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～感染症の拡大を抑え、豊かな学校生活のために～ 

◆生徒のみなさん・ご家庭へのお願い◆ 

◇会話時、運動時など周囲の状況に応じたマスク着用  ◇こまめで丁寧な手洗い 

◇土日を含めた朝の健康観察  ◇無理のない登校  ◇正確な情報伝達 

◆しないでほしいこと◆ 

◇食事をしながらの会話  ◇不必要な身体接触  ◇物の貸し借り 

 ◇噂話やからかいの言葉、ＳＮＳでの拡散 

知る = 理解 = 豊かさ 

校長  松岡 秀彦  

 朝夕はかなり冷え込むようになり、「秋」より「冬」のほうがしっくりする日が多くなりました。「今季一番の冷え込

み」というフレーズの「一番」は、すでに何度か更新されています。昨冬新型コロナウィルス感染拡大の第三波に見舞わ

れ、「冬に感染は拡大する」という恐怖をわたしたちは味わいました。この秋、日々の新規感染者は低い数字で推移し、

警戒レベルも低いまま抑えられてきました。冬本番を前にして、このまま感染が抑えられることを願いつつ、「冬に拡

大」の恐怖は拭い去れずにいるのが正直なところです。世の中は徐々に経済活動を活性化させながら、次の波への備えも

怠りなく行う、そんな状況がしばらく続くのでしょうか。 

 さて話は変わります。ドラマ「恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～」が現在放映中ですが、このドラマの撮影に横浜

市（教育委員会特別支援教育課、文化観光局企画課等）が協力しています。弱視の主人公ユキコが通う盲学校として、横

浜市立盲特別支援学校（神奈川区）が使われていたり、実際にこの盲学校に勤務している先生方が「監修」という形で、

ドラマ制作のアドバイスをされたりしているとのことです。 

 協力することが、ハンディキャップや多様性に対する理解を深めることにつながる、ということを意図しているとのこ

とですが、「ラブコメディー」ということで、観やすさ、おもしろさが優先され、ハンディキャップの実態とは少し違っ

た描かれ方をしている心配もあります。しかし、「弱視」という、多くの人が未知であろう分野を描くことで、実態の一

端を「知る」ことはできます。 

 わたしたちには、まだまだ知らないことがたくさんあります。そして知ることで、理解することで、周りの世界が違っ

て見えることもたくさんあるでしょう。つい先日、１１月２９日には１年生が「認知症サポーター養成講座」を受講しま

した。「認知症」という言葉はよく聞くようになったと思いますが、認知症の方のこと、そしてその家族のことを深く理

解する機会は、実際に家族や知り合いに認知症の方がいないとなかなかないのではないかと思います。だからこそ、学ぶ

機会があったら積極的に学ぶことが大切です。 

 「弱視」のこと、「認知症」のこと、その他様々なハンディキャップのことを理解する人が増えたら、わたしたちの生

活するこの世界は、もっと丸く、柔らかなものになるかもしれませんね。 

１２月になりました。年末を一つの区切りと考える人も多いでしょう。これまでの生活を振り返り、今後に生かす良い

機会です。勉強のこと、部活のこと、友だちとのこと…。いろいろ振り返る中で、「今年どんなことを新たに知り、学ん

だだろう」ということもいっしょに考えてみてください。求めれば手に入る知識はそこかしこにあふれています。 

※紹介したドラマの関連です（横浜市文化観光局企画課より） 

 【横浜LOVE Walker】  

WEB、Twitter、YouTube生放送、雑誌、イベントなどを通じて“地元愛”をテーマに、“地域活性”を推進することを目的にしたKADOKAWAが展開する新しいスタイルの地

域共創メディアです。  

コラム 『「恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～」ロケ地・横浜市立盲特別支援学校より弱視あるある』 連載中！https://lovewalker.jp/elem/000/004/071/4071106/ 

【YouTube】  

盲学校で弱視の高校生を演じる杉咲花さん、田辺桃子さん、細田佳央太さんの３人が、学校で白杖を練習するシーンなどが公開されています。https://www.youtube.com/

watch?v=JJqihaD7LYA 



２年校外学習「鎌倉遠足」 

◆１１月５日（金）、２年生の校外学習「鎌

倉遠足」が実施されました。◆3年生での修

学旅行を意識した班別の活動を通して、互い

に協力し課題を解決することを目標に、意欲

的な取組がみられました。◆感染症対策を十

分にとる中ではありましたが、久しぶりの校

外学習に、緊張感の中にも気持ちのよい活動

ができたようでした。 

◆これからのおもな予定◆ ＊今後の情勢等により変更する場合があります。 

１２月 １月 

１日(水) 
避難訓練 １日(日) 元日 

カウンセラー来校日 ～６日(木) 冬休み 

２日、３日、

６日、７日 
保護者面談 

７日(金) 全校集会 ＊昼食なし 

１０日(月) 成人の日 

８日(水) カウンセラー来校日 １２日(水) カウンセラー来校日 

１５日(水) カウンセラー来校日 
１９日(水) 

個別級合同学芸会 

２２日(水) カウンセラー来校日 カウンセラー来校日 

２３日(木) 年末清掃 ２６日(水) カウンセラー来校日 

２４日(金) 
全校集会 

＊昼食なし・再登校15時～ 

２７日(木) 授業参観・保護者会 

２月 

２５日(土)～ 冬休み １日、２日 ３年学年末試験 

12/27～1/5 学校閉庁日 ７日(月) 新入生保護者説明会 

＊12/2７～1/5は学校の閉庁日の関係など

から、電話が応答メッセージでの対応になり

ます。ご了承ください。 

１１日(金) 建国記念の日 

１５日(火) ３年公立高学力検査 

16日、17日 １・２年学年末試験 

２３日(水) 天皇誕生日 

生徒会役員選挙 

◆１１月２５日（木）、生徒会役員選挙の体

育館からの配信による立会演説会と各クラス

での投票がおこなわれました。◆８日から始

まった朝の選挙活動や１８・１９日のテレビ

演説なども含め、候補者のよりよい中学校づ

くりに向けた熱い思いが伝わり、教室の生徒

たちは真剣に聞き入り投票をしていました。 

(写真：HP校長日記より) 



令和 3年度 全国学力・学習状況調査(港南台第一中学校の結果) 

 令和 3年 5月 27日に 3年生を対象に実施した全国学力・学習状況調査結果の概要をお知らせいたします。 

あ    <<教科に関する調査結果>>    あ 

◎調査結果からみる本校の特徴    

 ・国語、数学共に、全国と比較してポイントが低い状況ではあるが、大きな差は見られません。 

平均正答率（％） 

 国語 数学 

本校 63 56 

全国との比較 -2 -1 

神奈川県 65 58 

全国 65 57 

 

※ 全国の平均正答率については、横浜市教育委員会の公表と同様に整数値に直して表しています。 

※ 神奈川県、全国の値は、公立学校の平均正答率です。 

 

◎調査結果に特徴のある設問 

 全国の平均正答率との差が 5ポイント以上あった主な問題は、次の通りです。 

 ・国語の「書いた文章を互いに読み合い、文章の構成の工夫を考える」問題が 8.5 ポイント低い。 

 ・国語の「登場人物の言動の意味を考え，内容を理解する」問題が 5 ポイント低い。 

 ・国語の「文章に表れているものの見方や考え方を捉え，自分の考えをもつ」問題が 6.9 ポイント低い。 

・国語の「相手や場に応じて敬語を適切に使う」問題が 9.7 ポイント高い。 

 ・数学の「整式の加法と減法の計算ができる」問題が 6.7 ポイント低い。 

 ・数学の「平行四辺形になるための条件を用いて，四角形が平行四辺形になることの理由を説明することが

できる」問題が 6.6 ポイント低い。 

 ・数学の「錯角が等しくなるための，２直線の位置関係を理解している」問題が 6.3 ポイント低い。 

 他の設問については、国語、数学共に概ね平均正答率を上回っているか、同等の状況です。 

 

 

 

    <<生活習慣・学習習慣に関する調査結果>>  (抜粋) 

◎全国の調査結果との比較 

 生活習慣・学習習慣に関する調査結果において、全国と比較して特徴的なものを示すと次のとおりです。 

(1) 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。    

・・・ 肯定的に回答した生徒が 11.1ポイント高い。 

 きちんと守っ

ている 

だいたい守って

いる 

あまり守ってい

ない 

守っていない 約束はない 携帯電話等を持

っていない 

本 校 30.9 48.1 6.8 1.9 10.5 1.9 

神奈川県 31.3 40.7 7.4 1.7 16.2 2.4 

全 国 30.9 37.0 6.6 1.5 18.9 4.8 



 (2) 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，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） 

・・・ 「3時間以上」と回答した生徒が 19.8ポイント高い。 

 3時間以上 2時間以上、3

時間より少ない 

1時間以上、2

時間より少ない 

30分以上、1時

間より少ない 

30分より少な

い 

全くしない 

本 校 32.1 35.8 16.7 8.6 4.3 2.5 

神奈川県 20.7 32.2 26.7 10.7 5.7 3.9 

全 国 12.3 29.5 34.1 14.1 6.4 3.5 

 (3)学習塾の先生や家庭教師の先生に教わっていますか（インターネットを通じて教わっている場合も含む）    

・・・「学校の勉強より進んだ内容や、難しい内容を教わっている」と回答した生徒が 16.8ポイント高い。 

 教わっていない 学校の勉強より進ん

だ内容や、難しい内

容を教わっている 

学校の勉強でよく分

からなかった内容を

教わっている 

上記２，３の両方の

内容を教わっている 

上記２，３の内容

のどちらともいえ

ない 

本 校 21.6 35.8 6.8 32.7 3.1 

神奈川県 24.1 26.4 9.0 36.6 3.8 

全 国 36.4 19.0 10.1 30.0 4.4 

(4) 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，計画的に学習を続けることができ

ましたか  ・・・ 肯定的に回答した生徒が 6.2ポイント高い。 

 当てはまる どちらかといえば、

当てはまる 

どちらかといえば、

当てはまらない 

当てはまらない 思い出せない 

本 校 11.1 32.7 29.0 17.9 8.0 

神奈川県 12.2 25.9 31.5 23.6 6.4 

全 国 11.3 26.3 33.5 22.4 6.3 

 

   <<授業改善に向けて>>    

・全教科において基礎的な知識及び技能の習得を図るとともに、引き続き知識及び技能を活用して課題を解決

する授業の展開をはかる。 

・教科の横断的なつながりを意識し、学習そのものを日常生活に生かしていくために学習題材や発問を工夫

し、生徒が実生活や実社会につながる課題を自ら発見し解決できるようにする。 

・学習に取り組む姿勢が身についている生徒、力のある生徒は多いので、自己肯定感や自信をもてるような場

面を授業内でも設けていきたい。 

・国語は互いの意見や考えを共有する活動を通し、話し合う力を高めていく。また、何を問われているのかと

いった問題文の意味を読み取ってから設問に取り組む姿勢を習得できるように努めていく。 

・数学では、基礎的・基本的な技能の習得を重視する。また、抽象的な題材を日常生活や社会の具体的な事象

と関連付けるのと同時に、既習事項との関わりを意識できるよう工夫したい。 
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