
        

 

 

平成 29 年度「全国学力･学習状況調査」結果の概要について 

 今年度も「全国学力･学習状況調査」が、４月１８日（火）に全国全ての小学校６年生と
中学校３年生の児童生徒を対象に一斉に実施されました。「教科に関する調査」では、主と
して「知識」に関する国語Ａ・数学Ａと、主として「活用」に関する国語Ｂ・数学Ｂがあり
ます。また、「質問紙調査」は、学習意欲や学習方法、学習環境等の状況について調査する
ものです。本校３年生の結果が通知されましたので、その概要についてお知らせします。 

１ 教科に関する調査における平均正答率（%）     （ ）は全国との比較 

 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ  数学Ｂ 

本  校 
本校は県平均，全国平均と比べ 
３～５ポイント上回る 
結果でした。 

本校は県平均，全国平均と比べ 
ほぼ同程度の 
結果でした。 

全  国 

山 形 県 

山 形 市 

２ 質問紙調査で望ましい回答が県･全国より比較的高い項目 （＋５ポイント以上） 

・朝食を毎日食べる。 ・家の人と学校の出来事を話す。 ・将来の夢や目標を持っている。 
  ・テレビやＤＶＤ、ゲーム、メール、インターネット等にかける時間が少ない。 
・平日１～２時間学習している生徒が多い。 
・休日の勉強時間が多い。 ・計画を立てて勉強する。 ・家で宿題や授業の復習をする。 

  ・ボランティア活動に参加したことがある。 

・授業で学んだことを、ほかの学習や普段の生活に生かしている。 
  ・話し合い活動や学習内容を振り返る活動をよく行う。 
  ・自分の考えを書くことを難しいと思わない。 

・話し合うことで考えを深めたり、広げたりする。 
  ・国語で目的に応じて資料を読み、考えを話したり、書いたりする。また、考えの理由がわ

かるように気をつけて書いている。 
  ・数学の勉強は大切だ。 ・数学の授業で公式やきまりの根拠を理解する。 

３ 質問紙調査で望ましい回答が県･全国より比較的低い項目 （－５ポイント以上） 

・平日２時間以上学習している生徒が少ない。 ・地域の行事に参加する生徒が少ない。 
  ・地域や社会の問題や出来事への関心が弱い。 
  ・外国の人と友達になったり、外国のことをもっと知りたいと思う人が少ない。 

  ・将来、外国へ留学したり、国際的な仕事に就いてみたりしたいと思う人が少ない。 
  ・自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組み立てなどを工夫して発表していた

人が少ない。 
  ・数学の授業の内容がよくわかるとはいえない。 
  ・数学の授業で問題の解き方や考え方がわかるようにノートに書いている人が少ない。 

 
今後も、全体結果を更に分析し、学習指導や生徒指導などの改善に努めて参ります。 
なお、調査の対象となった３年生については、個票を配付しますので、ご家庭でも話題

にしていただき、今後の学習にお役立てくださいますようお願いいたします。 

緑



 

 ９月２３日（土）２４日（日）の２日間にわたり、市中学校新人大会が開催されました。 
保護者の皆様、地域の皆様のご声援ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度県南ブロック大会等情報 

○県南ブロック大会 １０月 21 日（土） 

ソフトテニス：山形県立南陽高等学校 
卓    球：長井市生涯学習プラザ 
柔    道：山辺町武道館 
剣    道：三友エンジニア体育文化センター 

（上山市） 

○県大会 １０月 21 日（土） 

バドミントン：山形県体育館 

○県中学陸上選手権大会  １０月１４日（土） 

山形県あかねヶ丘陸上競技場（山形市） 

入賞及び県大会出場 
（★：県大会出場） 

◆バドミントン 
 男子団体 準優勝 ★ 

  男子ダブルス 
  第３位 佐藤 修人・室  一成 ★ 

第５位 本間 亮成・庄司 拓斗 ★ 
第５位 吉田 周生・高橋麦太郎 ★ 

  男子シングルス 
  第５位 須藤 大智 ★ 

第５位 大江 竜摩 ★ 
女子シングルス 
第３位 永沢 友梨 ★ 
第５位 柿崎このみ ★ 

◆ソフトテニス 
 女子団体 第３位 ★ 
女子個人 
第５位 渡邉奈々花・清野 真愛 
第５位 西山 璃南・松田 絢華 

◆バスケットボール 
女子 第３位 

◆卓 球 
  女子個人 

  第３位 渡部 叶望 ★ 
◆剣 道 
  女子個人 

  第９位 清野 千皓 ★ 
◆柔 道 
  男子個人 

６６㎏級 第３位 阿部 敬信 
５０㎏級 第５位 結城 一路 

（★：県中陸上選手権出場） 

◆陸上競技 
男子２年１５００ｍ 第１位 細谷 建斗 
男子共通３０００ｍ 第１位 細谷 建斗 ★ 
男子共通砲丸投   第１位 吉田 優希 ★ 

（大会新記録） 
男子共通４００ｍ  第２位 松坂 悠汰 ★ 
男子１年１５００ｍ 第２位 長澤  遼 
男子共通１１０ｍＨ 第２位 吉田 優希 ★ 
男子共通走幅跳   第２位 進藤 光介 ★ 
男子共通４×１００ｍＲ 第３位 岡崎・清野 
              松坂・進藤 
女子共通１５００ｍ 第３位 髙木  環 ★ 
女子２年８００ｍ  第３位 髙木  環 
女子共通１００ｍＨ 第３位 後藤 萌々 ★ 
男子共通走高跳   第４位 吉田 優希 
女子共通砲丸投   第４位 片倉 磨那 
男子共通４００ｍ  第５位 清野 巧真 
男子１年１５００ｍ 第５位 高見 泰杜 
女子共通１００ｍＨ 第５位 三浦 真奈 
女子共通砲丸投   第５位 齊藤 ゆら 
男子共通砲丸投   第６位 城守 広陽 
女子１年８００ｍ  第６位 東海林 諒 

◆水 泳 
女子１年 ５０ｍ自由形 第１位 栗田 涼香 
女子１年１００ｍ自由形 第１位 栗田 涼香 
女子１年１００ｍ平泳ぎ 第１位 武田 咲来 
女子１年 ５０ｍ平泳ぎ 第１位 武田 咲来 
男子２年１００ｍ平泳ぎ 第１位 髙橋 奏翔 
男子２年２００ｍ平泳ぎ 第２位 髙橋 奏翔 
男子２年１００ｍ自由形 第３位 早瀬 魁人 
男子２年１００ｍ平泳ぎ 第３位 清水 思歩 
男子２年２００ｍバタフライ 第３位 豊泉 寛旭 
男子共通４００ｍメドレーリレー 第３位 清水・髙橋 
                早瀬・山川 
女子共通４００ｍフリーリレー 第３位 栗田・山川 

秋山・武田 
男子２年２００ｍ自由形 第４位 清水 思歩 
男子２年１００ｍバタフライ 第４位 豊泉 寛旭 
女子２年１００ｍ平泳ぎ 第４位 山川 爽香 
女子２年２００ｍ個人メドレー 第４位 山川 爽香 
女子共通４００ｍメドレーリレー 第４位 栗田・武田 

                 山川・秋山 
女子１年 ５０ｍバタフライ 第５位 小関真里愛 
男子２年１００ｍ自由形 第５位 山川 翔夢 
男子２年２００ｍバタフライ 第５位 早瀬 魁人 
男子共通４００ｍリレー 第５位 清水・髙橋 

                 豊泉・早瀬 
男子２年２００ｍ自由形 第６位 山川 翔夢 
女子２年１００ｍ自由形 第６位 秋山 莉穂 


