
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

校 長  石 成 牧 子  

黄金色に実った稲穂を刈り取る風景があちらこちらで見られるようになり、青い空がひときわ高く

感じられる季節を迎えました。学校では、前期中に２回の緊急事態宣言が発令されたことにより、行

事や教育活動、部活動などに大きな制限が加えられ、度重なる延期や変更を余儀なくされましたが、

「学校における新型コロナウイルス感染症に係る管理衛生マ

ニュアル」に則り感染症対策を徹底しながら、今できる教育活

動を工夫しながら取り組んでまいりました。保護者や地域の皆

様には、コロナ禍の教育活動にご理解を賜り、支えていただい

ておりますことに心より感謝申し上げます。その前期も１０月

８日に終業式を迎えます。学校にとりましては、節目にあたる

時期になりますので、これまで本校で取り組んできました重点

の一つである「自ら学びに向かい主体的に活動する指導の工

夫」の進捗状況をお伝えいたします。 

 

 昨年度、学習指導要領（学習指導要領は、全国どこの学校で

も一定の水準が保てるよう文部科学省が定めている教育課程

＝カリキュラムの基準です。およそ１０年に一度、改訂してい

ます。子供たちの教科書や時間割は、これを基に作られていま

す。）が改訂され、中学校では今年度から全面実施になりまし

た。（小学校では昨年度から全面実施になっています。全面実施

前の３年間は移行期間として先行実施期間が設けられていま

した。）今回の改訂では、それぞれの教科で求められている資

質・能力を育成するために、あるべき授業の姿として「主体的・

対話的で深い学び」が重視されています。そのため、本校にお

いても研修を積み重ね授業で取り組んできました。 

右側の写真は、1 年生社会と２年生家庭科、３年生の英語の

授業の一コマです。全員が黒板の方を向いて先生の説明を聞く

という一斉型の授業だけではなく、少人数の学習集団（ぺアや

グループ）を作り学んでいます。このペアやグループによる活

動は、深い学びを実現するための一つの手段です。もちろん、
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一斉型の授業により身に付けなければならない知識や技能を習得する授業も必要です。しかし、それ

だけでは思考力や判断力、表現力を育成することは難しいとされています。子供たちが主体的に学ぶ

には、その学習内容や教材に興味や関心を持ったり、学ぶことに必然性を感じたり、自らの経験に照

らして問題意識を持ったりすることが大切です。また、学習の過程において子供同士が話し合ったり、

一人一人が自分の思いや考えと向き合ったり、教材そのものと関わりながらじっくり観察したり、分

析するなど、対話的な学習が子供の思考を促します。このような学習過程の中で身に付けた知識を関

連付けたり、様々な情報を整理して

自らの考えを創造したり、見い出し

た問題を解決したりするなどの深い

学びが実現するのだと思います。新

型コロナウイルス感染症の影響で学

習活動にも制限がかけられています

が、「主体的・対話的で深い学び」を

実現できるよう、工夫を凝らしなが

ら子供たち自身が「わかった」「でき

た」「身に付いた」と実感する授業づ

くりにこれからも取り組んでまいり

ます。 

 

 もう一つ「自ら学びに向かい主体

的に活動する指導の工夫」の重点に

関わり、取り組んでいることがあり

ます。本校では、これまでにもＩＣ

Ｔ機器（実物投影機やデスクトップ

型パソコンやノート型パソコンな

ど）を授業の中で活用し、調べ学習

やパワーポイントを用いたまとめ学

習、発表などに取り組んできました。

今年度から文部科学省による「ＧＩ

ＧＡスクール構想」が導入され、一

人一台端末タブレットが子供たちに

貸与されました。その取組の様子は、

６月３０日発行の「深中だより第３

号」で紹介したところですが、活用

の幅はさらに広がっているところで

す。その実践が北海道教育委員会の

ホームページ「ＩＣＴ活用ポータル

サイト」にアップされています。そ

の中の新着情報「R3.9.15 ○１人１

台端末の効果的な活用に向けてのペ

ージを追加」をクリックすると、本

校で ICT を活用している授業の動画



や画像が他校の取組とともに紹介

されています。その他に深川市内

の小中学校の教職員を対象に夏季

休業中に実施された「深川市 ICT伝

達研修会」(深川市教育委員会主

催)の様子なども掲載されていま

す。お時間のあるときにご覧いた

だければと思います。 

 

 また、９月上旬には、各家庭のご

協力のもと、タブレットを家庭に

持ち帰り、健康観察の学校への送

信や短い動画の視聴ができるかを

試していただく通信テストを行ないました。その結果として、ほとんどの家庭で健康観察の送信や短

い動画の視聴が可能であることがわかりました。今後、家庭でのタブレットの活用につきましては、

深川市教育員会にご指導をいただき連携して進めていくことになります。今後、WI-FI の貸し出しな

どについて確認や整理が必要となりますので、今しばらくは、学校での活用を進めてまいります。 

 

 このように前期は、コロナ禍の中で制約のある教育活動ではありましたが、子供たちは新しい取組

にも柔軟に対応し、意欲的に教育活動に取り組み、一回りも二回りも成長しました。その成果が今号

に掲載いたしました全国学力・学習状況調査結果にも表れています。また、終業式には、通知表を持

ち帰りますので、お子様の前期の成果を確認いただき、後期に向けた意欲化につながる会話をご家庭

でしていたきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 昨年度は、コロナ禍の影響で中止（自校採点のみ）となった全

国学力・学習状況調査が、５月２７日（木）に全国一斉に実施され

ました。 

例年より 1 か月遅れで行われた本調査は「義務教育の機会均等

とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学

習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改

善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や

学習状況の改善等に役立てる」ことを目的としています。 

国語・数学の２教科と学習方法や学習環境・生活習慣等に関す

る生徒質問紙調査が行われました。 

 今号では、国語・数学の学力調査の結果概要を皆様にお知らせ

します。次号では生徒質問紙調査の結果分析をお知らせします。 

 また、本日３年生のお子さんには、右の様な国語・数学の結果

個票をお渡ししていますので、３年生の保護者の皆様は併せてご

確認いただきますようお願いしたします。 このような個票を 3 年生に返却します 



◆教科に関する調査（平均正答率） 
 

 深川中学校 北海道（公立） 全国（公立） 

国 語 ６７ ６５ ６４．６ 

数 学 ６３ ５６ ５７．２ 

 

◆正答数分布グラフ（横軸：正答数、縦軸：割合） 

 

◆国語の結果から分析（概要） 

 

複数の条件を合わせたり、抽象的な

表現を具体的な表現と結び付けて理解

したりすることが苦手です。 

無解答はわりと少なく、問題に向き

合って自分の考えを表そうとしている

ので、生徒が思考を深め、よりよい表

現につなげられるような活動を授業の

中に計画的に位置付けていきます。 

 

 

◆数学の結果から分析（概要） 

 

全体を通して、概ねよくできていま

す。無回答率もそれほど高くありませ

ん。 

領域別でみると、「数学的な見方や

考え方」がやや低いです。この観点は

記述問題が多いことも関連していると

思われます。 

問題形式別を見ると、やはり記述式

が低くなっています。しかし、無回答

は多くても３割程度となっているの

で、問題に取り組もうとする姿勢は見られます。見方や考え方、記述式に課題があるため、授業を通して

論理的に考える場面や、根拠に基づいて説明する練習を重ねる必要があると考えられます。 

 

 

 

 巻頭言にもある通り、１０月８日（金）の終業式に、お子さんたちは通知表を持ち帰ることになります。

７月の参観日の際の全体懇談会で担当者から本校の評価・評定について説明させていただきましたが、改

めて、ご説明いたいます。 
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１．通知表の【学習の記録】の表記について 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学習の観点 

① 教科で生徒に身につけてほしい力を示したものが観点になります。それぞれの観点がもつ目標（評

価規準）にどれだけ近づくことができたかという到達度を「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」で評価することにな

ります。 

② 今年度より、全教科とも同じ３つの観点「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取

り組む態度」となっています。（昨年度までは国語が5観点、他4観点） 

 

 

（２）観点の評価 

① この欄に、すべての学期において「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」が記入されます。その基準は以下のようにな

っています。 

「Ａ」…目標に照らして、十分満足できると判断されるもの 

「Ｂ」…目標に照らして、おおむね満足できると判断されるもの 

「Ｃ」…目標に照らして、努力を要すると判断されるもの 

 

 

（３）評 定 

① 評定は「５」「４」「３」「２」「１」の５段階で記入されます。観点から見た目標の達成の度合

いを「総合的に見るとどういう状況なのか」を表しています。その基準は以下のようになってお

り、他の生徒との比較や順位で決められるものではなく、評定の人数も、あらかじめ定められてい

るわけではありません。 

「５」…目標に照らして、十分満足できると判断されるもののうち、とくに程度の高いもの 

「４」…目標に照らして、十分満足できると判断されるもの 

「３」…おおむね満足できると判断されるもの 

「２」…努力を要すると判断されるもの 

「１」…一層努力を要すると判断されるもの 

 

② 観点の評価と、評定の関係については、２．（３）評価・評定の例や、３．評定の分かれ目に掲載

しています。 

③ 各教科の単元により『知識や技能を重視する』『考え・発想や伝え合う力を重視する』などの違い

があり、「観点の評価」（Ａ・Ｂ・Ｃの数等）が同じであっても、「評定」が異なる場合が出てき

ます。 

 

45

言語や伝え合う力についての知識・技能国
　
　

語

国語に関する思考・判断・表現 A A A 5

B B B

主体的に学習に取り組む態度 A A A

教

科
学習の観点

前　期 後　期 学年末

評価 評定 評価 評定 評価 評定



２．観点別評価と評定と達成率 
（１）達 成 率 

     達成率→               50%                  85% 

① 観点別評価 Ｃ Ｂ Ａ 

 

        達成率→        25%          50％              70%      85% 

② 評   定 １ ２ ３ ４ ５ 

 

③ 達成率とは、各教科の到達目標や評価規準に照らして、生徒一人ひとりが、どの程度達成できた

かを、数値に置き換えて表したものです。これを基準にしながら、評価・評定を出していきます。 

 

（２）評価・評定の資料となる主なものの例（教科によって多少異なる） 
 

観 点 主 な 評 価 資 料 

知識・技能 定期テスト・小（単元）テスト・学習プリント・ノート 

授業中の活動（実技テストを含む） 

思考・判断・表現 定期テスト・小（単元）テスト・学習プリント・レポート 

授業中の活動（実技等を含む） 

主体的に学習に取組

む態度 

授業中の活動・ノートやワークの取り組み・定期テスト 

課題や宿題や提出物 

 
 

（３）評価・評定の例 

  ★生徒Ａの観点別評価の場合 

① 「知識・技能」の学習プリント（10点満点×７回＝合計70点満点）で授業内容の復習を行い合計

40点だった場合。 
 

                                達成率 

 合計 ４０点 →  40÷70 →    ５７.１％  →  評価：Ｂ  

 

② 「思考・判断・表現」の単元テスト３回（40点満点×３回＝合計120点満点）を行い、 

合計１０５点だった場合。 
 

                                      達成率 

 合計１０５点 → 105÷120 →   ８７.５％  →  評価：Ａ  

 

  ★生徒Ａの評定 ～③「主体的に取り組む態度」の達成率が ８６％（評価：A） の場合～ 
 

 （①達成率５７．１%＋②達成率８７．５%＋③達成率８６%）÷３[１あたり量]＝７６．８% 

    評定達成率：７６．８％  →  評 定：４  

 



３．評定の分かれ目 
 

Ｑ．観点の評価が前期も後期も「Ｂ・Ａ・Ａ」と同じなのに、 

前期の評定が「５」、後期の評定が「４」となる理由を教えてください。 

Ａ．観点の評価の達成率の関係から、次のように、評定が異なることがあります。 

 

（１）生徒Ｂの前期の評定【 評定：５  観点の評価：Ｂ・Ａ・Ａ 】 

  ○評定：５ ＝（①８３%+②９０%+③９４%）÷３＝  評定達成率：８９％  
 

① 知識・技能      →８３％ →Ｂ  

② 思考・判断・表現   →９０％ →Ａ  

③ 主体的に取り組む態度 →９４％ →Ａ  

   ０％                                         100％ 

 

（２）生徒Ｂの後期の評定【 評定：４  観点の評価：Ｂ・Ａ・Ａ 】 

  ○評定：４ ＝（①６４%+②９４%+③８８%）÷３＝  評定達成率：８２％  
 

① 知識・技能      →６４％ →Ｂ  

② 思考・判断・表現   →９４％ →Ａ  

③ 主体的に取り組む態度 →８８％ →Ａ  

   ０％                                         100％ 

※ 上記は一例で、他にも様々なパターンで「同じなのに違う」ことは起こり得ます。 

  通知表をご覧になり、ご不明な点がありましたら学校までご遠慮なくお問合せください。 

 

 

 

 緊急事態宣言の影響で中止となった体育大会の代わりに、学年体

育を９月２８日（火）に実施しました。 

学年体育は各学年 1時間ずつ行い、内容は生徒たち自身が考えた

種目を行いました。生徒会種目の「おもしろ走」は①運命走 ②バ

ランスボールを背中で運ぶ ③大量の白ピンポン玉の中から黄色の

ピンポン玉を取り出す ④玉入れの玉キャッチの 4つの種目をリレ

ー形式で行いました。どの学年も、楽しそうに一所懸命取り組んで

いました。特に３年生の男女リレー

は大いに盛り上がり、あの姿を是非

とも下級生に見せたかったと感じ

ます。 

 去年今年と中止となってしまっ

た体育大会。来年こそは実施したい

ものです。 

1 年生 
生徒会種目(おもしろ走) 

借り人競争 

2 年生 
生徒会種目(おもしろ走) 

５色綱引き 

3 年生 

生徒会種目(おもしろ走) 

リレー(代表生徒) 

５色綱引き 

各学年の実施種目 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月２日（木）に更生保護女性会（会長：舟谷絹子

さん）から、雑巾２４６枚を寄贈していただきまし

た。 

会長の舟谷さんは、本校の学校運営協議会委員で

あり、その会議の折に、毎年雑巾が不足する話を学校

からさせていただいたところ、更生保護女性会の皆

様に声をかけ、それぞれが製作して今回の寄贈に至

りました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生を対象とした、放課後教室が始まりました。

滝川練成会の先生をお招きして、放課後１６：００～

１７：１０の間、数学５回、英語５回の計１０回の学

習会を開催します。 

写真は第 1 回目の数学の様子ですが、生徒たちは

真面目な態度で先生の話に聞き入り、熱心に学習を

行っていました。 

 

 
 
 

１０月 １日（金） 音江小授業公開研究会 

５日（火） 防災教育 

    ７日（木） １年見学旅行  

    ８日（金） 前期終業式  

   １１日（月） 後期始業式  

生徒会認証式・職員会議 

          定時退勤日（教職員） 

   １２日（火） 一斉実行委員会・代表議員会 

   １３日（水） 深川西高校体験入学 

          学校運営協議会 

   １４日（木） 学力テスト総合Ｂ（３年生） 

   １５日（金） 美化の日 

          半プロ討議、代表議員会 

          放課後教室（３年生） 

   １８日（月） 全体研修（教職員） 

          学校教育指導訪問 

   １９日（火） 宿泊研修①（２年生） 

   ２０日（水） 宿泊研修②（２年生） 

          第４回振興会サークル研修 

          定時退勤日（教職員） 

   ２１日（木） 回復休業（２年生） 

   ２２日（金） 学校祭特別日課再開  

          放課後教室（3年生） 

   ２５日（月） 一斉実行委員会・代表議員会 

   ２６日（火） 空知教育センター講座  

   ２７日（水） 英語暗唱大会：砂川市 

   ２９日（金） 深川中学校第 8回学校祭  

１１月 １日（月） 教育相談① 

          生徒総会リハーサル 

    ２日（水） 教育相談② 

          生徒総会 

    ４日（木） 地域参観日 

    ５日（金） 教育相談③ 

【10 月の部活動対外試合等の予定】（変更になる場合があります） 
 
★卓球部 7 日(木)～9 日(土) 全道大会＠函館市 2 名参加 

     31 日(日) 新人戦＠深川総体 

★バスケ 23 日(土)・24 日(日) 新人戦＠深川総体 

★野 球 2 日(土)・3 日(日) 信金杯＠深川市民球場 

     9 日(土)～11 日(月) 全道大会＠網走市他 

     16 日(土) 教育リーグ＠明苑中 

     23 日(土)・24 日(日) 教育リーグ＠深中 


