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令和４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 87 人）より 

  

 今月号は、学力調査生徒質問紙の回答集計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。 

 

◆昨年度と比較し、改善されたと思われる項目◆ 

（家庭、学校、地域 欄のコメントは校長が記載しています） 比較 本校 東京都 全国 

（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」 

昨年 21.4% 17.6% 18.9% 

今年 11.6％ 16.5％ 18.2％ 

家庭 現 9年生は「約束したことを守っている」割合も高い（77.9％）が、「約束はない」という割

合が大幅に減り、家庭ルールの浸透がうかがえます。 

（20）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 
昨年 40.2% 37.4% 36.5% 

今年 37.2％ 40.0％ 41.4％ 

家庭 「よくしている」「ときどきしている」の割合が都や国では 50％に満たないが、本校は 52.8％

であり、上記項目においても昨年度より改善され、都、国よりも良い値となりました。しかし、関連

した「家で学校からの課題で分からないことがあったとき、どのようにしていますか」という質問で、

「家族に聞く」という回答は都・国と比較するとわずかに下でした。 

学校 上記の「分からないことがあったとき」の質問への回答で、「自分で調べる」という生徒の割合

自体は多いのですが、都・国平均と比較すると 5～7 ポイント少なく、「分からないことはそのままに

している」の比率も都平均より 6.7 ポイント高いので、授業で調べ方についても指導する必要がある

と考えます。 

（36）学習の中で PC・タブレットなどの 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 
昨年 47.3% 56.0% 60.4% 

今年 53.5％ 52.5% 56.7% 

学校 本校では、PC・タブレットなどの ICT 機器の授業での使用頻度はまだまだ高くありません。生

徒は「勉強の役に立つ」と回答している割合が昨年度より大きく上がり、「どちらかとえいば、役に立

つと思う」を含めると、93％に上り、国や都平均よりも高い値となっています。教員が授業において

生徒の使用場面を増やすことで、さらに興味関心が高まり、学習意欲も増すのではないかと考えます。 

「 高 島 な か よ し 通 り 学 び の エ リ ア」  

高島幼稚園・高島第二小学校・高島第二中学校 

令和 4年度第 5号 

令和4年8月22日 

「主体的に行動する」「すすんで貢献する」「多様性を理解する」「新たな考えを創造する」 
〒175-0082 東京都板橋区高島平2‐24‐1                            板橋区立高島第二中学校 
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◆生徒の様子は学校ホーム

ページをご覧ください。 
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（45）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 
昨年 65.2% 71.3% 70.2% 

今年 82.5% 75.8% 72.1% 

学校 現 9学年は、昨年度NIE(Newspaper in Education)なども取り入れ、「総合的な学習の時間」

の活動を工夫して実施してきました。他の学年でも、「総合」の時間が単なる調べ学習にならないよう、

課題を設定して、それを解決する探究的な活動ができるよう取り組ませていきます。 

（48）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 
昨年 80.3% 85.4% 86.2% 

今年 87.2% 87.5% 85.5% 

学校 授業で、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が昨年度に比べできてきた

のかと思います。全担任が昨年度策定した本校の「道徳授業スタンダード」に則って授業をすすめて

いくようにします。 

家庭 5 月に道徳授業地区公開講座を実施しましたが、参観・参加が少なく残念でした。講演など教

員にも保護者にもとてもためになる話ばかりなので、是非来年度は参観・参加してください。 

◆本校の値が良かった項目◆ 

（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 

（９）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 74.4% 65.4% 67.3% 

生徒 昨年度に引き続き、都・国平均より高い数値でした。 

（10）自分でやると決めたことは、やり遂げるようにしていますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 89.5% 84.7% 86.6% 

生徒 「当てはまらない」と回答した生徒はいませんでした。 

（11）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 74.5% 64.6% 67.1% 

生徒 昨年度（68.8％）も都・国より高い数値でしたが、今年度はさらに大きく上回りました。 

（12）人が困っているときは、進んで助けていますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 95.3% 86.6% 88.4% 

生徒 95％を超える肯定的回答のうえ、「当てはまらない」と回答した生徒はゼロでした。 

（15）人の役に立つ人間になりたいと思いますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 97.7% 93.7% 95.1% 

生徒 学校 家庭 都・国平均よりも高い数値でした。とくに「当てはまる」のみの値は 77.9%あ

り、都平均より 8.3ポイント上でした。質問（９）～（15）の値を見ると、生徒の自己肯定感の高さ

が感じられ、本校生徒の人となりがよくわかる結果となっています。引き続き、家庭と足並みをそろ

えて伸ばしていきたいポイントです。 

（17）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 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 83.7% 76.7% 76.9% 

学校 教育目標の 3番目「多様性を理解する」を実践できていると考えます。 
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（37）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 7.0% 2.9% 2.5% 

・2 時間以上、3時間より少ない 8.1% 4.6% 3.8% 

・1 時間以上、２時間より少ない 18.6% 13.9% 11.4% 

・30 分以上、1 時間より少ない 25.6% 26.3% 23.1% 

生徒 家庭 本校・都・国ともに昨年度より微増していますが、本校は、都・国より大幅に勉強への

使用時間が長いという特徴があります。関連の質問への回答で、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も含む）の使用時間の長さ、携帯電話や

スマートフォンでＳＮＳや動画視聴などをする時間の長さも明らかになっています。遊びにも使うが

勉強・学習にも使っているというのが本校生徒の実態のようです。昨年度の結果も同様でした。 

（47）学級活動における学級での話合いを生かして、今、自分が努力すべきことを決めて取り組んで

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 76.7% 70.3% 71.9% 

学校 生徒 「当てはまらない」と回答した生徒はゼロでした。 

◆二極化が見られる項目◆ 

（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 

（７）自分には、よいところがあると思いますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 82.6% 78.5% 78.5% 

・「当てはまらない」 10.5％ 6.9% 6.6% 

学校 肯定的回答が都・国平均よりも高い数値を表していますが、「あてはまらない」の値も高く、個々

の生徒の心情に寄り添っていく必要性を感じます。 

（14）困りごとや不安がある時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談できますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 68.6% 65.5% 66.6% 

・「当てはまらない」 19.8% 12.9% 11.7% 

学校 学校評価のアンケートの同様の質問「高二中の先生方や職員の中には悩みなどの話を聞いてく

れる人がいる」に対しては 88.8％の 9 年生が肯定的な回答しており（8月 5 日 12 時現在回答済み

の者の値）、学力調査の結果とは差が見られました。大人のほうから話しやすい声掛けや雰囲気作りが

必要であると考えます。 

（16）学校に行くのは楽しいと思いますか 

・「当てはまる」 52.3% 45.3% 45.8% 

・「どちらかといえば、当てはまる」 27.9% 37.1% 37.1% 

・「とちらかといえば、当てはまらない」「当てはまらない」 19.8% 17.5% 17.0% 

学校 肯定的回答のうち、「当てはまる」を回答した本校生徒の割合は都・国平均よりも多いものの、

肯定的回答全体の割合は都・国平均を下回っています。個々の生徒にしっかり目を配り、学校生活の

満足度を上げていけるようにしたいと思います。 

（21）学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、1 日当たりどれぐらいの時間、勉強をし

ますか（学習塾で勉強している時間や家庭教師の先生に教わっている時間、インターネットを活用し

て学ぶ時間も含む） 
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・3 時間以上 20.9% 14.0% 9.9% 

・2 時間以上、3時間より少ない 25.6% 28.2% 25.3% 

・1 時間以上、2時間より少ない 25.6% 31.6% 34.3% 

・30 分以上、1 時間より少ない 8.1% 14.1% 17.0% 

・30 分より少ない 12.8% 7.4% 8.5% 

・全くしない 7.0% 4.6% 4.9% 

生徒 長時間勉強している生徒が都・国平均より多い一方で、０～30 分の生徒の合計が 19.8％もい

ます。9 年生になって家庭学習の習慣が付いていないのは大きな課題です。 

学校 長時間やっている生徒もいるので新たな宿題を出すというのではなく、出された宿題は確実に

やることとの徹底と、放課後学習教室などへの参加を促すなどしていきます。 

家庭 家庭でも勉強の環境を整えてあげてください。高島平図書館などでも勉強ができますので公共

施設も利用してください。関連した「土曜日や日曜日など学校が休みの日に、1日当たりどれくらい

の時間、勉強をしますか」の回答も同様の傾向が見られました。（０～30 分：本校 33.8％、都 28.5％、

国 29.2%）） 

（44）学習した内容について、分かった点や、よくわ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」 79.9% 76.1% 74.7% 

・「当てはまらない」 5.8% 4.4% 4.7% 

生徒 学校 肯定的回答が都・国平均より高い一方で、「当てはまらない」の回答も都・国平均より高

く、自分の学習を調整する力が付いていない生徒もいることが分かりました。これは、観点別評価の

「主体的に学習に取り組む態度」に関係し、「改善してみよう」「工夫してみよう」「もう一回やってみ

よう」「次の時間はこんな目標でやろう」などという学習に対する意志及び意思に関係する大事な要素

ととらえています。授業やテストにおいて「粘り強さ」「学習の調整」が発揮される場面を意識的に設

定する必要があると考えます。 

◆対応や改善を要すると思われる項目◆ 

（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 

（１）朝食を毎日食べていますか 

・「あまりしていない」 7.0% 5.6% 5.4% 

・「全くしていない」 3.5% 3.0% 2.7% 

家庭 昨年度も上記２つの選択肢の合計が 10.7％であり、改善には至りませんでした。「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が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。 

（２）毎日、同じぐらいの時間に寝ていますか 

・「あまりしていない」 26.7% 16.8 % 16.3% 

・「全くしていない」 5.8% 4.5% 3.7% 

家庭 規則正しい生活を心がけましょう。夏休みの後半からさっそくリズムをつくってください。 

（30）地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますか 

・「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」の合計 32.6％ 39.1% 40.7％ 

学校 学校ではボランティア同好会を立ち上げ、地域にも貢献できる機会をつくっています。9 年生
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は今後受験勉強で忙しくなると思いますが、7，8年生の追加募集もしていますので、参加してくださ

い。 

家庭 家庭でも、地域の一員として話題をつくって話してみてください。 

（33）学校で、授業中に自分で調べる場面で、PC・タブレットなどの ICT機器を、どの程度使って

いますか 

・「ほぼ毎日」「週３回以上」の合計 32.6% 39.5% 37.2% 

（34）学校で、学級の生徒と意見交換をする場面で、PC・タブレットなどの ICT 機器を、どの程度

使っていますか 

・「ほぼ毎日」「週３回以上」の合計 7.0% 16.6% 17.8% 

（35）学校で、自分の考えをまとめ、発表する場面で、PC・タブレットなどの ICT 機器を、どの程

度使っていますか 

・「ほぼ毎日」「週３回以上」の合計 7.0% 14.7% 15.0% 

学校 （33）～（35）では、本校の値が大幅に低い結果となりました。（33）のみ「週 1 回以上」

まで含めると都・国平均より高くなります。Chromebook は調べる道具以上の使い方ができるもので

す。授業における使用について、教員一人ひとりが区内他校等の情報を参考にして、意見交換や発表

などのツールとして活用できるようにしていかなければと考えます。 

生徒 授業で持ってくるのを忘れている場面も見られます。他の文房具と同様に毎日学校へ持ってき

て、また持ち帰って家庭でも使用するものとして Chromebook を活用していってください。 

家庭 生徒の持っている二次元コード以外にもログイン IDとパスワードで中身を閲覧することができ

ますので、保護者も定期的に使用状況をご確認ください。 

 

夏季休業明けに向けた不安等に関するアンケートについて               

 

長期休業明け前後は、不安や悩みを抱える子どもたちが増加

する傾向にあり、早期に発見し、適切な支援・ケアにつなげて

いく必要があるため、夏季休業明け前に、生徒に Google Forms

からアンケートに回答してもらい、その回答状況に応じて、教

員による面談や相談、関係機関につなぐなどの対応をして参り

ます。 

回答期間 ８月２２日（月）から８月２６日（金） 

（生徒・保護者には周知済み） 

 

関東中学校陸上競技大会・全日本中学校陸上選手権大会 速報！             

 

学校だより 7 月号でお知らせした、9 年生 ●● ●

● さん が、8 月 9 日〜10 日にレモンガススタジア

ム平塚で行われた関東中学校陸上競技大会、8 月 19 日

〜21 日に福島市・とうほうみんなのスタジアムで行わ

れた全日本中学校陸上競技大会に出場して来ました。 

男子 200ｍ 関東大会 決勝 23 秒 34 8 位入賞 

       全中大会 予選 22 秒 87 

 
関東大会にて 
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2022 ジュニアスポーツアジア交流大会 文化交流（学校訪問）実施のお知らせ         

 

 東京都、（公財）東京都スポーツ文化事業団が主催する「ジ

ュニアスポーツアジア交流大会」に参加する選手団が本校を訪

問します。創立 50 周年の思い出に残る 2 学期最初の大きな

行事となりますので、以下に概要をご紹介します。 

 

１ 目的  

国を超えた相互理解を深めるため、アジア各都市 U16 の選手団に高島二中の授業

見学や部活動による交流等を通して国際交流を図る。（教育目標「自他を尊重し 多

様性を理解する」の実現をめざす） 

２ 日時 

9 月 15 日（木）13:05～17:00 

３ 訪問選手団  

マニラ（フィリピン）とシンガポールのバドミントンチーム、卓球チーム 

【健常者】2007 年 1 月 1 日以降生まれで 16 歳未満 

【障害者】1993 年 1 月 1 日以降生まれで 30 歳未満（原則） 

４ 当日の時程（予定） 

  ～12:55給食（給食までB時程） 

13:05～13:20 体育館にて歓迎セレモニー 

（校長、生徒会長、各都市代表による挨拶） 

13:30～14:20 5校時（5時間目からA時程） 校内案内等 

14:30～15:20 6校時 クラス（授業）参加 

15:20～15:30 帰りの会 クラス参加 

15:30～15:40 清掃 クラス参加 

15:50～17:00 部活動 バドミントン部、卓球部に参加 

 

各チーム選手男女3名ずつ、パラ選手各１～2名、他に監督・コーチ等の役員を合わせて

45名、通訳等を担当する方や事業団の方を加えると50名超のお客様となります。 

大会は、9月17日（土）～19日（月・祝）に駒沢オリンピック公園総合運動場体育館（バ

ドミントン）及び屋内競技場（卓球）にて、他に、デリー、香港（バドのみ）、ジ

ャカルタ、クアラルンプール、ウランバートル、ヤンゴンの各都市と岩手、宮城（バ

ドのみ）、福島、茨城、東京の各チームが参加して行われます。入場は無料ですの

で、学校で交流した選手たちの応援に是非お出かけください。 

 

9月1日（木）2学期始業式 みんなに会えるのを楽しみにしています！         

 

夏休みも残すところあと10日を切りました。学校では今日からサマースクールが開かれて

います。三者面談以降、全く学校へ足を運んでいない生徒もいるかと思い

ますので、9月1日に学校で会えることを楽しみにしています。 

 
【教職員の異動のお知らせ】 

・産休代替教員     （国語科・7年副担任）  

8月29日付で退職 

後任については決まり次第お知らせします。 

・補充教職員      （事務）        

7月20日付で任期満了 

詳細は大会公式 HPへ 

【高二中だより バックナンバー】 

二次元コードを読み込むと 

こちらから閲覧できます⇒ 

 
 


