
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 石成 牧子 
 

新年明けましておめでとうございます。保護者や地域の皆様におかれましては、令和３年の新春を

清々しく迎えられたこととお喜び申し上げます。今年も皆様のご理解やご支援をいただきますととも

に、本校生徒の健やかな成長を願いお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

学校では１７日間の冬休みを終え、１２日から教育活動が始まりました。例年であればインフルエ

ンザの流行が話題になる時期ですが、今年はコロナウイルスの感染拡大が全国的に広がり、緊急事態

宣言が１１都府県（東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、愛知、岐阜、大阪、京都、兵庫、福岡）に発

令されました。北海道においても集中対策期間が２月１５日まで延長されましたので、引き続き感染

防止対策を徹底しながら教育活動に取り組んでまい

ります。 

さて、昨年の暮れの大掃除の折にふと手にした教育

雑誌に「学歴、所得より“自己決定”が幸福感に」と

いう見出しが目に入り、どんな内容なのかなと思い掃

除の手を休めしばし見入ってしまいました。そのペー

ジには次のような内容が書かれていました。 
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【校訓】 自主 誠実 根気 

国連の 2018年「世界幸福度ランキング」では、日本の幸福度ランキングは 54位で、昨年（2017

年） の 51位から後退。こうした中、学歴や所得よりも、自分の進路を自分で決める「自己決定」が

幸福感に強い影響を与えているという調査結果を神戸大学と同志社大学の研究チームが発表した。神

戸大学の教授らは、20～69 歳の男女約 93 万人にインターネットでアンケートを配信し、約２万人

から回答を得た。約 100個の質問への回答をもとに所得、学歴、自己決定、健康、人間関係の５つの

要因が幸福感にどう影響しているかを分析。自己決定度の評価では「中学から高校への進学」「高校か

ら大学への進学」「初めての就職」について、自分の意思で進学する高校や就職する企業を決めたか否

かを尋ねた。その結果、健康と人間関係に続いて、自己決定の影響が大きかった進学先や初めての就職

先を「自分で希望を決めた」を選んだ人ほど幸福感が強く、「全く希望ではなかったが周囲の勧めで決

めた」を選んだ人ほど不安感が強い傾向が見られた。自己決定によって進路を選んだ人は、自らの判断

で努力することで目的を達成する可能性が高くなり、成果に対しても責任と誇りを持ちやすくなるこ

とから、達成感や自尊心により幸福感が高まることにつながっていると考えられる。 



何をもって幸福と感じるかは人それぞれだと思いますが、「自己決定によって進路を選んだ人は、

自らの判断で努力することで目的を達成する可能性が高くなり、成果に対しても責任と誇りを持ちや

すくなることから、達成感や自尊心により幸福感が高まることにつながっている」という部分に「自

己決定」の大切さを再確認いたしました。特に３年生は、１２月の三者懇談が自らの進路を決める大

きな自己決定の場でした。進路以外においても自己決定の場は、意外にたくさんあります。家庭にお

いても「もう中学生なんだから自分で決めなさい。」とお子さんに伝える場面があると思います。全

て自分で決めることができればいいのですが、課題が大きくなればなるほど迷いや悩み、不安が生じ

てきます。そういう場合の大人の役割は、ゆっくり話を聞いたり、選択肢の情報の入手方法や経験か

らのアドバイスなど、自己決定するための材料を一緒に共有することのように思います。あとは、子

供が自己決定したことを認め、励ましていくことです。 

 これからの３ヶ月は、１年間の集大成の期間であり、卒業や進級を控えた大切な時期でもあります。

また、この１年間の学校生活を振り生徒自身が成長を実感できる時期でもあります。子供たちにとっ

ては、成長を実感することで自信がつき、意欲が湧き、新しいことに挑戦することにつながっていき

ます。ちょっとしたことでつまづいてもへこたれない心の強さも身に付けることができます。そのた

め、これからも「自己決定」の場を設定し、目的を持って取り組むことができる教育活動を展開し、

子供たちが達成感を得たり、自尊心を高められるよう取り組んでまいります。 

  

  

 

 

 

 

 

 本校２年生は総合的な学習の時間でキャリア教育の一環とし

て例年職場体験を実施してきました。しかし、コロナ禍の中、各

事業所の受け入れも困難なことから、職場体験に代わるものを少

しでもできなかと２年生の教員を中心に考え、その結果、事業所

に行けないのであれば、来てもらおうということで、砂川市立病

院の理学療法士でもある山口諒さんに講演をしていただきまし

た。１２月２３日（水）に行われたこの講演では、山口さんの「仕

事を目指すきっかけ」「働く意義」「やりがい」などを丁寧にはな

してくださいました。 

 また、ウォーミングアップとして、理学療法士らしく身体のど

こを触ると身体が柔らかくなるなどの簡単にできる方法を披露

してくださり、生徒たちは自分たちが実際に体験してみて感嘆の

声を口々に挙げていました。比較的年齢の近い山口さんが中学校

段階では進路も決まっていなかった話なども聞き、じっくり自分

に合う職業を見つけていこうと考える生徒も見られました。 

【参考】日本の世界幸福度ランキング 

◆2019 年⇒156 か国のうち 58 位  ◆2020 年⇒153 か国のうち 62 位 

※ 2020 年版『世界幸福度報告書』（国連の持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）発行）による 



 
 
 
 

学校改善プランについて 

 深川市の各小中学校は９月～翌年の８月まで 1年単位で毎年「学校改善プラン」というものを策定

しています。この「学校改善プラン」は文字通り学校を改善していくための計画であり、生徒の現状

を把握・分析し、次年度への改善方策をつくり、それぞれの学校の職員間同士で共有していく指標と

なります。 

学校によって内容の差異は多少ありますが、本校では実際の全国学力・学習状況調査や標準学力検

査等の結果やその結果を踏まえた各教科担任からの分析、目標や改善方策などがまとめられています。

以下にその一部を紹介します。 

 

◆ 令和元年９月 1 日～令和 2 年 8月 31 日の目標とその結果 

(1) 
令和２年度の全国学力・学習状況調査の実施教科において平均正答率が 25％未満の生徒を 4 人

以下に減らすことを目指す。→ 自校採点の結果 国語４人、数学５人 
○（ほぼ達成） 

(2) 
NRTの偏差値平均が数学において全学年で 52 以上とすることを目指す。 

→ どの学年も 1.2～3ポイントのマイナスとなった。 
× 

(3) 
全ての教科において話し合い活動による課題解決を図る活動、学びに向かう力を育む。 

→ 全国学調生徒質問紙：授業では生徒間で話合う活動をよく行っていたと思う 「肯定的」92.4％ 
○ 

(4) 関心意欲を高める活動を重視した授業づくりを目指す。 → 検証資料不足 △ 

(5) 
学力向上の基盤となる「心の教育」を進め、学級づくりの改善を行う。 

→ 北海道教育委員会指定道徳教育推進校事業による公開研究会の実施、ピアサポートなど 
○ 

(6) 
習熟度別の授業の内容の改善充実や下位の生徒への個別指導体制を整備する。 

→ 手立てを明確にした授業内容の改善 
× 

 

◆ 令和 2 年 9 月 1 日～令和 3 年 8 月 31 日の目標と改善方策 

目 標 検証方法 

① 令和 3 年度の全国学力・学習状況調査の実施教科において平均正答率が 25％未

満の生徒が 4 人以下を目指す。 
全国学力・学習状況調査結果 

② ＮＲＴの偏差値平均が数学において全学年で 5２以上とすることを目指す。 標準学力検査結果 

③ すべての教科において話合いにより課題解決を図る活動、学びに向かう力を育む。 
全国学力・学習状況調査 

授業アンケート 

④ 関心意欲を高める活動を重視した授業づくりを目指す。 教師アンケート 

⑤ 学力向上の基盤となる「心の教育」を進め、学級づくりの改善を行う。 ハイパーＱＵ結果 

⑥ 習熟度別授業の内容の改善充実や下位の生徒への個別指導体制を整備する。 授業アンケート 

改善方策 検証方法 

① 生徒の主体的・対話的な取組の充実など、すべての教科に及ぶ改善を行う。 
全国学力・学習状況調査 

授業アンケート 

② チャレンジテストの解き直しなどにより、基礎学力の定着を図る。 教師アンケート 

③ 生徒・保護者がともに学力がついていると実感できるように、地道に取り組ませ、

家庭学習等については、引き続き継続的な指導を推進する。 

全国学力・学習状況調査 

授業アンケート 

保護者アンケート 

④ 各種検査における正答率が上がらない生徒への継続的な指導をする。 教師アンケート 

⑤ 校内研修の充実に加え、授業実践期間（一人 1 授業公開）の取組を通して、すべ

ての教職員が資質向上を目指す。 
教師アンケート 

  

昨年度までの改善プランと大きく変更したのは、目標等を検証するための検証方法を明記し、客観

的データに基づいて分析することとしたことです。この学校改善プランだけが学力向上の方策ではあ

りませんが、一つの方法として取組んで参ります。 



 

 

 

 

村上 由記さん 

１月から学習指導員

として着任しました村

上由記と申します。主に

家庭科実習や通級指導

教室の授業補助、状況に

応じて他教科の授業サ

ポートも担当しています。かつて高校での勤務

経験はあるのですが、中学校は初めてで不慣れ

なことも多く、生徒の皆さんに色々と教えても

らいながら日々を過ごしています。３月までの

短い期間ではありますが、生徒の皆さんの学習

サポートに力を尽くしてまいります。よろしく

お願いいたします。 

 

今回の学習指導員制度は「児童生徒の学習定着

に応じたきめ細やかな指導や、新型コロナウイ

ルス感染症対策を図るための少人数指導など、

児童生徒の学びを保証する取組をサポートする

ため、学校教育活動を支援する人材を配置する」

という令和２年７月１７日北海道教育委員会教

育長決定を受けたものであり、本校も昨年の夏

ごろから配置の要望をしていました。この度、担

当していただく方が決定し、1月 12日から生徒

の授業に参加していただいています。 

 

 学習指導員の職務は（1）家庭学習の準備・提

出物の採点 （2）TT指導や習熟度別学習を行う

教員のサポート （3）放課後・長期休業中を活

用した補助授業のサポート （4）校内外におけるオンライン学習のサポート （5）教育実習生や外

部人材との連絡調整のサポート （6）その他、教員が行う業務の支援 などが想定されています。 

 

 本校としましては、本人のごあいさつにもある通り、高校家庭科の免許状所有者ということもあり、

家庭科の実習や通級指導教室やその他の授業補助を主な業務としていきます。 

 

 

 
 

 ２月 ２日（火） 職員会議、定時退勤日 

    ３日（水） ２年生高校説明会② 

    ４日（木） 入学説明会 

          市Ｐ連常任委員会 

    ５日（金） 学力テスト（全学年） 

    ８日（月） 空知教育局学校教育指導訪問 

   １０日（水） 公立高校推薦入試 

   １２日（金） 一斉実行委員会・代表議員会 

   １５日（月） 諸活動休止日～１７日（水） 

   １８日（木） 後期期末テスト（１・２年） 

          職員会議、定時退勤日 

   １９日（金） 後期期末テスト（１・２年） 

          全体研修（教職員） 

          ＰＴＡ役員会 

   ２３日（火） 天皇誕生日 

   ２５日（木） 一斉実行委員会・代表議員会 

   ２６日（金） 美化の日 

 

 ３月 ３日（水） 公立高校学力検査 

    ４日（木） 公立高校面接検査 

    ９日（火） 同窓会入会式（未定） 

   １２日（金） 第７回卒業証書授与式 

   １６日（火） 公立高校合格発表 

   １７日（水） 職員会議 

   １８日（木） 参観・懇談日（予定） 

   １９日（金） 深川小・音江小卒業式 

   ２３日（火） 大掃除 

２４日（水） 修了式・離任式 

 

 ４月 ６日（火） 前期始業式・入学式 


