
 

 

 

 

 

 

 

 

 ９年生 笑顔はじける 加賀の旅   
 ９月７日（水）～９日（金）の３日間、９年生の修学旅行を行いました。今回の修学旅行は、

加賀中のルーツとも言うべき、石川県への旅でした。主な行程は次の通りです。 

 １日目 大宮駅集合→能登島観光（水族館、ガラス美術館、古墳、道の駅）→和倉温泉泊 

 ２日目 白米千枚田（世界農業遺産）→総持寺（座禅体験）→巌門→山代温泉泊 

 ３日目 兼六園（金沢商業生徒のガイド付き）→金沢市内班行動（ガイドボランティア付き） 

     →大宮駅解散 

  

 ９年生は新型コロナウイルスの影響で、移動教室もスキー教

室も中止となっていたので、今回の修学旅行が最初で最後の

宿泊行事となりました。実行委員会がつくったスローガンは

「集大成」。今までできなかった行事の分まで、この修学旅行

を全力で楽しみたいという思いが込められています。行動ル

ールも自分たちで決め、宿舎内や列車内や見学地での行動マ

ナーにも気を配り、期待に胸を膨らませて出発しました。 

＜のとじま水族館にて＞ 

 この３日間、いつでも、どこでも、たくさんの笑顔の花

が咲いていました。多くの生徒が初めて石川県を訪れると

いうこともあって、見るもの、聞くもの、すべてが新鮮だ

ったことと思います。水族館でイルカのショーを見て歓声

を上げ、風光明媚な日本海と棚田の景色を目に焼き付け、

どこか加賀中の庭と似ている(?)兼六園を散策し、おいし

い料理に舌鼓を打ち、とても楽しい３日間を過ごすことが

できました。何より、３日間友達と楽しく語り合い、笑い ＜千枚田にて（日本海をバックに）＞ 

合った日々は、中学校生活のかけがえのない思い出になったことと思います。コロナの流行が                               

                  収束しない状況下でしたが、行ってよかったとつくづく感じ

ております。 

                    ９年生の多くは、修学旅行を通して、感謝の気持ちが強く

なったようです。修学旅行ができたことへの感謝、お世話に

なった添乗員やバスの方、旅館の方、ガイドしてくれた方々

への感謝、修学旅行に向けて導いてくれた教員への感謝、何

より行かせてくれた保護者への感謝、様々な感謝の言葉が事

後の作文に書かれていました。この感謝の思いを忘れず、残 

＜兼六園にて＞      り半年となった中学校生活に励んでほしいと願います。 
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学力調査の結果報告 

 ４月に、９年生が受けた「全国学力・学習状況調査」の結果がまとまりました。膨大な調査結

果の中から、何点かご報告します。 

左表は、調査問題の全体結果（平均正答率）です。

本校は、今年度実施した３教科とも、全国及び東京

都の平均正答率を上回りました。特に数学は大きく

上回っています。少人数授業の成果によるものと考

えられます。 

◇学校に行くのは楽しいと思いますか。   

 あてはまる   どちらかと言えばあてはまる どちらかと言えばあてはまらない あてはまらない 

加賀中 ４１．９％ ４２，６％ １２．８％   ２．７％ 

東京都（公立） ４５．３％ ３７．１％ １１．７％   ５．８％ 

全国（公立） ４５．８％ ３７．１％ １１．６％   ５．４％ 

次に、「学校に行くのは楽しいか」という質問です。８４．５％が肯定的な回答をしていま

す。この調査は４月に行ったものですから、運動会や修学旅行を経験した今なら、さらに肯定

する回答が増えるのではないかと思います。学校は生徒が生活をする場所ですから、楽しいの

が何よりです。中学生の頃は、様々な悩みを抱える時期でもありますから、学校としては毎日

の生徒の様子や学期に一度行うアンケートの回答を基に、生徒の悩みに寄り添い、適切な助言

や支援を続けてまいります。 

◇自分にはよいところがあると思いますか。   

 あてはまる   どちらかと言えばあてはまる どちらかと言えばあてはまらない あてはまらない 

加賀中 ３５．１％  ３９．９％  １３．５％  １１．５％ 

東京都（公立） ３８．０％  ４０．５％  １４．６％   ６．９％ 

全国（公立） ３６．０％  ４２．５％  １４．９％   ６．６％ 

 次に「自分にはよいところがあるか」という質問です。加賀中生は謙虚なのか、自分に自信 

がもてないのか、この質問の結果はあまり好ましくありません。教職員から見れば、一人一人 

の生徒によいところはいくつもあります。７月の三者面談では、担任より一人一人のよさを伝 

えました。自分を見つめ、自分のよさを認められるよう、道徳教育や学校行事や部活動等、あ 

らゆる学校の教育活動を通して、生徒の自己肯定感を高められる指導を実施してまいります。 

                                                  

修学旅行の作文より(抜粋) 

○ 修学旅行では、様々なところを見学したが、中でも印象に残っているのは「のとじま水族 

館」である。初めて見たジンベイザメの衝撃や、かわいいイルカやアシカのショー、他にも

キレイな生き物たちが多く、とても癒やされることができた。 

○ 私は修学旅行を通して、たくさんの方々の気持ちに触れました。（中略）二つ目は兼六園 

を案内してくださった金沢商業高校の生徒さんから感じた、石川への慈愛の気持ちです。普

段なら見過ごしてしまうような苔でさえとても大切に保護されていること、それを地元の高

校生が知っていることを知り、自分も自分の身近な地域についての理解を深めようと思いま

した。 

 国語 数学 理科 

加賀中 ７４ ６６  ５２ 

東京都（公立） ７０ ５４ ５１ 

全国（公立） ６９．０ ５１．４ ４９．３ 



また、５月には、全学年を対象にした東京都の「生徒の学力向上を図るための調査」を行いま

した。こちらの調査は、生徒の学習に向かう意識調査が中心です。 

   ◇自分で計画を立てて学習している 

 当てはまる どちらかと言えば当てはまる  どちらかと言えば当てはまらない  当てはまらない 

７年生  ３７．４％  ４１．５％  １７．１％   ４．１％ 

８年生  １９．８％  ４３．６％  ２４．８％  １１．９％ 

９年生  ２８．４％  ３７．３％  ２５．４％   ９．０％ 

加賀中  ２９．１％  ４０．５％  ２２．３％   ８．１％ 

板橋区  ２９．３％  ３２．７％  ２３．５％      ９．５％ 

東京都  ２８．９％  ３８．０％  ２３．５％   ９．５％ 

 ◇難しいと感じる問題でも、最後まであきらめずに取り組んでいる。 

 当てはまる どちらかと言えば当てはまる  どちらかと言えば当てはまらない  当てはまらない 

７年生  ４０．２％  ３５．４％  ２１．３％   ３．１％ 

８年生  ２３．２％  ４７．３％  ２１．４％   ８．０％ 

９年生  １６．６％  ４６．４％  ３１．１％   ６．０％ 

加賀中  ２６．２％  ４３．１％  ２５．１％   ５．６％ 

板橋区  ２７．１％  ４１．２％  ２４．７％   ７．０％ 

東京都  ２６．５％  ４２．７％  ２４．２％      ６．７％ 

 まず、自分で計画を立てて学習している生徒が、７割程度いることが分かりました。７年生で

は、８割近くの生徒が肯定的な回答をしています。このままよい学習習慣を身につけ、８年生、

９年生へと育ってほしいものです。否定的な回答をした３割程度の生徒も、今週の中間考査に向

けて計画的に学習を続けていることと思います。学習習慣の定着にはご家庭の協力も必要です。

学習しやすい、学習に気持ちが向かいやすい環境を整えていただきたいと思います。 

 次の「難しいと感じる問題でも、最後まで諦めずに取り組んでいる」という質問には、７割程

度の生徒が肯定的な回答をしています。学習に対し、粘り強く取り組むことは大切なことであ

り、多くの生徒にその姿勢が感じられたことは一安心です。自分で課題を設定する「探究学習」

に「総合的な学習の時間」で取り組んでいますが、納得がいくまで調べたり、考えたりすること

ができる生徒が多いという成果を得ることができました。 

 今回の二つの学力調査の結果を受け、本校では「授業改善推進プラン」を各教科で定め、今後

の授業で実践してまいります。また以前のような詰め込み型の授業から、考えさせ、導き出させ

る生徒が主体となる授業へのシフトチェンジを、なお一層進めてまいります。 

 

修学旅行の作文より(抜粋) 

○ 千枚田や兼六園、金箔工芸、武家屋敷といった日本の伝統や文化を感じることができまし 

た。その一方で 21 世紀美術館など近代的な施設もあり、石川県は新旧の魅力があふれる本

当によい場所だと実感しました。特に金沢市内の街並みがとてもきれいで、金沢の人たちが

古くからの文化を大切に守っている思いが伝わってきました。 

 ○ 我慢を強いられることが多かった私たちにとって、やっとの思いで行うことができたこの 

「修学旅行」を全力で楽しむことは、この行事の最も重要なことでした。自然とふれあった

り、友達と笑い合ったり、美味しいご飯をいただいたり、本当に最高の三日間でした。 



小学６年生保護者向け学校説明会 

 ９月１７日（土）に次年度入学生保護者を対象とした学校説明会を行いました。ご参加いただ

いた方からは、「子どもを加賀中に通わせるのが楽しみになった」「先生たちも信頼でき、安心

して３年間過ごせると思いました」といった好意的なご感想をいただきました。一方、「標準服

や学用品にかかる金額を教えてほしい」や「今後の入学手続きの流れを知りたい」といったご質

問も寄せられました。２月に行う学校説明会では、より保護者の方々の視点にたった説明を心が

けます。ご来校くださったみなさま、ありがとうございました。 

読書の秋に向けて 

  板橋区内の中学生が集まり、課題図書の内容について作者を交えて意見交換をする「書評座談

会」が、９月１５日（木）に板橋区立中央図書館にて行われました。加賀中からは８年生の   

さんと   さんが参加しました。今年度の課題図書は、いとうみくさん執筆の「朔と新」 

（さくとあき）でした。視力を失った兄と陸上をやめた弟が、一本のロープを手にブラインドマ

ラソンに挑む姿を通し、兄弟や家族、周りで支える人々の愛を描いた話です。当日、作者のいと

うみくさんにサインを書いていただきました。この本は図書室にあるので、興味のある方は、ぜ

ひ読んでください。 

 本校では、毎朝１０分間の読書時間を設けていますが、先ほどの全校学力調査では、「読書は

好きか」との質問に肯定的に答えた生徒は６４％にとどまっています。読書の秋です。もう少し 

読書に励んでくれることを期待します。 

 

防災訓練（生徒引き取り訓練） 

 ９月１日（木）に防災訓練の一環として 

生徒引き取り訓練を行いました。今回は生徒

の避難行動というよりも、災害発生時に、迅

速かつ正確に、生徒を保護者の方に引き渡す

ための、どちらかと言えば教員側の訓練でし

た。訓練が役に立つような災害が起こらない

ことを祈るばかりです。ご協力いただいた保

護者の方々、ありがとうございました。 

生徒の活躍 

 ９年生     くん 

  柔道 90kg 級 都大会 ２回戦進出 

 吹奏楽部 

  東京都吹奏楽コンクール 銀賞 

ソフトテニス部 

  区民大会女子個人戦 第３位 

  ８年生      さん 

              さん ペア 

今後の予定 

９月２１日（水）～２２日（木）中間考査 

       ＊この２日間は給食なしです    

９月２６日（月）貧血検査 

       ＊７年生と８，９年生該当者 

         進路講演会 

９月２８日（水）～３０日（金） 

         ７年生移動教室 

１０月 ３日（月）朝礼、避難訓練 

１０月 ５日（水）英検応援講座 

       ＊学校支援地域本部事業です 

１０月 ７日（金）生徒会役員選挙 

１０月１１日（火）交通安全教室 

         ９年生復習確認テスト 

         合唱練習開始       

１０月１５日（土）土曜授業日 

         学級活動の日 

         ７，８年学級懇談会 

         ９年進路説明会 

         花壇の整備 

       ＊学校支援地域本部事業です 

９月１７日（土）土曜授業公開日  

        ６年生保護者向け 

        学校説明会 


