
- 1 -

仙北市立 角館中学校
学校報

平成２７年９月17日
No.20

全国学力学習状況調査結果
生徒質問紙から

今年の４月21日に全国学力学習状況調査が実
施され，8月26日に本校にその結果が届きまし
た。この調査には，教科とは別に生徒質問紙があ
ります。
調査は，87項目に及びあり，①学習に対する

関心・意欲・態度(国語，数学，理科，総合的な
学習の時間)，②学習状況(言語活動，指導状況)，
③学習時間等，④学校生活等，⑤基本的生活習慣，
⑥家庭でのコミュニケーション等，⑦地域との関
わり，⑧社会に対する興味・関心，将来に関する
意識，⑨自尊感情，⑩規範意識についてです。
すべての項目に渡って掲載することはできませ

んので，本校の生徒の特徴的な項目について抜粋
します。（ ）の数字は，本校，県，全国の割合
を示しています。示された数字の中身は，「１当
てはまる」「２どちらかと言えば，当てはまる」
の合計です。

設問(6) 自分にはよいところがあると思います
か？(84.9，78.8，68.1)

県，全国と自尊感情が低いのですが，本校はと
ても高かったです。自尊感情は自分を認めること
につながり自信をもつことにつながります。

設問(8) 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ますか。
(100，95.7，93)すべての生徒が友達の
話に耳を傾けている姿が浮かびます。

昨年度から研究してきている「心力・体力・知
力」の育成並びに本年度からはじめた「学び合い」
の授業が行われている結果だと思います。

設問(13) 学校の授業時間以外に，普段(月～金)
一日あたりどれくらいの時間，勉強します
か。(学習塾，家庭教師の時間を含む)
①３時間以上 (3.0，5.7，10.4)
②2時間～３時間未満 (10.1，24.8，25.3)
③1時間～2時間未満(41.4，50.2，33.3).
④30分～1時間未満(42.4，15.7，17.0)

設問(14) 土曜日や日曜日など学校が休みの日
に，一日あたりどれくらいの時間，勉強し
ますか。(学習塾，家庭教師の時間を含む)
①4時間以上 (2.0，5.4，5.5)
②3時間～4時間未満 (6.1，18.0，12.2)
③2時間～3時間未満(29.3，39.5，24.0).
④1時間～2時間未満(52.5，29.7，27.0)

仙北市の児童・生徒の課題が家庭学習の量でし
た。本校も平日の家庭学習時間で1時間未満が4
割の生徒に及び，この生徒たちが上の段階に進ん
でほしいです。

設問(19) 家の人(兄弟姉妹を除く)は，授業参観
や運動会などの学校の行事に来ますか。
(76.8，79.6，83.4)

設問(21) 家で，学校の宿題をしていますか。
(97.0，94.9，89.3)

設問(22) 家で，学校の授業の予習をしています
か。
(28.3，43.3，35.3)

設問(23) 家で，学校の授業の復習をしています
か。
(85.9，87.2，52.0)

予習と復習を比較した場合，復習の方に力を入
れていることが分かります。

設問(26) 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学級の決まりなど
を決めていると思いますか。
(94.0，88.4，78.3）

設問(38) 1，2年生のときに受けた授業では，
自分の考えを発表する機会が与えられてい
たと思いますか。
(95.0，94.9，85.9)

設問(39) 1，2年生のときに受けた授業では，
生徒の間で話し合う活動をよく行っていた
と思いますか。(88.9，92.2，78.2)

設問(40) 1，2年生のときに受けた授業では，
学級やグループの中で自分たちで課題を立
てて，その解決に向けて情報を集め，話し
合いながら整理して，発表するなどの学習
活動に取り組んでいたと思いますか。
(78.8，83.1，65.7)

上の４つの設問では，授業に直結する質問です。
生徒の発表機会や生徒同士で話し合う時間があ
る，などまさに授業改善につながるところです。
今年度の研究の柱が「学び合い」ですので，これ
らの設問に関することは徐々に改善されてきてい
ます。

設問(48) 国語の勉強は好きですか。
(86.9，72.7，60.5)

設問(58) 数学の勉強は好きですか。
(66.7，59.1，56.0)

設問(60) 数学の授業の内容はよく分かります
か。
(79.8，75.6，71.6)

設問(69) 理科の授業は好きですか。
(77.7，74.1，61.9)

最後に教科の好き嫌いですが，国語，数学，理
科ともに，県平均を上回る「好き」になっていま
す。授業に対して意欲的な生徒の姿が浮かんでき
ます。また，先生方の教材研究，問題提示の面白
さが見えてきます。
生徒質問紙は3年生の実態を示したものですか
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ら１・２年生の実態とは異なる場合もあります。
しかしながら，本校の経営の傾向が理解できるこ
ととなっていますので，全教職員でさらに分析を
しながら，授業改善につなげていきたいと思って
います。

新人戦 １・２年生健闘！

9月12日(土)～13日(日)に行われた平成27年
度大曲仙北中学校新人総合体育大会の結果につい
てお知らせします。なお，野球部については，第
三日目を残しています。
◎ 野球
・２回戦 角館○２－１●平和
・準決勝 角館－美郷 (降雨ノーゲーム)
※ 9月21日(月)に西明寺球場で準決勝が行わ
れます。その試合終了後90分後に落合球場
にて決勝が行われます。

◎ バスケットボール
男子 ４位
・予選リーグ
角館○６０－５８●大曲
角館●２０－６８○美郷

・決勝リーグ
角館●３４－７０○西仙北
角館●６２－６８○中仙（２回延長）

女子 準優勝
・予選リーグ
角館○５１－４３●仙北

・決勝トーナメント
角館○５８－４５●協和

・準決勝
角館○５１－４３●大曲

・決勝
角館●３５－４１○中仙

◎ バレーボール
女子
・予選リーグ
太田・豊成○2(25-18,25-11)０●角館
角館○2(25-12,25-10)●桧木内

・決勝トーナメント１回戦
角館●0(10-25,7-25)○美郷

◎ ソフトテニス
男子団体
・予選リーグ
角館●０－３○大曲

・決勝トーナメント１回戦
角館●０－２○仙北
女子団体
・予選リーグ
角館○２－１●豊成
角館●１－２○平和

・決勝トーナメント１回戦
角館●０－２○西仙北

個人戦は男女とも惜敗
◎ 卓球
男子団体
・予選リーグ ４勝１敗 ２位で決勝リーグへ
角館○３－２●西仙北
角館○３－１●美郷
角館●１－３○大曲西

角館○３－２●大曲
角館○３－０●桧木内

・決勝リーグ
角館●０－３中仙
角館●０－３神代
角館●０－３太田

個人 藤田龍聖さん ベスト１６ 県大会へ
女子団体 ３位 3勝２敗
・リーグ戦
角館●２－３○西明寺
角館○３－０●太田
角館○３－１●大曲
角館○３－２●美郷
角館●１－３○仙北

個人 加藤こゆきさん ３位 県大会へ
藤原那美さん ベスト８ 県大会へ
蓮沼千怜さん ベスト８ 県大会へ

※ 全県新人大会11月１４日，１５日に秋田
県立体育館で行われます。

◎ サッカー 3位
・リーグ戦
角館・生保内●１－８○大曲
角館・生保内△１－１△清陵（引き分け）
角館●０－２○美郷

◎ 柔道
男子団体４位 県大会進出
・６校リーグ ２勝３敗
角館●２－２○仙北(内容負け）
角館●１－４○大曲
角館●１－４○神代
角館○３－２●協和
角館○３－２●大曲西

男子個人
50kg級 優勝 児玉文汰さん 県大会へ
60kg級 ３位 後藤善春さん 県大会へ
66kg級 ３位 黒澤太雅さん 県大会へ
90kg級 ３位 黒澤翔さん 県大会へ
女子個人
57kg級 優勝 松本唯さん 県大会へ
女子個人選手権 優勝 松本唯さん 県大会へ
※ 全県新人大会は11月14日～15日に秋田
県立武道館で行われます。

◎ 剣道
団体・個人とも惜敗

英語弁論大会，郡市優勝，県優勝

9月11日に美郷町を会場に行われた「第６７
回大曲仙北中学校英語暗唱弁論大会」弁論の部で
３年生の戸澤彩さんが最優秀賞を受賞しました。
戸澤さんは，9月15日に秋田市の生涯学習セン
ターで行われた「高円宮杯第６７回全日本中学校
英語弁論大会」でも優勝しました。全国大会は，
11月25日～27日に東京で行われます。更なる
健闘を期待します。

◎ 第６７回大曲仙北中学校英語暗唱弁論大会
弁論の部 最優秀賞 戸澤彩さん
暗唱の部 優良賞 伊藤花さん

◎ 高円宮杯第６７回全日本中学校英語弁論大会
弁論の部 最優秀賞 戸澤彩さん


