
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 88 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 96 ％

保護者 88 ％

教職員 80 ％

生徒 76 ％

保護者 100 ％

教職員 80 ％

生徒 96 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 92 ％

保護者 88 ％

教職員 100 ％

（２）思いやりの心で相手と接すること
のできる生徒の育成

首藤

○交流の機会として、保体部中心のSOKEN、執行部中心のあいさつ運動（小中連携も
含める）や全校レク等を設定している。生徒は、意欲的に取り組む姿が見られた。
　しかし、コロナ禍のため、全校生徒での集会やグループ活動は減った。学級単位での
道徳や学活を通して、他者との関わり方を考えさせている。2学期は大きな行事もあるの
で、学年をまたいだ交流機会を作りたい。

①基本的生活習慣の確立
（あいさつ、奉仕的活動）

首藤

①あいさつに関しては、教職員は生徒指導の月目標に設定、生徒は生徒会を中心としたあいさつ運動に取り組んだ。
②「元気よくあいさつができていますか」という質問に対し、9割の生徒が「できている」と回答している。
③しかし、保護者や地域の方からの評価は８６％とやや低い。一方、部活動では開始・終了のあいさつがしっかりできてい
る。部活動という場面に限らず「先手あいさつ」「笑顔であいさつ」など、場面や相手に応じて気持ちの良いあいさつができ
るといい。２学期以降指導していく必要を感じる。
①奉仕作業としての花壇作業は整備委員会を中心に行った。みかん園作業も学年ごとに設定した。
②「学校は清掃や花壇作業など、奉仕的な活動を取り入れている」では、「そう思う」保護者71%に対し、生徒60%であった。
③昨年に比べ数が減ったせいか、作業を行ったという実感がないのかもしれない。今後も清掃や花壇作業等奉仕的な活
動については、整備委員を中心に継続して取り組む。

④健康・体力づくりの推進
（ＳＯＫＥＮ・スクールヘルスアップ）

佐藤

①新体力テストの結果より、全国平均達成率が男子は75％、女子は63％であった。SOKEN
の実施回数は12回であった。
②「SOKENで体力向上に向けて取り組んでいる」と回答した生徒・保護者は96％であった。
③感染症の影響があり、全国平均達成率は低くなっているが、SOKENの取り組みを上手く活
用し、再調査では一人でも多く、記録が伸びるようにしたい。2学期は筋力、瞬発力、スピー
ド、全身持久力を高める運動をSOKENで行っていく。

⑤安全教育・防災教育の推進 平碰

①田鶴音地区への避難訓練を実施した。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、火災避難訓練に取り組みたい。１年生は防災
リュックや防災ケースについて考える場面を設定した。職員の防災リュックについても、必要
なものを補充することができた。
②いずれもアンケート結果は１００％であった。今後も同様の評価が得られるように努力した
い。
③２学期に、生徒会担当と連携して、ＪＲＣの方を講師として救急救命講習について学ぶ機会
を設定する。

○規則正しい生活をしている生徒が多く、ＳＯＫＥＮや全校レク、体育の時間などを通じて
楽しみながら体力が向上していると思われる。
○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。自ら進
んで課題を見つけようとするような授業を行うこと、教師の言葉かけなどが必要だと感じ
る。読書をする生徒が増えてきたが、まだまだ読解力に課題がある。

令和２年度　１学期のまとめ

評価結果
（よい・だいたい）

（１）仲間とともに知識・技能の習得に
励む生徒の育成

成迫

①基礎・基本の定着と活用力向上 成迫

①チャレンジタイムや授業を通じて、基礎的なことを中心に各教科とも指導を続けてき
た。
②「授業が理解できている」と回答した生徒は92％であった。
③まだまだ読解などの活用問題に弱いという部分が見られるため、基礎力を大切にしな
がら、活用問題に取り組む機会を増やしていく必要がある。

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

①「めあて・課題・見通し～まとめ・振り返り」の流れに沿った授業を行っている。ペアや
グループにできにくい状況だったが、各教科工夫をして思いを伝える活動を行った。
②「流れをふまえたわかりやすい授業を行っている」と答えた生徒、保護者、教師はとも
に100％だった。
③「学び合い」について研修したことを授業の中で実践していく場面を増やし、生徒同士
で教え合う活動を増やしたい。

③図書館利用や読書活動の推進 成迫

①週に１～２回ほど１０分間の朝読書の時間があり、その時間はきちんと本を　読んでい
る。図書室に来る生徒も増え、本を読む冊数も増えている。ビブリオバトルでは自分の本
を紹介したり、友達の紹介を聞いたりして、本の世界を広げている。
②「学校図書館の活用など、読書指導ができている」と回答した生徒は73％だった。
③図書室の本を活用したり、図書室で授業をする教科を増やしていきたい。



生徒 96 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 88 ％

保護者 96 ％

教職員 50 ％

生徒 100 ％

保護者 80 ％

教職員 100 ％

生徒 88 ％

保護者 83 ％

教職員 100 ％

生徒 88 ％

保護者 100 ％

教職員 70 ％

生徒 92 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 30 ％

生徒 100 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 92 ％

保護者 100 ％

教職員 90 ％

④家庭・地域との協働 平碰

①「更生保護女性会」との連携で、七夕づくりに取り組んだ。
②生徒、教職員ともに１００％の肯定的評価を得た。保護者は９６％と、こちらも肯定的な
評価を得ている。今後もできる限りの機会を設定していきたい。
③２学期は、地域の職業を調べたり、地域に根ざした防災学習に取り組む。

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）

檜垣

①「学校だより」や「保健だより」が定期的に発行できた。また、メールなどの連絡は、き
め細かく行うことができた。学校公開は、新型コロナウィルスの影響で、あまり積極的に
はおこなえなかった。
②アンケート結果はいずれも肯定的評価を得ている。
③「学級通信」は発行部数が少ない学年があったので、２学期は発行部数を増やしてい
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

①１学期は「ひじき採り」と「ミカン園除草作業」を予定していた。
②「みかん園作業等の体験的な学習を取り入れている」で「そう思う」は、教師・保護者が80%
に対し、生徒は68%。
③みかん園作業日数が昨年度より減ったことで、生徒はみかん園作業をした、という実感が
ないのかもしれない。2学期は摘果作業も行う。
･2年生の職場体験学習も中止となった。今のところ、代替案はないが、体験学習抜きの進路
学習は行う予定。

③他校との交流、小中及び中高との連携
平碰
首藤

①ひじき採りや運動会など、大きな小中交流行事を予定していた。
②「他の中学校や米水津小学校と進んで交流している」では、生徒・保護者とも「そう思
う」は56%。教師は20%だった。
③実際はひじき採り、運動会どちらも行えず、小中交流はできなかった。ただ、7月の「あ
いさつ運動」は行うことができた。今後、小中連携は運動会等を中心に、できる限りの活
動にとどめる。2学期中の中高連携は難しい。

（３）主体的な態度で地域貢献に努める
生徒の育成

平碰

○学校だよりや学級通信、ＰＴＡ広報誌の計画的な発行で、保護者をはじめ地域へ学校
の様子を知らせることができた。新型コロナウィルス対応で地域と交流する機会や場、
キャリア教育、異校種間交流があまりなかったので、今後の対応について考えていきた
い。

①地域理解と伝統文化の継承 平碰

①みかん園作業を、スクールサポーターの指導を受けながら、３回実施した。
②生徒による学校評価で、「郷土米水津が好きだ｣という項目で「そう思う｣が８１％、「大体そ
う思う｣が７％であった。９０％以上をめざし更に活動を充実させていきたい。
③運動会が２学期に変更になったので、交流を図れる機会があれば設定していきたい。２学
期は総合的な学習の中で、１学年では、地域の職業について調べ学習を行う。２学年・３学年
では、災害時の学校が果たす役割について理解し、学校と地域の人々とのつながりについて
考える。

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

①1学期は、授業時数が少ない中であるが、参加型手法を取り入れた学級浮造りや集団
づくりをできる範囲でおこなった。
②いじめや差別がなく、安心して学校生活を送ることができていると答えた生徒が96％
であった。
③今後も、工夫をしながら参加型手法を取り入れた学習を行うとともに、すべての教育活
動において人権教育・道徳教育を推進していきたい。

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

①1学期は、2学年は個別の指導計画をもとに、支援を行った。評価修正を行い、2学期
の支援に繋げていく。
②仲間と協力して楽しく学校生活生活を送っていると答えた生徒が88％であった。
③１学年は支援を必要とする生徒の、各教科や学級での様子や困りを把握し、学年で個
別の指導計画を作成し、夏休みに保護者説明を行う。今後も、個別の指導計画をもと
に、個に寄り添った支援を全教職員で行う。

②生徒の自主的活動を保障
（生徒会活動）

佐藤

①1学期は各委員会の活動のみであった。新しい生活様式を意識した取り組みを提案し
た。
②「生徒会の自主的活動を保障されている」と回答した生徒は96％であった。
③2学期は運動会や文化祭を通して、生徒が自主的に活動できるようにサポートをして
いきたい。また、新しい生活様式を意識した生徒会活動にも引き続き取り組んでいきた
い。

③教科学習とリンクした総合的な学習
の時間の充実

成迫

①みかん園の草取り、1年生の防災リュックの準備については実施できた。
②教職員のアンケート結果「５０％」からわかるように、コロナ対応で十分な時間の確保
が困難であった。
③各学年とも、計画したことができなかった。2学期以降は計画を再考して取り組んでい
きたい。



２ 各学年

（１）１学年（成迫）

①仲間とともに知識・技能の習得に励
む生徒の育成

②思いやりの心で相手と接することの
できる生徒の育成

③主体的な態度で地域貢献に努める
生徒の育成

（２）２学年（首藤）

①仲間とともに知識・技能の習得に励
む生徒の育成

②思いやりの心で相手と接することの
できる生徒の育成

③主体的な態度で地域貢献に努める
生徒の育成

（３）３学年（平碰）

①仲間とともに知識・技能の習得に励
む生徒の育成

②思いやりの心で相手と接することの
できる生徒の育成

③主体的な態度で地域貢献に努める
生徒の育成

○「総合的な学習の時間」の一環として、進路学習に取り組んでいる。２学期は、この取組を含めて
「ひじき」についての調べ学習や防災学習を充実させていきたい。
○地域との交流の場を減らさざるを得ない状況があるが、手立てを考えたい。
○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。

○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。２分前着席もほぼ定着してきた。
○自学ノートは１日２ページを目標に取り組ませた。全体的には提出率はよく、教師のアドバイスに従って、内容を
少しずつ向上させようと努力している。
○中間・期末テストでは、計画表をつくり、テスト勉強を進めてきた。初めはうまくいかない生徒も多かったが、少し
ずつ自分の勉強方法を見つけ出している。学習時間を増やすことが課題である。
○ＳＯＫＥＮでは、保体部を中心に、仲間と協力しながら体力向上に努めている。

○基本的生活習慣は身についており、あいさつなどはできているが、もう少し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。
○係活動や給食準備・清掃などの活動では、決まったことだけではなく、周りを見ながら自分にできることをしていこ
うと呼びかけることで、少しずつ意識して動ける生徒が増えてきた。

○週に１回程度学級通信を通じて学級の様子を伝えてきた。
○家庭とは必要に応じて連絡を密にしてきた。
○今学期、学年独自としては、地域と連携した取り組みはまだできていない。

○自学ノートの提出率はよい。課題に追われ、なかなか自主学習にたどりつけない生徒もいる。
○チャレンジタイムに真面目に取り組んでいる。
○SOEKNは、運動量を考えると結構ハードだが、楽しんで取り組んでいる様子。

○今後、部落問題学習に取り組む。
○大きな行事がすべて2学期以降になった。行事を通じての生徒会運営はこれから。
○グループエンカウンターやグループワークトレーニングなどの人間関係づくりワークに少しだけ取り組んだ。今後も少しずつ
やっていく。

○ひじき採りは中止になったが、みかん園除草作業などは定期的に行えている。
○家庭との連絡は、かなり密に取ってきた。
○防災学習を通じて、地域を知る活動を入れる。

○自学ノートの取組は、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、アチーブテストなど対策学習にかける時間や内容が充実してきている。
　放課後や昼休みに自主的に課題に取り組む姿も増えてきている。
○「体力づくり」では、保体委員長を中心に３年生らしく後輩をリードする姿が多く見られた。

○道徳の授業などで、多様な意見を受け入れ、相手の立場を考慮した発言が見られるようになった。
○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。
○部活動や生徒会、生徒集会の場で後輩たちの模範となる姿を見せることができた。運動会でも３年生が中心と
なって、全体をリードして成功に導きたい。



３ 生徒指導（首藤）

○生徒の個性の伸長をはかり、集団指
導を通して社会的資質や責任ある行動
を身につけさせる

＊思いやりの心で相手と接することの
できる生徒の育成

※重点項目を入力

４ 特別支援教育（亀山）

○合理的配慮に基づく校内支援体制
の確立

※個別の指導計画に基づく支援

○休校のため1学年は，1学期は支援を要する生徒の様子を把握し、個別の指導計画の作成を行った。保護者の
承認をもらい、2学期から全教職員で支援をおこなう。
○2学年は、個別の指導計画の保護者の承認をもらって実施した。評価･修正を行い，2学期の支援を行う。また、
その他の支援の必要な生徒の個別の指導計画を作成し，支援を行った。
○今後も個に寄り添った支援を全教職員で行う。

①１学期は、毎月定期的（４回）に生徒指導委員会を開催した。生徒指導に関する提案、連絡調整を図ることができた。2学期
も月1度のペースで行う。
②1学期は臨時でケース会議も持ち、SC,SSW,関係諸機関とも連携、管理職のリーダーシップの元に全職員での情報共有・
共通理解を図り、早めの対応を行うことができた。該当生徒に関しては、SCとの面談を継続する。
③いじめアンケートを１回実施。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。2学期も引き続き行
う。
④5月、授業再開後すぐにインターネットアンケートを実施。学期末PTAにおいて、生徒や保護者への指導の参考にできた。１
学期末には全校生徒相手のネット授業も行った。2学期もアンケートを実施し、意識の変化等を見る。
⑤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。2学期も学期始めに行う。
⑥小学校と連携の「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。


