
- 1 -

Ｈ２９稚木の桜ＮＯ.６ 佐川町立尾川小・中学校
平成２９年 10月25日

「魅力ある尾川小中学校実現プラン」の今後の取組について
今後の進め方の参考となる調査の結果がまとまりました。

（１）４月実施の全国学力・学習状況調査と標準学力調査の結果→中学校で向上（過去３年間）

小学校：２～４年生はほぼ全国平均か全国平均超で順調。６年生も順調。５年生はまだ伸びる余地がある。

◎６年生の全国学力・学習状況調査の結果は、国語ＡＢは全国平均並、算数Ａは＋ 13.4％、算数Ｂは＋ 4.1
％である。

○▲標準学力検査の結果は、２．３．４年生はほぼ全国平均並か平均超え。５年生は国語の活用が＋ 7.0
％で、国語の基礎はと算数の基礎・活用が全国平均より少し低い。

中学校：３年生は全国平均並。３年生は小６当時の成績から向上しており、小６の結果が中３で向上する傾向は過去５
年間続いている。１年生は全国平均超であるが、２年生は厳しく、グループ学習に工夫を加えるなど、一層の
授業改善が必要である。

◎３年生の全国学力学習状況調査の結果は、国語Ａ－ 3.4 ％、国語Ｂ＋ 3.9 ％、数学Ａ－ 6.6 ％、数学Ｂ
－ 4.1％と、小６当時のそれぞれ－ 4.2、－ 11.7、－ 8.4、－ 15.6に比較すると改善した。

○標準学力検査の結果は、１年生は国語、社会、数学、理科共に全国平均を越えている。２年生は社会、
数学の活用と理科の基礎・活用で全国平均を下回っている。３年生はほぼ全国平均並に改善した。

※全国学力・学習状況調査：４月実施 小６年生・中３年生・・国語・数学

※標準学力調査：４月実施 小2～5・・国・算 小４～６・・理 中１・・国・社・数・理 中２・・国・社・数・理・英 中３・・社・英・理

（２）心の育ちや学級での様子
小学校：○▲学級生活に満足しているかを調べるＱ－Ｕアンケート（６月実施）の結果は、満足群が 1年生 50％、２年生 50

％、３年生 33％、４年生 50％、５年生 86％、６年生 100％で、各学年に支援の必要な児童がいる。
○▲ﾙｰﾙを守ろうとするなど規範意識はしっかりしているが、自信がなかったりｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの苦手な児童が目立つ。

中学校：○Ｑ－Ｕアンケート（６月実施）の結果は、学級生活に満足しているグループが１年生は 62.5 ％、２年生 80 ％、
３年生は 100％であるが、支援の必要生徒もおり、丁寧な対応が必要である。
○▲規範意識はしっかりしているが、不安が強かったり、自信が無かったり、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの苦手な生徒がいる。

（３）体と健康
小学校：○水泳は３年生以上は全員 25m 以上、４年生以上は概ね 100m 以上泳げる。ほとんどの児童が一輪車に乗れるな

ど、発達に合わせて着実に体力がついている。

〇生活習慣や生活のリズムに課題のある児童の状態は改善しているが、低学年でメディアの視聴時間が長い。

※参考（小学生）アンケート（６月実施）結果 ・メディア視聴時間１日２時間以上 22％
〇就寝時刻と睡眠時間が改善し、体調不良の訴えが減少。 ・ゲーム使用時間１日１時間以上 22％

中学校：○体力テストの結果、昨年との比較でそれぞれの体力については、全ての生徒が評価を上げている。

〇朝食は毎日とっている 〇メディアやゲームに係る時間が減少。

※参考（中学生）アンケート（６月実施）結果 ・メディアの視聴時間１日２時間以上 21.4％
・ゲームの使用時間１日２時間以上 0％

現状をどう考えるか？
☆学力問題の根本的な原因は言語力、表現力、その基にあるコミュニケーション力にあり、基礎基本を徹底させながら、さま
ざまな場面で他と関わる場面を作るなど、確かな対策を行う必要がある。

〇▼学力とメディアやゲームの利用とは明らかに反比例の関係がある。
☆自尊感情（自信）やコミュニケーション力の向上は、生活習慣の改善とともに、学校・家庭・地域の連携強化が必要である。
○学力・体力ともに、小規模校でのメリットを生かした個に応じた指導が効果を上げている。

ではどうする？

学校では！
魅力ある尾川小中学校実現プランの確実な進捗

１．学力の向上 ・関わり合い高め合う授業に向けて授業を一層改善する。
重 ・基礎・基本を徹底するため退職教員の支援で加力学習を充実する。
点 ・読解力をつけるため、読書環境を整備する。
的 ２．仲間づくり ・専門家の支援により、学校全体での子ども理解を進め、子どもと家庭への支援を充実する。
取 ・９年間を３期に分けた期別やペアの学年での活動を進め、行事などの場面で仲間作りを意識した
組 学年間の交流や取組を取り入れる。
３．心と体の元気度 ・専門家の支援により、子ども達と保護者をチームでサポートする。

の向上
４．学校経営の確立 ・学力向上、仲間づくり、生活改善の三つの取組を一層進める。

・小中一貫教育のシステムと内容の充実を進める。
・学校支援地域本部とコミュニティスクールの取組を充実させ、横の一貫性を強化する。
・ＰＴＡ役員会を充実し、ＰＴＡ通信などでＰＴＡ活動の活性化を進める。
・学校評価を着実に実施する。
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保護者の皆さんへ！
１．早寝、早起き、朝ご飯 ・かなり改善してきましたが、夜更かしや朝ご飯抜きでは、疲れて授業中に

エネルギーが途切れます。早寝、早起き、朝ご飯をお願いします。

２．家庭学習 ・家庭学習は自立した学びや生き方につながるものです。ゲームなどメディア
の過度な利用は明らかに学力に影響します。落ち着いて家庭学習に取り組
めるよう、ご家庭で環境を整えてください。

３．読書環境の整備 ・小学校では読み聞かせに取り組んでいます。ご家庭でも本に親しむ環境を
整えましょう。言葉の力は論理的な考え方など学力の基礎になります。お
ひざにのせるぐらいの時期からお話を聞かしたり、一緒に絵本を読んだり
すると心も豊かになります。

牧野賞科学展・科学発表会入賞
１０月初旬に開催されたうえの催しで、下の皆さんが入賞しました。

中 科学展 優秀賞 片岡渚（１年） 「食べ物からＤＮＡを取り出す」
科学展 奨励賞 片岡緑（１年） 「牛乳・生クリームで作る乳製品」
科学研究発表会 優秀賞 岡本奈々果（１年） 「鏡に写る像の研究」
植物画 優良賞 片岡渚（１年）

小 科学展 奨励賞 中村心優（６年） 「薬の溶け方は液体によって違うのか？」
科学研究発表会 優秀賞 氏原麻理香（３年） 「牛乳でプラスチックができるか？」
植物画 優良賞 藤本那奈伽（５年）

バレーボール部入賞
バレーボール部が､高岡地区北支部新人大会（１０／８（日））で 三位に入賞しまし

た。日頃の練習の成果が現れたようです。新チームの今後が楽しみです。

加力学習について
小学校 2.3.4.5.6 年生と中学生では、基礎・基本を徹底し、力を伸ばすことを目指して、加力学習を実施して

います。特に中学校３年生は、進路対策も含め一層充実させていきます。ご理解のほどお願いします。

日が短くなってきました
日没の時間が早くなり、下校時の子ども達の安全が気にかかる時期です。保護者のみなさん、地域住民のみ
なさんの見守りをよろしくお願いします。

１１月～１２月の行事予定
小 中

11 ２（木） 遠足 ２（木）
月 ５（日） 親子料理教室（３年～６年） 愛校作業日 ５（日）

６（月） カウンセラー訪問日 ６（月）
７（火） 集金袋配布 町展（10日まで） ７（火）
８（水） 芸能祭リハーサル ８（月）
９（木） 芸能祭 ９（火）

１０（金） 社会科見学（5.6年生） 集金日 ３年生保育実習 漢字検定 １０（金）
１１（土） 加力学習③ 高吾地区バレー新人戦（12日まで） １１（土）
１３（月） 代休（11/5愛校作業日の代休） １３（月）
１４（火） ロボット動物園Ⅳ １４（火）
１５（水） 福祉訪問 １５（水）
１６（木） クラブ プログラミング授業（２年） １６（木）
１７（金） 佐川中学校研究発表会（午後） お話会 佐川中学校研究発表会（午後） １７（金）
１８（土） 酒蔵ロード劇場 １８（土）
２０（月） 辞書引き大会 カウンセラー訪問日 ２０（月）
２１（火） 自学ノートコンクール ２１（火）
２２（水） 遠足 ２２（水）
２３（木） 若木杯 勤労感謝の日 ２３（木）
２４（金） 第４回実力テスト（３年） ２４（金）
２５（土） 土曜授業日 人権発表会 ＰＴＡ忘年会 ２５（土）
２７（月） カウンセラー訪問日 ２７（月）
２８（火） 山の先生（１～４年）
２９（水） 期末テスト発表 ２９（水）

12 １（金） お話会 ロボット動物園 １（金）
３（日） 高岡地区Ｐ研修会 町Ｐ表彰祝賀会 ３（日）

月 ４（月） カウンセラー訪問日 ４（月）
５（火） 集金袋配布 ５（火）
６（水） 期末テスト（８日まで） ６（水）
８（金） ブックトーク 集金日 ８（金）

１１（月） カウンセラー訪問日 カウンセラー訪問日 １１（月）
１３（水） マラソン大会 １３（水）
１４（木） 生徒会役員選挙 １４（木）
１８（月） カウンセラー訪問日 カウンセラー訪問日 １８（月）
２０（水） 三者面談（２２まで）３年のみ ２０（水）
２２（金） 個人面談 参観日 三者面談 ２２（金）
２５（月） 終業式 ２５（月）

切取線
学校だより第６号

ご意見やご感想などをお願いします。

児童・生徒学年・氏名：（ ）年（ ）


