけを工夫していきたい。

①地域理解と伝統文化の継承 野口

「郷土米水津が好きだ｣と回答した生徒は９３％だった。１学期は、ひじき
採りやみかん園作業、幼小中合同運動会での米水津音頭や地域の方と
の対抗リレーなどを通して、地域とのふれあいを多く体験した。２学期も、
１学年：地域の職業調べ学習、２学年：関西地方と郷土米水津との比較
学習、３学年：災害時の学校が果たす役割についての学習を予定してい
る。さらには、外国人技能実習生との交流も視野に入れながら、ベトナム
を中心とした国際交流もすすめていきたい。

②体験活動を取り入れたキャリア教育の推進 首藤
生徒・保護者・教師の全てが「体験的な活動を取り入れている」と回答し
ている。１学期は、「ひじき採り」「ミカン園作業」などの活動に取り組ん
だ。家庭や地域との連携について、今後検討していく必要がある。

⑤合理的配慮に基づく校内支援体制
の確立
（個別の指導計画・授業における見とり）

亀山

生徒全員が「楽しく学校生活を送っている」と回答している。１学期は支援
を必要とする生徒全員の個別の支援・指導計画を作成し、家庭とも連携
しながら組織的な支援を行った。２学期も小規模校の特性を生かし、個に
寄り添った丁寧な支援を心がけたい。

（３）地域とともにある学校づくりの推進 野口

学校だより「万朶の桜｣、各学級通信、ＰＴＡ広報誌「しおさい」の計画的な
発行で、保護者や地域に学校の様子を知らせることができた。月１回の
学校公開日は、地域協育コーディネーターとの連携により地域への呼び
かけを強めていきたい。

③教科学習とリンクした総合的な学習
の時間の充実

大石

総合的な学習の時間は、地域米水津の産業、防災、町づくりの３つを大
きなテーマとして各学年取り組んでいる。１学期は、地域の特産物である
ひじきを収穫し、家庭科と連携しアイデア料理の料理教室を行い、ひじき
についての調べ学習を行った。総合的な学習の時間を核とした、教科横
断的な取組をめざし、2学期は単元配列表に基づく各教科での探求的な
実践を推進していく。

④人権教育・道徳教育の充実
（自尊感情・自己有用感）

亀山
成迫

１学期は、全教職員が「ほめること」を心がけた指導を行った。「友だちに
やさしく接し、仲良く生活ができている」と回答した生徒は９６％だった。今
後もPA活動や構成的グループエンカウンター等の体験的参加型の手法
を通した仲間づくりや集団づくりを行うとともに、学校の教育活動全てに
おいて人権教育・道徳教育を推進していきたい。

②生徒の自主的活動を保障
（生徒会活動）

大石

１学期は、生徒会によるあいさつ運動やゴミ拾い、全校レクなど生徒が主
体的に活動することができた。生徒・保護者・教師の全てが「生徒会の自
主的活動が保障されている」と回答している。２学期は役員改選や文化
祭といった、多くの行事が予定されており、今後も生徒の主体的な活動を
しっかりと支援していきたい。



２ 各学年

（１）１学年（野口）

①確かな学力と体力の定着

②豊かな人間性の育成

③地域とともにある学校づくりの推進

（２）２学年（首藤）

①確かな学力と体力の定着

②豊かな人間性の育成

③地域とともにある学校づくりの推進

（３）３学年（平碰）

①確かな学力と体力の定着

②豊かな人間性の育成

③地域とともにある学校づくりの推進

○授業には、全体的に集中できている。
○自学に関して、ノートの提出率はほぼ１００％
○教室掲示は、教室の後方壁。ＩＣＴを使った授業も行っている。
○基礎的な力が不十分な生徒がいる。夕チャレ・朝チャレを通じて、まずは基礎学力を定着させる。

○道徳的な話を、朝・帰りの学活で定期的に行っている。
○何度も話し合い活動を行った。その結果、年度当初に比べ、お互いを客観的に見ることができるようになっ
た。
○ひじき採りや農園作業に頑張っていた。勤労への意欲や責任感はある。
○まだ自分を抑えきれなかったり、ついきつい言葉で相手に注意する場面も散見する。どのような行為が適
切かを、折に触れて考えさせる。

○学級通信は、頻繁に発行できている。
○子どもに気になる点があれば、担任が保護者とまめに連絡を取り合っている。
○キャリア教育の視点からも、地元で活躍する大人をモデルにして「地域を見つめさせる」授業を考
える。

○自学ノートの取組を２年時より継続しているが、生徒それぞれが工夫して取り組む様子が多く見られるよう
になった。
○定期テストに加え、アチーブテストや校内模試等、３年生になってテストが増えたが、対策学習にかける時
間や取り組む内容が多くの生徒が３年生らしく充実してきている。ただし、なかなか結果に結びついていない
生徒もいるので、学習方法等も含めて２学期の指導に力を入れていきたい。
○「体力づくり」では、３年生らしく後輩をリードする姿が多く見られた。

○朝の登校時間が遅い生徒が多いので、粘り強く指導した。改善している。
○授業の中で、積極的に発言したり、教師の質問に対して自信を持って回答する生徒が増加した。
○合同運動会では、一人ひとりが最高学年としての責任と役割を自覚して取り組み、後輩たちの模
範となる姿を見せることができた。

○「総合的な学習の時間」の一環として、食推協米水津支部の方々を講師に招いて、「ひじき調理教
室」に取り組むことができた。２学期は、この取組を含めて「ひじき」についての調べ学習を発表する
予定である。
○学級通信や連絡ノート等を通じて、保護者との情報共有を図っている。

○学級通信を通じて学級の様子を伝えてきたが、発行が遅れることもあった。２学期は挽回したい。
○家庭とは必要に応じて連絡を密にしてきた。
○１学期、学年独自としては、地域と連携した取り組みはまだしていない。２学期に職場訪問などを
行い、地域の方との触れ合いを企画していきたい。

○中学校の授業スタイルに慣れ、1時間の授業を大切にすることを心掛けさせた。ただ、２分前着席
と授業開始までの自習が十分できていなかった。
○自学ノートは１日１ページを目標に取り組ませた。全体的には提出率はよいが、忘れたり内容が
不十分だったりする生徒もいた。その都度呼んで指導をしている。
○期末テストの取り組みは、計画表を作成するところから苦戦していた。初めてのテストだったため
テストまでの時間の使い方を反省する生徒が多かった。休み明けテストでは、反省を生かし頑張っ
て欲しい。
○ＳＯＫＥＮの取り組みは、体力テストの結果を各自グラフ化し、自分の体力の変化の現状を把握し
た。今後の体力づくりへの意識付けができた。
○防災バッグの整理は７月１２日に行った。

○基本的生活習慣としては、明るいあいさつができるが、言葉使いが荒くきつい言葉を聞くときがあ
りました。相手や周囲のことを考えたコミュニケーションができるように指導していきたい。
○道徳の授業では、自分が考えたことを書いたり、発表しながら意見を交流した。自分の考えと他
者の意見を比べ、多面的に考えることができた。２学期も更に深まる学習に努めたい。
○１年生としてひじき採りや運動会などに意欲的に取り組むことができた。



３ 生徒指導（平碰）

○教育相談、チャンス相談、ＳＣによるカウ
ンセリング等の実施
○生徒指導委員会での定期的な情報交換
○行動目標の提示と意識化
○ＱＵ検査の活用
○基本的生活習慣の確立
○事例研究会の実施

４ 特別支援教育（亀山）

○校内委員会等による組織的な支援体制
○特別支援教育コーディネーターによる推
進
○合理的配慮に基づく支援

○いじめアンケートを２回実施した。教育相談を実施し、生徒の状況把握や抱えている困りの解決に努めた。
また、チャンス相談やＳＣのカウンセリング（１年対象）を行い、困りや不安の解決を図った。
○１学期は、毎月定期的（４回）に生徒指導委員会を開催し、生徒指導に関する提案、連絡調整を図ることが
できた。
○毎月、行動目標を提示することで生徒も意識して生活をすることができた。２学期は生徒会との連携も視野
に入れて取り組みたい。
○全生徒対象に、学期末にＱＵ検査を行った。分析結果をもとに、今後の指導及び支援を行っていきたい。
○小学校と連携し、「朝の交通安全のよびかけ」や「あいさつ運動」に取り組むことができた。
○事故事例、不登校事例等、関係諸機関とも連携し全職員での情報共有・共通理解を図ることができた。
○・登校時の交通指導、自転車点検、自転車安全指導を実施した。下校指導が実施できていないので、２学
期、防災教育とからめて実施したいと考えている。また、インターネットアンケートを実施したが、生徒や保護
者への還元が十分できていないので、夏休み明けのアンケート結果もふまえて還元していきたい。

○特別支援教育推進委員会を中心に、職員会議や校内研修での共通理解と共通歩調を行った。
○校外研修の環流報告や校内研修を月１回計画し、教職員の研修の場を保障できた。
○支援の必要な生徒の現在の状況を把握し、個別の支援・指導計画を作成した。保護者と連携を図り、全教
職員での組織的な支援を今後も継続していきたい。


