
令和の日本型学校教育． 

                                      校長 小沼 泰高 

 新年おめでとうございます。立志元服式では、祝福と激励を賜り誠にありがとうございました。「子供

一人を育てるには、村一つが必要だ」という格言を、肌感覚で実感いたしました。 

 さて、３学期が始まり２週間が経ちました。３年生は、進路実現と卒業の準備などに、残された時間を

大切にしながら過ごしています。１・２年生は、新しい生徒会組織編成などの新年度準備が始まっていま

す。新型コロナウイルスの感染対策に鋭意努めながら、令和３年度を締めくくりたいと思います。 

 再び話は変わりますが、国は２０２０年代を目途に「令和の日本型学校教育(下図)」の構築を目指して

います。これまでの日本型学校教育の良さを受け継ぎながら、今日の学校教育が直面している課題の解消

や新しい時代の学校教育を目指す取組です。 

 今後も、昨年の一人一台タブレット端末のような大きな変化とうねりがあると思います。生徒の知・徳

・体を一体で育む学校教育を念頭に取り組んでまいります。本年もよろしくお願いします。               
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2学期学校評価 生徒・保護者アンケートの結果 

 回答ありがとうございました。１学期と比較して、生徒の結果は若干下降している傾向です。保護者の

皆様からの回答結果は、上昇している項目が多かったです。表で反転部が肯定的評価が 8割以下となった

項目です。原因を分析し、低い項目は改善を目指します。 
 

○ 生徒アンケート結果 ※パーセントは肯定的評価 

アンケート項目 2学期 １学期 差 

授業準備を確実に行い、ノートや発言など意欲的に授業に取り組んでいる。 ９２．０％ ８６．７％ ＋５．３％ 

毎日の家庭学習を1時間以上取り組んでいる。 ５１．４％ ４１．９％ ＋９．５％ 

毎日の授業を分かると感じている。 ７７．３％ ９４．７％ －１７．３％ 

授業における話し合い活動を通じて、考えを深めたり、広げたりすることができた。 ８５．１％ ８５．１％ ±０．０％ 

新聞やタブレットを使う学習で様々な知識が得られると感じている。 ９２．０％ ９６．０％ －４．０％ 

係活動や委員会活動では、自らの役割を自覚し、仲間と協力して活動している。 ９６．０％ ９８．７％ －２．７％ 

他者への思いやりの気持ちをもって行動し、いじめは見逃さない。 ９３．３％ ９４．７％ －１．３％ 

時間や身だしなみなど、学校のきまりを守って生活している。 ９３．３％ ９４．７％ －１．３％ 

佐渡や新穂の良さに気付き、ふるさとに誇りをもっている。 ９３．２％ ９２．０％ ＋１．２％ 

学校や地域で積極的な挨拶を心掛けている。 ９５．８％ ９５．８％ ±０．０％ 

自分には良いところがある。 ６８．０％ ７３．３％ －５．３％ 

学校行事で準備・片付けに一生懸命取り組み、達成感を味わうことができた。 ９４．６％ ９０．７％ ＋３．９％ 

平日メディアとの接触時間２時間以内を守っている。 ６４．０％ ６５．３％ －１．３％ 

健康のため睡眠時間の確保や朝食を摂ることを心がけ、規則正しい生活をしている。 ８２．２％ ８７．７％ －５．５％ 

運動することは楽しい。 ８０．０％ ８４．０％ －４．０％ 

 

○ 保護者アンケート結果  ※パーセントは肯定的評価 

アンケート項目  ２学期  １学期 差 

学校の目指す教育は保護者の願いや思いを反映したものになっている。 １００ ％ ９２．０％ ＋８．０％ 

学校は、たより等で取組の様子や生徒の姿を伝え、保護者の要望にきめ細かく対応している。 １００ ％ ９４．８％ ＋５．２％ 

学校は、いじめ等生徒指導上の問題に適切に対応し、子どもは楽しく学校生活を送っている。 ９７．３％ ９６．１％ ＋１．２％ 

子どもと将来のこと（夢や希望、職業など）について話し合っている。 ８２．７％ ８４．０％ －１．３％ 

子どもは、毎日１時間以上家庭学習する習慣が身に付いている。 ５６．０％ ４９．４％ ＋６．６％ 

子どもは、平日メディア（テレビ、ゲーム、スマホ等）との接触時間が２時間以下である。 ４５．３％ ４０．３％ ＋５．０％ 

子どもは、体力がついてきていると感じる。 ８４．０％ ８７．０％ －３．０％ 

子どもは、進んで地域や保護者や先生にあいさつをしている。 ８０．０％ ７４．０％ ＋６．０％ 

子どもは、交通ルール、社会的礼儀、マナー等、正しく判断する力や規範意識をもっている。 ９６．０％ ９３．５％ ＋２．５％ 

子どもは、佐渡、新穂の良さを理解し、郷土を誇りに思っている。 ９０．７％ ８３．１％ ＋７．５％ 

  

○ 保護者自由記述とその回答 

・何時もお世話になっております。学習はじめ、地域や社会のことを学ぶ機会は多いですが、今後ともよろし

くお願いします。 

・何時もお世話になっております。これからも子どもたちがのびのび生活できる学校にしてもらいたいです。 

・子どもに対して先生方が親身になって対応していただいて感謝しています。残り 3 か月ですがよろしくお

願いします。 

・何時もご指導ありがとうございます。 

  → ありがとうございます。今後も、生徒の更なる成長を目指し、教育活動を行っていきます。 



・佐渡、地域の良さをもっと知ってもらいたいです。 

  → 総合的な学習の時間を活用しながら、地域について深く知り、良さを実感できる取組を実践して

いきます。 

 

・大会等で寝ている生徒がいることを他の中学校の保護者から聞きました。恥ずかしくて、残念になりました

ので指導できたらお願いします。 

  → ご指摘ありがとうございます。部活動も重要な教育活動です。勝敗だけでなく、礼儀やマナーを

学ぶ大切な機会と捉え、指導していきます。 

 

 

立志元服式が行われました 

１月８日（土）新穂中学校で、第３０回立志元

服式が開催されました。今回は佐渡市子ども若者

課課長、市橋法子様からご来校いただき、「明るい

佐渡の未来に向かって」の演題でご講演をいただ

きました。また今年は、３年生２５名全員が立志

を発表しました。この日までに内容に検討を重ね

て、自分の夢や将来に向け、堂々と立志を発表す

ることができました。最後には全員が立志を表す

一文字の色紙を掲げ、記念写真を撮影しました。

１５年の足跡を記す思い出深い式となりました。 

 

ＳＤＧｓの学習で大変お世話になりました。 

今年度、新穂中学校では SDGｓの学習を縦割り班を組んで行いま

した。地域の皆様からは、自分たちの活動にアドバイスをいただい

たり、募金活動にご協力いただいたり、ポスターを貼らせていただ

いたりと大いに生徒たちの活動にご協力いただきました。ご協力い

ただいた一部をご紹介します。 

 

5班：陸の豊かさについて学習 

    生椿地区でイベントを、高野毅 様他からご協力・ 

アドバイスをいただき実施しました。 

 

6班：いらなくなった服のゴミ問題について学習 

    生地を裂織りにする方法や、実際に作成する体験を 

新穂民俗資料館 本間栄 様他からご協力いただき 

実施しました。 

 

7班：佐渡の観光について学習 

    新穂地区のＰＲ動画を作成するため相田忠明 様他 

からご協力いただきました。 

 

 



8班：動物との共生について学習 

    松泉閣、潟上温泉で募金活動を行わせていただき、12,239円集まりました。集まったお金は、 

佐渡犬猫保護団体 dear PAWSへと寄付する予定です。 

 

9班・10班：気候変動について学習 

    Aコープ新穂店、ウエルシア新穂店、マツヤ金井店、マ

ツヤ佐和田店、Aコープ金井店、ひらせいホームセンタ

ー佐渡店で募金活動を行わせていただき、55,288円集ま

りました。集まったお金で、サザンカの苗を購入させて

いただき、トキ交流会館等の植樹と、緑の羽根募金に寄

付させていただきました。 

 

15班：貧困・飢餓問題について学習 

    A コープ新穂店、ウエルシア新穂店、A コープ畑野店でアンケート調査にご協力いただきまし

た。 

 

16班：児童労働について学習 

    中学校での文化祭や体育祭での募金活動と、新穂小学校でも募金活動を行わせていただき、

4,415 円集まりました。集まったお金は、ＮＰＯ法人ＡＣＥへと寄付させていただきました。 

 

SDGｓの学習は、自分たちでできる活動を地域と共に行い、継続させていくことを目指しています。今

年度の活動は一区切りつきましたが、次年度も変わらぬご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

栄光の記録 

県新人バスケットボール大会 

 1/9（日） 

     新穂中  対 越路中 71 － 87 

     新穂中  対 直江津中等 48 － 53 

 

 

 

 

 

 

２月の予定 

 

２日（水） スキー授業（１，２年） 

３日（木） 新 1年生入学説明会（保護者対象） 

７日（月） ３年生定期テスト① 

８日（火） ３年生定期テスト② 

９日（水） 職員会議（部活動停止～１６日まで） 

生徒総会 

１１日（金） 建国記念の日 

１６日（水） １，２年生定期テスト① 

１７日（木） １，２年生定期テスト② 

１９日（土） フリー参観日、ＰＴＡ総会 

２１日（月） 振替休日 

２２日（火） 専門委員会 

２３日（水） 天皇誕生日 

２４日（木） ３年生を送る会 

 

 

新穂中ＨＰを随時更新しています。 

ぜひ、御覧ください。  

 http://niibo-js.sado.ed.jp 

同窓会役員の皆様のご紹介 
 新穂中学校同窓会総会が書面審議され、以下

の皆様が令和4年度の同窓会役員となりました。

今後ともよろしくお願いします。 

 

会長 本間 一秀 様 

副会長 磯部 浩伸 様 

副会長 荒光さゆみ 様 

庶務 内海 正満 様 

会計 和田 淳子 様 

幹事 土屋 一裕 様 

幹事 木下 弘子 様 


