
平成２２年度

学校の教育目標の具現化を目指して

２学期以降の検討事項及び具体的改善策

６月、８カ国９名のＪＩＣＡ研修員の方々との環境教育交流会の様子。
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「安全・安心・安寧」な学校を目指して

。 、言葉との出会いは不思議です 平成２２年３月まで

私の語彙の中に 「安寧」という言葉の存在はありま、
ご い

せんでした。

実は、私には、密やかな楽しみがあります。まだ家族の誰もが起きてこない、早朝の時間帯。歳のせ

いか、鳴り出す前に目覚まし時計のスイッチを切り、台所へ行く。冷蔵庫から牛乳を取り出し、少し大

きめのカップに注ぎ、インスタントコーヒーを入れ、かき混ぜる。それを温めている間に、玄関前の郵

便受けから新聞を取る。食卓に新聞を広げ、湯気の立ちのぼるコーヒー牛乳を飲みながら、まずは連載

小説を読み始める。これが、私の日課です。

この日も、いつもの時間帯を楽しんでいました。ふ

と、連載小説の中のある言葉が、目に留まりました。

「心が安寧になっていくんだ 「我ながら奇妙な安。」

寧感なんだよ 」連載小説に出現した「安寧」という。

言葉。私は、今まで、この「安寧」という言葉の意味

を正しく理解し、この言葉を意識して使ったことがあ

りませんでした。しかし 「安寧」という言葉を取り、

巻く文脈から、その言葉がかもし出す温かみがあふれ

出し、私をやさしく包み込んだのです。私は 「安寧」、

という言葉に出会ったのでした。

私は新聞を切り取って学校に持って行き、早速、校

長室の机にはさみました。辞書で調べてみると 「安、

寧」とは 「世の中が穏やかでへいわなこと」でした。、

「安寧秩序」という四字熟語もあり 「世の中が平和、

に治まり、秩序がしっかりしているようす」という意

味でした。

その数日後、平成２２年４月２０日（火）に行われ

たＰＴＡ総会。稲留泰弘会長が 「充実した２年間で、

した。尾倉中学校は、地域、後援会、青少年育成会な

どの応援団が多く、大変恵まれた環境にあります。本

当にお世話になりました。ＰＴＡの皆さんに感謝申し上げます。ＰＴＡは、様々な行事を通して子育て

の情報交換ができる場であると思います。ＰＴＡ理事会の学年主任の先生方のユニークな報告は、尾倉

中学校の名物です。先生方と保護者とのコミュニケーションは、八幡東区の中でもとっても深いものが

あります。これが尾倉中学校の伝統です 」と、挨拶されました。。

そして、塩川朝政新会長が、次のように挨拶

をされたのです 「ＰＴＡ会長の大任を拝命いた。

しました“塩川朝政”と申します。私自身、小

学校、中学校を通じて、初めてのＰＴＡ活動で

もあり、更には『どうしても会長に』と云う声

に動かされて、重席に就く事になりました。先

輩役員の方々、そして本日お集まりの皆様方と

共に、力を合わせ、心を合わせて、尾倉中学校

４月ＰＴＡ総会の様子。挨拶をされる塩川朝政新会長を
はじめ新役員の皆さん。この会が安寧な学校生活の源で
【 】 、 【 】す 上 毎回満員のＰＴＡ理事会は 本校の伝統です 下

引き分けのジャンケン勝負で惜しくも５連覇を逃したも
のの、見事に準優勝を飾ったＰＴＡの皆さん。尾倉中学
校ＰＴＡの皆さんの底力は永遠です。
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の発展と子どもたちの“安心・安全・安寧”のために、精一杯の努力をしていく所存でございます。何

卒、よろしくお願い申し上げます 」。

塩川会長は 「安寧」という言葉を使、

われたのです。連載小説の言葉ではな

いけれど、私は、この時 「これは、き、

っと偶然ではない。この言葉との出会

いは、必然なんだ 」と感じました。そ。

れ以来、私は、節目を迎える校長通信

「ジャガイモ」１５０号のタイトルに、

塩川会長の「安寧」という言葉を使わ

していただこうと考えていました。

２年前、稲留会長は 「学校と保護者、地域が“一枚岩”であれ」と提唱され、その間、保護者や地、

域の皆様方が、一体となって学校を支えてくださいました。現在、学校は、保護者や地域の皆様の揺る

ぎないご支援の上に、しっかりと根をはっています。そして、稲留会長の「一枚岩」の時代を礎とし、

塩川会長の「安寧」の時代へと成長を遂げているのだと

思います。これも、ひとえに保護者や地域の皆様のお陰

なのです。

６月１２日（土 、生徒と地域の皆様がふれ合う青少年）

育成会（半田百合枝会長）主催の「グランドゴルフ大会」

と、部活動の皆さんを激励する後援会（田坂徳男会長）

主催の「焼肉・焼きそば交流会」を開催していただきま

した。毎年恒例の行事で、生徒の皆さんも心から楽しみ

にしています。しかし、この行事一つとっても、当たり

前のことではありません。事前の準備や調整、当日の運

営。生徒の皆さんに優しくグランドゴルフの手ほどきを

してくださる地域の皆さんの姿。大量の汗を流しながら

焼肉や焼きそばを調理し、盛りつけをしてくださる後援

会の皆さん。尾倉中学校には、献身的に応援してくださ

る方々がたくさんいらっしゃいます。この皆様の存在が、

「安寧」な学校の秩序を支えてくださっているのです。

（ ）校長通信「ジャガイモ」１５０号より

尾倉中学校 校長 江 口 満

６月、尾倉青少年育成会主催ふれあいグランドゴル
フ大会。開会式で挨拶をされる半田百合枝会長と育
成会の皆さん

部活動生徒の激励する伝統行事は、多くの皆様に支えられ１２年目を
迎えました。６月、大量の食材を準備してくださる保護者、後援会の
皆さん【左上】炎天下の中、焼肉・焼きそば交流会で豪快に調理をし
てくださる田坂徳男会長と後援会の皆さん【左下】中体連夏季大会に、
田坂会長をはじめ後援会の皆さんから沢山の温かい声援をいただきま
した。団体優勝を決めた男子テニス部と後援会の皆さん【右下】

８月、八幡東区中Ｐ連親睦スポーツ大会「ユニカール」での熱戦の様子
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２学期以降の検討事項及び具体的改善策
１ 平成２１年度の中間学校評価から

本校は、平成１９年度から学校評価の研究に着手し、本年度は、次の研究主題を柱とし、学校の教育

目標の具現化を目指して取り組んできました。

研究主題

保護者や地域住民から信頼される開かれた学校づくりを目指した学校評価システムの在り方

－学校のよさや特色を積極的に発信することを通して－

また、特に平成２１年度から、次の点に留意して学校評価に取り組んできました。

「学校のよさや特色」を発信する学校評価

① 「学校の取組を宣言し、学校の意欲を発信する」自己評価の取組

② 「目指す生徒像と学校像を発信する」保護者アンケートの取組

③ 「学校のよさや特色を発信し、伝統として育てていく」学校評価の取組

④ 「学校の応援団づくり」を目指す学校関係者評価の取組

本校は 「学校評価の取組は、評価ポイントの高い項目を、学校と保護者、地域が共通理解して学校、

、 」 。 、のよさや学校の特色として伸ばし さらに伝統として育てていくことにある と考えています 今まで

学校評価結果の分析は、比較的、評価ポイントの低い項目に目が奪われがちであり、改善の方向を示し

て取り組むことに重視する傾向がありました。

、 、 、 、そのため本校は 平成１９年度から 評価ポイントの高い項目こそ 学校のよさや特色としてとらえ

本校の伝統として積極的に情報発信し

ています。

また、平成２０年度から本校は、保

護者の皆さんにご協力頂いている「保

護者アンケート」を通して 「目指す、

子ども像」と「目指す学校像」を発信

し、現在、取り組んでいます。

２ 中間自己評価の保護者アンケート・生徒アンケートから見える本校の特色

本年度、大変お忙しい中、中間学校評価に１４５人（９６．０％）もの保護者の方にご協力いただき

ました。心からお礼申し上げます。

本校が考える学校評価の視点「学校評価の取組は、評価ポイントの高い項目を、学校と保護者、地域

が共通理解して学校のよさや学校の特色として伸ばし、さらに伝統として育てていくことにある」から

分析すると、次のような学校のよさ・特色を見出すことができます。

まず、本校が自慢できる保護者力として、本年度も「朝食」の項目を取り上げることができます。

※ 以下の数値は （保護者ポイント 【生徒ポイント】を示します。平均は２．５ポイントです。、 ）

尾倉中学校の保護者力

① 朝食を食べて登校 （３．７ 【３．６】）

【山本涼】今後とも「保健便り」や「食育だより」などで一層の啓発を行います。そしえ、いよいよ
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次年度から本校でも完全給食がスタートします。皿倉小学校で調理していただき、保温食缶で配送

されます。現在、本校では、校時表の検討、配膳室の設計・工事、既実施校への視察、給食指導の

校内研修などを行い、４月実施に向けた準備を開始しています。

また本校では、昨年度から毎月１回、ＰＴＡの皆さんの呼びかけにより、食育の日（毎月１９日）の

前後に「弁当の日」を設定してきました。この「弁当の日」には、生徒の皆さんが自分で弁当を作って

その弁当を持ってきます。どの時点から自分で作るかは自由です。買い物、食材を切るところ、お弁当

に詰めるところ。どこからでも良しとしています 「できるところから始めましょう 」を合い言葉に、。 。

２学期からスタートしました。この取り組みを通して 「食」について家族の会話がはずみ、食物を大、

事にする心が育てばという願いが込められています。今月は、１０月１９日（火）に「食育弁当の日」

を設定し、家庭科の授業を中心にして取り組んでいきます。

以下のように、本校生徒の皆さんのよさは、学校の伝統として育ってきています。

本校生徒のよさ・特色

② 身なり （３．５ 【３．５】 ③ 挨拶 （３．３ 【３．３】） ）

④ 忘れ物をしない （３．２ 【３．１】 ⑤ 時間を守る 【３．２】）

⑥ 学校の清掃 【３．０】

本校は、生徒の皆さんが社会人として自立するために 「挨拶・掃除・身なり」の３つのマナーを身、

に付けてもらいたいと考えています。中間学校評価では 「挨拶 （３．３ 【３．３ 、学校での掃除、 」 ） 】

【３．０ 「身なり （３．５ 【３．５】の高いポイントを得ることができ、生徒の皆さんの姿勢の】、 」 ）

中に確実に定着してきているように思われます。

今後も一層の推進を図るため、生徒会の皆さんと

の取り組みを強化し、生徒の皆さんの自主的な活

動を組織していきたいと考えます。

【挨拶：井上・山本和・林】学校生活委員会の

活動で朝の挨拶運動を今後も適切に位置付け、

一層の推進を図ります。

新学期 「おはようございます！」と元気な挨拶が正門から響、
き渡ります。学校生活委員による朝のあいさつ運動の様子。

（ ）、 、「 」 。本年度も１年生を対象に１０月１３日 水 五間岩パンの社長五間岩純さんにお願いして 食育パン作り に挑戦しました
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【掃除：貝掛・島・三舩】清掃に対する意識を高めていくために、職員が模範となって清掃指導に取

り組みます。美化委員会の活動で日々の清掃指導、月1回の月末大掃除、地域の方との地域清掃等

を通して、清掃活動の自主性を向上させます。

【身なり：井上・山本和・林】登校指導中や朝の

会での呼びかけを行うともに、学校生活委員会

の活動で服装点検等を今後も適切に位置付け、

一層の推進を図ります。

また本校は、生徒の皆さんに「確かな学力」を身

に付けさせるためには、まず、学習規律や集団規律

の確立を図ることが大切であると考えています。前

期学校評価では 「時間を守る 【３．４ 「忘れ物、 」 】、

をしない （３．３ 【３．１】のポイントを得るこ」 ）

とができ、生徒の皆さん意識が高まってきているよ

う思われます。

【忘れ物：林・矢野・貝掛】学校は、家庭学習へ

の意識を高めるために、学習道具を毎日持ち帰

るように指導しています。各学年や各教科ごと

に忘れ物点検を行い、指導の徹底を図ります。

【時間を守る：井上・山本和・林】教職員は今ま

で通り始業の合図と当時に授業を開始するとと

もに、学校生活委員会の活動でチャイム席運動

や遅刻点検活動を今後も適切に位置付け、一層

の推進を図ります。

３ ２学期以降の検討課題及び改善点

本校は、生徒のよさ・特色として今後一層育てていきたい項目として以下の項目を考えています。

※（保護者ポイント 【生徒ポイント】）

※ 本校生徒のよさ・特色として今後一層育てていきたい項目

① 家庭学習習慣 （２．１ 【２．４】 ② 家庭の清掃 （２．３ 【２．５】） ）

③ 読書習慣 （２．４ 【２．８】 ④ 早寝・早起き （２．７ 【２．８】） ）

特に平均ポイント２．５を下回っている項目「家庭学習習慣 「読書習慣 「家庭での掃除」につ」、 」、

きましては、保護者の皆さんとも連携して、取り組んでいきます。

① 家庭学習の習慣

家庭学習の習慣については 「家庭学習を週７時間以上する 「家庭学習を週３時間以上７時間未満す、 」

る」と答えた生徒の合計が、昨年度２５％から本年度４３％と増加し、家庭学習習慣が身に付いている

生徒が増えつつあるように思われます。今後も学校では、各教科ごとに家庭学習での課題の出し方等を

工夫していきますが、保護者の皆さんとも連携して家庭学習の習慣化を図りたいと考えます。

【林・矢野・貝掛】今後も各学年や各教科ごとに学習課題の出し方を工夫・改善し、家庭学習習慣の定

毎週火曜日、美化委員会が行っている朝の清掃活動の様子
【上】９月に行った第１学年地域清掃活動の様子。学校周
辺の歩道や公園の清掃に取り組みました【下】
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着を図ります。昨年度もお知らせしましたが、家庭学習の習慣を身に付けるためには、次のポイントを

大切にしてください。

家庭学習をつけるポイント【中学生の家庭学習の目安は、９０分】

① 毎日「机に向かう」習慣を ② 時間を決めて、まずは宿題を

③ すすんで予習と復習を ④ 持ち物の準備は前日に

※「家庭学習のススメⅡ （北九州市教育委員会）より」

、 、 、 、また本校は 本年度 基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに 生徒のかかわりを持たせ

成果を振り返らせる場を設定し 「活用する力」や「言葉の力」を高める学習指導の工夫改善を図るた、

め、全職員対象の授業改善校内研修会や全職員が指導主事要請研究授業を行っています。

指導主事を要請した校内授業研究の様子。６月、三舩千津香先生【左上】と貝掛恵太先生【右上】の２年１組数学科少人数授
業「連立方程式 。９月 今村法子先生とALTのAmelia Hagen先生【左中】の英語科「小話を伝えよう 。７月、坊城智恵子先生」 」
の大空・大地学級国語科「わかりやすく伝えよう 【右中】９月、八幡東区道徳全員研（授業者三舩先生：１年２組）の研究協」
議の様子。本校職員が校内研として全員参加しました【左下】その際行われた大空・大地学級による接待実習の様子【右下】
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② 読書習慣

本校は、生徒の基礎学力の向上や道徳教育・人権教育・生涯学習の視点から読書習慣を身に付ける必

要があると考えています。

、「 、 。」本年度本校は 学校図書館の機能の充実と計画的な利用を推進し 望ましい読書習慣の形成を図る

ことを目標とし、次のような「学校における読書活動推進モデル事業」に取り組み、図書館の環境整理

と図書整理、積極的な図書館の開放を進めています。

学校における読書活動推進モデル事業

◎ 学校に配置された学校図書館嘱託職員とブックヘルパーが学校図書館運営業務を行う。

◎ 学校図書館嘱託職員が、司書教諭、ブックヘルパー、図書委員に対して指導助言し、関係者が一体

となって学校図書館を運営することができることを目指す。

○ 学校図書館を常時開館を目指す。

○ 図書を読みやすく居心地のよい学校図書館の環境整備する。

○ 図書について、生徒への情報提供や相談活動を行う。

○ 学校図書館を活用した授業を推進する。

○ 放送を通して図書の啓発活動を積極的に行う。

本年度から本校は、学校図書館嘱託職

員 佐藤慧 先生にお越しいただきまし

た。また多くの方々にブックヘルパーに

登録をいただき、可能な限り図書館の開

館を目指しています。今までに図書館を

開館した場合、平均３４名の生徒の皆さ

んが、また多い時には５９名もの生徒の

皆さんが来館し、本を借りています。そ

の結果、中間学校評価では 「２週間に、

１冊程度本を読む 「１ヶ月に１冊以上」

」 、 、本を読む 答えた生徒がの合計が 昨年度の４６％から６６％に増加し

読書意欲が向上した生徒が増えてきたように思われます。

【佐藤・山本恵・坊城・定村】一昨年度から、保護者の皆さんによる図

書ボランティアのご協力を得て、図書の整理を進めています。また本年

度、生徒の皆さんに読書に親しんでもらおうと 「新刊図書コーナー」、

など、図書館の環境整備を行っています。

また、図書の紹介を兼ね生徒の読書意欲向上が図る「読

み聞かせ」等の取組を、２学期の中に「読書週間」として

適切に位置付け実施します。

昼休みや放課後には可能な限り図書館を開放しています

が、利用回数についてはまだ個人差が見られます。今後と

も、図書館の積極的な利用を全校生徒に啓発していきたい

と思います。

佐藤慧先生と文化図書委員皆さん、図書館を担当する先生方【上】新刊図書の紹介コーナーなど、図書を読みやすく居心
地のよい図書館に整備されています。取材の日も多くの生徒が来館し、本と親しんでいました 【中・下】。
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③ 家庭での掃除

本校は、学習規律や集団規律を定着させるためには、まず環境の整備が大切であると考えています。

本年度も、生徒と教職員が一体となって校内の環境整備

に取り組んでいます。しかし、家庭での掃除の習慣が身

に付いている生徒はまだまだ少ないようです。今後とも

保護者の皆さんとも連携して清掃の習慣化を図って参り

たいと思います。

【貝掛・島・三舩】アンケート結果を 「学校ホームペ、

ージ 「校長通信ジャガイモ」等で情報発信するととも」

に、ＰＴＡ理事会等で意見交換を行うなど、保護者の皆

さんと共に取り組んで参りたいと考えています。

④ 早寝・早起き

「 」 、「 、福岡県家庭教育推進協議会から配布された 家庭教育のすすめ によれば 早く寝る子どもの方が

」 。 、「 」学習意欲が高い という傾向が見られるそうです 夜更かしは 朝寝坊→慢性の時差ぼけ→眠れない

という悪循環をまねき、疲労感や食欲低下、体調不良につながります。早寝早起きをすると、体内時計

がリセットされ、体のリズムが整い、１日を意欲的に

過ごすことができると言われています。今後とも保護

者の皆さんとも連携するとともに、生徒の皆さんへ啓

発していきたいと思います。

【山本涼】中学生は夜１１時までには寝るようにしま

しょう。また朝は、自分で起きるようにしましょう。

これが自立の第一歩です。今後も保護者の皆さんと共

に考え、取り組んでいきたいと思います。

「早寝早起き・朝一番」７時過ぎから行われる放送部【上 、陸上部【左下 、バスケット部【右下】の朝練習の様子。】 】

「花菖蒲満開 生徒の笑顔が楽しみ」西日本新聞の取材を受ける「環境マイスター」徳原先生と朝の清掃活動をしてくださる
事務の志村先生と内田先生【上】徳原先生の丹精込めて育てられた四季折々の花々が生徒の皆さんを優しく見守ります【下】


