
本校の学力・学習状況について
～全国学力・学習状況調査結果から～

校長 伊藤 一之

本年度４月19日に3年生を対象に行われた全国学力・

学習状況調査の結果が９月29日に公表されました。この

調査は、平成20年度に始まった、小学校６年生と中学校

３年生を対象にした、いわゆる「全国学力テスト」のこ

とです。東日本大震災があった平成23年度を除き、今年

が10年目、９回目の調査でした。

全国的な特徴としては、学力の底上げが進み、都道府

県の上位と下位の差が縮小傾向にあることや、知識の活

用力や表現力には依然として課題があることなどが指摘

されています。

また、本県の結果については 「９回連続トップ級」、

との見出しで報道され、中学校では国語Ａ・Ｂ がとも※

、 。に１位 数学Ａ・Ｂともに上位という良好な結果でした

※ Ａ問題～基礎知識を問う問題、 Ｂ問題～知識の活用力を試す問題

（１）昨年までの学力の状況
さて、これまでの過去８ データから、県平年間分の

均と比較した本校の傾向を、ざっくりしたくくりで見て

みると、全32項目 は次のよう（国語Ａ・Ｂ、数学Ａ・Ｂの4項目×8年＝３２項目）

な状況でした。

＋10％以上 → ◎◎(かなり大きく上回る) …０項目

＋５～＋10 → ◎ （大きく上回る） …２

＋２～＋５ → ○ （やや上回る） …２

－２～＋２ → ◇ （県平均並み ） …７

－５～－２ → ⦿ （やや下回る） …10

－10～－５ → ● （大きく下回る） …10

－10％以下 → ●●(かなり大きく下回る) …１

また、８年間の県との差の平均は、国語Ａ(-2.6 、国）

語Ｂ(-3.2)、数学Ａ(-3.6)、数学Ｂ(-3.2)となります。

要するに天王中のこれまでは、年によってばらつきはあ

るものの、総じて県平均を下回る状況で推移してきたと

言えます。

（２）今年の学力の状況
今年の状況は右のような結果で

した。まだまだ十分ではありませ

んが、ほぼ県平均レベルにあると

言えます。これまでの状況に比し

て、改善傾向にあります。

また、教科ごとには次のような課題があります。

【国語】

・本や文章などから必要な情報を読み取り、根拠を明確

にして自分の考えを書くことに課題があります。また、

話合いの内容を踏まえた発言として適切なものを選択す

る問題の正答率も、県平均を下回っていました。

【数学】

・特に関数の式や増加量、変化の割合など、 と の間のＸ Ｙ

関係を表す事象の理解に課題があります。また、知識を

活用し、数学的な見方や考え方を活用する問題にも課題

がありました。

今後、授業ではもちろん補充的指導等を通しながら課

題の克服に向けて指導してまいります。

（３）質問紙の状況
この調査のもう一つの調査項目が、学習の状況につい

て質問紙で問うものです。県平均を大きく下回っている

項目や、逆に上回っている項目からは、本校生徒の実態

が明らかになり、大変参考になります （詳細は裏面を。

参照してください）そこから見えてくる特徴を整理して

みると次のようになります。

＜本校生徒のよさ＞
① 学校が楽しい、学校の約束を守って生活しているな

ど、学校が生徒にとっての居場所となっていること。

② 分らないことは先生に聞く、話合いで考えを深めて

いるなど、先生に対する信頼や学校で重点事項として

いる学び合いの成果が見て取れること。

➂ 家での手伝いやボランティア活動、図書館利用等、

地域において自己存在感に結び付く良好な生活を送っ

ていること。

＜本校生徒の課題＞
① 家庭での学習時間が不足していること。土日に1時

間以上、平日に30分以上の学習をしている割合は県並

みであるのに対して、２時間以上の学習をしている割

合で比較すると大きな差がある。

多過ぎること。ゲー② ゲームやテレビの視聴時間が

ムの中身については不明であるが、平日の帰宅後に

通信型のゲーム等に時間を費やしているのではない

かと推測される。

➂ 予習をしている生徒が極めて少ないこと。家庭学

習ノートを１～２ページ埋めるだけの学習から、予

習・復習にバランスよく取り組み、質の高い家庭学

習への転換が必要である。

＜改善の方向性＞
① 家庭学習時間を増やす取組が必要である。家庭学習

ノートを使いながら復習に予習も加え、質の向上を図

、 。りつつ 今より30分でも学習時間を増やす必要がある

② ゲームやテレビ視聴時間を少しでも減らす取組が必

要である。この時間を減らせば学習時間に向けること

が可能となる。

学校ではこれらの状況に対

し、更なる家庭学習の推奨と

充実、ゲーム等の時間を減ら

す呼びかけをしていきます。

どうかご家庭におかれまし

ても同様の方向でご協力をい

ただきますようよろしくお願

2年生音楽の学び合い↑いいたします。

平成28年度 天王中学校学校報 教育目標＊「自律 「協同 「学び合い」」 」

平成２８年１０月４日（火）

№８

潟上市立天王中学校

国語Ａ◇(+0.3)

国語Ｂ◇(-0.6)

数学Ａ◇(-1.5)

数学Ｂ⦿(-2.2)



全国学力・学習状況調査質問紙の傾向から
公表日 ９月２９日（木）

○県平均よりも良好な項目
参加した 計 県との差

ボランティア活動に参加している 75.0 75.0 8.7天王中 ＋

66.3 66.3秋田県

後で先生にその場で先生に

授業で分らないことを先生に聞く 9.3 15.7 25.0 ＋ 6.7天王中

9.6 8.7 18.3秋田県

どちらかというとそう思う

授業では話合いで考えを深めている 30.6 51.9 82.5 ＋ 3.5天王中

31.4 47.6 79.0秋田県

学校に行くのは楽しい 50.1 38.9 89.0 ＋ 2.7天王中

53.0 33.3 86.3秋田県

週４回以上 １～３回

図書室・図書館に行く回数 2.8 6.5 9.3 ＋ 2.6天王中

1.5 5.2 6.7秋田県

どちらかというとそう思う

家の手伝いをしている 25.0 44.4 69.4 ＋ 2.1天王中

19.2 48.1 67.3秋田県

学校の規則を守っているか 63.9 35.2 99.1 + 2.1天王中

67.5 29.5 97.0秋田県

＜課題＞▼県平均を下回る項目
計 県との差４時間以上 ２～４時間

土曜日や日曜日の勉強時間 6.5 42.6 49.1 -15.3天王中

5.2 59.2 64.4秋田県

どちらかというとそう思う

家で学校の予習をしている 9.3 18.5 27.8 -14.8天王中

13.1 29.5 42.6秋田県

地域行事に参加しているか 13.0 27.8 40.8 -14.2天王中

26.5 28.5 55.0秋田県

総合の学習では課題を立て情報を整 23.1 48.1 71.2 -13.8天王中

理、発表する学習をした 39.4 45.6 85.0秋田県

４時間以上 ２～４時間

平日のテレビの視聴時間 9.3 41.7 51.0 11.6天王中 +

5.9 33.5 39.4秋田県

３時間以上 ２～３時間

平日の勉強時間 7.4 11.1 18.5 -11.3天王中

5.1 24.7 29.8秋田県

４時間以上 ２～４時間

平日にゲームをどのくらいするか。 7.4 27.8 35.2 9.7天王中 +

4.4 21.1 25.5秋田県


