
 

 

 

 

 

 

 

 

QQQQ「「「「普段普段普段普段（（（（月月月月～～～～金金金金），），），），1111 日当日当日当日当たりどれくらいのたりどれくらいのたりどれくらいのたりどれくらいの時間時間時間時間，，，，テレビやビテレビやビテレビやビテレビやビ

デオデオデオデオ，ＤＶＤ，ＤＶＤ，ＤＶＤ，ＤＶＤをををを見見見見たりたりたりたり，，，，聞聞聞聞いたりするかいたりするかいたりするかいたりするか？？？？」」」」    

QQQQ「「「「普段普段普段普段（（（（月月月月～～～～金金金金），），），），1111 日当日当日当日当たりどれくらいのたりどれくらいのたりどれくらいのたりどれくらいの時間時間時間時間テレビゲーテレビゲーテレビゲーテレビゲー

ムムムム（（（（携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話やスマホとやスマホとやスマホとやスマホと使使使使ったゲームをったゲームをったゲームをったゲームを含含含含むむむむ））））をするかをするかをするかをするか？？？？」」」」    
 

○「全国学力・学習状況調査」には，質問紙調査もあ

ります。ほとんどの項目で良好な状況の本校ですが，

上記の質問では，ここ数年「う～ん」という結果が続

いています。費やす時間について，3333時間以上時間以上時間以上時間以上と答えと答えと答えと答え

たたたたヘヘヘヘビービービービーユーザーユーザーユーザーユーザーに近い生徒に近い生徒に近い生徒に近い生徒の割合が，県平均よりの割合が，県平均よりの割合が，県平均よりの割合が，県平均より

も高も高も高も高いのですいのですいのですいのです。。。。（今年度分は未発表ですが，例年と似た傾向が…。） 

○○○○本校本校本校本校では，生徒に「よい習慣」を身に付けさせるでは，生徒に「よい習慣」を身に付けさせるでは，生徒に「よい習慣」を身に付けさせるでは，生徒に「よい習慣」を身に付けさせる

ことを学校の大切なミッションと捉えています。ことを学校の大切なミッションと捉えています。ことを学校の大切なミッションと捉えています。ことを学校の大切なミッションと捉えています。な

ぜなら「よい習慣」が，将来の自立や夢・目標の実現

にプラスに働くと考えるからです。 

＊（「よい習慣」を，心身の健康につながる正しい 

生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣や今求められている資質・能力を身に付 

けるための学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣と本校では考えています。） 
 

 

 

 

○そこで「ふりかえり「ふりかえり「ふりかえり「ふりかえり FFFFRIDAYRIDAYRIDAYRIDAY」」」」

を始めました。これは，毎月の

最終金曜日に，各自がその月を

振り返って生活習慣の改善点を

明らかにし，次の月のめあてを

決めるというものです。 

「生徒が自分の生活を振り返
って課題を見つけ，自ら改善
に向けて努力するように支援
していきます。」（養教 佐藤） 

 

 

 

先月 25 日，目白大学教授目白大学教授目白大学教授目白大学教授    石田好広氏石田好広氏石田好広氏石田好広氏を 

お招きして研修会を開催しました。午前中の 

両小学校の授業参観に引き続き，午後は本校の 2 年生

の授業（国語，今川教諭）を参観していただきました。  

「素直で真面目な生徒の学習態度に心を打たれた。
聞き取る力に優れており，友達の発言を理解してい
る。先生の『どの生徒も活躍させようとする姿勢』
は ESD の構成概念にマッチしている。」（石田教授） 
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学校安全日  

郡総体抽選会 英語検定① 

テスト前部活動休止（～6日）  

前期中間テスト 部活動強化期間（～15日） 

心電図・血液検査（1・3年） 

イングリッシュキャンプ 

眼科検診（午後） 

郡総体壮行会 第 1回学校評議員会 

耳鼻科検診（1年） 

郡市総体郡市総体郡市総体郡市総体 1111 日目日目日目日目            ごおっごおっごおっごおっ～～～～ 

郡市総体郡市総体郡市総体郡市総体 2222 日目日目日目日目    
郡市総体郡市総体郡市総体郡市総体 3333 日目日目日目日目                炎の 3 日間    

6月 17日の振替休業日 

6月 18日の振替休業日 

読み聞かせ TIME 指導主事訪問（美術） 

職員会議 

専門委員会 

生徒集会 国際教養大訪問（3年） 

さわやかパワーアップ TIME 

 

 

 

 

 

おジャマしますおジャマしますおジャマしますおジャマします。。。。授業拝見授業拝見授業拝見授業拝見！！！！    

国語科国語科国語科国語科・・・・今川千春先生今川千春先生今川千春先生今川千春先生     

       今川先生の研究授業を参観しました。「枕

草子」と現代の随筆を比較し，「作者の見方

や感じ方について考えを深める」が「ねらい」

でした。生徒たちは，グループで自分の考え

を出し合った後，学級全体に紹介します。他 

の生徒の発表を聞いて，自分では気が付かなかった事に気

づき，考えを深めている生徒が（授業が進むにつれて）増

えていった印象です。また，そうした自分の考えの深化を

きちんと振り返り，全体に発表できる 2 年生はすごい。 

 今川先生は，授業研究部のリーダーです。そして，生徒

の「批判的に考える力」や「総合的に考える力」を高める

ために，率先して授業改善に取り組んでいます。加えて，

感心するのは，毎日の繰り返しによって地道に「よい学習

習慣」の定着を図っていることです。とにかく粘り強い！

とても参考になる 1 時間でした。 
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