
 

 

 

 

 

いよいよ冬休みです 

 早いもので、もう年末です。新型コロナウイルス感染症対策に追われた 1 年でした。 

１２月はクリスマスやお正月といった楽しい行事のある季節です。しかし、３年生にとっては、いよ

いよ進路決定に向けた総仕上げであり、多くの人が受検(受験)の準備に取り組む時期です。また、１・

２年生の人にとっては、今の時期に授業で習う内容が、これからの学習にとってとても大切になるので

２学期の復習に取り組む時期でもあります。 

精一杯楽しむ時間と、自分の人生について考えたり、学習に取り組んだりする時間を使い分けて、有

意義な冬休みを過ごしてほしいと思います。もちろん、新型コロナウイルス感染症への対策は万全に行

ってください。 

始業式は、１月１１日(火)です。皆様、よいお年をお迎えください。 
 

生徒会執行部役員改選のための選挙を行いました 
１２月６日（月）、生徒会執行部役員の改選のための選挙を行いました。 

１０のポストに１２名の人が立候補しました。オンラインでの実施となり 

ましたが、立候補者は、しっかりと自分の考えを伝えていました。 

立候補者の皆さん、お疲れ様でした。そして、これからの大庄北中学校の 

生徒会活動の成長を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３学年修学旅行を実施しました 

１１月２２日(月)に第３学年の修学旅行を実

施し、ユニバーサルスタジオ・ジャパン（USJ）

に日帰りで行ってきました。本来は、９月に２泊

３日で行う予定でしたが、新型コロナウイルス感

染症予防の観点から延期になっていました｡ 

当日は、あいにくの雨でした。また、アトラ 

クションによっては３時間待ちになるほどの 

混雑ぶりでした。雨合羽を着て、傘をさしてと 

大変な面もありましたが、３年生の皆さんは、 

とても楽しんでいたと思います。 
 

令和 3 年度全国学力・学習状況調査について 
５月２７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についてお知らせいたします。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止されましたので、２年ぶりの実施となりました。  

紙面の都合ですべての項目については載せることはできませんが、本校の表れとして顕著な部分をご

報告いたします。 

なお、本調査により測定できるのは、学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の一側面に

過ぎません。本校では、他の教科等も含め、総合的に学力向上を目指してまいります。 
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校訓  自律 協調 自愛 品格教育目標  11 月・12 月「自律・克己」 

【新生徒会役員紹介（敬称略）】 
会長 2-3 金坂 文化委員長 2-2 小林

副会長 1-2 高橋 図書委員長 2-4 坂本

書記 1-2 岸 体育委員長 2-3 谷口

風紀委員長 2-1 西本 保健委員長 2-1 福本

美化委員長 2-1 片山 放送委員長 2-4 山中



正答率 誤答率 無回答率 正答率 誤答率 無回答率
大庄北中 57 34 9 47 35 18
全国 65 31 4 57 32 11

国語 数学
【学力調査について】 
 正答率について、国語では、全国との差は 8

ポイントである。全国平均±5 ポイントが全国

レベルとされているので、あと一歩である。数

学では、全国との差は 10 ポイントである。 

国語・数学とも共通して見られることは、「無

回答率が高い」ということである。学力調査やテストを受検（受験）する際、制限時間内は精一杯努力

をして、最後まであきらめず回答をする姿勢も重要であると考えられる。 

いずれにしても、基礎的な学力の向上については、本校における重要な課題ととらえ、魅力ある授業

づくりはもちろんのこと、学習習慣の定着に向けた取組も全力を挙げて推進する。 

 

【質問紙調査について】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県新人大会に出場しました 

兵庫県新人大会が行われ、本校からは、男子 

剣道部（団体・個人）と女子柔道部（個人・団体）、 

男子柔道部（個人）が出場しました。 

11 月 20 日（土）21 日（日）：剣道競技 

12 月 4 日（土）5 日（日）：柔道競技 

出場した選手の皆さんは、強豪校相手に善戦を 

しました。新人大会での経験を夏の総体に活かすこ

とができるように、日々の練習に励んでほしいと思

います。 

 

 

「自分にはよいところがある」「人の役に立つ

人間になりたい」という項目では、肯定的回答が

全国をわずかに上回っており、自己肯定感や自己

有用感の醸成は進んでいるものと考えられる。ま

た、「友達と協力するのは楽しい」「友達と話し

合うとき，友達の話や意見を最後まで聞くことが

できている」という項目でも、肯定的回答が全国

をわずかに上回っており、グループ学習や学級活

動等での取組の成果と考える。 

一方、「家で自分で計画を立てて勉強をしてい

る」「学習内容について，分かった点，よく分か

らなかった点を見直し，次の学習につなげている」

といった項目では、肯定的回答は全国より低くな

っている。自ら進んで学習することや計画的に学

習に取り組むといった学習習慣の定着は、今後も

課題ととらえて取り組んでいく必要がある。 

なお、「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る」の項目は、全国的に肯

定的回答が低くなっている。この点については、

今後、学校で積極的に取り組んでいかないといけ

ない課題であると考える。 

肯定的
回答

否定的
回答

当てはまる
+どちらかと
いえば当て
はまる

どちらかと
いえば当て
はまらない
+当てはま
らない

大庄北中 85.0 15.0

全国 92.8 7.1

大庄北中 77.6 22.4

全国 76.2 23.7

大庄北中 63.3 36.7

全国 68.6 31.3

大庄北中 95.3 4.8

全国 95.0 5.0

大庄北中 75.5 24.5

全国 81.1 18.8

大庄北中 93.8 6.1

全国 93.3 6.6

大庄北中 52.4 47.6

全国 63.5 36.5

大庄北中 96.6 3.4

全国 96.5 3.4

大庄北中 64.7 35.4

全国 74.6 25.1

大庄北中 36.7 63.2

全国 43.8 56.0

学校に行くのは楽しいと思う

家で自分で計画を立てて勉強をし
ている（学校の授業の予習や復
習を含む）

友達と話し合うとき，友達の話や
意見を最後まで聞くことができて
いる

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る

人の役に立つ人間になりたい
と思う

友達と協力するのは楽しいと
思う

学習内容について，分かった点，
よく分からなかった点を見直し，次
の学習につなげている

質問事項

朝食を毎日食べている

自分には，よいところがある
と思う

将来の夢や目標を持っている

（単位：%） 

（単位：%） 

剣道部 男子団体：ベスト8　　男子個人：塚本(ベスト16）

柔道部 女子団体:出場　女子個人：袖野（出場）、立松（出場）

男子個人：吉田(出場)



令和３年度 １月の行事予定 

日 
曜

日 
行  事 

1 土 元日 

2 日   

3 月 学校閉鎖（12 月 29 日から） 

4 火  

5 水   

6 木   

7 金   

8 土   

9 日   

10 月  成人の日 

11 火 始業式 私学願書配布(3 年) 

12 水 給食開始 

13 木 あまっこステップアップ調査（1･2年）

14 金 
公立推薦・特色・多部制Ⅰ期の願

書配布(3 年) 

15 土   
 

 

日 
曜

日 
行  事 

16 日   

17 月 
月 6→1 6 校時：防災訓練 専門委

員会 

18 火 
道徳研究授業(5 校時：2-2) ※それ

以外のクラスは昼食後下校 

19 水  

20 木   

21 金 金 2･3･4･5･6 月 6 

22 土 

月 2･3･4･5･道徳 5 校時：授業参観

（道徳） 

6 校時：新入生説明会 

23 日  

24 月 代休日 

25 火   

26 水   

27 木 通学路クリーン運動 

28 金 通学路クリーン運動 

29 土   

30 日   

31 月 

Meet 集会 専門委員会(3 年生最

終) 

公立一般の願書配布(3 年) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


