
 

 

 

 

全国学力・学習状況調査の結果から 

 本年度４月に行われた３年生対象の調査結果の一部です。特定の学力の一部であることを踏まえながら，
揖斐川中学校の生徒の学力に関わるよさと課題を知り，今後の生徒の学習姿勢や授業改善につなげていき
たいと考えています。 
 
国語   正答率は全国平均と同等 
 
 
 
 
 
 
数学   正答率は全国平均を上回る 
 
 
 
 
 
 
英語   正答率は全国平均と同等 
 
 
 
 
 
 
 
質問紙に見られる揖斐川中学校の生徒の姿 ～抜 粋～ 

番号 自分に関すること あてはまる 
どちらかと 

いえば 

あてはまる 

（5） 自分には，よいところがあると思いますか。 21.8  53.8  

（8） 将来の夢や目標をもっていますか。 45.4  24.4  

（10） 難しいことでも，失敗を恐れないで挑戦していますか。 24.4  42.9  

（17） 家では自分で計画を立てて勉強をしていますか。 21.0  39.5  

（23） 今住んでいる地域の行事に参加していますか。 56.3  33.6  

（24） 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りますか。 18.5  33.6  

（32） 生徒の間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりす
ることができていますか。 

30.3  57.1  

 

【質問紙から感じられること】 
◎自分自身を肯定的にとらえ，将来の夢や目標をもって学校生活を送っている揖斐川中生の様子がうかがわれ
る。（5）（8） 

◎難しいことにもあきらめず取り組むことで，自分を高めようとする意識が垣間見られる。（10） 
◎地域行事への参加率では，岐阜県や全国の平均を大きく上回っており，地域の行事やボランティアへの参加
の機会が多く，参加に対する意識も高い。（23）また，地域や社会に対し，自分で何ができることを探ろうと
している生徒も半数程度存在する。（24） 

◎「話し合う活動で自分の考えを深めたり広げたりした経験」については，県・全国を大きく上回る結果とな
っている。(32) 

▲生徒は「自立的な学習が進められている」と生徒は感じている。(32)しかし，学力的には十分な成果に結び
ついているとは言い切れない面もある。そのため，学活や個別指導の中で，一人ひとりに合った学習法や時
間の使い方の指導を十分行い，成果につなげていく必要がある。 

 

 

◎具体例を文章に入れて分かり易くしたり，自分の考えた
意見を書いたりする力が付きつつある。 

▲本文の要点を掴みながら，丁寧に文章を読み進める力が
不足している。 

◎「図形」に関する問題の正答率が高く，合同条件などの
知識も比較的よく身に付いている。 

▲数学的な用語の理解が曖昧であり，説明の問題では結論
まで言い切ることができていない。 

◎英語を使い，外国人とコミュニケーションをとろうとす
ることに対し，抵抗感が少ない。 

▲質問に即興で答えたり，ある程度の分量の英文を書いた
り話したりすることに自信がない。 

【授業改善の方向】 
◇話合いの流れや展開を理解し，参加者
の発言から立場や役割についてつかむ
機会を作る。 

◇文章の展開や内容・要点を捉えるため
の手立てを系統的・計画的に指導する。 

【授業改善の方向】 
◇用語の説明の他，資料から読み取って
判断したり資料を活用したりする機会
を大切にする。 

◇条件を変えて問いながら，共通点や類
似点・相違点に着目できるようにする。 

【授業改善の方向】 
◇まとまった分量の英文を，即興で書い
たり話したりする機会を増やす。 

◇英単語や連語など，表現に必要な語彙
の定着を目指す。 

揖斐川中だより  

令和元年９月２６日 

揖斐川中学校 
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・揖斐郡中体連ソフトボール競技大会 優勝  

同西濃地区大会 優勝  

同県大会   準優勝 東海大会出場 ソフトボール部 

 

・西濃中体連陸上大会 男子総合 第３位 女子総合第５位

男女総合 第５位 陸上クラブ 

・全日本中学校通信陸上競技岐阜県大会男子共通４００ｍ 

第１位  西濃中体連陸上大会 男子４００ｍ 第１位 

同県大会・東海大会・全国大会出場  牧村悠矢 

・西濃中体連陸上大会 男子４×１００ｍ 第２位 

同県大会 第６位 同東海大会出場 佐々木駿丞・若原 

輝・西脇優輝・佐々木亮輔・小森遥太 

・西濃中体連陸上大会 女子４×１００ｍ 第４位 同県大

会出場 馬場玲奈・平井 涼・野原結衣・福田都香沙 

・西濃中体連陸上大会 女子低学年４×１００ｍ 第４位 

同県大会出場 所琴詩・若原ゆい・湯朝穂乃花・森田沙希 

・西濃中体連陸上大会 男子２年１００ｍ 第３位 同県大

会出場 西脇優輝 

・西濃中体連陸上大会 ３年１００ｍ 第２位 同県大会出

場 佐々木駿丞 

・西濃中体連陸上大会 男子２００ｍ 第３位 同県大会 

男子２００ｍ 第６位 同東海大会出場 若原 輝 

・西濃中体連陸上大会 男子１年１５００ｍ 第５位 同県

大会出場 杉山秀悠 

・西濃中体連陸上大会 女子１年１００ｍ 第３位 同県大

会 第４位 東海大会出場 若原ゆい 

・西濃中体連陸上大会 女子３年１００ｍ 第４位 同県大

会出場 馬場玲奈 

・西濃中体連陸上大会 女子３年１００ｍ 第６位 同県大

会出場 野原結衣 

・西濃中体連陸上大会 女子１００ｍＨ 第４位 同県大会

出場 平井 涼 

・西濃中体連陸上大会 女子砲丸投 第６位 同県大会出場 

山田陽詩 

 

・揖斐郡中体連バドミントン大会 女子シングルス 優勝 

同西濃大会 第３位 同県大会 第３位 同東海大会出場 

坪井陽菜 

・揖斐郡中体連バドミントン大会 男子シングルス 第３位 

同西濃大会出場 藤原琢磨 

 

・岐阜県中体連水泳大会女子２００ｍ個人メドレー 第５位 

同東海大会出場  鷲見沙亜弥 

・岐阜県中体連水泳大会 男子２００ｍ平泳ぎ 第８位  

岐阜県小中学生学年別水泳競技大会 男子中学 1 年５０ｍ

平泳ぎ 第２位 髙橋睦翔 

 

・揖斐郡中体連バスケットボール大会 優勝 同西濃大会 

準優勝 岐阜県大会出場 男子バスケットボール部 

・揖斐郡中体連バスケットボール大会 第３位 女子バスケ

ットボール部 

 

・西濃中体連柔道大会 男子個人－５５ｋｇ級 準優勝  

同県大会出場 宮内智生 

 

・揖斐郡中体連卓球大会 男子団体の部 第３位 同西濃大

会出場 卓球部 

・揖斐郡中体連卓球大会 個人戦第５位 細野晴貴   

同大会第９位 小森信志 第 10 位 小森勇志  第 18 位 

所 朔矢 第20位 須甲堅心 以上5名西濃地区大会出場 

・同西濃大会 個人戦第５位 同県大会出場 小森勇志     

 

・揖斐郡中体連野球大会 西濃大会出場 準優勝 野球部 

 

・揖斐郡中体連ソフトテニス大会 男子個人戦 第8位  

同西濃大会出場 春日井康太・岩田光起 

 

・揖斐郡中体連ソフトテニス大会 女子団体戦 準優勝  

西濃大会出場 女子ソフトテニス部 

同大会個人戦 第７位 川瀬彩乃・若園結衣 第12位 

若原帆乃・牧村朋佳  以上２ペア西濃地区大会出場 

 

・第５７回岐阜県吹奏楽コンクール岐阜･西濃地区大会 銀賞 

吹奏楽部 

 

・揖斐郡中体連剣道大会 団体の部 準優勝 同西濃大会出

場 剣道クラブ男子 

・同大会 団体の部 準優勝 同西濃大会出場 剣道クラブ

女子 

・同大会 ２年生男子個人の部 準優勝 同西濃大会出場 

藤原想士 

・同大会  １年生男子個人の部 第３位 同西濃大会出場 

 高橋誠弥 

・同大会 ２年生女子個人の部 準優勝 同西濃大会出場 

 金森士受伯 

・同大会 １年生女子個人の部 準優勝 同西濃大会出場 

 高橋芙衣 第３位 西濃大会出場 岩間夏蓮 

・同大会 基本錬成の部 優勝 野原愛里 

 

・第３９回岐阜県中学校英語弁論大会 西濃地区大会優秀賞 

谷口琴音（９月２８日（土）岐阜女子大学で行われる県大

会に西濃地区代表として出場） 

・同大会優良賞 若原愛莉 

 

・第４１回「少年の主張」岐阜県大会優秀賞 今村瑚々実 

 

 

 

 

※夏休み中の作品応募に伴う入賞の結果などにつきましては、

次号以降にお知らせします。 

栄光の軌跡 
 


