大村中学校通信 Ｎｏ２４

チーム大中 思いを力に！

学校教育目標 心豊かで、自主性に富み、創造的で、未来を切りひらく生徒の育成
校
訓 「 自主・創造・敬愛 」 Ｒ１．１１．１４発行 文責 校長 松﨑大樹

今年も２ヶ月を切りました・・・。みなさんの実りの秋は大丈夫ですか？
３年生は志望校合格、１・２年生は確かな学力の定着のため
日々の学習を加速させていきましょう！
生徒のみなさんへ
１年間をマラソンに置き換えると、折り返し地点を過ぎてちょうど１ヶ月が過ぎました。そして、気がつくと今年も残り２ヶ月を切っています。
３年生のみなさんは、現在、三者面談が実施され、自分の志望校決定に真剣に向き合っています。そして、私立高校の早いところでは、
いよいよ年が明けると高校入試が始まります。つまり、入試本番までは、私立高校で残り約２ヶ月、公立高校までも残り約３ヶ月という時期
に来ているのです。自分の将来を決めると言っても過言ではない高校入試であり、その為の大切な一日、一日の学習の取組。３年生のみ
なさん、今の自分は大丈夫ですか？
また１・２年生のみなさんにとっても、この時期の学習はとても大切なものとなります。中学校における成績は各学年ごとに確定させて
いきます。そしてその３カ年の合計を内申点として、高校の受験校に調査書に記載して送付しているのです。しかしながら、前期通知表の
成績はまだ確定されたものではありませんから、この後期に、前期通知表において良かったところをもっと伸ばし、悪かったところはしっか
り改善することができれば、間違いなく成績は上昇するのです。そして、その上昇した成績がそれぞれの学年の自分の成績として確定され
ていくのです。その為の大切な一日、一日の学習の取組。１・２年生のみなさん、今の自分は大丈夫ですか？
このように、中学校では、全ての学年で高校受験は始まっているのです。また、中学校では、今の自分の日々の取組が、将来の自分の
生き方やポジションに、間違いなくはね返って来ることをしっかりと認識しなければいけないのです。
時は晩秋を迎えています。みなさんの実りの秋に向けて、今年も残り２ヶ月、日々の学習を加速させていきましょう！

令和元年度後期のテスト・入試スケジュール

後期中間テスト
期日
11月19日
（火）
11月20日
（水）

学年
1年生
2年生
3年生
1年生
2年生
3年生

主な私立高校入試

1校時 2校時 3校時
英語 理科 社会
理科 英語 数学
国語 社会 数学
国語 数学
社会 国語
理科 英語

３
年
生

●日大高校 特別 1/15
●鎮西高校 特別 1/16
●創成館高校 特別 1/17
●向陽高校 特別 1/16

公立高校入試

一次 1/30
一次 1/29
一次 1/28
推薦1/17
一次1/30

３年生

大村市学力調査
２
年
生

この大村市学力調査は、東京書籍「標準
学力調査」を用いて実施されます。
この学力調査では、現時点での生徒一人
一人の学習の定着度や学習の課題を明確
に把握することができます。そして、その結
果を後期後半の学習、そして次年度に向け
ての学習に役立てようとするものです。
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12月13日（金）
１
年
生

1校時

2校時

3校時

1年

国語

英語

数学

2年

数学

国語

英語

１
年
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※国語と英語のテ ストは、聞き取り問題がありま す 。

１／８・９

これから３ヶ月の学校行事について
１１月
19～20日 後期中間テスト
20日 チャレンジド運動会
21日 避難訓練③
23日（祝） 勤労感謝の日
27日 校内合唱祭
28日 学年・全校専門委員会

１２月
5日 生徒会選挙
13日 大村市学力調査
（１・2年生）
17日 あすチャレ！
ジュニアアカデミー（1年生）

18日 学級・全校専門委員会
24日 冬休み前集会
31日 大晦日

１月
1日 元日
8日 冬休み明け集会
実力テスト（１・2年生）

9日 実力テスト（１・2年生）
13日（祝） 成人の日
14日 大村市内４高校
合同説明会（２年生）

21日 生徒集会
23日 人権集会（２・３年生）

●推薦・離島留学
２／５
●全日制・定時制（前期）
３／１０・１１
●定時制（後期）
３／２５
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「自由」は大切なもの。で
も、「自由」とは 、何もしない
ことではありません。「自由」
とは、やりたいこと、進みた
い道が見つかったとき、そ
れをあきらめることなく、自
分の力で実現できること。
その「自由」を手に入れるた
めに何が必要か？
それが毎日の「勉強」だと
思うのです。
（学校だよりＮＯ２３より）

２／１２・１３・１４

覚えていますか？
後期始業式でのＹ・Ｍさんの言葉？
時間の大切さを教えてくれました・・・。
もし、今日が受験の一か月前だったら。一
週間前だったら。きっと多くの人が今より一
時間一時間を大切にして自分の実力と向き
合っているでしょう。その気持ちで今日から
時間を大切にして過ごすことができたら、
きっと笑顔で来年の春を迎えることができる
と思います。目標に向かって今すべきことは
何か、しっかりと考え、一年の節目となる今
日から半年後の自分のために頑張っていき
ましょう。（1部抜粋）

新しい教育の指針 「2021年新学習指導要領完全実施」に向けて
生徒達の実態を分析し、先生達も日々の授業改善に頑張っています！
現在の社会状況
情報化

各種学力調査・生徒質問紙等
から捉えた、本校生徒の実態

グローバル化

○問題を正しく読み取り、複数の情
報から必要な情報を選択したり関
連づけたりすること、また、それら
をもとに自分の考えをまとめ表現
すること（＝自分の考えを深めなが
ら、話すこと・聞くことや相手に分か
りやすく伝えること）に課題がある。
○先を見通し、計画を立て、継続し
て学習に取り組む生徒の割合が低
い傾向にある。
○メディアの使用時間も長くなる傾
向があり、家庭において、学力を向
上させるための主体的な取組を行
うことが苦手である。

少子化・高齢化の進展
社会保障制度の存続困難

労働力人口の減少
ポピュリズムの台頭

SDGs（持続可能な開発目標）
＝“ 2030年までに達成すべき
17の目標 と１６９のターゲット”

H29.3そこでこれからの新しい教育の大き
な枠組みを示した「新学習指導要領」
が告示されました。

先行き不透明で、あら
かじめ正解が用意され
ていない未来に向けて、
自分なりの答えを創造
できる生徒達を育んで
いかなければいけませ
ん。

今回の学習指導要領では、
２０３０年を見通して将来の社会を
作っていける子どもを育てる
という大きなねらいが貫かれています。

そこで、大村中学校の先生方も、生徒達の課題改善、そして確かな学力向上のため、新学習
指導要領が目指す「主体的で対話的な深い学び」となる授業改善研修に現在取り組んで
います。
令和元年度・大村中学校研究主題

「ともに学び、ともに深める学習指導の実践」
～教科における見方・考え方を働かせる活動を通して～

研究仮説
生徒一人一人が、各教科における見方・考え方を十分に働かせ、「めあて」を達成するための学習活動
（＝課題）に「見通し」を持って主体的に取り組むことができれば、学習に幅と深さが生まれ、「まとめ」「振り
返り」を行うことで、新たな深い学びを育むことができるだろう。

本校の生徒達をさらに詳しく
見ていくと・・・

「新学習指導要領」が目指す、これからの社会を生き

【研究の実際】
１単位授業の中に、「めあて」
「まとめ」「見通し」「振り返り」を
仕組み、本校の授業スタイルの
確立を目指します。

抜いていくために必要な資質・能力を、生徒達にしっかりと
育んでいきます。

「めあて」とは・・・５０分という単位時間における学習活動のゴールであり、授業で目指す生徒のゴールの姿
を設定していきます。

「まとめ」とは・・・本時の「めあて」に対する答え・結論のことです。「めあて」を達成するために、どうすれば
課題を解決できたのかを「まとめ」ていきます。
「見通し」とは・・・ 「学習活動＝課題」の意味を理解させ、意欲を持たせる場面です。その活動＝課題を成し
遂げるための活動方法を考えたり、その活動に効率的に取り組める方法を考えさせます。
「振り返り」とは・・・生徒が授業で得た「学びの発見」や「新たに身に付けた力」、「達成感」等を自分の言葉で
表現したものです。「振り返り」を通して、家庭学習や次回以降の授業に本日の授業がつな
がっていくことを期待しています。

日々の学校生活や部活動を通じ
て物事を最後までやり遂げたり、
成功体験を経験しているため、自
己肯定感や自己有用感を体得して
いる生徒が比較的が多いようです。
その為、授業で学んだことを他
の学習場面や生活の場面で生か
したいと努めている生徒が８割近く
存在しており、将来的には、自分
の資質・能力を基に、人の役に立
ちたいと考えている生徒が多いと
捉えることができます。
しかしながら、その実現のために、
自分で計画を立て、粘り強く、学習
に取り組む生徒の割合はとても低
く、話し合い活動を通じて自分の考
えを深めたり、広げたりする協働
の姿勢も低調のようです。

2019.12.17「あすチャレ！ジュニアアカデミー」が大村中にやってきます。
「あすチャレ！ジュニアアカデミー」とは、
一流のパラアスリートを中心とした講師をお招きし、講
話やパラスポーツに関するレクチャー、体験を通じた障
がい者理解を通じて、自分のこととして考える機会を提
供する90分のプログラムです。
講師の実体験やパラスポーツの知識から共生社会の
実現に向けた基本的な考え方を身に付けることができ
ます。
そして、あすチャレ！のモットーである、生徒達がその
日から行動に移すことができることを目的としています。
今回の「あすチャレ！ジュニアアカデミー」のプログラ
ムは、大村中学校1年生188名を対象に開催します。
乞うご期待ください。

「違い」は会社と社会の財産

今回、講師として来校いただける
パラパワーリフティングの山本恵理 様
全日本選手権 女子55kg級 1位
※日本記録59㎏樹立

生まれつき障がいのある私は、今まで３つのパラ
スポーツを通して様々なことを学びました。
全てのパラスポーツとの出会いは、突然で予期しな
いものばかりでしたが、だからこそ目の前の機会を
どのように生かすかを考えることが、重要だったと思
います。生まれた時から見た目の形状が他の人と明
らかに違っていた私。だからこそ得た経験、そして周
りの人の目に見えない違いをどのように会社や社会
で生かすことができるかをお話します。
一度パラスポーツの魅力を学びながら、自分がど
のように周りの人を見ているか、じっくり考え直す機
会にしてみませんか。
山本恵理より

