
 

 

 

 

 

 

□□□□今回は今回は今回は今回は全国学力・学習状況調査（全国学力・学習状況調査（全国学力・学習状況調査（全国学力・学習状況調査（3333 年生対象）の年生対象）の年生対象）の年生対象）の質問紙調査の結果に質問紙調査の結果に質問紙調査の結果に質問紙調査の結果に

ついてお知らせいたします。こついてお知らせいたします。こついてお知らせいたします。こついてお知らせいたします。この調査での調査での調査での調査では，は，は，は，生徒の生徒の生徒の生徒の学習意欲学習意欲学習意欲学習意欲・・・・学習方法学習方法学習方法学習方法・・・・

学習環境学習環境学習環境学習環境・・・・生活の諸側面生活の諸側面生活の諸側面生活の諸側面等に関等に関等に関等に関するするするする 90909090 超の質問を生徒に行っています。超の質問を生徒に行っています。超の質問を生徒に行っています。超の質問を生徒に行っています。    

本校生徒の結果について，特徴的なものを紹介いたします。本校生徒の結果について，特徴的なものを紹介いたします。本校生徒の結果について，特徴的なものを紹介いたします。本校生徒の結果について，特徴的なものを紹介いたします。＊（＊（＊（＊（    ）の数字は質問番号です。）の数字は質問番号です。）の数字は質問番号です。）の数字は質問番号です。    

（（（（5555））））難しいことでも失敗を恐れないで挑戦していますか難しいことでも失敗を恐れないで挑戦していますか難しいことでも失敗を恐れないで挑戦していますか難しいことでも失敗を恐れないで挑戦していますか？？？？（肯定的回答の割合＝（肯定的回答の割合＝（肯定的回答の割合＝（肯定的回答の割合＝YESYESYESYES・どちらかといえば・どちらかといえば・どちらかといえば・どちらかといえば YESYESYESYES との回答の割合との回答の割合との回答の割合との回答の割合））））    

本本本本    校校校校    89.789.789.789.7％％％％    秋田県（公立） 80.1％ 全国（公立) 71％ 

（（（（7777））））友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか？友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか？友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか？友達の前で自分の考えや意見を発表することは得意ですか？（肯定的回答の割合）（肯定的回答の割合）（肯定的回答の割合）（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    72.472.472.472.4％％％％    秋田県（公立） 51.8％ 全国（公立) 50.5％ 

（（（（10101010））））将来の夢や目標を持っていますか？将来の夢や目標を持っていますか？将来の夢や目標を持っていますか？将来の夢や目標を持っていますか？（肯定的回答の割合）（肯定的回答の割合）（肯定的回答の割合）（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    96.696.696.696.6％％％％    秋田県（公立） 79.2％ 全国（公立) 70.5％ 

（（（（31313131））））家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか家で，自分で計画を立てて勉強をしていますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    93.193.193.193.1％％％％    秋田県（公立） 69.8％ 全国（公立) 51.5％ 

（（（（38383838））））異なる意見や少数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたりして話異なる意見や少数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたりして話異なる意見や少数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたりして話異なる意見や少数意見のよさを生かしたり，折り合いをつけたりして話し合い，意見をまとめていますかし合い，意見をまとめていますかし合い，意見をまとめていますかし合い，意見をまとめていますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    86.286.286.286.2％％％％    秋田県（公立） 63.3％ 全国（公立) 40.5％ 

（（（（42424242））））今住んでいる地域の行事に参加していますか今住んでいる地域の行事に参加していますか今住んでいる地域の行事に参加していますか今住んでいる地域の行事に参加していますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    86.286.286.286.2％％％％    秋田県（公立） 52.4％ 全国（公立) 42.1％ 

（（（（44444444））））地域や社会をよくするために地域や社会をよくするために地域や社会をよくするために地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか何をすべきかを考えることがありますか何をすべきかを考えることがありますか何をすべきかを考えることがありますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    89.689.689.689.6％％％％    秋田県（公立） 50.1％ 全国（公立) 33.4％ 

（（（（49494949））））外国の人と友達になったり，外国のことについてもっと知って外国の人と友達になったり，外国のことについてもっと知って外国の人と友達になったり，外国のことについてもっと知って外国の人と友達になったり，外国のことについてもっと知ってみたりしたいと思いますかみたりしたいと思いますかみたりしたいと思いますかみたりしたいと思いますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    86,286,286,286,2％％％％    秋田県（公立） 68.2％ 全国（公立) 64.3％ 

（（（（53535353））））人が困っているときは，進んで助けていますか人が困っているときは，進んで助けていますか人が困っているときは，進んで助けていますか人が困っているときは，進んで助けていますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    100100100100％％％％    秋田県（公立） 90,5％ 全国（公立) 84,4％ 

（（（（61616161））））１，２年生の時に受けた授業で，生徒の間で話し合う活動では，話し合う内容を理解して，相手の考えを最後まで聞き，自分の考えを１，２年生の時に受けた授業で，生徒の間で話し合う活動では，話し合う内容を理解して，相手の考えを最後まで聞き，自分の考えを１，２年生の時に受けた授業で，生徒の間で話し合う活動では，話し合う内容を理解して，相手の考えを最後まで聞き，自分の考えを１，２年生の時に受けた授業で，生徒の間で話し合う活動では，話し合う内容を理解して，相手の考えを最後まで聞き，自分の考えを    

しっかりと伝えたと思いますかしっかりと伝えたと思いますかしっかりと伝えたと思いますかしっかりと伝えたと思いますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    100100100100％％％％    秋田県（公立） 86,7％ 全国（公立) 73,5％ 

（（（（64646464））））１，２年生の時に受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか１，２年生の時に受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか１，２年生の時に受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか１，２年生の時に受けた授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）？（肯定的回答の割合）    

本本本本    校校校校    100100100100％％％％    秋田県（公立））））    88％ 全国（公立) 66,1％ 

（（（（68686868））））400400400400 字詰め原稿用紙字詰め原稿用紙字詰め原稿用紙字詰め原稿用紙 2222～～～～3333 枚の感想文や説明文を書くことは枚の感想文や説明文を書くことは枚の感想文や説明文を書くことは枚の感想文や説明文を書くことは難しいと思いますか難しいと思いますか難しいと思いますか難しいと思いますか？？？？（（（（YESYESYESYES・どちらかといえば・どちらかといえば・どちらかといえば・どちらかといえば YESYESYESYES との回答の割合との回答の割合との回答の割合との回答の割合））））    

本本本本    校校校校    58.658.658.658.6％％％％    秋田県（公立） 63,2％ 全国（公立) 62,8％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜数＜数＜数＜数    学＞（学＞（学＞（学＞（9999／／／／20202020））））    

学学学学級級級級：1年 A組 単元名単元名単元名単元名：「比例式」 

授業者授業者授業者授業者：齋藤明，阿部利征，村田文子 

    

    

    

    

    

おジャマしますおジャマしますおジャマしますおジャマします。。。。授業拝見授業拝見授業拝見授業拝見！！！！    

数学数学数学数学・・・・齋藤齋藤齋藤齋藤    明先明先明先明先生生生生     

仙北出張所の大阪指導主事をお招きして，数学（1 年生） 

の授業研究会を行いました。提案授業の主担当は齋藤明先生 

です。「牛乳と紅茶を 3:5 の割合で混ぜて 1200ml のミルクティー 

をつくるとき，牛乳はどのくらい必要か」という問題を，比例式をつくって考える

授業でした。自分で考えた比例式を，4 人グループで説明し合います。1 年生は，

ノートの棒読みではなく自分の解き方を書いたノートを示し，話し手を意識して説

明できるようになってきました。（左写真参照）実は柔道家である齋藤先生は，勝

負所を逃がさず，生徒の発言を取り上げて授業を進めていました。 
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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月号学校報９月号学校報９月号学校報９月号⑤⑤⑤⑤    

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 

□□□□9999月号④では，月号④では，月号④では，月号④では，国語・数学の国語・数学の国語・数学の国語・数学の教科の教科の教科の教科の調査で調査で調査で調査で本校生徒は本校生徒は本校生徒は本校生徒は BBBB問題（主に活用）問題（主に活用）問題（主に活用）問題（主に活用）の平均正答率がの平均正答率がの平均正答率がの平均正答率が高高高高いといといといとお伝えいたしましたが，お伝えいたしましたが，お伝えいたしましたが，お伝えいたしましたが，

質問紙の結果を見質問紙の結果を見質問紙の結果を見質問紙の結果を見てみまてみまてみまてみますと，「さもあすと，「さもあすと，「さもあすと，「さもありなん」という感じがします。りなん」という感じがします。りなん」という感じがします。りなん」という感じがします。BBBB問題に強いのは問題に強いのは問題に強いのは問題に強いのはたまたまではないのです。たまたまではないのです。たまたまではないのです。たまたまではないのです。    

■しかしながら，■しかしながら，■しかしながら，■しかしながら，「テレビやビデオ等の視聴時間」「平日のテレビゲームの時間」「寝る「テレビやビデオ等の視聴時間」「平日のテレビゲームの時間」「寝る「テレビやビデオ等の視聴時間」「平日のテレビゲームの時間」「寝る「テレビやビデオ等の視聴時間」「平日のテレビゲームの時間」「寝る時刻」「将来，外国へ留学したり，国時刻」「将来，外国へ留学したり，国時刻」「将来，外国へ留学したり，国時刻」「将来，外国へ留学したり，国

際的な仕事に就いてみたりしたいと思うか際的な仕事に就いてみたりしたいと思うか際的な仕事に就いてみたりしたいと思うか際的な仕事に就いてみたりしたいと思うか？」？」？」？」という志の高さという志の高さという志の高さという志の高さで県平均をで県平均をで県平均をで県平均をやややややややや下回るなど改善すべき点もあります。下回るなど改善すべき点もあります。下回るなど改善すべき点もあります。下回るなど改善すべき点もあります。    


