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① 学校における指導と児童生徒の学習状況・学習意欲等の関係 

＜指導方法・学習規律＞ 

【小学校】【中学校】 

○ 指導方法・学習規律について，以下の取組を行った学校の方が，表に記載している学習に対

する関心・意欲・態度，学習時間等，規範意識に関する項目で肯定的に回答している児童生徒

の割合が高い傾向が見られる。 
 

※下線は，児童質問紙と生徒質問紙双方において関連が見られた項目。 
【小学校】 

指導方法・学習規律に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【児童質問紙】 

授業の冒頭で目標(めあて･ねら
い)を示す活動(28) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24) 

授業の最後に学習したことを
振り返る活動(29) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  
･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24)  

将来就きたい仕事や夢につい
て考えさせる指導(33) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の復習をする(24) 

学習規律の維持の徹底(35) ＜規範意識＞ 

･学校のきまりを守る(34) 

学習方法に関する指導(36) ＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･算数の問題で言葉や数，式を使って，わけや求め方などを書く問題に最後まで書こうと
努力をする(72) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24) 

学級全員で取り組んだり挑戦
したりする課題やテーマを与
えること(37) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  
･計画を立てて勉強をする(21) 

本やインターネットなどを使
った資料の調べ方が身に付く
ような指導(39) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

【中学校】 

指導方法・学習規律に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【生徒質問紙】 

授業の冒頭で目標(めあて･ねら
い)を示す活動(28) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で学習したことは社会に出たときに役に立つと思う(54) 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する

(56) 
･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57) 

･数学の授業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る(67) 

･数学の授業で学習したことは社会に出たときに役に立つと思う(68)  
＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 
･授業の復習をする(24)  

 

-136-



 

 
授業の最後に学習したことを
振り返る活動(29) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･授業の復習をする(24) 

生徒一人一人のよい点や可能
性を見付け，生徒に伝えるなど
の積極的な評価(34) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 

学習規律の維持の徹底(35) ＜規範意識＞ 

･学校の規則を守る(34) 

学習方法に関する指導(36) ＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･宿題をする(22) 
･授業の復習をする(24) 

学級全員で取り組んだり挑戦
したりする課題やテーマを与
えること(37) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
･国語の授業で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する

(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  
･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 
＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  
･宿題をする(22) 

･授業の復習をする(24) 

本やインターネットなどを使
った資料の調べ方が身に付く
ような指導(39) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する

(56) 
･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読む(58)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･宿題をする(22) 

･授業の予習をする(23)  
･授業の復習をする(24) 

教科や総合的な学習の時間，あ
るいは朝や帰りの会などにお
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
として取り扱うこと(43) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･授業の復習をする(24) 
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＜教科の指導方法＞ 

【小学校】【中学校】 

○ 教科の指導方法について，以下の取組を行った学校の方が，表に記載している学習に対する

関心・意欲・態度，学習時間等に関する項目で肯定的に回答している児童生徒の割合が高い傾

向が見られる。 

 
【小学校】 

指導方法に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【児童質問紙】 

＜国語科の指導方法＞ 
補充的な学習の指導(59) ＜学習時間等＞ 

･授業の復習をする(24) 

発展的な学習の指導(60) ＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･授業の復習をする(24) 

目的や相手に応じて話したり
聞いたりする授業(61) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 

書く習慣を付ける授業(62) ＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･授業の復習をする(24) 

様々な文章を読む習慣を付け
る授業(63) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

教科担任制の実施(65) ＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

＜算数科の指導方法＞ 

補充的な学習の指導(66) ＜学習時間等＞ 

･授業の復習をする(24) 

発展的な学習の指導(67) ＜関心・意欲・態度＞ 

･算数の勉強が好き(62) 
･算数の授業の内容はよく分かると思う(64)  

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24) 

教科担任制の実施(70) ＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
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【中学校】 

指導方法に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【生徒質問紙】 

＜国語科の指導方法＞ 

発展的な学習の指導(60) ＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業の内容はよく分かると思う(52)  

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 

目的や相手に応じて話したり
聞いたりする授業(61) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
･国語の授業で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する

(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  
･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 

書く習慣を付ける授業(62) ＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57) 

様々な文章を読む習慣を付け
る授業(63) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

＜数学科の指導方法＞ 

発展的な学習の指導(66) ＜関心・意欲・態度＞ 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 
＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
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＜言語活動＞ 

【小学校】【中学校】 

○ 言語活動について，以下の取組を行った学校の方が，表に記載している学習に対する関心・

意欲・態度，学習時間等，社会に対する興味・関心に関する項目で肯定的に回答している児童

生徒の割合が高い傾向が見られる。 

 
【小学校】 

言語活動に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【児童質問紙】 

各教科等の指導のねらいを明
確にした上での言語活動の適
切な位置付け(30) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24) 

様々な考えを引き出したり，思
考を深めたりするような発問
や指導(31) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

＜学習時間等＞ 
･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の復習をする(24) 

発言や活動の時間を確保した
授業(32) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

＜学習時間等＞ 
･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の復習をする(24) 

学級やグループで話し合う活
動(38) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
･算数の問題で言葉や数，式を使って，わけや求め方などを書く問題に最後まで書こうと

努力をする(72) 

＜学習時間等＞ 
･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の復習をする(24) 

資料を使って発表ができるよ
うな指導(40) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  
･計画を立てて勉強をする(21) 

自分で調べたことや考えたこ
とを分かりやすく文章に書か
せる指導(41) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業の内容はよく分かると思う(52)  

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･算数の問題で言葉や数，式を使って，わけや求め方などを書く問題に最後まで書こうと

努力をする(72) 

＜学習時間等＞ 
･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の復習をする(24) 

＜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対する関心(30)  

総合的な学習の時間における，
課題の設定からまとめ･表現に
至る探究の過程を意識した指
導(42) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の予習をする(23)  
･授業の復習をする(24) 
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【中学校】 

言語活動に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【生徒質問紙】 

各教科等の指導のねらいを明
確にした上での言語活動の適
切な位置付け(30) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59)  
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･授業の復習をする(24) 

様々な考えを引き出したり，思
考を深めたりするような発問
や指導(31) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する

(56) 
･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする
(72) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･宿題をする(22) 

･授業の復習をする(24) 

発言や活動の時間を確保した
授業(32) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する

(56) 
･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする
(72) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･宿題をする(22) 

･授業の予習をする(23)  

･授業の復習をする(24) 

学級やグループで話し合う活
動(38) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する

(56) 
･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読む(58)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の授業で公式やきまりを習うとき，その根拠を理解するようにする(70) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 
＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･宿題をする(22) 
･授業の予習をする(23)  

･授業の復習をする(24) 

＜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対する関心(30)  
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資料を使って発表ができるよ
うな指導(40) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読む(58)  
･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･数学の授業で公式やきまりを習うとき，その根拠を理解するようにする(70) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする
(72) 

＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 

･授業の予習をする(23)  
･授業の復習をする(24) 

＜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対する関心(30)  

自分で調べたことや考えたこ
とを分かりやすく文章に書か
せる指導(41) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読む(58)  
･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 
＜学習時間等＞ 

･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･宿題をする(22) 

･授業の予習をする(23)  

･授業の復習をする(24) 

総合的な学習の時間における，
課題の設定からまとめ･表現に
至る探究の過程を意識した指
導(42) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の授業で文章を読むとき，段落や話のまとまりごとに内容を理解しながら読む(58)  
･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 

･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 
＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 
･授業の予習をする(23)  

･授業の復習をする(24) 

＜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対する関心(30)  

言語活動に重点を置いた指導
計画の作成(93) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･授業の復習をする(24) 

学校全体の言語活動の実施状
況や課題についての全教職員
間での話合いや検討(94) 

＜関心・意欲・態度＞ 
･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する

(56) 
･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･授業の復習をする(24) 
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言語活動について，国語科だけ
ではなく，各教科，道徳，総合
的な学習の時間及び特別活動
を通じた学校全体としての取
組(95) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 

･国語の授業で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する
(56) 

･国語の授業で自分の考えを書くとき，考えの理由が分かるように気を付けて書く(57)  

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 

･授業の復習をする(24) 
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＜コンピュータなどを活用した教育＞ 

【小学校】【中学校】 

○ コンピュータなどを活用した教育について，以下の取組を行った学校の方が，表に記載して

いる学習に対する関心・意欲・態度，学習時間等に関する項目で肯定的に回答している児童生

徒の割合が高い傾向が見られる。 

 
【小学校】 

コンピュータ活用に関する項目
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【児童質問紙】 

コンピュータ等の情報通信技
術を活用した，子供同士が教え
合い学び合う学習(協働学習)や
課題発見･解決型の学習指導
(44) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

【中学校】 

コンピュータ活用に関する項目
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【生徒質問紙】 

コンピュータ等の情報通信技
術を活用した，子供同士が教え
合い学び合う学習(協働学習)や
課題発見･解決型の学習指導
(44) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の授業で目的に応じて資料を読み，自分の考えを話したり，書いたりする(55) 
･国語の授業で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する

(56) 

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
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＜家庭学習＞ 

【小学校】【中学校】 

○ 家庭学習について，以下の取組を行った学校の方が，表に記載している学習に対する関心・

意欲・態度，学習時間等に関する項目で肯定的に回答している児童生徒の割合が高い傾向が見

られる。 

 
【小学校】 

家庭学習に関する項目 
【学校質問紙】 

関連の見られた項目【児童質問紙】 

保護者に対する児童の家庭学
習を促すような働きかけ(国語
/算数共通)(84) 

＜学習時間等＞ 
･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24) 

家庭学習の課題の与え方につ
いての校内の教職員での共通
理解(国語/算数共通)(85) 

＜学習時間等＞ 
･計画を立てて勉強をする(21) 

･授業の復習をする(24) 

調べたり文章を書いたりして
くる宿題を与えること(国語/
算数共通)(86) 

＜学習時間等＞ 
･普段の勉強時間(14)  

･学校が休みの日の勉強時間(15)  

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の復習をする(24) 

児童に家庭での学習方法等を
具体例を挙げながら教えるこ
と(国語/算数共通)(87) 

＜学習時間等＞ 

･計画を立てて勉強をする(21) 
･授業の予習をする(23)  

･授業の復習をする(24) 

【中学校】 
家庭学習に関する項目 

【学校質問紙】 
関連の見られた項目【生徒質問紙】 

家庭学習の課題を与えること
(国語)(78) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 

生徒に与えた家庭学習の課題
についての評価･指導 (国語 ) 
(79) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 

家庭学習の課題を与えること
(数学)(80) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･宿題をする(22) 

生徒に与えた家庭学習の課題
についての評価･指導 (数学 ) 
(81) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 
･宿題をする(22) 

家庭学習の課題の与え方につ
いての校内の教職員での共通
理解(国語/数学共通)(83) 

＜学習時間等＞ 

･宿題をする(22) 
･授業の復習をする(24) 

調べたり文章を書いたりして
くる宿題を与えること(国語/
数学共通)(84) 

＜関心・意欲・態度＞ 

･国語の問題で解答を文章で書く問題に最後まで書こうと努力をする(59) 
･数学の問題で解答を言葉や数，式を使って説明する問題に最後まで書こうと努力をする

(72) 

＜学習時間等＞ 
･学校が休みの日の勉強時間(15) 

生徒に家庭での学習方法等を
具体例を挙げながら教えるこ
と(国語/数学共通)(85) 

＜学習時間等＞ 

･学校が休みの日の勉強時間(15) 

･宿題をする(22) 
･授業の復習をする(24) 
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② 学校と児童生徒の回答状況の比較 

＜指導方法・学習規律＞ 

【小学校】 

○ 指導方法・学習規律について，学校質問紙と児童質問紙の双方で調査している項目の回答

状況を比較すると，以下の取組について，学校が指導を行ったと考えていても，そのように

受け取っていない児童の割合は，25 年度と比べ高くなっている。 

 ・授業の冒頭で目標を示す活動 

 ・授業の最後に学習したことを振り返る活動 

○ 26 年度に新たに調査した項目では，学校は「児童一人一人のよい点や可能性を見付け，児

童に伝えるなど積極的に評価した」と考えていても，「先生は，自分のよいところを認めてく

れている」と思っていない児童が一定割合存在する。 

 

【中学校】 

○ 指導方法・学習規律について，学校質問紙と生徒質問紙の双方で調査している項目の回答

状況を比較すると，以下の取組について，学校が指導を行ったと考えていても，そのように

受け取っていない生徒の割合は，25 年度と比べ低くなっている。 

 ・授業の冒頭で目標を示す活動 

 ・授業の最後に学習したことを振り返る活動 

○ 26 年度に新たに調査した項目では，学校は「生徒一人一人のよい点や可能性を見付け，生

徒に伝えるなど積極的に評価した」と考えていても，「先生は，自分のよいところを認めてく

れている」と思っていない生徒が一定割合存在する。 
 

※（）内の数値は，25年度の回答割合からの増減を表す。 

質問番号 質問事項 

学校 28 調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，授業の冒頭で目標(めあて・ね
らい)を示す活動を計画的に取り入れましたか 

児童生徒 44 ５年生までに・１，２年生のときに受けた授業のはじめに，目標(めあて・ねらい)
が示されていたと思いますか 

【小学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における児童の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

小学校

の回答 

①よく行った 54.3（▲0.7） 29.7（▲0.1） 12.3（0.8） 3.6（0.1） 

②どちらかといえば，行った 45.7（▲0.3） 33.2（▲0.4） 16.0（0.8） 5.0（▲0.1） 

【中学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における生徒の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

中学校

の回答 

①よく行った 40.8（3.1） 37.1（▲0.7） 17.0（▲1.5） 5.0（▲0.8） 

②どちらかといえば，行った 26.3（3.5） 39.9（▲0.4） 25.1（▲2.0） 8.5（▲1.1） 
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質問番号 質問事項 

学校 29 
調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，授業の最後に学習したことを
振り返る活動を計画的に取り入れましたか 

児童生徒 45 ５年生までに・１，２年生のときに受けた授業の最後に，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 

【小学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における児童の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

小学校

の回答 

①よく行った 37.3（▲4.1） 37.2（▲0.2） 19.1（2.7） 6.1（1.4） 

②どちらかといえば，行った 33.1（▲4.2） 37.5（▲0.9） 21.7（3.1） 7.4（1.9） 

【中学校】 

  

「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における生徒の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

中学校

の回答 

①よく行った 18.6（1.4） 39.7（0.3） 31.9（▲1.0） 9.5（▲0.8） 

②どちらかといえば，行った 14.8（1.7） 37.2（0.3） 35.4（▲1.3） 12.2（▲0.8） 

 

 
質問番号 質問事項 

学校 34 
調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，学校生活の中で，児童生徒一
人一人のよい点や可能性を見付け，児童生徒に伝えるなど積極的に評価しました
か(新規) 

児童生徒 28 先生は，あなたのよいところを認めてくれていると思いますか(新規) 

【小学校】 

  

「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における児童の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

小学校

の回答 

①よく行った 37.6 43.3 14.1 4.9 

②どちらかといえば，行った 34.8 44.1 15.5 5.5 

【中学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における生徒の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

中学校

の回答 

①よく行った 27.3 48.1 17.4 6.5 

②どちらかといえば，行った 25.6 47.8 18.6 7.2 
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＜言語活動＞ 

【小学校】【中学校】 

○ 言語活動について，学校質問紙と児童生徒質問紙の双方で調査している項目の回答状況を

比較すると，以下の取組について，学校が指導を行ったと考えていても，そのように受け取

っていない児童生徒の割合は，25 年度と比べ低くなっている。 

 ・発言や活動の時間を確保した授業 

 ・学級やグループで話し合う活動  

 ・総合的な学習の時間における課題の設定からまとめ・表現に至る探究の過程を意識した指

導 

○ 26 年度に新たに調査した項目では，学校は「児童生徒は，学級やグループでの話合いなど

の活動で，自分の考えを深めたり，広げたりすることができている」と思っていても，「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」と思っていな

い児童生徒が一定割合存在する。 

 
※（）内の数値は，25年度の回答割合からの増減を表す。 

質問番号 質問事項 

学校 32 調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，発言や活動の時間を確保して
授業を進めましたか 

児童生徒 42 ５年生までに・１，２年生のときに受けた授業では，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 

【小学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における児童の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

小学校

の回答 

①よく行った 51.4（3.6） 33.4（▲1.7） 11.8（▲1.2） 3.3（▲0.7） 

②どちらかといえば，行った 48.7（3.8） 34.3（▲1.5） 13.0（▲1.4） 3.9（▲0.8） 

【中学校】 

  

「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における生徒の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

中学校

の回答 

①よく行った 40.0（3.5） 43.4（▲0.9） 13.2（▲1.6） 3.4（▲0.9） 

②どちらかといえば，行った 36.0（3.5） 44.3（▲0.5） 15.3（▲1.9） 4.2（▲1.1） 

 

 
質問番号 質問事項 

学校 38 調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，学級やグループで話し合う活
動を授業などで行いましたか 

児童生徒 43 ５年生までに・１，２年生のときに受けた授業では，学級の友達との間・生徒の
間で話し合う活動をよく行っていたと思いますか 

【小学校】 

  

「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における児童の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

小学校

の回答 

①よく行った 49.5（9.8） 36.7（▲4.5） 11.5（▲4.2） 2.2（▲1.0） 

②どちらかといえば，行った 45.5（9.7） 38.4（▲3.6） 13.3（▲4.7） 2.7（▲1.2） 

【中学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における生徒の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

中学校

の回答 

①よく行った 38.7（10.1） 42.3（▲1.3） 15.6（▲6.5） 3.2（▲2.3） 

②どちらかといえば，行った 29.6（9.5） 44.7（1.6） 20.8（▲7.7） 4.8（▲3.3） 
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質問番号 質問事項 

学校 42 
調査対象学年の児童生徒に対して，前年度までに，総合的な学習の時間において，
課題の設定からまとめ・表現に至る探究の過程を意識した指導をしましたか 

児童生徒 40 「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ますか 

【小学校】 

  
「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における児童の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

小学校

の回答 

①よく行った 28.2（1.9） 40.4（1.0） 24.6（▲1.8） 6.7（▲0.9） 

②どちらかといえば，行った 23.7（1.8） 40.2（2.3） 27.8（▲2.4） 8.1（▲1.7） 

【中学校】 

  

「①よく行った」「②どちらかといえば，行った」と回答した学校における生徒の回答割合  

①当てはまる 
②どちらかといえば， 

当てはまる 
③どちらかといえば， 

当てはまらない 
④当てはまらない 

中学校

の回答 

①よく行った 21.2（1.2） 41.5（2.7） 27.0（▲1.7） 10.1（▲2.2） 

②どちらかといえば，行った 15.7（1.1） 38.6（3.0） 31.8（▲1.6） 13.7（▲2.4） 

 

 
質問番号 質問事項 

学校 20 調査対象学年の児童生徒は，学級やグループでの話合いなどの活動で，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思いますか(新規) 

児童生徒 48 学級の友達との間・生徒の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思いますか(新規) 

【小学校】 

  

「①そのとおりだ思う」「②どちらかといえば，そう思う」と回答した学校における児童の回答割合 

①そう思う 
②どちらかといえば， 

そう思う 
③どちらかといえば， 

そう思わない 
④そう思わない 

小学校

の回答 

①そのとおりだと思う 26.0 43.6 24.0 6.3 

②どちらかといえば，そう思う 23.5 43.4 25.9 7.0 

【中学校】 

  
「①そのとおりだ思う」「②どちらかといえば，そう思う」と回答した学校における生徒の回答割合 

①そう思う 
②どちらかといえば， 

そう思う 
③どちらかといえば， 

そう思わない 
④そう思わない 

中学校

の回答 

①そのとおりだと思う 21.0 46.5 25.4 6.9 

②どちらかといえば，そう思う 17.4 45.5 28.6 8.2 
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