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平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果について 

◇調査の目的 

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国や大阪府下の状況との関係に

おいて、児童生徒の学力や学習状況を把握分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改

善を図るとともに、このような取組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを

確立する。また、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

◇分析の方式 

平成 30 年度は、全国学力・学習状況調査（以下、全国調査）が悉皆（全校対象）調査であ

ったため、全小中学校で本調査を実施した。教科に関しては、26～29 年度の 4回の結果と本

年度の全国調査、合わせて 5回の本調査結果を経年比較も含めて分析を行った。 

◇調査の概要 

 調 査 日： 平成 30年 4 月 17 日（火）

 調査対象： 小学校 6年生 51 校   中学校 3年生 25 校

◇調査内容 

 小 学 校： 国語Ａ・算数Ａ（主として「知識」に関する問題）

国語Ｂ・算数Ｂ（主として「活用」に関する問題）

理科（主として「知識」「活用」に関する問題）

 中 学 校： 国語Ａ・数学Ａ（主として「知識」に関する問題）

国語Ｂ・数学Ｂ（主として「活用」に関する問題）

理科（主として「知識」「活用」に関する問題）

※「知識」に関する問題：身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす

内容や実生活において不可欠であり常に活用できるようにな

っていることが望ましい知識・技能の一部について、習熟度を

測ることを意識した問題

※「活用」に関する問題：知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課

題解決のための構想を立て、実践し評価・改善する等の力の一

部について、習熟度を測ることを意図した問題

 小中共通： 児童生徒質問紙調査

（学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査）

学校質問紙調査

（指導方法に関する取り組みや人的・物的な教育条件の整備の状況等に

関する調査）
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◇調査結果について 

本調査で得られる結果は学力の特定の一部分であることや、平均正答率のみでは児童生徒

の学力ならびに児童生徒の学力と関係する要因については測ることができないことを踏まえ、

これまでの全国学力・学習状況調査と同様、本調査から得られたデータを下に学校・家庭・

地域が学力に関する課題を共有し、さらなる連携を深め、スクラムを組み児童生徒の学力向

上に取り組むことを目的として分析を行った。

◇教科の結果と分析 

 教科と教科の意識調査の結果について

各教科及び教科の意識調査の結果とその分析である。

・小学校国語 ・小学校算数 ・小学校理科 ・小学校教科の意識調査（算数・理科）

・中学校国語 ・中学校数学 ・中学校理科 ・中学校教科の意識調査（数学・理科）

◇児童生徒質問紙調査の結果と分析 

 生活習慣や学習意識に対する調査について

児童生徒質問紙調査の回答のうち、特徴的な項目を挙げ、分析した。

 ・規範意識、自己有用感に関すること

 ・家庭学習習慣に関すること

 ・地域や社会に関わる活動に関すること

◇全国学力・学習状況調査 関連ホームページ 

★国立教育政策研究所ホームページ

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html

★大阪府ホームページ

http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/zennkoku/index.html
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○主語と述語を適切に照応させて、文を正しく書くこ

とに課題 

○目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の

考えを明確にしながら読むことに課題 

【平均正答率】 Ａ区分： 64.8％  Ｂ区分： 49.9％ 

【無 答 率】 Ａ区分：  5.5％  Ｂ区分：  4.9％ 

領域・観点・出題形式別正答率（全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

正答数分布

教科の結果と分析 

小学校 国語

Ａ区分 

≪A区分≫ 

出題形式では短答式

に課題が見られる。 

国語 Ａ区分 

１０問正答をピークとした、右

よりの山型。１０問以上正答の

割合が全国に比べると低い。 

国語 Ｂ区分 ５問正答をピークとし

た、緩やかな山型。６問

以上正答の割合が全国に

比べると低い。

≪Ｂ区分≫

Ｈ３０は 

短答式につ

いての出題

はなし。 

Ｂ区分 ≪B区分≫ 

すべての項目にお

いて、昨年度より改

善がみられた。 
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直近５年間の推移 （全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）     

A区分（主として「知識」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ５

B区分において、昨年度よりも改善が見られた。

【正答率】  

東大阪市   20.1％ 

全国(公立)  35.5％

【出題の趣旨】  

文の中における主語と述

語との関係などに注意し

て、文を正しく書くことが

できるかどうかをみる。 

【正答例】 

反省点は、用具の手入れを

あまりしなかったことで

す。 

【学習指導のポイント】  

主語と述語との関係については、表現するときだけではなく、文章を読むときにも強く意識

できるように指導することが大切である。また、書くことの学習とも関連を図り、児童が自

分で書いた文や文章を、主語と述語との関係に注意しながら、丁寧に読み返していく習慣を

付けることも大切である。 
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B区分（主として「活用」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ３（二）
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【正答率】 東大阪市 45.6％ 全国(公立) 52.3％ 

【学習指導のポイント】  

目的に応じて文章の内容を的確に押さえるためには、何のた

めに、何を知りたいのか、どのような情報が必要なのか、とい

う目的を明確にした上で、全体の構成を把握しながら読むこと

が大切である。また、自分の考えを明確にするためには、必要

な叙述を選び、他の部分に書かれている叙述と比べたり、自分

の知識や経験、考えなどと関係付けたりしながら自分の考えを

まとめていくことが大切である。 

【出題の趣旨】 

目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確

にしながら読むことができるかどうかをみる。 

【正答例】  

（また、）湯川博士は大学を卒業した後も、昼夜を問わず研究

のことを考え、ふとんに入ってからも次々にうかんでくるアイ

ディアをわすれないために、まくらもとにはノートを置くよう

にしていた。（８８字） 
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○問題場面を的確に捉え、数量の関係を図や数直線

などに表すことに課題 

○グラフの特徴を複数の視点で捉えて、情報を読み 

取ることに課題 

【平均正答率】 Ａ区分： 58.5％  Ｂ区分： 46.9％ 

【無 答 率】 Ａ区分：  3.5％  Ｂ区分： 10.1％ 

領域・観点・出題形式別正答率（全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

正答数分布

教科の結果と分析 

小学校 算数

≪A区分≫ 

領域では量と

測定、観点で

は知識・理解

で改善が見ら

れた。 

Ａ区分 Ｂ区分 

算数 Ａ区分 

算数 Ｂ区分 
６問正答をピークとした山型。

７問以上正答の割合が、全国に

比べて低い。 

８問正答をピークとした、右よ

りの山型。１０問以上正答の割

合が全国に比べて低い。 

≪B区分≫

出題形式で

は、記述式

で改善がみ

られた。 
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直近５年間の推移 （全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

児童質問紙調査【教科に関する項目】より（肯定的な回答の割合）

Ｂ区分において、昨年度よりも改善が見られた。



平成３０年度全国学力・学習状況調査結果について

9 

A区分（主として「知識」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きかった問題≫ １（２）、５（２） 

１（２）

５（２）【出題の趣旨】 

１に当たる大きさを求める問題場面におけ

る数量の関係を理解し、数直線上に表すこ

とができるかどうかをみる。 

【正答】「0.4の場所」…エ 

    「60の場所」…ア 

【正答率】  

東大阪市 53.8％ 全国(公立) 66.7％ 

【学習指導のポイント】 

問題場面を的確に捉え、数量の関係を図 

や数直線などに表すことは、問題を解決す

る上で大切である。その際、数直線上の数

量の対応関係や大小関係を的確に捉えるこ

とができるようにすることが大切である。

【出題の趣旨】 

180°や 360°を基に分度器を用いて、

180°よりも大きい角の大きさを求める

ことができるかどうかをみる。 

【正答】250° 

【正答率】  

東大阪市51.3％ 全国(公立) 58.5％ 

【学習指導のポイント】 

 角の大きさの測定では、角の大きさの見

当を付けて、どの角の大きさを測定すれば

よいのかを捉えることができるようにする

ことが大切である。また、測定の結果の誤

りを防ぐために、見当を付けた角の大きさ

と測定した角の大きさを振り返って確かめ

ることができるようにすることも大切であ

る。 
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B区分（主として「活用」に関する）問題でみられる特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きく、無答率が高かった問題≫ ３（１） 

【出題の趣旨】 

メモの情報と棒グラフを組み合わせ

たグラフを関連付け、総数や変化に

注目していることを解釈し、それを

言葉や数を用いて記述できるかどう

かをみる。 

【正答例】 

メモ１は、12 月の人数に着目して

書かれていて、メモ２は、7 月の人

数と 12 月の人数の差に着目して書

かれています。 

（記号） イ 

【正答率】 東大阪市   15.5％ 

全国(公立)  20.7％ 

【無答率】 東大阪市   25.0％ 

全国(公立)  18.0％ 

【学習指導のポイント】 

グラフの特徴を複数の視点で捉え

て、情報を読み取ることができるよ

うにするために、他者が読み取った

情報や観点をグラフと関連付けて解

釈することができるようにすること

が大切である。そのためには、グラ

フから読み取れる情報について、グ

ラフのどの部分に着目して情報を読

み取ったのかを説明し合う学習活動

が有効である。 
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○複数の情報を関係付けながら、多面的に分析して考

察することに課題 

○実験結果を基に分析し、問題に正対したまとめをす

ることに課題 

【平均正答率】  54.1％               【無 答 率】   1.9％ 

領域・観点・出題形式別正答率（全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

正答数分布

前回調査からの推移 （全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

教科の結果と分析 

小学校 理科

前回調査の H27 に比べ、全国

との差が改善された。 

理科 
９問正答をピークとした

山型。１０問以上正答の割

合が全国に比べて低い。 

前回調査のH27より、領

域では物質、観点では技

能で改善が見られた。 

出題形式では、短答式で

改善が見られたが、記述

式については依然、課題

がある。 
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生徒質問紙調査【教科に関する項目】より（肯定的な回答の割合）
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『主として「知識」に関する問題』『主として「活用」に関する問題』でみられた特徴的な傾向と対策

≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ２（４） 

【出題の趣旨】 

より妥当な考えをつくりだすために、複数

の情報を関係付けながら、分析して考察で

きるかどうかをみる。 

【正答】２、３ 

【正答率】  

東大阪市51.9％ 全国(公立) 59.8％ 

【学習指導のポイント】 

複数の情報を関係付けながら、多面的に

分析して考察できるようにするためには、

複数の情報を収集して児童同士が共有し、

それらの複数の情報からどのようなこと

が言えるのかについて、話し合うことを通

して情報を関係付けながら、多面的に分析

する学習活動が有効である。 

また、天気の変化を、時間的・空間的な

広がりを捉えて分析し、考察することも大

切である。そのためには、本設問のように、

上流側での降雨による下流側の水位の変

化は、上流側の水位の変化と同時に起こる

のではなく時間差で起こることや、時間差

が生じる原因として雨が降っている場所

と自分がいる場所に距離があるといった、

時間的・空間的な拡がりを捉えられる場面

を設定することが大切である。 
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『主として「知識」に関する問題』『主として「活用」に関する問題』でみられた特徴的な傾向と対策

≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ４（４） 

【学習指導のポイント】 

実験結果を基に分析し、問題に正対した

まとめができるようにするためには、問題

を確認し、実験などで得られた結果を根拠

とした考察を行い、実験結果から言えるこ

とだけに言及した内容かどうかについて

検討することが大切である。 

指導に当たっては、実験から得られた結

果を事実として的確に捉え、事実から解釈

したことを「実験の結果から言えること」

として言及することが大切である。また、

より妥当な考えに改善していくためには、

問題解決の様々な場面で自分の考えを表

現したり、他者の考えを聞き、それを基に

自分の考えを振り返ったり、見直したりす

るなどの話合いを重視した学習活動が有

効である。 

【正答率】  

東大阪市26.3％ 全国(公立) 35.9％ 

【出題の趣旨】 

実験結果から言えることだけに言及した

内容に改善し、その内容を記述できるかど

うかをみる。 

【正答例】食塩水の食塩は、蒸発しない。
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○話合いの話題や方向を捉えて話し合うことに課題 

○目的に応じて文章を読み、内容を整理して書くことに

課題。 

【平均正答率】 Ａ区分： 72.4％  Ｂ区分： 55.6％ 

【無 答 率】 Ａ区分：  4.1％  Ｂ区分： 5.3％ 

領域・観点・出題形式別正答率（全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

正答数分布

教科の結果と分析 

中学校 国語

≪Ａ区分≫ 

すべての項目で

昨年度より改善

が見られた。 

Ａ区分 Ｂ区分 

国語 Ａ区分 

国語 Ｂ区分 

２７問正答をピークとした、緩

やかな右よりの山型。２８問以

上正答の割合が全国に比べて

低い。 

６問正答をピークとした、

右よりの山型。７問以上正

答の割合が全国に比べて

低い。 

≪Ｂ区分≫ 

Ｈ３０は 

短答式の出

題はなし。 

≪B区分≫ 

出題形式では、

記述式で改善

が見られた。 
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直近５カ年の推移 （全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

A区分（主として「知識」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ６二 

Ａ・B区分ともに、昨年度から改善が見られた。

【出題の趣旨】 

話し合いの話題や方向を捉えて的確に

話すことができるかどうかをみる。 

【正答例】 

（黒川さんと木村さんは、）なぜそれぞ

れの方法がよいと考えたのですか。 

【正答率】 

東大阪市 58.5％ 全国(公立) 65.8％ 

【学習指導のポイント】 

話合いをする際には、司会の立場で直接話合いを進行していく場合はもとより、それ以外の立場で

参加する場合にも、話合いが課題の解決に向かうように進め方を提案したり、話合いが効率よく進む

ように協力したりすることが大切である。その際、話し合いの目的、話題や方向を的確に捉えて話し

たり聞いたりするように指導することが重要である。例えば、話し合いの様子を記録し、それぞれの

立場における発言の意図や効果について考えるなどの学習活動が有効である。 
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B区分（主として「活用」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪正答率が最も低く、全国との無答率の差が大きい問題≫ １（三） 
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【出題の趣旨】 

目的に応じて文章を読み、内容を整理して書くことができるかどうかをみる。 

【正答例】  

現在は、「してはならないこと」という意味を表す際に、「無用」以外の言葉を使うことが多

く、「無用」という言葉に「してはならないこと」という意味があることが分かりにくくな

っているのかもしれないから。また、「天地無用」は「逆にすること」に当たる内容が省略

された言い方になっていて、それに気付かないと「無用」を他の意味で捉えかねないから。

【正答率】 東大阪市 10.2％  全国（公立）13.3％

【無答率】 東大阪市 14.5％  全国（公立）7.0％ 

【学習指導のポイント】 

目的に応じて文章の内容を的確に読み取るためには、文章の中心的な部分と付加的な部

分、事実と意見などとを読み分け、文章の構成や展開を捉えて内容を理解することが大切で

ある。そのためには、段落ごとに内容を捉えたり、段落相互の関係を正しく押さえたりしな

がら、更に大きなまとまりごとに、文章全体における役割を捉える学習活動が有効である。

また、図表などが示されている文章を読む際は、文章と図表などとの関連を捉えたり、書き

手の意図やその効果について考える学習活動が有効である。 
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○数量の大小関係を不等式に表すことに課題 

○問題解決の方法を、数学的な表現を用いて説明する

ことに課題 

【平均正答率】 Ａ区分： 60.0％  Ｂ区分： 40.4％ 

【無 答 率】 Ａ区分：  5.0％  Ｂ区分： 18.9％ 

領域・観点・出題形式別正答率（全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

正答数分布

教科の結果と分析 

中学校 数学

Ａ区分 Ｂ区分 

数学 Ａ区分 
２８問正答をピークとし

た緩やかな右よりの山型。

２７問以上正答の割合が

全国に比べて低い。 

数学 Ｂ区分 
３問正答をピークとした、

緩やかな左よりの山型。６

問以上正答の割合が全国に

比べて低い。 

≪B区分≫ 

領域では資料の活

用、出題形式では記

述式で全国との開

きがある。 

≪Ｂ区分≫

Ｈ３０は、知

識・理解につ

いての出題

はなし。 

≪A区分≫ 

領域では、資料の活用

で改善がみられた。 
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直近５年間の推移 （全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

生徒質問紙調査【教科に関する項目】より（肯定的な回答の割合）

Ａ・B区分ともに、昨年度に比べ全国との差が開いた。
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A区分（主として「知識」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ２（１）（４） 

２（１） 

２（４） 

【正答率】  

東大阪市32.0％ 全国(公立) 41.5％ 

【学習指導のポイント】 

２つ以上の文字を含む等式を、ある文字

について解く場面を設定し、等式の性質な

どを用いて目的に応じて変形する活動が有

効である。その際、目的に応じて式を変形

することの意味や、変形して得られた式を

具体的な場面で利用することの良さを感得

できるようにすることが大切である。 

【正答率】  

東大阪市38.7％ 全国(公立) 48.2％ 

【出題の趣旨】 

具体的な場面で関係を表す式を、等式の性

質を用いて、目的に応じて変形できるかど

うかをみる。 

【正答】ａ � ２Ｓ
ｈ

【出題の趣旨】 

数量の大小関係を不等式に表すことができ

るかどうかをみる  

【正答】3a＋4b≧15 

【学習指導のポイント】 

比較する数量を式に表すことはできてい

るが、不等号を用いて大小関係を表すこと

ができていない誤答が 36.6％あった。（下

記の４つ） 

① 3a＋4b＞15（14.1％）

② 3a＋4b＝15（13.0％）、 

③ 3a＋4b≦15（7.3％）、 

④ 3a＋4b＜15（2.2％） 

比較する２つの数量はどちらが大きいの

か、もしくは等しいのかを文章から読み取

る学習活動が有効である。また、「以上」「以

下」「未満」「～より大きい・小さい」の意

味をきちんと指導することが大切である。
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B区分（主として「活用」に関する）問題でみられた特徴的な傾向と対策
≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ３（２） ≪無答率が高い問題≫３（３） 

３（２） 

３（３）

【出題の趣旨】

グラフから必要な情報を読み取り、事象を数学

的に解釈することができるかどうかをみる。 

           【正答】①２、②４ 

【正答率】  

東大阪市67.3％ 全国(公立) 77.7％

【学習指導のポイント】 

数量の関係や法則などを事象に即して解 

釈し、説明の筋道を立てて考え、式に表すこと

ができるように指導することが大切である。ま

た、表された式や図から事象を読み取る活動も

効果的である。 

【出題の趣旨】 

事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学

的に説明することができるかどうかをみる。 

【正答例】列車アと列車エの２つのグラフにつ

いて、ｙの値が６のときのｘの値の差を求める。

【無答率】  

東大阪市45.1％ 全国(公立) 33.4％

【学習指導のポイント】 

問題解決の方法を、数学的な表現を用いて説

明できるようにするためには、問題解決の方法

に焦点を当て、何をどのように用いればよいか

といった「用いるもの」と「用い方」を確認し、

表、式、グラフの「用い方」について説明する

場面を設定する学習活動が有効である。 
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○実験において、「変える条件」に伴って変化する「変

わってしまう条件」を指摘することに課題 

○化学変化に関する知識・技能を活用して、化学変化

を表すモデルを改善することに課題 

【平均正答率】  60.0％               【無 答 率】   7.7％ 

領域・観点・出題形式別正答率（全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

正答数分布

前回調査からの推移 （全国平均正答率を 100とした場合の本市平均正答率の割合）

教科の結果と分析 

中学校 理科

理科
２０問正答をピークとし

た緩やかな右寄りの山型。

１８問以上正答の割合が

全国に比べて低い 

各項目において、全

国との開きは H27

とほとんど変わら

ない。 

≪Ｂ区分≫ 

Ｈ２８は、関心･

意欲･態度につい

ての出題はなし。

全国との差は、前回調査の

H27と同程度である。 
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生徒質問紙調査【教科に関する項目】より（肯定的な回答の割合）
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『主として「知識」に関する問題』『主として「活用」に関する問題』でみられた特徴的な傾向と対策

≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ２（４） 

２（４）

１４（１）                

【学習指導のポイント】 

科学的に探求する能力の基礎や態度を育

成する上で、自然の事物・現象の中から要

因を抽出し、適切に条件を制御して観察・

実験を計画することが大切である。 

指導に当たっては、例えば、はじめに「変

化すること」と「原因として考えられる要

因」を全て挙げ、それらの妥当性を検討す

る。次にそれらの要因を「変える条件」と

「変えない条件」に整理して、実験を計画

する学習場面を設定することが有効であ

る。 

【正答率】  

東大阪市48.1％ 全国(公立) 61.3％ 

【出題の趣旨】 

条件制御の知識・技能を活用して、要因が

複数あると考えられる自然の事物・現象の

実験を検討して改善し、１つの要因（かえ

る条件）を変えるとその他にも変わる可能

性のある要因（変わってしまう条件）を指

摘することができるかどうかをみる。 

【正答例】水温 
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『主として「知識」に関する問題』『主として「活用」に関する問題』でみられた特徴的な傾向と対策

≪全国との正答率の開きが大きい問題≫ ４（３） 

４（３）

【出題の趣旨】

化学変化の前後で「原子の種類と数」は変化しないという知識と、化学変化を原子や分子の

モデルで表す知識・技能を活用して、ガスバーナーの炎が赤いときの化学変化を表したモデル

を検討して改善し、原子や分子のモデルを説明できるかどうかをみる。 

    【正答】◎◎ ◎◎ ◎◎ 

       （解答用紙にある「◎◎」に加えて「◎◎ ◎◎」を記述しているもの） 

【正答率】  東大阪市39.0％ 全国(公立) 49.4％

【学習指導のポイント】 

化学変化の前後で原子の数や種類は変化しないという知識を活用して、自然の事物・現象や

日常生活で見られる化学変化を原子や分子のモデルで検討し、改善する学習場面を設定するこ

とが有効である。 
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① 自分には，よいところがあると思う。                        

② 人の役に立つ人間になりたいと思う。                         

③ 学校のきまり（規則）を守っている。                         

児童生徒質問紙調査より①＜規範意識・自己有用感に関すること＞ 

○自己有用感に関する項目において肯定的な回答をした割合は、小中学校ともに昨年度より

向上したが、全国に比べると低い。集団の中で感謝されたり、認められたりする機会を通

して自己有用感を高められるよう、今後も互いを高める集団づくりが大切である。（①②）

○「学校のきまり（規則）を守っている」と答える児童の割合は、特に、小学校において向

上した。今後も、中学校区として連続的に子どもを見守り導くことが大切である。（③） 
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① 家で、自分で計画を立てて学習している。                         

② 家で、学校の授業の予習・復習をしている。                      

③ 学校の授業時間以外に、普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれぐらいの時間、勉強を

しますか。   

○家庭学習が 30 分未満の児童生徒の割合は、小学校で昨年度よりも少し改善したものの依

然、全国と比べて高く、授業の予習・復習をしている児童生徒の割合は全国と開きがある。

児童生徒が自分で計画をたて課題を見つけて取り組めるよう、「家庭学習の手引き」の効果

的な活用や、発達段階に応じて宿題の提示の仕方や内容を工夫することが必要である。（①

～③）

児童生徒質問紙調査より②＜家庭学習習慣に関すること＞ 
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① 今住んでいる地域の行事に参加している。                       

② 地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある。 

③ 地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがある。 

児童生徒質問紙調査より③＜地域や社会に関わる活動に関すること＞ 

○「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えた児童生徒の割合は、全国に比べると

低いが、昨年度に比べ増えている。また、「地域や社会で起こっている問題や出来事に関心が

ある」と答えた児童、「地域や社会をよくするために何をすべきか考える」と答えた児童生徒

の割合が、昨年度に比べ増えている。引き続き、地域・保護者・中学校区が協働し、子ども

たちを見守り導くことが大切である。（①～③） 


