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進んで学び、思いやりをもって、たくましく、しなやかに生き抜く人間の育成 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
３月 13日(金)、第 73回卒業証書授与式が厳かに行

われました。新型コロナウィルス感染防止対策のため、
来賓の方々の出席を最小限にするとともに、座席の間
隔を広げたり、時間短縮のために、式辞・祝辞などを
短くしてもらったり、全校合唱を式次第からはずすと
いう手立てを講じた中での開催でした。 
当日は、卒業生のご家族 58名、PTA会長、小学校長、

教職員 16名、そして在校生 56名が見守る中、卒業生
33名は、誇りと感動を胸に立派に巣立っていきました。
以下、校長式辞、ＰＴＡ会長祝辞、在校生送辞、卒業
生答辞を紹介します。 
 

 校長式辞  松山 正男                    
 
今年の冬は記録的な暖冬少

雪でしたが、本格的な春の訪れ
を、大仏公園の桜の木や平川の
流れ、そして、岩木山の残雪に、
少しずつ感じる季節になりま
した。        
今ここに、石川中学校第 73回卒業証書授与式を、

ご来賓の皆様と保護者の皆様のご臨席を賜り、盛大に
挙行できますことを心より感謝申し上げます。また、
国難ともいえるこの状況の中、卒業式ができるという
ことに対して関係各位に感謝したいと思います。  
保護者の皆様におかれましてはお子様の健やかな

成長を願いながら陰日向となって支え、これまで人知
れぬご苦労があったかと思います。そうしたこれまで
のご苦労に敬意を表すとともに心からお祝い申し上
げます。 
 ただ今卒業証書を手にした33名の卒業生の皆さん、
卒業おめでとうございます。新型コロナウイルスの感
染拡大が世界的に問題になっている中、こうして皆さ
んが健康でこの場にいることを大変嬉しく思います。
皆さんは平成 29年４月６日、本校創立 70周年記念の
年の新入生として入学しました。 
  入学式の日に皆さんに三つの期待することをお話
しました。一つ目は「目標をもって、自ら進んで学習
する」こと、二つ目は「周囲の人に対して思いやりの
気持ちをもって行動すること」、三つ目は「心と体を
鍛え、たくましく生きるということ」皆さんは、その
期待に見事に応え、毎日の学習や生徒会活動、部活動、
学校行事を通して、心身ともに大きく成長し、ここに
掲げられている「15歳の姿」に限りなく近づいたので
はないかと思います。                                     
３年間の学校生活で、うまくいかなかったこと、悩

んだこと、悔しかったこと、泣きたくなるほどつらか
ったこと、楽しかったこ
と、うれしかったこと、感
動したことなど様々な喜
怒哀楽と葛藤を経験しな
がら、成長しくれたことに
感謝したいと思います。 
また、学校に対して大き 

 
 
 
 
 
 

 
な貢献をしてくれました。
それは、小中合同健康マラ
ソンという行事を皆さん
が学級活動において考え、
提案し、実現にこぎつけた
ことです。生徒が学校行事
を創り上げるということ

は、滅多にあることではありません。このことに対し
て皆さんに感謝したいと思います。 
  さて、新たな旅立ちにあたって三つお話ししたいと
思います。 
一つ目は「感謝」についてです。「感謝の基準が人

間の基準」という格言がありますが、今日の卒業とい
う日は、予定された日であって自然にやってきた、と
感じている人もいるかもしれません。しかし、一人の
人間が成長して大人になっていくということは実は
大変なことなのです。皆さんとこれまで関わってきた
人、実際に言葉は交わさなくても見守ってくれた人、
応援したくれた人の存在、そして、９年間一緒に過ご
した友の存在を忘れないでください。義務教育を終え
ようとしている皆さんを今まで支えてくれた家族、地
域の方々、幼稚園・保育園の先生方、小学校の先生方、
これらの方々にとって、皆さんが大きく成長し、今日
の日を迎えたこと自体がうれしく、おめでたいことだ
ということを理解し、さらに、これから持てる力を思
う存分に発揮して生きていくことが感謝の気持ちを
表すことだと思ってください。 
  二つ目は、「本当に大切なものは何か」ということ
です。皆さんが今生きている時代、そして、皆さんが
大人になっている時代も情報や物があふれている時
代です。本当に必要なもの、大切なもの、本物かどう
か、本質的に何が大事なのか、そんなことを見極める
判断が大切だと思います。だからこそ、考える力や判
断する力を身に付けるために学び続けることが大切
なのではないでしょうか。本当に大切なものは何か、
と聞かれて「お金」と答える人もいるかもしれません
が、では、お金より大切なものは何か、と聞かれたら、
それは人によってもちろん違うと思いますが、友人で
あったり、家族であったり、友情、信頼、尊厳、自由、
愛、健康など形には表れないものを追求していくこと
が大切だと思います。 
  三つ目は、「夢をもつ」ということです。面接練習
の時や受験に際して激励する時にも述べましたが、現
時点の夢や希望、あるいは志を堂々と言える人になっ
てほしいと思います。夢や希望は人間の成長とともに
変化したり、進化したりします。夢は決めるものでも
ないし、仕事や職業とは限りません。夢をもつことに
よって生きていく上での強い命のエネルギーが湧き
出てきます。大きな夢でも小さな夢でもかまいませ
ん、４月から皆さんが新
しく学ぶ場所でも夢を
もって生きてください。
皆さんは、今、この石川
の学舎を卒業し義務教
育を終えますが、新しい
学舎で、精一杯頑張り、
その学舎を卒業したと
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きに、その学舎が自分にとって一番の学舎であると誇
りに思えるような生き方をしてください。その生きる
エネルギーの源が「夢をもつ」ということなのです。 
  幕末の志士、長州藩の吉田松陰は、「夢なき者に理
想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行な
し、実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功な
し。」という言葉を伝えています。また、アメリカの
哲学者で詩人でもあるラルフ・ウォルド・エマーソン
は「あなたが今、夢中になっているものを大切にしな
さい。それはあなたが真に求めているものだから。」
という言葉を残しています。 
  夢と希望こそ生きる力、強い心の源です。夢と希望
が知恵と行動を産みだし、知恵と行動が成功に導くの
です。朝は希望に目覚め、昼は努力に生き、夜は感謝
に眠る。焦らずに、されど休まずに、一歩一歩、確か
な歩みを続けてください。 皆さんは、人生百年時代
を生きる人です。大人になり、進学や就職をしてから
でも、夢をもち、それに向かって、失敗を恐れず勇気
をもってトライする人生を送ってください。 
  地域の皆様、今後とも地域の宝である卒業生並びに
在校生をあたたかく見守ってくださいますようよろ
しくお願い申し上げます。保護者の皆様、これまでの
本校教育活動へのご理解とご支援に対しまして、改め
て感謝の意を表したいと思います。石川小・中学校は、
ここ数年で新しい教育環境に生まれ変わり、小中一貫
教育校及び、コミュニティ・スクールとして、地域と
保護者と小中教職員が一層連携を密にして子供達を
育てる学校になります。今後とも尚、一層のご厚情を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
卒業生の皆さん、いよいよ新たな日々に旅立つ時が

きました。この石川中学校を巣立ち、自立への一歩を
踏み出します。しかし、９年間一緒に過ごした友との
繋がりをいつまでも大切に想い、さらに一人一人の違
いを認め合い、尊重し合い、信頼し合うという精神を
忘れず、この石川という故郷で生きてきたこと、石川
小・中学校で学んだことに誇りをもって、新しいステ
ージで羽ばたいてください。                
 

 ＰＴＡ会長祝辞 石川 均 氏           
 
 卒業される 33名の皆さん、
皆さんが、この伝統と歴史あ
る石川中学校に入学してから、
３年が過ぎました。そして、
本日めでたく卒業されます。
御卒業、誠におめでとうござ
います。 
保護者の皆様、お子様の卒業おめでとうございます。

心よりお喜び申し上げます。又、３年間のＰＴＡ活動
への御協力に深く感謝致します。 
３年前、皆さんは大きな希望と期待を胸にこの中学

校の門をくぐったことでしょう。 
３年間、苦しみ、悩む事もあったでしょうが、それ

に負ける事なく、毎日の授業に、部活動に、生徒会活
動に、それぞれが励み、しっかりと結果を残してきま
した。後輩にもたくさんの手本を残してくれました。
ＰＴＡとして、皆さんの活躍をとても誇らしく思って
いました。 
そして皆さんは、生まれてから 15年間生き抜いて

きました。これは何よりもすばらしい事なのです。 
 義務教育を修了し３年前より、ひと回りも、ふた回
りも大きく成長した皆さんは、新しい道への一歩を踏
み出します。中学を卒業する皆さんに大切になってく
るのは、自分で学んで行く事です。教えられた事を覚

えるのは、比較的簡単かもしれませんが、自分で学ん
で行く為には、自分に何が必要かを見極めなければな
りません。その為に、自分の事を知る事も、とても大
切な事です。15年間生き抜いてきた自分の強みや弱み
をしっかりと理解する努力をしましょう。 
 ３年間、この石川中学校で立派に過ごされた皆さん
なら、自分に必要なものを見つけ出し、学んで行く力
は十分にある
はずです。 
 教えてもら
うのを待つだ
けでなく、自
分から学ぶ、
理解する積極
的な姿勢を持
って、それぞ
れの道を歩ん
で行って下さ
い。 
 

 在校生送辞 代表 小田桐 凜           
 

 ３年生の皆さん、ご卒業お
めでとうございます。先輩方
の卒業式がこんなにも早く来
るとは信じられない気持ちと
共にさびしさが込み上げてき
ます。 
１年生のとき不安でいっぱ

いだった私たちを笑顔で迎えてくれたのは、先輩方で
した。対面式での部活動・委員会紹介は今でも心に残
っています。何もかも初めての私に優しく教えてくれ
ました。先輩の優しさがあったからこそ新しい環境に
もすぐに慣れることができたように思います。部活動
ではいつも前を行く背中がかっこよく見え、先輩みた
いになりたいと思いました。一緒に練習したことも、
暖かい応援をして頂いたことも、かけがえのない思い
出です。最後の中体連。最後の中体連もやはりかっこ
よく感動的でした。と同時に、先輩方の引退が急にや
ってきて、とても悲しく思いました。後輩についてき
てもらうには、どうしたらいいか。悩んでいたとき「２
年生なら大丈夫。」と勇気づけられたことを今でも忘
れられません。本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。 
また、私は生徒会執行部の一員としてもお世話にな

りました。石中祭の前日、７時まで作業の仕上げをし
て全校生徒がどうすれば楽しめるか、最後の最後まで
悩みました。そして、石中祭本番、実感がわかなくて、
けれども石中祭を進めているうちに達成感とうれし
さが込み上げてきました。２日目のスポーツフェステ
ィバルのラストは、全校生徒が一致団結して絆が最も
深まった瞬間でした。勝っても負けても３年生の皆さ
んは笑顔であふれていました。３年生でなければ、あ
のような石中祭をつくることはできなかったと思い
ます。最高の思い出です。  
そして、石中祭が終わり、２年生へとバトンが渡さ

れ、いざ、３年生の立場に立ったとき、改めて３年生
のすごさとありがたさを
身に沁みて感じました。
いろいろな行事で素晴ら
しい成果を残してくださ
った先輩方の姿はまぶし
く、輝いていました。い
つか私たちも先輩方のよ
うになりたい。そう強く

卒業合唱 「友 ～旅立ちの時～」 
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思いながら今日まで過ごしてきましたが、先輩方が築
いてこられたものはあまりに大きく、超えることはな
かなかできそうにありません。私たちが悩んで苦しん
だとき、いつも支えてくれた先輩方。先輩方が作り上
げてきた輝かしい歴史の１ページを、さらに大きな１
ページに作り上げていけるよう、日々懸命に取り組ん
でいきます。 
先輩方は一人一人違う道に進むと思います。つらく、

苦しいときがあるかもしれません。それでも夢と希望
を持ち続け、素晴らしい人生を歩まれますことを在校
生一同祈っています。３年生のみなさんがいなくなっ
てしまう石川中学校は心にぽっかり穴があいてしま
うようで寂しいですが、これまで築き上げてこられた
伝統をしっかりと受け継ぎ、一層精進することを約束
します。 
３年生の先輩方の後輩であったことを私たちは誇

りに思います。これまで本当にありがとうございまし
た。自分の夢に向かって大きく羽ばたいてください。 

 

 卒業生答辞 代表 小笠原 啓修          
 
本日は僕たちのためにこの

ような特別な式を開いていた
だき誠にありがとうございま
す。石川中学校での生活を振
り返ると、たくさんの思い出
があります。 
自分たちで計画を練り、色々なことを楽しく学べた

修学旅行や、学年の枠を超えて応援しあった球技大会。
そして自分たちが主体となって企画を考えて運営し、
一人ひとりの個性を活かして成功させた石中祭。今年
度の夏に先生から、委員会の再編成に伴い、石中祭の
内容を見直し、企画を減らすことを提案されました。
僕達は、みんなが石中祭を楽しめるように企画を減ら
したくない、自分たちならできると思い、その意思を
先生に伝えました。先生方はそんな僕達の思いを尊重
してくれ、後輩達も一緒に頑張ってくれたおかげで、
全校が一つになった最高の石中祭になりました。こう
して３年間を振り返ると、僕たちはたくさんの方に支
えられていたのだと改めて感じます。 
在校生の皆さん。皆さんはどんなことにも積極的で、

石中祭をはじめとする様々な学校行事を僕たちと一
緒に盛り上げてくれました。これからは皆さんが石川
中学校をつくっていく番です。活動の中で不安や悩み
も多くなると思います。そんなときはクラスの仲間や
先生方をどんどん頼ってください。皆さんならこの学
校をもっと素晴らしい学校にできると信じています。
時には優しく時には厳しく指導して下さった先生方。
先生方には、勉強だけでなく部活動や生徒会活動など、
様々な場面で多くのことを教えていただきました。特
に担任の川村先生には、３年間とてもお世話になりま
した。 
２年生の秋に生徒会長になってから、人前で挨拶を

するたび緊張していましたが、川村先生は僕の挨拶を
いつも褒めてくれました。それが僕にとっては大きな
自信となったし、僕が生徒会長として１年間頑張れた
のは川村先生のおかげだと思っています。川村先生の
励ましに背中を押された人はきっと僕だけではない
でしょう。３年生一同、川村先生には感謝の気持ちで
いっぱいです。先生の支えがあって、今日この日を迎
えられています。本当にありがとうございました。 
３年１組のみんなとの学校生活も今日で最後です

ね。小学校からの９年間、一緒にいることが当たり前
すぎて気づかなかったけど、僕はいつもみんなに助け

られていたのだと気づきました。部活動や生徒会活動
でうまくいかなかったときの苛立ち、家で親に説教さ
れたときのモヤモヤ、そんな気持ちを抱えて教室に入
るといつもと変わらない賑やかなみんながいる。みん
なといると僕はいつの間にか前向きな気持ちになり、
また頑張ろうと思えました。みんなと過ごした時間は
かけがえのない大切な宝物です。春からは別々の高校
に通うことになりますが、どこにいても僕達はずっと
友達です。今まで本当にありがとう。この学校で僕た
ちはたくさんのことに一生懸命に取り組んできまし
た。時には悩み、心が折れそうになることもありまし
たが、そこに立ち向かう勇気や努力には大きな意味が
あったと思います。 
僕たちはこれからもっと多くのことを学び、成長し

ていかなければなりません。この学校での経験を道し
るべにして、より一層努力を重ね、自分たちの力で一
歩ずつ未来へと進んでいきます。 
素晴らしい出会いと思い出をくれた石川中学校、僕

達を支えてくれた先生方、
地域の皆様、在校生の皆さ
ん、そして最高の９年間を
共に過ごした３年生のみ
んな、全てのことに心から
感謝しています。今まで本
当にありがとうございま
した。 
 

 

 

 

 

場所：石川公民館 
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学校名 学科 人数  学校名 学科 人数 

弘  前 普  通 ３ 柏木農業 環境工学 ２ 

弘前中央 普  通 ３ 食品科学 １ 

弘前実業 農業経営 ２ 黒  石 情報デザイン １ 

商  業 ２ 東奥義塾 普  通 ７ 

情報処理 １ 弘 前 東 情  報 １ 

家庭科学 １ 柴田学園  ４ 

弘前工業 機  械 ２ 東奥学園 調  理 １ 

電  子 １  

情報技術 １ 

今回の卒業式でも、学校応援団の地域ボランティ
アの方々にお世話になりました。受付、駐車場整理、
卒業式の記録写真撮影、ビデオ撮影にご協力いただ
きました。ありがとうございました。 

令和元年度 進路状況について 
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学校評価の集計結果についての報告 

評価項目 № 評　　価　　内　　容 評　価 評価項目 № 評　　価　　内　　容 評　価

(1)将来への夢・目標などをもっているか ３．１

27 情報モラル指導が効果的に行われているか ３．４

28 生徒理解に基づいた教育相談の充実が図られているか ３．４

(3)時と場に応じた挨拶・返事・言葉遣いができているか ３．２

(5)友達や周囲の人を思いやることができているか ２．９

(6)自己の安全管理や健康管理に努めているか ３．０

(7)文武両道に根気強く取り組んでいるか ３．０

6 各教科等の授業時数は適切に管理されているか ３．８

8 日課表は経営方針実現や学校課題解決に有効であるか ３．５

36 短学活や学年朝会の工夫・充実が図られているか ３．３

37 部活動はねらいを意識した活動が行われているか ３．３

13 「授業の約束」が定着するよう指導しているか ３．２

43 申し合わせ事項に基づいた活動が実践されているか ３．４

44 保護者と連携した活動は充実しているか ３．２

45 地域と連携した活動は充実しているか ３．３

19 学習タイムは基礎・基本の定着に有効であるか ３．０

48 収受文書等を、ファイルを作り、しっかり管理しているか ３．５

49 会計処理が、様式に沿って適正に行われているか ３．８

21 道徳の授業の推進・充実に努めているか ３．４

22 全教育活動を通じて道徳教育の推進に努めているか ３．３
道徳

３．２20

15

16

17

18
質問教室によって個別指導・補充的指導の充実が図られてい
るか

家庭学習の充実を図るための具体的な取組の実践に努めてい
るか

基礎的･基本的事項を確実に習得させ、「わかる授業」に努め
ているか

思考力･判断力･表現力の育成を図る指導を工夫しているか

ＩＣＴを有効に活用し、また、板書等を工夫し授業のユニバーサ
ルデザイン化に努めているか

３．３

３．２

３．０

３．４

３．３

３．３

39

25

26

３．４

３．４

文書・
   会計

小中一貫教育のねらいを理解し、授業力・指導力・連携力の向
上に努めているか

３．５

３．６

３．４

３．２

体験的・問題解決的な学習を通して豊かな感性と表現力の育
成に努めているか

生徒や保護者との信頼関係を築きながら、生徒指導が行われ
ているか

学校生活の様々な場面で生徒指導の三機能を生かし積極的
生徒指導が行われているか

問題行動及びいじめ・不登校の未然防止、早期発見・早期対
応が協働指導体制で行われていたか

47
学年単位の体験活動などを前年度の反省等を生かし、ねらい
を達成する活動（事前・事後含む）が行われているか

46
学年主任を中心に情報連携・行動連携が推進され円滑な経営
が行われているか

小中一貫

           教育

ＣＳ関係

地域や保護

者との連携

学年経営

41

校外研修に積極的に参加し、自己の資質・能力の向上に努め
ているか

35

38

 総合的な
 学習の時間

生徒指導

研修

42

学校保健年間計画に基づき、健康コアカリキュラムが行われて
いるか

学校行事は、学校生活の充実と感動や連帯感を高めるために
創意工夫されているか

31

33

40

生徒会活動(委員会活動含む)は、自主性・主体性を生かし、自
治的な意識を高めるために適切な指導をしているか

一人一人を大切にする居場所ある学級づくりのために適切な
指導・支援が行われているか

キャリア教育の視点に立った指導が行われ、学ぶことや働くこ
との意義を理解させ、将来への関心が高められているか

24

校内研修テーマ(主題・目標・内容等)を理解し、授業改善に努
めているか

生徒が健康で安全な生活を送れるような環境整備や安全指導
が行われているか

29

特別支援
教育

学習指導

学校経営

教育課程

特別支援教育は特別支援教育コーディネーターを中心に全教
員の共通理解のもとに指導しているか

12
保護者と連携し、理解を得ながら合理的配慮の提供に努め、特
別支援教育に取り組んでいるか

５種の学校行事は本校の経営方針実現や学校課題解決に有
効であるか

年間行事は経営方針実現や課題解決に有効で、且つバランス
がとれた計画になっているか

1

2

3

4

(2)意欲的に学習に取り組み、自分の考えなどを豊かに表現で
きているか

「求める教職員の姿」に照らし合わせて自己評価してください

校務分掌等は、学校の実態に基づいて編成され機能している
か

３．５

３．４

３．４

３．５

３．４

特別活動

キャリア
教育

３．５

30
清潔で整理整頓された校内環境づくりが充実しているか(縦割
り清掃含む)

３．５

32 給食主任を中心として、食に関する指導の充実に努めているか ３．３

保健
・

安全

研究授業に積極的に取り組むとともに、校内の研究授業等を参
観し、他教科からも学ぶように努めているか

34

5

14

 令和元年度学校評価（教職員）

３．１

9

7

10

教科年間計画・評価規準を活用しながら学習指導に努めてい
るか

学校経営の基本方針や学校教育課題を理解し、方針の実現や
課題解決のため、日々実践に努め、改善しようと努力している
か

「１５歳の姿」に近づくための教育活動が実践されているか

「１５歳の姿」に照らして、本校の生徒を総合的に４段階で評価して下さ
い。

(4)石川小・中学校や地域に誇り・感謝の気持ちをもっているか ３．２

３．３

障がいの有無に関係なく、困り感をもつ生徒を把握し、組織的
継続的に取り組んでいるか

11

３．４

３．５

３．５

３．５

３．３

３．３

３．３

３．３

３．５

３．４

３．０

23

学校通信 第 18号で「保護者アンケート」の結果を掲載しました。今号では、学校評価
の教員による自己評価の結果と来年度に向けた改善策をお知らせします。 

評価結果は、各評価内容について、「４：とてもよい」、「３：まあまあよい」、「２：あまりよくない」、「１：よくない」の４段階で教職員の評価を平
均したものです。ほぼ昨年度と同様の結果となりましたので、その中でも、昨年度の取組で課題が明らかになった内容を中心に、また保護者
アンケート等も参考にして、来年度に向けて「①学習意欲、②わかる授業、③家庭学習、④教育相談、⑤情報モラル、⑥特別支援教育」の６
つを重点課題として、改善策を示すことにしました。 

 
「①学習意欲」、「②わかる授業」、「③家庭学習」については、昨年度の評価と比べてやや下がっています。保護者アンケートの評価でも唯

一平均 3.0 に届いていない項目でした。生徒の学習アンケートでも、「毎回、意欲的に取り組んでいる」16.9％、「毎回、授業がよくわかる」
24.1％となっています。そこで、今までの取組を継続しながら、更なる改善も必要と考えて、重点課題としました。 
 「④教育相談」については、いじめ・不登校の未然防止の観点から継続的な指導が必要と考えて重点課題に加えました。評価項目で唯一 2
点台であった「人への思いやり」も、思春期にある自己の心の変化に気づき対応する力を身に付けることで、寛容さが育まれ、周囲の人との
協働を通して豊かな心が醸成されると考えています。 
 「⑤情報モラル」については、スマートフォン等の所持率や SNS 利用者の増加に対する新たな課題への対応ということで重点課題に加えま
した。これからの情報社会を生きるために必要な態度や考え方を身に付けさせるために、どのような指導が効果的であるか検討していきた
いと思います。 
 「⑥特別支援教育」については、昨年度同様に検討していかなければならない課題として残しました。 
 
 この６つの重点課題に対して、その改善策を次ページに示してあります。 
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学
校
自
己
評
価 

保
護
者 

ア
ン
ケ
ー
ト 

重点項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

(1)学習指導に関すること 

① 
学習意欲 

3.0 2.8 

・意欲的に学習に取り組むためには、安心して自らの意見や考えを話せる場面が必
要と考える。授業の中でじっくりと課題に向き合い、意見や考えを練る場面を確
保した上で、仲間一緒に対話しながら解決に向かう授業に継続して取り組む。 

・安心して質問できる雰囲気づくりが学習意欲の向上に結び付くと考え、「授業にお
ける居場所づくり」に、学年ごとに手立てを考え、引き続き取り組んでいく。 

・専門的な知識をもった外部講師を積極的に招聘し、学習の興味・関心を喚起する
よう努める。 

３．７ 

② 
わかる   

授業 
 

3.3 2.8 

・石川小学校との一貫教育を踏まえ、「『石川スタンダード』○あ○じ○さ○いのある授業づ
くり」に基づいた授業実践を推進するとともに、特に、授業の終末または単元の
終わりに「まとめ・振り返り」の工夫をすることで、「わかった、できた」という
成就感を味わわせるよう努める。 

・wi-fi環境の整備によりタブレットパソコンの効果的な活用を図る研修を進めると
ともに、授業のユニバーサルデザイン化に継続して取り組む。 

・学習タイムを定期テストの前に設定し、テストに関わる問題を準備することで学
習への意欲づけと学習内容の定着を図る取組を行う。 

・諸検査の結果を小・中で共有し、小中共通の弱点を補強する取組を小中一貫教育 
研究協議会で話し合い、実践する。 

３．８ 

③ 
家庭学習 3.2 3.0 

・年度当初、学習指導部及び教科担任から家庭学習のやり方をわかりやすく説明し
た上で取組を始める。毎日、家庭学習ノートを確認することで、家庭での学習内
容についての助言・指導に努める。 

・家庭学習ノートに質問事項を付箋紙に書かせ提出させる。教科担任が質問に答え 
ることで、学級担任・教科担任が家庭学習の時間や状況を把握し、一人一人に合 
ったアドバイスを行うことを継続する。 

・・テスト前は、家庭学習を効果的に行えるよう放課後の「質問教室」の回数を減ら 
すとともに、定着が十分でない生徒を中心に「質問教室」での指導を行う。 

３．６ 

(2)生徒指導に関すること 

④ 
教育相談 3.4 3.3 

・アセス（学校適応感尺度）を継続的に実施し、生徒の心の変化を読み取り、教育
相談に活用することで、予防的・開発的生徒指導に努める。 

・「中学生（思春期）の心の様子」等について、スクールカウンセラーから悩みやス
トレスへの対処法を学ぶ機会（全校道徳）を設ける。 

・心の教室相談員や外部講師等を活用して、発達段階に応じた「思春期教室」をそ
れぞれの学年で実施する。 

３．８ 

⑤ 
情報 
モラル 3.4 

項目 

設定 

なし 

・情報モラル指導に全校体制で取り組む。１学期は「情報モラル教室」を全校生徒
対象で実施、２学期は学級活動で、３学期は道徳で取り上げる。 

・家庭と連携して、「我が家のきまり」について話合いを深めれるよう啓発に努める。 
・新入生説明会でも情報モラル指導を継続して行う。 

３．７ 

(3)特別支援教育に関すること 

⑥ 
  特別支援 
      教育 

3.3 
項目

設定

なし 

・特別な支援を必要とする生徒の特性や困り感を、その都度記録し、月１回、また
は臨時に開催する特別支援教育委員会において全教職員で共有し、適切な支援に
継続して取り組んでいく。（教職員の行動指針として共通理解を図った上で支援す
る。） 

・「個別の支援計画」に基づき、将来を見通した指導に努める。進路に関する情報を
生徒、保護者に知らせ、将来の展望について三者で話し合うことで、主体的な進
路選択ができるよう一貫した指導や支援に努める。 

・定期的に学習状況を検証し、可能な限り個別指導もしくはＴＴによる支援を行う
など合理的配慮に努める。 

・家庭や関係機関との連携を密にし、指導の工夫・改善に努めながら生徒の心情を
理解する姿勢をもって関わりを深める。 

３．７ 

改善策 

６つの重点課題についての改善策 

学
校
関
係
者 

評
価 

「学校関係者評価」とは、学校運営協議会委員が学校
の自己評価とその改善策について行う評価です。 

 評価は４段階評価（４点満点）で行っています。学校関係者評価では、すべての項目で 3.0 を上回っているの

で、概ね改善策については了承いただけたものと思っております。令和２年度は、上記の改善策に沿った取組を

教職員一丸となって推進していきたいと思います。 
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教職員定期人事異動 

〇 例年４月に新３年生で行っている「全国学力・ 
学習状況調査」と「修学旅行」は延期になりました。 

 
 
使ったら最後、なかなか元に戻すのが難しい体育館の

スクリーン。使うたびに３年生が苦労して戻していまし
たが、その声が教育委員会に届 
いたのか、この度、電動の新し 
いスクリーンに代えてもらうこ 
とができました。指１本で簡単 
に戻せます。これから大切に使 
っていきたいと思います。 
 
 
 
 ３月２３日（月）教職員の人事異動が発表されました。 
本校から転任される教職員は下記のようになりました。 
お世話になりました。 
 

＜ 転 出 ＞ 
 
 校長 松 山 正 男 弘前市立第一中学校 校長へ 

 教諭 穐 元 智 子 弘前市立第五中学校へ 

 教諭 外 崎  聡  弘前市立東中学校へ 

 養護教諭 齋 藤 安 衣 平川市立平賀東小学校へ 
 

＜ 転 入 ＞ 
 
校長 木 村  傑  弘前市教育委員会より 

 教諭 古 川 郁 子 弘前大学教育学部附属中学校より 

 教諭 佐 藤  真  弘前大学教育学部附属中学校より 

 養護助教諭 駒 目 瞳 弘前市立東目屋中学校より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月６日（月）の日程について 
 
８：２０までに登校【弁当・ジャージ持参】  

 ８：３０～ ８：４５ 短学活 
 ８：５０～ ９：１０ 新任式 
 ９：１０～ ９：２０ 職員紹介 
 ９：２０～ ９：３０ 着替え・準備 
 ９：３０～１０：００ 念入り清掃 
            （前年度末の分担・区域） 
１０：００～１１：４０ 入学式準備 
１１：４０～１２：００ 対面式準備（委員会） 
１２：００～１２：２０ 対面式準備（部活動） 
１２：２０～１３：００ 昼食、着替え、休憩 
１３：１５～      ２・３年生体育館入場 
            校歌練習 
１４：００～      入学式・始業式 
１５：００～１５：１５ ２・３年生短学活後、退下 

※ 新型コロナウィルスの感染防止対策により、日程が

変更になることもあり得ます。 

日 曜 ４月 の主な行事 

1 水 
年度初め休業 
職員会議 新任者挨拶回り 

2 木 
年度初め休業 
職員会議 

3 金 
年度初め休業 
職員会議 

4 土 
 
 

5 日 
 
 

6 月 
出校日（新２・３年は 8:20までに登校） 
新任式 入学式・始業式 

7 火 
平常６ 入学式後始末 身体測定 
給食開始 教科書配布 あいさつ運動 

8 水 
平常６ オリエンテーション 対面式 
個人写真撮影 あいさつ運動 

9 木 
平常６ 授業開始 標準学力検査（２年） 
あいさつ運動市内一斉取組日 

10 金 
変則６ 知能検査（２年） 内科検診 
生徒会委員会組織会 

11 土 
 
  

12 日 
 
  

13 月 
平常６ 
防災訓練  

14 火 
平常６ 
  

15 水 
平常５ １学年朝会 
職員会議  

16 木 
平常６ ２学年朝会 
  

17 金 
変則５ ３学年朝会 
参観日・ＰＴＡ総会  

18 土 
 
  

19 日 
 
  

20 月 
平常６ 
  

21 火 
平常６ 
  

22 水 
短縮５ 開校記念日 
１、２年家庭訪問 

23 木 
短縮５ 
１、２年家庭訪問 

24 金 
短縮５ 
１、２年家庭訪問 

25 土 
 
  

26 日 
 
  

27 月 
平常６ 
自転車交通安全教室 

28 
火 平常６ １学年朝会 

歯科検診 部活動組織会 
29 水 昭和の日 

30 木 
平常３ ２学年朝会 
中教研総会・組織会（午後） 

石川小・中学校教職員歓送迎会 

中止のお知らせ 
 

新型コロナウィルス感染防止対策のため、３月 28

日（土）に予定しておりました「石川小・中学校教

職員歓送迎会」が中止となりました。何卒、ご理解

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、転出される先生方にお別れしたい方（高校

生等）がおりましたら、中学校にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

体育館のスクリーンが新しくなりました 


