
◎調査の目的

本調査は、本市立小中学生の学力向上を目的として行っているものです。本調査を全学年の小中学

生、教職員、全保護者を対象に継続して実施することにより、学校と家庭が子どもの日々の暮らし・

学びを振り返り、それぞれの役割において学力向上への意識をさらに強くし、ともに学力向上をめざ

すための資料として活用するものです。

◎調査の概要

◇調査期間：各年度の12月～1月

第2回（平成21年度）から第11回（平成30年度）まで毎年同時期に実施。

※平成21年度のみ、年2回調査を実施し、12～1月の調査のほかに、第1回を平成21年4～5月に

実施しました。実施時期が異なるため、第1回の調査は年度間比較の対象外としました。

◇対象

・小中学生

・小中学校教職員

・小中学校保護者（※保護者に対するアンケートは協力を依頼する形で実施。）

◎調査の内容

・大きく分けて、「生活リズム・意識に関すること」と「学習に関すること」の２つ。

（調査アンケート用紙→小学生用（学年別）／中学生用／教職員用／保護者用）

・第5回調査より、平成24年度全国（大阪府）学力・学習状況調査の実施教科等を踏まえ理科や英

語（外国語活動）、生活に関わる項目を追加した。

・H30年度、より多面的に取組み等を分析できるよう新たに「教職員用」を加えるとともに内容の

見直しを行う。

◎分析の視点

平成21～30年度の同時期(12月～1月)に実施した第2～11回調査を比較し、「学びのトライアル

事業」（平成25年度まで：学力向上対策学校支援事業）による10年間の取組みの成果と課題を明

らかにするとともに、今後の取組みの方向性を示す。

◎留意点

ア．保護者に対しては、アンケートの提出は任意のものである。

イ．本調査は4段階で行われており、ほとんどの設問での回答が下記の4通りである。したがって、集

計上は1と2の合計を肯定的回答、3と4の合計を否定的回答としてまとめて分析を行っている。

（いくつかの設問は、この分類に沿わない。例：起床･就寝時間等）

1（している・あてはまる） 2（どちらかといえばしている・あてはまる）

3（どちらかといえばしていない・あてはまらない） 4（していない・あてはまらない）
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児童・生徒対象アンケート

＊自己肯定感や読書習慣を育てていくことに対して課題が見られる。

＊学びを人生や社会に生かそうとする力が涵養されている。

「自分には、よいところがあると思い

ますか」の質問に肯定的な回答をした

児童生徒の割合は、調査初年度に比べ

小学校中学年・高学年や中学校では増

加している。

また、小学校低学年においてはH28

年度より年々回復傾向にある。要因と

して、就学前教育・保育と学校教育の

連続性を意識した連携が進み、円滑な

接続が進んでいることが考えられる。

一方で、小学校６年生から中学校１

年生にかけて肯定的回答が大きく落ち

込んでいる所も大きな特徴として見ら

れる。小学校から中学校への接続に際

し、新しい環境での学習や生活に困り

感を持つ子どもが少なからず存在する

ことが要因の１つと考えられる。

「あなたは人の役にたっていると感

じることがありますか」や「将来の夢

や目標を持っていますか」の質問につ

いても「自分には、よいところがあり

ますか」の質問結果と同様に、小学校

６年生から中学校１年生にかけての落

ち込みが大きい。小中一貫教育をより

充実させ、小中接続が円滑に行われる

ことが自己肯定感を育てていくために

も必要である。

また、その他の学年においても、子

どもたち自身が達成感や自己有用感を

感じられる取組み、そして夢や目標を

見つけられる支援を積み重ねていくこ

とで、自己肯定感を育んでいくことが

今後とも求められる。
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H28 H29 H30 「どのくらい学校の図書室に行って本

を読んだり調べたりしますか」に関し

ては、週に１回以上と回答した児童生

徒の割合は、11.0％（中学校２年生）～

48.1％（小学校１年生）と全体的に低

水準にある。

一方で、「読書は好きですか」の質問

項目では、66.8％（中学校１年生）～

86.8％（小学校１年生）と「どのくら

い学校の図書室に行って本を読んだり

調べたりしますか」の質問に比べ、比

較的高水準にある。

また、両質問ともH28から比較する

と、全学年とも減少傾向であり、『子ど

もたちの読書離れ』の傾向が見られる。

インターネットやスマートフォンが

身近な存在になってきている中、子ど

もたちが本と出合う機会は減少してい

る。そのためにも、子どもたちが主体

的に読書活動を行う姿勢、つまり読書

習慣を身につけさせることが読書離れ

を解消させる必須の課題である。

学校においては、図書館教育の充実

を図り、読書習慣をつけさせることが

引き続き求められる。

また、家庭における、読書活動の充

実も必要である。「子どもと一緒に読書

をしたり、図書館へ行ったりしますか」

（保護者アンケート）に関して、中学

校では横ばいであるが、小学校では減

少傾向にある。家庭における読書活動

推進に向けた啓発活動や情報提供も、

学校における取組みと併せて行ってい

く必要がある。
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保護者対象意識調査

＊小学校と中学校で情報の把握に大きな開きが見られる。

＊情報モラル等については今後も働きかけが必要。

「子どもの携帯電話の通話やメールの内

容は把握できていますか」の質問に肯定

的な回答をした保護者の割合は、小学校

と中学校では大きな開きがあり、中学校

では減少傾向であったが、H30 年度は

3.6％増加している。一方で、小学校にお

いては、90％程度を維持していたが、H30

年度は2.6％減少している。

現在、SNSや有害サイトへのアクセス

等、インターネット上でのトラブルが取

りざたされている。思春期に入り、詳細

な内容の把握等は難しくなるため、小学

校の段階から常日頃、情報モラルについ

て話し合うなど、内容の把握が容易にで

きる働きかけが必要である。また、学校

においても情報モラルに関する指導を充

実させる必要がある。

新学習指導要領に新しい時代に必要

となる資質・能力の１つとして「生きて

働く知識・技能の習得」が記載されてい

る。「授業で学んだことを、ほかの学習

や普段の生活に生かしていますか」の質

問に関して、調査を行った全ての学年で

肯定的回答の割合が前年度より上昇し

ている。

新学習指導要領の趣旨に沿った授業

改善、活用を意識したテストの作成が小

学校・中学校ともに効果的に行われてい

ることが要因であると考える。
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児童生徒・教職員・保護者学力向上に対する意識分析

＊「主体的・対話的で深い学び」をめざした授業改善が進んでいる

＊学校の取組みについてさらに周知することが求められる。

一方で、「学校での学力向上の取組み内容はご存

知ですか」・「学校での学力向上の取組みは良いと

思いますか」の質問に肯定的な回答をした保護者

（小中学校）の割合はH29年度から減少しており、

子どもたちの意識と隔たりが見られる。

子どもたちの成長のために、学校と家庭が連携

した取組みは必要不可欠である。保護者から信頼

される学校づくりのためにも、学校だよりやホー

ムページ、授業参観、懇談会など様々な機会を積

極的に活用して、学校の取組みを保護者に広報し、

周知していくことが必要である。

新学習指導要領に示されている新しい時代に必

要となる資質・能力の育成に向けて、「主体的・対

話的で深い学び」の実践が必要とされている。

教職員アンケートにおいては、授業改善を意識

している教職員の肯定的割合は、76％～86％であ

る。子どもたちの意識調査から見ると、受けてい

る授業が「主体的・対話的で深い学び」の授業で

あると感じる子どもたちは増加傾向にあり、特に

中学校においては、伸び幅も大きくなっている。

要因としては、小中一貫教育本格実施に向け、授

業改善が大きく進んだことが考えられる。


























