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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：国語） 

 正答率が７１．４％で市目標平均正答率を上回っています。また、県の平均正答率には０．１ポイント

足りませんでしたが、全国平均を１．４ポイント超えることができました。正答率分布グラフを見てみる

と、低得点層（正答２問以下）が０％で、正答３問～５問が５％であり、低得点層が少ないといえます。 
 領域別では、「話すこと・聞くこと」において全国平均値を上回りました。 
 設問別では、特に漢字を書く問題、新聞のコラムを読んで、表現の工夫を捉える問題の正答率が低い状

況です。 

小学校：国語Ａ 

小学校：国語Ｂ 

 正答率が６９．４％でほぼ市目標平均正答率に達しています。また、県平均値・全国平均値を大きく

上回っています。正答率分布グラフを見てみますと、低得点層（正答１問以下）が２．５％であり、少

ないと言えます。また、正答３問のグループが１０．６％おり、全国の分布に比べ多くなっています。 
 領域別では、すべてにおいて全国平均値を上回っています。 
 設問別では、「登場人物気持ちの変化を想像しながら音読する」問題では、平均正答率は７割を超えて

います。しかし、無解答率が１０．６％と高い値になっています。「声に出して読むときの工夫とその理

由」における定着をより図る必要があります。 

小学校：国語Ａ 

小学校：国語Ｂ 

 国語Ａでは、低得点層の分布が少ないが、正答率５０～６０％の層が多いです。この層に授業や放課

後等の時間を活用し対応する取組を実施します。また、「書くこと」「読むこと」において全国平均値を

わずかに下回る状況であることから、基礎的な事項の定着を図る取組を実施します。具体的には、単元

ごとの確認テストや授業における既習事項の活用や言語活動の充実、家庭学習の工夫を行います。 

 国語Ｂでは、正答３問のグループが１０．６％おり、全国の分布に比べ多くなっています。この層の

児童のつまずきに対する実態把握を各校において実施し、一人一人に授業中や放課後等の時間を活用し

てきめ細かな取組を実施します。また、設問別の課題が見られた問題の内容にある活動を授業の中で行

うなどの授業改造を「どこの単元で」「いつ」「どのような手立てで」という視点をもって行います。そ

して、アクティブラーニングを通して指導事項を指導するように授業改造をさらに推進します。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：算数） 

 正答率が７７．９％で市目標平均正答率を上回っています。また、県平均値・全国平均値を上回る

ことができました。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答２問以下）が０．６％であり、

少ないと言えます。市目標平均正答率以上の正答率の児童が全体の約７６．９％を占めることができ

ています。 
 領域別では、すべてにおいて全国平均値を上回っています。 
 設問別では、「示された三角形が二等辺三角形になる根拠となる円の性質を、選択する」問題に課

題が見られました。この内容を再度定着させる必要があります。 

小学校：算数Ａ 

小学校：算数Ｂ 

 正答率が４５．３％で市目標平均正答率を下回っています。しかしながら、県平均値・全国平均値

を上回ることができました。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答２問以下）が１０．０％

であり、低得点層が少し多いと言えます。 
 領域別では、「数と計算」において全国平均値を大きく上回ることができました。 
 設問別では、「示された図において、分割された二つの図形の面積が等しくなるわけを書く」問題

に課題が見られます。また、「示された情報から規準量を求める場面と捉え、比較量と割合から規準

量を求めることができる」問題においても課題が見られます。 
 

小学校：算数Ａ 

小学校：算数Ｂ 

 算数Ａでは、基本的な事項が身についている児童が多い状況です。しかしながら、「図形」の問題

では課題が見られますので、繰り返し学習できるように指導計画を立て取り組みます。 
 また、算数的活動（アクティブラーニング）を授業の中に計画的に取り入れる工夫を行います。 

さらに、全教師に指導事項の再確認の取組を実施します。 
 

 算数Ｂでは、１０．０％の児童のつまずきに対する実態把握を各校において実施し、一人一人に授

業・放課後等の時間を使用し丁寧に対応する取組を実施します。また、「図形」の領域が低い正答率

になっていることから、具体物を導入し体験的活動を授業の中で行うなどの授業改造を「どこの単元

で」「いつ」「どのような手立てで」という視点をもって行います。そして、算数的活動（アクティブ

ラーニング）を取り入れて指導事項を指導するように授業改造をさらに推進します。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（小学校：理科） 

 
 正答率が６７．９％であり、あと少しで市目標平均正答率に達します。また、県平均値・全国平均

値を大きく上回りました。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答 5 問以下）が０．６％で

あり、非常に少ないことがわかります。 
 領域別では、すべてにおいて全国平均値を上回っています。 
 設問別では、「顕微鏡の適切な操作方法を選ぶ」の問題において、多くの児童が理解していない状

況であり課題が見られました。また、「植物の適した栽培場所について、成長の様子と日光の当たり

方を適用して、その理由を記述できる」問題も正答率が４６．３％であり課題が見られました。 

小学校：理科 

小学校：理科Ａ 

 
 理科においては、日常の授業の中で実験・観察を丁寧に実施し児童が体験を通して学習しているこ

とが成果としてあらわれたと考えられます。ただし、「顕微鏡の適切な操作方法を選ぶ」問題の正答

率が低いことから、今後は実験・観察の意義と手順などの基礎的な事項の徹底を図ります。また、選

んだ理由を記述する問題において課題が見られるので、授業の中で、実験・観察についての自分の考

えを発表する場の設定と考えの根拠（理由）をはっきりさせる指導に取り組んでいきます。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：国語） 

 正答率が７４．４％で市目標平均正答率を上回っています。しかしながら、県平均値・全国平均値

をわずかですが、下回りました。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答 7 問以下）が１．

５％であり、少ないと言えます。しかし、正答８～１４問のグループ（中得点層の下位）が１０．３％

おり、全国の分布に比べ多い状況です。この層の児童に対しての組織的な対策を行わなければなりま

せん。 
 領域別では、「読むこと」は全国平均値を上回ることができました。 
 設問別では、「単語の種別について理解する」「適切な語句を選択する」「手紙の書き方を理解して

書く」問題に課題が見られます。 
 

中学校：国語Ａ 

中学校：国語Ｂ 

 正答率が６５．７％で市目標平均正答率は下回っていますが、県平均値を上回ることができました。

正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答 1 問以下）が７．０％でした。特に正答 1 問のグル

ープが５．４％おり、全国の分布に比べ多いことがわかりました。この層の児童に対しての組織的な

対策を行わなければなりません。 
 領域別では、県平均値はすべての領域で上回りました。 
 設問別では、「複数の資料から適切な方法を得て、自分の考えを具体的に書く」問題に課題が見ら

れた。今後は基礎技能の定着の徹底が望まれます。 

中学校：国語Ａ 

  
 国語Ａでは、正答８～１４問のグループ（中得点層の下位）の１０．３％の生徒のつまずきに対す

る実態把握を各校において実施し、一人一人に授業・放課後等の時間を使用し個別に対応する取組を

実施します。基礎的な事項の理解をしている生徒が多いですが、定着できていない状況が考えられる

ので、繰り返し基礎基本の知識・技能が学習できるように指導計画を立て取り組みます。 



 

 

 

 

 

 

 

中学校：国語Ｂ 

  
 国語Ｂでは、低得点層の７．０％の生徒のつまずきに対する実態把握を各校において実施し、一人

一人に授業中や放課後等の時間を使用し個人の習熟度に合わせた対応を実施します。「複数の資料か

ら適切な方法を得て、自分の考えを具体的に書く」問題に課題がありますので、問題の内容にあるよ

うな活動を授業の中で行うなど（アクティブラーニング）の授業改造を単元構想の中で計画的に実施

するという視点をもって行います。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：数学） 

 正答率が６３．２％で市目標平均正答率には届きませんでした。しかしながら、県平均値を上回っ

ています。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答 7 問以下）が２．１％であり、少ないと

言えます。また、中得点層（正答８～１6 問）のグループが２４．１％おり、全国の分布に比べ多い

状況です。この層の児童に対しての組織的な対策を行わなければなりません。 
 領域別では、「資料の活用」は全国平均値を上回りました。 
 設問別では、「数量の関係を文字式に表すことができる」「連立二元一次方程式」「空間における直

線と平面の垂直について理解する」問題において課題が見られます。 
 

中学校：数学Ａ 

中学校：数学Ｂ 

  
 正答率が３９．５％で市目標平均正答率には届きませんでした。しかしながら、県平均値を上回っ

ています。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答２問以下）が２４．７％であり、全国の

分布に比べ多い状況です。既習事項を授業中に活用する場面の設定等の対策を行う必要があります。 
 領域別では、「図形」「関数」が県平均値を上回りました。しかしながら、全国平均値と比べるとわ

ずかですが、下回っています。 
 

中学校：数学Ａ 

  
 数学Ａでは、低得点層及び中得点層の生徒のつまずきに対する実態把握を各校において実施し、一

人一人に授業中や放課後等の時間を使用しきめ細かな指導を行う取組を実施します。また「文字式」

「連立二元一次方程式」「空間図形」の内容に課題が見られるので、繰り返しこの内容の基礎基本の

学習ができるように指導計画・単元計画を立て取り組みます。 



 

 

 

 

 

 

 

中学校：数学Ｂ 

  
 数学Ｂでは、生徒のつまずきに対する実態把握を各校において実施し、一人一人に授業中や放課後

等の時間を使用し個人の習熟度に応じて指導する取組を実施します。また、「発展的に考え、予想し

た事柄を説明や証明することができる」「資料の傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用

いて説明することができる」という記述式の問題に課題が見られますので、授業中にペアやグループ

で話し合わせたり、解答の説明をしたりする等の数学的活動を行うなどの授業改造を「どこの単元で」

「いつ」「どのような手立てで」という視点をもって行います。また、言語活動の充実（アクティブ

ラーニング）を図ります。 
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１ 調査結果の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 具体的な改善方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（中学校：理科） 

  
 正答率が５４．９％で市目標平均正答率には届きませんでしたが、県平均値・全国平均値を上回っ

ています。正答率分布グラフを見てみると、低得点層（正答４問以下）が７．５％で全国の分布に比

べ少し多い状況です。また、二極化の傾向も見られます。 
 領域別では、すべてにおいて県平均値・全国平均値を上回っています。 
 設問別では、「他者の考察を検討して改善し、水の状態変化と関連付けて雲の成因を正しく説明す

ることができる」問題においては課題が見られます。この内容の理解度の向上が望まれます。 
 

中学校：理科 

中学校：理科 

  
 「知識」に関する問題の正答率が６７．０％であり、「活用」に関する問題の正答率が５０．２％

でした。基礎的な事項が身についている生徒が多いと考えられます。しかし、二極化の傾向を示して

おり、低得点層の生徒に組織的な対応を行う必要があります。具体的には生徒のつまずきに対する実

態把握を各校において実施し、一人一人に授業中や放課後等の時間を使用しきめ細かな指導を行う取

組を実施します。また、実験の結果やグラフを分析して自然事象の説明を行ったり、他者の考察を検

討して説明したりすることに課題がみられますので、このような活動を授業の中で行います。「どこ

の単元で」「いつ」「どのような手立てで」という視点をもって計画的に取組を実施します。特にアク

ティブラーニングの手法を授業に取り入れる取組を推進します。 
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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）】 
 「国語の勉強は好きですか」の問いに対しての肯定回答が６８．１％（全国６１．１％）でした。ま

た、「将来、社会に出たときに役立つと思いますか」の問いに対して「当てはまる」の回答が７０．０％

（全国５６．８％）であったことや「全ての書く問題で最後まで解答を書こうと努力した」との回答が

８１．９％（全国７７．７％）でありました。このことや他の感心・意欲・態度を問う問題のほとんど

で全国の平均を上回っていることから、本市の児童の国語に対する関心・意欲・態度は高いと考えられ

ます。 
 ただし、「授業で文章を読むとき、段落や話のまとまり毎に内容を理解しながら読んでいますか」の問

いに対しては全国平均を下回っています。また、「授業中に自分の考えを話したり、書いたりしています

か」という問いや「授業で発表するときに、うまく伝わるように話の組み立てを工夫していますか」と

いう問いでは、全国平均値をわずかに上回りましたが、より児童が授業の中で思考・判断・表現する場

の設定を行っていく必要があります。 
 
【学習に対する関心・意欲・態度（算数）】 
 「算数の勉強は好きですか」の問いに対しての肯定回答が７３．８％（全国６６．６％）でした。ま

た、「授業の内容はよくわかりますか」の問いに対しての肯定回答が８６．２％（全国８１．０％）であ

ったことや「将来、社会に出たときに役立つと思いますか」の問いに対して「当てはまる」の回答が８

２．５％（全国６８．５％）、「もっと簡単に解く方法がないか考えますか」の問いに対しての肯定回答

が８９．４％（全国７９．１％）でありました。このことや他の感心・意欲・態度を問う問題のほとん

どで全国の平均を上回っていることから、本市の児童の算数に対する関心・意欲・態度は高いと考えら

れます。 
 ただし、「問題の解き方がわからないときは、諦めずにいろいろな方法を考えますか」の問題だけは、

肯定率が全国平均を下回ったので、授業の中でペアやグループで話し合い課題を解決していく取組等の

授業改善が必要です。 
 
【学習に対する関心・意欲・態度（理科）】 
 「理科の勉強は好きですか」の問いに対しての肯定回答が８８．２％（全国８３．５％）でした。ま

た、「大切だと思いますか」の問いに対して「当てはまる」の回答が７３．１％（全国５９．７％）であ

児童質問紙 

平成２７年度 全国学力・学習状況調査結果（児童・生徒質問紙） 



ったことや「自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがありますか」との回答が９２．５％（全国

８６．９％）でありました。このことや他の感心・意欲・態度を問う問題のほとんどで全国の平均を上

回っていることから、本市の児童の理科に対する関心・意欲・態度は高いと考えられます。 
 
【学習に対する関心・意欲・態度（総合的な学習の時間）】 
 「普段の生活や社会に出たときに役に立つと思いますか」の問いに対しての肯定回答が８８．１％（全

国８５．４％）であり、児童の意識は良好と考えられます。しかしながら、「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ますか」の問いに対する肯定回答

６３．１％（全国６５．８％）と全国平均値よりもわずかですが、下回っています。現在も自分で課題

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むようにしていますが、

より一層の取組の推進が望まれます。 
 
【学習状況（言語活動）】 
 「自分の考えや意見を発表することは得意ですか」の問いに対する肯定回答が５６．３％（全国５１．

２％）、「自分の考えを発表する機会が与えられていたと思いますか」の問いに対する肯定回答が７１．

３％（全国５６．９％）、「学級の友だちとの間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか」の問い

に対する肯定回答が５９．４％（全校４６．７％）でした。このような結果をみてみますと、授業の中

での言語活動の充実が図られてきたと考えられます。 
 ただし、「原稿用紙２～３枚の感想文や説明文を書くこと」や「自分の考えを他の人に説明したり、文

書に書いたりすること」を難しいと考えている児童の割合が多いことを考えるとより一層の取組の充実

が望まれます。 
 
【学習状況（指導状況）】 
「授業のはじめに目標が示されていたと思いますか」の問いに対する肯定回答が９１．９％（全国８７．

３％）、「授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか」の問いに対する肯定回

答が９４．２％（全国７５．３％）、「ノートに学習の目標とまとめを書いていたと思いますか」の問い

に対する肯定回答が９４．４％（全校８７．１％）でした。このような結果をみてみますと、目標とま

とめのある授業が行われていることが伺えます。 
 
【学習時間等】 
 普段（月～金曜日）１日当たりの勉強時間については、「まったくしない」と答えた児童は全国平均よ

りも少なく、１．９％（全国３．０％）でした。「２時間以上」と答えた児童は１６．９％（全国２５．

７％）で少ない状況であります。本市の児童は「１時間～２時間」と答えた児童が４１．３％（３７．

０％）「１時間未満」と答えた児童が４０．０％（全国３４．２％）となっており、全国の状況と比べる

と学習時間が短いことがわかりました。今後の組織的な取組を実施したいと考えています。 
 「塾に行っていない児童」は６５．６％（全国５２．７％）であり、塾に通っていない児童が全体の

約２／３です。 
 読書については、「普段１日当たりの読書時間」が「１０分以下」である児童が４３．１％（全校３５．



７％）であり、読書量の増加が望まれます。 
 「自分で計画を立てて勉強をしていますか」の問いに対しての肯定回答は５７．６％（全国６２．８％）

であり、低い状況にあります。 
 「予習・復習をしていますか」の問いに対しては、予習は全国平均を下回っていますが、復習につい

ては、大きく上回っています。 
 
【学校生活等】 
 「学校はたのしいと思いますか」の問いに対しての肯定回答は８９．４％（全国８７．０％）であり、

「学級会などで友だちと話し合って学級のきまりなどを決めているか」や「みんなで協力して何かをや

り遂げ、うれしかったことがあるか」の設問の肯定率が高いことなどから、充実した学校生活を送って

いる児童が多いと考えられます。 
 
【基本的生活習慣】 
 朝食の摂取状況や起床・就寝の状況は全国平均と比べ上回っています。 
 「普段の１日あたりのテレビやビデオ・ＤＶＤの視聴時間」については、「２時間以上」の児童の割合

は５９．４％であり、全国平均程度であります。「３時間以上」の児童は３４．４％（全国３６．１％）

であります。 
 「普段の１日あたりのゲームやＰＣゲームの使用時間」は「２時間以上」が２５．６％（全国３０．

２％）、「３時間以上」が１０．６％（全国１７．０％）、「４時間以上」が２．５％（全国９．１％）で

あります。全国平均より少ない状況です。 
 「普段の１日あたりの携帯電話・スマートフォンでの使用時間」は「もっていない」児童が４５．０％

（全国４２．０％）、「１～２時間」が１１．９％、「２～３時間」が３．８％、「３～４時間」が０．０％、

「４時間以上」が１．９％で、１時間以上使用している児童が、１７．６％いることになります。 
 この結果をもとに、児童のテレビ・ゲーム・携帯電話・スマートフォンの使用についての指導を充実

させる必要があります。 
 
【家庭・地域・社会との関わり】 
 家庭でのコミュニケーションについては、「話をしている」と回答した児童が６１．９％（全国５３．

２％）であり良好と考えられます。また、「地域行事への参加」についても「参加している」と回答した

児童が８１．９％（全国６６．９％）であり、積極的に関わっている実態が見られます。しかしながら、

「社会に対する興味・関心」においては、「関心がある」と回答した児童が５６．９％（全国６３．９％）

であり、少し低い傾向が伺えます。 
 
【将来に関する意識】 
 「将来の夢や目標を持っていますか」の問いに対する肯定回答が８９．４％（全国８６．５％）であ

り、約９割の児童が夢や目標を持って学校生活が送れています。 
 
【自尊意識】 



 「最後までやり遂げて、うれしかったことがありますか」については、ほぼ全国平均値程度でした。「難

しいことでも、失敗を恐れず挑戦していますか」の問いに対する肯定回答は８４．４％（全国７６．４％）

であり、積極的に物事にチャレンジしている実態があります。 
 「自分にはよいところがあると思いますか」に対する肯定回答は７１．３％（全国７６．４％）であ

ります。また、「ある」と答えた児童は３０．０％にとどまりました。今後の対応としては、失敗を恐れ

ず、積極的にチャレンジしたことを結果ではなく、取り組んだ意欲・行動を積極的に評価し認める等の

取組を推進します。 
 
【規範意識】 
 「人の気持ちがわかる人間になりたいと思いますか」に対する肯定回答は９７．５％（全国９３．９％）、

「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか」に対する肯定回答は９８．２％（全

国９６．２％）であり、規範意識も育っていると考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【学習に対する関心・意欲・態度（国語）】 
 「国語の勉強は好きですか」の問いに対しての肯定回答が６１．３％（全国６０．５％）でした。ま

た、「将来、社会に出たときに役立つと思いますか」の問いに対しての肯定回答が８８．７％（全国８４．

２％）であったことや「全ての書く問題で最後まで解答を書こうと努力した」との回答が８０．１％（全

国７６．４％）で全国平均値を上回りました。 
 ただし、「目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、書いたりしていますか」の問いや「意見

などを発表するとき、うまく伝わるように話の組み立てを工夫していますか」の問いに対しては全国平

均を下回っています。また、「国語の内容はよくわかりますか」という問いでは肯定回答７２．１％（全

国７４．３％）にとどまっていることを考えますと、より生徒が授業の中で思考・判断・表現する場の

設定を行っていくと同時に基本事項を繰り返し指導していく必要があります。 
 
【学習に対する関心・意欲・態度（数学）】 
 「数学の勉強は好きですか」の問いに対しての肯定回答が４６．２％（全国５６．０％）でした。ま

た、「授業の内容はよくわかりますか」の問いに対しての肯定回答が６１．３％（全国７１．６％）であ

り、「問題の解き方が分からないときは、諦めずにいろいろな方法を考えますか」の問いに対しての肯定

回答が６４．０％（全国６９．８％）であることを見ますと、一人一人の実態にあった指導の工夫を行

うことが必要と考えられます。「数学ができるようになりたいと思いますか」の問いに対しての肯定回答

が９２．４％（全国９１．５％）、「普段の生活の中で活用できないか考えますか」の問いに対しての肯

定回答が４３．６％（全国４０．９％）で全国平均値を上回っています。  
 「問題の解き方がわからないときは、諦めずにいろいろな方法を考えますか」「もっと簡単に解く方法

がないか考えますか」「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ますか」の問題にお

いて肯定回答が全国平均値を下回っている状況を見ますとより生徒自身で考えたり、説明したり、話し

合ったりする言語活動を充実させる必要があります。 
 
【学習に対する関心・意欲・態度（理科）】 
 「理科の勉強は大切だと思いますが」の問いに対しての肯定回答が７８．５％（全国６９．３％）で

した。また、「内容はよく分かりますか」の問いに対しての肯定回答が７１．０％（全国６６．８％）で

あったことや「将来、社会に出たときに役立つと思いますか」との回答が７０．９％（全国５４．３％）

でありました。このことから本市の生徒の理科に対する関心・意欲・態度はある程度高いと考えられま

す。 「授業では、理科室で観察や実験をどのくらい行いましたか」の問いに対して「月１回以上」と

回答した生徒が４６．３％（全国８３．９％）「週１回以上」と回答した生徒が１２．４％（全国３９．

２％）となっており、観察や実験の実施回数が少ない状況がみられます。また、「観察や実験の計画をた

てていますか」の回答は全国平均を上回っていますが、「観察や実験の結果をもとに考察していますか」

や「観察や実験の進め方や考え方が間違っていないかを振り返って考えていますか」の肯定回答が全国

生徒質問紙 



平均値を下回っています。このことから、授業の中での考察や振り返りの活動が少ないと考えられます

ので、今後は、授業中での観察・実験における考察・振り返りの場面の充実を図ります。 
 
【学習に対する関心・意欲・態度（総合的な学習の時間）】 
 「普段の生活や社会に出たときに役に立つと思いますか」の問いに対しての肯定回答が８５．５％（全

国７４．６％）であり、生徒の意識は良好と考えられます。しかしながら、「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ますか」の問いに対する肯定回答

４３．０％（全国５８．０％）と全国平均値よりも大きく下回っています。現在も上記のような活動に

取り組むようにしていますが、より一層の取組の推進が望まれます。 
 
【学習状況（言語活動）】 
 「自分の考えや意見を発表することは得意ですか」「友だちの話や意見を最後まで聞くことができます

か」の問いに対する肯定回答はほぼ全国平均値と変わりませんでした。 
「自分の考えを発表する機会が与えられていたと思いますか」の問いに対する肯定回答が８１．７％（全

国８５．９％）、「自分たちで課題を立てて、その解決に向けて情報を集め、話し合いながら整理して、

発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思いますか」の問いに対する肯定回答が６１．９％（全校

６５．７％）でした。このような結果をみてみますと、授業の中でのより一層の言語活動の充実が望ま

れます。 
  
【学習状況（指導状況）】 
「授業のはじめに目標が示されていたと思いますか」の問いに対する肯定回答が９１．４％（全国７９．

７％）、「授業の最後に学習内容を振り返る活動をよく行っていたと思いますか」の問いに対する肯定回

答が６９．９％（全国５９．３％）、「ノートに学習の目標とまとめを書いていたと思いますか」の問い

に対する肯定回答が９０．３％（全校７３．７％）でした。このような結果をみてみますと、目標とま

とめのある授業が行われていることが伺えます。 
 
【学習時間等】 
 普段（月～金曜日）１日当たりの勉強時間については、「まったくしない」と答えた生徒は全国平均よ

りも少なく、２．７％（全国５．３％）でした。しかしながら、「２時間以上」と答えた生徒は１６．７％

（全国３５．７％）で少ない状況であります。本市の生徒は「１時間～２時間」と答えた生徒が３７．

６％（３３．３％）「１時間未満」と答えた生徒が４３．０％（全国２５．６％）となっており、全国の

状況と比べると学習時間が短いことがわかりました。今後の組織的な取組を実施したいと考えています。 
 「塾に行っていない生徒」は６１．３％（全国３８．９％）であり、塾に通っていない生徒が全体の

２／３弱です。 
 読書については、「普段１日当たりの読書時間」が「１０分以下」である生徒が３９．３％（全校４７．

７％）であり、より一層の読書量の増加が望まれます。 
 「自分で計画を立てて勉強をしていますか」の問いに対しての肯定回答は４８．４％（全国４８．８％）

であり、全国平均値と同程度です。 



  
 
【学校生活等】 
 「学校はたのしいと思いますか」の問いに対しての肯定回答は８２．２％（全国８２．１％）であり、

「みんなで協力して何かをやり遂げ、うれしかったことがあるか」の設問の肯定回答が８７．１（全国

８４．２％）と全国平均を上回っていることから、ほとんどの生徒が充実した学校生活を送っていると

考えられます。「学級会などの時間に友だち同士で話し合って学級のきまりなどを決めていると思います

か」の問いに対しての肯定回答は７３．１％（全国７８．３％）であり、学級活動の充実が望まれます。 
 
【基本的生活習慣】 
 朝食の摂取状況や起床・就寝の状況は全国平均値と同程度です。 
 「普段の１日あたりのテレビやビデオ・ＤＶＤの視聴時間」については、「２時間以上」の生徒の割合

は５２．６％（全国５５．７％）であります。「３時間以上」の生徒は２６．３％（全国３０．５％）で

あります。 
 「普段の１日あたりのゲームやＰＣゲームの使用時間」は「２時間以上」が３５．５％（全国３６．

３％）、「３時間以上」が１９．４％（全国２０．５％）、「４時間以上」が８．１％（全国１１．０％）

であります。 
 「普段の１日あたりの携帯電話・スマートフォンでの使用時間」は「もっていない」生徒が２０．４％

（全国２１．４％）、「１～２時間」が１６．７％、「２～３時間」が１６．１％、「３～４時間」が９．

１％、「４時間以上」が８．１％で、１時間以上使用している生徒が、５０．０％いることになります。 
 この結果をもとに、生徒のテレビ・ゲーム・携帯電話・スマートフォンの使用についての指導を充実

させる必要があります。 
 
【家庭・地域・社会との関わり】 
 家庭でのコミュニケーションについては、「話をしている」と回答した生徒が７６．９％（全国７３．

７％）であり良好と考えられます。また、「地域行事への参加」についても「参加している」と回答した

生徒が６８．２％（全国４４．８％）であり、積極的に関わっている実態が見られます。また「社会に

対する興味・関心」においては、「関心がある」と回答した生徒が６３．５％（全国５５．９％）であり、

高い傾向が伺えます。 
 
【将来に関する意識】 
 「将来の夢や目標を持っていますか」の問いに対する肯定回答が７３．６％（全国７１．７％）であ

り、約７割強の生徒が夢や目標を持って学校生活を送っています。 
 
【自尊意識】 
 「最後までやり遂げて、うれしかったことがありますか」については、ほぼ全国平均値と同程度でし

た。「難しいことでも、失敗を恐れず挑戦していますか」の問いに対する肯定回答は７２．６％（全国６

８．８％）であり、積極的に物事にチャレンジしている実態があります。 



 「自分にはよいところがあるとおもいますか」に対する肯定回答は６７．２％（全国６８．１％）で

あります。また、「ある」と答えた生徒は１７．７％にとどまりました。今後の対応としては、失敗を恐

れず、積極的にチャレンジしたことを結果ではなく、取り組んだ意欲・行動を積極的に評価し認める等

の取組を推進します。 
 
【規範意識】 
 「人の気持ちがわかる人間になりたいと思いますか」に対する肯定回答は９５．７％（全国９４．９％）、

「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思いますか」に対する肯定回答は９６．８％（全

国９３．７％）であり、規範意識も育っていると考えられます。 
 
 

 


