


児童生徒質問紙 宮城県 あなたの学校 あなたの学級

１ 先生から声を掛けられたり，励まされたりしますか。

２ 先生はあなたの話を聞いてくれますか。

学校質問紙 宮城県 あなたの学校 あなた自身

１ 児童生徒一人一人に積極的に声を掛け，励ましました
か。

２ 児童生徒一人一人の声に耳を傾け，話をよく聴きまし
たか。

児童生徒質問紙 宮城県 あなたの学校 あなたの学級

１ 先生は，あなたの良いところを認めてくれていると思
いますか。

学校質問紙 宮城県 あなたの学校 あなた自身

１ 学校生活の中で，児童生徒一人一人の良い点や可能性
を見付け，伝えるなど積極的に評価しましたか。

宮城県児童生徒学習意識等調査の結果を活用して，皆さんの学校の

様子と自分自身の取組を振り返ってみましょう。そこから子供たちの

「５つの提言」の受け止め方を確認してみましょう。

「学力向上に向けた５つの提言」を
子供たちはどのように受け止めているのでしょう？

令和３年度の児童生徒学習意識等調査の「Ａ：当てはまる，Ｂ：どちらかといえば当ては
まる」と回答した児童生徒の合計の割合（％）と，同調査の学校質問紙調査の「Ａ：当ては
まる，Ｂ：どちらかといえば当てはまる」と回答した学校の合計の割合（％）を確認してみ
ましょう。
また，自分の取組についても振り返り，「Ａ：当てはまる，Ｂ：どちらかといえば当ては

まる，Ｃ：どちらかと言えば当てはまらない，Ｄ：当てはまらない」の範囲で評価してみま
しょう。

○提言１ 声を掛けてもらえている？ 話を聞いてもらえている？

「学力向上に向けた５つの提言」は，宮城県の喫緊の課題である学力向上を図るために，精
神科医，大学教授，市町村教育委員会教育長，ＰＴＡ代表，小・中学校教員等を委員とした緊
急会議を開催し，平成２５年１０月１６日に提言として，全ての教員が実践化に努めていく内
容をまとめたものです。
これまでの取組，そして今後の取組について，一人一人立ち止まって考えてみましょう。

○提言２ ほめてもらえている？ 認めてもらえている？



児童生徒質問紙 宮城県 あなたの学校 あなたの学級

１ 授業のはじめに先生から目標（めあて・ねらい）が示
されていると思いますか。

２ 授業のおわりにその時間の学習内容を振り返る活動が
行われていると思いますか。

学校質問紙 宮城県 あなたの学校 あなた自身

１ 児童生徒に対して，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。

２ 児童生徒に対して，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。

児童生徒質問紙 宮城県 あなたの学校 あなたの学級

１ 授業で，自分の考えをノートに書くようにしています
か。

学校質問紙 宮城県 あなたの学校 あなた自身

１ 児童生徒に対して，ノートのとり方(ワークシートやプ
リント類を除く）を指導しましたか。

２ 児童生徒に対して，自分の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をしましたか。

児童生徒質問紙 宮城県 あなたの学校 あなたの学級

１ 家で，学校の宿題をしていますか。

２ 家で，学校の授業の復習をしていますか。

３ 家で，学校の授業の予習をしていますか。

学校質問紙 宮城県 あなたの学校 あなた自身

１ 家庭学習の課題の与え方について，校内の教職員で共通
理解を図りましたか。

２ 児童生徒に対して，家庭での学習方法を具体例を挙げな
がら教えましたか。

３ 児童生徒の保護者に対して，児童生徒の家庭学習を促す
働き掛けをしましたか。

○提言３ 授業のねらいが明確だと感じている？
授業のまとめができていると感じている？

○提言４ ノートに考えを書いている？

○提言５ 家庭学習をしている？

「５つの提言」の内容の確認 と５つの提言 宮城 検索
様式のダウンロードはこちら！



子供たちと先生方の意識はそろっているでしょうか？  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：当てはまる（そう思う）    Ｂ：どちらかといえば当てはまる（そう思う） 

上段○：児童生徒質問紙  下段●：学校質問紙 

○授業の中で先生から目標（めあて・ねらい）が示されていると思いますか 

●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 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

小学校 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 89.5 100.0 -10.5 89.5 99.6 -10.1 89.8 99.2 -9.4 

中学校 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 94.4 98.5 -4.1 94.5 100.0 -5.5 95.6 100.0 -4.4 

【小学校】                 【中学校】 

 

 

令和元年度から令和３年度まで実施した児童生徒学習意識等調査の３年

間の結果から，「５つの提言」それぞれについて，子供たちと先生方の意

識のかい離について考えてみましょう。 

提言３ 

○先生から声を掛けられたり，励まされたりしますか 

●児童生徒一人一人に積極的に声を掛け，励ましましたか 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

小学校 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 75.8 99.6 -23.8 77.2 99.2 -22.0 75.8 98.8 -23.0 

中学校 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 73.8 100.0 -26.2 77.8 100.0 -22.2 77.2 100.0 -22.8 

【小学校】                 【中学校】 

 

 

提言１ 

高い数値を維持 

依然として 

かい離あり 



 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

○先生は，あなたの良いところを認めてくれていると思いますか 

●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，伝えるなど積極的に評価しま 

したか 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

小学校 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 85.4 98.0 -12.6 88.2 98.9 -10.7 87.3 98.4 -11.1 

中学校 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 84.0 98.5 -14.5 88.3 99.3 -11.0 87.9 97.7 -9.8 

【小学校】                 【中学校】 

 

 

提言２ 

○授業の終わりにその時間の学習内容を振り返る活動が行われていると思いますか 

●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 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

小学校 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 児童 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 76.2 95.6 -19.4 77.4 96.4 -19.1 78.2 92.7 -14.5 

中学校 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 生徒 学校 かい離 

Ａ＋Ｂ 76.0 97.0 -21.0 75.4 99.2 -23.8 81.5 97.8 -16.3 

【小学校】                 【中学校】 

 

 

提言３ 

依然として 

かい離あり 

依然として 

かい離あり 








