
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉並区 特定の課題に対する調査結果から！！  

校長 石井 良典 
杉並区の「特定の課題に対する調査（杉並区の学力調査）」結果が届きましたので本校結果に

ついてお知らせします。この調査は、国語、数学、英語（２・３年生）、理科（１年生）について、杉並

区内の公立中学校全校が実施し、生徒の学習状況について把握し、授業改善に役立てるもので

す。併せて、生徒の日常生活についてアンケートによる意識実態調査も行われます。  

 学習状況調査  

               (%) 

１学年  ２学年  ３学年  

本  校  杉並区  本  校  杉並区  本  校  杉並区  

国語  
平均正答率  ６６．３ ６５．１ ７７．７ ７３．１ ６２．４ ５８．３ 

無解答率  ３．８ ４．２ １．９ ３．７ ７．４ ７．０ 

数学  
平均正答率  ６１．７ ５９．５ ５７．７ ５１．５ ５６．０ ５１．２ 

無解答率  ５．３ ４．９ ７．３ １２．２ １１．３ １３．６ 

理科 (1) 

英語 (2･3) 

平均正答率   ５７．４  ５４．７ ６６．５ ５８．３ ６０．１ ５２．７ 

無解答率    ５．０   ４．８ ４．１ ８．４ ８．８ １０．０ 

※ 調査問題が異なるので、学年間の比較はできません。  

 意識・実態調査  

                    (%) 

１学年  ２学年  ３学年  

本  校  杉並区  本  校  杉並区  本  校  杉並区  

1-23 人の気持ちを分かろうとしている  94.3 94.2 93.3 91.7 92.6 92.7 

1-21 自分を理解してくれる友だちがいる。  90.6 92.6 92.5 90.1 90.1 90.4 

1-9  今の自分に満足している 50.0 49.9 39.2 38.5 36.4 37.2 

2-13 自分は根気強い方だと思う  68.9 63.0 56.7 58.7 50.4 57.2 

3-7  自分から進んで勉強している  78.3 76.0 76.7 68.2 70.2 72.3 

2-9  自分の身の回りのことは自分でする  78.3 81.3 79.2 81.1 86.0 81.9 

2-16 調べたことから自分の意見をまとめる  77.4 73.9 77.5 72.8 76.9 71.8 

3-9  自分で計画を立てて学習している  72.6 62.6 65.0 53.3 56.2 53.3 

1-15 人の役に立つ人間になりたいと思う  91.5 92.0 86.7 87.4 87.6 88.7 

※抜粋：番号は設問番号  

    月平均読書冊数 (冊 ) 6.0 6.6 6.5 5.3 5.1 4.4 

独自の平均学習時間（平日：分 /日） 86.3 88.8 90.0 79.4 103.3 93.6 

独自の平均学習時間（休日：分 /日） 96.8 88.4 101.8 88.3 125.3 108.3 

 

 本校の学力平均は、すべて杉並区平均より上位にあり、生徒たちは、日頃から学習に励んでいる様

子がうかがえます。特に問題に対する無解答率が低く、一生懸命に問題に取り組んでいることがわかりま

すが、一部の学年教科では、やや区平均を超えています。諦めずに時間の限り集中して取り組む意欲

をさらに育てていく必要があります。 

 意識・実態調査でもおおむね良好な状況ですが、根気強さや周りの人の役に立つ意識がまだ少ない

状況を示しています。生徒自身の自信の無さが何となく感じられる傾向です。もっと積極性を身に付け

て、チャレンジ精神や外部に自分を発信していく意識を強く持ってほしいと思います。 

 

《 教 育 目 標 》 

◇心 豊 か な 人 

◇自 ら 学 ぶ 人 

◇健 康 な 人 

『自主自立』の精神 
 

発行 杉並区立西宮中学校 
平成２８年度 ９月号（2016）

http://www.suginami-school.ed. jp/nishimiyachu/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ進路選択の時期に入った３年生。本校の卒業

生５名をお迎えして、夏休みを前に、これから受験に向

けてどんな準備が必要となるか、またその心構え、受験

当日の様子等、実際の体験をもとに、具体的に分かりや

すくお話しいただきました。 

先輩たちを真剣な 

眼差しで見つめる３ 

年生たち。自分自身 

の進路を考えていく 

上で、大変参考にな 

るお話しをいただき 

ました。 

７月～９月の主な行事等  PICK UP！  

『３年生 卒業生の話を聞く会』7/13(水) 

英語科 産休代替教員を紹介します 

保護者の皆様には既にお知らせいたしましたが、出産を控え、産前・産後休

暇に入った大竹 順子主任教諭に代わり、２学期から産休代替教員として新たに

城間 盛大（しろま もりひろ）教諭が着任いたしました。英語科の授業並びに第

２学年の副担任その他、大竹主任教諭の担当職務を引き継ぎます。 

職員構成が変更になりますので、状況をご理解の上、何卒ご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

『２年生 理科出前授業』7/14(木) 

済美教育センターからの出前授業。カエル

の解剖を行いました。動物の体のつくりと働

きを学ぶとともに、生命の尊さを改めて理解 

する機会とな 

りました。 

『テレビ会議通信機器を活用した 西宮中学校
とオーストラリア ウィロビー・ガールズハイス
クールとの英語教育交流』 8/2(火) 

『震災救援所 夜間訓練』8/27(土)  

 西宮中学校とオーストラリアのウィロビー・ガールズ

ハイスクールとは、通信機器を活用した交流授業など、

標記の英語教育の交流を継続して実施しています。今回

は夏休み中の８月２日（火）、「杉並区中学生海外留学事

業」の事前学習会と併せて、本校英語部が参加しました。

参加した生徒たちは、ビッグパッドの画面を通して、異

文化を肌で感じるとともに、平素の英語の授業での学習

の成果を生かして、精一杯身振り手振りも伴いながら、

英語での交流を図っていました。最初は遠慮がちだった

生徒たちも交流が深まるにつれ、ガールズハイスクール

の皆さんと同じような 

大きなジェスチャーに 

変化していました。 

西宮中学校震災救援所 

運営連絡会の主催の第１ 

回防災訓練が、今年度も８月末に実施されま

した。 

大地震や災害は、日中の明るい時に起こる

とは限りません。今回の訓練は、夜間に震災

が起こった場合を想定しての訓練でした。照

明器具等の組み立てをはじめ、暗闇という活

動が大変困難な状態を体感しながら、訓練を

行いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏夏休休みみ中中もも西西宮宮中中のの部部活活動動がが  

大大活活躍躍！！おおめめででととうう！！  
○吹奏楽部  

東京都中学校吹奏楽コンクール  

＜B 組(35 人以下編成)の部＞ 

金賞!!（３年連続） 
＊吹奏楽コンクールで３年間金賞を取り続けることは、並大

抵のことではありません。質の高い音楽を目指して３年間

積み重ねた努力とその功績を、大いに称えたいと思います！ 

○バスケットボール部 

杉並区中学校夏季研修大会 

＜男子の部＞       ＜女子の部＞ 

第１位！  第１位！ 
＊男女共に優勝する快挙！次回の大会のシード権を獲得

しました。おめでとうございます！ 

○野球部 

杉並東ライオンズクラブ旗 中学生軟式野球大会 

第３位！ 
＊活躍が認められ、杉並区選抜に西宮中学校野球部２年生

３名が選ばれました。おめでとうございます！ 

 

『２年生 職場体験学習発表会』9/2(金) 

７月に実施した職場体験学習のまとめとし

て、この日、体育館にて学習発表会を実施しま

した。事業所ごとにブースに分かれ、その体験

談や学んだことを車座になって聴き合いまし

た。 

『杉並区立中学校オータムコンサート』  

9/3（土）【杉並公会堂】 

9月３日(土)、杉並公会堂では、杉並区立中学

校のうち、吹奏楽部のある２０校が集い、日頃

の練習の成果を発表し合いました。我が西宮中

学校吹奏楽部は、午前中の部の最後に演奏発表

しました。８月の吹奏楽コンクールで見事『金

賞』を受賞した「ノルウェーのロンド」と、軽

快なアップテンポの「さくらんぼ」の２曲を披

露しました。レベルの高い西宮サウンドには、

大きな絶賛の拍手をいただきました。 

 

『生徒会選挙・立会演説会』 9/15（木） 

また、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が20歳以上

から18歳以上に引き下げられたことを受け、当日は杉並区

選挙管理委員会事務局の方からの選挙啓発のお話もいただ

きました。さらに、実際の選挙で使用する本物の投票箱も杉

並区選管からお借りし、生徒たちは１票を投じたのでした。 

次期生徒会役員を決める選挙・立会演説会が

今年度も実施されました。この日を境に、西宮

中学校生徒会活動の中心が３年生から２年生に

バトンタッチされます。立候補生徒と応援演説

の生徒たちは、これからの西宮中の生徒会をど

のようにより良くしていくかについて、熱く訴

えました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生「誕 生 学 」 

《１０月の主な行事予定》         
○10/1日(土) 都民の日、アフタースクールスタディ 

○  3日(月) 全校朝礼、安全指導 

○  4日(火) アフタースクールスタディ 終 

○  5日(水) 第２回定期考査(理科・英語・国語) 

○  6日(木) 第２回定期考査(社会・数学) 

○  7日(金) 進路説明会(３年生徒と全学年保護者対象) 

○  8日(土) 土曜授業(道徳授業地区公開講座)  

○11日(火) 避難訓練 

○12日(水) 音楽会短縮(45分)授業 始、職員会議 

○13日(木) 日フィル出張音楽教室(④校時) 

○17日(月) 生徒会朝礼 

 

○18日(火) 音楽会リハーサル(2年・⑤⑥校時) 

○19日(水) 音楽会リハーサル(1年・③④校時)  

○20日(木) 音楽会リハーサル(3年・②③校時) 

○21日(金) 音楽会１学年練習⑤、漢検 

○22日(土) みやまえあきまつり【高二小】 

○24日(月) 音楽会３学年練習②・２学年練習④ 

○25日(火) 音楽会短縮授業 終 

○26日(水) 西宮祭音楽会【杉並公会堂】 

○28日(金) モジュール授業(英語) 始、 

第６回学校運営協議会 

○31日(月) 45分授業、学年会 

『９月 土曜授業』9/10(土) 

３年生「高等学校出前授業」 

誕生学協会より４名の誕生学アドバイザー

をお招きし、学級ごとに講演いただきました。

生命を大切にする気持が養われ、産み生まれる

力の認識を新たにするとともに、自尊感情を高

めることができました。 

 

㈲ワールドサクセス代表取締役 本望和也さん

をお招きし、講演いただきました。さわやかに

自己主張でき、他者との関係を積極的に気付き

維持する能力を高め、そして心の健康を保てる

ことを目指しました。受講後の２年生たちは、

みんな元気をいただいていました。 

 

西宮中の卒業生の進路先として比較的進学するこ

との多い６校の高校の先生方に来校していただき、

高校の授業を体験しました。３年生たちは２講座を

選択し、プロフェッショナルな授業を体験しました。 
【理科】捧先生（都・農芸）「樹木を通して植物について考

えましょう」 

【工業】小杉先生・矢野先生（都・杉並工業）「LED や IC な

どを使って回路を組んでみましょう」 

【数学】池上先生（大東学園）「円の面積はなぜπrなの？」 

【社会】石川先生（東京立正）「ナポレオンという人物を通

して当時の世の中を見ていきましょう」 

【中国語】白井先生（関東国際）「日常生活で見たり聞いた

りする中国語」 

【社会】山本先生（明星 

学園）「縄文時代の不 

思議な習慣」 

【理科】谷口先生（明星 

学園）「高校の生物の 

授業を理解する上で 

重要な考え方や認 

識」 

【1A】岸本 祐子さん 【1B】鈴木 美奈さん 

本望 和也さん 

【工業】都立杉並工業高校 
小杉哲也先生・矢野祐和先生 

【理科】都立農芸高校 
捧  裕和先生  

【数学】大東学園高校 
池上  東湖先生  

【社会】東京立正高校 
石川  伸也先生  

【中国語】関東国際高校 
白井  聖大先生  

【社会】明星学園高校 
山本  梨紗先生  

【理科】明星学園高校 
谷口  宏大先生  

【1C】堀内 聡子さん 【1D】黒田 宣子さん 

２年 生 「コミュニケーションスキルトレーニング」  


