
１　重点目標から

項目 担当 成果と課題及び改善策

生徒 92 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 93 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 73 ％

保護者 92 ％

教職員 90 ％

生徒 92 ％

保護者 88 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 92 ％

教職員 100 ％

生徒 96 ％

保護者 93 ％

教職員 100 ％

①基本的生活習慣の確
立
（あいさつ、奉仕的活
動）

首藤

①２学期は、生徒会執行部主催のあいさつ運動・小中合同あいさつ運動を行った。奉仕的活動として、みかん園
除草作業及び摘果、整備委員を中心とした花壇整備作業を行った。
②「元気よくあいさつしている」と回答した生徒は９６％、保護者９３％、教師１００％であった。「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、生徒８１％、保護者・教師は１００％だった。
③コロナ禍がやや薄れたためか、１学期に比べ、みかん園作業をはじめ、多くの活動を生徒に体験させることが
できた。ただ、「そう思う」のみに絞ると、「あいさつ」では、生徒５０％、保護者６２％、教師２０％と数値が下がり、
「奉仕的作業」では、「あまり思わない」「全然思わない」と、生徒の２０％が回答している。あいさつに関しては、
家庭との連携が必要であり、奉仕的作業に関しては、作業を行う意義を道徳や学活等で直接的・間接的に語っ
ていく必要があると思われる。

⑤安全教育・防災教育
の推進

平碰

①救急救命講習や非常時炊きだし訓練、防災講話、地震・津波からの避難訓練、下校時
避難訓練、引き渡し訓練などを実施した。
②「安全に気をつけた生活が送れている。」と答えた生徒は１００％だった。「安全・安心な
学校づくりが行われている」と回答した保護者は９２％、教職員は１００％であった。
③コロナ禍で対応が難しい取組もあったが、概ね肯定的な評価を得ている。３学期は火
災避難訓練、地域避難訓練への参加、学年での総合的な学習の時間における防災学習
等の充実を図っていきたい。

（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

①２学期は、道徳や学活を中心に、思いやりの大切さを学習した。また、総合的な学習の時間や各教
科でのペア・グループ活動を通しての意見交流を行い、自己開示・自己理解・他者理解の機会を増やし
ていった。
②「相手のことを考えて行動していると思う」と回答した生徒は１００％、保護者９６％、教師１００％ で
あった。
③「そう思う」という回答に絞ると、生徒・保護者・教師とも半数または半数を下回る。小さな友人関係の
トラブルが起こった時、話を聞くと、まだまだ自分本位の考えが強いことが分かる。これからも人権学習
を続け、「命の大切さ」「思いやり」について考えさせるとともに、定期的な教育相談やチャンス相談を行
い、他人の価値観を受け入れる姿勢を作っていく。

③図書館利用や読書活
動の推進

成迫

①２学期は図書室の整備、委員会を中心にビブリオバトルやポップの作成など読書の推
進活動を行った。全教職員に図書館を利用するように呼びかけた。
②「すすんで読書をしている」と答えた生徒は７３％、「読書指導ができている」と答えた保
護者は９２％、教職員は９０％であった。
③１学期に比べ２学期は生徒の読書量も増え、授業での図書館活用も増えた。３学期も
朝の読書や委員会活動を更に充実させ、読書活動を推進していきたい。

④健康・体力づくりの推
進
（ＳＯＫＥＮ・スクールヘ
ルスアップ）

佐藤

①２学期は、SOKENを18回行うことができた。
②「SOKENで体力向上に向けて努力している」と回答した生徒は
92％、保護者は88％であった。
③1学期に比べ生徒、保護者ともに数値が下がった。3学期は、各個
人の課題となる体力要素を克服するための運動を中心に取り組み、
体力が向上したと実感できるようにしたい。

①基礎・基本の定着と
活用力の向上

成迫

①２学期は、全教職員が基礎・基本の定着と活用力の向上を心がけた指導を
行った。
②「授業の内容を理解できている」と答えた生徒は９２％、「学校は学習方法を
工夫していると思う。」と答えた保護者・教職員は１００％であった。
③基礎・基本はかなり定着してきたので、３学期は活用力の向上に力を入れ
たい。今後も、授業やチャレンジタイムの時間を有効に使うとともに、効果的な
家庭学習の指導も進めていきたい。

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

①２学期は、全教職員が新大分スタンダードに則った、学び合いを取り入れた
授業を行った。
②「わかりやすい授業を行っている」と答えた生徒は９３％、保護者・教職員は
１００％であった。
③新大分スタンダードに則った授業の進め方も定着し、学び合いの中で、生
徒同士が思いを伝え合う場面が増えている。今後も効果的な学び合いの方法
などを話し合い、共有して授業改善に努めたい。

①全ての教科に学び合いの場面を取り入れ、「なぜ・どうして・教えて」が飛び交う授業を
実践していった。
②「ペアやグループでの『学び合い』はできていると思う」と答えた生徒は97％、教師は９
０％であった。
③「学び合い」の中で、友達の意見を聞き、自分の意見を発表することはできるようになっ
ているが、これからはさらに内容を深めていくことを目指したい。そのために、有効な発問
やワークシートの工夫、探究的な課題の設定などに取り組んでいきたい。

令和２年度　２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



生徒 85 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 97 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 97 ％

教職員 100 ％

生徒 92 ％

保護者 96 ％

教職員 100 ％

生徒 92 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 100 ％

保護者 93 ％

教職員 90 ％

生徒 100 ％

保護者 100 ％

教職員 100 ％

生徒 96 ％

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

平碰
首藤

①運動会や防災炊き出し訓練、防災講話、あいさつ強化週間、交通安全あいさつ運動な
ど小学校と連携し、交流を図った。部活動や進路学習を通して近隣の中学校や高校とも
交流することができた。
②「他の中学校や米水津小学校と進んで交流している」と回答した生徒は１００％、保護
者も９３％であった。
③コロナ禍での制限がある中、１学期に比べ改善している。３学期も工夫しながら交流で
きる場面を増やしていきたい。

④家庭・地域との協働 平碰

①２学期は、制限がある中、学校行事や学年行事、生徒会活動など様々な活
動で、多くの保護者や地域の方々の参加や支援を頂くことができた。
②「保護者や地域の方が、自分たちの活動に関わってくれている」と回答した
生徒が１００％、「学校・家庭・地域の協働した取組ができている」と回答した保
護者・教職員も１００％。
③３学期も、きびしい状況ではあるが、可能な限り学校や学年の取組の中で、
保護者や地域の方の力を活用させていただければと考えている。

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

①2学期は行事がたくさんあったが、修学旅行を始めフェイスブックなどで知ら
せることができた。「学校だより」や「保健だより」も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。学校公開も復活でき、地域
の方との交流も増えた。
②アンケート結果はいずれも肯定的評価を得ている。
③今後も学校公開や地域の方との交流ができるよう、新型コロナの対策をとり
ながら工夫し、インターネットと紙面の両方で情報発信をしていきたい。

①地域理解と伝統文化
の継承

平碰

①職業講話やみかんの収穫作業、ひじきの調理教室やぶり捌き方教室など、
２学期は多くの場面で地域の方々に支援していただき、地域への理解を深め
る場を設定することができた。
②「郷土米水津の良さに気づかせる機会をつくっている」と回答した保護者・教
職員が１００％、「郷土米水津が好きだ」と回答した生徒が９２％。
③３学期は、次年度に向けてのみかん園の整備、防災教育を通じての地域理
解、地域で働く外国人との交流等に取り組んでいきたい。

②体験活動を取り入れ
たキャリア教育の推進

首藤

①2学年職場体験学習、1学年福祉施設訪問は、コロナ禍のため中止。職業講話や福祉体験学習は2
学期に行えた。全校生徒によるみかん園作業は行った。
②「みかん園作業等の体験的な活動を取り入れている」で「そう思う」は、生徒・教師・保護者とも100%。
③2学期は、みかん園作業が予定通り行えたことで、生徒たち自身も「作業をした」という実感が出たの
かもしれない。除草・摘果・仕分けなど、3年生を中心に多くの生徒が頑張れた。一方、土いじりや除草
を嫌がる生徒もいる。作業の意義を伝えると同時に、時間を区切ったり、終了時刻を確認することで、
作業のゴールを提示し、集中して取り組めるようにしたい。中止となった2年生の職場体験学習、1年生
の福祉施設訪問はコロナ禍が収まったら、来年度に行う予定。

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

①支援の必要な生徒の個別の指導計画を作成し、全教職員の共通
理解を行い、家庭と連携しながら支援を行った。保護者への面談も
行った。
②「仲間と協力して楽しく学校生活を送ることができている」と答えた
生徒が９２％であった。
③２学期の評価･修正を行い、３学期も個に応じた組織的な支援を行
う。

（３）主体的な態度で地
域貢献に努める生徒の
育成

平碰

①コロナ禍での制限がある中で、学校・家庭・地域が連携して取り組む活動を
可能な限り設定し、実施することができた。また、学校だよりや学級通信、広
報紙、マスメディアを通じて情報発信することができた。
②アンケート結果を見ると、どの項目も１学期より肯定的評価が増加してい
る。
③３学期も、できることを工夫しながら地域との交流を図り、郷土米水津の良
さを生徒に認識させる活動を計画していきたい。

③教科学習とリンクした
総合的な学習の時間の
充実

成迫

①2学期は修学旅行、高齢者福祉体験など各学年共に課題を解決す
るため、調べたり考えたり意見を発表したりする授業を行った。
②「考える場面や意見を発表する場面を取り入れた授業が行われて
いる」と答えた生徒は97％であった。
③3学期も、教科学習で学んだことを生かして、各学年で課題を解決
するための総合的な学習の授業を行っていきたい。

④人権教育・道徳教育
の充実
（自尊感情・自己有用
感）

亀山
檜垣

①2学期は、1学期よりも多く体験的参加型の手法を取り入れた授業
に取り組むことができた。
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」
と答えた生徒は、１００％だった。
③評価結果が下がったが、今後も体験的参加型の手法を取り入れた
授業を行うとともに、すべての教育活動の中で自尊感情を高めるよう
にしていきたい。

②生徒の自主的活動を
保障
（生徒会活動）

佐藤

①２学期は各委員会の活動に加え、運動会や文化祭、スピーチ朝会
などを行った。
②「生徒会の活動にすすんで参加している。」と回答した生徒は85％
であった。
③3学期は制限のある中での活動でも、生徒が主体的に取り組める
ように、入念な準備をしていきたい。また、２年生を中心に活動し、来
年度に繋げたい。



２ 各学年

（１）１学年（成迫）

（２）２学年（首藤）

③主体的な態度で地域
貢献に務める生徒の育
成

○文化祭、みかん園除草作業、花の植え替え作業等で、できる範囲で地域の方との交流を心がけるように趣意説
明を行った。
○文化祭や花の植え替え作業、みかんの収穫などさまざまな場面で、地域の方とふれあうことができた。あいさつ
運動や学校の外まわりゴミ拾いなどの生徒会活動を通して、お世話になるだけでなく、自分たちから地域へできる
ことを考えることが少しできた。
○自分からあいさつをすることに気恥ずかしさを感じている生徒もいる。「先手あいさつ」の大切さを話し続けてい
きたい。

③主体的な態度で地域
貢献に努める生徒の育
成

○文化祭や花の植え替え作業、みかんの収穫などさまざまな場面で、地域の方とふれあうことができた。
○あいさつ運動や学校の外まわりゴミ拾いなどの生徒会活動を通して、お世話になるだけでなく、自分たちから地
域へできることを考えることが少しできた。
○ＪＲＣの方を招いて、救急救命法や防災学習をすることで、非常時に自分たちができることについて考えること
ができた。社会福祉協議会の方を招いて、講話を聞いたり、高齢者擬似体験をしたりする中で、高齢者の気持ち
を理解し、地域の方と接するときに生かしていこうとする姿勢が見られた。

①仲間とともに知識・技
能の習得に励む生徒の
育成

○定期テストでは、確実に学習過程確認ができるよう、計画表を丁寧に書き、毎日の学習内容を自分でチェックす
る指導を行った。
○学習に興味をもって参加し、積極的に発言することができている。自学ノートや課題の取り組みについては、１
学期同様に丁寧に取り組めている生徒や1学期よりもきちんと取り組めるようになった生徒もいるが、２学期になっ
て取り組みが不十分になり始めた生徒もいる。細かく書けた生徒は、残りの量を考えて、学習時間を調整するなど
の工夫ができていた。SOKENの取り組みは、保体委員を中心に、楽しく体を動かす活動を積極的に企画できてい
た。
○自学ノートや課題の取り組みについては、全体だけでなく、個別にも声をかけていきたい。さらに、２分前着席・
自習の習慣を身につけて、心を落ち着けて、素早く授業に集中できるように指導したい。

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

○道徳・特活の時間、修学旅行準備時間を通して、グループで意見やアイデアを出し合い、自分の考えを上手に
相手に伝える力、相手の意見を受け止める力、お互いの意見に折り合いを付ける力が身につくようにした。
○修学旅行では、グループ散策や城島でのフリータイム行動において、行きたいアトラクションごとにグループを
作るなど、お互い少しずつ譲り合う姿が見られた。文化祭では、劇づくりに関し、練習のVTRを見ながら演じる生徒
の立場を考えながら意見を出し合う場面もあった。
○このような姿を、行事の有無に関わらず、日常場面にも広げていきたい。また、道徳や特活の時間において、相
手も譲ってくれていることに気づく力や相手が受け入れやすい言葉のチョイス・表現力が身につくように指導を続
けていきたい。

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

○基本的生活習慣については、ほとんどの生徒が身についている。タブレットの使用時間を決めるなど、自分の
生活リズムを整えるように指導した。
○運動会や文化祭などで、みんなで協力しようという気持ちが高まった。自分の役割をきちんと果たし、友達の仕
事を手伝う生徒が増えてきた。クラスをみんなで創っていこうとする意識が強くなった。
○ＳＮＳの使い方などの指導を通して、相手との距離の取り方や、言葉遣いの大切さなどの指導をした。そのこと
を意識して行動する生徒が少しずつ増えてきたが、これからも繰り返し指導を続けていきたい。

①仲間とともに知識・技
能の習得に励む生徒の
育成

○授業規律を身につけ、積極的に授業に参加していこうとする生徒が増えている。話し合い活動でも
お互いの意見を聞き、活発に意見を出し合い、考えを深めていこうとする姿が見られた。
○家庭学習の時間が増えており、課題の提出も定着してきたが、数名定着していない生徒がいるの
で、こまめに声をかけたり、放課後に学習したりするなど意欲を高めていきたい。
○定期テストの取組では、計画づくりも上達し、自分で考えて勉強ができる生徒が増えた。目標に向
かって勉強時間を増やしたり、学習方法を工夫したりする生徒も増えた。わからないところを教え合う
姿も見られた。



（３）３学年（平碰）

３ 生徒指導（首藤）

４ 特別支援教育（亀山）

①校内支援体制の確立
②共通理解に基づく全職
員での指導・支援
③生徒の実態把握と保護
者の願いへの配慮
④教育等関係機関との連
携
⑤支援内容・方法・計画・
体制等の改善

○支援の必要な生徒については、個別の指導計画を作成し、保護者面談を行い、全教職
員で共通理解し、支援を行った。
○必要に応じて随時、関係機関と相談を行い、支援につなげた。内容については全教職員
で共通理解を行った。
○小さいことを見逃さないよう、さらに生徒の実態把握に努め、情報共有と支援を行ってい
きたい。

①仲間とともに知識・技
能の習得に励む生徒の
育成

○３年生らしく、授業規律を意識し、集中して授業に臨んでいた。自分の意見・考えをふまえて活発に討議する姿
が見られた。進路を意識して、自学ノート等も含めた自主的な取組が見られるようになった。
○放課後学習は５教科で、それぞれ４時間～５時間、合計２２時間実施することができた。「総合的な学習の時間」
では、「米水津のひじき」や「被災時のボランティア活動」について調べたり、考えをまとめた。
○３学期の防災学習（総合的な学習の時間）では、佐伯市防災ハンドマップの活用やGTとの意見交換を通して市
や地域で自分たちができるボランティア活動について考えさせていきたい。

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

○道徳では、自己の生活を振り返り、日常生活の重要性について考えを深めたり、山中教授の生き方から夢の実
現のために大切なこと等について考えることができた。学校行事や生徒会活動の中心学年として仲間や後輩を思
いやり、学校全体のことに気を配りながら主体的に取り組む姿が見られた。
○道徳では、部落問題学習として「結婚差別」と「就職差別」を取り上げて、同和問題について考えを深めることが
できた。運動会や文化祭など、３年生らしく後輩をリードしながら、全体をまとめることができた。
○３学期は、３年間の締めくくりとして、米水津中学校の良き伝統や地域とのつながりをしっかりと見直し後輩たち
に伝えていく場面を増やしていくことで、お互いの理解を深めていきたい。

③主体的な態度で地域
貢献に努める生徒の育
成

○自己の進路について考える活動の中で、地域で生きる自分自身を意識し、自分の将来について考えを深めるこ
とができた。また、文化祭や運動会（除草作業も含め）、みかんの収穫、花壇の植え替え作業など諸行事を通して
地域の方との交流が図れた。
○総合的な学習の時間では、「ひじきの調理教室」や「ぶり捌き方教室」、「職業講話」等を実施し、地域で活躍さ
れる方の様々な生き方に接することができた。
○３学期は、「高校説明会」や「高校体験入学」、「三者面談」等を踏まえて、将来の進路や生き方を見すえた進路
指導の充実を図ることで、郷土への思いも併せて意識させていきたい。

○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

○２学期は９月と１２月に教育相談、１年生はSCによる２度目のカウンセリングを行った。生徒から訴えがあった時
には、担任を中心にチャンス相談を行った。
○毎月１度、定期的に生徒指導委員会を持ち、各学年生徒の情報交換を行った。SCやSSWからも意見を聞き、取
り組みの参考にした。
○行動目標の提示に関しては、２学期は生徒会の取り組みと連動するよう心がけた。まだ不十分な面もあるの
で、３学期は少しでも改善していきたい。
○QU検査についての研修を行い、表の見方や「居心地の良い学級」にするための今後の取り組みに関する話し
合いも持った。
○基本的生活習慣では、「あいさつの声が小さい」という地域の方の声を聞いた。生徒アンケートでも、「元気よく
あいさつしている」に対し「そう思う」は５０％であった。生徒自身もあいさつの向上がまだまだだと実感しているよう
だ。生徒会主催の挨拶運動とともに、学級でのよびかけ、家庭への働きかけも行っていきたい。
○２学期は、運動会・文化祭・修学旅行等大きな行事が重なり、時間がとれなかったこともあり、事例研究会がま
だ実施できていない。３学期は、様々な課題を抱える生徒に対する効果的な対応を、特別支援教育の観点からも
研修していきたい。


