
 

 

 

 

 

 

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。この調査では，ついてお知らせいたします。この調査では，ついてお知らせいたします。この調査では，ついてお知らせいたします。この調査では，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約６０約６０約６０約６０の質問を生徒に行っています。の質問を生徒に行っています。の質問を生徒に行っています。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。    

（（（（7777））））朝食を毎日食べていますか朝食を毎日食べていますか朝食を毎日食べていますか朝食を毎日食べていますか？？？？（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    100100100100％％％％    秋田県（公立） 95％ 全国（公立) 92％ 

（（（（８８８８））））毎日，同じくらいの時刻に寝てい毎日，同じくらいの時刻に寝てい毎日，同じくらいの時刻に寝てい毎日，同じくらいの時刻に寝ていますかますかますかますか？？？？（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） 80.2％ 全国（公立) 74.2％ 

（（（（10101010））））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    90909090％％％％    秋田県（公立） 73.2％ 全国（公立) 52.1％ 

（（（（12121212））））家で，家で，家で，家で，学校の授業の予習・復習をしていますか学校の授業の予習・復習をしていますか学校の授業の予習・復習をしていますか学校の授業の予習・復習をしていますか？（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    95959595％％％％    秋田県（公立） 84.8％ 全国（公立) 55.2％ 

（（（（13131313））））家で予習・復習やテスト勉強などの自学自習において，教科書を使いながら学習していますか家で予習・復習やテスト勉強などの自学自習において，教科書を使いながら学習していますか家で予習・復習やテスト勉強などの自学自習において，教科書を使いながら学習していますか家で予習・復習やテスト勉強などの自学自習において，教科書を使いながら学習していますか？（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    95959595％％％％    秋田県（公立） 74.8％ 全国（公立) 71.3％ 

（（（（18181818））））家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか？（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    95959595％％％％    秋田県（公立） 81.2％ 全国（公立) 76％ 

（（（（19191919））））授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機会があったと思いますか授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機会があったと思いますか授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機会があったと思いますか授業や課外活動で地域のことを調べたり，地域の人と関わったりする機会があったと思いますか？（肯定的回答の？（肯定的回答の？（肯定的回答の？（肯定的回答の割合）割合）割合）割合）    

本本本本    校校校校    100100100100％％％％    秋田県（公立） 88.7％ 全国（公立) 68.7％ 

（（（（20202020））））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    85858585％％％％    秋田県（公立） 57.5％ 全国（公立) 45.6％ 

（（（（22222222））））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？（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    90909090％％％％    秋田県（公立） 57.5％ 全国（公立) 38.7％ 

（（（（25252525））））新聞を読んでいますか新聞を読んでいますか新聞を読んでいますか新聞を読んでいますか？（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    35353535％％％％    秋田県（公立） 21.5％ 全国（公立) 13.9％ 

（（（（45454545））））理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしてい理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしてい理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしてい理科の授業で，自分の考えや考察をまわりの人に説明したり発表したりしていますかますかますかますか？（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    80808080％％％％    秋田県（公立））））    61.1％ 全国（公立) 41.4％ 

（（（（54545454））））生徒の間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか？生徒の間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか？生徒の間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか？生徒の間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか？（（（（肯定的肯定的肯定的肯定的回答の割合回答の割合回答の割合回答の割合））））    

本本本本    校校校校    100100100100％％％％    秋田県（公立） 88.6％ 全国（公立) 76.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

       
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武岐 文武不岐 文武
不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐 不岐文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不
岐 heart 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐  & 文武不岐文武不岐文武不岐文武不岐文武不岐 soul 
文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 soul 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 &
文武不岐 文武不岐 文武不岐文武不岐文武不岐 wa 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐 文武不岐 文武
不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
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不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不
岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文
武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 
文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐  文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武
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岐文武不岐 文武不岐文武不岐 文武不岐 Heart&soul 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文武不岐 文

平 成平 成平 成平 成 3 03 03 03 0 年 度年 度年 度年 度    

学校報学校報学校報学校報 8888 月号月号月号月号③③③③    

大大大大 仙 市 立仙 市 立仙 市 立仙 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 

□[生徒質問紙]の調査結果を見てみますと，本校の 3 年生がほとんど

の 項 目 で 良 好 な 状 況 に あ る こ と が わ か り ま す 。 特 に ，

(19)(20)(22)(25)の質問の結果からは，学校教育目標の「広い視野

をもち，互いに認め合い，地域から行動する生徒の育成」に少しず

つながら近づきつつある感触を得ることができました。 

■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」が県平均を上回り，逆に「家での勉強や読書の時間」が

県平均をやや下回っているデータもあります。生活習慣という点で

は，引き続き改善が必要です。また，「将来，理科や科学技術に関

する職業に就きたいと思いますか？」という質問でも県平均を下回

っていました。 

先日のアルミ缶・古紙回収へのご

協力ありがとうございました。 

実は本校では，通年でこれらの回

収を行っています。特に，要望の多

かった古新聞やダンボールを回収

するためのコーナーを生徒玄関に

設置しました。学校までお持ちいた

だければ，本校職員や生徒が受け取

りますので，お申し付けください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


