
全国学力・学習状況調査結果
平成２４年４月１７日（火）に実

施された調査結果が、８月８日（水）

に文部科学省から公表されました。

本年度は、新たに理科が加えられ、

本市の小・中学校は抽出調査対象校

以外の学校も希望利用し、全ての学

校が実施いたしました。

全国及び本県との比較における本

市の状況（抽出調査対象校の結果）

は、教科に関する調査及び生活習慣

・学習環境に関する質問紙調査のい

ずれの結果も、小・中学校共に良好

な状況にあるととらえています。

これは、本市の児童生徒が望まし

い生活の中で学習に取り組んでいる

結果であるとともに、家庭や地域が

好ましい関わりをもって児童生徒の

成長を支え、併せて学校の方針等に

建設的に協力してくださったおかげであると感謝しています。

市教育委員会といたしましては、国語における「書く力」、算数・数学における「数学的に説

明する力」、理科における「根拠を基に説明する力」が、全国や県とも共通する課題であること

を踏まえ、改善のためのフォローアップシートや指導方法改善に生かす資料等を提示するととも

に、教育施策の見直しを図るなどして、引き続き各学校の取組の支援に力を注ぎたいと考えてい

ます。
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教科に関する調査結果

抽出調査であり、平均正答率は誤差も含めた数値の幅（推計値の９５％の信頼
区間〔棒グラフ上部「

Ｈ

」〕）を踏まえる必要があるとの国の分析方法に準じ、
市としての分析を行った。（抽出率約３０％）

【 概 要 】
教科に関する結果

〔小学校６年生〕各学校において、基礎学力の定着を図るとともに、活用に関わる授業改善を進めてきた
成果とらえている。また、記述式問題での無解答率も低い。

〔中学校３年生〕小学校で身に付けた力が、中学校においても伸ばされるよう、各学校が学習指導におけ
る小中連携に取り組んできた成果の一端ととらえている。また、記述式問題での無解答率も
低い。

生活習慣・学習環境に関する児童生徒質問紙調査結果 ［資料は次ページ］

○夢や目標、規範意識や思いやりなどの道徳性に関わる質問項目は、小・中学生共に概ね良好な状況にあ
り、交流・連携を基盤とした体験活動を通して、豊かな心が育まれている成果ととらえている。

○家庭学習については、「自主学習」や「宿題」の実施状況、「１時間以上の勉強時間」が、全国や本県の
平均を上回っており、「一人勉強」等の継続した取組の成果ととらえている。

●「家の手伝い」「家や図書館での読書時間」は小中共に、「授業以外での図書館利用」「読書が好きだ」
については小学生について、引き続き家庭や地域等との連携を密にして取り組む必要がある。

○中学３年生（平成２１年度小学６年生）の変容については、読書、規範意識や思いやりなどの面で向上
が認められる。また、「授業で発表する機会が与えられている」が伸びており、授業改善による成果と
とらえている。

小学校 中学校

児童生徒の考えを引き出し、思考を深める発問や指導 小中

児童生徒の発言や活動の時間を確保した授業を実施 小中

放課後を利用した補充的な学習サポートを実施 小中

本やインターネットなどを使った資料の調べ方の指導

資料を使って発表ができるよう指導

独自の調査等の結果を利用し、具体的な教育指導の改善 小中

将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導 　中

博物館や科学館、図書館を利用した授業の実施 　中

地域の人材を外部講師として招聘した授業を実施

ＰＴＡや地域の人が学校の諸活動にボランティアとして参加 小　

学校のホームページを(月１回以上)更新し情報提供 小　

模擬授業や事例研究など、実践的な研修を実施 小中

他校や外部の研修機関などの学校外での研修に積極的に参加 小中

質　問　内　容
（よく行った、どちらかといえば行った）
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小学校 中学校

朝食を毎日食べている

テレビゲームの時間(月～金曜日、１日１時間以内、しない)

携帯電話で通話・メール(していない、持っていない)

家の人と学校の出来事を話す

家の手伝いをする

家で自分で計画を立てて勉強している

家で学校の宿題をしている

家で学校の授業の予習をしている

家で学校の授業の復習をしている

学校の授業以外の勉強時間(月～金曜日、１日当たり１時間以上)

ものごとを最後までやりとげて、うれしかったことがある 

自分には、よいところがある

将来の夢や目標を持っている

学校のきまりを守っている（中は規則）

友達との約束を守っている

人の気持ちが分かる人間になりたい

いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う

人の役に立つ人間になりたい

家や図書館での読書時間(月～金曜日、１日当たり１時間以上)

授業以外での図書館の利用(月に１～３回以上)

読書は好きだ

新聞やテレビのニュースなどに関心がある

今住んでいる地域の行事に参加している
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質　問　内　容
（当てはまる、どちらかといえば当てはまる）
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県比較 国比較 (％)

生活習慣・学習環境に関する児童生徒質問紙調査結果一部抜粋

【 概 要 】
学校質問紙調査結果

○学習指導については、児童生徒主体の学習展開、補充的な指導、全国学力・学習状況調査を活用した指
導等に関して、小・中学校共に全国及び本県の平均を上回っている質問項目が多い。

○生き方にかかわる指導、読書指導、研修等に関しても小・中学校共に全国及び本県平均を上回っている
質問項目が多く、学校の積極的な取組姿勢が伺える。

●「地域人材の授業への活用」「ＰＴＡや地域の方の学校でのボランティア」「ホームページの更新」に関
しては、小学校は全国及び本県平均を上回っているが、中学校では本県平均を下回っており、取組に差
が見られる。

学校質問紙調査結果一部抜粋



第１０回を数える「大仙市中学生サミット」が、

中学生３６名（１１校）、小学生３４名（８校）に

加えて、ＰＴＡ連合会会員からも７名の参加を得て

開催されました。

今年度の事務局校は、中仙中、豊成中、仙北中、

太田中の４校で、司会進行や活動内容の提案等の運

営を頑張ってくれました。

「ＲＥ」勉強会 では、「電気と私たちのくらし」

というテーマで、「環境の達人」の出前授業を受け

ました。講師の後藤千春氏（Ｇネーチャーコミュ

ニケーションズ代表）は、環境や放射線について

の研究を専門としており、講話の最中に、自然界

の放射線を計測する機械が放射線を検知した音を

聞かせてくれたり、地球に埋蔵されている化石燃

料の量を富士山との比較で考えさせたりして、小

学生にも分かりやすく説明してくださいました。

「ＶＯ」の報告会 では、昨年から被災地支援交

流活動に取り組んでいる大曲中学校と太田中学校

が発表してくださいました。両校は、８月７日

（火）の大仙市教職員研究集会でも発表してくだ

さっております。各学校が今後の活動を考える上

で、大いに参考になったものと思われます。

「ＶＯ」の活動 では、中学生は、被災地（大船

渡市立赤崎中学校）へ贈る図書の仕分け作業を、

小学生は、自分たちの学校の児童会活動で取り組

みたいことについての意見交換を行いました。

集まった図書は３１２冊。赤崎中学校からは、

仮設校舎で図書管理のスペースが必ずしも十分で

はないとの情報をいただいておりました。ご迷惑

をかけないようにして大仙市の中学生の心を届け

ようと配慮した取組になっているようです。

この図書は、来る１０月１０日（水）に、各中

学校２名ずつの代表者が届けに行く予定です。

また、今回のサミットでは、中仙中学校生徒会

長の高橋奎人（けいと）さんが「いじめ撲滅」に

向けた取組をアピールし、満場一致で採択されま

した。具体的な取組例も発表され、生徒自らがこ

の問題に立ち向かっていく姿勢を明確に示してく

れました。

最後に、参加した

保護者を代表して、大仙市ＰＴＡ連合会の齊

藤亘会長から、感想と励ましの言葉をいただ

きました。

今回は、環境についての学習、自分たちで

できることの決定、図書贈呈準備作業、アピ

ールの宣言など、実質的で一体感が一層強化されたサミットになったと思われます。

講師：後藤千春氏

運営に当たった事務局校（上）

と参加した中学校の役員（下）

「ＶＯ」報告の大曲中学校

（上）と太田中学校（下）

大仙市ＰＴＡ連合会齊藤会長のお話

説 明 に 聴 き 入 る 小 学 生

（上）、意見等を張り出す

小学生（下）

【いじめ撲滅アピール】
（前文省略）…「おかしい」と思ったことを見過ごさない
目、困っている人や誰かを傷つけている人に声をかける勇
気、そして、人が人を思いやる心。小さなことからいじめ
は始まりますが、だからこそ一人一人が小さなことを大切
にすれば、いじめは防げると思います。ここにいる各校の
生徒会が中心となって、絶対にいじめのない学校を作って
いこうではありませんか。

図書の仕分け作業中の中学生

第１０回 大仙市中学生サミット
於：大曲中学校 期日：平成２４年８月２０日（月）

【 次 第 】

１ 開会のことば
２ 今年度の大仙市中学生サミットについて
３ 今日のサミット全体会について
４ 「ＲＥ」の勉強会
５ 「ＶＯ」の報告会
６ 「ＶＯ」の活動
７ いじめ撲滅について
８ 参加生徒感想発表
９ ＰＴＡ連合会会長のお話
１０ 大仙市教育委員会のお話
１１ 閉会の言葉

「Ｒ(Recycle)」

＝ リサイクル

「E(Eco)」

＝エコ

「ＶＯ(Volunteer)」

＝ ボランティア

今年度７月をもって３名のＡＬＴ［Luo Wanyin（ルオ・ワンイン）先生、Vercoe Adrian
Matthew Fowler（バーコー・エイドリアン・マシュー・ファウラー）先生、Fred Jennifer Kate
（フレッド・ジェニファー・ケイト）先生］が任期を終了され、帰国先や日本国内で新たな道を
歩まれています。本当にお世話になりました。皆さんのご活躍とご多幸をお祈りいたします。

そして、新しく、次の３名の方々をお迎えすることになりました。既に配置先の学校で、児童
生徒と楽しく生活し、学習指導に当たっております。３名の新しいＡＬＴをご紹介いたします。
（ＤＥネットの教育研究所のホームページには、もっと詳しく掲載されています）

Jordan Oxborough（ジョーダン・オックスボロー）
from New Zealand（ニュージーランド出身）
担当地区：大曲地域

・好きな日本食…チキンカツ
・これから挑戦したいこと

Kyudo,Piano,Calligraphy and Snowboarding many mountains.
弓道、ピアノ、書道、色々な山でスノーボードをすること。

・先生方や生徒たちへのメッセージ
Please say hello and talk with me if you see me.
I'm looking forward to getting to know you.

もし私を見かけたら気軽に話しかけてきてください。
みなさんと知り合いになれることを楽しみにしています。

Ivy Low（アイビー・ロウ）
from Singapore（シンガポール出身）
担当地区：大曲地域

・好きな日本食…うなぎ丼
・これから挑戦したいこと

To be able to speak in proper (and grammatical) Japanese.
To climb Mt Chokai and Fuji.

正しい日本語を話せるようになることと、鳥海山や富士山に登ること。
・先生方や生徒たちへのメッセージ

“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.”(Aristole)
It is tough to master a language, but with hard work and determination,
nothing is impossible!!(Ganbatte!!)

“教育の根元は苦いが、その実は甘い”（アリストテレス）。言葉を習得するのは大変なこ
とですが、努力と決断力があれば何ごとも不可能なことはないはず！がんばって！

Stacie Miller（ステイシー・ミラー）
from Jamaica（ジャマイカ出身）
担当地区：中仙地域

・好きな日本食…うどん
・先生方や生徒たちへのメッセージ（一部抜粋）
“Imagination is more important than knowledge,knowledge is limited:
Imagination encircles the world.”(Albert Einstein)
Thank you for this great opportunity.
I look forward to working with you.

“想像力は知識よりも重要である。知識は限られたものだから：想像力が世界を取り囲ん
でいるのだ”（アルバート・アインシュタイン）。素晴らしい機会をありがとうございま

す。みなさんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。

小学生は、外国語活動でチャレンジ精神旺盛にコミュニケーション活動を楽しんでいます。大

人も頑張りましょう。みなさん、よろしくお願いいたします。

Ｗｅｌｃｏｍｅ ！！ ＮＥＷ ＡＬＴ ３名の新しい外国語指導助手をお迎えしました


