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プ ラ タ ナ ス 

 今年も感染症対策に追われた

一年でした。順調ではないです

が、２学期も終わろうとしてい

ます。行事も縮小せざるを得な

い状況下でも、粛々と実施でき

る範囲で取り組んだ学期及び一

年でもありました。   

 生徒はいつものように登校し

学校生活を送っています。 し

かし、油断してはなりません。

１７日間の冬季休業中、ご家庭

で指導よろしくお願いします。

毎年この時期に話をしている大

切なこと「人権」について、１

２月６日（月）の全校朝礼で再

度話をしました。●１２月４日（土）～１２月１０（金）

人権週間●１２月１０日（金）世界人権デー 

『誰か』のことじゃない。ということ自分を大切にすると

ともに他の人を大切にする（絶対忘れてはいけないこと） 

「世界人権宣言」を谷川 俊太郎さんが分かりやすくしたも

のを紹介します。～全三十条からなります～ 

 第一条 みんな仲間だ 

 第二条 差別はいやだ 

 第三十条 権利を奪う「権利」はない                

  

令和３年度２学期が終わります 音楽教室 ２年 

面接を実施しています ３年 
 １１月２５日（木）～ 昼休み及び

放課後 ３年生全員に、校長と副校

長で面接を実施しています。学校で

の生活、今後の進路について、将来

どういう仕事に就きたいか等、生徒

一人一人と向き合いながら進めてい

ます。自らを見つめる良い機会になればと思っています。

決して練習ではありません。「作った自分ではなく育った

自分」を見せてほしいと思っています。一生懸命考え、応

えている生徒たちの姿を想像してみてください。面接は、

来年（３学期）も続きます。 

 

セーフティ教室 

 １２月１３日（月）４校時 今年度

も毎年実施している音楽鑑賞会が中止

となり、それに代わる事業として、新

宿区教育委員会が各中学校に東京都交

響楽団（都響）をお招きし、演奏を鑑

賞するという企画をしていただきまし

た。 

<場所>本校体育館 

<出演>ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ 

<プログラム＞すぎやまこういち/ドラゴ

ンクエストより「序曲のテーマ」他７曲 

 今年はドラゴンクエスト35周年のた

め一曲目にこの曲（オリンピックの入場

行進のＢＧＭ）を演奏してくださいまし

た。また、ドラクエ序曲の作曲者である すぎやまこういち 

さんが今年の9月に亡くなられ、都響の方にすぎやまさんとの

思いでを語っていただきました。（ゲーム音楽の録音は都響

が全シリーズ担当している）すぎやまさんの名言「音楽は心

の貯金」「音楽は心の応援団」はまさに、音楽は心を豊かに

するものであり、また自分を励ましてくれるものなのだと話

されていました。 

 子どもたちの心にも、音楽が心地よく響いたと思います。 

ありがとうございました。   

            （音楽科担当 津田 雛子教諭） 

 １１月１１日（木）ＮＴＴドコモ

スマホケータイ安全教室の大和田様

を講師にお招きし、オンラインにて

セーフティ教室を実施しました。近

年、中高生のＳＮＳを通したトラブ

ルが多発しています。逆に携帯等で

良い話題は、なかなか話題に出てこ

なくなったような気がします。（タ

ブレットでの学習等は身近ですが）

今回のセーフティ教室で、トラブル

の例を踏まえ「使用法や見直しを図

り、自らの安全と他の人への配慮」

をさらに高めていくことが大きな大

きな目的です。また、各ご家庭にも

買い与えた立場としての役割意識を

高めながら、学校との連携をさらに図っていきたいと思ってい

ます。そして誰一人と加害者・被害者にならぬことを切望して

います。ご家庭でも、気なったこと、様子がおかしいと感じた

ことがありましたら、指導及び学校までご連絡をください。 

※セーフティ教室とは、東京都教育委員会が平成１６年度か

ら、都内の小・中・都立学校２，２００校で「生徒の健全育成

の活性化及び健全育成を図るとともに、家庭・地域との連携に

よる非行・犯罪防止教育を推進する。 

            （生活指導主任 牧野 美生教諭） 

移動教室代替行事 １年 
 １１月８日（月）移動教室の代替行

事として、奥多摩方面に行ってきまし

た。野外活動と体験学習の二つの稼働

を盛り込んだ行事でした。本来ならば

女神湖移動教室でしたが、感染症対策

の為の行事となりました。場所は変わ

れども、目的は「行事で生徒はより育

つ」です。自然に触れながら、学年と

して、学級として、そして班としての

集団のレベルアップが図ることができ

た行事でした。 

来
年
こ
そ
皆
様
に
と
っ
て
ご
多

幸
な
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に 



○ごみ減量絵画   区長賞 ２年 個人情報 

〇中学生の「税についての作文」  

  四谷納税貯蓄組合連合会 会長賞 ３年 個人情報 

  四谷間税会       会長賞 ３年 個人情報 

〇薬物乱用防止標語   地区会長賞 １年 個人情報 

〇新宿区こども環境絵画コンテスト 銅賞 ３年 個人情報 

〇東京夏季フィギュアスケート競技大会 ジュニア女子 ５位 ２年 個人情報 

〇東京都中学校新聞教育研究会 スクラップ新聞の部  

  ■優秀賞 ３年 個人情報 ■奨励賞 ３年 個人情報  

  ■努力賞 ３年 個人情報 ■佳作  ３年 横個人情        

〇バドミントン部 新宿区冬季大会 男子ダブルス 第３位 ２年 個人情報  

学校生活の様子 ～行事で生徒はより育つ～ 

※ご家庭からの一言は次号に寄せてください。 

  

 

(2)評価から評定へ 

           「観点別学習状況の評価」と「評定」の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)評定について 

 

 
１００％→ 
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 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。） 

 

 

十分満足できる 

 

 Ａ 

 

 特に高い程度のもの  ５ 

十分満足できる  ４ 

おおむね満足できる  Ｂ おおむね満足できる  ３ 

努力を要する  Ｃ 努力を要する  ２ 

一層努力を要する  １ 

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 

「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 

  

 

 

 

◇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。 
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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。 

 

(2)評価から評定へ 

           「観点別学習状況の評価」と「評定」の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

観点別学習状況の評価  

 

３観点の評価を総括し

て、評定を出す。 

 

 

評  定 

十分満足できる 

 

 Ａ 

 

特に高い程度のもの  ５ 

十分満足できる  ４ 

おおむね満足できる  Ｂ おおむね満足できる  ３ 

努力を要する  Ｃ 努力を要する  ２ 

一層努力を要する  １ 

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 

 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 

 一学期に、下記のプリントを保護者会で配布させていただきました。ご承知の通り今

年度は観点が変わりました。再度今学期の終業式でも通知表と一緒に配布します。配布

済のシラバスも手に取りながら、お子さんとともに各家庭でご確認ください。 

評価・評定について 

１１月２６日（金）四谷消防署と東京防災救急協会の方に来校していただき、各クラス約１２０

分間の普通救命講習を指導していただきました。心肺蘇生法や異物除去、止血方法などを学ぶ座

学と、学んだ内容を実践する実技の時間に分かれるという充実した内容でした。「もし、プール

サイドでAEDを使うにはどのようなことに注意したらよいのか」という言葉を聞き、自分の身近

な場面でも実践しなければならない機会はあると感じさせてくれる講習会でした。また、日常生

活の危険を予測する力や主体的に地域の安全に貢献する力を育むことができるような貴重な時間

でした。いつ・どこで・命を救う場面に遭遇するか分かりません。だれでも一人でも多くの命を

助けることができるを、合言葉にした中身の濃い講習会だったに違いありません。ありがとうございました。 

                                    （安全指導担当 丸山 彰仁教諭） 

普通救命講習 ２年 

部活動等の活動状況 

●ダブルダッチ １年 ●アルバム撮影（３年久々の迎賓前） 

●２０周年行事（詳細

は生徒配布の冊子を） ●作品展（新苑） 

●落ち葉掃き 

●スーパー新苑 
●国立科学博物館（新苑） 

●和楽器体験 ３年（三味線） 


