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「数学の勉強は好きですか」と 98 万人に聞いた結果
校 長

香 遠

正 浩

国語、数学、英語について４月に実施された全国学力・学習状況調査
の結果が公表されました。その報告書の中に「生徒質問紙と学力のクロ
ス分析」の結果が掲載されています。一例を紹介します。
「算数（数学）の勉強は好き」と回答している生徒の方が、教科の
平均正答率が高い傾向が見られる。【小学校】【中学校】
数学が好きな生徒は、数学はもちろん他の教科（国語や英語）の正答
率も高い結果だったという意味です。興味深いのは、次の分析結果です。
「国語の勉強は好き」と回答している児童の方が、教科の平均正答率が高い傾向が見
られる。【小学校】
「国語の勉強は好き」という回答と教科の平均正答率に相関は見られない。
【中学校】
つまり、小学生は国語が好きな子どもの方が、教科（国語だけでなく算数も）の正答
率が高いのですが、中学生についてはそうとは言えないということです。国語はそれほ
ど好きでないと回答した生徒の方が、数学の正答率は高い結果だったからです。
このことから、「国語の勉強が好き」というだけで満足することなく「数学の勉強も
好き」という子どもを育てたいものです。しかし、これは容易なことではありません。
なぜなら、数学は国語以上に「分かる（分からない）」「できる（できない）」が自覚し
やすいため、苦手意識をもちやすいからです。
それにもかかわらず、当校では「数学の勉強は好き」と回答した生徒が 78％もいまし
た。全国平均（58％）を 20 ポイントも上回っています。素晴らしいことです。
ほかにも報告書には「次のように回答している生徒の方が、教科の平均正答率が高い
傾向が見られた」とあります。当校生徒及び全国、佐渡市の割合も示します。
・家で自分で計画を立てて勉強をしている。（金井中 62％、全国 50％、市 48％）
・学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たり１時間以上勉強を
している。（金井中 71％、全国 70％、市 54％）
このように当校生徒に望ましい家庭学習習慣が形成されているのは、毎日終学活時に
「パワーアップタイム」を設けて指導している成果であり、それが学力の向上にもつな
がっていると考えます。
32 日間の夏休みが終わり、本日から２学期が始まりました。
当校はこれまで同様、生徒が「なぜだろう」「おもしろい」「分かった」「できた」と
意欲的に取り組み、学ぶ楽しさを味わえるよう、日々の授業を充実させます。

年度始めの PTA 総会で説明しました成果目標の達成状況は、次の通りです。
成果目標
結果
知 ①Web配信問題で、県平均以上の正答 ①９教科中５教科 56％ (79%)

徳

率、70%以上にする。
②家庭学習、学年目標以上の生徒の割
合、70%以上にする。
③「生き方を考えることができた」と答
える生徒の割合、90%以上にする。
④不登校の減少、新たな発生０。
⑤いじめが発生しない。または解決した。
⑥人権や思いやりを大切と考える生徒の
割合、90%以上にする。
⑦体力テストで５段階評価３以上の生徒
を 60％以上にする。
⑧病欠者数が１日平均２人以内にする。

体

評価：B
②７月の結果 １年79% ２年64% ３年 57%
全校平均 66％
(65%)
評価：B
③生徒アンケートの結果 １年 78% ２年 84%
３年 85%
全校平均 82％ (91%) 評価：B
④昨年度７ 本年度５ 新たな発生０
評価：B
⑤認知件数７ 見逃していない
評価：B
⑥生徒アンケートの結果 １年 98% ２年 96%
３年 94% 全校平均 96％ (99%)
評価：A
⑦体力テストの結果報告がまだ来ていません。
⑧１日平均 1.9人

(1.5人)

評価：A

（ ）内は昨年の数値です。Web 配信問題は今年度から年３回の実施となり、内容も基
礎的内容から応用問題に変わりました。B 評価が多かったので、後期は他の項目も A 評価
を目指します。
22 項目のアンケートから、昨年から継続してお知らせしている内容を挙げてみます。
質 問

項

目

肯定的評価→

昨年度

本年度

２

学校が楽しいと感じますか。

85%

84%

７

いじめのない学校づくりに取り組んでいると思いますか。

94%

83%

11 毎日の授業は、よく分かりますか。

87%

85%

12 先生方の説明や板書、指示の出し方などは分かりやすいですか。

97%

89%

２

１１

学校が楽しい

毎日の授業の理解

７

１２

いじめのない学校づくり

授業の分かりやすさ

注）棒グラフ、左から「白抜き」→とても、「縦線」→まあ、「斜線」→あまり、「塗りつぶし」→まったく

どの項目も 80％を超えていますが、昨年前期より下降した項目があります。特に、
「いじ
めの根絶」
「授業の分かりやすさ」は比較的大きく下降しているので、２学期は授業改善と
いじめをしない・許さない・見逃さない取組を進めていきます。

前ページの生徒アンケートと関連する項目についてお知らせします。
質 問

項

目

肯定的評価→

昨年度

本年度

14 子どもは、学校を楽しいと感じている。

85%

91%

10 明るい表情で登校している。

84%

82%

６

子どもの学力は向上している。

68%

67%

２

職員は生徒を理解しようとしている。

78%

75%

14

学校を楽しいと感じる

10

明るい表情で登校

６

学力は向上している

２

生徒を理解しようとしている

昨年度より肯定的評価が若干下降しています。しかし、
「学校が楽しい」は、生徒も保護
者も高く、特に保護者アンケートでは９割以上の方が満足していただいているのが嬉しい
です。２学期以降もより一層努力します。
保護者の皆様からいただいたご意見へは、次のように対応していきます。
ご 意 見
対
応
○入学してから、毎日、充実した日々です。感謝
の気持ちでいっぱいです。
○いつも愛情あふれる対応ありがとうございま
す。
●部活動や大会の動きや持ち物など、細かな連絡
がほしいです。
●授業参観をした際の生徒の学習態度や教師へ
の態度が気になりました。まじめに取り組んでい
る子と、そうでない子の差がありました。
●生徒指導や生徒への対応等での教師の対応が
気になります。
（同様のご意見５件）

ありがとうございます。励ましのお声が、教職員
のエネルギーになります。生徒の主体性を信じ、
時に失敗しても、その経験から成長できるよう支
援していきます。
大会や練習試合の案内をできるだけ早めに配布
するようにします。不明な点等ございましたら、
各部活動顧問にお問い合わせください。
ご指摘ありがとうございます。一部に授業に集中
できない生徒もいますが、学級全体の安定を優先
して学級経営に取り組みます。
２学期以降、進学のための多様な取組が続きま
す。尻をたたくのではなく、自分の可能性を伸ば
すために学ぶ意義を指導していきます。ご家庭で
の励ましもお願いします。

その他、施設設備の不備についてのご指摘については、市教育委員会に早めに連絡して修繕を依
頼しています。予算の関係等で修繕に時間を要するものがありますが、ご了承ください。また、エ
アコンの各教室の設置は、来年度になると市教育委員会から回答がありました。

地域連携担当 池田 智真
金井中の重点目標は、「自ら行動し 貢献する生徒」です。
中学校の３年間は、子どもから大人へと大きく成長する時期です。そう遠くない将来、
生徒達は社会に出ます。ですから、校内での学習だけでなく、地域や社会に目を向けさせ
ることも大切です。社会と目標を共有した教育活動が求められているのです。
「(少しでも)誰かの役に立った」、「自分のすること(したこと)を嬉しく見てくれる人が
いる」、
「仲間から、(あるいは知らない人から）
『ありがとう』と言われた」などの経験は、
その社会や集団での存在意義を実感し、自分の将来を見据えた学習にも意欲的になると考
えています。学校内では、生徒会を中心とした専門委員会の活動や行事、学級の活動など
で「貢献」を意識させ、重点目標達成に向けた取組をしています。
今年も民生委員の皆さんと月２回の「地域あいさつ運動」や、金井生き活き塾の皆さん
の支援を受けながら「フラワーロードの植栽作業」を小学生と共に行っています。このよ
うに、人と協働して活動する経験は、
大人になってから正解のない問題に
立ち向かうとき有効な力になるでし
ょう。今後は、２年生の「課題解決型
の職場体験」や部活動での地域行事の
参加などを計画しています。地域や社
会の一員として活動する中学生を温
かくご支援いただければありがたい
です。

７月 17 日。下越地区吹奏楽コンク
ールに出場する生徒の激励会が行
われました。しっとりした演奏、
熱のこもる応援で、気合いの入る
会となりました。

トキの子カップ ８月４日（土）５日（日）
男子バレーボール 優勝
女子バレーボール 優勝
両津川開き球技大会 女子ソフトテニス
藤井琴都・渡邉千紗 組
２位
７月３日。情報モラル講演会が行われました。
ネット機器の利用から、様々なトラブルに巻き
込まれる危険性があることを学びました。ご家
庭でも管理をお願いします。

わたしの主張 佐渡地区大会 ８月２７日
金井中代表
中川 優実
優秀賞

