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【教育目標】
深く考え 心豊かに
実践する生徒
令和元年９月３０日(月)
Ｎｏ．７
新潟市立南浜中学校
校長 坂井 孝

９月１４日(土)，絶好の秋晴れの下，第１回海鷹祭が行われました。気温もそこまで高くなかった
のですが，熱中症対策ということで水分補給以外にもＴＣＴ（タブレットチャージタイム）を設け，
学校保健会推薦「塩分チャージ」を摂取するようにしました。おかげさまで午前中は救護テントは，
ほとんど開店休業状態でした。午後は若干のけが人と体調不良を訴える生徒がいましたが，概ね順調
に行われた海鷹祭でした。
さて，今年度体育祭を「海鷹祭」と命名したのは，改元に伴い新しく生徒の主体的な取組による体
育祭に変革しようということで，生徒の手により新しい名前を考えました。その意味では体育祭実行
委員会を中心に「自分たちの手で海鷹祭を創る」という気概が感じられました。しかし，生徒会本部
の役員に仕事が集中し大変だったという話もありました。この課題を次に向けて解決していくことが
ＰＤＣＡサイクルであり，生徒の成長につながります。このように，自ら課題を見つけその課題を自
ら解決しようとすることが「これからの社会をよりよく生きぬく力」につながると思っています。

競技の部優勝 赤軍

第１回海鷹祭結果
応援の部優勝 赤軍

パネルの部優勝 青軍

○ラグビーではＴＭＯ，サッカーはＶＡＲ，テニス・バレーボールはチャレンジ，
野球はリクエスト，では，大相撲は？ 【答えはＰ４に】
皆さんもうおわかりですよね。今どきはどの競技でも行われています。サッカーＪ１も来季から導
入とか。これらは，ビデオをもとに判定を確認するしくみですが，審判が行うものと，監督や選手か
らの要求によって行われるものがあるのが分かります。後者のチャレンジやリクエストは２回失敗す
ると権利がなくなるというシステムが多いようです。いずれにしても，ビデオ画像で事実を確認をす
るわけですが，確かに事実としては正確かもしれません。実際，今回の海鷹祭でも男子騎馬戦の判定
で審判の要請によりビデオで検証しました。明らかな誤審はダメですが，流れというかその場のニュ
アンスもあり，なかなか難しい面もあります。
また，最後の全員リレーでは「オーバーゾーン」についてのチャレンジ・リクエストがありました。
両軍確認後，フェアプレーの精神で決着しました。これについてはビデオ判定を使いませんでしたが，
時代の流れは海鷹祭にも影響を及ぼしているようです。実際問題として，学校のビデオカメラは１台
でやっていますので，限界があることもお知らせいたします。

問題

-1 -

HP

http://minamihama-j.blog-niigata.net/

◇全国学力学習状況調査の結果分析

（ここでは全体的な傾向のまとめです。各教科の詳細な分析は別紙です）

○学力では，国語が全国を上回り，数学，英語が全国を下回っている。この結果は，生徒の教科への
興味関心と同様である。各教科の指導方法がすべて全国平均を上回っていることから，各教科の学
力は，生徒の興味関心と関係が深いと言える。すなわち，各教科への興味関心を高めることで，生
徒の学力の向上が期待できる。今後各教科で，教科への興味関心を高める工夫を行っていく必要が
ある。
○自己有用感については，昨年度と比較すると大幅に改善しほぼ全国平均と同様になった。規範意識
は昨年同様全国平均よりも高くなっており，ルールを守ったり進んで人を助けたりして生活してい
ることがうかがえる。しかし，「学校に行くのが楽しい」という質問項目で，積極的な肯定回答の
割合がが全国や新潟県の２分の１，肯定的回答の割合が８０％を下回る結果となった。ただし，７
月にとった学習生活意識調査では肯定的回答が８５％を超えており，４月当初に比べ改善したと考
えられる。
○家庭学習時間では，２時間以上が全国平均とほぼ同じく，１時間以上が 83.4 ％で全国平均を大き
く上回っている。２時間から１時間の生徒が２時間以上になるとさらに学力の向上が期待できる。
また，朝食をたまに食べない生徒の割合が全国よりも高い。
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教職員アンケート

前期の教育活動の振り返りとして，教職員にも教育実践にについてのアンケートを実施しました。
教職員アンケート
そう思う

まあそう思う

あまりそう思わない

0%

まったくそう思わない

20%

１ 1up 授業を中心に、主体的に学びに向かう力の育成に努めている。

40%

60%

そう思う, 30.8

２ 1up 生徒の社会性を高め、自尊感情を育むための教育活動を意図的に行っている。

そう思う, 25.0

３ 1up ＵＤＬの視点からすべての生徒に優しい授業を実践している。

そう思う, 25.0

４ 1up 時間管理を核として、基本的生活習慣の見直しを図るよう生徒に指導している。

そう思う, 38.5

５ 1up 各教科領域において、地域連携の利点（効果）を意識した教育活動を行ってい
る。

そう思う, 38.5

６ １９時退勤を心がけている。

80%

100%

あまりそう思わない,
7.7

まあそう思う, 61.5

まあそう思う, 75.0

あまりそう思わない,
8.3

まあそう思う, 66.7

あまりそう思わない
7.7

まあそう思う, 53.8

まあそう思う,38.5

まあそう思う,
14.3

そう思う, 78.6

７ ４月からこれまで、合計２日以上の年休を取った。

あまりそう思わない,
23.1

7.1

そう思う, 100.0

８ 部活動ガイドラインを遵守している。

あまりそう思わない,
9.1

そう思う, 90.9

９ 授業では振り返りを確実に行い、自信と意欲の向上を図っている。

そう思う, 25.0

１０ 家庭学習とつながる授業展開を工夫している。

そう思う, 25.0

１３ 私は、いじめを見逃さず、組織として対応している。

１４ 基本的生活習慣を意識した指導をしている。

あまりそう思わない
, 33.3

まあそう思う, 41.7

そう思う,
85.7

１１ 道徳の授業時数をきちんと確保している。（学活等に流用していない）

１２ 私は、「考え、議論する道徳」への質的転換を図っている。

あまりそう思わない
16.7

まあそう思う, 58.3

そう思う,
28.6

まあそう思う, 14.3

あまりそう思わない
, 28.6

まあそう思う, 42.9

そう思う, 53.3

そう思う, 46.2

まあそう思う, 40.0

あまりそう思わない,
6.7

まあそう思う, 53.8

★「1up」は、授業や生徒指導で、教職員が自分で「普通」と思っているレベルを一段階あ
げようという取組です。家庭学習が充実するように、ゲームやSNSなどのメディアコント
ロールについて、全校で指導しましたが、生徒への浸透度は十分とは言えませんでした。
後期は機会をとらえて指導をしていきます。
★「教科領域において、地域連携の利点を意識した教育活動を行っている。」の項目で「あ
まりそう思わない」の回答が２３．１%でした。今後は地域連携の利点を意識した教育活
動を行っていくよう、職員の意識を高める手立てを講じます。

前期の反省を生かし，後期で改善，実行します
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学校の評価あれこれ
少し前から，教育の分野でも「エビデンス」という用語が使われ始めました。エ
ビデンスとは「根拠」「証拠」などの意味に使われていますが，学校においては，これから取り組む
教育活動の根拠，その実践の結果を分析し説明するための根拠というように捉えています。したがっ
て，様々やっている学校の評価には，いろいろな機能や意味があると思っています。また，学校教育
に関する評価は，分析して公開することを原則としています。その意味で，種類と内容を少し整理し
てみたいと思います。
検査等の名称
内
容
ＮＲＴ
・５教科の学力を全国平均を５０として相対的に表したもの
全国学力学習状況調査
・３教科(国数英)の学力と学習状況を調査する。文科省が実施
学校評価（重点３項目） ・学力，生徒指導，特別支援教育に関しての学校の取組の自己評価
生徒生活意識調査
・生徒の学習や生活に関するアンケート。学校評価の根拠となる
保護者アンケート
・保護者の学校の教育に対するアンケート。次の教育実践の一助となる
教職員アンケート
・教育活動に対する教職員の自己評価。反省を次の教育実践に生かす
以上のようになります。これらの結果を根拠（参考）にして，教育活動を振り返ったり，次の取組
を考えていきます。これらが，当校における「エビデンス」の中核をなすものです。今回学力学習状
況調査の結果と分析，保護者アンケートの文書記述についての回答を別紙にて配布いたします。

３月(２，３年)４月(１年)に行ったＮＲＴ（全国標準学力検査）をお知らせします。これは，上の
表のとおり，全国平均を５０として，学力を偏差値で表したものです。
１年生は，残念ながら全て５０以下
ＮＲＴ
国語
数学
英語
社会
理科
で全国平均を下回っています。しかし，
現３年生も１年生の時は全ての教科が
１年
４７．７
４９．０
４８．１
４７．１
５０以下で全国平均を下回っていまし
たが，現在では，すべての教科が５０
２年
５２．２
５４．２
６０．６
５７．８
５３．８
ここでは公開できません
以上で全国平均を上回っています。こ
のことから，授業をしっかりと受け，
３年
５０．８
５０．０
５６．１
５１．８
５２．２
家庭学習を着実に取り組めば１年生も
＋１．２
－３．８
－３．０
３年全国学テ
全国平均を上回ることができると思います。
２年生はすべての教科で５０を上回っています。特に英語については６０を超えています。これは
おそらく市内でもトップクラスの数値と思われます。この調子で授業や家庭学習にに工夫を加え積極
的に取り組み，さらなる向上を目指してほしいと思います。
３年生もすべての教科が５０以上で全国平均を上回っています。しかし，全国学力学習状況調査と
の比較では，数学，英語が全国平均を下回っています。この点に関しては細かく分析していく必要が
ありますが，ひとつには記述問題の正答率が数学も英語低いことが分かっています。この点に関して
は，授業の中で改善していく必要があります。そしてその手立てを考えていきます。

２(水)
４(金)
５(土)
６(日)
１０(木)
１１(金)
１４(月)

コミ協映画上映会「お早よう」
市陸上大会
英語検定
陽光自治会防災訓練
前期終業式
市新人大会(東地区)，３年実力ﾃｽﾄ
南浜小地区町民運動会（体育館）

１５(火) 後期始業式，報告会
１６(水) 地区駅伝，４限らくらく健康教室
１９(土) ３学年ＰＴＡ学年行事
２０(日) 南浜地区防災訓練（太夫浜小）
２６(土) 文化祭・合唱コンクール
２９(月) 南浜中学校区教育ミーティング
３１(木) 市中教研，２－１国語，５限授業
部活動休止日：１７日,２５日,２６日,３１日
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