
 

 

 

 

 

 

■■■■4444 月月月月 18181818 日に行われた今年度の全国学力・学習状況調査（日に行われた今年度の全国学力・学習状況調査（日に行われた今年度の全国学力・学習状況調査（日に行われた今年度の全国学力・学習状況調査（3333 年生対象）年生対象）年生対象）年生対象）

の結果がの結果がの結果がの結果が先月末に先月末に先月末に先月末に公表されました。新聞等での報道の公表されました。新聞等での報道の公表されました。新聞等での報道の公表されました。新聞等での報道のようにようにようにように秋田県は今秋田県は今秋田県は今秋田県は今

年度も全国トップ級の成績でした。年度も全国トップ級の成績でした。年度も全国トップ級の成績でした。年度も全国トップ級の成績でした。本校の本校の本校の本校の結果結果結果結果についてについてについてについてお知らせいたしお知らせいたしお知らせいたしお知らせいたし    

ます。まず教科についてです。ます。まず教科についてです。ます。まず教科についてです。ます。まず教科についてです。国語国語国語国語 AAAA（主に知識）（主に知識）（主に知識）（主に知識），，，，数学数学数学数学 AAAA（主に知識）（主に知識）（主に知識）（主に知識），，，，国語国語国語国語 BBBB（主に活用）（主に活用）（主に活用）（主に活用），，，，数学数学数学数学 BBBB（主（主（主（主

に活に活に活に活用）用）用）用）の全調査で，の全調査で，の全調査で，の全調査で，本校の平均正答率本校の平均正答率本校の平均正答率本校の平均正答率    ＞＞＞＞    秋田県平均秋田県平均秋田県平均秋田県平均    ＞＞＞＞    全国平均全国平均全国平均全国平均となっています。となっています。となっています。となっています。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■一般的に一般的に一般的に一般的に，，，，AAAA 問題と比べて活用について問われる問題と比べて活用について問われる問題と比べて活用について問われる問題と比べて活用について問われる BBBB 問題問題問題問題になるとになるとになるとになると

正答率が下がる正答率が下がる正答率が下がる正答率が下がる傾向にあるのですが，本校の場合，活用に関する傾向にあるのですが，本校の場合，活用に関する傾向にあるのですが，本校の場合，活用に関する傾向にあるのですが，本校の場合，活用に関する BBBB

の問題の平均正答率がそんなにも下がらず，結果として全国平均・の問題の平均正答率がそんなにも下がらず，結果として全国平均・の問題の平均正答率がそんなにも下がらず，結果として全国平均・の問題の平均正答率がそんなにも下がらず，結果として全国平均・

県平均を大きく上回っています。県平均を大きく上回っています。県平均を大きく上回っています。県平均を大きく上回っています。また，記述式の問題の正答率の高また，記述式の問題の正答率の高また，記述式の問題の正答率の高また，記述式の問題の正答率の高

ささささも本校の特色です。も本校の特色です。も本校の特色です。も本校の特色です。（（（（図Ａ図Ａ図Ａ図Ａ・・・・図Ｂ図Ｂ図Ｂ図Ｂは全国平均に比べ，本校生徒の正は全国平均に比べ，本校生徒の正は全国平均に比べ，本校生徒の正は全国平均に比べ，本校生徒の正

答率が特によかった問題答率が特によかった問題答率が特によかった問題答率が特によかった問題です。です。です。です。）本校が取り組んでいる）本校が取り組んでいる）本校が取り組んでいる）本校が取り組んでいる授業改善（い授業改善（い授業改善（い授業改善（い

わゆる教え込む授業からの脱却）が少しずつわゆる教え込む授業からの脱却）が少しずつわゆる教え込む授業からの脱却）が少しずつわゆる教え込む授業からの脱却）が少しずつ    

効果を効果を効果を効果を上げてきているのかもしれません。上げてきているのかもしれません。上げてきているのかもしれません。上げてきているのかもしれません。    

■■■■次号では，全国学力次号では，全国学力次号では，全国学力次号では，全国学力・学習状況調査の・学習状況調査の・学習状況調査の・学習状況調査の    

質問紙についての分析を掲載いたします。質問紙についての分析を掲載いたします。質問紙についての分析を掲載いたします。質問紙についての分析を掲載いたします。    
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平 成平 成平 成平 成 ２ ９２ ９２ ９２ ９ 年 度年 度年 度年 度    

学校報９月号④学校報９月号④学校報９月号④学校報９月号④    

大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立大 仙 市 立    

大 曲大 曲大 曲大 曲 南南南南 中 学 校中 学 校中 学 校中 学 校 

【国語 A（主に知識）】平均正答率が，全国平均を上回

った県平均をさらに大きく上回っており，とても良好

です。「書くこと」「話すこと・聞くこと」「読むこと」

「国語の特質に関すること」の全領域で県平均を上回

っており，特に読む能力が高いという結果でした。 

【数学 A（主に知識）】平均正答率が，全国平均を上回

った県平均を上回っており，良好です。領域に注目し

ますと，「図形」「関数」「資料の活用」の 3 領域で県

平均を上回っていますが，「数と式」の領域では県平

均をやや下回っています。 

【国語 B（主に活用）】平均正答率が，全国平均を上回

った県平均をさらに大きく上回っており，非常に良好

です。また，4 つの領域全てで県平均を上回っていま

す。特に「国語の特質に関すること」の平均正答率は，

県平均をかなり上回っております。 

【数学 B（主に活用）】平均正答率が，全国平均を上回

った県平均をさらに大きく上回っており，非常に良好

です。また，4 つの領域全てで県平均を上回っていま

す。特に「図形」の平均正答率は，県平均をかなり上

回っております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10月から「藤木上橋」 

が通行止めになります。 

今まで一時停止をして 

いた土手を通る車①が， 

橋が通行止めになるの 

でそのまま走ってきて 

しまう可能性がありま 

す。歩道橋②（通行可） 

を通る生徒には，左右 

を確認して，自転車の 

場合は降りて○印地点 

を通るように指導して 

います。ご家庭でもお 

声かけをお願いします。 

9 月 16 日・17 日に大曲仙北中学校郡市新人総体が行われ，本校からは 4 つの部がそれぞれの競技

に出場しました。結果は，以下の通りです。 

【剣 道】大曲中学校体育館 

       男子団体 第 3位 女子団体 第 3位  女子個人 第 3位 打川明日望 

【野 球】落合球場 

１回戦 大曲南中０－７美郷中（5回コールド） 

【バスケットボール】美郷中体育館 

       予選リーグ 大曲南中 34－74仙北中   大曲南中 27－69大曲中 （予選リーグ敗退） 

【卓 球】リリオス 

男子団体 1勝 4敗（予選リーグ敗退） 男子個人 1・2回戦惜敗 

＊ 奇跡は大歓迎です。しかしながら，それを期待してはいけません。それは神様の領域だからです。私

たちが期待していいのは，毎日の地道な練習から生まれる「ゆるやかだけれども着実な進歩」「ゆるやかだけれども着実な進歩」「ゆるやかだけれども着実な進歩」「ゆるやかだけれども着実な進歩」です。

ですから，毎日毎日コツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツ

と練習してほしいと思います。春季大会まであと 7 ヶ月！秋冬の過ごし方がとても大切です。 

１１１１    期日期日期日期日        平成平成平成平成 29292929 年年年年 9999 月月月月 23232323 日日日日（（（（土土土土））））    

２２２２    時間時間時間時間        午後午後午後午後 1111 時開場時開場時開場時開場    午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分開演分開演分開演分開演    

３３３３    会場会場会場会場        大曲市民会館小大曲市民会館小大曲市民会館小大曲市民会館小ホールホールホールホール    

４４４４    出演出演出演出演        大曲南中学校吹奏楽部大曲南中学校吹奏楽部大曲南中学校吹奏楽部大曲南中学校吹奏楽部            

藤木小学校藤木小学校藤木小学校藤木小学校スクールバンドスクールバンドスクールバンドスクールバンド部部部部    

角間川小学校角間川小学校角間川小学校角間川小学校ジュニアバンドクラブジュニアバンドクラブジュニアバンドクラブジュニアバンドクラブ    

 

☆ 「「「「はじめははじめははじめははじめは恥恥恥恥ずかしかったけどずかしかったけどずかしかったけどずかしかったけど，，，，4444

日目日目日目日目になったらになったらになったらになったら慣慣慣慣れましたれましたれましたれました。。。。ヘルヘルヘルヘル

メットをメットをメットをメットを被被被被っているとっているとっているとっていると安心感安心感安心感安心感があがあがあがあ

ってってってって，，，，意識意識意識意識がががが変変変変わってきましたわってきましたわってきましたわってきました。。。。

髪髪髪髪がくずれるのががくずれるのががくずれるのががくずれるのが少少少少しししし難点難点難点難点だけだけだけだけ

どどどど，，，，安全性安全性安全性安全性はバツグンだとはバツグンだとはバツグンだとはバツグンだと思思思思いまいまいまいま

したしたしたした。」。」。」。」    （（（（3333 年年年年 KKKK レポーターレポーターレポーターレポーター））））    

☆ 「「「「最初最初最初最初はかっこはかっこはかっこはかっこ悪悪悪悪くていやだなくていやだなくていやだなくていやだな～～～～

とととと思思思思ったけれどったけれどったけれどったけれど，，，，ええとええとええとええと，，，，日日日日がががが経経経経

つごとにそんなにもかっこつごとにそんなにもかっこつごとにそんなにもかっこつごとにそんなにもかっこ悪悪悪悪くはくはくはくは

ないとないとないとないと思思思思うようになりましたうようになりましたうようになりましたうようになりました。。。。身身身身

をををを守守守守るためにはいいとるためにはいいとるためにはいいとるためにはいいと思思思思うしうしうしうし，，，，被被被被

ってってってってももももいいかなといいかなといいかなといいかなと思思思思いましたいましたいましたいました。」。」。」。」    

（（（（3333 年年年年 KKKK レポーターレポーターレポーターレポーター））））    

☆ 「「「「被被被被ってからってからってからってから，，，，自分自分自分自分がががが強強強強くなったくなったくなったくなった

気気気気がしたがしたがしたがした！！！！慣慣慣慣れなかったのですれなかったのですれなかったのですれなかったのです

がががが，，，，安心感安心感安心感安心感とともにとともにとともにとともに，，，，ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメット

からからからから『『『『被被被被ったったったった方方方方がいいよがいいよがいいよがいいよ！』！』！』！』といといといとい

うささやきがうささやきがうささやきがうささやきが聞聞聞聞こえてくるようでこえてくるようでこえてくるようでこえてくるようで

したしたしたした。」。」。」。」    （（（（3333 年年年年 KKKK レポーターレポーターレポーターレポーター））））    


