
 
 
 
 
 
 
 
  

失敗を恐れず、難しいことに挑戦しよう！ 

校 長 山 本 豊 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

生徒による授業評価の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全校集計結果 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

よく当てはまる 52.4% 49.7% 54.7% 37.5% 51.2% 34.5% 47.1% 45.2% 

まあまあ当てはまる 39.6% 38.4% 36.1% 45.1% 39.6% 42.6% 43.0% 39.2% 

あまり当てはまらない 6.3% 9.4% 7.5% 13.1% 7.0% 16.5% 7.8% 11.5% 

当てはまらない 1.7% 2.6% 1.7% 4.4% 2.3% 6.4% 2.1% 4.1% 

【評価内容①～⑧】                               （令和元年７月実施） 

①この授業では、何を学習するのかがよく分かる。    ②先生の説明がよく分かる。 

③先生の声の大きさや話す速さはちょうどいい。     ④集中して学習に取り組める雰囲気である。 

⑤先生は分からないこと、質問などを良く聞いてくれる。 ⑥この授業は家庭学習の仕方がよく分かる。 

⑦集中してこの授業に取り組めている。         ⑧分からないことは、質問するなどして解決できている 

長い夏休みが終わり、令和元年の２学期がスタ

ートしました。部活動ガイドラインの導入により

例年より静かだった学校も、２学期の始業式とと

もに活気が戻ってきました。 

さて、本校では夏休みの期間をかけて、全国学力

学習状況調査や東京都学力向上を図る調査などの

結果を分析し、２学期からの授業改善の準備を進

めてきました。全国学力・学習状況調査の生徒意

識調査を分析すると、本校の生徒の意識が東京都

や全国と比べてどのような状況にあるか知ること

ができます。例えば、「将来の夢や希望を持ってい

ますか」とう問に対して、本校の 3 年生の 76.8％

の生徒が肯定的な回答をしています。この割合は、

東京都や全国の平均値と比較して高い割合を示し

ています。ところが、「難しいことでも、失敗を恐 

れないで挑戦していますか」（挑戦心）という問い 

に対する肯定的な回答の割合は 61.6％で、東京都

や全国の平均値を下回っています。とりわけ「難し

いことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか」

という質問に肯定的に回答した生徒ほど、授業で学

んだことをほかの学習に生かそうとしたり、国語、

数学、英語等の学習においても、主体的な姿勢をと

る傾向があるそうです。このように良い点を強みと

とらえ、不足している点を弱みととらえて改善する

ことにより、学力向上を図ります。日常的な取り組

みの中で、「失敗を恐れず、難しいことに挑戦する」

意識を大切にしてほしいと思います。また、互いに

生徒同士で挑戦している姿勢を認め合い、励ましあ

うような学習環境を作っていきましょう。実りある

２学期のために、失敗を恐れず、難しいことに挑戦

し続けて欲しいと思います。２学期の一中生の活躍

に期待しています。 

 

一中だより 
福生一中ホームページ  http://fussa-1j.hs.plala.or.jp/ 
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「夢や希望を育み、未来を切り拓く力を育てる学校」 

 

福生市立福生第一中学校 

令和元年度 体罰防止スローガン 
「 ６秒待って 落ち着いて COOL な頭で HOT な指導 」 

今年も体罰防止月間(７月１日～８月 31 日)の取組として体罰防止研修会を実施し、体罰防止スローガ

ンの作成を行いました。研修会では、STOP！体罰の DVD 視聴や事例研究を通じて体罰防止について教

職員の理解啓発を図りました。生徒一人一人を大切にし、言葉と心の指導を心掛け、体罰ゼロの指導を継

続していきます。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

【9 月の主な予定】 

  3日(火) 生徒委員会 

  4日(水) 福生市教育研究会（研究授業）   

  5日(木) 専門委員会  

  6日(金) 避難訓練  

  9日(月) 生徒朝礼 

 11日(水) 職員連絡会 

11日(水)～13日(金) 2年職場体験 

 12日(木) 1年校外学習、2年 8組校外学習 

13日(金) 3年実力テスト 

16日(月) 敬老の日 

17日(火) 朝礼、安全指導 

18日(水) 校内研修会  

19日(水) 1年 8組校外学習 

20日(金) 生徒会役員選挙 

21日(土) 授業参観日 

23日(月) 秋分の日 

23日(月)～25日(水) 3年修学旅行 

26日(木) 3年振替休業日 

27日(金) 8組多摩特研マラソン大会試走 

30日(月) 水泳指導(終) 

10月 1日(火)～2日(水) 中間テスト 

 3日(木) 8組多摩特研マラソン大会 

 

＜８組 卒業生の話を聞く会＞ 
８月２４日(土)、８組では、高校生から二十歳の

社会人まで２０名の卒業生を招いて、「卒業生の話

を聞く会」を行いました。卒業生の進路先での生活

の様子や大事にした方がよいことなど、これから進

路を考えていく上で大切なことを教えてもらいまし

た。異動された先生にも参加していただき、有意義

な会となりました。参観していただいた保護者の皆

様、ありがとうございました。 

夏休みの主な大会結果 
夏休みに行われた大会等の結果です。(敬称略) 

 ＜第 8 ﾌﾞﾛｯｸ夏季新人大会＞ 

女子バスケットボール  第５位 
＜都吹奏楽コンクール Ｂ組＞ 

吹奏楽部          金 賞 

＜全日中通信陸上競技大会東京大会＞ 
＜女子共通＞     記録 

○○ ○○ 走高跳 1m54 第６位 

＜青梅市陸上競技選手権大会> 
＜男子中学２年の部＞ 記録 

○○ ○○ 走高跳 1m55 第１位 

＜男子中学３年の部＞ 記録 

○○ ○○○ 走高跳 1m35 第３位 

＜女子中学２年の部＞ 記録 

○○ ○○ 走高跳 1m53 第 1 位 

＜男子中学共通 ４×100m＞ 記録 49 秒 02 

○○ ○○○  ○○ ○ 

○○ ○○   ○○ ○○ 

＜福生市長杯・男子ソフトテニス＞ 
 ○○ ○○  ・ ○○ ○○ 優勝 

 ○○ ○○ ・ ○○ ○○ 第３位 

 ○○ ○○○ ・ ○○ ○○ 第３位 

＜福生市長杯・女子ソフトテニス＞ 
 ○○ ○○ ・ ○○ ○○  準優勝 

 ○○ ○○ ・ ○○ ○○  第３位 

 ○○ ○○ ・ ○○ ○○  第３位 

＜剣道（段位取得）> 

初段 ２年 ○○ ○○、○○ ○○ 

      ○○ ○○ 

 

8月 24日(土)卒業生の話を聞く会 

＜教職員の産休・後任について＞ 

出産育児休暇のため、8 月 19 日より２年８組

副担任の田母神 真喜子教諭がお休みします。 

後任は、特別支援学級補助員の松尾 悠教諭

です。適切に引き継ぎ、教育活動が充実するよ

う進めてまいりますのでご承知おきください。 

＜教職大学院生の教育実習について＞ 

9 月 17 日(月)から教職大学院生の教育実習が

始まります。 

教育実習生 内田 海翔 

指導教員  石原 照泰 主任教諭 

担当教科  理科 

主に 2 年生の授業を担当します。 

なお、教職大学院生の教育実習期間は２年間

で、連続で行う２週間の教育実習を含めて合計

４０日の教育実習となります。 

＜2019！体験ボランティア 修了者＞ 

○○ ○○○ ・ ○○ ○○ ・ ○○ ○○○ 

○○ ○○ ・ ○○ ○○ ・ ○○ ○○○ 

○○ ○○ ・ ○○ ○○ ・ ○○ ○○ 

○○ ○○○ ・ ○○ ○○ ・ ○○ ○○ 

○○ ○○ ・ ○○ ○○ ・ ○○ ○○ 

8月 24日(土)「卒業生の話を聞く会」 


