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平成２８年度全国学力・学習状況調査の結果

１学期の４月１９日（火）に実施されました全国学力・学習状況調査の結果の概要についてお知ら

せいたします。調査対象は３年生、調査教科は２科目（国語・数学）でＡ問題（主として「知識」

に関する問題）Ｂ問題（主として「活用」に関する問題）の２種類の出題内容となっています。本

校の状況は概ね次のような結果となりました。

[国語Ａ：主として知識](全３３問） [国語Ｂ：主として活用]（全９問）

平均正答数 平 均 正 答 率 平均正答数 平 均 正 答 率

（%) （%)

武庫中学校 24.3/33 ７４ 5.5/9 ６１

兵庫県（公立） 25.1/33 ７６ 5.9/9 ６６

全 国（公立） 25.0/33 ７６ 6.0/9 ６７

[数学Ａ：主として知識]（全３６問） [数学Ｂ：主として活用]（全１５問）

平均正答数 平 均 正 答 率 平均正答数 平 均 正 答 率

（%) （%)

武庫中学校 22.0/36 ６１ 6.0/15 ４０

兵庫県（公立） 23.7/36 ６６ 6.8/15 ４６

全 国（公立） 22.4/36 ６２ 6.6/15 ４４

Ａ問題は、知識・技能を中心としたもので「基礎・基本の力」です。Ｂ問題は知識や技能を様々

な場面で活用する力で「応用する力」ということになります。続いて生活習慣や学習環境等に関す

る生徒への質問紙調査について特徴的なものについてお知らせいたします。

なお、この調査は学校教育活動の改善等に役立てることを目的としており、測定できるのは学力

の特定の部分となっています。

本校の状況は、基礎問題は充実してきましたが、応用問題に課題が見られることは全国と同じ傾

向となっています。これからは本校生徒の学力や生活の実態を踏まえて、「確かな学力」の向上に

取り組んでいきますので、ご家庭のご理解とご協力をどうぞ、よろしくお願いいたします。

【全国の数値を上回る項目例】

質問事項 本校％ 全国％

１ 毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか ７６．０ ７５．２

２ 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 ５６．２ ５０．２

３ 普段、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・DVD を
見たり聞いたりしますか（３時間以上） ２９．０ ２３．７

４ 普段、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲームをします ２５．６ １８．９
か (３時間以上）

５ 普段、１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やｽﾏｰﾄﾌｫﾝで通

話やメール、インターネットをしますか （３時間以上） ２３．１ １６．６

６ 家の人と学校での出来事について話しをしましすか ８２．７ ７４．１

７ 学校に行くのは楽しいと思いますか ８６．７ ８１．４

８ 学校で、友達に会うのは楽しいと思いますか ９５．９ ９４．７

９ テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ます ８８．５ ８７．４
か

10 学校の規則を守っていますか ９５．１ ９４．７

【全国の数値を下回る項目例】

質問事項 本校％ 全国％

１ 自分には、よいところがあると思いますか ６２．９ ６９．３

２ 将来の夢や目標を持っていますか ５９．５ ７１．１

３ 学校の授業以外に、普段、１日当たりどれくらいの時間勉強を ６３．６ ６７．９
しますか
（１時間以上）

４ 学校が休みの日に、１日当たりどれくらいの時間勉強をしま ４８．７ ６７．８
すか
（１時間以上）

５ 家で、学校の宿題をしますか ８４．３ ９０．１

６ 家で、学校の授業の予習をしていますか ２４．８ ３４．２

７ 家で、学校の授業の復習をしていますか ４０．５ ５１．０

８ 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 ６０．３ ６８．２
書を使いながら学習をしていますか

９ あなたの学級では、学級会などの時間に友達同士で話し合って ７２．８ ７８．４
学級のきまりなどを決めていると思いますか

10 学級みんな協力して何かをやり遂げ、うれしかったことがあり ７５．２ ８４．２
ますか

11 今住んでいる地域の行事に参加していますか ２８．９ ４５．２

12 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がありますか ６０．３ ６５．８

13 新聞を読んでいますか １３．３ １８．３

14 いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか ９０．９ ９３．６

15 人の役に立つ人間になりたいと思いますか ９０．１ ９２．８

10月の主な予定
１日（土）土曜チャレンジスクール 20 日（木）合唱コンクール

３日（月）･４日（火）中間考査 21 日（金）文化発表会

５日（水）市内教科研究会（午後下校） 22 日（土）土曜チャレンジスクール

６日（木）午後芸術鑑賞 きょうちくとう運動会

７日（金）トライやる保護者説明会、英語検定 24 日（月）朝礼

８日（土）土曜チャレンジスクール 25 日（火）中高合同音楽会

10 日（月）体育の日 28 日（水）学校保健委員会、学力補充

15 日（土）市内総合体育大会、武庫まつり 29 日（木）土曜チャレンジスクール

17 日（月）オープンスクール(～ 21 日) 31 日（月）生徒会専門委員会



《表彰～輝き～》
●青少年健全育成・非行防止標語

≪佳作≫ 轟木 祐大(3) 笹野 史琹(3) 玉置 咲歩(2) 馬渡 亜美(1)

●兵庫県書写コンクール
≪佳作≫ 玉田 莉絵(3) 若松こころ(3) 川北 一心(2) 三本 櫻(2)

齋藤 美乃莉（2） 髙橋 萌(2) 湯澤 渚(1) 若松あさひ(1)
粟 千尋(1) 福本 美愛(1)

●尼崎市中学校総合体育大会 陸上部 女子砲丸投 第１位 福井 杏(3)
●尼崎市中学校新人陸上競技大会

女子共通ハードル 第２位 三木 真由子(2) 男子1500ｍ 第３位 市川 幸育(1)
男子共通棒高跳 第１位 藤谷 祥太郎(2)

●兵庫県中学校新人陸上競技大会
男子共通棒高跳 第１位 藤谷 祥太郎(2)

●兵庫県中学校陸上競技選手権大会
女子砲丸投 第３位 福井 杏(3)

●尼崎市中学校新人戦&尼崎市柔道選手権 柔道部

男子 優勝 木下 棟太(2) ３位 西川 豪(1)

女子 優勝 山下 莉央(2) 優勝 谷村 涼花(2) ２位 福井 瑞希(1)

●○修学旅行 思い出の一コマ○●

[１日目]

楽しい夕食

ラフティング レクレーション大会

３年修学旅行 ～南信州への旅～９／７～９／９

一旦延期になった修学旅行でしたが、沢山の思い出を作って学校へ帰ってきました。雨も降

りましたが、すべて予定をこなすことができました。1 日目、宿でのレクレーション大会では、

工夫をこらした出し物で楽しい一時を過ごしました。２日目の午前中は信州ならではの体験活

動に取り組みました。午後からは、それぞれ班ごとに地元の民家にお世話になり、様々な体験

活動に取り組みながら地元の方との交流は大きな思い出となりました。最終日は、それぞれの

お世話になった民家を後にして、最後の昼食を済ませて学校への帰路につきました。武庫中３

年生の自覚ある行動と協力はすばらしかったです。保護者の方をはじめ、沢山の方々のお世話

になりました。ありがとうございました。

福井 杏 女子Ａ砲丸投 10，28～10,30
第4７回ジュニアオリンピック陸上競技大会出場(横浜日産スタジアム)祝

[２日目]

体験学習（ジャムづくり）

体験学習（リンゴ狩り）

民家入村式

[３日目]

学校到着

かぶちゃん村散策 解散式

～元気に出発 元気で帰ってきました～

～ たくさんの思い出ができました～

～お互いの絆が深まりました～
【お知らせ】

爽やかな季節となりました。保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、この度、保健室の飛世佐智先生が、体調を崩し２学期より休暇に入っています。この間、

玉置あすか先生が保健室を担当することとなりました。これまで同様に保護者の皆様方のご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。


