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喫煙・受動喫煙防止教室 １年 

職場探究フォーラム 

夏本番 
 ７２日間の一学期が終了しました。時期

を同じくして、待ってたように梅雨空が明

け真夏になりました。ご家庭では如何お過

ごしでしょうか。新型コロナウイルス感染

症に今年も翻弄されている状況です。保護

者会でお伝えさせていただきましたが、学

校からの急な連絡（文書・メール等）に各

ご家庭で対応していただいたからこそ、感

染症への柔軟な対応を講じてこれたと思っ

ています。ありがとうございます。まだま

だ続きますが、引き続きご家庭でも感染予

防対策をお願いいたします。夏休みは、お子さんを各家庭に

お返します。３５日間という長い休みになります。感染症予

防に講じながら、生徒にとって有意義な期間にしてほしいと

思っています。生徒にはいつも通り、何もしないと思えば何

もしないで済む、何かしようと思えば何でもできる期間であ

ることを、再度伝えようと思います。２０２０オリンピッ

ク・パラリンピックが開催されます。歴史的な瞬間の中で、

いろいろニュースも飛び交い、落ち着かなくなるかもしれま

せんが、ご家庭での指導もよろしくお願いします。８月２５

日元気な姿で会えることを楽しみにしています。 

プ ラ タ ナ ス 

 ７月15日（木）6校時 歯学博士

の花島直樹先生をお迎えして、新苑

学級と1年生の「喫煙・受動喫煙防

止教室」が行われました。この目的

は、喫煙及び受動喫煙による健康へ

の影響は大きく、将来の喫煙を防止

する観点からも早期に喫煙に関する

正しい知識を習得することです。花

島先生からは、喫煙や受動喫煙の害

だけでなく、タバコは危険ドラッグ

の入り口でもあると教えていただき

ました。また、タバコ規制問題で

は、国際条約でタバコのパッケージ

に健康被害の写真を掲載する約束に

なっていますが、日本では綺麗な柄

で販売しているように規制の甘さもわかりました。たばこの害

を伝えることで世界の動きから大きく取り残されている日本で

すが、2020東京オリンピック・パラリンピックのたばこフ

リー開催を視野に、街には全面禁煙の場所が増えました。 

 健康は自分で作るものです。しっかり運動をし、栄養を考え

て食べ、よく寝ること。タバコや薬物は絶対やらない（もちろ

ん危険ドラッグも）。また、日本人は自分で考えることが苦手

です。SNSの検索の仕方もテクニックがありますので、コロナ

ワクチンでは様々な情報がありますが、「ワクチン－危険」と

検索した時と「ワクチン－必要性」と検索した時には異なった

情報が出てきます。視野を広げて自分で考え、正しい物かどう

か見抜く力がこれからの世の中でとても必要な能力です。 

最後に、各クラスの代表生徒がロールプレイで、 

・タバコを吸う父とやめさせようとする娘 

・隠れてタバコを吸う息子と母親 

・タバコを勧める友人と君 

という3つの場面に挑戦しました。みんな、学習したことを自

分の言葉に変えて上手に演じてくれました。みなさんが、これ

からの生活で、今日の学習を生かすことができるといいと思い

ます。 

やさいスーパー新苑 

 ７月３日（土）８：３５～「職場探究フォーラム」を実施

いたしました。平成２６年度からキャリア教育の一環として

新たに位置づけし実施させていただいています。しかし、昨

年度はコロナ感染症対策の影響で実施できませんでした。今

年度もコロナ禍で実施するには厳しい状況でしたが、学校運

営協議会委員の廣本 慶一様（東京四谷ロータリークラブ）が

中心となって、前ＰＴＡ会長の紙本 篤様（日本大学 歯学

部 総合医療科科長 准教授）、大森 徹哉様（株式会社 Ｈ１

４ 代表取締役）、近藤 稔晃（株式会社 近藤工務店 代

表取締役）の皆様をお招きし、、多岐にわたって、社会に出

る楽しさ、勤労の尊さ等の講話を通し

て、自己の目指す勤労観を培わさせて

いただきました。生徒もメモを取りな

がら熱心に聞き入っていました。 生

徒から「好きなことでも仕事にすると

辛いこともあって、それでも誰かの役

に立ってうれしいこともあるから頑張

れるのだとわかった」「中学生の時に

ときに、好きなことや原点を見つける

ことが大切という話が印象に残った」

「どんな仕事でもコミュニケーション

が大切だとわかった」など、それぞれ

思うところがあったようです。新苑学

級では実際にものつくりを体験し貴重

な経験ができました。ありがとうご

ざいました。次年度こそ、従来通り

の職場探究フォーラム実施できるこ

とを生徒と共に願っています。 
      

７月７日（水）１１：３０～１

２：００新苑学級 

 新苑学級では、生活単元学習

の一環で野菜販売を行いまし

た。自分たちで育てた野菜を販

売することを通して、働くこと

の楽しさや大変さなどを体験する

ことができました。開店前の清

掃、値札貼り、野菜の収穫から

ラッピング、陳列、販売中の接客

マナーや会計の計算、閉店後の後

片付けまで皆で協力して取り組むことができました。職場

体験に繋がっていくのではないかとも思っています。ま

た、お客として教職員の皆さんが来店して下さいました。

売上金は、後日募金をする予定です。 



評価・評定 

  

 

被爆体験講話 ２年 

 先日保護者会でもこのプリントを配布し説明しました。今年度より、学習指導要領が新たになり評価の観点が下記のように変わ

りました。生徒にも説明していますが、何かご質問等ありましたら面談等で寄せてください。 

 7月１６日(金)３・４校時～各教室  新宿区教育委員会より、田川 博康様（公益財団法人 長崎平和

推進協会）をオンラインでお迎えし、区内の中学校に長崎で被爆された田川さんより体験講話をお話しいた

だき、平和について考える大事な機会をいただきました。 

 今から、７６年前の１９４５年（昭和２０年）８月９日１１：００に投下された原子力爆弾の被害に遭わ

れた悲惨な状況を詳細に説明していただきました。家族を失い、食べるものも口にすることができない中で

生き抜いた田川さんの言葉は、生徒の心に焼き付くものであったに違いありません。平和のという言葉の意

味、価値そして自覚することの重要性を繰り返し訴えておられました。決して当たり前にあるこの平和を当

たり前のこととして捉えてはならないことも教えていただいたと思います。 

◆西新宿中の生徒より 

 Ｑ：被災して一番辛かったことはなんですか？ 

 田川さん：被爆して人情がなくなったこと、助け合っていくことができなくなったことが一番辛かった。 

◆牛込三中の生徒より 

 Ｑ：戦後復興していった長崎の状況をどう思いましたか？ 

 田川さん：こんなに素晴らしい文明になるとは思わなかった。人の知恵がきちんとした価値観に支えられ    

      ているからこんなに素晴らしい文明が創られたと思う。 

◆牛込一中の生徒より 

 Ｑ：核兵器の保有している国、しようとしている国をどう思うか？ 

 田川さん：それは国ごとの争いの貧しさがそうさせているのだと思う。平和の価値観をきちんともった国どうしであれば、こ       

      ういうことにならないはずである。 

 本校生徒は、来年広島へ修学旅行に行く予定です。この被爆体験講話がさらに修学旅行での学びを深めさせてもらえる気がしま

す。このような体験講話をいただく貴重な機会をいただいた新宿区教育委員会に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

令 和 ３ 年 ７ 月 吉 日 

 

新 宿 区 立 四 谷 中 学 校                                    

校 長   東   孝 夫 

 

◇評価・評定について 「目標準拠評価」 

   ○学習目標に対する到達度で表します。 

○学習指導要領に示されている各教科の目標に準拠して、その達成状況を観点

ごとにＡ．Ｂ．Ｃ．の３段階で「評価」をし、それらをまとめて、今度は１

～５の５段階で「評定」を出します。それぞれの到達度の割合の目安は下の

ようになっています。 

○目標準拠評価には数的な制約がないので、全員が５または４ということもあ

り得ます。 

 

(1)観点について 

 ①評価の観点を３段階「Ａ・Ｂ・Ｃ」で評価します。 

 

 
 
 
１００％→ 
 
 
 
  ８０％→ 
 
 
 
 
  ５０％→ 

 

 

 

 

観点別学習状況の評価 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

十分達成しています 

 

 Ａ 

 
 
おおむね達成しています 

 

 
 
 Ｂ 

 

 

 
もう少し努力しましょう 

 

 

 
 Ｃ 

 

 

 ②評価は３段階でつけますが、３段階の割合は均等ではありません。上の表を参照

してください。 

 ③各観点の評価がＡまたはＢになれば目標がほぼ達成されていることになります。 

 ④達成率が５０％未満の「Ｃ」の場合は『もう少し努力が必要』ということになり

ます。 

⑤観点の評価は、生徒が頑張ったところや、今後努力が必要なところを見つける目

安にします。 

Ａ：「十分達成しています」 
 
    ………達成率８０％以上の場合 
 
Ｂ：「おおむね達成しています」 
 
    ………達成率５０％以上８０％未満の場合 
 
Ｃ：「もう少し努力しましょう」 
 
        ………達成率５０％未満の場合 

令和３年度 通知表の評価・評定について 

「観点別学習状況の評価」 

  の達成率の目安 

3)評定について 

 

 
１００％→ 
 
 ９０％→ 
 
 ８０％→ 
 
 
 
 ５０％→ 
 
 
 
 ２０％→ 

 

 

評  定  
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に高い程度のもの  ５ 

十分達成しています  ４ 

 
おおむね達成しています 

 

 
 ３ 

 

もう少し努力をしましょう  ２ 

一層努力しましょう 

 

 １ 

 

 

 ①各教科の３観点評価を統合して５段階で評定します。 

 ②学習指導要領の内容は生徒全員に身に付けさせるべき最低基準なので、「３」以上の評定となることが 

望ましいです。残念ながら「２」「１」の評定の生徒には、今までの学習方法や家庭学習等を見直して、 

力をつける努力が必要です。 

 ③３段階を５段階に統合するので３つの観点が次の場合は、 

 

 

 

 

                                                となります。 

 ④各観点の評価資料が十分でない場合は、その観点は評価不能となり、評定も出来ません。 

    （評価や評定が出来ない場合は、通知表には、「／」を記入します。） 

変わりました 

国語科                       国語以外の教科 

 

   国語科                     国語以外の教科 

各観点の評価 評定 

Ａ・Ａ・Ａ ５または４ 

Ｂ・Ｂ・Ｂ ３ 

Ｃ・Ｃ・Ｃ ２または１ 

教 科 の 観 点 評価比率 

知識・技能 ４０％ 

思考・判断・表現 ３０％ 

主体的に学習に取り組む態度 ３０％ 

教 科 の 観 点 評価比率 

知識・技能  ３０％ 

思考・判断・表現  ４０％ 

主体的に学習に取り組む態度  ３０％ 

  令和２年度       令和３年度 

 関心・意欲・態度     知識・技能   

 話す・聞く能力       

   書く能力      思考・判断・表現 

読む能力        

 言語についての     主体的に取り組む姿勢 

知識・理解・技能               

  令和２年度       令和３年度 

 関心・意欲・態度     知識・技能   

 

 思考・判断・表現    思考・判断・表現  

            

    技能      主体的に取り組む姿勢 

   知識・理解      

「評定」の達成率の目安 

５：「十分達成しています。特に高い程度のもの」 

   ……達成率が９０％以上の場合 

４：「十分達成しています」 

   ……達成率が８０％以上９０％未満の場合 

３：「おおむね達成しています」 

   ……達成率が５０％以上８０％未満の場合 

２：「もう少し努力しましょう」 

      ……達成率が２０％以上５０％未満の場合 

１：「一層努力しましょう」 

      ……達成率が２０％未満の場合 

生徒の様子 ●授業 ☞ 朝読書・保健体育（プール） ●部活 ☞ 緊急事態下の縮小活動 

●小中連携 ☞ 各小学校とのオンライン連携の開始 


