
平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

〈学習態度〉 

【小学校】 

○「指導計画について、言語活動に重点を置いて作成していますか」という質問に対

しては、「１．よくしている」「２．どちらかといえば、している」と回答した合計

が 96.5ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 
 

 

【中学校】 

○「指導計画について、言語活動に重点を置いて作成していますか」という質問に対

しては、「１．よくしている」との回答が 30.8ポイントで全国、県を上回っている。 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】（経年変化） 

○「第 6学年の児童に対して、前年度までに、授業の中で目標（めあて・ねらい）を

示す活動を計画的に取り入れましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」

との回答が 100ポイントで、前年度を上回っている。 

 

 

 

 

【中学校】（経年変化） 

○「第 3学年の生徒に対して、前年度までに、授業の中で目標（めあて・ねらい）を

示す活動を計画的に取り入れましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」、

「２．どちらかといえば、行った」と回答した合計が 96.5 ポイントで、前年度を

上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】（経年変化） 

○「第 6学年の児童に対して、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」という質問に対しては、「１．よく行った」と

の回答が 67.9ポイントで、昨年度を上回っている。 

 

 

 

【中学校】（経年変化） 

○「第 3学年の生徒に対して、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」という質問に対しては、「１．よく行った」、「ど

ちらかといえば、行った」と回答した合計が 92.3 ポイントで、昨年度を上回って

いる。 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】 

○「第 6学年の児童に対して、前年度までに、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をしましたか」という質問に対しては、「１．よく行

った」との回答が 35.7ポイントで、全国、県を下回っている。 

 

 

 

【中学校】 

○「第 3学年の生徒に対して、前年度までに、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をしましたか」という質問に対しては、「１．よく行

った」、「２．どちらかといえば、行った」と回答した合計が 92.3 ポイントで、全

国、県を下回っている。 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】（経年変化） 

○「第 6学年の児童に対して、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」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 50.0

ポイントで、前年度を下回っている。 

 

 
 

【中学校】（経年変化） 

○「第 3学年の生徒に対して、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」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 38.5

ポイントで、前年度を下回っている。 

 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】 

○「第 6学年の児童に対して、前年度までに、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指導しましたか」という質問に対しては、「１．よく行っ

た」との回答が 32.1ポイントで全国、県を上回っている。 

 

 

 

【中学校】 

○「第 3学年の生徒に対して、前年度までに、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指導しましたか」という質問に対しては、「１．よく行っ

た」との回答が 15.4ポイントで全国、県を下回っている。 

 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】 

○「第 6学年の児童に対して、前年度までに、将来就きたい仕事や夢について考えさ

せる指導をしましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 17.9

ポイントで、全国、県を下回っている。 

 

 
 

【中学校】 

○「第 3学年の生徒に対して、前年度までに、将来就きたい仕事や夢について考えさ

せる指導をしましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 46.2

ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

〈国語科の指導方法〉 

【小学校】（経年変化） 

○「第 6 学年の児童に対する国語の指導として、前年度までに、書く習慣を付ける授業を行い

ましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 35.7 ポイントで、前年

度を上回っている。 

 

 

【中学校】（経年変化） 

○「第 3 学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、書く習慣を付ける授業を行い

ましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 30.8 ポイントで、前年

度を下回っている。 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】 

○「第 6学年の児童に対する国語の指導として、前年度までに、様々な文章を読む習

慣を付ける授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」、「２．

どちらかといえば、行った」と回答した合計が 82.2 ポイントで、全国、県を下回

っている。 

 

 

 

【中学校】 

○「第 3学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、様々な文章を読む習

慣を付ける授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」、「２．

どちらかといえば、行った」と回答した合計が 84.6 ポイントで、全国、県を下回

っている。 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】（経年変化） 

○「第 6 学年の児童に対する国語の指導として、前年度までに、漢字・語句など基礎的・基本

的な事項を定着させる授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」と

の回答が 32.1ポイントで、前年度を下回っている。 

 
 

【中学校】（経年変化） 

○「第 3 学年の生徒に対する国語の指導として、前年度までに、漢字・語句など基礎的・基本

的な事項を定着させる授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」と

の回答が 69.2ポイントで、前年度を下回っている。 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

〈算数・数学科の指導方法〉 

【小学校】 

○「第 6学年の児童に対する算数の指導として、前年度までに、実生活における事象

との関連を図った授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」

との回答が 10.7ポイントで、全国、県を下回っている。 

 

 

【中学校】 

○「第 3学年の生徒に対する数学の指導として、前年度までに、実生活における事象

との関連を図った授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」

「２．どちらかといえば行った」と回答した合計が 61.5 ポイントで、全国、県を

下回っている。 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】（経年変化） 

○「第 6 学年の児童に対する算数の指導として、前年度までに、計算問題などの反復練習をす

る授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 39.3 ポイ

ントで、前年度を下回っている。 

 

 

【中学校】（経年変化） 

○「第 3 学年の生徒に対する算数の指導として、前年度までに、計算問題などの反復練習をす

る授業を行いましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 38.5 ポイ

ントで、前年度を下回っている。 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

〈教職員の研修〉 

【小学校】 

○「学校でテーマを決め、講師を招聘するなどの校内研修を行っていますか」という

質問に対しては、「１．よくしている」、「２．どちらかといえば、している」と回

答した合計が 96.4ポイントで、全国を上回っている。 

 

 
 

【中学校】 

○「学校でテーマを決め、講師を招聘するなどの校内研修を行っていますか」という

質問に対しては、「１．よくしている」との回答が 92.3ポイントで、全国、県を上

回っている。 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】 

○「模擬授業や事例研究など、実践的な研修を行っていますか」という質問に対して

は「１．よくしている」「２．どちらかといえば、している」と回答した合計が 96.5

ポイントで、全国、県を下回っている。 

 

 

 

【中学校】 

○「模擬授業や事例研究など、実践的な研修を行っていますか」という質問に対して

は「１．よくしている」との回答が 69.2ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 
 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】 

○「児童自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、

表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修を行っていますか」という質問に対しては、

「１．よくしている」との回答が 35.7ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 

【中学校】※新規 

○「生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、

表現するなどの学習活動を学ぶ校内研修を行っていますか」という質問に対しては、

「１．よくしている」との回答が 7.7ポイントで、全国、県を下回っている。 

 

 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

〈自校での学テ分析〉 

【小学校】 

○「平成２８年度全国学力・学習状況調査の自校の結果を分析し、学校全体で成果や

課題を共有しましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」「２．行った」

と回答した合計が 100ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 
 

【中学校】 

○「平成２８年度全国学力・学習状況調査の自校の結果を分析し、学校全体で成果や

課題を共有しましたか」という質問に対しては、「１．よく行った」との回答が 38.5

ポイントで、全国、県を下回っている。 

 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

〈校種間連携〉 

【小学校】 

○「前年度までに、近隣等の中学校と、教育目標を共有する取組を行いましたか」と

いう質問に対しては、「１．よく行った」「２．どちらかといえば、行った」と回答

した合計が 60.7ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 

 

【中学校】 

○「前年度までに、近隣等の小学校と、教育目標を共有する取組を行いましたか」と

いう質問に対しては、「１．よく行った」「２．どちらかといえば、行った」と回答

した合計が 77.0ポイントで、全国、県を上回っている。 

 

 



平成２９年度 全国学力・学習状況調査 

学校質問紙調査 回答集計・分析（抜粋） 
 

【小学校】（経年変化） 

○「前年度までに、近隣等の中学校と、授業研究を行うなど、合同して研修を行いま

したか」という質問に対しては、「１．よく行った」「２．どちらかといえば、行っ

た」と回答した合計が 67.9ポイントで、前年度を上回っている。 

 

 

 

【中学校】（経年変化） 

○「前年度までに、近隣等の小学校と、授業研究を行うなど、合同して研修を行いま

したか」という質問に対しては、「１．よく行った」「２．どちらかといえば、行っ

た」と回答した合計が 84.7ポイントで、前年度を上回っている。 

 

 

 


