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平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

◇対県＋2.4Ｐ 対全国＋3.1Ｐ 

・すべての領域で、県・全国の平均を上回っている。 

■「漢字を正しく読む、書く」「情景描写の効果を捉える」の正答率が低い。 

小学校：国語Ａ 

小学校：国語Ｂ 

◇対県＋1.0Ｐ 対全国＋2.7Ｐ 
・すべての領域で、県・全国の平均を上回っている。 
■調べ学習における「疑問とメモ（付箋）の関係」「課題を解決するための本の活用」の正答率が低

い。 
■詩の解釈における「着眼点の違いを捉える」の正答率が低い。 

小学校：国語Ａ 

■「漢字を正しく読む、書く」 

 □学年別配当漢字配当表に示されている漢字の計画的な反復練習。 

■「情景描写の効果を捉える」 

 □読むことの授業において、描写の工夫（行動や表情、会話（内言）、風景など）の効果を理解で 

きるように指導する。その際、暗示的に表現されているものも捉えることができるように指導す

る。 

 □読むことと書くことの関連を図り、物語を創作する活動において、低学年の段階から系統的に指 

導する。 

 

■調べ学習における「疑問とメモ（付箋）の関係」「課題を解決するための本の活用」の正答率が低

い。 
 □読むことの授業において、必要な情報を付箋などを用いて取り出し、内容を分類したり関係付け

たりして整理する指導の充実を図る。 
■詩の解釈における「着眼点の違いを捉える」の正答率が低い。 
 □詩を読み味わう授業において、各連の内容や表現を表に整理し視覚的に理解できるように工夫す

るなど、各連の内容や工夫を具体的に捉えることができるように指導する。 

小学校：国語Ｂ 
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平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：算数） 

◇対県－0.1Ｐ 対全国＋1.6Ｐ 

・「数と計算」「量と測定」「図形」の領域で、県の平均より下回っている。 

・「数量関係」の領域は、県・全国の平均より上回っている。 

■「異分母の分数の加法」「比較量＝（基準量）×（割合）」「分数の相等及び大小」「単位量当たりの

大きさの求め方」「作図に用いられている図形の約束や性質」「立体図形とその見取り図の関係」の

正答率が低い。 

小学校：算数Ａ 

小学校：算数Ｂ 

◇対県＋0.6Ｐ 対全国＋0.8Ｐ 
・「量と測定」の領域は、県・全国の平均より下回っている。 
・「図形」の領域は、全国の平均を下回っている。 
■「示された情報を基に、条件に合う時間を求めることができる」「示された条件を基に、残った平

面に４つの長方形を敷きつめる」「各種グラフの特ちょうをふまえ、必要なグラフを選択する」の

正答率が低い。 

小学校：算数Ａ 

■「異分母の分数の加法」 

□通分の意味と必要性を理解できるようにしたうえで、適宜練習の機会を設けて継続的に指導す

る。 

■「比較量＝（基準量）×（割合）」 

□「計算の意味を理解すること」について、系統的に指導する。 

□整数倍の学習を想起し、基準量と比較量の関係を的確に捉えることができるように指導する。 

■「分数の相等及び大小」 

□分数の大きさを図や数直線に表すことで、大きさを実感を伴って理解できるように指導する。 

□分数を通分したり、少数の形にしたりして、大小の比較ができることを指導する。 

■「単位量当たりの大きさの求め方」 

 □図から式へ正しく結びつけることができるように、具体的な操作を示し指導する。 

■「作図に用いられている図形の約束や性質」 

 □作図の操作とその意味を考え、作図は図形の約束や性質に基づいていることを理解できるよう指

導する。 

■「立体図形とその見取り図の関係」 

 □立体図形と平面図形を関連付けて、立体図形を見取図や展開図で表したり、見取図や展開図から

立体図形を考えたりできるよう指導する。 
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小学校：算数Ｂ 

■「示された情報を基に、条件に合う時間を求めることができる」 
 □１つの条件の場合には解決の見通しができているので、条件を１つずつ図に表していくなどの工

夫をして、複数の条件を考慮して道筋を立てて考えるられるよう指導する。 
■「各種グラフの特ちょうをふまえ、必要なグラフを選択する」 
 □各種のグラフから何を読み取ることができるかについて考え、それぞれのグラフがもつ特徴が明

確になるよう指導する。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：国語） 

◇対県＋0.9Ｐ 対全国＋1.3Ｐ 

・「読むこと」「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の領域は、県・全国の平均より上回っ 

ている。 

・「書くこと」の領域は、全国の平均より下回っている。 

■【書くこと】 

・「登場人物の心情を別の言葉で書き換える」の正答率が低い。 

■【話すこと・聞くこと】 

・「話し合いの中で互いの発言の共通点や相違点を捉える」の正答率が低い。 

■【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

・「漢字を正しく読む」「古典と昔話とを対応させて内容を捉える」「文字を書くときの大きさや配 

列」の正答率が低い。 

中学校：国語Ａ 

中学校：国語Ｂ 

◇対県－0.5Ｐ 対全国－1.3Ｐ 
・「書くこと」の領域は、県・全国の平均より上回っている。 
・「読むこと」の領域は、全国の平均より下回っている。 
・「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の領域は、県・全国の平均より下回っている。 
■【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

・「反復法、対句法、擬人法、倒置法を理解する」の正答率が低い。 

■【読むこと】 

・「文章に表れているものの見方について自分の考えをもつ」「（古典において）目的に応じて必要

な情報を読み取る」 

「（古典において）登場人物の言動を読み取り、その姿を想像する」の正答率が低い。 

■【書くこと】 

・「資料から適切な情報を得て、伝えたい事実や事柄が明確に伝わるように書く」の正答率が低い。 
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２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校：国語Ａ 

中学校：国語Ｂ 

■【書くこと】 

●「登場人物の心情を別の言葉で書き換える」 

 ○比喩などを使って表したり、風景や天候などの情景描写を通して表したりするなど、描写を工

夫して書くように指導する。 

■【話すこと・聞くこと】 

●「話し合いの中で互いの発言の共通点や相違点を捉える」 

 ○図表を用いるなどして、共通点や相違点など様々な観点に沿って発言を整理するように指導す

る。 

■【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

●「漢字を正しく読む」 

 ○文脈の中で意味を理解しながら読むことができるように指導する。 

●「古典と昔話とを対応させて内容を捉える」 

 ○現代語訳を読んで内容を理解し、古典の文章に表れたものの見方や考え方に触れることができ

るように指導する。 

●「文字を書くときの大きさや配列」 

 ○書写の学習の際に、書いたものについて助言し合うなどの場面を取り入れて指導する。 

■【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】 

●「反復法、対句法、擬人法、倒置法を理解する」 

 ○表現技法の名称を確認するとともに、具体的な表現と結び付けて考えられるように指導する。 

■【読むこと】 

●「文章に表れているものの見方について自分の考えをもつ」 

 ○作者のメッセージに対する自分の感想を書いたり、他の人と意見を交流したりすることができ

るように指導する。 

●「（古典において）目的に応じて必要な情報を読み取る」 

 ○必要に応じて作品の解説や伝統芸能に関するガイドブックなどを読み、それらの情報を活用し

ながら鑑賞できるように指導する。 

●「（古典において）登場人物の言動を読み取り、その姿を想像する」 

 ○時代背景、人物相互の関係、場面設定などを押さえた上で、作品の面白さを見いだしていくこ

とができるように指導する。 

■【書くこと】 

●「資料から適切な情報を得て、伝えたい事実や事柄が明確に伝わるように書く」 

 ○本や資料から得た情報を正確に理解して整理しているか、伝えたい内容を正確かつ分かりやす

く述べているかを意識するように指導する。 
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２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：算数） 

◇対県－0.6Ｐ 対全国－1.4Ｐ 

・「数と式」「図形」「関数」の領域で、県・全国の平均より下回っている。 

・「資料の活用」の領域は、県・全国の平均より上回っている。 

■他の設問に比べ、「分数を含む一元一次方程式」の無回答率が高い。 

■他の設問に比べ、「関数の意味」を問う設問の無回答率が高い。関数の意味の理解が不足している

ため、「比例」、「反比例」、「反比例のグラフ」、「二元一次方程式」の設問でつまずきが見られる。 

■他の設問に比べ、「樹形図を利用して確率を求める」設問の無回答率が高い。 

中学校：数学Ａ 

中学校：数学Ｂ 

◇対県－3.0Ｐ 対全国－4.4Ｐ 
・「数と式」「図形」「資料の活用」領域は、県・全国の平均より下回っている。 
・「関数」の領域は、全国の平均を下回っている。 
■「図形の性質を、構想を立てて証明する」の無回答率が約 40％である。 
■関数の意味、比例の意味の理解が不足しているため、比例のグラフを見て、２つの数量の関係を説

明したり、グラフの傾きが何を表しているのか求めたりすることができていない。無回答率が、約

20％から 30％である。 

中学校：数学Ａ 

■他の設問に比べ、「分数を含む一元一次方程式」の無回答率が高い。 

 □解く過程やその結果を確かめる活動を通して、等式の性質を適切に用いて正しく解を求めること 

ができるように指導する。 

■他の設問に比べ、「関数の意味」を問う設問の無回答率が高い。関数の意味の理解が不足している

ため、「比例」、「反比例」、「反比例のグラフ」、「二元一次方程式」の設問でつまずきが見られる。 

 □日常的な事象の中になる２つの数量の変化や対応の様子を調べ、それらの関係を見いだす活動を

通して、関数の意味を理解できるように指導する。 

 □具体的な事象における数量の関係を表す式から、関数関係を読み取ることができるように指導す

る。 

■他の設問に比べ、「樹形図を利用して確率を求める」設問の無回答率が高い。 

 □樹形図や二次元の表などを利用して、起こり得る全ての場合の数とその事柄が起こり得る場合の

数が図のどの部分に表されているかを確認し、その数を正しく数え上げられるように指導する。 
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中学校：数学Ｂ 

■「図形の性質を、構想を立てて証明する」 
□①：結論を示すために何がわかればよいか、②：仮定からいえることは何か、③：①②を結び付

けるには、あと何がいえればよいかについて確認する場面を設定し、証明の方針を立てることが

できるように指導する。 
■関数の意味、比例の意味の理解が不足しているため、比例のグラフを見て、２つの数量の関係を説

明したり、グラフの傾きが何を表しているのか求めたりすることができていない。 
 □前提に当たる部分（主部）と、それによって説明される結論（述部）を明確にして表現する場面

を設定し、「～は、～に比例する。」と表現できるように指導する。 
 □グラフ上の点が具体的な事象では何を表しているのかを捉えられるように指導する。 
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１ 調査結果の概要 

 
 

指導方法・学習規律 
■「教科や総合、朝の会、帰りの会などにおいて、地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題

材にして取り扱ったか」という質問に対して、肯定的な回答は７７%である。県・全国の割合と比べて

肯定的な回答が少ない。 

国語科の指導方法 
■目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業」「書く習慣を付ける授業」「様々な文章を読む習慣を

付ける授業」を行ったかという質問に対して、肯定的な回答はいずれも９２．３％である。 

授業におけるＩＣＴ機器の活用 
■「ＩＣＴを活用して、教え合う、学び合う学習等を行ったか」という質問に対して、「よく行った」と

回答した割合は、０%である。「どちらかといえば行った」と回答した割合は６１．５％である。 
■「国語科、算数科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」という質問に対して、「週１回以上活

用した」と回答した割合は、０%である。「月１回以上活用した」と回答した割合は、５０％に満たな

い。 
 
 

 

指導方法・学習規律 
■「教科や総合、朝の会、帰りの会などにおいて、地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題

材にして取り扱ったか」という質問に対して、「よく行った」と回答した割合は、０%である。「どちら

かといえば行った」と回答した割合は、３３．３％である。県・全国の割合と比べて肯定的な回答が

少ない。 

学力向上に向けた取組 
■「学校図書館を活用した授業を計画的に行ったか」という質問に対して、「週に１回以上」（０％）、「月

に１回以上」（６６．７％）、「学期に数回」（０％）、「年に数回」（３３．３％）という回答である。 

国語科の指導方法 
■「目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業」での肯定的な回答は１００%、「書く習慣を付ける

授業」での肯定的な回答は６６．７％、「様々な文章を読む習慣を付ける授業」での肯定的な回答は１

００%である。 

言語活動 
■「よく行った」「よくしている」と回答した割合が０％の質問項目が多い。 

授業におけるＩＣＴ機器の活用 
■「ＩＣＴを活用して、教え合う、学び合う学習等を行ったか」という質問に対して、「よく行った」と

回答した割合は、０%である。「どちらかといえば行った」と回答した割合は６６．７％である。 
■「国語科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」という質問に対して、「週１回以上活用した」

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果（学校質問紙） 

小学校：学校質問紙 

中学校：学校質問紙 
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と回答した割合は０%、「月１回以上活用した」と回答した割合は３３．３％、「学期に１回以上」と回

答した割合は３３．３％、「ほとんど、または、全く行っていない」と回答した割合は３３．３％であ

る。 
■「算数科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」という質問に対して、「週１回以上活用した」

と回答した割合は０%、「月１回以上活用した」と回答した割合は６６．７％、「学期に１回以上」と回

答した割合は０％、「ほとんど、または、全く行っていない」と回答した割合は３３．３％である。 

教職員の取組 
■「学校全体の学力傾向や課題について全教職員の間で共有しているか」という質問に対して、肯定的

な回答の割合は６６．６％である。県・全国の割合と比べて肯定的な回答が少ない。 

２ 杵築市の学校質問紙調査の結果をふまえて 

（小学校） 

指導方法・学習規律 
■「教科や総合、朝の会、帰りの会などにおいて、地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題

材にして取り扱ったか」という質問に対して、肯定的な回答は７７%である。県・全国の割合と比べて

少ない。 
 □地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があると回答した児童の割合は、５７．５％である。

児童の興味・関心の高い題材を選んだり、指導事項や発達段階に配慮したりして、地域や社会への

関心を高められるように、引き続き取り組む必要がある。 

国語科の指導方法 
■目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業」「書く習慣を付ける授業」「様々な文章を読む習慣を

付ける授業」を行ったかという質問に対して、肯定的な回答はいずれも９２．３％である。 
 □国語について、「目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしているか」（５８．

９％）、「話の組み立てを工夫しているか」（５６．２％）、「自分の考えの理由がわかるように書いて

いるか」（６９．４％）、「段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読んでいるか」（７３％）

という児童の回答をふまえ、授業において指導したことが実感できるように引き続き取り組む必要

がある。 

授業におけるＩＣＴ機器の活用 
■「ＩＣＴを活用して、教え合う、学び合う学習等を行ったか」という質問に対して、「よく行った」と

回答した割合は、０%である。「どちらかといえば行った」と回答した割合は６１．５％である。 
■「国語科、算数科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」という質問に対して、「週１回以上活

用した」と回答した割合は、０%である。「月１回以上活用した」と回答した割合は、５０％に満たな

い。 
 □授業におけるＩＣＴ機器の効果的な活用を意識する必要がある。 
 

（中学校） 

指導方法・学習規律 
■「教科や総合、朝の会、帰りの会などにおいて、地域や社会で起こっている問題や出来事を学習の題

材にして取り扱ったか」という質問に対して、「よく行った」と回答した割合は、０%である。「どちら

かといえば行った」と回答した割合は、３３．３％である。県・全国の割合と比べて肯定的な回答が

少ない。 

□地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があると回答した生徒の割合は、５３．５％である。 

  生徒の興味・関心をとらえ、地域や社会の出来事を積極的に取り上げる必要がある。 
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学力向上に向けた取組 
■「学校図書館を活用した授業を計画的に行ったか」という質問に対して、「週に１回以上」（０％）、「月

に１回以上」（６６．７％）、「学期に数回」（０％）、「年に数回」（３３．３％）という回答である。 

 □「読書は好きか」という質問について、肯定的な回答の割合が７６％、「週１回以上図書館に行く」 
と回答した割合は３４%であることをふまえ、調べ学習等で積極的に学校図書館を活用する必要があ 
る。 

国語科の指導方法 
■「目的や相手に応じて話したり聞いたりする授業」での肯定的な回答は１００%、「書く習慣を付ける

授業」での肯定的な回答は６６．７％、「様々な文章を読む習慣を付ける授業」での肯定的な回答は１

００%である。 
 □国語について、「目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしているか」（４１．

７％）、「話の組み立てを工夫しているか」（３９．９％）、「自分の考えの理由がわかるように書いて

いるか」（４８．７％）、「段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読んでいるか」（６３．１％）

という児童の回答をふまえ、授業において指導したことが実感できるように引き続き取り組む必要

がある。 

言語活動 
■「よく行った」「よくしている」と回答した割合が０％の質問項目が多い。 
 □各教科の指導のねらいを明確にした上で、適切な言語活動を位置付けた授業の構築が必要である。 

授業におけるＩＣＴ機器の活用 
■「ＩＣＴを活用して、教え合う、学び合う学習等を行ったか」という質問に対して、「よく行った」と

回答した割合は、０%である。「どちらかといえば行った」と回答した割合は６６．７％である。 
■「国語科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」という質問に対して、「週１回以上活用した」

と回答した割合は０%、「月１回以上活用した」と回答した割合は３３．３％、「学期に１回以上」と回

答した割合は３３．３％、「ほとんど、または、全く行っていない」と回答した割合は３３．３％であ

る。 
■「算数科において、ＩＣＴを活用した授業を行ったか」という質問に対して、「週１回以上活用した」

と回答した割合は０%、「月１回以上活用した」と回答した割合は６６．７％、「学期に１回以上」と回

答した割合は０％、「ほとんど、または、全く行っていない」と回答した割合は３３．３％である 

□授業において、視覚的に理解が深まるようなＩＣＴ機器の効果的な活用を意識する必要がある。 

教職員の取組 
■「学校全体の学力傾向や課題について全教職員の間で共有しているか」という質問に対して、肯定的

な回答の割合は６６．６％である。県・全国の割合と比べて肯定的な回答が少ない。 

 □国語科、算数科での課題をもとに、各教科に共通した課題を明らかにすることが必要である。 
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１ 調査結果の概要 

 
 

学習に対する関心・意欲・態度 
■「国語は大切である」と感じている割合が９１．６％、「国語は役に立つ」と感じている割合が９０．

２%に対して、「国語が好きだ」と感じている割合が５３．１%である。 
■国語について、「目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしているか」（５８．９％）、

「話の組み立てを工夫しているか」（５６．２％）、「自分の考えの理由がわかるように書いているか」

（６９．４％）、「段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読んでいるか」（７３％）という質問

に対して、肯定的な回答の割合が５０％後半から７０%前半である。 
 
■「算数は大切である」と感じている割合が９３．８％、「算数は役に立つ」と感じている割合が９２．

４%に対して、「算数が好きだ」と感じている割合が、６２．４%である。 
■「算数で新しい問題に出合ったとき、それを解いてみたいと思うか」という質問に対して、肯定的な

回答の割合が７５．２％であり、県・全国と比べて少ない。 
■「算数で解き方や考え方がわかるようにノートに書いているか」という質問に対して、肯定的な回答

の割合が８０%であり、県・全国と比べて少ない。 
■算数で学習したことを「普段の生活の中で活用できないか考えているか」という質問に対して、肯定

的な回答の割合が６３．７％であり、県・全国と比べて少ない。 
 
学習状況 
■「友達の前で自分の考えや意見を発表するのは得意か」という質問に対して、肯定的な回答の割合は

４９．１％である。県・全国と比べて差はない。 
■「友達に伝えたいことをうまく伝えられるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が７１．２％

であり、県、全国と比べて少ない。 
■前学年で「自分の考えを発表する機会が与えられていたと思うか」という質問について、肯定的な回

答の割合が８２．８％に対して、自分の考えを他の人に説明したり、書いたり、深めたり、広げたり

することがよくできている、おおよそできていると回答した割合は６５．１％である。 
 
■「授業のはじめにめあて・ねらいが示されていたか」という質問について、肯定的な回答の割合が９

２%あるのに対して、「授業の終わりに学習を振り返る活動をよく行ったか」という質問について、肯

定的な回答の割合が７５．７％である。 
■今回の調査問題で、「解答を文章で書く問題で最後まで書こうと努力した」と回答した割合が７９．６％

に対して、４００字詰め原稿用紙で２～３枚の感想文や説明文を書くことに抵抗を感じている割合が

６４．２％である。 
 
学習時間等 
■「月曜日から金曜日まで１時間以上勉強している」と回答した割合が６１%、「土日に２時間以上勉強

している」と回答した割合が２３％であり、県・全国と比べて少ない。 
■授業の予習をしていると回答した割合が３３．２％、復習をしていると回答した割合が５１．３％で

あり、県・全国と比べて少ない。 
■「自分で計画を立てて勉強しているか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が６０．７％であ

り、県・全国と比べて少ない。 
 

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果（児童・生徒質問紙） 

児童質問紙 
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■「読書は好きか」という質問について、肯定的な回答の割合が８３．２％あるのに対して、「図書館に

ほとんどまたは全く行かない」と回答した割合が３０．５%あり、全国と比べて多い。 
■月曜日から金曜日で、「１日に３０分以上読書をする」と回答した割合が４１．２％であり、県・全国

と比べて多い。「全くしない」と回答した割合は、１６．８％である。 

学校生活等 
■「先生はあなたのよいところを認めてくれていると思うか」という質問に対して、肯定的な回答の割

合が７３%であり、県・全国に比べて少ない。 
 

基本的生活習慣 
■県・全国と比べて、特に気になる回答は見受けられない。 
 

家庭でのコミュニケーション 
■「家の人と学校の出来事について話しをしますか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が７４．

３％であり、県・全国と比べて少ない。 
 

地域との関わり・社会に対する興味・関心 
■「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があるか」（５７．５％）、「地域や社会をよくするた

めに何をすべきか考えることがあるか」（３７．１％）という質問に対して、肯定的な回答の割合が、

県・全国と比べて少ない。 
■「新聞を読んでいるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が２５．６％であり、全国と比べ

て少ない。ただし、テレビやインターネットのニュースはよく見ている。 
 

自尊意識 
■「自分にはよいところがあるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が７０．８％であり、県・

全国と比べて少ない。 
 

規範意識 
■県・全国と比べて、特に気になる回答は見受けられない。 
 

総合的な学習の時間 
■「総合的な学習の時間は、普段の生活や社会に出たとき役に立つ」という質問に対して、肯定的な回

答の割合は、８５．８％である。 
■「総合的な学習の時間において自分で課題を立てて、情報を集め整理して、調べたことを発表するな

どの学習活動に取り組んでいるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が５５．３％であり、

県・全国と比べて少ない。 
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学習に対する関心・意欲・態度 
■「国語は大切である」と感じている割合は９０．４％である。「国語は役に立つ」と感じている割合が

７６．４%であり、県・全国と比べて少ない。「国語が好きだ」と感じている割合が６０％に満たない。

（５９．４%）。 
■国語について、「目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしているか」（４１．７％）、

「話の組み立てを工夫しているか」（３９．９％）、「自分の考えの理由がわかるように書いているか」

（４８．７％）、「段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読んでいるか」（６３．１％）という

質問に対して、肯定的な回答の割合が４０％前半から６０%前半である。 
 
■「数学は大切である」と感じている割合が８０．１％である。「数学は役に立つ」と感じている割合が

６６．８%であり、県・全国と比べて少ない。「数学が好きだ」と感じている割合が、４５%である。 
■「数学ができるようになりたいか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が９３．４％である。 
■「数学で解き方や考え方がわかるようにノートに書いているか」という質問に対して、肯定的な回答

の割合が７６．３%であり、県・全国と比べて少ない。 
■数学について、「諦めずにいろいろな方法を考えるか」（６３．９％）、「普段の生活の中で活用できな

いかを考えるか」（３１．８％）、「もっと簡単に解く方法がないかを考えるか」（６３．５％）、「公式

やきまりを習うとき、その根拠を理解するようにしているか」（６０．９％）という質問に対して、肯

定的な回答の割合が、県・全国と比べて少ない。 
 
学習状況 
■「友達の前で自分の考えや意見を発表するのは得意か」という質問に対して、肯定的な回答の割合は

４１．７％であり、県・全国と比べて少ない。 
■「友達に伝えたいことをうまく伝えられるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が６７．５％

であり、県、全国と比べて少ない。 
■前学年で「自分の考えを発表する機会が与えられていたと思うか」という質問について、肯定的な回

答の割合が７５．６％に対して、自分の考えを他の人に説明したり、書いたり、深めたり、広げたり

することがよくできている、おおよそできていると回答した割合は４５．１％である。 
■「授業のはじめにめあて・ねらいが示されていたか」という質問について、肯定的な回答の割合が７

７．５%あるのに対して、「授業の終わりに学習を振り返る活動をよく行ったか」という質問について、

肯定的な回答の割合が５０．２％である。 
■今回の調査問題で、「解答を文章で書く問題で最後まで書こうと努力した」と回答した割合が７４．２％

に対して、４００字詰め原稿用紙で２～３枚の感想文や説明文を書くことに抵抗を感じている割合が

６３．４％である。 
 
学習時間等 
■「月曜日から金曜日まで２時間以上勉強している」と回答した割合が２５．５%であり、県・全国と比

べて少ない。「土日に３時間以上勉強している」と回答した割合が２０．３％であり、県と比べて少な

い。 
■授業の予習をしていると回答した割合が２６．９％、復習をしていると回答した割合が４６．２％で

あり、県・全国と比べて少ない。 
■「自分で計画を立てて勉強しているか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が４２．８％であ

り、県・全国と比べて少ない。小学校６年生と比べると、－１７．９ポイントである。 
 
■「読書は好きか」という質問について、肯定的な回答の割合が７６％あるのに対して、「図書館にほと

んどまたは全く行かない」と回答した割合が３７．３%である。しかし、「週１回以上行く」と回答し

た割合は３４%であり、県・全国と比べると３倍以上である。 

生徒質問紙 
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■月曜日から金曜日で、「１日に３０分以上読書をする」と回答した割合は、３６．２％であり、県・全

国と比べて多い。「全くしない」と回答した割合は、３２．８%であり、小学校６年生と比べると、＋

１６ポイントである。 
 
学校生活等 
■「悩みを誰にも相談しない」と回答した割合が２４．７％であり、小学校６年生と比べて＋７ポイン

トである。 
■「先生はあなたのよいところを認めてくれていると思うか」という質問に対して、肯定的な回答の割

合が６７．５%であり、県・全国に比べて少ない。 
 

基本的生活習慣 
■月曜日から金曜日で、４時間以上テレビ・ビデオ、ＤＶＤを見たり、聞いたりしている割合が２４．

４％であり、県・全国に比べて多い。 
■月曜日から金曜日で、２時間以上携帯やスマートフォンで通話やメール、インターネットをしている

割合が２９．５％であり、県と比べて多い。 
 

家庭でのコミュニケーション 
■県・全国と比べて、特に気になる回答は見受けられない。 
 

地域との関わり・社会に対する興味・関心 
■「地域の行事に参加しているか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が県・全国と比べて多い

が、６０%に満たない。（５２．８％） 
■「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心があるか」（５３．５％）、「地域や社会をよくするた

めに何をすべきか考えることがあるか」（２６．９％）という質問に対して、肯定的な回答の割合が、

県・全国と比べて少ない。 
■「新聞を読んでいるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が県・全国と比べて多いが、３０%

に満たない。（２１．４％）。ただし、テレビやインターネットのニュースはよく見ている。 
 
自尊意識 
■「難しいことでも失敗を恐れないで挑戦しているか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が６

３．４％であり、県・全国と比べて少ない。 
■「自分にはよいところがあるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が５５．３％であり、県・

全国と比べて少ない。 
 

規範意識 
■「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」と回答した割合が７０．８%であり、県・全国と比

べて少ない。 
 

総合的な学習の時間 
■「総合的な学習の時間は、普段の生活や社会に出たとき役に立つ」という質問に対して、肯定的な回

答の割合は、６５．６％であり、県・全国と比べて少ない。 
■「総合的な学習の時間において自分で課題を立てて、情報を集め整理して、調べたことを発表するな

どの学習活動に取り組んでいるか」という質問に対して、肯定的な回答の割合が３３．９％であり、

県・全国と比べて少ない。 
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２ 杵築市の児童･生徒質問紙の調査結果をふまえて 

（小学校） 

●児童の学習に対する意欲をさらに高める 

◎学習で得た知識や技能を活用する場面を生み出すための、教科横断的な発想と取組。 

●読書への興味・関心をさらに伸ばす 

◎司書と連携した授業における学校図書館の活用。 

◎並行読書等の推進のための書籍の充実。 

●地域や社会への興味・関心を伸ばす 

 ◎地域教材や地域人材の活用だけでなく、学校から地域への貢献を意識した行事の取組。 

 ◎「子ども新聞」の活用。 

●自尊意識の向上 

◎評価の本来の目的を再確認し、指導事項にそった評価を児童にしっかり返す。 

 

（中学校） 

●児童の学習に対する意欲を高める 

 ◎指導事項にそった基礎・基本の定着を図る。 

●読書への興味・関心をさらに伸ばす 

 ◎司書と連携した授業における学校図書館の活用。 

  ◎生徒会活動と連携した読書の推進。 

●地域や社会への興味・関心を伸ばす 

 ◎地域教材や地域人材の活用の推進。 

●安心できる学校生活の構築と自尊意識の向上 

◎校内での相談体制の再確認と、スクールソーシャルワーカー等の活用を推進。 

◎評価の本来の目的を再確認し、指導事項にそった評価を生徒にしっかり返す。 

 

-  15  -


