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大田原市立小・中学校学力調査の結果と分析

３　今後の取組
　各学校で、結果の分析および学力向上改善策を検討することで、今後の学習指導にいかしていきます。

☆☆留意事項☆☆
学力調査の結果は、児童生徒が身に付けるべき学力の総てを評価するものではありません。

４月に実施された全国、栃木県および大田原市の学力調査の結果は次のとおりです。

問学校教育課　湯　　（９８）７１１3

１ 全国学力・学習状況調査
●期日…平成 30年４月 17日（火）　　　
●教科…▶小学６年：国語・算数・理科
　　　　▶中学３年：国語・数学・理科

２ とちぎっ子学習状況調査
●期日…平成 30年４月 17日（火）
●教科…▶小学４・５年：国語・算数・理科
　　　　▶中学２年：国語・社会・数学・理科・英語

校
種 教　科

大田原市 全国 栃木県
正答率 正答率 市比較（市ー国）正答率

市比較
（市ー県）

小
学
校

国語Ａ（知識） 77 70.7 6.3 71 6.0
国語Ｂ（活用） 59 54.7 4.3 55 4.0
算数Ａ（知識） 68 63.5 4.5 63 5.0
算数Ｂ（活用） 55 51.5 3.5 51 4.0
理科 68 60.3 7.7 61 7.0

中
学
校

国語Ａ（知識） 77 76.1 0.9 76 1.0
国語Ｂ（活用） 60 61.2 -1.2 61 -1.0
数学Ａ（知識） 66 66.1 -0.1 65 1.0
数学Ｂ（活用） 46 46.9 -0.9 46 0.0
理科 68 66.1 1.9 67 1.0

小
学
校

学年 ４年 ５年
　 市 県 市比較

（市ー県） 市 県 市比較
（市ー県）

国語 67.7 64.3 3.4 64.3 61.0 3.3
算数 70.4 69.1 1.3 62.6 61.6 1.0
理科 69.9 66.9 3.0 66.5 61.0 5.5

中
学
校

学年 ２年
　 市 県 市比較

（市ー県）
国語 71.9 68.4 3.5
社会 58.6 55.1 3.5
数学 58.4 52.3 6.1
理科 51.4 47.0 4.4
英語 52.7 51.6 1.1

全国学力・学習状況調査平均正答率 とちぎっ子学習状況調査平均正答率

マイナンバーカードの休日交付
ご利用ください

　マイナンバーカードの休日交付を行います。交付には事前に予約（電話）が必要です。

　　
合わせてマイナンバーカード用の写真の無料撮影と申請の補助を行います。次の必要なものをお持ちいただけ
れば、その場で受付を行います。
●持ち物…▶身分証明書２点（官公庁の発行した顔写真付の物ともう１点）
例）免許証と保険証、パスポートと通帳、住民基本台帳カードと年金証書、在留カードと学生証（写真付）
※身分証明書は有効期限内のものに限る。
▶通知カード▶印鑑（シャチハタ不可）▶住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

　問市民課　Ａ１階　　（２３）８７５２

大田原市教育委員会教育長および委員の任命 全国竹芸展
●日時…11 月２日（金 ) ～４日（日）
　午前９時 30 分～午後４時
●場所…那須与一伝承館多目的ホール
■入賞作品展
●日時…11 月５日（月）～ 12 月９日（日）
　午前９時～午後５時
※毎月第２および第４月曜日は休館
●場所…那須与一伝承館竹のギャラリー

第 23回

問文化振興課　　　全国竹芸展実行委員会事務局
　（９８）３７６８

　大田原市教育委員会教育長および委員が、市議会９月
定例会で同意を得て、10 月１日に任命されました。
○教育長
▶植竹  福二 氏（再任　美原２丁目）
　任期は平成 33 年９月 30 日までとなります。
○教育委員会委員
▶小林  朋子 氏（再任　浅香２丁目）

任期は平成 34 年９月 30 日までとなります。
▶渡邉  英憲 氏（新任　須佐木）

任期は平成 34 年９月 30 日までとなります。
問総務課　Ａ２階　（２３）８７０２

　予約用電話　　
　（２３）８７５５

交付日時 事前申込期限 場所
10月 14日（日） 10月 12日（金）正午 仮設庁舎Ａ棟１階11月 17日（土） 11月 16日（金）正午
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　問文化振興課　湯　　（９８）３７６８

文大田原市総合文化会館 議議会棟南南別館東東別館Ａ仮設庁舎Ａ棟 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟

  知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム in 大田原
くらしのこと　福祉のこと　これからの“とちぎ”のこと

●日時…平成 30 年 12 月 15 日（土）午後 1 時 30 分～
●場所…那須与一伝承館　多目的ホール
●定員…100 名（応募多数の場合は抽選により決定）
●応募資格…県内に在住、通勤・通学している方
●応募方法…①～⑦の項目を記載の上、ハガキ・ＦＡＸ・メール・電話のいずれかで申し込み。
①住所（郵便番号）　②氏名（ふりがな）　③年齢　④性別　⑤電話番号　⑥職業
⑦託児、手話通訳または要約筆記の希望の有無
●応募締切…11 月 30 日（金） 当日消印有効 ( 応募締切後、参加証を送付します）
申込先／〒 320-8501（住所記入不要）栃木県広報課
　 ０２８（６２３）２１５８　   ０２８（６２３）２１６０　　　　　　　　　　　　　　         
     kocho@pref.tochigi.lg.jp

大田原市民憲章推進大会
　大田原市民憲章は、「緑と光とやすらぎのある平和な住みよいまちづくり」を推進するため、大田原市民の道し
るべとして昭和 49 年 11 月１日に制定されました。この市民憲章を推進する大会を次のとおり行います。
●日時…10 月 20 日（土）午後１時～　　　　　　　●場所…那須与一伝承館多目的ホール
●内容…▶市民憲章に関する作文の審査結果報告、表彰および発表▶花いっぱいコンクール表彰▶緑化顕彰表彰
●講演会（午後２時～）
▶講師 : 相撲キャスター　銅

ど う や

谷  志朗 氏　▶演題：「土俵から学ぶ　頂上を極めた人の、人の育て方」
※入場無料、申込不要、先着順。

　また、大会に先立ち、各地区の花いっぱい審査会において最優秀賞を獲得した自治公民館を対
象に市の審査会が８月 21 日（火）に開催されました。入賞した自治公民館には、市民憲章推進大
会において表彰を行います。
●花壇の部…▶最優秀賞：赤堀（大田原西）　▶優秀賞：明宿（金田北）、下石上（野崎）、
　　　　　　前田（黒羽）、上町（川西）　▶優良賞：荒町（大田原東）、倉骨（金田南）、
　　　　　　北区（親園）、大神南部（佐久山）、蛭田下（湯津上）、中野内（両郷）、川上（須賀川）
●フラワーロードの部…▶最優秀賞：平沢（野崎）　▶優秀賞：浅野（大田原西）
　　　　　　　　　　　▶優良賞：北区（黒羽）、寺宿（両郷）、須賀川中（須賀川）
●フラワーポットの部…▶最優秀賞：経塚（大田原西）　▶優秀賞：桧木沢サイプレス（川西）
　　　　　　　　　　　▶優良賞：寺町（大田原東）

銅谷  志朗 氏

問生涯学習課　生　　（２３）２００５生

第16回
大田原市文学サロン

　「おくのほそ道」にちなみ今回は「旅と人、そして文学」をテーマとして、講演を行います。
●日時…11 月 17 日（土）午後２時～４時 30 分（開場：午後１時 30 分）
●場所…那須野が原ハーモニーホール　小ホール　●費用…無料
●内容…▶第１部：講演　角野  栄子 氏　▶第２部：対談　平野  啓一郎 氏、野中 柊

ひいらぎ

氏
●出演者プロフィール…▶角野  栄子 氏　「魔女の宅急便」、「小さいおばけ」シリーズ等の作者▶平野  啓一郎 氏　
　「マチネの終わりに」の作者▶野中  柊 氏　「ヨモギ・アイス」「パンダのポンポン」シリーズ等の作者
●司会…高橋  千

ち は や

劔破  氏
●構成・演出・制作…日本ペンクラブ企画事業委員会　●主催…大田原市・日本ペンクラブ
●入場整理券の配布…10 月 15 日（月）から次の場所で先着順に配布。（350 席分）お一人２枚まで
●配布場所…総合文化会館１階窓口、湯津上庁舎内文化振興課　●配布時間…平日午前９時～午後５時

『らくらく与一号』を時間延長します
大田原市デマンド交通

　黒羽区域を運行するデマンド交通『らくらく与一号』を事業所勤務の方などの利用を見込み、最終便の時間を
延長します。デマンド交通の最終便は、これまでの午後４時 30 分から１時間延長し、午後５時 30 分となります。
車が車庫（田町ロータリー）を出発する時間は次のとおりです。
■予約先…予約センター　　０２８７（２６）１７１７　受付時間：平日土曜午前８時～午後４時 30 分

なお、7：30、8：30 の 2 便は、前営業日の午後 4 時 30 分までに予約してください。

午前 午後
運行時間 7：30（※）、8：30、9：30、10：30、11：30（※） 0：30、2：30、3：30（※）、4：30、5：30
運行日 年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）を除く毎日

上記の便のうち、（※）の便は那須赤十字病院へ乗り入れます。

問情報政策課　Ａ 2 階　
　（２３）８７００

　問生活環境課　Ａ１階　　（２３）８８３２
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