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平成 25 年度学習指導要領実施状況調査 教科等別分析と改善点 

（中学校 特別活動（質問紙調査）） 

１．今回の調査結果の特色  

（１）質問紙調査結果の概要 

 

○ 今回の改訂において，特別活動の改善のために，特別活動全体の目標や各内容の目

標に加えられた「人間関係」に関連する質問の中で，「学級活動の改善」として示され

た「よりよい人間関係を築く」ことと関連する質問について，肯定的な回答の割合は

生徒質問紙調査では約８割，学校質問紙調査では約９割以上である。 

 

○ 今回の改訂の基本方針に掲げられた「社会に参画する態度や自治的能力の育成」，「自

主的，自発的な活動の一層の重視」，「特別活動と道徳との関連」と関連する質問につ

いて，肯定的な回答の割合は生徒及び学校質問紙調査の両方ともそれぞれ約６割から

約８割である。一方，否定的な回答も一定の割合を示していることから，指導の一層

の充実が必要である。 

 

○ 「自治的能力の育成」に関連する質問については，否定的な回答の割合が約４割か

ら約５割であることから，生徒が諸問題を解決する態度の育成をより重視し，そのた

めの機会を設定するなど指導の改善が求められる。 

 

○ 学級活動（２）の「キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成」，「ケ 食

育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」に関連する質問について，肯

定的な回答の割合は生徒質問紙調査では約８割，学校質問紙調査では約６割であり，

生徒の意識と教師の評価との間には大きな差が見られる。 

 

○ 学級活動（３）に新たに加わった「ア 学ぶことと働くことの意義の理解」に関連

する質問については，肯定的な回答の割合は生徒質問紙調査では約６割から約８割，

学校質問紙調査では８割以上である。これらのことから，職場体験活動の高い実施率

と振り返りの指導の充実等により，望ましい勤労観・職業観を形成するとともに学習

したことを基に自分の学校生活を振り返り，改善を図るなど，諸問題を解決する自主

的・実践的態度が育成されてきていると考えられる。 

 

○ 特別活動における活動の状況と全ての学年で調査を実施した５教科の学力には関連

があることが確認された。 

 

○ 特別活動における活動の状況と全ての学年で調査を実施した５教科の学習態度等に

は関連があることが確認された。 

 

○ 話合い活動への積極的な取組と自己決定や集団決定についての態度には相関が見ら

れるなど，特別活動における活動内容は相互に関連・蓄積され，心身の調和のとれた

発達が図られている。
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（２）質問紙調査結果の主な特色 

① 今回の改訂の基本的な考え方に関する事項，各教科等の主な改善事項に関する質問 

ア よりよい人間関係を築く力の育成  

 

 

生共(1) 互いに話し合い，認め合って楽しい学級にしている  

学担(3) 生徒は，協力してよりよい学級生活や人間関係を築いていますか  

 

※  生共 (1)は，問題番号である「生徒質問紙調査（共通）」３ (1)を略して示したものである。また，

学担 (3)は，「学校質問紙調査（２）担任」３ (3)を略して示したものである。本文中では質問内容

も含め，生共 (1)，学担 (3)と示している（以下，同様）。  

 

 
（図１） 

 

（図２） 

 

○  今回の改訂において，「学級活動の改善」として示された「よりよい人間関係

を築く」ことに関しては，生共(1)において，「している」，「どちらかといえばし

ている」という肯定的な回答の割合は約８割である。また，学担 (3)において，「そ

ういう生徒がほとんどである」，「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的

な回答の割合は９割以上である。（図１，図２）  
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生共(4) 生徒会や学校行事で，他の学年の人と協力し合って実行している  

 

 

 
（図３） 

 

○  今回の改訂において，「生徒会活動の改善」として示された「異年齢集団によ

る交流」や「協力して諸問題を解決」することに関しては，生共(4)において，「し

ていない」，「どちらかといえばしていない」という否定的な回答の割合が約４割

である。達成感を持たせる指導の工夫が必要であると考えられる。（図３） 

 

 

 

 

学担(9) 生徒は，学校行事に進んで参加し，自分の役割を果たしたり，他の生徒と

協力して活動したりしていますか  

 

 

 

（図４） 

 

○  今回の改訂において，「学校行事の改善」として示された「よりよい人間関係

を築く」ことや「社会性の育成を図る」ことや，生徒会活動の内容の一つである

「学校行事への協力」に関しては，学担(9)において，「そういう生徒がほとんど

である」，「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的な回答の割合は９割以

上である。生徒が学校行事に進んで参加し，自分の役割を自覚するとともに，ほ

かの生徒と協力して活動しているものと考えられる。（図４）
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イ 社会に参画する態度や自治的能力の育成  

 

 

生共(2) 話し合い活動で，よい学級や人間関係をつくるため，学級としての目標や

方法を決め，実行している 

生共(8) 多様な人の生き方を知り，自分らしい生き方を考えて，それが実現できる

ように努力している 

学担(1) 生徒は，学級生活向上のための問題を見付けられていますか  

学担(2) 生徒は，学級活動の進め方を理解して，話し合いができていますか  

 

 

 
（図５） 

 
（図６） 

 

（図７） 

 

（図８） 
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○ ｢社会に参画する態度や自治的能力の育成｣に関しては，生共(2)，生共(8)にお

いて，「している」，「どちらかといえばしている」という肯定的な回答の割合は

約６割から約８割である。また，学担(1)，学担(2)において，「そういう生徒が

ほとんどである」，「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的な回答の割合

は約７割から約８割である。話合い活動などを行い，よりよい学級づくりがおお

むね図られている。 

一方，生共 (2)，生共(8)において，「していない」，「どちらかといえばしてい

ない」という否定的な回答の割合は約２割から約４割，学担(1)や学担(2)におい

て，「そういう生徒はほとんどいない」，「そういう生徒は半数以下である」とい

う否定的な回答の割合は約２割から約３割であることから，十分な話合い活動が

行えていない生徒やよりよい生活が十分に築けていない学級が一定数あること

が考えられる。（図５，図６，図７，図８） 

 

 

生共(3) 学級活動で，自分の生活や学習の目標や方法を決め，実行している 

学担(4) 生徒は，日常生活や学習に取り組む目標を自分で決め，実行していますか 

学担(5) 生徒は，自分で創意工夫できる係活動を決め，他の生徒と協力し合って活

動していますか 

 

 

 
（図９） 

 

（図 10） 

 

（図 11） 
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○ ｢自主的，自発的な活動の一層の重視｣に関しては，生共(3)において，「してい

る」，「どちらかといえばしている」という肯定的な回答の割合は約６割から約７

割である。また，学担(4)，学担(5)において，「そういう生徒がほとんどである」，

「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的な回答の割合は約７割から約８

割である。（図９，図 10，図 11） 

○ また，生共(3)において，「していない」，「どちらかといえばしていない」とい

う否定的な回答の割合が約３割から約４割であることから，学校や学級での生活

において，自主的，主体的に活動している生徒がいる一方で，自分の生活や学習

の目標や方法を決めたり，実行したりしていない生徒が一定数いることがうかが

える。（図９） 

 

 

 

学担(10) 生徒は，指示待ちではなく，自分たちでよりよい学級生活を築いていま

すか 

 

 

 

（図 12） 

 

○  「自治的能力の育成」に関しては，学担 (10)において，「そういう生徒はほと

んどいない」，「そういう生徒は半数以下である」という否定的な回答の割合は約

４割から約５割である。（図 12） 

○  「自治的能力」の育成については，「集団や社会の一員として」主体的に参画

し，自己のよさを生かす態度形成に向けて，多様な話合い活動の充実を図るなど

一層の指導の充実を目指す必要がある。また，生徒が諸問題を解決する態度の育

成をより重視し，そのための機会を設定するなど指導の改善が求められる。  
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ウ 道徳的実践の指導の充実  

生共(6) 自分の活動をふり返って，思いやりや協力，働くことや責任を果たすこと

の大切さなどを感じている  

学担(7) 生徒は，特別活動でしたことなどを振り返って，思いやりや協力，働くことや

責任を果たすことの大切さについて実感し，努力することができていますか 

学担(11) 特別活動と道徳との関連を図った授業や活動を行っていますか  

 

 
（図 13） 

 

（図 14） 

 

（図 15） 

○ 「よりよい人間関係を築こうとする態度」や「自己の役割や責任を果たして生活

しようとする態度」に関しては，生共(6)において，「している」，「どちらかといえ

ばしている」という肯定的な回答の割合は約８割であり，学年が上がるほど肯定的

な回答の割合が高くなる傾向が見られる。また，学担(7)において，「そういう生徒

がほとんどである」，「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的な回答の割合

は８割以上である。（図 13，図 14） 

○ 「特別活動と道徳との関連」に関しては，学担(11)において，「そうしている」，

「どちらかといえばそうしている」という肯定的な回答の割合は約７割から約８割で

ある。特別活動の各実践において，授業や活動の事後の振り返り等，「道徳との関連」

を意識した指導の充実がおおむね図られている。一方，「そうしていない」，「どちら

かといえばそうしていない」という否定的な回答の割合が約２割から約３割である

ことから，「特別活動と道徳との関連」を図った授業や活動を十分に行っていな

い学級が一定数あることが考えられ，一層の充実が必要である。（図 15）
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② 今回の改訂で新設，学年及び学校種を越えて移行した事項に関する質問 

ア 学級活動（２）「キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成」，「ケ 食育

の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」に関して  

 

生共(5) 自分の健康や安全について努力することを決めて，運動したり給食を食べ

たりしている 

学担(6) 生徒は，自分の健康・安全，食などについて関心をもち，よりよく改善す

るための方法を決めて努力していますか  

 

 

 
（図 16） 

 

（図 17） 

 

○ 学習指導要領における学級活動の内容（２）の「キ 心身ともに健康で安全な

生活態度や習慣の形成」，「ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣

の形成」に関しては，生共(5)において，「している」，「どちらかといえばしてい

る」という肯定的な回答の割合は約８割であり，生徒は，食事，運動等の調和が

とれた生活を意識していると考えられる。また，学担(6)において，「そういう生

徒がほとんどである」，「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的な回答の

割合は約６割である。（図 16，図 17） 

○ 学担(6)において，「そういう生徒はほとんどいない」，「そういう生徒は半数以

下である」という否定的な回答の割合が約４割であることは，教師が生徒の日常

生活の改善を図るための手立てや指導の工夫に課題を感じているためであると

考えられる。（図 16，図 17） 
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イ 学級活動（３）「ア 学ぶことと働くことの意義の理解」に関して  

 

生共(6) 自分の活動をふり返って，思いやりや協力，働くことや責任を果たすこと

の大切さなどを感じている  

生共(7) 学ぶことと働くことの意義を考え，目的を持って意欲的に毎日の学習や諸

活動に取り組んでいる 

学担(7) 生徒は，特別活動でしたことなどを振り返って，思いやりや協力，働くこ

とや責任を果たすことの大切さについて実感し，努力することができてい

ますか 

 

 

 
（図 18） 

 
（図 19） 

 

（図 20） 

 

○ 学習指導要領における学級活動の内容（３）に新たに加えられた「ア 学ぶこ

とと働くことの意義の理解」に関しては，生共(6)，生共 (7)において，「してい

る」，「どちらかといえばしている」という肯定的な回答の割合は約６割から約８

割である。また，同じ関連の質問である，学担(7)において，「そういう生徒がほ

とんどである」，「そういう生徒が 2/3 ぐらいいる」という肯定的な回答の割合は

８割以上である。職場体験活動の高い実施率と振り返りの指導の充実等により，

望ましい勤労観・職業観を形成するとともに，学習したことを基に自分の学校生

活を振り返り，改善を図るなど，諸問題を解決する自主的・実践的態度が育成さ

れてきていると考えられる。（図 18，図 19，図 20） 



－中特 10－ 

 

 

③ 項目間に着目した分析の結果 

○ 分析に当たり，生徒質問紙調査（共通）３の８項目の質問について，それに対す

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ない」，「し

ていない」の四つの回答を，肯定的な順にそれぞれ４，３，２，１点とスコア化し

た。 

○ ８項目の質問のスコアの相関係数などを学年ごとにまとめた。（表１，表２，表３） 

 
＜表１  生徒質問紙調査（共通）３の相関分析の結果（第１学年）＞  

 
相関係数  

平均値  
標準  

偏差  

分析  

対象数  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) 互いに話し合い，認め合って楽しい学級にしてい

る  
-  -  -  -  -  -  -  3.06  0.85  23,018  

(2) 話し合い活動で，よい学級や人間関係をつくるた

め，学級としての目標や方法を決め，実行している  
0.596  -  -  -  -  -  -  2.78  0.87  23,018  

(3) 学級活動で，自分の生活や学習の目標や方法を決

め，実行している  
0.496  0.646  -  -  -  -  -  2.77  0.88  23,018  

(4) 生徒会や学校行事で，他の学年の人と協力し合っ

て実行している  
0.411  0.486  0.489  -  -  -  -  2.72  0.96  23,018  

(5)  自 分 の 健 康 や 安 全 に つ い て 努 力 す る こ と を 決 め

て，運動したり給食を食べたりしている  
0.378  0.379  0.397  0.348  -  -  -  3.22  0.85  23,018  

(6) 自分の活動をふり返って，思いやりや協力，働く

ことや責任を果たすことの大切さなどを感じている  
0.442  0.472  0.495  0.410  0.454  -  -  3.07  0.85  23,018  

(7) 学ぶことと働くことの意義を考え ,目的を持って

意欲的に毎日の学習や諸活動に取り組んでいる  
0.415  0.482  0.538  0.428  0.426  0.583  -  2.83  0.87  23,018  

(8) 多様な人の生き方を知り，自分らしい生き方を考

えて ,それが実現できるように努力している  
0.400  0.433  0.460  0.370  0.397  0.544  0.578  2.96  0.89  23,018  

※データに一部でも欠損が見られた場合は，当該ケースについては，全ての分析から除いた上で，分析

を行った。（表２，表３も同様）  

※変数間の全組合せで，１％水準で有意（表２，表３も同様）  

 
＜表２  生徒質問紙調査（共通）３の相関分析の結果（第２学年）＞  

 
相関係数  

平均値  
標準  

偏差  

分析  

対象数  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) 互いに話し合い，認め合って楽しい学級にしてい

る  
-  -  -  -  -  -  -  3.04  0.86  27,640  

(2) 話し合い活動で，よい学級や人間関係をつくるた

め，学級としての目標や方法を決め，実行している  
0.632  -  -  -  -  -  -  2.76  0.87  27,640  

(3) 学級活動で，自分の生活や学習の目標や方法を決

め，実行している  
0.524  0.664  -  -  -  -  -  2.74  0.86  27,640  

(4) 生徒会や学校行事で，他の学年の人と協力し合っ

て実行している  
0.444  0.505  0.520  -  -  -  -  2.71  0.97  27,640  

(5)  自 分 の 健 康 や 安 全 に つ い て 努 力 す る こ と を 決 め

て，運動したり給食を食べたりしている  
0.401  0.400  0.418  0.381  -  -  -  3.16  0.87  27,640  

(6) 自分の活動をふり返って，思いやりや協力，働く

ことや責任を果たすことの大切さなどを感じている  
0.461  0.484  0.501  0.446  0.489  -  -  3.07  0.85  27,640  

(7) 学ぶことと働くことの意義を考え ,目的を持って

意欲的に毎日の学習や諸活動に取り組んでいる  
0.435  0.491  0.546  0.448  0.445  0.603  -  2.81  0.86  27,640  

(8) 多様な人の生き方を知り，自分らしい生き方を考

えて ,それが実現できるように努力している  
0.399  0.444  0.476  0.391  0.414  0.557  0.593  2.93  0.88  27,640  

 
＜表３  生徒質問紙調査（共通）３の相関分析の結果（第３学年）＞  

 
相関係数  

平均値  
標準  

偏差  

分析  

対象数  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) 互いに話し合い，認め合って楽しい学級にしてい

る  
-  -  -  -  -  -  -  3.15  0.85  42,676  

(2) 話し合い活動で，よい学級や人間関係をつくるた

め，学級としての目標や方法を決め，実行している  
0.657  -  -  -  -  -  -  2.86  0.88  42,676  

(3) 学級活動で，自分の生活や学習の目標や方法を決

め，実行している  
0.548  0.685  -  -  -  -  -  2.85  0.88  42,676  

(4) 生徒会や学校行事で，他の学年の人と協力し合っ

て実行している  
0.462  0.523  0.526  -  -  -  -  2.80  0.98  42,676  

(5)  自 分 の 健 康 や 安 全 に つ い て 努 力 す る こ と を 決 め

て，運動したり給食を食べたりしている  
0.419  0.433  0.449  0.405  -  -  -  3.14  0.88  42,676  

(6) 自分の活動をふり返って，思いやりや協力，働く

ことや責任を果たすことの大切さなどを感じている  
0.488  0.505  0.523  0.457  0.495  -  -  3.17  0.84  42,676  

(7) 学ぶことと働くことの意義を考え ,目的を持って

意欲的に毎日の学習や諸活動に取り組んでいる  
0.464  0.517  0.572  0.465  0.476  0.616  -  2.93  0.87  42,676  

(8) 多様な人の生き方を知り，自分らしい生き方を考

えて ,それが実現できるように努力している  
0.438  0.461  0.491  0.405  0.438  0.577  0.615  3.06  0.87  42,676  
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○ 全ての項目間において，相関係数は 0.300 以上であり，統計学的に有意な関係が

見られている。特に相関係数 0.500 以上の項目に着目した場合，次の三点が明らか

になった。 

○ 一点目として，生共(1)の項目と生共(2)の項目は，全ての学年にわたって0.500

以上の相関係数であった。このことから，話合い活動における主体性と，学級にお

いて，よりよい生活づくりに参画し，諸問題を解決しようとする自主的，実践的な

態度の育成については，相互に関係していると考えられる。 

○  二点目として，生共(4)の項目と，生共(2)，生共(3)の項目は，第２学年と第３

学年において，0.500 以上の相関係数であった。このことから，生徒会活動や学校

行事における異年齢集団での協力的な態度と，学級において，よりよい生活づくり

に参画する態度，及び目的を持って意欲的に学習や諸活動に取り組む実践的な態度

の育成については，相互に関係していると考えられる。 

○  三点目として，生共(6)の項目と，生共(7)，生共(8)の項目は，全ての学年にわ

たって 0.500 以上の相関係数であった。このことから，協力や責任を果たすことの

大切さの実感と，学習・諸活動への意欲的な態度や自己実現を図る態度は，相互に

関係していると考えられる。 

○ 各項目間の相関は，学年が上がるごとに強くなる傾向がある。生徒の経験が蓄積

するにつれて，特別活動で体験したことや学んだことが統合的に捉えられるように

なると考えられる。 

 

④ 特別活動と各教科との関連 

ア 特別活動の活動状況と各教科における学力との関連 

  ○ 生徒質問紙調査の各質問項目における選択肢別の平均正答率を見ると，図21の

とおり，第３学年の生共(1)では，「している」，「どちらかといえばしている」と

いう肯定的な回答の方が，「していない」，「どちらかといえばしていない」とい

う否定的な回答より平均正答率が高い傾向が見られる。また，ほかの学年や質問

項目でも，同様の傾向が見られる。  
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※第３学年国語Ａ冊子を「３国語Ａ」のように図中では教科名を略称で表記している。

※保健体育（体育分野）については，第２学年で実施

＜図 21 生共 (1)における選択肢別平均正答率の差（第３学年）＞  

○ 生徒質問紙調査の回答と冊子別の平均正答率からも，特別活動と各教科の学力

に相関関係があるものと考えられるが，更に特別活動における生徒の活動や取組

等の状況と全ての学年で調査を実施した５教科（国語，社会，数学，理科，外国

語）の学力との関連について確認するため，以下の方法により分析した。

・ 特別活動における生徒の活動や取組等の状況について，生徒質問紙（共通）

３の８項目の質問に対する「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ない」，「していない」の四つの回答を，肯定的な順にそれ

ぞれ４，３，２，１点とスコア化し，８項目のスコアの合計を生徒ごとに算出

した。 

・ 合計スコアの平均値と分布を考慮し，各教科の調査票ごとの調査対象の全生

徒を人数が約３分の１ずつになるよう３群に分けた（上位群，中位群，下位群）。 

・ 上位群，中位群，下位群ごとに５教科（国語，社会，数学，理科，外国語）

のペーパーテスト調査の平均正答数を算出して比較することによって，特別活

動における生徒の活動や取組等の状況と５教科における生徒の学力との関連

について分析した。なお，各教科で取り得るペーパーテスト調査の正答数の合

計値の範囲は異なる。

（％）
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＜表４  特別活動の活動状況と各教科における学力との関連について＞  

   第１学年  第２学年  第３学年  

   人数  平 均 正 答数  人数  平 均 正 答数  人数  平 均 正 答数  

国語  Ａ調査票  上位群  1,022 21.54  1,059 20.95  1,119 18.75  

中位群  1,205 20.68  1,171 20.89  1,184 18.40  

下位群  1,418 19.62  1,437 19.57  1,280 17.50  

Ｂ調査票  上位群  956 14.61  1,041 16.71  1,177 11.09  

中位群  1,156 14.37  1,190 15.87  1,113 10.86  

下位群  1,428 13.64  1,361 15.01  1,299 10.44  

社会  Ａ調査票  上位群  1,194 16.62  1,259 13.76  1,079 15.19  

中位群  1,084 15.58  1,215 13.26  1,187 14.65  

下位群  1,153 14.07  1,144 11.99  1,251 13.90  

Ｂ調査票  上位群  1,305 16.28  1,247 12.68  1,242 15.49  

中位群  1,079 15.25  1,179 11.97  1,205 14.93  

下位群  1,092 13.99  1,148 10.77  1,185 13.70  

Ｃ調査票  上位群    1,119 12.44  1,172 14.42  

中位群  1,237 11.88  1,182 13.69  

下位群  1,247 10.45  1,267 12.52  

数学  Ａ調査票  上位群  1,264 12.61  1,286 9.18  1,137 12.07  

中位群  1,101 11.89  1,218 8.50  1,161 11.71  

下位群  1,158 10.84  1,139 7.80  1,250 11.00  

Ｂ調査票  上位群  1,276 9.81  1,167 8.08  1,258 12.84  

中位群  1,171 9.02  1,247 7.61  1,136 12.30  

下位群  1,065 8.35  1,242 7.07  1,208 11.31  

Ｃ調査票  上位群  1,354 10.76    1,214 12.03  

中位群  1,064 10.40  1,200 11.56  

下位群  1,032 9.78  1,163 10.51  

理科  Ａ調査票  上位群  1,275 17.03  1,227 15.84  1,182 16.98  

中位群  1,110 16.00  1,188 14.96  1,144 16.43  

下位群  1,147 14.90  1,228 13.86  1,248 15.54  

Ｂ調査票  上位群  1,229 16.20  1,223 19.33  1,166 22.27  

中位群  1,091 15.50  1,161 18.52  1,171 21.75  

下位群  1,161 13.52  1,215 17.47  1,262 20.66  

Ｃ調査票  上位群    1,203 16.73  1,238 17.43  

中位群  1,256 16.34  1,179 17.00  

下位群  1,278 14.84  1,214 15.79  

外国語  Ａ調査票  上位群  1,228 14.61  1,197 13.22  1,134 12.47  

中位群  1,168 13.64  1,192 12.18  1,415 11.94  

下位群  1,192 12.77  1,161 11.20  1,086 10.94  

Ｂ調査票  上位群  1,286 12.87  1,121 12.84  1,143 12.26  

中位群  1,129 12.20  1,165 12.43  1,425 11.75  

下位群  1,140 11.17  1,303 11.20  1,053 10.58  

 

○ 分析の結果，５教科の全ての学年において，上位群，中位群，下位群の順に平均正答数

が多かった。また，多重比較の結果，国語は第１学年のＢ調査票，第２学年のＡ調査票，及

び第３学年のＡ，Ｂ調査票で，数学は第３学年のＡ調査票で，理科は第２学年のＣ調査票及

び第３学年のＡ，Ｂ，Ｃ調査票で，それぞれ上位群と中位群の間には統計学的に有意な差が

見られなかったが，それらを除く群間には統計学的に有意な差が見られた。（表４） 

○ これらの結果から，特別活動における活動の状況と全ての学年で調査を実施し

た５教科の学力には関連があることが確認された。
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イ 特別活動の活動状況と各教科における学習態度等との関連  

 

○  特別活動における生徒の活動や取組等の状況と全ての学年で調査を実施した

５教科（国語，社会，数学，理科，外国語）における生徒の学習態度や認識等と

の関連について確認するため，以下の方法により，生徒質問紙調査の結果を用い

て分析した。 

 

・ 特別活動における生徒の活動や取組等の状況について，生徒質問紙調査（共

通）３の８項目の質問に対する「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ない」，「していない」の四つの回答を，肯定的な順にそ

れぞれ４，３，２，１点とスコア化し，８項目のスコアの合計を生徒ごとに算

出した。 

・ 合計スコアの平均値と分布を考慮し，各教科の調査票ごとの調査対象の全生

徒を人数が約３分の１ずつになるよう３群に分けた（上位群，中位群，下位群）。 

 

・ ５教科（国語，社会，数学，理科，外国語）における生徒の学習態度や認識

等について，５教科の生徒質問紙調査２の質問のうち四件法のものを対象に，

四つの回答を肯定的な順にそれぞれ４，３，２，１点とスコア化した。  

・ 教科ごとに，質問の内容から学習態度や教科の学習についての認識など，関

連すると考えられるもので質問を分類し，分類ごとにスコアの合計を求めた。

なお，合計スコアの値の範囲は分類ごとに異なる。  

・ 質問を分類する際，授業の状況や小学校での学習の評価等についての質問及

びα係数を確認して分類に適すると判断できない質問については，分析対象か

ら外した。なお，質問紙調査の質問はそれぞれの教科において，生徒の学習態

度や認識等を独立して把握するよう設定されており，複数の質問に対する回答

結果を合成して分析を行うことは調査実施時には前提としていないが，この分

析に限り便宜的に質問を分類して合成したスコアを求め，分析を行うこととし

た。  

 

・ 特別活動の活動状況の上位群，中位群，下位群ごとに５教科の分類ごとの合

計スコアの平均を算出して比較することによって，特別活動における生徒の活

動や取組等の状況と５教科における生徒の学習態度や認識等との関連につい

て分析した。 
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（ア） 特別活動と国語の関連 

○ 生徒質問紙調査（国語）２の 25 項目の質問を【国語の学習の仕方や興味・関

心】，【国語の授業・学習や将来に関すること】という二つの側面から分類した。 

 
分類  質問項目  

国語の学習

の仕方や興

味・関心  

（ 10 項目） 

分析対象とする質問（ 10 項目）  

(１ ) 自分の考えを学級の他の生徒に話すことは好きですか。  

(２ ) ペアやグループになって生徒同士で話し合うのは好きですか。  

(10) 国語の授業で，物語などを場面ごとに細かく読み取ることは好きですか。  

(11) 国語の授業で物語などを読んで，内容を紹介したり，よさや特徴について気付いたこと

や感想を述べ合ったり，他の物語と比べたりすることは好きですか。  

(15) 何かを調べるとき，本や図鑑，インターネット，パンフレット等の資料など，様々なも

のを使って調べようとしていますか。  

(17) 古文や漢文などを読むのは，好きですか。  

(18) 古文や漢文などを読んで，昔の人のものの見方や考え方を知ることは好きですか。  

(23) 学校の図書館を利用して，読書をしていますか。  

(24) 地域の図書館などを利用して，読書をしていますか。  

(25) 国語の学習をするときに，インターネットを利用していますか。  

国 語 の 授

業・学習や

将来に関す

ること  

（ 15 項目） 

分析対象とする質問（ 15 項目）  

(３ ) 他の生徒の話を自分の思いや考えと比べながら聞いていますか。  

(４ ) 話を聞き取ることができないときやもっと詳しく聞きたいときは，聞き返したり質問し

たりしていますか。  

(５ ) 国語の学習をして，他の人の話を聞いて，よい話し方から学んだり，話し方をもっと工

夫した方がよい点に気が付いたりするようになりましたか。  

(６ ) 書くときに，書きたいことが思い浮かびますか。  

(７ ) 相手や目的に合うように，自分の思いや考えを書こうと努力していますか。  

(８ ) 国語の学習をして，国語の授業以外で文章を書くときにも，自分の考えの根拠をはっき

り書くようになりましたか。  

(９ ) 国語の授業で，書いた文章を生徒同士で読み合って感想や意見を述べることは，文章を

書く上で役に立つと思いますか。  

(12) 教科書の文章を読んで，同じ作者や似た内容の本や文章を読むことがありますか。  

(13) 何を調べたくて読むのかなど，読む目的をはっきりさせて文章を読んでいますか。  

(14) 本や文章を読むとき，書かれている内容だけでなく，書き方の工夫についても感想をも

つことがありますか。  

(16) 国語の学習をして，自分の読書の傾向を振り返ったり，これから読んでみたい本につい

て考えたりするようになりましたか。  

(19) 新しい漢字の読み方や書き方を覚えて，文や文章を書くときに使うようにしています

か。  

(20) 相手に応じて敬語を用いるなど，言葉の使い方に気を付けるようにしていますか。  

(21) 分からない言葉の意味を知りたいときは，辞書などで調べるようにしていますか。  

(22) 文字を書くとき，正しく整えて速く書くよう努力していますか。  

 

○ 上位群，中位群，下位群ごとに分類ごとの合計スコアの平均を算出した。  

 

  第１学年  第２学年  第３学年  

  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  

国 語 の 学 習 の 仕 方 や 興

味・関心  

（ 10 項目全てで分析）  

上位群  1,953 27.8  2,074 26.3  2,274 26.4  

中位群  2,317 25.0  2,324 24.0  2,266 23.6  

下位群  2,788 21.7  2,745 21.1  2,526 21.0  

国語の授業・学習や将来に

関すること  

（ 15 項目全てで分析）  

上位群  1,937 48.7  2,042 47.3  2,246 47.5  

中位群  2,303 43.9  2,289 42.8  2,240 43.1  

下位群  2,733 37.9  2,702 37.2  2,503 37.9  

 

○ 生徒質問紙調査（国語）２の各分類における合計スコアの平均はいずれも，全

学年において，上位群＞中位群＞下位群の順であり，全ての群間に有意差が認め

られた。 

○ このことから，特別活動における生徒の活動や取組等の状況と国語における生

徒の学習態度や認識等には関連があると考えられる。 
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（イ） 特別活動と社会の関連 

○ 生徒質問紙調査（社会）２の 19 項目の質問を【自律的学習】，【学習意欲の喚

起】，【社会科への興味】という三つの側面から分類した。 

 
分類  質問項目  

自律的学習  

（５項目）  

分析対象とする質問（５項目）  

(２ ) 社会科の授業で，自分で資料を集めて調べることができますか。  

(３ ) 社会科の授業で，自分の考えを資料などを使って説明することができますか。  

(４ ) 社会科の授業で，先生や友達に質問することができますか。  

(５ ) 社会科の授業で，友達の意見に対して，自分の考えをもつことができますか。  

(６ ) 社会科の学習で，調べたことを基に自分の考えを図や文章を用いて書くことができます

か。  

学習意欲の

喚起  

（９項目）  

分析対象とする質問（８項目）  

(11) 社会科を学習して，博物館や郷土資料館などにもっと行ってみたいと思うようになりま

したか。  

(12) 社会科を学習して，地域や実社会で働く人の話をもっと聞いてみたいと思うようになり

ましたか。  

(13) 社会科の授業で学んだことを基にして，自分たちがすべきことを考えることがあります

か。  

(14) 話題に出た地名やその位置などについて，地図や地図帳で確かめていますか。  

(15) テレビのニュース番組を見たり新聞を読んだりして，世の中の出来事を知るようにして

いますか。  

(16) インターネットで，政治や経済についての情報を見たり取り出したりしていますか。  

(18) 歴史的分野の授業で，各時代の特色を捉えるための導入やまとめの学習を行っています

か。  

(19) 社会の一員としてよりよい社会を考えることができるよう，社会科を勉強したいと思う

ようになりましたか。  

分析対象から外す質問（１項目）  

(17) 地理的分野の授業で「身近な地域の調査」の学習をすでに行いましたか。  

社会科への

興味  

（５項目）  

分析対象とする質問（５項目）  

(１ ) 社会科の授業で，学習課題を設定して，その解決のために調べたり考えたりすることは

好きですか。  

(７ ) 社会科を学習して，見学したり人に聞いたりして調べることが好きになりましたか。  

(８ ) 社会科を学習して，調べたことを新聞などの作品にまとめることが好きになりました

か。  

(９ ) 社会科を学習して，地図やグラフ，年表などの資料で調べることが好きになりましたか。 

(10) 社会科を学習して，学習課題やテーマを設定して討論（話し合い）を行うことが好きに

なりましたか。  

 

○ 上位群，中位群，下位群ごとに分類ごとの合計スコアの平均を算出した。  

 

  第１学年  第２学年  第３学年  

  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  

自律的学習  

（５項目全てで分析）  

上位群  1,916 16.5  2,592 16.3  3,361 15.2  

中位群  1,465 14.9  2,198 14.9  3,440 13.4  

下位群  1,240 13.4  1,838 13.3  3,588 11.4  

学習意欲の喚起  

（９項目中８項目で分析） 

上位群  2,470 23.5  3,562 22.9  3,451 23.3  

中位群  2,113 20.9  3,555 20.5  3,526 20.9  

下位群  2,178 17.6  3,453 17.4  3,626 17.9  

社会科への興味  

（５項目全てで分析）  

上位群  1,702 15.4  2,233 14.6  3,417 12.8  

中位群  1,350 13.1  2,028 12.8  3,469 10.8  

下位群  1,280 11.1  1,819 10.4  3,583 8.6  

 

○ 生徒質問紙調査（社会）２の各分類における合計スコアの平均はいずれも，全

学年において，上位群＞中位群＞下位群の順であり，全ての群間に有意差が認め

られた。 

○ このことから，特別活動における生徒の活動や取組等の状況と社会における生

徒の学習態度や認識等には関連があると考えられる。 
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（ウ） 特別活動と数学の関連 

○ 生徒質問紙調査（数学）２の 21 項目の質問を【数学の学習の仕方や興味・関

心】，【数学の授業】，【数学の学習や将来に関すること】という三つの側面から分

類した。 

 
分類  質問項目  

数学の学習

の仕方や興

味・関心  

（８項目）  

分析対象とする質問（８項目）  

(１ ) 数学で新しい内容を学習したとき，前に学習したこととどのような関係があるかを考え

ようとしていますか。  

(２ ) 数学の問題を解くとき，前に解いた問題と似ているところや違っているところがどこか

などを考えようとしていますか。  

(３ ) 数学の問題を解いていて問題の意味や解き方がすぐに思い浮かばないとき，ノートやプ

リントに図や表などをかいたりして考えようとしていますか。  

(４ ) 数学の問題の解き方が分からないとき，あきらめずにいろいろ考えようとしています

か。  

(５ ) 数学の問題を解くとき，自分や友達にとって分かりやすいように言葉や，数，式，図，

表，グラフなどを用いて解き方を書いていますか。  

(６ ) 数学の問題が解けたとき，別な解き方を考えようとしていますか。  

(７ ) 数学の問題に取り組んだとき，何が分かり，何が分からなかったのか，ふり返って考え

るようにしていますか。  

(８ ) 数学で学習したことを，日常生活や他教科の学習で使おうとしていますか。  

数学の授業  

（６項目）  

分析対象とする質問（６項目）  

(９ ) 数学の授業で，観察，操作や実験などをすることがありますか。  

(10) 数学の授業で，学んだことを基にして数や図形の性質などを見つけることがあります

か。  

(11) 数学の授業で，学んだことを日常生活の場面に利用することがありますか。  

(12) 数学の授業で，自分の考えを説明し伝え合うことがありますか。  

(13) 数学の授業で，言葉や，数，式，図，表，グラフを関連付けて考えることがありますか。 

(14) 数学の授業で取り組んだことを，レポートなどにまとめて発表することがありますか。 

数学の学習

や将来に関

すること  

（７項目）  

分析対象とする質問（７項目）  

(15) 数学の学習は大切だと思いますか。  

(16) 数学の学習は，受験に関係なくても大切だと思いますか。  

(17) 数学を学習すれば，論理的に考えることができるようになると思いますか。  

(18) 自分の好きな仕事につけるよう，数学を学習したいと思いますか。  

(19) ふだんの生活や社会に出て役立つよう，数学を学習したいと思いますか。  

(20) 将来，数学の学習を生かした仕事をしたいと思いますか。  

(21) 数学は，社会のあらゆる分野で必要だと思いますか。  

 

○ 上位群，中位群，下位群ごとに分類ごとの合計スコアの平均を算出した。  

 

  第１学年  第２学年  第３学年  

  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  

数 学 の 学 習 の 仕 方 や 興

味・関心  

（８項目全てで分析）  

上位群  3,844 24.4  2,419 23.7  3,563 24.3  

中位群  3,288 21.7  2,431 21.3  3,464 21.9  

下位群  3,196 18.4  2,351 18.1  3,571 19.1  

数学の授業  

（６項目全てで分析）  

上位群  3,838 16.6  2,415 15.4  3,566 15.4  

中位群  3,282 14.9  2,430 14.2  3,447 13.9  

下位群  3,187 12.8  2,353 12.3  3,566 12.2  

数学の学習や将来に関す

ること  

（７項目全てで分析）  

上位群  3,860 22.6  2,430 21.7  3,576 21.6  

中位群  3,292 21.0  2,432 20.1  3,465 19.9  

下位群  3,184 18.6  2,338 17.7  3,571 17.6  

 

○ 生徒質問紙調査（数学）２の各分類における合計スコアの平均はいずれも，全

学年において，上位群＞中位群＞下位群の順であり，全ての群間に有意差が認め

られた。 

○ このことから，特別活動における生徒の活動や取組等の状況と数学における生

徒の学習態度や認識等には関連があると考えられる。 
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（エ） 特別活動と理科の関連 

○ 生徒質問紙調査（理科）２の 23 項目の質問を【理科の学習の仕方や興味・関心】，

【理科の授業】，【理科の学習や将来に関すること】という三つの側面から分類した。  

 
分類  質問項目  

理科の学習

の仕方や興

味・関心  

（ 11 項目） 

分析対象とする質問（８項目）  

(２ ) 理科の学習で，何が分かり，何が分からなかったのか，いつも確認するようにしていま

すか。  

(３ ) 理科の学習で，観察や実験の進め方や考え方を友だちと協力して決めるようにしていま

すか。  

(４ ) 理科で学習したことを，日常生活や身近な自然現象に当てはめて考えるようにしていま

すか。  

(５ ) 自然や理科についての読み物や図鑑をよく見ていますか。  

(６ ) 自然や理科についてのテレビ番組，インターネットの Web サイトをよく見ていますか。 

(７ ) 理科の学習で，観察や実験をすることが好きですか。  

(８ ) 理科の学習で，ものをつくったり道具を使ったりすることが好きですか。  

(９ ) 動物園や水族館，博物館や科学館へ行くことが好きですか。  

分析対象から外す質問（３項目）  

(１ ) 理科の授業の中で分からないことがあったら，どうすることが多いですか。（当てはま

るものを全て選んでください。）  

(10) 数学の学習で，文章を読んで式を立てる問題を解くのは好きですか。  

(11) 文章題や計算問題において，困難を感じるのはどのような時ですか。（以下の選択肢か

ら最大３つまで選んでください。）  

理科の授業  

（６項目）  

分析対象とする質問（５項目）  

(12) 疑問に思ったことを，どのようにしたら実験で確かめられるか考えるようにしています

か。  

(13) 自分の考えで仮説を立てたり，結果を予想したりして，観察や実験をしていますか。  

(14) 観察や実験では，手順を考えながら行うようにしていますか。  

(15) 観察や実験の結果を，自分の予想（仮説）と関係付けて考察していますか。  

(16) 観察や実験をする時，予想や結果，考察を自分で整理して書いていますか。  

分析対象から外す質問（１項目）  

(17) 観察や実験をする時，予想や考察を行う時間は十分にありましたか。  

理科の学習

や将来に関

すること  

（６項目）  

分析対象とする質問（６項目）  

(18) 理科の時間に，自分の考えや分かったこと，調べたことを発表するのは楽しいですか。 

(19) 理科の観察や実験の技能について，自信がありますか。  

(20) 理科では，何をどのように学習すればよいか，分かっていますか。  

(21) 将来，理科の学習を生かした仕事をしたいですか。  

(22) 理科で学んだことは，どんな職業についても生かせることがあると思いますか。  

(23) 理科の学習は，自然や環境の保護（保全）のために必要だと思いますか。  

 

○ 上位群，中位群，下位群ごとに分類ごとの合計スコアの平均を算出した。  

 

  第１学年  第２学年  第３学年  

  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  

理科の学習の仕方や興味・

関心  

（ 11 項目中８項目で分析） 

上位群  2,459 24.6  3,589 23.7  3,549 24.0  

中位群  2,151 22.2  3,541 21.7  3,443 21.9  

下位群  2,239 19.4  3,643 19.0  3,647 19.5  

理科の授業  

（６項目中５項目で分析）  

上位群  2,483 15.6  3,625 14.9  3,562 15.1  

中位群  2,166 13.7  3,557 13.3  3,469 13.4  

下位群  2,267 11.5  3,656 11.2  3,673 11.4  

理科の学習や将来に関する

こと  

（６項目全てで分析）  

上位群  2,427 16.6  3,575 16.0  3,509 16.4  

中位群  2,115 14.9  3,533 14.6  3,427 14.9  

下位群  2,231 12.9  3,597 12.7  3,630 13.2  

 

○ 生徒質問紙調査（理科）２の各分類における合計スコアの平均はいずれも，全学年に

おいて，上位群＞中位群＞下位群の順であり，全ての群間に有意差が認められた。 

○ このことから，特別活動における生徒の活動や取組等の状況と理科における生

徒の学習態度や認識等には関連があると考えられる。
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（オ） 特別活動と外国語の関連  

○ 生徒質問紙調査（英語）２の 20 項目の質問を【英語の学習の仕方や興味・関

心】，【英語の授業・学習や将来に関すること】という二つの側面から分類した。 

 
分類  質問項目  

英語の学習

の仕方や興

味・関心  

（５項目）  

分析対象とする質問（５項目）  

(１ ) 英語で自分の考えや気持ちを伝えることができるよう，英語を勉強していますか。  

(２ ) 外国人が英語で話しかけてきたら，あなたはどうしますか。  

(３ ) テレビやラジオ，インターネットなどで，英語の番組，歌，スポーツ中継などを見たり

聞いたりしますか。  

(４ ) 英語の新聞や雑誌などに，あなたの興味のある記事が書かれていると教えられたら，あ

なたはどうしますか。  

(５ ) 外国の生徒と英語でメール交換ができるようになるとの紹介があったら，あなたはどう

しますか。  

英 語 の 授

業・学習や

将来に関す

ること  

（ 15 項目） 

分析対象とする質問（９項目）  

(10) 授業では積極的に英語を使うようにしていますか。  

(11) 強勢，イントネーション，区切りなどに気を付けて英語を正しく聞き取れるようになる

活動に意欲的に取り組んでいますか。  

(12) 内容にまとまりのある英語を聞いて，話し手が伝えたいことや必要な情報を聞き取る活

動に意欲的に取り組んでいますか。  

(13) スピーチなど自分の考えや気持ちを英語で話す活動に意欲的に取り組んでいますか。  

(14) 音読の活動では，「英語で話す力を伸ばそう」など，目的をもって意欲的に取り組んで

いますか。  

(15) 内容にまとまりのある英語を読んで，書き手が伝えたいことや必要な情報を読み取る活

動に意欲的に取り組んでいますか。  

(16) 自分の考えや気持ちを伝えるために英語でまとまりのある文章を書く活動に意欲的に

取り組んでいますか。  

(17) 「聞き取った内容をもとに英語で自分の意見を書く」「読んだ内容について英語で感想

を話す」などの活動に意欲的に取り組んでいますか。  

(20) 将来，仕事で英語を使いたいと思いますか。  

分析対象から外す質問（６項目）  

(６ ) 複数の先生が教える授業（外国人の先生が参加する授業は除く）や少人数での授業は学

習しやすいですか。  

(７ ) 外国人の先生が参加する授業は好きですか。  

(８ ) ペアやグループでの活動を取り入れた授業は学習しやすいですか。  

(９ ) コンピュータ，インターネット，電子黒板などのＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授

業は好きですか。  

(18) 英語を学習していて，小学校での英語の授業が役に立ったと思うことがありますか。  

(19) 英検などの外部検定試験を受けたことがありますか。  

 

○ 上位群，中位群，下位群ごとに分類ごとの合計スコアの平均を算出した。  

 

  第１学年  第２学年  第３学年  

  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  
人数  

合計スコ

アの平均  

英語の学習の仕方や興味・

関心  

（５項目全てで分析）  

上位群  2,492 15.8  2,301 15.5  2,268 15.6  

中位群  2,281 14.5  2,338 14.3  2,816 14.4  

下位群  2,296 12.7  2,424 12.4  2,118 12.7  

英語の授業・学習や将来に

関すること  

（ 15 項目中９項目で分析） 

上位群  2,463 27.6  2,279 27.0  2,254 27.0  

中位群  2,243 24.3  2,315 23.9  2,800 23.6  

下位群  2,246 20.1  2,402 19.7  2,085 19.7  

 

○ 生徒質問紙調査（英語）２の各分類における合計スコアの平均はいずれも，全

学年において，上位群＞中位群＞下位群の順であり，全ての群間に有意差が認め

られた。 

○ このことから，特別活動における生徒の活動や取組等の状況と外国語における

生徒の学習態度や認識等には関連があると考えられる。 
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２．今回の調査結果を踏まえた指導上の改善点  

（１）特別活動の特質をよく理解し，調和のとれたこれからの人間を育成する観点から，

目標の表現や活動内容等の今日的工夫・改善 

○ 質問紙調査の回答状況から，特別活動全体の目標や各内容の目標はおおむね達成で

きていると考えられる。 

○ 学年別に回答状況を見ると，肯定的な回答の割合が第３学年と比べて第１，２学年

が低い傾向がある。項目間に着目した分析の結果などから，特別活動で体験したこと

や学んだことは学年の進行により蓄積されて統合的に捉えられるようになると考えら

れることから，第１，２学年の段階においても特別活動全体の目標や各内容の目標を

意識した活動が充実するよう，特別活動全体の目標や各内容の目標における「育てた

い態度や能力」を一層明確にした計画に基づく指導の充実と，学年間の一貫性と系統

性，発達段階に伴う活動内容等の改善が求められる。  

○ また，生徒会活動の改善として示された「異年齢集団による交流」や「協力して諸

問題を解決」することなどについては，第１，２学年においても活動の達成感が得ら

れるように自主的，自発的な活動を一層充実することが必要である。 

 

（２）学力や学習態度の向上を促す特別活動の役割や意義の重視 

○ 特別活動における活動の状況と全ての学年で調査を実施した５教科の学力及び学習

態度等には関連があることが確認された。 

○ これを踏まえ，学業指導（それぞれの学級を「学びに向かう集団」に高めながら，

生徒一人一人が自らの力で様々な不適応を解消し意欲的に学習活動に取り組めるよう

に指導・援助していくこと）や生徒指導，キャリア教育等との関連を図った学級経営

を充実するなど，各教科の学力や学習態度の向上を促す特別活動の役割と意義を意識

した，活動内容の一層の充実が求められる。  

 

（３）集団や自己決定を目指す話合い活動の充実 

○ 「自主的，自発的な活動」に関連する質問において，約３割から約４割の生徒が否

定的な回答をしていることから，学校や学級での生活において，自主的，主体的に活

動している生徒がいる一方で，自分の生活や学習の目標や方法を決めたり，実行した

りしていない生徒が一定数いることがうかがえる。生徒自ら諸問題を解決する態度の

育成をより重視し，そのための機会を設定するなど指導の改善が求められる。  

○ 特に「自治的能力」の育成については，「集団や社会の一員として」主体的に参画し，

望ましい人間関係を形成しつつ，自己のよさを生かす態度形成に向けて，多様な話合

い活動の充実を図るなど一層の指導の充実が求められる。  

 

（４）特別活動の内容相互等との関連を図った体験活動の一層の充実 

○ 生徒質問紙調査の特別活動に関連する項目間の相関は，学年が上がるごとに強くな

る傾向があることから，生徒の経験が蓄積するに連れて，特別活動で体験したことや

学んだことが統合的に捉えられるようになると考えられる。  

○ 特別活動の各実践において，道徳との関連を意識した指導の充実はおおむね図られ

ているが，関連する質問において，否定的な回答をした教師の指導を受けている生徒

の割合が約２割から約３割であることから，特別活動と道徳との関連を図った授業や

活動の一層の充実が必要である。  

○ 特別活動の内容相互の関連はもとより，特別活動における実践活動と道徳や他の教

育活動との関連を明確にした指導を深め，個々の成長・発達や望ましい人間関係形成

に寄与するよう，更なる指導の充実が必要である。  

 


