
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 全国学力学習状況調査 生徒質問紙 回答結果集計（9 年生 112 人）より 

  

 今回の学校だよりはいつもと視点を変えて、学力調査の結果から本校の生徒の特徴を見

てみました。考察と改善ポイントを掲載いたします。 

 

【対応や改善を要すると思われる項目】  
（家庭、学校、地域 欄のコメントは校長が記載しています） 本校 東京都 全国 

（１）朝食を毎日食べていますか 

・「あまりしていない」「全くしていない」の合計 10.7% 7.7% 7.1% 

家庭 「早寝・早起き・朝ごはん」と言われるように、毎日朝食をとってから一日の活動（学校で

の勉強）を始められるようにしましょう。脳を動かすエネルギーになります。 

（４）携帯電話・スマートフォンやコンピュータの使い方について、家の人と約束したことを守って

いますか 

・「携帯電話・スマートフォンやコンピュータは持っているが、約束は

ない」 
21.4% 17.6% 18.9% 

家庭 SNS 学校ルール、SNS家庭ルールは必須です。保護者の監督のもと、使用状況を把握しま

しょう。インターネット、SNS の世界は、使用者以外には見えにくいので、犯罪に巻き込まれたり、

友達同士の大きなトラブルに発展するケースが出ています。 

（５）普段から（月曜日から金曜日）、1 日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム（コンピュータ

ゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームを含む）をしますか 

・4 時間以上 34.8% 17.8% 16.7% 

・3 時間以上、4時間より少ない 24.1% 16.0% 15.6% 

家庭 かなりの長時間の利用が見て取れます。（４）の家庭ルールを保護者とともに決めることが大

切です。 

（17）家で自分で計画を立てて勉強をしていますか（学校の授業の予習や復習を含む） 

・「あまりしていない」「全くしていない」の合計 40.2% 37.4% 36.5% 

家庭 放課後や土日などに家庭で学習する習慣を身に付けるようにしたいところです。 

学校 学級指導等で、家庭学習の計画の立て方や課題の選び方を指導し、各教科担任から予習・復

習のワンポイント・アドバイスをしてあげる必要がありそうです。 

（21）学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、1 日当たりどれくらいの時間、読書をし

ますか（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く） 

・全くしない 46.4% 34.6% 37.4% 

家庭 予習・復習の家庭学習だけでなく、日頃から読書に親しむよう声かけも必要です。 

学校 学校の朝読書の時間は全員が徹底して読書に集中させ、課題図書など、全生徒で共通して本

を読む機会を設けるなど必要です。学校図書館へ足を運ぶ機会を意図的に設けましょう。 

（22）あなたの家には、およそどれくらい本がありますか（一般の雑誌、新聞、教科書は除く） 

・「0～10 冊」 21.4% 13.6% 14.6% 

・「11～25 冊」 24.1% 19.1% 19.8% 

家庭 家庭の環境整備も生徒の読書週間形成には大切といえます。スマートフォンにかける時間の

一部を読書に充ててみてはいかがでしょうか。近隣に公営図書館もありますので購入しなくとも、人

気本を借りることも可能です。 
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（23）新聞を読んでいますか 

・ほぼ毎日読んでいる 1.8% 3.2% 3.4% 

・ほとんど、または、全く読まない 85.7% 79.0% 76.7% 

家庭 新聞を購読していない家庭が多いのでしょうか。購読されているのなら、お子さんの興味を

もてそうな記事を紹介して新聞に親しませるようにしてみてください。 

学校 NIE（Newspaper in education）を活用し、新聞から知識を得たり、考えたりするきっか

けを作って参ります。 

（25）地域や社会をよくするために何をするべきか考えたことがありますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 34.8% 41.4% 43.8% 

家庭 家庭でも地域の話題や課題を折に触れて話し合ってみてください。高島平の伝統や現在の課

題、未来の姿など、中学生の視点が将来の街づくりに生きると思います。 

地域 地域の中学生を街の重要な構成員として学校へのアプローチしていただければと思います。

創立 50周年を期に学校と街が一体となっていけるといいなと考えています。 

学校 総合的な学習の時間の探求課題に地域や社会をよりよくするための視点で指導できるといい

と考えています。 

（26）1，2 年生のときに受けた授業で、コンピュータなどの ICT 機器をどの程度利用しましたか 

・「ほぼ毎日」 3.6% 9,9% 7.4% 

学校 今年度 2学期からの GIGA スクール構想（教室のネット環境整備）により、利用頻度は確実

に上がることとなります。 

（27）あなたは学校で、コンピュータなどの ICT機器を、他の生徒と意見を交換したり、調べたり

するために、どの程度使用していますか 

・ほぼ毎日 1.8% 10.0% 9.7% 

・週 1回以上 11.6% 27.2% 25.1% 

学校 （27）同様、授業中の話し合い活動をタブレット上で行うことも増えると考えています。生

徒にはタイピング技術も求められることになります。 

（28）学習の中でコンピュータなどの ICT 機器を使うのは勉強の役に立つと思いますか 

・役に立つと思う 47.3% 56.0% 60.4% 

学校 タブレットの使用頻度があがれば、肯定的な回答も上昇すると考えています。 

（30）あなたは、家でどれくらい日本語を話しますか 

・「ときどき話す」「全く話さない」の合計 8.9% 4.2% 3.2% 

家庭 外国にルーツもつご家庭では、母語が異なるケースもあると思います。単純に、保護者との

コミュニケーションがまったくないというケースであれば改善が必要です。スクールカウンセラー等

にもご相談ください。 

（39）総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表する

などの学習活動に取り組んでいますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 65.2% 71.3% 70.2% 

学校 自分で課題を立てて情報を集めて整理して、調べたことを発表する活動になっているか年間

指導計画を見直す必要があります。カリキュラムを再構築することが必要です。 

（42）道徳の授業では、自分で考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組

んでいますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 80.3% 85.4% 86.2% 

学校 一部の授業では、自分で考えたり、学級やグループで話し合ったりする活動になっていない

のかと思います。話し合いは前述したタブレット上での意見交換もこれからは実施可能です。1 学期

に策定した本校の「道徳授業スタンダード」に則って、押さえるべきところはしっかり押さえた授業

を実践して参ります。 

（64）新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、勉強について、不安を

感じましたか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 81.4% 63.0% 62.8% 

家庭 見た目は平気を装っていても内心は不安を抱えていることもあります。ご家庭でもフォロー

をお願いします。 

学校 いつでも相談できる雰囲気を作るよう努めます。個別の相談や学習のフォローアップも心が

けて参ります。 

 



【本校の値がよかった項目】  
（生徒、家庭、学校 欄のコメントは校長が記載しています） 本校 東京都 全国 

（２）毎日、同じくらいの時間に寝ていますか 

・「している」「どちらかといえば、している」の合計 83.1% 78.6% 79.8% 

家庭 家庭での規則正しい生活が現れています。ここには取り上げませんでしたが、就寝時間も規

則正しい生徒が多かったです。 

（７）将来の夢や目標を持っていますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 71.4% 66.5% 68.6% 

生徒 夢や目標をもっていると、元気に頑張ろうという気になりますね。明日を見ている人はプラ

ス思考でやる気がでます。目標を掲げていて結果的にそこに到達できなかったとしても、目標を掲げ

なかったときより、必ず遠くまで行けるはずです。 

（９）難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 68.8% 62.2% 65.9% 

生徒 「挑戦」は難しい場面でこそ価値があります。挑戦することで失敗や挫折があるかもしれま

せんが、それでも果敢に挑戦し、困難を乗り越えて、初めて成功することができるのです。 

（13）学校に行くのは楽しいと思いますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 88.4% 80.8% 81.1% 

生徒 友達と会えてしゃべれる、自分を理解してくれる仲間がいる、自分の居場所がある、部活で

は目標がある、など楽しみがある生徒が多いことは嬉しいことです。 

（29）普段（月曜日から金曜日）、1 日当たりどれくらいの時間、スマートフォンやコンピュータな

どの ICT 機器を、勉強のために使っていますか 

・３時間以上 6.3% 3.3% 2.7% 

・2 時間以上、3時間より少ない 8.9% 5.1% 4.3% 

・1 時間以上、２時間より少ない 17.0% 14.7% 12.5% 

・30 分以上、1 時間より少ない 23.2% 25.5% 22.7% 

生徒 家庭 本校の生徒は勉強のために ICT機器を都平均や全国平均よりも長い時間使用している

ことがわかります。区から貸与された一人一台端末も文房具のようにそれぞれの学習ニーズに応じて

個別最適化の学習に役立ててもらえるといいなと思います。 

（32）１，２年のときに受けた授業で、自分の考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わる

よう、資料や文章、話の組立てなどを工夫して発表していましたか 

・「発表していた」「どちらかといえば、発表していた」の合計 75.9% 69.5% 62.0% 

生徒 学校 教員は自分の考えを発表する機会を設定し、生徒は自分の考えがうまく伝わるよう工

夫して発表をしている様子が現れています。高島二中の強みではないでしょうか。 

（35）1，2 年のときに受けた授業では、自分にあった教え方、教材、学習時間などになっていまし

たか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 77.6% 72.9% 74.3% 

生徒 学校 生徒の授業への満足度を表している数字ととらえています。引き続き生徒の実態を適

切に把握し、生徒の声に耳を傾けて授業をしていきます。 

（38）学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習につなげる

ことができていますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 77.7% 74.1% 74.6% 

生徒 学校 各授業の「めあて」がはっきりしていること、授業の終わりには「振り返り」がなさ

れ、自らの理解度を確認したり、どう学習を調整したらよいか考える時間を設定するようにしていき

ます。 

（40）あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級活動で話し合い、互いの意見のよさを

生かして解決方法を決めていますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 76.8% 72.0% 73.9% 

生徒 学校 互いの意見を尊重し合う学級や学級活動の様子がわかります。 

 

【二極化が見られた項目】  

「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」「自分と違う意見について考えるのは楽しいと思いま

すか」は、割合としては肯定的な回答が圧倒的に多いものの、「当てはまらない」の回答も都平均また

は全国平均より高く出ており、二極化が見られました。 



令和 4 年度「高島なかよし通り学びのエリア」は 50 歳を迎えます 

～高島幼稚園・高島二小・高島二中 創立 50 周年～ 
  

■高島第二中学校創立 50 周年記念式典予定日 

令和４年 11月 3日（祝）午後 2 時～ 

 

＊内容 生徒の参加を中心とした内容の記念式典を計画していく予定です。 

なお、祝賀会の開催予定はありません。 

 

 今年度に入って学校では、来年度の周年行事に向けて、朝礼の時間を使っ

て、高島二中の創立当時の様子や高島平の歴史を紹介しています。また、夏

休みには、美術科の宿題として、「50周年ロゴマーク」及び「高二中マスコ

ットキャラクター」のデザイン募集を行いました。こちらは時期を見て、生

徒や保護者、学校関係者の皆様に投票によるコンテストを実施したいと考え

ています。 

 

8 月 26日（木）のコミュニティ・スクール委員会で話題にしたアイデア集 

・「高島幼稚園・高二小・高二中 50周年おめでとう」の掲示物を街中に 

・「50」を花でかたどった花壇づくり 

・記念ソングの作曲（生徒からの募集） 

・地域のランドマークとしての高二中の役割について（生徒によるプレゼン） 

・高島平の未来の姿、どんな街にしたいか（生徒によるプレゼン） 

・親子二代卒業生対談（記念誌掲載用） 

 

★10 月学校行事等の変更のお知らせ★ 
 

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止になった行事や、延期していた行事の予定が以下のよ

うに決まりましたのでお知らせします。 

 

・修学旅行   10月 4 日（月）～６日（水）感染症拡大予防のため中止、3月に代替行事実施予定 

・9 年学年行事 10 月 6 日（水） 午前   修学旅行中止に伴い学年で企画 

・引き渡し訓練 10月 13 日（水）14：25～14：35 

・10 月土曜授業プラン 10 月 16 日（土）  詳細は後日連絡予定 

・PTA 制服リサイクル 10 月 16日（土）  詳細は PTAより連絡予定 

・運動会    10月 20 日（水）9：00～12：00（参観は保護者 2名まで） 

・9 年保護者対象進路説明会 10 月 20 日（水）15：30～16：30 

・合唱コンクール 10月 23 日（土）中止→３月１４日（月）午後に形式を変えて実施予定 

・漢字検定   10月 8 日（金）延期→11 月 5 日（金）放課後 

 

◆iCS 委員会開催報告◆ 
 8 月 26 日（木）、第 2回コミュニティ・スクール委員会を開催しました。学校長から 1 学期の教育

活動の報告をしたのち、熟議に入りました。 

 熟議の中で、昨年度生徒たちにとった「子どもの居場所に関する調査」（総務省行政評価局）につい

て報告しました。アンケート結果から、本校生徒の公園利用の現状を見ると、公園で過ごす時間が他校

生徒に比べ格段に長いということがわかりました。平日は、自宅、塾や習い事についで 3番目、休日は

自宅に次いで 2番目（40％）の生徒が過ごしています。しかし、「うるさくしていなくても叱られる」

「住民からしょっちゅう警察に通報される」といった声が 5割以上の生徒から上がっており、生徒たち

が公園の過ごしにくさも感じている現状が報告され、この件について参加者で意見交換を行いました。 

 

【教職員の異動のお知らせ】 

（       ）教諭 9 月 16 日着任（板橋区立西台中学校より）7年副担任 社会科 

（    教諭が年度末まで病気休暇に入るための補充となります。） 

（       ）産休代替教諭 9 月 30日着任（新規採用）９年副担任 数学科 

（     主任教諭の産休に伴い、9学年主任は    主幹教諭が務めます。） 


