そのことが、府中という
地域の歴史や企業から学ぶ
独自性だと考えており、９
年間のつながりを持った学
びの深さにつながるもので
あると考えています。
コミュニティ・スクール
と小中一貫教育を融合させ
て、社会に開かれた教育課
程をこのまちに作ることを
府中市では目指しています。

府中市

＋11.0

府中市

「僕の将来の夢は、海外
に留学して、映像クリエー
ターになることです。海外
の方が大きな仕事ができそ
うなので、日本よりも海外
で活躍したいです。現在も
その夢に向けて、内容は秘
密ですが、できることを少
しずつ始めています。英語
でコミュニケーションを取
ることは必須なので、これ
からも努力していきます。
」

将来の夢

るのでとても楽しみにして
います。昨年は、インター
ネット通話で海外に住んで
いる人と会話ができて、府
中と海外がつながるんだと
いう感動が忘れられません。
もっと英語でコミュニケー
ションを取りたいと思うよ
うになりました。」
「また、この前初めて海
外の映画を字幕なしで見て、
しゃべっていることは全部
分かるわけではないけど、
俳優さんが言うセリフの言
葉のリズムが楽しくて、ワ
クワクしながら見ていまし
た。」

中学校３年生および義務教
育学校９年生
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（％）
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Ｑ. 地域や社会で起こっている問題や出来事に
■平成29年度全国学力・学習状況調査（質問紙）

Ｑ. 今住んでいる地域の行事に参加していますか

各校で、子どもたちが意
欲的に学習に臨むことがで
きるように教育研究を進め、
授業改善に取り組むことで、
全ての調査項目で全国平均
を上回る結果が出ています。
ただし、基礎問題の国語
Ａ・算数Ａ・数学Ａ、活用
問題の国語Ｂは、おおむね
定着していますが、活用問
題の算数Ｂ・数学Ｂは、全
国平均の結果同様に平均正
答率が ％前後になってお
り、今後の課題と考えてい
ます。
中学校３年生および義務教育学校９年生
（％）
国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ
府中市
82
78
69
51
全国
77.4
72.2
64.6
48.1

50

小学校６年生および義務教育学校６年生
（％）
国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ
府中市
78
62
83
48
全国
74.8
57.5
78.6
45.9

広報ふちゅう
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■平成29年度全国学力・学習状況調査の結果
（平均正答率）

英語のどんなところが好
自分が一番になるんだと自
きなんですかという質問に、 分で言い聞かせて落ち着か 英語好きのルーツは
「うーん、英語はリズムが
せるようにすると、少しず おじいちゃん
好きで、聞いていると音楽
つ落ち着いてきました。会
「お父さんが、洋楽を聴
のように思えて楽しくなる。
」 場へ両親が来てくれていた
と笑顔で答えてくれた金光
いていて、子どもの頃から
ので、大会の様子と優勝と
遼一郎くん。
歌詞を意味も分からず口ず
いう結果を見てもらえて本
金光くんは、昨年 月に
さんでいました。いつの間
当にうれしかったです。結
開催された広島県中学校英
果が出て両親に会ったとき、 にか、英語を話しているリ
語暗唱大会２年生の部で第
ズムが好きになり、気が付
父から『ようやった』の声
１位になりました。１年生
けば、自分も洋楽を聞いて
を掛けてもらえたのが、う
で出場した前回大会では、
いました。今は主に、ブル
れしくて、すごく印象に残
惜しくも僅差の３位となり、 っています。実は福山地区
ーノ・マーズやジャスティ
１年越しでの１位の獲得と
ン・ビーバーを聴いていま
予選のときは上手くできな
なりました。
す。お父さんも、おじいち
かった点も多く、みんなに
「暗唱大会の自分の出番
ゃんがビートルズを聴いて
心配されたんです。」と教
までは、ずっとドキドキし
いた影響で、洋楽を聴き始
えてくれました。
て緊張していました。でも、
めたと教えてもらったこと
練習はどこでしているん
ですかという質問には、「お
があります。だから、英語
皿洗いをしているときや、
好きのルーツは、おじいち
お風呂に入っているとき、
ゃんかもしれないですね。
」
学校から帰るときなど、暇
とにっこり。
があれば口ずさんでいまし
キャンプ ふちゅうで夏
た。練習する時間を決めず、 休み中に１泊２日で開催さ
納得するまでずっと練習し
れるグローバル・キャンプ
ました。ある日、学校から
に、初回から連続参加して
帰りながら練習していたら、 いるのは、金光くんただ１
大きい声じゃなかったんで
人です。
すが、不審な目で見られて
「府中でなかなか経験で
しまいました。そんなこと
きない、海外の人と話すこ
が何度かあったんですよ。
」 とがグローバル・キャンプ
と金光くん。
ではでき、内容も毎年変わ

金光遼一郎くん



全国

問い合わせ先 学校教育課（☎４３-７１７８）
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第一中学校２年生

府中市が小中一貫 教 育 に
取り組み始めて 年 、 コ ミ
ュニティ・スクール を 導 入
して４年が経ちます 。
地域・保護者・学 校 の 連
携により、学びに関 わ る 人
を広げていく一方で 、 ９ 年
間という義務教育期 間 を 一
連の流れと捉え、学 び の 連
続性により、学びが ど ん ど
ん深まっていくこと を 子 ど
もたちが感じる状態 に あ る 。

英語のリズムが好き

90.0
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30.0
20.0
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学びを
深める
夢は映像クリエーター
英語を表現力豊かに暗唱し、大会で１位に
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