
この夏休みに３年生は，各自体験入学に

参加し，興味のある高等学校の特色につい

て学びました。体験を終えた３年生の一人は「体験授業では英語と理科の学習をしまし

た。理科では，液体窒素を使った実験をして，風船とか葉を凍らせたりしました。中学

校英語と，高校英語のスピード感，テンポ感の違いを感じました。部活は，高校生と一

緒に練習して，高校生の技術の高さを感じました。」と感想を述べていました。いよいよ

進路決定をする２学期，全力で頑張りましょう。

残暑お見舞い申し上げます。
校 長 勝 田 隆 志

厳しい暑さが続いておりますが，皆様いかがお過ごしでしょうか。全国的に新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まらない中です
が，学校は無事に新学期のスタートの日を迎えました。学校では基本的な予防対策を継続し，その徹底を図りながら，今後もご家庭と一
緒になって対応に努めてまいりたいと考えています。
さて，２学期は一年を通して一番長い学期となります。体育大会や文化祭などの大きな行事が続く今学期は，行事の取組を通して生徒

たちが大きく成長する学期です。生徒たちには，失敗を恐れることなく新しいことにどんどん挑戦し，そうして得た様々な学びを自身の
成長に繋げる学期にして欲しいと思っています。我々職員も生徒たちの成長のため精一杯のサポートをしてまいります。２学期の教育活
動及びＰＴＡ活動等におきましても，引き続きご支援・ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

先日の２回目の出校日には，生徒に次のような話をしました。一部紹介します。

朝を制するものは自分を制する

朝の早起きの習慣が身に付くと，気持ちも体もその日一日を調子良く過ごすことができます。このことは私自身の経験からも実感して
います。
「早起きは三文の徳」ということわざにもある通り，「早起きは良いことがあるよ」という肯定的な教えとして一般的に用いられていま

す。他にも「朝起き千両夜起き百両」という似た意味のことわざもあり，どの時代を生きてきた人々にも早起きは価値があり良いものだ
とされてきたことが分かります。
ここで，私の考える早起きの４つの良さを伝えます。
１つめに，時間を有効に活用できます。早起きは，何よりも気持ちに余裕が生まれます。朝慌てて家を出ることもなくなり，学校に着

いた後も落ち着いてやるべきことができるため，気持ちが整ったまま朝読書や授業にスムーズに入ることができます。
２つめに，落ち着いて朝食をとることができます。時間が無いからと急いで食べたり朝食を抜いたりしていては，胃に負担がかかるし，
脳にエネルギーが行き渡りません。朝食を家族と一緒にとると，家族と過ごす時間や会話も自然と増えます。
３つめに，学習の効率が上がります。睡眠により脳がリフレッシュされているため，朝起きてから限られた時間のなかで行う勉強は集

中力が付きます。体のストレッチをして，血流を良くし脳を活性化させると，更に効率は上がります。
最後に，自分で自分を律する力が身に付きます。最初は辛いと感じる早起きを継続し習慣化するには，精神力が必要です。日々の訓練

による早起きの成功体験は，自信になり精神力も身に付きます。精神力が高まれば，体力や学力にも良い成果をもたらし，様々な困難に
も立ち向かうことができるようになると考えます。この自分を制する力が身に付くことこそが，早起きの一番の良さだと思います。

この調査では，朝食を食べている生徒は食べていない生徒よりも正答率が高い傾向にあること，そして毎日朝同じ時間に起きる生徒ほ
ど正答率が高い傾向にあることも分かっています。つまり，決まった時間に早起きをし，朝食をしっかり食べる習慣を身に付けることは，
学力向上に繋がるということが言えるのです。
２学期が気持ちよくスタートできるように，今のうちから早起きの取組をまず始めてみましょう。

上記の内容で話をしましたが，生徒の皆さんは夏休み終盤の生活はどうでしたか。２学期以降も，自分で決めた時刻で早起きできるよ
うに訓練を続けましょう。間違いなく自分の中の何かが大きく変わるきっかけになると思います。

「令和４年度全国学力・学習状況調査」（３年生対象：Ｒ４．４月実施）から
問１『朝食を毎日食べていますか？』

→ 『食べている』と回答した生徒の割合
問２『毎朝同じくらいの時刻に起きていますか？』

→ 『起きている・どちらかというと起きている』と回答した生徒の割合
本校の結果は，上記のどちらの問いも県や全国の平均よりも低い結果でした！

９月１日（木） 始業式 情報モラル学習会

２日(金) ３年第２回実力試験

８日(木) 体育大会予行

10 日(土) 土曜授業 体育大会準備

11 日(日) 第 76 回体育大会
22 日(木) ２年高等学校訪問

26 日(月) １・２年生中間テスト（～ 27 日（火））
29 日(木) 曽於地区中学校駅伝競走大会（しおかぜ公園）

30 日(金) ２年租税教室

10 月４日（火） 生徒会立会演説会・選挙 新人戦推戴式

６日（木） 身体測定（ 1 ～ 3 年）
７日（金） ２年がん教育

８日（土） 先輩に学ぶ（ 1 ～ 3 年）
12 日（水） ３年第３回実力試験 地区新人総合体育大会

13 日（木） ３年第３回実力試験 地区新人総合体育大会

28 日（金） 第 76 回文化祭 第４回学校運営協議会

有明中学校 学校だより

公孫樹
い ち よ う

（有明中ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ） 令和４年 ９月１日号

【PTA奉仕作業】ご協力有難うございました。
８月２１日（日）PTA 奉仕作業を実施しました。新型コ

ロナウイルス感染拡大防止の観点から生徒の参加は見送り，
保護者のみの参加で実施しました。６時３０分からの実施で
したが，６０名ほどの人数で短時間で実施しました。短時間
の作業でしたが，皆様のご協力であっという間にグラウンド
及びその周辺の作業が終了し，綺麗になりました。ご参加・
ご協力ありがとうございました。

高校体験入学 のべ７４人参加

【第１回英語検定合格】

３Ｂ 森山 桃圭 ４級
３Ｂ 五反田 愛希 ４級

※ 7月号で，紹介できずにご免なさい。

【第 38 回曽於地区児童生徒の「健康に関する標語」審査会】

２Ｂ 竹井 野乃花 入選
「早寝早起き朝ご飯 充電完了 いってきます」



１ 令和４年度全国学力・学習状況調査（現中３）結果 【数学】

令和４年度の全国学力・学習状況調査 ・前時の学習内容の定着状況を確認するための小テストや計算力の定着向上を図るための 5分間テストをを実施する。
（中学 3 年生）の結果は，左表と下グラフ ・生徒の興味関心を喚起し，主体的に授業に取り組む授業展開を工夫し，個別指導を実施する。

になります。国語，数学，理科ともに全国 ・デジタル教科書，ＡＩドリルを活用する。

平均を下回る結果となりました。数学に関 【理科】

しては，県平均を上回り，全ての教科で市 ・実験の方法や実験結果から考察する過程に時間をかける。

平均を上回りました。 ・ロイロノートやデジタル教科書，ＡＩドリルなどのＩＣＴ機器を効果的に活用する。

今回の結果を職員で分析し，成果・課題
についてまとめました。今後は，各教科の ◎【授業外取組】
具体策について，実行してまいります。ま 【国語】

た，家庭学習の充実という面では，学校と ・同年代の優秀な作文, 俳句, 短歌等を積極的に紹介し, 表現の工夫や表現による伝え方等を実感させ, 言葉に対する関心を
ご家庭との連携が必要になります。ご協力 高める。

をよろしくお願いします。 【数学】

・Web問題等，自分の考えを表現する問題を週末課題等に出す。
・小学校と連携したメディア時間(スマホ使用)削減と家庭学習時間の確保に取り組む。

【理科】

・休日課題を定期的に取り組ませ，「KSちょう」による授業振り返りの充実を図る。
・Web問題やＡＩドリルなどで家庭学習の課題に取り組ませる。

◎【家庭学習の充実の為に】kSちょうの家庭での見届けやノーメディアディの実施のお願いする。
【国語】

・「南風録」等の視写をさせ，段落の構成の方法や役割を体感させたり，故事成語・慣用句等の使い方に慣れさせたりする。

・生徒の優秀な作品等を学級便りで積極的に紹介する。

【数学】

・学習内容や家庭学習課題の内容・提出状況等について家庭に知らせる機会を作るようにする。

・小中連携教育における「有明小中ブロックスタンダード」を各家庭に周知し，実践する。

【理科】

・課題の内容や提出状況を家庭へ知らせ，連携を図る。

○【成果】 ・学習の時間，読書の時間を家族全員で設けてもらうなど提案をする。

【国語】

・全国比・県比では平均に届かないものの，漢字の書き取り，語句の意味，書写に関する事項等は比較的できている。 ２ １学期の学習状況
【数学】 １学期の各学年の学習状況のまとめを掲載します。各学年の目標時間は，60 分＋ 30 分×学年で
・週末課題を課す取り組みにより基礎基本の定着の成果が表れた。 す。学力の定着の為には，必要とされる時間です。目標に達している１年生は１４人，２年生は６
・学びの時間等にＷeb問題に取り組んだり，定期テストに思考・判断・表現に関する問題を出題したり実践した成果が 人，３年生は４人でした。自分の平均学習時間はどれくらいだったでしょうか。２学期が始まりま
出た。 す。実現可能な目標を立て，意識して 1日 1日を過ごすことはとても大切です。自分の学習スタイ
【理科】 ルを再度，見直し，取組を工夫してください。
・天気の気圧と天気図，気圧や気温湿度のグラフの読み取りはできていた。

・動物の分類はできている。 ・天気や動物など身近な現象の分野はできている。

△【課題】
【国語】

・表現のしかた，技法，資料の読み取り等を苦手とする生徒が多い。

【数学】

・学習への興味関心が低い生徒に対する生徒への意欲喚起が課題がある。

・自分の意見をまとめられない，または発問の意味が理解できない生徒がいる。

【理科】

・授業で取り扱っていない図や現象への応用力が弱い。

・データから推論したり，総合的に検討して考える力が弱い。

◎【授業改善】
【国語】

・教材に沿って，関連する漢字の用例，短作文作成，言い換えなど，基礎的・基本的な語彙の習得の場面を多く取り入

れる。

・生徒のつぶやきや誤答発言なども積極的に取り上げ，間違った解釈の根拠を学級全体で共有させるとともに，文脈に

沿った読解や情景描写から読み取れる心情の変化等に気づかせる。

１学期（４月～７月）の宅習時間別人数
学年 時間 ０～ 29 30～ 59 60～ 89 90～ 119 120～ 149 150～ 179 180～ 210 未提出 平均
１年生 １２人 １３人 ６人 １０人 ２人 ２人 ０人 ６人 64分
２年生 ２人 １５人 １８人 ９人 ５人 １人 ０人 １０人 75分
３年生 ４人 ７人 １４人 １１人 ６人 ３人 １人 ７人 88分

国語 数学 理科
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