
令和 3 年度全国学力・学習状況調査結果分析【佐野市】 

小学校第６学年【児童質問紙】 

《 傾 向 》 

【基本的生活習慣等について】 

○ 毎日決まった時刻に寝たり起きたりする、朝食を毎日食べるなどの規則正しい生活習慣が身に付

いている児童が多いが、平日にテレビゲーム等をする時間が全国と比べると多い。 

・朝食を毎日食べている児童が９割以上いるが、全国をやや下回っている。 

・毎日、同じくらいの時刻に寝ている児童が８割程度おり、全国と同程度である。 

・毎日同じ時刻に起きている児童が９割以上おり、全国と同程度である。 

・携帯電話等の使い方について家族と約束したことを守っている児童は７割近くいるが、全国より

やや下回っている。 

・普段（月曜日から金曜日）１日あたり１時間以上テレビゲーム等をしている児童が８割程度おり

全国をやや上回っている。 

【挑戦心、達成感、規範意識、自己有用感等について】 

○ 自分によいところがあると感じている児童が多く、自分でやると決めたことはやり遂げるように

している児童も８割程度いる。友達と協力するのは楽しいという児童が９割を超え、学校に行くのが

楽しいと感じている児童も多い。 

○ いじめはどんな理由があってもいけないとほとんどの児童が考えている。 

・自分にはよいところがあると回答している児童は８割おり、全国をやや上回っている。 

・自分でやると決めたことはやり遂げるようにしている児童は９割弱おり、全国と同程度である。 

・難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している児童の割合が７割以上おり、全国をやや上回っ

ている。 

・いじめは、どんな理由があってもいけないと思っている児童がほとんどであり、全国と同程度で

ある。 

・人の役に立つ人間になりたいと回答している児童が９割以上で、全国と同程度である。 

・学校に行くのが楽しいと回答している児童が９割弱おり、全国と同程度である。 

・友達と協力するのは楽しいと回答している児童が９割以上で、全国と同程度である。 

【学習習慣、学習環境等について】 

○ 全国よりも家で計画を立てて勉強している児童はやや多く、１日当たりの学習時間については、１

～２時間が多く、３時間以上学習している児童は全国をやや下回っている。 

○ 全国よりも読書好きな児童が多いが、１日当たりの読書時間については、１０～３０分の児童が多   

く、１０分未満の児童も３割程度見られる。また、新聞を読んでいる児童は、全国と比べると同程度  

であるが、ほとんど読んでいない児童が多い。 

・家で計画を立てて勉強している児童は８割弱であり、全国をやや上回っている。 

・月～金曜日における授業以外の１日あたりの学習時間は、１～２時間が多く、３時間以上は全国

をやや下回り、３０分より少ない、全くしないという児童もいる。 

・月～金曜日における授業以外の１日あたりの読書時間は１０～３０分が多く、１０分より少ない

または全くしない児童が３割程度見られる。２時間以上、または１時間以上２時間未満の児童は

全国を上回っている。 

・新聞をほとんど、または全く読まないと回答した児童は８割程度であり、全国と同程度である。 

【地域や社会に関わる活動の状況等について】 

○ 全国に比べ、住んでいる地域の行事に参加している児童が多い。 

・今住んでいる地域の行事に参加している児童は、６割程度だが、全国をかなり上回っている。 

・地域や社会をよくするために何をすべきかを考えていると回答している児童は半数程度で全国と

同程度である。 

【ＩＣＴを活用した学習状況について】 

○ ほとんどの児童が、学習の中でコンピュータなどのＩＣＴ機器を使うのは勉強の役に立つと思っ

ている。 

○ 全国に比べ、学校の中でＩＣＴ機器を使って意見交換や調べ学習をしている児童が多い。 

・５年生までに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴ機器をほぼ毎日、または週１回以上使っ

ていると回答した児童は、４割程度であり、全国と同程度である。 

・学校で、他の友達と意見を交換したり、調べたりするためにコンピュータなどのＩＣＴ機器を、
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ほぼ毎日、または週１回以上使っていると回答した児童は、４割程度であり、全国をやや上回っ

ている。 

・学習の中でコンピュータなどのＩＣＴ機器を使うのは勉強の役に立つと思っている児童はほとん

どであり、全国と同程度である。 

・普段（月曜日から火曜日）、スマートフォンやコンピュータなどのＩＣＴ機器を、１日当たり勉

強のために使っている時間は、３０分より少ないと回答した児童が多く、１時間以上使っている

児童は全国と同程度である。 

【主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に関する取組状況について】 

○ 道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでい  

ると回答している児童は、全国に比べて多い。 

○ 友達の意見を最後まで聞くことができていて、特に、学級での話合いを生かして、自分が努力すべ

きことを決めて取り組んでいる児童や授業で課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組ん

でいる児童も多い。 

・５年生までに受けた授業で、学級の友達との間で話し合う活動を通じて、話し合う内容を理解し、

相手の考えを最後まで聞き、友達の考え（自分と同じところや違うところ）を受け止めて自分の

考えをしっかり伝えていたと回答している児童は、９割弱で全国をやや上回っている。 

・５年生までに受けた授業では、各教科などで学んだことを生かしながら、自分の考えをまとめた

り、思いや考えをもとに新しいものを作り出したりする活動を行っていたと回答した児童は７割

以上で、全国を上回っている。 

・５年生までに受けた授業は、自分にあった教え方、教材、学習時間などになっていたと回答した

児童は９割近くで、全国を上回っている。 

・友達と話し合うとき、友達の意見を最後まで聞くことができていると回答した児童は９割以上で、

全国と同程度である。 

・総合的な学習の時間では、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と回答している児童は、７割以上で全国をやや上回っている。 

・あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさを生か

して解決方法を決めていると回答している児童が８割近くで、全国をやや上回っている。 

・道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んで

いると回答している児童が９割弱で、全国を上回っている。 

【学習に対する興味や授業の理解度等について（国語）】 

○ 国語の勉強は大切で、国語の授業で学習したことは、将来社会に出たときに役に立つと回答してい

る児童がほとんどである。 

○ 目的に応じて、自分の考えを話したり必要に応じて質問したりしていたり、国語の授業では、目的

に応じて、自分の考えとそれを支える理由との関係が分かるように書いたり表現を工夫して書いた

りしたり、目的に応じて、文章を読み、感想や考えをもったり、自分の考えを広げたりしていると

回答している児童は、全国より多い。 

・国語の勉強は大切だと回答している児童がほとんどで、全国と同程度である。 

・国語の授業で学習したことは、将来社会に出たときに役に立つと回答している児童が９割以上で、

全国と同程度である。 

・国語の授業では、目的に応じて、自分の考えを話したり必要に応じて質問したりしていると回答

している児童が７割で、全国をやや上回っている。 

・国語の授業では、目的に応じて、自分の考えとそれを支える理由との関係が分かるように書いた

り表現を工夫して書いたりしていると回答した児童は７割以上で、全国をやや上回っている。 

・国語の授業では、目的に応じて、文章を読み、感想や考えをもったり、自分の考えを広げたりし

ていると回答している児童が８割近くで、全国をやや上回っている。 

【学習に対する興味や授業の理解度等について（算数）】 

○ 算数が好きと感じている児童は６割程度で全国に比べてやや少なく、授業の内容がよく分かると

感じている児童は８割である。ほとんどの児童が算数の大切さを感じ、将来、社会に出たときに役

立つと考えている。公式やきまりのわけを理解するようにしている児童も９割以上いる。 

・算数の学習が好きという児童が６割程度で、全国をやや下回っている。 

・算数の授業の内容はよく分かると回答した児童は８割以上で、全国と同程度である。 

・ほとんどの児童が算数の勉強が大切だと感じており、全国と同程度である。 

・算数の授業の内容がよく分かると回答している児童は８割以上で、全国と同程度である。 
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・算数の授業で公式やきまりを習うとき、そのわけを理解するようにしていると回答している児童

が９割で全国と同程度である。 

【学習に対する興味や授業の理解度等について（英語）】 

○ 英語が好きと感じている児童は６割程度で全国に比べてやや多く英語で自分自身の考えや気持ち

を伝え合うことができていたと回答した児童が８割近くいる。 

・英語の学習が好きという児童が６割程度で、全国をやや下回っている。 

・５年生までに受けた英語の授業では、英語で自分自身の考えや気持ちを伝え合うことができてい

たと回答した児童が８割近くで、全国よりやや上回っている。 

・これまで、学校の授業以外で、英語を使う機会があったと回答した児童は４割程度で、全国と同

程度である。 

【新型コロナウイルス感染症の影響について】 

○ 新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、勉強について不安を感じた

児童が６割程度で全国に比べて多い。 

○ 全国と比べると、新型コロナウイルス感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、学校からの課

題で分からないことがあったとき、家族に聞いた児童が多く、また、自分で調べたという児童も多い。 

・新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、勉強について不安を感じた

児童が６割程度で、全国を上回っている。 

・新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、計画的に学習を続けること

ができたと答えた児童は、６割強であり、全国と同程度である。 

・新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、規則正しい生活を送ってい

たと答えた児童は、６割以上であり、全国と同程度である。 

・新型コロナウイルス感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、学校からの課題で分からない

ことがあったとき、先生や友達、家族に聞いたという児童が多く、特に家族に聞いたという児童

は８割に上る。また、自分で調べたという児童は７割近くで、全国を上回っている。 

 

《 対 策 》 

＊ほとんどの児童が、友達と話し合うとき友達の意見を最後まで聞くことができているが、一方で友

達との話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることがあまりできていないとい

う児童もいる。話合い活動を行う際には、グループ内において一人一人が発言できるように時間を確

保したり、自分と相手の意見を比較し、共通点や相違点に気付けるようにワークシート等の工夫をし

たりして、深い学びにつながるような手立てを講じていくことが考えられる。 

 

＊テレビゲームに費やす１日当たりの時間が全国よりも長いことから、家の人とルールを決めるなど

して、上手な時間の使い方について啓発をしていく必要がある。 

 

＊いじめはどんなことがあってもいけないことだと感じていない児童がわずかに見られる。継続して、

全ての教育活動を通して、いじめの未然防止の取組を実施していく。 

 

＊算数に苦手意識をもつ児童に対しては、問題解決型学習の授業において、児童が考えることが楽し

いと感じ、答えだけでなくどうしてそうなるのかが分かるような発問の工夫について、継続的に研

究していくことが考えられる。また、英語に苦手意識をもつ児童に対しては、児童が学習のめあて

を意識し、活動内容や目指す姿について具体的な見通しがもてるような授業の展開をしていくこと

が考えられる。 
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中学校第３学年【生徒質問紙】 

《 傾 向 》 

【基本的生活習慣等について】 

○ 毎日朝食をとっていたり、同じくらいの時刻に寝たり起きたりするなどの基本的生活習慣が身に

付いている生徒が多い。 

・９割以上の生徒が、朝食を毎日食べている一方で、あまり食べていない、全く食べていない生徒

も若干見られる。 

・毎日、同じくらいの時刻に寝ている生徒が８割以上で全国をやや上回っている。 

・ほとんどの生徒が、毎日、同じくらいの時刻に起きており、全国と同程度となっている。 

・７割以上の生徒が、携帯電話・スマートフォンやコンピュータの使い方について、家の人と約束

を守っていると回答しており、全国をやや上回っている。 

・月～金曜日における１日当たりのテレビゲーム時間（コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、携

帯電話やスマートフォンを使ったゲームを含む）は、２～３時間が３割程度と全国に比べてやや

多く、次いで１～２時間が２割程度で、全国と同程度である。 

【挑戦心、達成感、規範意識、自己有用感等について】 

○ ほとんどの生徒が、いじめはどんな理由があってもいけないことだと認識している。また、人の役

に立つ人間になりたいとも思っている。 

○ ８割近くの生徒が自分にはよいところがあると感じている。また、７割の生徒が将来の夢や目標を

持っていると回答している。 

○ 多くの生徒が学校に行くのは楽しいと回答している。また、ほとんどの生徒が友達と協力するのは

楽しいと思っている。 

・自分には、よいところがあると回答している生徒が８割弱であり、全国と同程度である。 

・７割の生徒が将来の夢や目標を持っており、全国を上回っている。 

・９割近くの生徒が、自分でやると決めたことは、やり遂げるようにしていると回答しており、全

国をやや上回っている。 

・７割以上の生徒が、難しいことでも失敗を恐れないで挑戦しており、全国を上回っている。 

・７割以上の生徒が難しいことでも失敗を恐れないで挑戦していると回答しており、全国を上回っ

ている。 

・９割程度の生徒が、人が困っているときは進んで助けていると回答しており、全国をやや上回っ

ている。 

・ほとんどの生徒が、いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思うと回答しているが、

一方でいけないことだと思わない生徒もわずかに見られる。 

・ほとんどの生徒が、人の役に立つ人間になりたいと思っており、全国と同程度である。 

・８割強の生徒が、学校に行くのは楽しいと思っており、全国を上回っている。 

・８割近くの生徒が、自分の持っていることや感じていることをきちんと言葉で表すことができて

おり、また自分と違う意見について考えるのは楽しいと思っており、全国をやや上回っている。 

・ほとんどの生徒が友達と協力することは楽しいと思っている。 

【学習習慣、学習環境等について】 

○ 全国に比べ、家で計画的に勉強をする生徒が多い。授業以外の１日当たりの学習時間は、１～２時

間が最も多く、次いで２～３時間となっている。また、１日当たりの読書時間については、１０～ 

３０分の生徒が多いが、全くしていない生徒も４割程度見られる。 

・家で、自分で計画を立てて勉強している（学校の授業の予習や復習を含む）生徒は７割近くおり

全国を上回っている。 

・月～金曜日における授業以外の１日当たりの勉強時間は、１～２時間が４割程度で最も多く、２

～３時間が３割程度で、ともに全国をやや上回っている。しかし、３０分より少ない、全くしな

い生徒も見られる。 

・土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たり２～３時間勉強する生徒が３割程度で最も多

く、全国を上回っている。 

・学習塾の先生や家庭教師の先生に教わっている生徒は６割弱であり、教わっていないと回答した

生徒は、４割弱おり、ともに全国と同程度である。 

・月～金曜日の読書時間は、１０～３０分が最も多く、１０分より少ない、または全くしない生徒

が４割程度見られる。 
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・新聞を毎日読んでいる生徒は少なく、週に１～３回程度は１割弱、月に１～３回程度は１割程度

ほとんど、または、全く読まない生徒は８割弱となっており、全国と同程度に新聞を読まないこ

とが分かる。 

【地域や社会に関わる活動の実施状況等について】 

○ 地域の行事に参加している生徒は、全国に比べてかなり多く見られる。地域や社会の課題に対し、

自主的に改善に関わろうとする生徒は多くはない。 

・地域の行事に参加している生徒は５割程度で、全国をかなり上回っている。しかし、令和元年度

６割程度だったことから、令和３年度は１割程度低くなっている。 

・５割の生徒が、地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがあると回答しており、

全国を上回っているが、半数がどちらかといえば当てはまらない、当てはまらないと回答してお

り、課題である。 

【ＩＣＴを活用した学習状況について】 

○ 授業中のＩＣＴ機器の使用は、全国の４割弱が月１回未満と回答しているのに対し、３割以上が月

１回以上の使用と全国と比べてやや多い。また、普段勉強のためにスマートフォンやコンピュータな

どのＩＣＴ機器の使用時間は、５割強の生徒が３０分未満または全く使わないと回答しており、全国

と同程度である。 

・１、２年生のときに受けた授業で、コンピュータなどのＩＣＴ機器を月１回以上の使用が４割程

度と全国に比べて多く、次いで週１回以上の使用が２割程度で、全国と比べてやや少ない。 

・学校で、コンピュータなどのＩＣＴ機器を、他の生徒と意見を交換したり、調べたりするために

月１回以上使用している生徒が３割程度で最も多く、全国と比べてかなり上回っている。次いで

週１回以上の使用が３割であり、全国と比べてやや上回っている。 

・９割強の生徒が、学習の中でコンピュータなどのＩＣＴ機器を使うのは、勉強の役に立つまたは

どちらかというと役に立つと回答している。 

・普段勉強のためにスマートフォンやコンピュータなどのＩＣＴ機器の使用時間は、３０分未満が

３割と最も多く、全く使っていない生徒は２割であった。 

【主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に関する取組状況について】 

○ １、２年生までの授業では、各教科などで学んだことを生かしながら、自分の考えをまとめたり、

思いや考えをもとに新しいものを作り出したりしていた生徒は７割以上で全国よりかなり多い。ま

た、８割強の生徒が自分にあった教え方、教材、学習時間になっていたと感じている。また、自分の

考えを発表する機会では、自分の考えがうまく伝わるよう、工夫して発表している生徒が全国に比べ

て多い。生徒間の話合い活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりできたと考える生徒もやや

多い。 

・１、２年生の授業では、課題解決に向け、自分で考え、取り組んでいたと考えている生徒は８割

強であり、全国をやや上回っている。 

・１、２年生の授業では、自分の考えを発表する機会で、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や

文章、話の組立てなどを工夫して発表していたと考えている生徒は６割強であり、全国を上回っ

ている。 

・１、２年生の時に受けた授業では、各教科などで学んだことを生かしながら、自分の考えをまと

めたり、思いや考えをもとに新しいものを作り出したりする活動を行っていたと回答した生徒は

７割以上であり、全国をかなり上回っている。 

・１、２年生のときに受けた授業は、自分にあった教え方、教材、学習時間などになっていたと回

答した生徒は８割以上であり、全国をかなり上回っている。 

・８割の生徒が学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習

につなげることができており、全国をやや上回っている。 

・１、２年生の道徳の授業では、９割以上の生徒が自分の考えを深めたり、学級やグループで話し

合ったりする活動に取り組んでいたと回答しており、全国を上回っている。 

・７割強の生徒が、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、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と回答しており、全国を上回っている。 

・８割以上の生徒が、学級での生活をよりよくするために学級活動で話し合い、互いの意見の良さ

を生かして解決方法を決めていると思っており、全国をかなり上回っている。また、７割強の生

徒が、学級活動における学級での話し合いを生かして、今、自分が努力すべきことを決めて取り

組んでいると回答しており、全国をかなり上回っている。 

・生徒間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると感じ
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ている生徒は８割程度であり、全国をやや上回っている。 

【学習に対する興味や授業の理解度等について】 

○ ６割程度の生徒が、国語の勉強が好きだと回答しており、８割程度の生徒が国語の授業はよく分か

ると回答している。国語の勉強が大切だと思っている生徒が９割以上おり、社会に出たときに役に立

つと思っている生徒も９割いる。国語の授業では、言葉の特徴や使い方について知識を理解したり使

ったりしている。また、目的に応じて文章を読み、内容を解釈して自分の考えを広げたり深めたりし

ながら授業に取り組んでいる生徒が多い。 

〇 ６割程度の生徒が、数学の勉強が好きだと回答しており、７割強の生徒が数学の授業はよく分かる

と回答している。数学の勉強が大切だと思っている生徒が９割弱おり、社会に出たときに役に立つと

思っている生徒も７割強いる。数学の授業で公式や決まりを習うとき、そのわけを理解するようにし

たり、問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いたりしている生徒が多い。しかし、国語の

問題と比較して、記述形式の問題に対し、途中であきらめたり、全く書かなかったりした生徒が多く

みられる。 

〇 ５割強の生徒が、英語の勉強が好きだと回答している。１、２年生のときに受けた英語の授業では、

７割強の生徒が英語で書いたり話したりしていると回答している。しかし、学校の授業やそのための

学習以外で日常的に英語を使う機会が十分でない。 

［国語］ 

・国語の勉強は好きという生徒は６割程度であり、全国と同程度である。 

・９割の生徒が、国語の勉強は大切だと感じている。また、授業で学習したことは、将来、社会に

出たときに役に立つとも思っている。どちらも全国と同程度である。 

・授業の内容はよく分かると感じている生徒は８割程度で、全国と同程度である。 

・国語の授業で、目的に応じて自分の考えを話したり必要に応じて質問したりしていると回答した

生徒は８割強で、全国をやや上回っている。 

・７割強の生徒が、国語の授業で目的に応じて、自分の考えが伝わるように根拠を明確にして書い

たり表現を工夫して書いたりしていると回答しており、全国と同程度である。 

・国語の授業では、目的に応じて文章を読み、内容を解釈して自分の考えを広げたり深めたりして

いると回答した生徒は８割強で、全国をやや上回っている。 

・解答時間に関する質問項目では、時間が余ったと回答した生徒は３割程度であるが、全国との比

較ではかなり下回っている。ちょうどよかったと回答した生徒は４割程度で、全国と同程度であ

る。 

・今回の問題での解答を、文章で書く問題に対し、７割以上の生徒が最後まで解答を書こうと努力

したと回答しており、全国と同程度である。一方で、書く問題は全く解答しなかったと答えてい

る生徒も若干見られる。 

［数学］ 

・数学の勉強は好きという生徒は６割近くであり、全国と同程度である。 

・数学の勉強は大切だと感じている生徒は８割強を示し、全国と同程度である。 

・授業の内容はよく分かると感じている生徒は７割以上で、また、授業で学習したことは、将来、

社会に出たときに役に立つと考えている生徒は７割強を示し、全国と同程度となっている。 

・数学の問題の解き方が分からないときは、あきらめずにいろいろな方法を考えますかという問い

に、４割以上の生徒が当てはまると回答しており、全国をやや上回っている。 

・今回の言葉や数、式を使って説明する数学の問題に対し、６割近くの生徒は最後まで解答を書こ

うと努力したと回答した。しかし、４割弱の生徒が、書く問題では解答しなかったり、途中であ

きらめたりしており、また、わずかではあるが、書く問題は全て解答しなかったと回答する生徒

もおり、課題である。 

・９割以上の生徒が、数学の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書いている、ま

たはどちらかと言えば書いていると回答しており、全国をやや上回っている。また、９割弱の生

徒が数学の授業で公式やきまりを習うとき、そのわけを理解するようにしており、全国をやや上

回っている。 

・解答時間に関する質問項目では、時間が余ったと回答した生徒は３割程度であるが、全国との比

較ではかなり下回っている。ちょうどよかったと回答した生徒は４割程度で、全国をやや上回っ

ている。 
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［英語］ 

・英語の勉強が好きと回答している生徒は５割強であり、全国と同程度であるが、４割以上の生徒

がそうではないと回答しており、課題である。 

・７割強の生徒が１、２年生のときに受けた英語の授業では、英語で話したり書いたりして、自分

自身の考えや気持ちを伝え合うことができていたと肯定的に回答しており、全国をかなり上回っ

ている。 

・学校の授業やそのための学習以外で、日常的に英語を使う機会が十分にあったかという項目につ

いて、３割以上の生徒が当てはまる、どちらかといえば当てはまると回答しており全国と同程度

であるが、どちらかというと当てはまらない、当てはまらないと回答している生徒が６割強いる

ことは課題である。 

 

【新型コロナウイルス感染症の影響について】 

・４割の生徒が、新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、計画的に学

習を続けることができたと回答しており、全国をやや上回っている。 

・５割の生徒が新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、規則正しい生

活を送っていたと回答している。一方で、４割強がどちらかと言えば当てはまらない、当てはま

らないと回答している。 

 

《 対 策 》 

＊基本的な生活習慣については、多くの生徒が規則正しい生活を送れている。「早寝・早起き・朝   

ごはん」の呼びかけを継続していく。月～金曜日における１日当たりのテレビゲーム時間（コン 

ピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームを含む）は、２～３  

時間が３割程度と全国に比べてやや多い。また、家のテレビの視聴時間やゲームやインターネット  

等に接する時間を回答する項目がないため、学校外での時間を有効に使うために、今回新たに携帯  

電話・スマートフォンやコンピュータの使い方の約束についての質問が加えられたこともあり、そ 

れに絡めて学校でも生活習慣の指導や家庭内での約束を決めるように働きかける。携帯電話・スマ 

ートフォン等の利用については、学校でもインターネットトラブルによる危険性や使う上でのマナ 

ー等を指導するとともに、保護者会や地域連絡協議会等を通じて、家庭内でも話合う機会を設ける 

よう引き続き働きかける。学校でも生活習慣の指導や家庭内での約束を決めるように働きかける。 

 

＊規範意識や自己有用感ともに、全体的にはおおむね良好な結果となっている。挑戦心や達成感が今 

後も味わうことができるよう、これまでと同様にきめ細かな対応を継続していく。また、自分の思  

っていることや感じていることをきちんと言葉で表す活動を工夫したり、自分と違う意見について 

も考えさせたりして、よりよい方向へ進められるよう指導をしていく。 

 

＊家庭での読書量や新聞を読む機会が少ないことから、学校で読書週間や時事問題を取り入れた活動

を推進するなどの機会を設け、少しでも改善できるよう支援していく。 

 

＊家庭学習については、全国に比べ計画的に勉強を進める生徒の割合が高いものの、３割程度の生徒

は計画的に進められていない。学習計画の立て方やノートの使い方、テストの誤答問題の解き直し、

授業の予習・復習など、具体的な方法を生徒に指導していく。また、自分の学習状況を振り返らせ、

必要な学習課題とそれを定着させるための学習方法を考えさせる活動を取り入れる。保護者にも見

届けや励ましなどの協力を依頼しながら、継続した取組ができるよう支援していく。 

 

＊勉強は大切だと思っている生徒が多いが、国語、数学、英語の各教科の勉強が好きだと回答した生 

徒は５割～６割程度と多くはない。授業の中で、その授業のめあてを確認させる時間や学習したこ

とを振り返る時間をつくること、主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図ることな

どにより、「分かる、できる」といった達成感、充足感を味わわせるようにする。 

 

＊新型コロナウイルス感染症の拡大により、学校が休校していた期間中、学校からの課題で分からな 

いことがあったとき、自分で調べていたと回答した生徒が６割であった。それと同時に、学校が休 

校していた期間中自分で考えながらも６割強の生徒が勉強について不安を感じていた。生徒の不安

要素を取り除くことができるよう、個に応じた指導を引き続き継続していく。 


