
３年生は、いよいよ進路選択に向けて本格的な時期を迎えて

います。受験といえば「年明け」と思われがちですが、進路先

の決定は、10月に行われる学力診断テスト２回の結果をもとに

判断することになります。すでに10月１日学力診断テストが行

われ、結果の個票も生徒全員に返却されています。あと１回、

10月31日の学力診断テストを残すのみです。３年生の意識も高
まっており、休日や昼休みに職員室前の学習スペースで勉強す
る生徒をよく見かけます。また、現在行われている「Ｎスぺ講
座」への参加者は40名、社会科の「朝課外」への参加者は毎日
約30名です。３年生の皆さん、頑張らなければならない時に頑

張ることができるというのは、将来を通じて重要な力だと思い
ます。全力を尽くして頑張ってください。
さて、文科省は、2020年度から大学入試改革を行います。

その目的は、生産年齢人口の減少やグローバル化等の急激な社
会変化の中、世界で勝ち抜くために優れた人材を見極め、育成
しなければならないからです。改革の方針としては、一点差刻
みの合否判定から、入試の結果だけでなく多面的・総合的な合
否判定へと変更することを打ち出しています。とは言え、やは
り気になるのは入試の方法や内容でしょう。これまでの「大学
入試センター試験」は廃止され、新しい「大学入学共通テス
ト」が2021年1月に実施されます。
この新しいテストでは、「国語」や「数学」において、思考

力や判断力、表現力を重視する記述式問題が出題されると言わ
れています。また、注目すべきは「英語」です。「話すこと」
を含めた「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の４技能が問わ
れることになり、ＴＯＥＦＬや英検のような民間試験を国が認
定し、その成績を大学の合否判定に使えるようにするという方
針も出されました。「受験英語」からの脱却、「使える英語」へ
の転換と言えると思います。このように大学入試が変わること
によって、大学・高校の授業改革も求められています。やがて
は、その波が高校入試や中学校の授業にも及ぶでしょう。
現在、文科省は中学校の英語教育に関して、「中学３年生で

英検３級相当以上（中学校卒業レベル）の英語力を持つ生徒の
割合を 50 ％以上にする」という目標を掲げています。2017
年度の「英語教育実施状況調査」によると、中学３年生で英検
３級相当以上の英語力を持つ生徒の割合は 40.7％という結果
でした。今後さらに、大学入試改革と相まって目標達成に向け
た取組が図られていくことでしょう。

「英語教育の充実に向けて」

校長：古澤 裕二

 実際に、中学校においては、新たな取組が導入されています。
今年度４月、３年生「全国学力・学習状況調査（全国学テ）」
において英語のテストが実施されましたが、通常の「聞くこ
と・読むこと・書くこと」に関するテストのほか、「話すこ
と」に特化したテストが実施されました。その試験方法は、１

クラスずつ生徒をパソコ
ン室に入れ、マイクを通
したパソコンへの音声入
力で解答させるという、
これまでになかった新た
な方式です。本校３年生
の結果は、「聞くこと」
「読むこと」「書くこと」
の３技能は全国平均を下

回っていますが、「話すこと」に関しては大変良い成績でした
＜表参照＞。「話すこと」については、これまでの英語科の授
業で、よくコミュニケーション活動を行っていた、その成果で
はないかと思います。

また、７月には、３年
生対象に「英検 IBA（英
検の簡易版）」が実施され
ました。本校３年生の結
果は、生徒の 34.4％が３
級相当以上という結果で、
本校においても 50 ％に
は達していません。

＜グラフ参照＞。
このような「使える英語」への教育動向を見据えて、本校で

は夏休み期間のサマースクールにおいて「英検コース」を開講
するとともに、「英検」への積極的な受検を促してきました。10
月４日に、本校で行われた「英検」テストには 74名（その内
訳は２級:３名、準２級:４名、３級:26 名、４級:32 名、５級:
９名）もの生徒が受験しています。今後、ますます英語教育の
重要性が叫ばれる中、本校においても生徒の英語力アップに向
けた様々な取組を行っていきたいと考えています。

４月・９月に実施された学力診断テスト(３年生は１０月も
含む)の結果をお知らせします。福岡県の平均値を５０とした
数値（Fスコア）で示しています。
３年生においては、どの学校も中体連が終わり、本格的に受

験勉強の取組が始まりました。本校も各教科やエブリディ学習、
朝自習等を通じて、学力向上の取組を行っていますが、どこの
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学校も頑張って
いるのでなかな
か成績が上がら
ないのが現状で
す。
また、県と比較

して５０は超え
ているものの、み
んなが勝負する
第５学区は学力
が高い地域です。
３年生の皆さん
も、もっともっと
努力をしなくて
はいけません。

３年生の家庭学習の目標は、３時間と言われています。７
月の生活アンケートによると、本校の３年生で３時間を超えて
いるのは、１５．８％にすぎません。２時間以上の割合は、１
年生４３．３％、２年生１１．２％、３年生３１．０％で１年
生より少ない結果が出ています。このままで大丈夫でしょうか。
２年生は、学習時間が少ない割には順調に成績を伸ばしてい

ます。
１年生は、全体的には少し伸びているものの、理数に課題が

あります。理科については、講師がなかなか決まらず授業数が
少なかったことが大きく影響しています。
１０月３１日は、１～３年まで全学年で学力診断テストが行

われます。全員が学力向上を目指して、家庭学習の時間を増や
してほしいと思います。

２０１４年度本校卒
業の藤井菜々子さんが、
９月２９日、ドーハで
開かれた世界陸上大会
２０ｋｍ競歩において、
１時間３４分５０秒の
タイムで７位入賞をさ
れました。
１００ m に直すと

２８･２９秒ぺースで

２０ｋｍ歩く計算になります。 すごい早さですね。

日々の努力がこのタイムを生んだようです｡

ド ー ハ 世 界 陸 上 大 会

学力診断テスト結果の比較

国 数 英 社 理 合計

１年生
４月 53 52 ／ 53 52 53

９月 54 51 54 57 48 54

２年生
４月 52 53 53 51 52 53

９月 54 56 55 56 53 56

３年生

４月 51 50 51 50 49 50

９月 52 53 52 52 52 52

１０月 52 53 53 52 50 52

コミュニティ・スクール

那珂川市立那珂川北中学校

学校だより 輝く
校訓【創造】【健康】【自律】

学校教育目標「人間力を身に付けた、地域を担う生徒の育成」

①確かな学力（創造） ②基礎的な体力（健康）

③将来を展望した自己実現力（自律）④地域に役立つ社会貢献力（自律)
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那珂川北中学校 校長 古澤 裕二

（文責）教頭 池之上孝明

〒 811-1202 那珂川市片縄西 3-26-1
TEL:092-953-7887 FAX:092-953-7880

生徒数 ４８６名

（１学年 １６３名）

（２学年 １５６名）

（３学年 １６７名）

１０月３日現在

TEL:092-581-0461


【筑紫地区大会】

○男子テニス
那珂川北３－０太宰府 予選リーグ
那珂川北２－１筑紫野南
那珂川北３－０筑紫野 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
那珂川北１－２筑山 準決勝
那珂川北２－１春日東 ３位決定

３位 筑前大会出場
○女子テニス
那珂川北３－０筑紫野南 予選ﾘｰｸﾞ
那珂川北０－３太宰府東
那珂川北０－３大利 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

中体連結果

〇サッカー部

那珂川北８－１那珂川

那珂川北０－３学業院

○野球

那珂川北０－２大利

○男子卓球 那珂川北０－３那珂川

那珂川北０－３平野

○女子卓球 那珂川北０－３春日西

那珂川北０－３筑紫野
那珂川北０－３春日東

○女子バレー
予選リーグ

那珂川北２－０筑山
那珂川北２－０大野東

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
那珂川北０－２春日南

○男子バレー
那珂川北２－０御陵 予選リーグ
那珂川北２－０筑山
那珂川北２－０大利 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
那珂川北１－２平野
那珂川北０－２学業院 ３位決定

４位 筑前大会出場
○女子バスケ

予選リーグ
那珂川北 48－ 90二日市
那珂川北 77－ 28筑山

○男子バスケ
予選リーグ

那珂川北 56－ 70学業院
那珂川北 68－ 50太宰府東

○ソフトボール

那珂川北９－ ８大野 予選リーグ

那珂川北 15－０筑紫野
那珂川北１－ 14 春日東 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

【筑前地区大会】 県大会出場

○陸上 女子砲丸投 優勝 毛利日陽 １０ｍ９０ｃｍ
女子８０ H 優勝 眞野いづみ １３秒５５
女子走高跳 ４位 眞野いづみ １ｍ４１ｃｍ

２０日 (日) 男子バスケ(太宰府)

女子バスケ(太宰府)

県大会(陸上 博多の森陸上競技場)

２５日 (金) 文化祭

２７日 (日) 筑前大会(体操競技 福岡市総合体育館)

３０日 (金) 全学年学力診断テスト 弁当の日

11月 2日(土) 筑前大会(男子テニス 山家テニスコート)

８日(金) 生徒会立会演説会・選挙

１１日(月) 英検 IBA第２回(３年生)
１４日(木) 第４回定期考査

１５日(金) 第４回定期考査

１６日(土) 筑前大会(ハンド 粕屋中学校)

１９日(火) 情報モラル教育(１年)

２１日(木) 専門委員会

２５日(月)～ 教育相談・進路相談～ 12 月 2日(月)
３０日(土) 県大会(ハンド 福岡市総合体育館)

１０月・１１月の主な行事

お 知 ら せ

◆１･２年生駅伝マラソン大会の開催について

体力向上を目的に 12 月 14 日(土)、１･２年生を対象に校
内駅伝マラソン大会を開催します。

◆電話の対応について

教職員における働き方改革の一環として、職員は、平日は

２１時までに退庁すること、休日・祭日は部活動以外登庁し

ないことを推進しています。そのため、基本的に平日２１：

００～７：００、休日・祭日は、電話の応対ができません。

なお、部活動顧問への連絡方法については、各部活動ですで

に周知されていると思いますので、再度ご確認ください。

◆車での送迎について

朝遅刻ぎりぎりに、猛スピードで生徒を送ってくる車があ

ります。とても危険ですし、地域からの苦情もあります。

徒歩での登下校をさせてください。


