
 

 

 

 

 

 

実りの秋 

９月も終盤となり、ようやく秋らしい季節になってきました。秋は、「実りの秋」ともいわれます。

春にまいた種が、夏の暑さを経て、秋に実を結び、収穫を迎えることからこのようにいわれています。

学校も同様に、４月の始業式・入学式で新しい学校生活が始まり、授業や学校行事、部活動、生徒会活

動など、様々な活動を通して多くのことを学び、皆さんの生きる力として実を結んでいきます。 

１０月は、文化発表会、合唱をはじめとする行事にクラスが一丸となって、今までの学びを活かして

取り組んでください。 

また、３年生の皆さんにとっては、進路選択をするという人生の岐路に立つ時期になりました。 

１０月から１２月にかけて、まさに人生を左右する３か月です。時間を大切に使い、目標の実現に向け

て努力を続けてください。 

 

～地域に学ぶ～トライやる・ウィーク 

２年生では、９月１２日(月)から１６日(金)にかけて、「トライやる・ウィーク」を実施しました。 

「トライやる・ウィーク」とは、兵庫県が中学生に働く場などを体験させて学習させようとする趣旨

から、県内の中学２年生を対象として平成１０年度から実施されている職場体験、福祉体験、勤労生産

活動等です。昨年と一昨年は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から事業所における体験活動は実

施できませんでした。 

今回、３年ぶりの実施となりますが、本校の２年生の生徒は、４５の事業所に分かれ、それぞれが貴

重な体験をしました。お世話になった事業所の皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 全国学力・学習状況調査の結果について 

４月１９日（火）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。この調査における学力調査では、国語と数学の２教科を毎年実施するとともに、理科と英語がそ

れぞれ３年ごとに実施されます。本年度は、理科の調査も行われました。  

紙面の都合ですべての事項については掲載することはできませんが、本校の結果として顕著な部分を

ご報告いたします。 
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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。 

 

 

正答率について、全国と 

の差は、国語では 11 ポイン 

ト、数学では 8 ポイント、 

理科では 7 ポイントとなっている。全国平均±5 ポイントが全国レベルとされているので、どの教科も

あと１問ずつ正解することができれば、全国レベルとなる。 

また、すべての教科で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取り組む姿勢も重

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

づくりに加え、学習習慣の定着に向けた取組も引き続いて推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学力調査について】 

【質問紙調査について】 

「将来の夢や目標を持っている」「人の役

に立つ人間になりたい」という事項では、肯

定的回答が全国を上回っており、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。 

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」といった事項では、肯定的回

答が全国より低くなっている。自発的、主体

的に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。 

を、どの程度使っていますか」という事項では、「ほぼ毎日」と「週３回以上」を合わせると全国を概ね

30 ポイント上回っている。タブレットの授業での活用状況は良好である。 

一方、「学級の生徒と意見を交換する場面で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を、どの程度使って

いますか」「学校で、自分の考えをまとめ、発表する場面で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を、ど

の程度使っていますか」という事項では、「ほぼ毎日」と「週３回以上」を合わせても全国より 4 ポイン

ト程度下回るうえ、「月 1 回未満」では、全国より 11～15 ポイントほど上回ってしまう。 

今後、タブレットを使用する際、意見交流や発表といったより発展的な活用に努めていく必要がある。 

R4 R3（参考）

大庄北中 88.6 85.0

全国 91.9 92.8

大庄北中 73.1 77.6

全国 78.5 76.2

大庄北中 74.0 63.3

全国 67.3 68.6

大庄北中 95.9 95.3

全国 95.0 95.0

大庄北中 74.8 75.5

全国 82.9 81.1

大庄北中 91.0 93.8

全国 93.7 93.3

大庄北中 45.6 52.4

全国 58.5 63.5

大庄北中 57.7 64.7

全国 74.7 74.6

（肯定的回答）

当てはまる+どち
らかといえば当て
はまる質問事項

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

友達と協力するのは楽しいと思う

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）

将来の夢や目標を持っている

人の役に立つ人間になりたいと思う

学校に行くのは楽しいと思う

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

質問事項 ほぼ毎日 週3回以上 週1回以上 月1回以上 月1回未満

大庄北中 39.8 40.7 13 1.6 4.9

全国 21.6 29.3 29.7 14.2 5.0

大庄北中 23.6 42.3 22 6.5 5.7

全国 12.3 24.9 34.5 20.6 7.6

大庄北中 4.1 9.8 23.6 22.8 39.8

全国 5.0 12.8 25.7 27.6 28.7

大庄北中 2.4 8.9 16.3 25.2 47.2

全国 4.7 10.3 20.3 32.3 32.3

学校で、自分の考えをまとめ、発表する
場面で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器
を、どの程度使っていますか

１、２年生のときに受けた授業で、ＰＣ・
タブレットなどのＩＣＴ機器を、どの程度
使用しましたか
学校で、授業中に自分で調べる場面
で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を、
どの程度使っていますか（インターネッ
ト検索など）

学校で、学級の生徒と意見を交換する
場面で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器
を、どの程度使っていますか

また、すべての生徒

に 1 台配布しているタ

ブレットの活用状況に

ついて、「授業で、Ｐ

Ｃ・タブレットなどの

ＩＣＴ機器を、どの程

度使用しましたか」「授

業中に自分で調べる場

面で、ＰＣ・タブレッ

トなどのＩＣＴ機器 

正答率 誤答率 無解答率 正答率 誤答率 無解答率 正答率 誤答率 無解答率

大庄北中 58 33 8 43 41 16 42 52 6

全国（公立） 69 27 4 51 38 11 49 47 3

国語 数学 理科



令和４年度 １０月の行事予定 

日 曜日 行  事 

 

日 曜日 行  事 

1 土   17 月 月 2･3･4･5･6･1 

2 日   18 火   

3 月 

中間テスト(1 年:国･理･英･美 2
年:基･国･英･理 3 年:基･国･理･
英) 

19 水 
放課後:文化発表会舞台リハーサル
① 

※給食を食べてから下校 

20 木 

午後:文化発表会準備 

4 火 

中間テスト(1･2 年:基･社･数･技家 
3 年:基･社･数･総合) 

放課後:文化発表会舞台リハーサル
② 

※給食を食べてから下校 

21 金 

文化発表会(1･2 校時:1 年､3･4 校
時:2 年､5･6 校時:3 年) 

5 水 

水 1･2･3  ※弁当必要 

3 校時終了後、3 年 4 組以外は終学
活をして下校します  
※給食なし 

オープンスクール(10 月 28 日まで) 
漢検 

（市内全体教科研究会のため） 22 土   

3 年 4 組は研究授業を行うため、弁
当を用意してください。 

23 日   

6 木   
24 月 

月 2･3･4･5･6･1 

7 金 
5･6 校時:私学合同説明会(3 年生) 
英検 

6 校時:進路説明会(3 年) 

8 土   25 火   

9 日   26 水 5 校時:自転車安全教室(1 年) 

10 月  スポーツの日 27 木   

11 火 合唱練習開始(20 日(木)まで) 
28 金 

第 1 回選挙管理委員会 

12 水   オープンスクール最終日 

13 木   29 土   

14 金 
合唱コンクール･リハーサル(1･2
校時:1年、3･4校時:2年､5･6校時:3
年) 

30 日   

15 土 
市立中学校総合体育大会(ベイコム
陸上競技場) 31 月 

全校集会､専門委員会 
生徒会選挙告示 

16 日   第 2 回選挙管理委員会 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


