
 

通知表が変わります 

～新学習指導要領と評価～ 

校長 新保 英博  

 

今年度から新しい学習指導要領がスタートしました。それに伴い、通知表も変わります。簡単

ですが、以下に改訂のポイントをお知らせします。 

改訂のポイント 

１ まずは 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新学習指導要領の主なポイント 

（１） 新しい時代に求められる資質・能力を育む 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 何を学ぶか（中学校では） 

  「特別の教科 道徳」 

    自分ごととして「考え、議論する」授業などを通して、道徳性を育みます。 

    すでに先行実施しており、これまでの通知表でもお知らせしてきています。 

（３） どのように学ぶか 

    「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」も重視されることになりました。その

ために、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業を推進していきます。 

 

教育目標「進んではげむ、心ゆたかな生徒」 

令和３年６月 30日 

第７号 

☎ 0254-22-3824 
📠📠 0254-26-3543 

学習指導要領とは 

日本全国どこの学校でも一定の教育水

準が保てるよう、文部科学省が定めてい

る教育課程（カリキュラム）の基準です。

およそ１０年に一度改定され、これを基

に教科書や時間割がつくられます。 

教育課程（カリキュラム）とは 

 学校教育の目的や目標を達成するため

に、教育内容を生徒の心身の発達に応

じ、授業時数との関連において総合的に

組織した学校の教育計画です。 

ア  何を理解している

か、何ができるか 

 

→ 生きて働く「知識・技

能」の習得 

ウ どのように社会・世界

と関わり、よりよい人生

を送るか 

→ 学びを人生や社会に

生かそうとする「学びに

向かう力・人間性等」の

涵養 

イ 理解していること、で

きることをどう使うか 

→ 未知の状況にも対応

できる「思考力・判断力・

表現力等」の育成 



３ 評価の観点が変わります 

  これまでは、各教科での観点別評価は４観点で評価が行われてきました。今年度から３観点

に変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単ではありますが、上記のように改訂され、評価や評定が出されていくことになります。 

 

◎中体連下越大会の結果について 

部活動担当  

 

どの競技も３年生を中心に、精一杯力を発揮しました。「練習は嘘をつかない。」目標に向かっ

て、努力をし続けたことは、生徒にとっては何にも替えがたい経験となりました。県大会への出

場を勝ち取った生徒は、引き続き自己管理に励み、悔いの無い引退を迎えられるようがんばって

ほしいと思います。 

これからの観点別学習表は３観点 

知識・技能 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 

各教科等における知識及び

技能の習得状況について評価

するとともに、既有の知識及

び技能と関連付けたり活用し

たりする中で、他の学習や生

活の場面でも活用できる程度

に概念等を理解したり、技能

を習得したりしているかを評

価します。 

各教科等の知識及び技能

を活用して課題を解決する

等のために必要な思考力、判

断力、表現力等を身に付けて

いるかどうかを評価します。 

知識及び技能を獲得した

り、思考力、判断力、表現力等

を身に付けたりするために、

自らの学習状況を把握し、学

習の進め方について試行錯誤

するなど自らの学習を調整し

ながら、学ぼうとしているか

どうかという意志的な側面を

評価します。 

これまでの観点別学習評価は４観点 

①関心・意欲・態度  ②思考・判断・表現  ③技能  ④知識・理解 

これが 

観点別評価 

Ａ 「十分満足できる」状況と判断されるもの 

Ｂ 「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

Ｃ 「努力を要する」状況と判断されるもの 

評定 

５ 「十分満足できるもののうち、特に程度が高い」状況と判断されるもの 

４ 「十分満足できる」状況と判断されるもの 

３ 「おおむね満足できる」状況と判断されるもの 

２ 「努力を要する」状況と判断されるもの 

１ 「一層努力を要する」状況と判断されるもの 



★陸上競技（入賞者） 

共通男子２００ｍ 五十嵐 優希 ８位 県大会出場 

８００ｍ 齋藤 仁 ４位 県大会出場 

砲丸投げ 若月 大知 ６位 県大会出場 

円盤投げ 若月 大知 ３位 

低学年男子４００ｍＲ 藤間 遼輝 渡邉 健斗 清野 健太 若月 颯汰        

１位 

共通女子 走り高跳び 小島 歩莉 ４位 県大会出場 

低学年女子４００ｍＲ 土田 美羽 齋藤 心愛  上野 那奈 澁谷 百々子 ７位 

★水泳競技 

 女子４００ｍ自由形 富樫 美咲 １位 県大会出場 

 女子８００ｍ自由形 富樫 美咲 １位 県大会出場 

★バレーボール 

 対村上第一中 １－２ 負 対阿賀津川中 ０－２ 負  

リーグ３位 

★卓球 

 男子団体 

 ＜予選リーグ＞ 対朝日中 ３－０ 勝 対五泉川東中 ３－０ 勝 １位通過 

 ＜準決勝リーグ＞対真野中 ３－０ 勝 対猿橋中 ３－０ 勝 対水原中 ２－３ 負  

対村上東中 ３－０ 勝 ２位通過 

＜決勝リーグ＞  対本丸中 ０－３ 負 対水原中 ３－２ 勝 

        対紫雲寺中 ３－２ 勝 ２位 県大会出場 

男子個人（入賞者） 

鈴木 悠斗 ３位 県大会出場 

小林 柊哉 小出 悠生 ベスト１６ 県大会出場 

 女子団体 

 ＜予選リーグ＞ 対荒川中 ２－３ 負 対阿賀津川中 ２－３ 負 対聖籠中 １－３ 負 

リーグ４位 

★サッカー 

対五泉北中 ２－０ 勝 対猿橋中 ０－３ 負 ベスト８ 

★野球 

対黒川中 ３－１ 勝 対安田中 １４－４ 勝  

対紫雲寺中 １－７ 負 リーグ２位 

★柔道 

 男子団体 

 対中条中 １－４ 負 敗者復活戦へ 対聖籠中 ２－３ 負 

 男子個人（入賞者） 

 男子５０ｋｇ級 高地 凪 １位 県大会出場 

 女子団体 

 対中条中 ０－３ 負 敗者復活戦へ 対猿橋中 ２－０ 勝 ３位 県大会出場 

 女子個人（入賞者） 

 女子７０ｋｇ超級 寒河江 和心 １位 県大会出場 酒井 万愛 ２位 県大会出場 



◎７月の主な行事予定 

 詳細な予定については、学年だより、メール配信等でご確認ください。 


