
豊かな心が育っている深川中学校の生徒たち

校長 中 井 清 一

「深川中学校の生徒さんは本当に心が温かいですね。私たちも心が洗われ

るようでした。」

１０月３０日に行われた「福祉学習」で講師として来校された社会福祉協

議会の方が私に話してくれました。

私は、その言葉を聞いて本当に嬉しくなりました。生徒たちが福祉学習で

様々な体験を重ねる中で、来校された多くの方々と心の触れ合いが深まった

ようです。

昨年度から今年度にかけて、心の教育を重点として、授業や部活動・生徒

会で、ペアやグループによる話し合いを大切にし、互いに高め合う生徒の育成を目指してきました。

また、今年に入り、道徳の時間で「ピア・サポート」という活動を取り入れて、お互いがどう考えてい

るか交流する取組を続けています。

その結果、子どもたちの心はスクスクと育ち、学級や部活動、生徒会活動では、いつも笑顔があふれて

いると感じています。

このたび、全国学力学習状調査の結果が発表されましたが、本校ではすべての教科で全国平均を上回る

ことができました。さらに、同時に実施された「生徒質問紙調査」でも、以下に示すように大変良い結果

が出ています。

この先の未来は、AI（人工知能）が発達してくるのは間違いありませんが、どんな時代になっても、人

間の豊かな心が幸せを呼ぶことは間違いありません。

未来に生きる深川中学校の生徒が、本校で笑顔で学び続け、学校を卒業してからも心豊かに暮らして、

幸せな家庭や社会をつくっていくことを願っています。今後もご家庭や地域の皆様と一層連携しながら心

の教育を推進していきたいと思います。
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「そう思う」と答えた割合（％）

質 問 事 項 全国 深川中

自分には良いところがあると思いますか。 ７４．２ ８３．３

将来の夢や希望をもっていますか。 ７０．５ ８１．５

先生はあなたの良いところを認めてくれますか。 ８１．５ ８８．９

学校に行くのは楽しいと思いますか。 ８３．１ ８５．５

様々な項目で全国平
均を大きく上回り、本
校の生徒が、心豊かに
生活していることがう
かがえます。

福祉学習で来校された方とふれ合いました

【校訓】
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第25回日本管楽合奏コンテスト（11月2日） 文京シビックホール

11月 2日（土）に開催さ

れた日本管楽合奏コンテス

トのＡ部門が開催されまし

た。深川中学校吹奏楽部は

録音審査で最優秀賞を受賞

し、全国大会に初出場する

こととなりました。

全国大会出場校の演奏は

どの演奏もすばらしく吹奏

楽部員は全国の水準を肌で

感じてきました。３年生の

6名 は 部 活 動 と し て は 最 後

の演奏となりましたが、深川中学校吹奏楽部の演奏は十分に力を出し切り、優秀賞と特別賞

の一つ、フォトライフ賞を受賞しました。これまで応援いただきました保護者、関係者の皆

様、また、企業等の皆様方には多大な支援いただきお礼申し上げます。今後も技術の向上と

地域に愛される活動に取り組みたいと考えておりますので、変わらぬ支援をいただきますよ

うお願いします。

行事予定 ～１１月～
※１１月より、冬時間となっています。部活動
便（２便）が、１８：３０より１８：００となり
ます。

1 金 教育相談①
3 日 文化の日
4 月 振替休業
5 火 教育相談②
6 水 教育相談③
7 木 教育相談④ 中３学テ（総合 C）
8 金 教育相談⑤
9 金 北 P連研究大会（上砂川）9:00
14 木 公開研究会
15 金 一斉実行委員会 代表議員会
19 火 諸活動休止日 職員会議
20 水 諸活動休止日
21 木 諸活動休止日 SB乗車指導
22 金 後期中間テスト 避難訓練
23 土 勤労感謝の日
29 水 美化の日
30 木 後期中間テスト 市Ｐ連研究大会

12/2 ３年生三者懇談 ～ 12/5
12/13 参観日・懇談会
12/21 冬季休業 ～ 1/14

○北空知小中学校作品展
１１月5日から８日まで
生きがい文化センターで開催

深川中学校からも【書道作品】が４点、
【美術作品】が、「漢字のデザイン」「和菓子
の デザイン 」「友だちの顔」が、合計１２点
出展される予定です。
お時間があれば、他の学校の児童生徒の作

品も含めて、その力作をご覧いただければと
思います。

【大会の記録】
バレー部～○ 10月 19日

全空知中学生バレーボール秋季リー
グ大会 第 3位

卓球部～○ 10月 21日
北空知中学校卓球新人大会
男子団体準優勝 女子団体優勝

○ 10月 26日
空知中学団体新人卓球選手権大会
女子団体３位

野球部～○ 10月６日
北空知しんきん杯中学校新人野球大会
優勝

○ 10月 14日
北空知みのり杯中学校野球選手権大会
準優勝

生徒会役員選挙と生徒総会が行われました
１０月２日に生徒会役員選挙が行われ、以下の新役員が選ばれ
ました。また１０月３０日には生徒総会が開催され熱心な議案

審議が行われました。生徒
全員で良い学校をつくって
ほしいですね。

生徒会長 布野ひより
副会長 山口康輔
書記長 横山 鈴
書記次長 河合美詩
会計 岸本夢結
学習実行委員長 山崎望愛
生活実行委員長 朽木優真
文化実行委員長 橋本菜々美
環境実行委員長 伊藤優希
報道実行委員長 立石愛織



深川中学校の学校改善プラン

（全国学力・学習状況調査の結果より）

４月に行われた「全国学力・学習状況調査」（第３学年対象）について、９

月号と本号の学校だよりにて結果を掲載いたしました。

なお、今年度の授業改善の取り組みについて、本校では次の２つの視点によ

り全職員で取り組みを進めておりますのであわせてお知らせします。

深川中学校授業改善の視点

視点１ 「見方・考え方」を働かせた学習活動
・各教科等の特質に応じた学習活動の効果的な設定

視点２ 発表した意見をまとめる工夫
・ペアやグループ学習の活動から全体でのまとめ

全体分析 領域による分析

国語 ○ 全国平均を6.2％上回って ○ 多くの領域において全国平均を上 回ってお

いる。 り、特に「話すこと・聞くこと」は高い。

○ 分布は右上がりであり10問 ○「話す・聞く能力」は全国と比較し て15ポイ

中10問正解者 が最も多い度 ント以上高い。

数となっている。 ○「読むこと」「読む能力」の領域に 課題が見

られる。

数学 ○ 全国平均正答率を1.2％上 ○「図形」「資料の活用」は全国と比較して高い。

回っているが、正答数の分布 ○「数学的な技能」が著しく低いため改善が必要

に二極化の傾向が見られる。 である。

○ 習熟度別の 指導や個別指

導などによる基 礎基本の徹

底が求められる。

英語 ○ 全国平均正答率を5.0％上 ○ すべての領域において全国と比較して高い。

回っている。中央値付近に多 ○「外国語表現の能力」「外国語理解の能力」の

く分布していることから、 数値が極めて高い。

○ 生徒に対する習熟度別の指 ○「記述式」の問いの正答率が全国平均と比較し

導や個別指導などによる基礎 て極めて高い。

基本の徹底が求められる。

〈成果の要因〉

○ 授業などすべての学校生活の基盤を作る「心の教育」の推進

○ 熱心で前向きに授業に臨む子どもたちの学習姿勢

○ 主体的・対話的な学習を重視した授業実践に基づく校内研修

○ 指導方法工夫改善加配による指導の充実（全学年数学、1･2年英語）

○ 宿題、朝の読書や学習等による生徒主体の学習の推進

○ 定期テストに向けた計画的な家庭学習の指導

○ 各種テストの結果分析と活用



学習意欲

学習習慣 生活習慣

自尊意識、規範意識等

〔分析と考察〕

・授業では自分で考え、発表する
場面において工夫した発表になる
よう心がけている。自らの力で学
習内容を整理し、生徒間で話し合
うなど考え広げていく学習活動に
積極的に参加して深い学びが定
着してきていることがうかがえる。
・国語や数学において、文章や言
葉で説明する問題を最後まで解答
を書こうと努力が見られている。
・英語を活用した外国人との交流
などにどちらかというと消極的であ
ることがうかがえる。
・授業においてＩＣＴを活用した学習
をやってみたいと感じている。
・今後も、基礎的な知識・技能を基
盤とした学習内容の活用に取り組
み、意欲の向上ができるよう継続
する必要がある。

〔分析と考察〕

・家庭学習等の時間については全
国平均を超えていないが、すべて
の教科で平均正答率を超えてい
る。授業における理解や習得、計
画的な学習の取り組みが行われ
ているととらえている。
・起床時刻や就寝時刻が一定の
傾向や朝食の摂取など基本的な
生活習慣の定着がうかがえる。
・今後は学校で取り組んでいるテ
ストの計画表などを見直し、家庭
学習の時間を増やすことが必要で
ある。

・家庭学習の取り組み方法の確認
や、学習に対しての意欲の向上な
ど、しっかり学習に向き合える環境
作り、きっかけ作りに継続的に取り
組む必要がある。

〔分析と考察〕

・「自分には、よいところがあると思
う」と感じている生徒が多く、自尊
意識が高く、充実した学校生活に
つながっている。
・先生はよいところを認めてくれた
り、学習内容を分かるまで教えてく
れていると感じる生徒が多い。 と

・目標をしっかり持ち、達成感を感
じた経験や難しい課題に挑戦する
生徒が多い傾向がうかがえる。
・規範意識が高く、規則を守り、他
者の考え方を受容する態度がうか
がえる。
・いじめをいけないことととらえてい
る生徒が多いことがうかがえる。
・地域行事に参加している生徒の
割合が全国平均よりも低く、地域
のことを知ったり、何ができそうか
自ら考えることが必要である。

学校では、子どもたちの成長のために、あらゆる場面で、学力だけではなく心身の向上のために、取組の改善を図っ

ていきたいと考えております。今後、家庭学習などご家庭と連携を図りながら進めていきたいと思いますので、一層の

ご協力をお願い致します。


