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HOT VOICE
ほっとぼいす

目で見えるより先を見ることは難しいが…
― 自らが自分の将来のロールモデルに ―
よね

秋田県教育委員会教育長
う

し

な

米

田

すすむ

進

「一年の計は穀を樹うるに如くは莫く、十年

なくなるということだ。単純に考えると、仕事

の計は木を樹うるに如くは莫く、終身の計は人

のステージが長くなるということだが少なから

を樹うるに如くは莫し。一樹一穫なるものは穀

ずゾッとするような話でもある。

なり、一樹十穫なるものは木なり、一樹百穫な

この本の著者は「100年ライフ」を全うする

るものは人なり。…」。これは中国の春秋戦国

ためには、有形資産の他に３つの無形資産を築

時代の管仲の言葉である。現在の中国では「十

くべきと説く。「生産性資産（スキルや知識

年樹木、百年樹人」とも言うようだ。

等）」「活力資産（肉体的・精神的健康、幸福

この「一樹百穫…」の内容は「一を植えて百

等）」「変身資産（自分をよく知っていること、

の収穫があるのは人である」ということである

多様性のある人的ネットワークや新しい経験に

が、それを踏まえて「終身（後に『百年』と

対して開かれた姿勢を持っていること等）」で

も）の計」は人を育てることに及ぶものはない

ある。これらの資産はそれ自体に価値を持つだ

と、教育の重要性を説いているのであろう。教

けでなく、有形資産を増やす力にもなることは

育では、少し先の成果を目指すことも必要であ

言を俟たない。

ま

手元に、このあと中教審で検討される「第３

るが、長期展望に立って人を育てることも同様

期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考

に大切である。
ところで「終身（百年）の計」からの連想で

え方」という資料がある。この「基本計画」は

あるが、百歳まで生きるということを前提に、

現在のところ「たたき台」の段階であるが、

自分の人生設計を行う人はどれほどいるだろう

「今後の教育政策に関する基本的な方針」の柱

か。恐らく殆どいないのではないかと思う。人

の一つが「生涯学び、活躍できる環境を整え

生の下り坂にいる私はそのようなことは毛頭考

る」となっている。そして、その中に「人生

えていないが、最近 「LIFE SHIFT」−100年

100年を見据えた

時代の人生戦略−という本を読んでハッとした

の養成」という小見出しがある。 二つ目の人

ことがある。

生 という表現の適否はともかく、子どもたち

＊

その中に、2007年生まれの子どもたちの平均
寿命（推計）についての記述があり、日本の子

二つ目の人生を生きる力

のための新しい教育の枠組みを探っていく必要
があることは確かだ。

どもにいたっては何と50%の確率で107歳まで

先に紹介した「LIFE SHIFT」のLIFEやSHIFT

生きる、とあるのだ。生涯を100年とすれば87

には「IF」が隠れている。「人生」や「変

万6000時間になる。そして、前世紀には当たり

化」の中に「予期せぬことは多くある」という

前であった「人生を３つのステージ（『教育の

ことは改めて言うまでもない。長寿時代を迎え、

ステージ』『仕事のステージ』『引退のステー

しっかりと自分の人生を設計するために一人一

ジ』」）にわける考え方」では、今後の人生設

人が「MIND SHIFT」しなければならないよう

計は難しくなる、と警告しているのである。こ

な気もするが、皆さんはどう考えるだろうか。

れは、同年代の人々が、教育→仕事→引退とい

＊

うステージを一斉に辿ることが当然のことでは
2

た

Lynda Gratton, Andrew Scott（池村千秋 訳）
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平成29年度高校入試分析

〜 公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査の分析結果から 〜

言語活動の一層の充実と、日常生活に関連付けた
学習内容の工夫により、確かな学力の育成を！
平成29年度の公立高等学校入学者選抜一般選抜学力検査が３月７日（火）に、全日制の課程では
国語、社会、数学、理科、英語の５教科で、定時制の課程では国語、数学、英語の3教科で実施さ
れました。
出題に当たっては、中学校学習指導要領を踏まえ、各教科の目標、内容に即し、基礎的・基本的
な事項及びそれらを活用して課題を解決することについて、学習の成果が多面的にかつきめ細かに
把握できるようにしました。また、一部の学習領域に偏ることがないようにするとともに、基礎的
な知識及び技能に加えて、思考力、判断力、表現力等も把握できるように配慮しました。
ここでは、学力検査の全受検者の中から８％を抽出して分析した結果を紹介します。

年

度

教

科

過去３年間の平均点の推移
国

語

社

会

数

学

理

科

英

語

合計点

100点
換算点

平成29年度

59.2

68.2

51.3

59.5

57.0

295.2

59.0

平成28年度

61.4

60.4

50.8

62.8

57.9

293.3

58.7

平成27年度

59.4

54.0

46.9

60.2

50.4

270.9

54.2

■ 総合評価
検査教科の合計点の平均は295.2点となり、前年に比べ1.9点上がりました。100点換算では59.0点
で、前年度に比べ0.3点上がったことになります。教科別では、社会、数学で平均点が上がりまし
た。また、国語、理科、英語で平均点が下がりましたが、全教科を通して、基礎・基本を問う問
題の正答率が高かったことから、日頃の学習の成果を発揮できたものと考えられます。
今後は、身に付けた知識・技能を活用する場面を授業の中に意識的に設けるとともに、言語活
動の一層の充実を図ることが望まれます。

■ 得点分布

(%)

右のグラフは、５教科の合計点につ

30.0

いて、得点区分ごとの人数の割合を示

25.0

しています。得点区分300〜349の人数
の割合が、22.2％と最も高くなってい
ます。
次ページからは各教科の分析を学力
検査問題とともに紹介します。

人
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学力検査問題から

● 結果の考察
平均点は59.2点で、前年度を2.2点下回り
ました。
「聞くこと」に関する検査では、内容を
正確に聞き取ることはよくできています。
言語事項では、修飾・被修飾の関係、慣
用句等の言葉の理解に課題が見られます。
説明的文章と文学的文章では、限られた
範囲について読み取ることや、文章の内容
を大まかに捉えることはできています。
古典では、基本的な知識は概ね身に付い
ています。
しかし、聞き取ったことや読み取ったこ
とを基にして、全体の意味を捉えたり、そ
れらを関連付けて考えを深めたりすること
い
に課題が見られます。また、考えを自分の
言葉でまとめ、一定の分量で記述する設問
の得点率が低い状況にあります。

● 今後の課題
「話すこと・聞くこと」では、相手の話
を正確に聞き取る力を身に付けさせること
に加え、話の要点を捉えて自分の考えをま
とめるなどの活動に取り組ませることが大
切です。
「書くこと」では、自分の考えを分かり
やすく説明するために、適切な例を示した
り、自分の経験を示したりするなどの構成
の工夫を身に付けさせることが必要です。
「読むこと」では、読み取った内容を基
にして自分の考えや意見をもつとともに、
その考えを一定の分量に書いてまとめる活
動が必要です。それによって文章の理解が
深まっていきます。
い
言語事項では、生活の中で使う語彙を豊
かにするために、様々な言葉の知識を増や
すとともに、辞書を積極的に活用するなど、
自ら学ぶ態度を育てることが必要です。
古典の学習では、多くの作品に触れるこ
とによって、古人のものの見方や考え方を
知り、古典に親しみをもてるようにするこ
とが大切です。
授業における言語活動の一層の充実を図
り、生徒一人一人の確かな学力と豊かな人
間性を育んでいきたいものです。

4

（完全正答率） 15.4％

（得点率） 34.0％

（得点率） 51.6％

特集

社

会

● 結果の考察
平 均 点 は68.2点 で、前 年 度 を 7.8点
上回りました。学習指導要領を踏まえ
た授業改善が進んでいることによって、
思考力・判断力・表現力や資料活用の
技能等が着実に向上しています。
また、記述問題全体の無回答率は
1.9％で、前年度と比べて3.8ポイント
低くなっています。社会的事象につい
て考えたことを説明させたり自分の意
見をまとめさせたりするなどの言語活
動を重視しながら、授業づくりに取り
組んでいる成果と思われます。

学力検査問題から
大問１(3)
資料（一部抜粋）

図１

● 今後の課題
大問１（3）は、ポルトガルやスペ
インによる新航路開拓の動きに伴って
南蛮貿易が盛んになったことを理解し
ているかをみる問題です。指導に当た
っては、我が国の歴史の展開を世界の
動きと関連付けて理解させることが大
切です。
大問２（10）①は、六次産業化につ
いて習得した知識を活用して説明する
問題です。分野全体を通して、日常の
社会生活と関連付けながら、習得した
知識を活用して考えを説明させたり、
自分の意見をまとめさせたりすること
が大切です。

図１が示す貿易が行われた時期を、資料の ㋐
～ ㋓ から一つ選んで記号を書きなさい。
（正
答） ㋒
（完全正答率） 60.1％
大問２(10)①
会話（一部抜粋）
生徒Ｃ：農業の「六次産業化」ってどういう
ことなの。
生徒Ｄ：第一次産業、第二次産業、第三次産
業を組み合わせた新しい経営のこと
だよ。例えば、地域で農作物を生産
し、 え ことだよ。
①
え に入る適切な内容を書きなさい。
（正 答 例） 加工して販売する
（完全正答率） 32.3％
（ 得 点 率） 42.8％
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● 結果の考察
「数と式」においては、正負の数の
計算、多項式の減法、連立方程式な
ど、基本的な計算問題で得点率が高く
なっています。一方、方程式を用いて
解決過程を記述する問題で得点率が低
くなっています。
「図形」においては、相似を利用し
て線分の長さを求める問題で得点率が
高くなっています。一方、図形の性質
を利用する問題や、三角形の合同を証
明する問題など、知識・技能を活用し
たり、論理的に考察し表現したりする
問題で得点率が低くなっています。
「関数」においては、１次関数の関
係を読み取り、値を求める問題や、二
つの図形の移動に伴って変わる数量の
関係を捉え、値を求めたりグラフに表
したりする問題で得点率が低くなって
います。
「資料の活用」においては、事象を
捉え、確率を求める問題で正答率が高
くなっています。一方、勝つ確率を等
しくするための条件について考察する
問題で得点率が低くなっています。

学力検査問題から
大問３(2)
図３のように，長方形の土地の横方向に通
路を１本，斜めの方向に通路を２本つくり，
花畑の面積を190ｍ２ にする。このときの通路
の入口の幅を求めなさい。なお，通路の入口
の幅を y ｍ として ，求める過程も書きなさい 。
図３
16ｍ

22ｍ
yｍ
yｍ

（正

答）過程省略

yｍ

答 ３ｍ

（完全正答率）9.1％
（得

点

率）17.3％

大問４(1)
図のように，平行四辺形ＡＢＣＤがあり，
点Ｅは辺ＢＣ上の点で，ＡＢ＝ＡＥである。
①

△ＡＢＣ≡△ＥＡＤとなることを証明
しなさい。
Ａ

Ｄ

● 今後の課題
生徒が学習活動に主体的・対話的に
取り組むことができるよう、数学的活
Ｂ
Ｃ
Ｅ
動をより一層重視していく必要があり
ます。
（正
答）証明省略
大問３（2）のような問題を授業で
（完全正答率）18.6％
取り扱う場合には、問題解決の場面で
方程式を利用できるようにするため
（得 点 率）38.7％
に、方程式をつくる際には、問題の中
の数量を整理し、その中から相等関係
にあるものを見いだす活動を大切にしたいものです。また、問題を解決した後、問題の条
件を変える視点を示すなど、生徒自らが発展的に考えることができるように指導するとと
もに、問題の条件を変えたことで、求め方のどこが変わり、どこが変わらないかを説明す
る場面を設定したいものです。
大問４（1）①のような問題を授業で取り扱う場合には、証明の過程において根拠となる
事柄を明らかにすることを大切にしたいものです。また、証明の過程を振り返り、論理的
かつ適切な説明になっているかを互いに評価し合い、改善する活動を取り入れたいものです。
6
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● 結果の考察
平均点は59.5点で、昨年度を3.3点下
回りましたが、用語を記述する問題及
び科学的な概念を説明する問題の正答
率が高いことから、普段の学習の成果
がみられました。一方、大問５（5）②
のように、課題解決のための観察・実
験方法を構想し、その方法を検討・改
善する問題についての正答率は高くあ
りませんでした｡

● 今後の課題
授業においては、課題に対する予想
や仮説を立てた後で観察・実験方法を
構想する場面を単元の中に意図的・計
画的に取り入れるなどの工夫が必要で
す。さらに、構想した方法について条
件制御など多面的な観点から検討し、
必要に応じて改善していく活動が大切
です。

英

学力検査問題から
大問５(5)②
【純さんの考え】くみおきの水の質量と温度，ピー
ナッツの質量をそれぞれはかる。次に，図５のように
ピーナッツを燃焼させて，燃焼後の水の温度，ピーナ
ッツの質量をそれぞれはか 図５
く み お きの 水
る。ピーナッツの質量の変
化をＲｇ，水の質量をＳｇ，
水の温度の変化を Ｔ ℃とす 温度計
ると，ピーナッツ１ｇが燃
焼したとき水は約 Ｚ Ｊの熱
量を得る。この値が，ピー
ナッツ１ｇが燃焼したとき
に発生する熱量であると考
えた。
Ｚ の値は，実際にピーナ
ッツ１ｇが燃焼したときに ピーナッツ
発生する熱量より小さくな
る。その理由を「 温度 」と
いう語句を用いて書きなさい。
（正 答 例） 発生する熱がすべて水の温度
の変化に使われるわけではない
から
（完全正答率）18.4％ （得点率）18.8％

学力検査問題から

語

大問２(2)
次は，アメリカ人の中学生ボブ（Bob）と友達
● 結果の考察
の彩(Aya )が会話をしている場面です。①～④の
（ ）内の語を，それぞれ適切な形に直して書き，
平均点は57.0点で、前年度を0.9点下
会話を完成させなさい。
回りましたが、資料を活用してまとま
Aya : What did you do last Sunday?
りのある英文を読み取る問題の正答率
Bob : I enjoyed (① swim) in the sea.
が良好で、指導の成果が見られました。
い
Aya : Who went with you?
一方で、基本的な語彙や文法事項の定
Bob : My father did. My mother and sister
着、思考力・判断力・表現力等をみる
(② be) busy, so they couldn’t go.（後略）
問題には課題が見られました。
大問２（2）は、会話文の中で文法
(正
答）① swimming ② were
の知識を正しく活用する力をみる問題
(完全正答率）① 77.0％
② 46.2％
で す。②の 基 本 的 なbe動 詞 の 活 用 を
beenと書いた誤答が目立ちました。これは、会話の流れから人称や時制等を正しく判
断することができなかったことに起因していると考えられます。

● 今後の課題

い

生徒は小学校から英語にふれ、基本的な語彙や表現に慣れ親しんできました。これを
知識や技能の深い理解と獲得に結び付けられるように、聞いたり読んだりした内容を、
い
話したり書いたりして友達に伝えるような言語活動の中で、基本的な語彙と文法事項を
繰り返し活用することで定着を図ることが求められます。その上で、生徒が自らの体験
や知識を活用しながら、具体的な場面や状況に合った適切な表現で、意見や考えをやり
とりする活動などを充実させ、生徒同士の英語による言語活動が授業の中心となるよう
工夫することが大切です。
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「秋田県いじめ防止等の
ための基本方針」の改訂
「秋田県いじめ防止等のための基本方針」（平成25年12月26日策定）を、３月９日に改訂
しました。
いじめは、全ての児童生徒の心身の健やかな成長の妨げとなる、決して許されない行為
です。しかし、法律※１や条例※２上の「いじめ」に該当するものは、成長過程にある児童生
徒が集団で学校生活を送る中で、どの児童生徒にも、どの学校でも、起こりうるものでも
あります。いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処）にお
いては、教職員はもちろん、児童生徒に関わる全ての人々が、いじめに関する認識やいじ
めを防止することの重要性に関する理解を深めることが大切です。
※１
※２

法律
条例

いじめ防止対策推進法（平成25年６月公布）
秋田県いじめ防止対策推進条例（平成28年10月公布）

《いじめの防止等のための対策に関する基本理念》
条例では、いじめ防止等のための対策に関する基本理念として、次の４つを掲げ
ています。
① いじめは、全ての児童生徒に関わる問題です。安心して学校生活を送り、様々
な活動に取り組めるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるように
します。
② 全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがない
よう、いじめが決して許されない行為であり、心身に重大な影響を及ぼすこと、
いじめが犯罪行為となる場合があることについて、十分に理解させ、思いやりの
ある心を育みます。
③ 早期の段階でのいじめの発見、実態の把握、適切な対処が重要ですので、学校
全体で組織的・実効的に取り組みます。
④ いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが最も重要です。国、
県、市町村、学校、地域住民及び家庭など関係者の連携協力の下、いじめの問題
の克服を目指します。

《いじめの定義》
いじめとは、児童生徒に対して、その児童生徒と一定の人的関係にある他の児童
生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われる
ものを含む。）で、その行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているも
のを指します。
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特集

具体的には
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
○金品をたかられる
○金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたり
する
ひぼう
○パソコン、携帯電話及びスマートフォンなどで、誹謗中傷や嫌なこ
とをされる
学校や家庭をはじめとした周囲の大人たちが児童生徒を見守る中で、ささいな兆候で
あっても、いじめではないかという疑いをもつとともに、初期段階のものや一回限りのも
のであっても、早い段階から学校が組織として的確に関わりをもち、教職員間の情報共有
を密にしながら、いじめを隠したり、見過ごしたり、軽視したりすることなく、正確に漏
れなく認知し、支援や指導などを行い、早期解決や再発防止につなげていくことが重要です。

《県・県教育委員会が実施する施策》
○いじめの防止
・道徳教育、人権に関する理解を深
めるための教育、体験活動等の充実
・児童生徒が自主的に行う活動への
支援、児童生徒・保護者・教職員
が理解を深めるための啓発
○いじめの早期発見
・定期的な調査の実施
・通報・相談体制の整備
○学校、家庭等の間の連携協力
○人材の確保、教職員の資質の向上
○インターネットを通じて行われるい
じめに対する対策の推進
○調査研究の推進、啓発活動
○市町村、学校法人に対する協力
○秋田県いじめ問題対策連絡協議会、
秋田県いじめ問題対策審議会の設置

《学校が実施すべき施策等》
○学校いじめ防止基本方針の策定
○学校におけるいじめ防止等の対策の
ための組織の設置
○学校におけるいじめの防止等に関す
る措置
・いじめの防止
・いじめの早期発見
・いじめに対する措置
○重大事態への対処
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事業紹介

大人が支える！インターネットセーフティ推進事業

ネットパトロールと健全利用啓発事業
県では平成25年度から、社会全体で子どもたちをインターネットによる有害情報やトラ
ブル等から守り、インターネットを健全に利用できるよう、安全で安心な利用環境を整え
る「インターネットセーフティ」を推進しています。
４月からは、仕組みを新たにしたネットパトロール事業を開始し、子どもたちのネット
利用傾向の把握や被害拡大の抑制、保護者を中心とした啓発等に、より一体的に取り組ん
でいます。

事業のねらいと期待される効果
● 県内児童生徒のインターネット利用行動を抽出調査し、最新の動向を把握します。
把握した動向を教育・啓発の施策や各種コンテンツの見直し等に活用することで、インターネット
セーフティ推進事業全体の実効性の向上が期待されます。

● 不適切な利用行動で緊急性の高い事案は、個別調査により状況を把握し、支援します。
パトロール結果から、必要に応じて通報・削除依頼の支援等を一体的に行うことができます。

パトロールの仕組み
県教委

事業運営、事案対応、研修会等の実施･･･庁内に担当者を置く

◆結果の分析・レポート提出
◆緊急時即応業務

SIA※1

パトロール
◆情報提供※3

学

校

事案対応

セーフライン※2
警察

警察庁インターネット・
ホットラインセンター
（ＩＨＣ）

◆通報（違法・有害）

国内・国外プロバイダ
◆削除要請

インターネットセーフティ
ＰＲキャラクター「うまホ」

●ネットパトロールで検知された投稿に関する報告・対応は、定められたリスクレベル
に応じて適切に運用されます。
●特に緊急度が高い重要な事案が発生した場合には、状況に応じて、パトロール業務責
任者（ＳＩＡ）から警察・消防等、外部機関への情報提供を行います。
●誹謗中傷等、いじめにつながる危険性の高い投稿が、児童・生徒の人命や心理に重要
な影響を与えかねない非常時には、問題の危険性がほぼなくなったと判断できるまで、
24時間体制で継続的に監視を実施します。
※１

ＳＩＡ
一般社団法人セーファーインターネット協会。平成２５年１１月設立。より良いネット社会実現を目指し、教育事業・セーフ
ライン事業等に取り組む。警察庁業務の受託、違法・有害情報の削除対応等に、公的機関・関連省庁と協力し取り組んでいる。
［会長］ヤフー株式会社 執行役員 別所直哉
［正会員］ヤフー株式会社、アルプスシステムインテグレーション株式会社、ピットクルー株式会社
［賛助会員］株式会社ミクシィ、株式会社サイバーエージェント、アマゾンジャパン合同会社 他

※２

セーフライン
ＳＩＡによる、国内外の違法・有害情報の実効的問題解決を行う取組。警察庁インターネット・ホットラインセンターで対応
する情報の他、リベンジポルノ・ネットいじめ・遺体・殺害行為等、公的機関で解決が困難な情報にも即時対応し、関連省庁や
民間事業者の取組を補完している。
※３ 情報提供
リスクレベルに応じて学校へ情報を提供するほか、ネットパトロール調査対象学校職員からの学校非公式サイトに係る削除の
質問や情報提供を、FAX又はメールで個別に受け付けます。
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