
平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度
全国学力全国学力全国学力全国学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査

大仙市分析結果大仙市分析結果大仙市分析結果大仙市分析結果



１１１１ 実施目的実施目的実施目的実施目的 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの学力維持向上及学力維持向上及学力維持向上及学力維持向上及びびびび学習状況学習状況学習状況学習状況のののの把握把握把握把握

２２２２ 実施学年実施学年実施学年実施学年 小学校小学校小学校小学校６６６６年生年生年生年生、、、、中学校中学校中学校中学校３３３３年生年生年生年生

３３３３ 実施教科実施教科実施教科実施教科 国語国語国語国語、、、、算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学

４４４４ 調査内容調査内容調査内容調査内容 ①①①①教科教科教科教科にににに関関関関するするするする調査調査調査調査（（（（国語国語国語国語、、、、算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学））））

Ａ：「Ａ：「Ａ：「Ａ：「知識知識知識知識」」」」などなどなどなど基礎学力基礎学力基礎学力基礎学力にににに関関関関するするするする問題問題問題問題

Ｂ：Ｂ：Ｂ：Ｂ：思考力思考力思考力思考力などなどなどなど「「「「活用活用活用活用」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題

②②②②生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣やややや学習環境学習環境学習環境学習環境にににに関関関関するするするする質問紙調査質問紙調査質問紙調査質問紙調査

・・・・児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに対対対対するするするする調査調査調査調査

・・・・学校学校学校学校にににに対対対対するするするする調査調査調査調査

５５５５ 実施期日実施期日実施期日実施期日 平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年４４４４月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））

６６６６ 調査調査調査調査方式方式方式方式 悉皆調査悉皆調査悉皆調査悉皆調査

７７７７ 調査対象調査対象調査対象調査対象 全国全国全国全国（（（（国公私立小学校国公私立小学校国公私立小学校国公私立小学校））））20,74620,74620,74620,746校校校校（（（（実施実施実施実施率率率率99.299.299.299.2％％％％････････････1,121,1641,121,1641,121,1641,121,164人人人人））））

秋田県公立小学校秋田県公立小学校秋田県公立小学校秋田県公立小学校 222222228888校校校校（（（（実施実施実施実施率率率率99.699.699.699.6％％％％････････････････････････････････････8,1788,1788,1788,178人人人人））））

全国全国全国全国（（（（国公私立中学校国公私立中学校国公私立中学校国公私立中学校））））10,71110,71110,71110,711校校校校（（（（実施実施実施実施率率率率95.195.195.195.1％％％％････････････1,070,8331,070,8331,070,8331,070,833人人人人））））

秋田県公立中学校秋田県公立中学校秋田県公立中学校秋田県公立中学校 122122122122校校校校（（（（実施実施実施実施率率率率100100100100％％％％････････････････････････････････････････ 8,7208,7208,7208,720人人人人））））

Ⅰ 実施の状況
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1 概要概要概要概要

Ⅱ 教科に関する調査結果

【【【【資料資料資料資料１１１１】】】】 教科別教科別教科別教科別・・・・領域別平均正答率領域別平均正答率領域別平均正答率領域別平均正答率のののの状況状況状況状況

○○○○小学校小学校小学校小学校・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに全全全全てのてのてのての教科教科教科教科においてにおいてにおいてにおいて全国全国全国全国のののの平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率をををを上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、本県本県本県本県のののの平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率とのとのとのとの比較比較比較比較においてもにおいてもにおいてもにおいても同程度同程度同程度同程度もももも

しくはしくはしくはしくは上回上回上回上回っておりっておりっておりっており、、、、概概概概ねねねね良好良好良好良好なななな状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。

○○○○小学校小学校小学校小学校・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに活用活用活用活用にににに関関関関わるわるわるわるＢＢＢＢ問題問題問題問題においてにおいてにおいてにおいて、、、、全国及全国及全国及全国及びびびび本県本県本県本県のののの正答率正答率正答率正答率をををを上回上回上回上回っていることからっていることからっていることからっていることから、、、、各学校各学校各学校各学校におけるにおけるにおけるにおける組織的組織的組織的組織的なななな研究研究研究研究

体制体制体制体制のもとのもとのもとのもと、、、、小小小小・・・・中連携中連携中連携中連携によるによるによるによる９９９９年間年間年間年間をををを見通見通見通見通したしたしたした指導指導指導指導によりによりによりにより、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの主体的主体的主体的主体的なななな学習学習学習学習がががが進進進進められめられめられめられ、、、、思考力思考力思考力思考力、、、、判断力判断力判断力判断力、、、、表現力等表現力等表現力等表現力等がががが

育成育成育成育成されてきたされてきたされてきたされてきた成果成果成果成果であるとであるとであるとであると捉捉捉捉えているえているえているえている。。。。

○○○○領域別正答率領域別正答率領域別正答率領域別正答率でみるとでみるとでみるとでみると、、、、小学校小学校小学校小学校・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学のののの「「「「図形図形図形図形」」」」のののの領域領域領域領域にににに、、、、中学校国語中学校国語中学校国語中学校国語のののの「「「「話話話話すことすことすことすこと・・・・聞聞聞聞くことくことくことくこと」」」」のののの領域領域領域領域にににに課題課題課題課題

があるがあるがあるがある。。。。

2 結果結果結果結果

小学校６年生　平均正答率

0

100

国語Ａ

（知識）

国語Ｂ

（活用）

算数Ａ

（知識）

算数Ｂ

（活用）

領域別正答率　小学校国語

0

100

話

す

こ

と

聞

く

こ

と

書

く

こ

と

読

む

こ

と

領域別正答率　小学校算数

0

100

数

と
計

算

量

と
測

定

図

形

数

量

関

係

中学校３年生　平均正答率

0

100

国語Ａ

（知識）

国語Ｂ

（活用）

数学Ａ

（知識）

数学Ｂ

（活用）

領域別正答率　中学校国語

0

100

話

す

こ

と

聞

く

こ

と

書

く

こ

と

読

む

こ

と

領域別正答率　中学校数学

0

100

数

と
式

図

形

関

数

資

料

の

　
活

用

小学校小学校小学校小学校

中学校中学校中学校中学校

伝
統
的
な

言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項

伝
統
的
な

言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項

大仙市

秋田県

全　国



3333

１１１１ 傾向傾向傾向傾向 ◎学力向上の基盤となる基本的な学習習慣が定着し、児童生徒は最後まで問題に粘り強く取り組んでいる。

Ⅲ 教科に関する調査結果の考察

小学校小学校小学校小学校

中学校中学校中学校中学校

【【【【資料資料資料資料２２２２】】】】 記述式問題記述式問題記述式問題記述式問題 平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率・・・・無解答率無解答率無解答率無解答率のののの状況状況状況状況

○○○○小学校小学校小学校小学校・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに全教科全教科全教科全教科でででで無解答率無解答率無解答率無解答率がががが低低低低いいいい。。。。

○○○○記述式記述式記述式記述式のののの問題問題問題問題でもでもでもでも正答率正答率正答率正答率がががが高高高高くくくく、、、、全国全国全国全国及及及及びびびび本県本県本県本県平均平均平均平均をををを上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。またまたまたまた、、、、無解答率無解答率無解答率無解答率もももも低低低低くくくく、、、、小学校国語小学校国語小学校国語小学校国語とととと中学校数学中学校数学中学校数学中学校数学ではではではでは

国国国国やややや県県県県とのとのとのとの差差差差がががが広広広広がってきているがってきているがってきているがってきている。。。。

○○○○学力調査結果学力調査結果学力調査結果学力調査結果がよくなかったがよくなかったがよくなかったがよくなかった児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの割合割合割合割合がががが相対的相対的相対的相対的にににに少少少少ないないないない。。。。

大仙市大仙市大仙市大仙市
秋田県秋田県秋田県秋田県
全全全全　　　　国国国国
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２２２２ 要因要因要因要因
○児童生徒は基本的な学習習慣を身に付け、進んで意見を書いたり、発表したりするなど意欲的に学習に取り

組んでいる。

○難しい問題にも時間いっぱい取り組んでいる児童生徒が多い。

○基礎テストや放課後・長期休業等を活用した補充的学習を実施している。

○ティームティーチングや少人数指導などの効果が表れている。

③③③③ 各教科各教科各教科各教科においてにおいてにおいてにおいて創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫をををを生生生生かしたかしたかしたかした特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動がががが展開展開展開展開されているされているされているされている。。。。

○継続的な読み聞かせや読書活動を推進している。

○小学校における教科担任制の導入、幼保・小・中・高・大など異校種間の連携・交流などにより学習活動の

充実を図っている。

○教育専門監の活用による魅力ある授業、地域人材等の活用による専門的な学習活動が行われている。

○文部科学省指定事業や県の少人数学習推進事業、教育専門監制度、学力向上推進班による単元評価問題など、

国や県の施策を積極的に活用している。

○学校支援地域本部事業などにおいて、地域の人材やボランティア等との連携を推進している。

○市ＰＴＡ連合会を通じて、学力向上に向けた取組について保護者への理解・啓発を図っている。

○市独自の施策を推進している。

・心ふれあうさわやか大仙事業「中（小）学生サミット」（あいさつ、生活習慣の確立、環境教育の推進、

被災地支援・交流活動）

・秋田大学、国際教養大学、県立高等学校等との交流・連携

・体験的学習の時間支援事業実施

・学校生活支援員、日本語指導支援員等の配置

・学力向上推進委員会の開催（学力調査結果分析、改善の視点提示、フォローアップシート作成）

・市教職員研究集会、職務別等研修会の開催

・学校訪問の実施（教育委員等による訪問、教育長等による訪問、指導主事訪問 など）

①①①① 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが学習学習学習学習にににに集中集中集中集中しししし、、、、落落落落ちちちち着着着着いてじっくりいてじっくりいてじっくりいてじっくり考考考考えることができるえることができるえることができるえることができる環境環境環境環境がががが構築構築構築構築されているされているされているされている。。。。

Ⅲ 教科に関する調査結果の考察

②②②② 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに基礎的基礎的基礎的基礎的・・・・基本的基本的基本的基本的なななな事項事項事項事項のののの習得習得習得習得がががが図図図図られているられているられているられている。。。。

④④④④ 県県県県やややや市市市市がががが各学校各学校各学校各学校のののの取組取組取組取組をををを支援支援支援支援するするするする施策施策施策施策をををを推進推進推進推進しているしているしているしている。。。。



①①①①「「「「知識知識知識知識」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、全国全国全国全国のののの結果結果結果結果にににに比比比比べてべてべてべて良好良好良好良好であるがであるがであるがであるが、、、、小小小小・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに国語国語国語国語のののの「「「「言語言語言語言語についてのについてのについてのについての知識知識知識知識・・・・理解理解理解理解・・・・技能技能技能技能」」」」
中学校数学中学校数学中学校数学中学校数学のののの「「「「数学的技能数学的技能数学的技能数学的技能」「」「」「」「数量数量数量数量やややや図形図形図形図形などについてのなどについてのなどについてのなどについての知識知識知識知識・・・・理解理解理解理解」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、国及国及国及国及びびびび県県県県のののの平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率をををを下回下回下回下回るるるる問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、基基基基
礎的礎的礎的礎的・・・・基本的基本的基本的基本的なななな内容内容内容内容のののの習得習得習得習得のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

②②②②「「「「活用活用活用活用」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、全国全国全国全国やややや県県県県のののの結果結果結果結果にににに比比比比べてべてべてべて良好良好良好良好であるがであるがであるがであるが、、、、小学校国語小学校国語小学校国語小学校国語ではではではでは平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率40404040%%%%未満未満未満未満でででで、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率
のののの学校間格差学校間格差学校間格差学校間格差がががが94949494㌽㌽㌽㌽のののの問題問題問題問題もあるなどもあるなどもあるなどもあるなど、、、、学校間格差学校間格差学校間格差学校間格差のののの大大大大きいきいきいきい問題問題問題問題がががが多多多多いいいい。。。。中学校中学校中学校中学校数学数学数学数学ではではではでは、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率40%40%40%40%未満未満未満未満のののの問題問題問題問題がががが16161616問問問問
中中中中6666問問問問あるあるあるある。。。。

③③③③学力向上推進委員会学力向上推進委員会学力向上推進委員会学力向上推進委員会がががが「「「「本市本市本市本市のののの課題課題課題課題とととと改善改善改善改善にににに向向向向けてけてけてけて」」」」でででで提示提示提示提示したしたしたした取組取組取組取組のののの提案提案提案提案やややや、、、、フフフフォローアップシートォローアップシートォローアップシートォローアップシートをををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用しししし、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善
にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを一層推進一層推進一層推進一層推進するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

①①①①「「「「知識知識知識知識」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、全国全国全国全国のののの結果結果結果結果にににに比比比比べてべてべてべて良好良好良好良好であるがであるがであるがであるが、、、、小小小小・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに国語国語国語国語のののの「「「「言語言語言語言語についてのについてのについてのについての知識知識知識知識・・・・理解理解理解理解・・・・技能技能技能技能」」」」
中学校数学中学校数学中学校数学中学校数学のののの「「「「数学的技能数学的技能数学的技能数学的技能」「」「」「」「数量数量数量数量やややや図形図形図形図形などについてのなどについてのなどについてのなどについての知識知識知識知識・・・・理解理解理解理解」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、国及国及国及国及びびびび県県県県のののの平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率をををを下回下回下回下回るるるる問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、基基基基
礎的礎的礎的礎的・・・・基本的基本的基本的基本的なななな内容内容内容内容のののの習得習得習得習得のののの徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

②②②②「「「「活用活用活用活用」」」」にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、全国全国全国全国やややや県県県県のののの結果結果結果結果にににに比比比比べてべてべてべて良好良好良好良好であるがであるがであるがであるが、、、、小学校国語小学校国語小学校国語小学校国語ではではではでは平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率40404040%%%%未満未満未満未満でででで、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率
のののの学校間格差学校間格差学校間格差学校間格差がががが94949494㌽㌽㌽㌽のののの問題問題問題問題もあるなどもあるなどもあるなどもあるなど、、、、学校間格差学校間格差学校間格差学校間格差のののの大大大大きいきいきいきい問題問題問題問題がががが多多多多いいいい。。。。中学校中学校中学校中学校数学数学数学数学ではではではでは、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率40%40%40%40%未満未満未満未満のののの問題問題問題問題がががが16161616問問問問
中中中中6666問問問問あるあるあるある。。。。

③③③③学力向上推進委員会学力向上推進委員会学力向上推進委員会学力向上推進委員会がががが「「「「本市本市本市本市のののの課題課題課題課題とととと改善改善改善改善にににに向向向向けてけてけてけて」」」」でででで提示提示提示提示したしたしたした取組取組取組取組のののの提案提案提案提案やややや、、、、フフフフォローアップシートォローアップシートォローアップシートォローアップシートをををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用しししし、、、、授業改善授業改善授業改善授業改善
にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを一層推進一層推進一層推進一層推進するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

３３３３ 課題課題課題課題

＝＝＝＝国語国語国語国語のののの課題課題課題課題とととと改善改善改善改善にににに向向向向けてけてけてけて＝＝＝＝
■■■■ＨＨＨＨ２５２５２５２５年度年度年度年度のののの調査結果調査結果調査結果調査結果にににに基基基基づくづくづくづく主主主主なななな課題課題課題課題

・文と文の意味を考えながら接続語を使って内容を分けて書くこと。（小）
・目的や意図に応じ、必要な内容を適切に引用して書くこと。（小）
・複数の内容を関係付けながら自分の考えを具体的に書くこと。（小）
・話合いの方向を捉えて司会の役割を果たすこと。（中）
・語句の意味を理解し文脈の中で適切に使うこと。（中）
・修飾語と被修飾語の照応について理解すること。（中）

□□□□主主主主なななな改善策改善策改善策改善策
・日常的な漢字指導の充実、場面に即した多様な語句・語彙指導の工夫を図る
とともに、一定の条件下で多様な文章を書く学習を進めたい。

Ⅲ 教科に関する調査結果の考察

課題課題課題課題がががが見見見見られたられたられたられた活用活用活用活用にににに関関関関するするするする問題例問題例問題例問題例（（（（国語国語国語国語））））

【【【【小小小小学校国語学校国語学校国語学校国語ＢＢＢＢ２２２２三三三三】】】】
全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率 17.8%17.8%17.8%17.8%
県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率 27.5%27.5%27.5%27.5%

○○○○複数複数複数複数のののの内容内容内容内容をををを関係付関係付関係付関係付けたけたけたけた上上上上でででで、、、、自分自分自分自分のののの考考考考ええええ
をををを具体的具体的具体的具体的にににに書書書書くくくく。。。。

5555

【【【【中中中中学校国語学校国語学校国語学校国語ＡＡＡＡ１１１１二二二二】】】】
全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率 54.7%54.7%54.7%54.7%
県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率 58.8%58.8%58.8%58.8%

○○○○話合話合話合話合いのいのいのいの方向方向方向方向をををを捉捉捉捉えたえたえたえた司会司会司会司会のののの発言発言発言発言とととと
してしてしてして適切適切適切適切なものをなものをなものをなものを選択選択選択選択するするするする。。。。



Ⅲ 教科に関する調査結果の考察
課題課題課題課題がががが見見見見られたられたられたられた活用活用活用活用にににに関関関関するするするする問題例問題例問題例問題例（（（（算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学））））

6666

【【【【中中中中学校学校学校学校数学数学数学数学ＡＡＡＡ９９９９】】】】
全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率 13.8%13.8%13.8%13.8%

県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率 13.4%13.4%13.4%13.4%
○○○○関数関数関数関数のののの意味意味意味意味をををを理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。

＝＝＝＝算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学のののの課題課題課題課題とととと改善改善改善改善にににに向向向向けてけてけてけて＝＝＝＝
■■■■ＨＨＨＨ２５２５２５２５年度年度年度年度のののの調査結果調査結果調査結果調査結果にににに基基基基づくづくづくづく主主主主なななな課題課題課題課題

・単位量当たりの大きさを求める除法の式の意味を理解すること。（小）
・表から数値を適切に取り出して二つの数量の関係を捉えること。（小）
・合同な三角形を書くための条件を理解すること。（小）
・関数や確率の意味を理解すること。（中）
・事柄を数学的に捉え、他の事象との関係を考えること。（中）
・図形の性質を示された方針に基づいて説明すること。（中）

□□□□主主主主なななな改善策改善策改善策改善策
・観察や実験など実感を伴って理解できるようにする活動を取り入れるとともに、根拠を
明らかにして的確に表現する活動を取り入れたい。

【【【【中中中中学校学校学校学校数学数学数学数学ＢＢＢＢ４４４４（（（（１１１１））））】】】】
全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率 32.4%32.4%32.4%32.4%
県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率 36.3%36.3%36.3%36.3%

○○○○方針方針方針方針にににに基基基基づいてづいてづいてづいて証明証明証明証明することができるすることができるすることができるすることができる。。。。

【【【【小小小小学校学校学校学校算数算数算数算数ＡＡＡＡ４４４４】】】】
全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率 50.0%50.0%50.0%50.0%
県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率 53.9%53.9%53.9%53.9%

○○○○単位量当単位量当単位量当単位量当たりのたりのたりのたりの大大大大きさをきさをきさをきさを求求求求めるめるめるめる
除法除法除法除法のののの式式式式のののの意味意味意味意味をををを理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。

【【【【小小小小学校学校学校学校算数算数算数算数ＢＢＢＢ２２２２(3)(3)(3)(3)】】】】
全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率全国平均正答率 35.2%35.2%35.2%35.2%
県平均正答率県平均正答率県平均正答率県平均正答率 44.4%44.4%44.4%44.4%

○○○○表表表表からからからから数値数値数値数値をををを適切適切適切適切にににに取取取取りりりり出出出出してしてしてして二二二二つつつつ
のののの数量数量数量数量のののの関係関係関係関係がががが比例比例比例比例のののの関係関係関係関係ではないではないではないではない
ことをことをことをことを記述記述記述記述できるできるできるできる。。。。



１１１１ 概要概要概要概要

○○○○小小小小・・・・中学中学中学中学生生生生共共共共にににに、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの項目項目項目項目でででで全国全国全国全国やややや県県県県のののの平均平均平均平均をををを上回上回上回上回ってってってっておりおりおりおり、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは概概概概ねねねね望望望望ましいましいましいましい生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣がががが形成形成形成形成されているとされているとされているとされていると考考考考えられえられえられえられがががが
がががが、、、、引引引引きききき続続続続きききき実態実態実態実態をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた指導指導指導指導にににに留意留意留意留意するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

○○○○小小小小・・・・中学生共中学生共中学生共中学生共にににに、、、、夢夢夢夢やややや目標目標目標目標、、、、規範意識規範意識規範意識規範意識やややや思思思思いやりいやりいやりいやり、、、、意欲意欲意欲意欲などのなどのなどのなどの道徳性道徳性道徳性道徳性にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる質問項目質問項目質問項目質問項目においてにおいてにおいてにおいて望望望望ましいましいましいましい状況状況状況状況ががががみみみみられるられるられるられる。。。。地域地域地域地域やややや異異異異
校種間校種間校種間校種間とのとのとのとの交流交流交流交流やややや連携連携連携連携をををを基盤基盤基盤基盤としたとしたとしたとした体験活動等体験活動等体験活動等体験活動等をををを通通通通してしてしてして豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心がががが育育育育まれているまれているまれているまれている成果成果成果成果とととと捉捉捉捉えているえているえているえている。。。。

（（（（１１１１））））生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣２２２２ 結果結果結果結果

Ⅳ 学習環境に関する調査の結果

7777

【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の市・県・全国の比較】児童生徒質問紙調査結果より

【資料４】起床・就寝時刻（小・中学校）

【資料５】家の手伝い（小・中学校）

○○○○小小小小・・・・中学生共中学生共中学生共中学生共にににに全国全国全国全国やややや県県県県をををを上回上回上回上回ってってってっているいるいるいる項目項目項目項目がほとんどでありがほとんどでありがほとんどでありがほとんどであり、、、、
児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒はははは概概概概ねねねね良好良好良好良好なななな家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境のののの下下下下にににに、、、、基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣がががが身身身身にににに付付付付
いているいているいているいているものものものものとととと言言言言えるえるえるえる。。。。

○○○○「「「「家家家家のののの手伝手伝手伝手伝いをするいをするいをするいをする」」」」はははは、、、、小学生小学生小学生小学生でででで国国国国やややや県平均県平均県平均県平均をををを下回下回下回下回っているっているっているっている。。。。
各学校各学校各学校各学校ではではではでは保護者保護者保護者保護者とととと連携連携連携連携してしてしてして手伝手伝手伝手伝いのいのいのいの励行励行励行励行をををを促促促促してしてしてしているいるいるいる。。。。「「「「ときときときとき
どきしているどきしているどきしているどきしている」」」」とととと「「「「あまりしていないあまりしていないあまりしていないあまりしていない」」」」のののの選択肢選択肢選択肢選択肢にはにはにはには、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒
によってによってによってによって選択選択選択選択のののの判断基準判断基準判断基準判断基準にににに差差差差がないとがないとがないとがないと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。

家の手伝いをする

家の手伝いをする

40 60 80 100

大仙市大仙市大仙市大仙市
秋田県秋田県秋田県秋田県
全全全全　　　　国国国国

小学校

中学校

(月～金曜日)

７時前に起きる

(月～金曜日)

小はPM10時前に寝る

中はPM11時前に寝る

30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100

小学校 中学校

家の人と普段，夕食を一

緒に食べていいる

家の人と学校の話をする

携帯電話の使い方の約束

を守っている

毎日、同じくらいの時

刻に寝ている

40 60 80 100 40 60 80 100
（持っていないを含む）

小学校 中学校

【資料３】生活習慣の様子（小・中学校）



【資料７ー２】休日の学習時間（小・中学校）

２２２２－（－（－（－（２２２２））））学習習慣学習習慣学習習慣学習習慣

○○○○小小小小・・・・中学生共中学生共中学生共中学生共にににに、、、、自分自分自分自分でででで計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて勉強勉強勉強勉強したしたしたした
りりりり、、、、宿題宿題宿題宿題やややや授業授業授業授業のののの復習復習復習復習によくによくによくによく取取取取りりりり組組組組んだりしてんだりしてんだりしてんだりして
おりおりおりおり、、、、自自自自らららら学学学学ぶぶぶぶ姿勢姿勢姿勢姿勢がががが身身身身にににに付付付付いているいているいているいている。。。。

○○○○平日平日平日平日、、、、休日休日休日休日ともともともとも学習時間学習時間学習時間学習時間「「「「１１１１～～～～２２２２時間未時間未時間未時間未満満満満」」」」のののの
割合割合割合割合がががが、、、、小小小小・・・・中中中中学生共学生共学生共学生共にににに国国国国よりよりよりより多多多多くくくく、、、、県県県県とはとはとはとは同同同同
程度程度程度程度でありでありでありであり、「、「、「、「全全全全くくくく学習学習学習学習をしないをしないをしないをしない」」」」割合割合割合割合はははは国国国国やややや
県県県県よりよりよりより少少少少ないないないない。。。。
ただしただしただしただし、「、「、「、「３３３３時間以上時間以上時間以上時間以上」」」」はははは、、、、小小小小・・・・中学生共中学生共中学生共中学生共にににに国国国国
やややや県県県県よりよりよりより少少少少なくなくなくなく、、、、毎日短時間毎日短時間毎日短時間毎日短時間でででで継続的継続的継続的継続的にににに学習学習学習学習しししし
ているているているている様子様子様子様子がわかるがわかるがわかるがわかる。。。。

Ⅳ 学習環境に関する調査の結果
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【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の市・県・全国の比較】児童生徒質問紙調査結果より

【資料６】家庭学習の様子（小・中学校）

【資料７－１】平日の学習時間（小・中学校）

（（（（休日休日休日休日はははは１１１１ 時間増時間増時間増時間増））））

　　　　　　　　　　　　３３３３時間以上時間以上時間以上時間以上　　　　　　　　　　　　２２２２～～～～３３３３時間時間時間時間　　　　　　　　　　　　１１１１～～～～２２２２時間時間時間時間　　　　　　　　　　　　30303030分分分分～～～～１１１１時間時間時間時間　　　　　　　　　　　　30303030分未満分未満分未満分未満　　　　　　　　　　　　全全全全くしないくしないくしないくしない
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【資料８】平均学習時間
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○○○○全国全国全国全国やややや県県県県にににに比比比比べべべべ、、、、多多多多くのくのくのくの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが達成感達成感達成感達成感やややや成就感成就感成就感成就感
をもちをもちをもちをもち、、、、目標目標目標目標をもってをもってをもってをもって挑戦挑戦挑戦挑戦しようとするしようとするしようとするしようとする意欲意欲意欲意欲がががが高高高高いいいい
とととと言言言言えるえるえるえる。。。。

○○○○中学生中学生中学生中学生はははは３３３３年前年前年前年前（（（（小小小小６６６６時時時時））））のののの調査結果調査結果調査結果調査結果にににに比比比比べべべべ、、、、達成達成達成達成
感感感感やややや意欲意欲意欲意欲においてにおいてにおいてにおいて肯定的肯定的肯定的肯定的なななな回答回答回答回答のののの割合割合割合割合がががが伸伸伸伸びているびているびているびている。。。。

○○○○各校各校各校各校におけるにおけるにおけるにおける児童生徒主体児童生徒主体児童生徒主体児童生徒主体のののの学習活動学習活動学習活動学習活動、、、、体験活動体験活動体験活動体験活動やややや
キャリアキャリアキャリアキャリア教育等教育等教育等教育等のののの充実充実充実充実にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの成果成果成果成果であるとであるとであるとであると
捉捉捉捉えているえているえているえている。。。。

○○○○学校学校学校学校のきまりのきまりのきまりのきまりをきちんとをきちんとをきちんとをきちんと守守守守りりりり、、、、いじめはいじめはいじめはいじめは許許許許さないなさないなさないなさないな
どどどど、、、、規範意識規範意識規範意識規範意識がががが高高高高いいいい児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの割合割合割合割合がががが多多多多いいいい。。。。またまたまたまた、、、、
人人人人のののの気持気持気持気持ちちちちがががが分分分分かりかりかりかり、、、、役役役役にににに立立立立ちたいなどのちたいなどのちたいなどのちたいなどの思思思思いやりいやりいやりいやり
のののの心心心心もももも好好好好ましいましいましいましい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。

○○○○中学生中学生中学生中学生はははは３３３３年前年前年前年前（（（（小小小小６６６６時時時時））））のののの調査結果調査結果調査結果調査結果にににに比比比比べべべべ、、、、規範規範規範規範
意識意識意識意識にににに関関関関するするするする項目項目項目項目へのへのへのへの肯定的肯定的肯定的肯定的なななな回答回答回答回答のののの割合割合割合割合がががが伸伸伸伸びてびてびてびて
いるいるいるいる。。。。

○○○○好好好好ましいましいましいましい家庭家庭家庭家庭生活生活生活生活やややや地域地域地域地域のののの温温温温かいかいかいかい関関関関わりわりわりわりのののの下下下下、、、、各学各学各学各学
校校校校におけるにおけるにおけるにおける適切適切適切適切なななな生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導やややや体験活動体験活動体験活動体験活動をはじめとをはじめとをはじめとをはじめとすすすす
るるるる児童児童児童児童会会会会、、、、生徒会活動等生徒会活動等生徒会活動等生徒会活動等のののの取組取組取組取組のののの成果成果成果成果であるとであるとであるとであると捉捉捉捉ええええ
ているているているている。。。。

Ⅳ 学習環境に関する調査の結果
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【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の市・県・全国の比較】児童生徒質問紙調査結果より

【資料９】規範意識や思いやりの心（小・中学校）

【資料１０】達成感・成就感や意欲（小・中学校）

２２２２－（－（－（－（３３３３））））規範意識規範意識規範意識規範意識

２２２２－（－（－（－（４４４４））））達成感達成感達成感達成感やややや意欲意欲意欲意欲
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２２２２－（－（－（－（５５５５））））地域地域地域地域へのへのへのへの愛着愛着愛着愛着

○○○○小小小小・・・・中学中学中学中学生生生生共共共共にににに「「「「地域地域地域地域やややや社会社会社会社会でででで起起起起こっているこっているこっているこっている問題問題問題問題やややや
出来事出来事出来事出来事にににに関心関心関心関心があるがあるがあるがある」「」「」「」「地域地域地域地域をよくするためにをよくするためにをよくするためにをよくするために何何何何をををを
すべきかすべきかすべきかすべきか考考考考えることがあるえることがあるえることがあるえることがある」」」」とととと回答回答回答回答しているしているしているしている割合割合割合割合がががが
高高高高いいいい。。。。

○○○○地域行事地域行事地域行事地域行事へのへのへのへの参加参加参加参加のののの状況状況状況状況はははは、、、、小小小小・・・・中中中中学生学生学生学生共共共共にににに国国国国やややや県県県県
よりもよりもよりもよりも上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。

○○○○中中中中（（（（小小小小））））学生学生学生学生サミットサミットサミットサミットをををを通通通通してしてしてしてエコエコエコエコ活動活動活動活動やややや被災地支被災地支被災地支被災地支
援援援援・・・・交流活動等交流活動等交流活動等交流活動等をさらにをさらにをさらにをさらに進進進進めていくとともにめていくとともにめていくとともにめていくとともに、、、、地域地域地域地域
行事行事行事行事のののの担担担担いいいい手手手手としてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動をををを通通通通してしてしてして、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの関関関関わわわわ
りもりもりもりも深深深深めてめてめてめていきたいいきたいいきたいいきたい。。。。

○○○○協力的協力的協力的協力的でででで温温温温かいかいかいかい地域地域地域地域のののの教育力教育力教育力教育力のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実をををを期期期期してしてしてして、、、、
引引引引きききき続続続続きききき地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる特色特色特色特色あるあるあるある教育活動教育活動教育活動教育活動のののの推推推推
進進進進とととと大仙市大仙市大仙市大仙市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ連合連合連合連合会会会会とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった取組取組取組取組をををを重視重視重視重視
ししししていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。

Ⅳ 学習環境に関する調査の結果

２２２２－（－（－（－（６６６６））））読書習慣読書習慣読書習慣読書習慣

○○○○小学生小学生小学生小学生のののの読書時間読書時間読書時間読書時間がががが国国国国やややや県平均県平均県平均県平均をををを下回下回下回下回っているがっているがっているがっているが、、、、
図書館利用図書館利用図書館利用図書館利用やややや読書読書読書読書がががが好好好好きであるときであるときであるときであると答答答答えたえたえたえた割合割合割合割合はははは国国国国やややや
県平均県平均県平均県平均をををを上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。

○○○○学校質問紙調査学校質問紙調査学校質問紙調査学校質問紙調査のののの結果結果結果結果によるとによるとによるとによると、、、、中学校中学校中学校中学校ではではではでは一斉読一斉読一斉読一斉読
書書書書のののの時間時間時間時間をををを週週週週にににに複数回設定複数回設定複数回設定複数回設定しているところがしているところがしているところがしているところが100%100%100%100%でででで
ありありありあり前年度前年度前年度前年度よりもよりもよりもよりも増増増増えているえているえているえている。。。。

○○○○市市市市でででではははは「「「「大仙市大仙市大仙市大仙市っっっっ子読書子読書子読書子読書のののの日日日日」」」」をををを制定制定制定制定したりしたりしたりしたり「「「「ふるふるふるふる
さとさとさとさと納税文庫納税文庫納税文庫納税文庫」」」」をををを設置設置設置設置したりなどしたりなどしたりなどしたりなど、、、、読書活動推進計読書活動推進計読書活動推進計読書活動推進計
画画画画をををを実践実践実践実践しているしているしているしているがががが、、、、さらにさらにさらにさらに充実充実充実充実させていきたいさせていきたいさせていきたいさせていきたい。。。。
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【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の市・県・全国の比較】児童生徒質問紙調査結果より

大仙市大仙市大仙市大仙市
秋田県秋田県秋田県秋田県
全全全全　　　　国国国国

家や図書館で、普段１日あ

たり30分以上読書をする

授業以外で、本を読んだり、借りたり

するために、学校や地域の図書館

へ月１～３回以上行く

読書は好き

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

【資料１２】読書に関する状況（小・中学校）
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0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

【資料１１】地域や社会、人や行事などへのかかわり（小・中学校）
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【生活習慣等】

１１１１ 概要概要概要概要

児童児童児童児童生徒質問紙生徒質問紙生徒質問紙生徒質問紙においてにおいてにおいてにおいて、、、、質問紙質問紙質問紙質問紙のののの結果結果結果結果とととと４４４４科目科目科目科目のののの平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率とのとのとのとの間間間間にににに相関相関相関相関がみられたがみられたがみられたがみられた主主主主なななな項目項目項目項目

【学習習慣等】

〈〈〈〈相関相関相関相関がみられたがみられたがみられたがみられた主主主主なななな項目項目項目項目〉〉〉〉
○○○○自分自分自分自分でででで計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて勉強勉強勉強勉強しているしているしているしている。。。。 ◎◎◎◎学校学校学校学校のののの宿題宿題宿題宿題をしているをしているをしているをしている。。。。 ○○○○学校学校学校学校のののの授業授業授業授業のののの復習復習復習復習をしているをしているをしているをしている。。。。
○○○○授業以外授業以外授業以外授業以外にににに図書館図書館図書館図書館をををを利用利用利用利用するするするする。。。。 ◎◎◎◎読書読書読書読書がががが好好好好きであるきであるきであるきである。。。。 ○○○○地域地域地域地域やややや社会社会社会社会でででで起起起起こっているこっているこっているこっている問題問題問題問題やややや出来事出来事出来事出来事にににに関心関心関心関心があるがあるがあるがある。。。。

【授業への取り組み】

〈〈〈〈相関相関相関相関がみられたがみられたがみられたがみられた主主主主なななな項目項目項目項目〉〉〉〉
◎◎◎◎授業授業授業授業でででで自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを発表発表発表発表するするするする機会機会機会機会がががが与与与与えられているえられているえられているえられている。。。。 ○○○○原稿用紙原稿用紙原稿用紙原稿用紙２２２２、、、、３３３３枚枚枚枚のののの文文文文をををを書書書書くのはくのはくのはくのは難難難難しいしいしいしい。。。。
○○○○普段普段普段普段のののの授業授業授業授業でででで生徒生徒生徒生徒のののの間間間間でででで話話話話しししし合合合合うううう活動活動活動活動をよくをよくをよくをよく行行行行っているっているっているっている。（。（。（。（中学校中学校中学校中学校）））） ○○○○自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを他他他他のののの人人人人にににに説明説明説明説明したりしたりしたりしたり文章文章文章文章にににに書書書書くことはくことはくことはくことは難難難難しいしいしいしい。。。。
◎◎◎◎国語国語国語国語のののの授業授業授業授業でででで考考考考えのえのえのえの理由理由理由理由がががが分分分分かるようにかるようにかるようにかるように書書書書いているいているいているいている。（。（。（。（中学校中学校中学校中学校）））） ◎◎◎◎国語国語国語国語のののの授業授業授業授業のののの内容内容内容内容がよくがよくがよくがよく分分分分かるかるかるかる。（。（。（。（小学校小学校小学校小学校））））
◎◎◎◎算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学のののの授業授業授業授業のののの内容内容内容内容がよくがよくがよくがよく分分分分かるかるかるかる。。。。 ◎◎◎◎算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学のののの解解解解きききき方方方方がががが分分分分からないときからないときからないときからないとき諦諦諦諦めずにいろいろなめずにいろいろなめずにいろいろなめずにいろいろな方法方法方法方法をををを考考考考えるえるえるえる。。。。
◎◎◎◎公式公式公式公式やきまりをやきまりをやきまりをやきまりを習習習習うときそのうときそのうときそのうときその理由理由理由理由をををを理解理解理解理解しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。 ○○○○算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学でもっとでもっとでもっとでもっと簡単簡単簡単簡単にににに解解解解くくくく方法方法方法方法がないかがないかがないかがないか考考考考えるえるえるえる。。。。

〈〈〈〈相関相関相関相関がみられたがみられたがみられたがみられた主主主主なななな項目項目項目項目〉〉〉〉
○○○○毎日朝食毎日朝食毎日朝食毎日朝食をををを食食食食べているべているべているべている。。。。 ○○○○毎日同毎日同毎日同毎日同じくらいのじくらいのじくらいのじくらいの時刻時刻時刻時刻にににに寝寝寝寝ているているているている。。。。 ○○○○毎日同毎日同毎日同毎日同じくらいのじくらいのじくらいのじくらいの時刻時刻時刻時刻にににに起起起起きているきているきているきている。（。（。（。（小学校小学校小学校小学校））））
○○○○家家家家のののの人人人人とととと学校学校学校学校でのでのでのでの出来事出来事出来事出来事についてについてについてについて話話話話しているしているしているしている。。。。 ○○○○ふだんふだんふだんふだん１１１１日日日日１１１１時間以上時間以上時間以上時間以上ゲームゲームゲームゲームをするをするをするをする。。。。
◎◎◎◎ものごとをものごとをものごとをものごとを最後最後最後最後までやりまでやりまでやりまでやり遂遂遂遂げてうれしかったことがあるげてうれしかったことがあるげてうれしかったことがあるげてうれしかったことがある。（。（。（。（小小小小学校学校学校学校）））） ○○○○難難難難しいことでもしいことでもしいことでもしいことでも失敗失敗失敗失敗をををを恐恐恐恐れないでれないでれないでれないで挑戦挑戦挑戦挑戦しているしているしているしている。。。。
○○○○自分自分自分自分にはよいところがあるにはよいところがあるにはよいところがあるにはよいところがある。。。。 ○○○○学校学校学校学校のきまりをのきまりをのきまりをのきまりを守守守守っているっているっているっている。。。。 ○○○○学校学校学校学校にににに行行行行くのはくのはくのはくのは楽楽楽楽しいしいしいしい。。。。

Ⅴ 学習環境と学力調査との相関
○○○○教科教科教科教科のののの正答率正答率正答率正答率とととと相関相関相関相関ががががみみみみられたられたられたられた児童生徒質問紙児童生徒質問紙児童生徒質問紙児童生徒質問紙のののの質問項目質問項目質問項目質問項目においてにおいてにおいてにおいて、、、、本市本市本市本市のののの状況状況状況状況はははは概概概概ねねねね良好良好良好良好であるであるであるである。。。。

【調査問題への取り組み】

〈〈〈〈相関相関相関相関がみられたがみられたがみられたがみられた主主主主なななな項目項目項目項目〉〉〉〉
◎◎◎◎国語国語国語国語でででで解答解答解答解答をををを文章文章文章文章でででで書書書書くくくく問題問題問題問題にににに最後最後最後最後までまでまでまで書書書書こうとこうとこうとこうと努力努力努力努力したしたしたした。。。。
◎◎◎◎算数算数算数算数・・・・数学数学数学数学でででで言葉言葉言葉言葉やややや式式式式をををを使使使使ってってってって説明説明説明説明するするするする問題問題問題問題にににに最後最後最後最後までまでまでまで書書書書こうとこうとこうとこうと努力努力努力努力したしたしたした。。。。

◎◎◎◎はははは相関相関相関相関がががが強強強強いいいい項目項目項目項目



20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理 科

起きている

起きていない

○○○○毎日毎日毎日毎日、、、、 同同同同じくらいのじくらいのじくらいのじくらいの時刻時刻時刻時刻にににに寝寝寝寝ていますかていますかていますかていますかというというというという質問質問質問質問にににに、、、、

「「「「寝寝寝寝ているているているている」「」「」「」「どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば寝寝寝寝ているているているている」」」」とととと回答回答回答回答しししし
たたたた児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高くくくく、、、、小小小小
学校学校学校学校のののの方方方方がががが相関相関相関相関がががが顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。。。。

【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）と
（あまりあてはまらない＋全くあてはまらない）の比較】

２２２２－（－（－（－（１１１１））））家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの生活生活生活生活２２２２ 相関相関相関相関

○○○○朝食朝食朝食朝食をををを毎日食毎日食毎日食毎日食べていますかべていますかべていますかべていますかといといといというううう質問質問質問質問にににに、「、「、「、「食食食食べていべていべていべてい
るるるる」」」」「「「「どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば食食食食べているべているべているべている」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童児童児童児童
生徒生徒生徒生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高くくくく、、、、小学校小学校小学校小学校のののの
方方方方がががが相関相関相関相関がががが顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。。。。

○○○○家家家家のののの人人人人とととと学校学校学校学校でのでのでのでの出来事出来事出来事出来事についてについてについてについて話話話話をしていますかをしていますかをしていますかをしていますかとととと
いういういういう質問質問質問質問にににに、「、「、「、「話話話話しているしているしているしている」「」「」「」「どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば話話話話しししし
ているているているている」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均平均平均平均
正答率正答率正答率正答率がががが高高高高いいいい。。。。

【資料１３】

Ⅴ 学習環境と学力調査との相関

12121212

【家の人と学校での出来事について話している】〈 質問番号Ⅰ-（２４）、Ⅱ-（２１）、Ⅲ-（３１） 〉

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

話している

話していない
どの教科も約3～9㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

話している

話していない

どの教科も約4～6㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

食べている

食べていない

【朝食を毎日食べている】

どの教科も約10～20㌽の差がある。
小学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

食べている

食べていない

〈 質問番号Ⅰ-（１）、Ⅱ-（１）、Ⅲ-（１） 〉

どの教科も約5～9㌽の差がある。
中学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

寝ている

寝ていない

【毎日、同じくらいの時刻に寝ている】

どの教科も約8～12㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

寝ている

寝ていない

〈 質問番号Ⅰ-（２）、Ⅱ-（２）、Ⅲ-（２） 〉

どの教科も約2～6㌽の差がある。
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２２２２－（－（－（－（２２２２））））意欲意欲意欲意欲、、、、規範意識等規範意識等規範意識等規範意識等

【難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している】

○○○○難難難難しいことでもしいことでもしいことでもしいことでも、、、、失敗失敗失敗失敗をををを恐恐恐恐れないでれないでれないでれないで挑戦挑戦挑戦挑戦していますかしていますかしていますかしていますか
というというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「しているしているしているしている」「」「」「」「どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばしてしてしてして
いるいるいるいる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、全全全全てのてのてのての
教科教科教科教科でででで平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが同程度同程度同程度同程度かかかか高高高高いいいい。。。。特特特特にににに小学生小学生小学生小学生でででで相関相関相関相関
がががが顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。。。。

〈 質問番号Ⅰ-（５）、Ⅱ-（５）、Ⅲ-（５） 〉

【学校に行くのは楽しいと思う】 〈 質問番号Ⅰ-（３５）、Ⅱ-（２８）、Ⅲ-（３８） 〉

【学校のきまり（規則）を守っている】

○○○○学校学校学校学校のきまりのきまりのきまりのきまりをををを守守守守っていますかっていますかっていますかっていますかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「守守守守っっっっ
ているているているている」「」「」「」「どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば守守守守っているっているっているっている」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした
児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

〈 質問番号Ⅰ-（４４）、Ⅱ-（４１）、Ⅲ-（４４） 〉

【資料１４】

○○○○学校学校学校学校にににに行行行行くのはくのはくのはくのは楽楽楽楽しいとしいとしいとしいと思思思思いますかいますかいますかいますか、、、、というというというという質問質問質問質問にににに、、、、
「「「「思思思思うううう」「」「」「」「どちらかといえばどちらかといえばどちらかといえばどちらかといえば思思思思うううう」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生児童生児童生児童生
徒徒徒徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

Ⅴ 学習環境と学力調査との相関
【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）と

（あまりあてはまらない＋全くあてはまらない）の比較】

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

している

していない

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

している

していない

どの教科も約7～12㌽の差がある。
小学校 中学校 国語Ａ以外で

約1～7㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

思う

思わない

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

思う

思わない
どの教科も約3～7㌽の差がある。どの教科も約5～12㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

守っている

守っていない

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

守っている

守っていない

どの教科も約2～7㌽の差がある。 どの教科も約1～13㌽の差がある。
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２２２２－（－（－（－（３３３３））））家庭学習家庭学習家庭学習家庭学習のののの習慣習慣習慣習慣

【家で学校の宿題をしている】

○○○○家家家家でででで学校学校学校学校のののの宿題宿題宿題宿題をしていますかをしていますかをしていますかをしていますかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「しししし
ているているているている」「」「」「」「どちらかといえばしているどちらかといえばしているどちらかといえばしているどちらかといえばしている」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした
児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、どのどのどのどの教科教科教科教科においてもにおいてもにおいてもにおいても平平平平
均正答率均正答率均正答率均正答率がががが高高高高いいいい。。。。特特特特にににに小学生小学生小学生小学生のののの方方方方のののの差差差差がががが大大大大きくきくきくきく、、、、国国国国
語語語語がががが顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。。。。

〈 質問番号Ⅰ-（３０）、Ⅱ-（２５）、Ⅲ-（３５） 〉

【家で学校の授業の復習をしている】

○○○○家家家家でででで学校学校学校学校のののの授業授業授業授業のののの復習復習復習復習をしていますかをしていますかをしていますかをしていますかというというというという質問質問質問質問にににに、、、、
「「「「しているしているしているしている」「」「」「」「どちらかといえばしているどちらかといえばしているどちらかといえばしているどちらかといえばしている」」」」とととと回答回答回答回答
したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、どのどのどのどの教科教科教科教科においてにおいてにおいてにおいて
もももも平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

〈質問番号Ⅰ-（３２）、Ⅱ-（２７）、Ⅲ-（３７）〉

【家で自分で計画をたてて勉強している】

○○○○家家家家でででで自分自分自分自分でででで計画計画計画計画をををを立立立立てててててててて勉強勉強勉強勉強をしていますかをしていますかをしていますかをしていますかというというというという質質質質
問問問問にににに、、、、「「「「しているしているしているしている」「」「」「」「どちらかといえばしているどちらかといえばしているどちらかといえばしているどちらかといえばしている」」」」
とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、どのどのどのどの教科教科教科教科にににに
おいてもおいてもおいてもおいても平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

〈 質問番号Ⅰ-（２９）、Ⅱ-（２４）、Ⅲ-（３４） 〉
【資料１５】

Ⅴ 学習環境と学力調査との相関
【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）と

（あまりあてはまらない＋全くあてはまらない）の比較】

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

している

していない
どの教科も約3～9㌽の差がある。

小学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

している

していない

中学校
どの教科も約1～5㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

している

していない
どの教科も約22～31㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

している

していない
どの教科も約6～15㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

している

していない

どの教科も約5～9㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

している

していない
どの教科も約3～7㌽の差がある。
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２２２２－（－（－（－（４４４４））））読書習慣読書習慣読書習慣読書習慣、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの関心関心関心関心

○○○○昼休昼休昼休昼休みやみやみやみや放課後放課後放課後放課後、、、、学校学校学校学校がががが休休休休みのみのみのみの日日日日にににに、、、、本本本本をををを読読読読んだりんだりんだりんだり、、、、
借借借借りたりするためにりたりするためにりたりするためにりたりするために学校学校学校学校やややや地域地域地域地域のののの図書館図書館図書館図書館にどれくらにどれくらにどれくらにどれくら
いいいい行行行行ってますかってますかってますかってますかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「行行行行くことがあるくことがあるくことがあるくことがある」」」」
とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率
がががが高高高高いいいい。。。。

【本を読んだり、借りたりするために学校や地域の図書館に行っている】 〈 質問番号Ⅰ-（２１）、Ⅱ-（１９）、Ⅲ-（２９） 〉

【読書は好きだ】

○○○○読書読書読書読書はははは好好好好きですかきですかきですかきですかというというというという質問質問質問質問にににに「「「「あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる」」」」「「「「どどどど
ちらかといえばあてはまるちらかといえばあてはまるちらかといえばあてはまるちらかといえばあてはまる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの
グループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。特特特特にににに、、、、小学校小学校小学校小学校
のののの相関相関相関相関がががが顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。。。。

〈質問番号Ⅰ-（５６）、Ⅱ-（５５）、Ⅲ-（６５）〉

〈 質問番号Ⅰ-（３８）、Ⅱ-（３２）、Ⅲ-（４２） 〉

【資料１６】

【地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある】

○○○○地域地域地域地域やややや社会社会社会社会でででで起起起起こっているこっているこっているこっている問題問題問題問題やややや出来事出来事出来事出来事にににに関心関心関心関心があがあがあがあ
りますかりますかりますかりますかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「関心関心関心関心があるがあるがあるがある」「」「」「」「どちらかどちらかどちらかどちらか
といえばといえばといえばといえば関心関心関心関心があるがあるがあるがある」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグルーグルーグルーグルー
ププププのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

Ⅴ 学習環境と学力調査との相関
【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）と

（あまりあてはまらない＋全くあてはまらない）の比較】

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

行くことがある

ほとんど行かない
どの教科も約3～10㌽の差がある。

小学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

行くことがある

ほとんど行かない
どの教科も約5～10㌽の差がある。

中学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

あてはまる

あてはまらない
どの教科も約8～17㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

あてはまる

あてはまらない
どの教科も約4～7㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

あてはまる

あてはまらない

どの教科も約4～7㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

あてはまる

あてはまらない

どの教科も約5～11㌽の差がある。
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２２２２－（－（－（－（５５５５））））授業授業授業授業へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ

○○○○授業授業授業授業でででで自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを発表発表発表発表するするするする機会機会機会機会があたえられていがあたえられていがあたえられていがあたえられてい
ますかますかますかますかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「あてはまるあてはまるあてはまるあてはまる」「」「」「」「どちらかとどちらかとどちらかとどちらかと
いえばあてはまるいえばあてはまるいえばあてはまるいえばあてはまる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループ
のののの方方方方がががが平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高くくくく、、、、小小小小・・・・中学生共中学生共中学生共中学生共にににに相関相関相関相関がががが顕顕顕顕
著著著著であるであるであるである。。。。

【授業で自分の考えを発表する機会がある】〈 質問番号Ⅰ-（４９）、Ⅱ-（４７）、Ⅲ-（５５） 〉

○○○○授業授業授業授業でででで自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを説明説明説明説明したりしたりしたりしたり、、、、文章文章文章文章にににに書書書書いたりすいたりすいたりすいたりす
るのはるのはるのはるのは難難難難しいですかしいですかしいですかしいですかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「あてはまらなあてはまらなあてはまらなあてはまらな
いいいい」「」「」「」「どちらかといえばあてはまらないどちらかといえばあてはまらないどちらかといえばあてはまらないどちらかといえばあてはまらない」」」」とととと回答回答回答回答しししし
たたたた児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

【授業で考えを説明したり、文章に書いたりするのは難しい】 〈 質問番号Ⅰ-（５２）、Ⅱ-（５１）、Ⅲ-（６０） 〉

【自分の考えを書くとき、考えの理由が分かるように気をつけて書く】

○○○○自分自分自分自分のののの考考考考えをえをえをえを書書書書くときくときくときくとき、、、、考考考考えのえのえのえの理由理由理由理由がががが分分分分かるようにかるようにかるようにかるように
気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて書書書書きますかきますかきますかきますかというというというという質問質問質問質問にににに、「、「、「、「あてはまあてはまあてはまあてはまるるるる」」」」
「「「「どちらかといえばあてはまるどちらかといえばあてはまるどちらかといえばあてはまるどちらかといえばあてはまる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした児童生児童生児童生児童生
徒徒徒徒ののののグループグループグループグループのののの方方方方がががが、、、、平均正答率平均正答率平均正答率平均正答率がががが高高高高いいいい。。。。

〈質問番号Ⅰ-（６０）、Ⅱ-（５９）、Ⅲ-（６９）〉

【資料１７】

Ⅴ 学習環境と学力調査との相関
【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）と

（あまりあてはまらない＋全くあてはまらない）の比較】

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

あてはまる

あてはまらない
どの教科も約612～19㌽の差がある。

小学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

あてはまる

あてはまらない
どの教科も約14～18㌽の差がある。

中学校

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

あてはまらない

あてはまる

どの教科も約5～9㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

あてはまらない

あてはまる

どの教科も約6～9㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

あてはまる

あてはまらない

どの教科も約6～10㌽の差がある。

20

40

60

80

100

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

あてはまる

あてはまらない
どの教科も約5～11㌽の差がある。



１１１１ 概要概要概要概要

補充的な学習サポート（小・中学校）

○○○○子子子子どもどもどもども主体主体主体主体のののの授業授業授業授業についてのについてのについてのについての各学校各学校各学校各学校のののの意識意識意識意識がががが高高高高いいいい。。。。
児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒もももも約約約約95%95%95%95%がががが「「「「発表発表発表発表のののの機会機会機会機会がががが与与与与えられているえられているえられているえられている」」」」
「「「「話話話話しししし合合合合うううう活動活動活動活動をををを行行行行っているっているっているっている」」」」とととと回答回答回答回答しておりしておりしておりしており、、、、子子子子
どもどもどもども主体主体主体主体のののの学習指導学習指導学習指導学習指導がががが展開展開展開展開されされされされていることがていることがていることがていることが子子子子どもどもどもども
たちにもたちにもたちにもたちにも実感実感実感実感されているされているされているされている。。。。中学校中学校中学校中学校についてはについてはについてはについては、、、、取組取組取組取組
のののの意識意識意識意識にににに差差差差がががが見見見見られるられるられるられる。。。。

○○○○各学校各学校各学校各学校ではではではでは、、、、全国全国全国全国やややや県県県県にににに比比比比べてべてべてべて補充的補充的補充的補充的なななな学習学習学習学習ササササポポポポーーーー
トトトトをををを実施実施実施実施しているしているしているしている割合割合割合割合がががが高高高高くくくく、、、、個個個個にににに応応応応じたきめじたきめじたきめじたきめ細細細細かかかか
なななな指導指導指導指導がががが展開展開展開展開されているされているされているされている。。。。
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※Ｈ２４年度の状況について回答するもの
【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の

市・県・全国の比較】学校質問紙調査結果より

Ⅵ 学校質問紙調査の結果

○○○○学習指導学習指導学習指導学習指導についてはについてはについてはについては、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒をををを主体主体主体主体としたとしたとしたとした学習展開学習展開学習展開学習展開、、、、補充的補充的補充的補充的なななな学習学習学習学習サポートサポートサポートサポート、、、、活用活用活用活用にににに関関関関わるわるわるわる指導指導指導指導、、、、全国学力全国学力全国学力全国学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査をををを活用活用活用活用
したしたしたした指導等指導等指導等指導等にににに関関関関してしてしてして、、、、小小小小・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに全国及全国及全国及全国及びびびび本県本県本県本県のののの平均平均平均平均をををを上回上回上回上回っているっているっているっている質問項目質問項目質問項目質問項目がががが多多多多くくくく、、、、概概概概ねねねね好好好好ましいましいましいましい取組取組取組取組状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると捉捉捉捉えていえていえていえてい
るるるる。。。。

○○○○読書読書読書読書、、、、学学学学びびびび方方方方、、、、生生生生きききき方等方等方等方等にににに関関関関わるわるわるわる指導指導指導指導、、、、保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの連携等連携等連携等連携等にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、小小小小・・・・中学校共中学校共中学校共中学校共にににに全国及全国及全国及全国及びびびび本県本県本県本県のののの平均平均平均平均をををを上回上回上回上回っているっているっているっている質問項目質問項目質問項目質問項目
がががが多多多多くくくく、、、、各各各各学校学校学校学校はははは積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでいるとんでいるとんでいるとんでいると捉捉捉捉えているえているえているえている。。。。

２２２２ 結果結果結果結果 （（（（１１１１））））学習指導学習指導学習指導学習指導－－－－１１１１

子ども主体の学習（小・中学校）

児童生徒の考えを引き出した

り、深めたりする発問や指導

をしている

児童生徒の発言や活動の時

間を確保して授業を進めてい

る

70 80 90 100 70 80 90 100

小学校 中学校

算数・数学の指導として、前

年度までに補充的な学習の

指導を行った

国語の指導として、前年度ま

でに補充的な学習の指導を

行った

長期休業日を利用した補充

的な学習サポートを延べ5日

以上実施した

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

小学校 中学校

大仙市大仙市大仙市大仙市

秋田県秋田県秋田県秋田県

全全全全　　　　国国国国

【資料１８】



（（（（２２２２））））読書読書読書読書、、、、学学学学びびびび方方方方、、、、生生生生きききき方等指導方等指導方等指導方等指導

○○○○小学校小学校小学校小学校においてにおいてにおいてにおいて「「「「将来将来将来将来のののの仕事仕事仕事仕事やややや夢夢夢夢についてについてについてについて考考考考えさせえさせえさせえさせ
るるるる指導指導指導指導」」」」がががが前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べてべてべてべて伸伸伸伸びがびがびがびが見見見見られるられるられるられる。。。。学校学校学校学校のののの
取組取組取組取組のののの意識意識意識意識にににに対対対対してしてしてして、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの意識意識意識意識もももも約約約約83838383～～～～96%96%96%96%
がががが「「「「読書好読書好読書好読書好きききき」」」」「「「「夢夢夢夢・・・・希望希望希望希望をもっているをもっているをもっているをもっている」」」」とととと回答回答回答回答しししし
ておりておりておりており、、、、読書指導読書指導読書指導読書指導ややややキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育のののの成果成果成果成果がうかがえがうかがえがうかがえがうかがえ
るるるる。。。。

○○○○知識知識知識知識・・・・技能技能技能技能をををを活用活用活用活用してしてしてして課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな
思考力思考力思考力思考力・・・・判断力判断力判断力判断力・・・・表現力表現力表現力表現力等等等等をををを育育育育むむむむことにことにことにことに、、、、小小小小・・・・中学中学中学中学
校共校共校共校共にににに意欲的意欲的意欲的意欲的であであであであるるるる。。。。子子子子どもどもどもども主体主体主体主体のののの学習指導学習指導学習指導学習指導のののの展開展開展開展開
とのとのとのとの相乗効果相乗効果相乗効果相乗効果ががががＢＢＢＢ問題問題問題問題のののの成果成果成果成果にににに表表表表れているものとれているものとれているものとれているものと思思思思
われるわれるわれるわれる。。。。図書館活用図書館活用図書館活用図書館活用とととと資料活用資料活用資料活用資料活用についてはについてはについてはについては、、、、中学校中学校中学校中学校
においてにおいてにおいてにおいて指導指導指導指導のののの工夫改善工夫改善工夫改善工夫改善をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。
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※Ｈ２４年度の状況について回答するもの

【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の
市・県・全国の比較】学校質問紙調査結果より

Ⅵ 学校質問紙調査の結果
（（（（１１１１））））学習指導学習指導学習指導学習指導－－－－２２２２

活用にかかわる指導（小・中学校）

大仙市大仙市大仙市大仙市

秋田県秋田県秋田県秋田県

全全全全　　　　国国国国

自分で調べたことや考えたこと

を文章に書かせる指導をしてい

る

本やインターネットなどを使った

資料の調べ方を身に付くよう指

導している

資料を使って発表ができるよう

指導している

学校図書館を活用した授業を

計画的に行った

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100

小学校 中学校

将来就きたい仕事や夢について

考えさせる指導をしている

一斉読書の時間を設けている

学習方法（適切にノートをとるな

ど）に関する指導をしている

学校や地域であいさつをするよ

う指導している

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100

読書、学び方、生き方等の指導（小・中学校）
小学校 中学校

【資料１９】

【資料２０】



○○○○各学校各学校各学校各学校のののの取組取組取組取組はははは、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの項目項目項目項目でででで全国全国全国全国やややや県県県県をををを上上上上
回回回回っておりっておりっておりっており、、、、市教委市教委市教委市教委がががが重点重点重点重点としているとしているとしているとしている交流交流交流交流とととと連携連携連携連携
をををを通通通通してしてしてして「「「「複数複数複数複数のののの目目目目でででで子子子子どもをどもをどもをどもを育育育育てることてることてることてること」」」」にににに対対対対
するするするする積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組姿勢姿勢姿勢姿勢がががが表表表表れているれているれているれている。。。。

○○○○保護者保護者保護者保護者やややや地域地域地域地域からからからからのののの信頼信頼信頼信頼とととと協力協力協力協力があってがあってがあってがあって、、、、児童生児童生児童生児童生
徒徒徒徒のののの安定安定安定安定したしたしたした学習環境学習環境学習環境学習環境がががが構築構築構築構築されていることをされていることをされていることをされていることを再再再再
確認確認確認確認したいしたいしたいしたい。。。。

19191919

※Ｈ２４年度の状況について回答するもの

【（あてはまる＋どちらかといえばあてはまる）の
市・県・全国の比較】学校質問紙調査結果より

Ⅵ 学校質問紙調査の結果
（（（（３３３３））））交流交流交流交流とととと連携連携連携連携

○○○○各学校各学校各学校各学校のののの取組取組取組取組はははは、、、、全国全国全国全国やややや県県県県をををを上回上回上回上回っておりっておりっておりっており、、、、研修研修研修研修
にににに関関関関するほとんどのするほとんどのするほとんどのするほとんどの質問項目質問項目質問項目質問項目でででで、、、、肯定的肯定的肯定的肯定的なななな回答回答回答回答がががが
100%100%100%100%であるであるであるである。。。。

○○○○調査調査調査調査のののの結果結果結果結果やややや研修研修研修研修のののの成果成果成果成果をををを授業改善授業改善授業改善授業改善にににに活用活用活用活用しようしようしようしよう
とするとするとするとする前向前向前向前向きなきなきなきな取組取組取組取組がががが、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの学力学力学力学力のののの維持維持維持維持にににに
つながっているとつながっているとつながっているとつながっていると捉捉捉捉えているえているえているえている。。。。

（（（（４４４４））））学校学校学校学校のののの研修体制研修体制研修体制研修体制
大仙市大仙市大仙市大仙市

秋田県秋田県秋田県秋田県

全全全全　　　　国国国国

地域の人材を外部講師として招

聘した授業を行った

ＰＴＡや地域の人が学校の諸

活動にボランティアとして参加

してくれる

昨年度の調査結果等を踏ま

えた取組を保護者等に働きか

けた

教科の指導内容や指導方法

について近隣の小中学校と連

携を行っている

50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100

保護者や地域との連携（小・中学校）
中学校小学校

学校の教育目標やその達成に向けた

方策について、全教職員の間で共有

し、取組にあたっている

平成24年度の調査等の結果を利用し、

具体的な教育指導の改善等を行った

平成24年度の調査等の結果を、対象

学年・教科だけでなく学校全体で活用し

た

教職員は、校内外の研修や研究会に参

加し、その成果を教育活動に積極的に

反映させている

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100

研修体制（小・中学校）
小学校 中学校

【資料２１】

【資料２２】


