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ヒガンバナが赤い花を咲かせたので、晴れた休みの日に写真を撮ろうと思ってい
たところ、いつの間にかにその姿を消してしまいました。そういえば、秋のお彼岸の
時期だけ土の中から茎をのばし花を咲かせるので「ヒガンバナ」と呼ばれていると
聞いたことがあります。

学校中に子どもたちの歌声が響いています。合唱コンクールに向け、一生懸命準
備をしています。職員室でも先生方が自分のクラス・学年の合唱について熱心に
話し合っています。 中学校では、行事を通して培われる力が大きいのですが、子
どもたちにとってだけでなく、我々教職員にも大きな力を与えてくれています。みん
なの気持ちが一つになれる。それが合唱の力だと改めて感じました。

本番のステージで堂々と歌う子どもたちの姿をうなずいたり、一緒に歌を口ずさ
んだりしながら、見つめる先生方の表情も誇らしげに見えました。

副校長 合唱コンクールの力

心が揺さぶられる合唱コンクールでした
３年ぶりに開催することができた文化発表会合唱コンクール部門は、見事な歌

声が体育館中に響き渡り、文字通り心が揺さぶられるような感動を与えてくれま
した。コロナ禍での準備には多くの制約があり、決して十分とは言えない練習環
境でしたが、どの学年も熱心に練習に励み、校舎のあちらこちらから歌声が聴こ
えていました。私は当日審査員を務めましたが、発表前のクラス紹介を聞くと、
どの学級も紆余曲折を経て今ここに立っているんだなということが分かり、しっ
かり聴いて審査しなければという気持ちになりました。どの学年の発表も、待機
から入場、歌唱、退場まで本当に見事な流れで観る者に清々しさを与えてくれま
した。指揮者を見る真剣なまなざし、豊かな声量、体が自然と前のめりになりな
がら歌う姿。曲に込めた思いを、１２クラス分確かに受け止めさせていただきま
した。歳のせいか、涙腺が崩壊寸前だったことも正直にお伝えしておきます。
実行委員のみなさん、指揮者・伴奏者のみなさん、審査員のみなさん、ありが

とうございました。歌う楽しさ、合唱の素晴らしさを存分に味わえた一日でした。
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教員の働き方改革について少しだけ。多くのメディアで取り上げられている話
題ですが、中学校の場合は部活動指導が大きくかかわっています。今後の方向性
は、部活動指導員（本校も７名の方にお世話になっています）を増やすことで、
教員が休日を取りやすくしていきます。生徒の部活動がなくなるわけではありま
せん。指導可能な先生と部活動指導員が協力してよりよい運営を目指していきま
す。すべての部活動ですぐにという訳にはいかないところは、ご理解ください。



令和４年度 全国学力・学習状況調査の結果報告

【 国語 】 平均正答数 平均正答率 中央値

泉が丘中学校 9.9/14 71 2.8

神奈川県
（公立）

9.7/14 69 2.9

全国（公立） 9.7/14 69.0 2.9

【 数学 】 平均正答
数

平均正答
率

中央値

泉が丘中学校 7.5/14 53 8.0
神奈川県
（公立）

7.4/14 53 8.0

全国（公立） 7.2/14 51.4 7.0

【 理科 】 平均正答数 平均正答率 中央値

泉が丘中学校 10.7/21 51 11.0

神奈川県
（公立）

10.5/21 50 11.0

全国（公立） 10.4/21 49.3 10.0

【 国 語 】 【 数 学 】

ほとんどの観点で全国・神奈川の平均回答率を大き
く上回っている。知識及び技能については、平均的
かやや高め、思考判断表現については、全体でみる
と平均を上回っているが「書くこと」の小観点のみ
やや課題が残る結果となった。三年間を通じて力を
入れてきた記述力についても結果が出ており、選択
形式で全国・神奈川よりも4.5～5.3％高く、入学当
初は手を付けない生徒が多かった記述形式で2.3～
2.6％高い結果となった。今後、継続して「読み取っ
た情報を基にした考えの形成・記述力」の強化にあ
たることと、「漢字・比喩表現などの知識」の復
習・定着を図ることに力を入れて指導していきたい。

①今年度の調査結果概要
目的に応じて式を変形したり，その意味を読み

取ったりして，事柄が成り立つ理由を説明すること
ができる。証明の根拠として用いられている三角形
の合同条件を理解している。
②今後の取り組み
計算技能の向上のために、繰り返し問題演習を行

う。問題を解く過程を説明する機会を与え、定義や
定理の意味を深く理解させる。見通しを立て、根拠
を的確にして事柄が成り立つ理由を説明する活動を
充実していく。事象を数学的に解釈させ、問題解決
の方法を説明させる活動を増やしていく。

【 理 科 】 【 生活意識調査 】

①今年度の調査結果概要
状態変化に関する知識及び技能を活用することが

できる。また、結果の意味を考え、観察、実験の操
作や条件の制御などの探求の方法について検討し、
課題に正対した考察を行うことができる。
②今後の取り組み
課題に正対した考察を行うためのグラフを作成す

る技能がやや苦手な傾向がある。そのため、実験の
目的をより意識し、得られた結果の意味を考えるこ
とで、正確にグラフを作成できるようにはたらきか
けていきたい。

①今年度の調査結果概要
学習の中でＰＣ・タブレットなどのＩＣ機器を使

うのは勉強の役に立つと考えている生徒が７割を超
えている。先生があなたのよいところを認めてくれ
ていると思っている生徒が全体の７割を超えている。
②今後の取り組み
生徒一人ひとりの個性を認め、生徒がいつでも相

談しやすい環境づくりを今後も継続していく。ク
ロームブック等、ＩＣ機器の授業での積極的活用を
進めていく。

４月１９日に全国の中学校３年生を対象に「全国学力・学習状況調査」が実施されました。
対象教科は「国語」「数学」「理科」で、また、「生活意識調査」も同時に行われました。

～学力状況調査の結果～

～各教科の分析～

今回の調査に測定できるのは学力の特定の一部分であり、学校における教育活動の一側面にすぎま
せん。本校では、この調査の結果を真摯に受け止めるとともに、数値のみにとらわれることなく、生
徒一人ひとりが成長できるように、引き続き取り組んで参ります。



今月の記事

今年度は、合唱する学年と鑑賞する学年の生徒が体育館に入り、もう１学年は教室
でオンライン映像を見て鑑賞するなど、感染症予防対策をしっかりと行って開催しま
した。どの学年も初めてとは思えないほど堂々とした立派な姿で舞台に立ち、素晴ら
しい合唱を体育館に響かせました。「仲間と歌う最後の合唱をクラス皆で最高のもの
にしたい」そんな思いをどのクラスからも感じました。各クラスで入念に選んだ曲を
それぞれのクラスが工夫して表現していました。１年生は元気ある歌声と各クラスの
持ち味にあった合唱。２年生は、響きのある歌声としっかりとした安定感のある合唱。
そして３年生は、圧倒的な声量とバランスの良い美しいハーモニー、表現力のある合
唱でした。今までの練習の成果を十分に発揮し、観客の心を動かす貴重な経験ができ
ました。また、一度途絶えてしまった泉中の伝統が新しく築かれた日となりました。
ここまで準備と運営を頑張ってきた実行委員のみなさん、クラスを引っ張て来たリー
ダーのみなさん本当にお疲れ様でした。生徒のみなさん、感動をありがとう！！

１０月２０日（木）～ ３年生進路面談（２１・２４・２５・２７日の５日間）

２１日（金）～ 学校を開く週間（29日まで）

２１日（金） 緑地ボランティア（今年度最後です）（日程が変更されました）

２４日（月）～ 文化発表会（展示部門）（29日まで）

２６日（水） 児童生徒交流日（中和田南小学校と）

２９日（土） 土曜参観、保護者懇談会

１１月 ４日（金） 代休

９日（水） PTA実行委員会、泉区個別支援級宿泊学習（１０日も）

１１日（金） 児童生徒交流日（下和泉小学校と）

１５日（火） ３年生 後期中間テスト

１６日・１７日 全学年 後期中間テスト

２５日（金） ２年生 出前職業体験

２８日（月）～ 人権週間

今
後
の
予
定

♪閉会式♬ 👑最優秀賞👑

１－２ 「cosmos]
２－４ 「あなたへ」
３－４ 「決意」

1年 課題曲「 Let’ｓ search for ｔomorrow」 ２年 課題曲「 心の瞳」

３年 課題曲「空は今」



本来であれば保護者や地域の方にも生徒たちの成長の姿を見ていただきたかっ
た合唱コンクールですが、生徒たちの安全と活動を最優先に考えさせていただい
たことに、ご理解いただきありがとうございます。後日、土曜参観や面談の期間
に校内で撮影した動画を流す予定です。よろしくお願いします。

学校HPのQRコード

専任の部屋

災害や保健室

全国で小中学生によるオンラインゲームに関するトラブルが後を絶ちません。
ゲームは無料であっても、思うように楽しめない仕組みになっているものが多く、
次のステージへの移動や優位に楽しむためには課金や有料アイテムが必要で、手軽
に購入できるようになっています。保護者のスマートフォンにひも付けられたクレジット
カードを無断で使い、高額な料金を支払っていたというケースも目立ちます。
事前に家族でインターネットやゲーム（アイテムなどへの課金も）の利用につ

いてよく話し合い、“ルール（約束）を決めておく”ことが大切です。また、保護
者の承諾なく課金してしまった場合、未成年者契約の取消しが可能な場合があり
ます。スマートフォンの取扱いや管理については、くれぐれも慎重にお願いします。

オンラインゲームに関するトラブル

消費生活総合センターって どんなところ？
消費生活総合センターでは、市内在住・在勤・在学の方を対象に、消費生活

に関するトラブル未然防止や早期解決のための助言や情報提供等を行ってい
ます。品物やサービスを勧誘されたり契約させられて、「おかしいな？」「困った
な！」と思ったらセンターに電話して、相談してみてください。

相談電話：８４５－６６６６ FAX：８４５－７７２０
相談受付：平日／午前９時～午後６時土・日／午前９時～午後４時４５分
祝日・休日、年末年始（１２／２９～１／３）を除く

１０月１０日は目の愛護デーとされています！愛護デー当日は過ぎてしまいましたが、１０月は
ぜひ意識的に目を大切にしてみませんか？
最近はスマホやパソコンなどをよく使う生活になってきています。学校でもchrome bookを

使用する機会が増え、以前と比べて近くを見る機会が増えていると思います。
目は近くを見ている時は「毛様体筋」という筋肉が収
縮し、「水晶体」を膨らませてピントを合わせていま
す。毛様体筋も筋肉の１つなので、ずっと力を入れて
いると、やはり疲れてしまいます。また、パソコンな
どを使用していると、まばたきをする回数が減り涙の
量が減ることで、涙が十分にいき渡らなくなります。
目の表面が乾燥し、角膜が傷つく可能性もあります。


