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結果を受けて「八千代市としての取組」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和４年度における調査の概要】 
１ 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、全国的な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、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。さらに、そのような取組を通じて、教育に関する継
続的な検証改善サイクルを確立する。 

 
２ 調査実施日 令和４年４月１９日（火）  

 
３ 調査対象   小学校第６学年、義務教育学校前期課程第６学年 

中学校第３学年、義務教育学校後期課程第３学年 
 
４ 調査内容  （１）教科に関する調査 

小学校調査…国語・算数・理科、中学校調査…国語・数学・理科 
               ○「知識・技能」「活用」に関する問題 
          （２）生活習慣や学校環境に関する質問紙調査 
               ○児童生徒に対する調査 ○学校に対する調査 

【公表にあたって】 

 本年度における八千代市の児童生徒の調査結果の概要とその分析、また、これからの取組を公表いた

します。  

 本公表は、「令和４年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」の「7．調査結果の取扱い」にお

ける「（4）調査結果の活用ア（ア）各教育委員会及び学校等においては、多面的な分析を行い、自らの

教育及び教育施策の成果と課題を把握・検証し、保護者や地域住民の理解と協力のもとに適切に連携を

図りながら、教育及び教育施策の改善に取り組むこと。」に基づいて行うものです。  

 よって、本公表が目指すところは、保護者や地域の方々のご理解とご協力をいただき、児童生徒の学

習状況の改善を図っていくことです。  

 本調査の結果については、児童生徒が身に付けるべき学力の特定の一部分であり、学校における教育

活動の一側面でありますが、今後、調査結果を活用した改善方策の実施に取り組んでまいります。 

令 和 ４ 年 １ １ 月 

八千代市教育委員会 

令和４年度「全国学力・学習状況調査」の結果について 

小学校 中学校 
□教職員の資質向上 

 教職員の資質を高め、児童生徒一人一人を大切にしたきめ細やかな授業を行う。 

□言語活動の充実 

国語科はもとより、さまざまな教育活動を通して児童生徒が思考する時間を確保し、一層、言語活動

（話す・聞く・書く・読む）を充実させる。 

□読書活動の充実 

 各学校で朝の読書の時間や読み聞かせなど、読書の時間を充実させ、読書を奨励する。 

□理数教育の充実 

 算数・数学・理科に対する関心や学習意欲を高め、内容の理解につながる授業づくりに取り組む。 

□ＩＣＴ活用の促進 

 ＩＣＴの効果的な活用により、児童生徒の情報活用能力の育成を目指す。 

□各学校と家庭・地域社会の連携 

 道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、地域の中で活躍できる児童生徒の育成を目指す。 

□分析結果の活用 

各学校において分析した成果や課題を、全教職員で共有するとともに、保護者へ周知していく。 



Ⅰ．国語について 
 

１．結果の概要と分析 

２．解答類型にみられる傾向と改善方策 
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１．結果の概要と分析            ＊文末の( )内は，「平均正答率(本市－全国)」を表す 

  

小学校 八千代市 全国 

国語 ６６ ６６ 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率  

全国（公立）の平均正答率を 100とした場合の相対値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校 八千代市 全国 

国語 ６６ ６９ 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率  

全国（公立）の平均正答率を 100とした場合の相対値 

 

〈傾向〉 

『学年別漢字配当表に示されている漢字を文の中

で正しく使う』    (市 68.7%-全国 65.2%） 

『言葉には、相手とのつながりをつくる働きがあ

ることを捉える』   （市 70.5%-全国 68.8%） 

※「言葉の特徴や使い方に関する事項」の分野では、

全国の平均正答率が 69.0％に対し、本市は 69.7％

と 0.7ポイント高かった。「読むこと」の分野でも、

全国の平均正答率が 66.6％に対し、本市は 67.3％

と 0.7ポイント高かった。言語活動を通して、言葉

や文章を正しく理解し、正確に使う力を高めよう

とする授業の実践が要因と考えられる。 

 

『文章全体の構成や書き表し方などに着目して、

文や文章を整える』 （市 56.1%-全国 59.2%） 

→詳細 P.4・5参照 

※「書くこと」の分野において、特に、文章構成や

引用の仕方等の観点を意識して推敲し、分かり

やすい文章に整えることに課題が見られる。 

〈傾向〉 

『事象や行為、心情を表す語句について理解す

る』            （市 86.2%-全国 84.0%） 

※上記問題内容は、選択肢から適切な意味を選ぶ内

容である。語句の辞書的な意味と文脈状の意味と

の関係に注意して話や文章の中で使うことを通し

て、語幹を磨き語彙を豊かにする力を問う問題で

あった。授業においても、辞書を活用する等、文

章理解のために丁寧に語彙を扱い指導しているこ

とが要因であると考えられる。また、記述式の問

題形式の場合、平均正答率の本市と全国との差は

5.0ポイント低かったのに対し、選択肢の問題形

式になると 0.7ポイント低いにとどまった。 

 

『文脈に即して漢字を正しく書く』 

(市 72.5%-全国 82.1%) 

『自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を

工夫して話す』    （市 44.4%-全国 51.9%） 

→詳細 P.6・7参照 

※「情報の扱い方に関する事項」において、特に、

資料の一部から必要な情報を引用し、意見文とし

て、根拠を明確にして書くことに課題が見られ

る。 

 

小学校・国語 

 

中学校・国語 
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２．解答類型にみられる傾向と改善方策 

 

 

出題の趣旨 

３一 文章全体の構成や書き表し方などに着目して、文や文章を整える。 

 

学習指導要領の位置付け 

〔第５学年及び第６学年〕 思考力、判断力、表現力等 

Ｂ 書くこと 

オ 文章全体の構成や書き表し方などに着目して、文や文章を整えること。 

 

調査問題 

 

 

 

小学校・国語 
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学習指導の改善方策 

文章全体の構成や書き表し方などに着目して、文や文章を整える 

○書く相手や目的に応じて自分が書いた文章を読み直し、整えることができるように

する。読み手にとってわかりやすい文章にしたり、自分の伝えたいことをより明確

にしたりすることを意識し、推敲する必要性を感じることができるようにする。 

○間違いに気付いて正したり、構成や書き表し方の適切さを確かめたりして、整った

文章になったことを児童が自覚し、「推敲してよかった」という実感が得られること

が大切。 

○他教科の学習でも推敲することのよさを感じられるように、推敲することが習慣に

なるようにすることが重要。 

○ＩＣＴを活用することで、推敲の記録を残し、文章を見直すよさを自覚できるように

する。 

○推敲する際には、観点を明確にする。 

※推敲：文章の表現を自ら吟味し、修正し、より洗練された表現へ直しを加える 
令和４年度全国学力・学習状況調査報告書（令和４年８月国立教育政策研究所） 

解答類型と解答率 

正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

◎ １ １ 59.2 56.9 56.1 

 ２ ２ 15.4 15.7 17.0 

 ３ ３ 7.5 7.5 7.1 

 ４ ４ 15.1 17.0 17.0 

 上記以外 0.2 0.2 0.2 

 無解答 2.5 2.8 2.6 

解答類型にみられる傾向 

【解答類型２】 

自分の考えが明確に伝わるように書いている

ことは捉えられているが、引用して書くことと自

分の考えを書くことの区別ができなかった。 

【解答類型４】 

文章全体の構成に着目して文章を整えている

ことは捉えているが、考えの理由を最初には書い

ていないことを捉えることができなかった。この

中には、最初に書き加えたことの意図を捉えるこ

とができなかった児童もいた。 

 

【市で多かった誤答から】 

文章の書き表し方や構成を意識し

て文章を書いたり整えたりするこ

とに課題。 
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２．解答類型にみられる傾向と改善方策 

 

 

出題の趣旨 

１三 自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工夫して話す。 

 

学習指導要領の位置付け 

〔第１学年〕 知識及び技能 

(1) 言葉の特徴や使い方に関する事項 

ア  音声の働きや仕組みについて、理解を深めること。《話し言葉と書き言葉》 

〔第１学年〕 思考力、判断力、表現力等 

Ａ  話すこと・聞くこと 

ウ  相手の反応を踏まえながら、自分の考えが分かりやすく伝わるように表現を工

夫すること。《表現、共有（話すこと）》 

 

調査問題 

 

 

中学校・国語 
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学習指導の改善方策 

音声の働きや仕組みを意識しながら表現を工夫して話す 

○第１学年〔知識及び技能〕の（１）アとの関連を図り、アクセント、イントネーション、プ

ロミネンスなどの音声的特質が多様な声を作り出し、話したり聞いたりする活動に

影響していることが認識できるように、実際に声に出しながら工夫を考えたり効果

を確かめたりすることが重要である。 

○ＩＣＴ機器を活用してスピーチの様子を動画で記録し、話し方を振り返ったり、工夫

したことの効果を確かめたりするなどの学習活動が考えられる。聞き手の興味・関

心、情報量などを考慮しながら話す内容や話し方を検討したり、なぜそのように表

現を工夫したのか、その意図を明確にして工夫したことの効果を確かめたりする場

面を設定することも考えられる。 

※無解答の割合が高いことについては，引き続き分析を行っていく 

令和４年度全国学力・学習状況調査報告書（令和４年８月国立教育政策研究所） 

解答類型と解答率 

正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

◎ １ 記述式

のため

以下に

正答例

を記載 

51.7 44.8 44.1 

◎ ２ 0.2 0.2 0.3 

 ３ 5.7 5.2 5.2 

 ４ 3.9 4.7 4.0 

 5 8.5 8.8 7.6 

 上記以外 13.8 16.4 17.3 

 無解答 16.2 19.9 21.6 

【市で多かった誤答から】 

内容を踏まえてどの部分

を工夫するか具体的に考

えることに課題。 

解答類型にみられる傾向 

【解答類型５】 

（解答例）聞いている相手に、どこが自分の一番

伝えたいところなのかを知ってもらうために、そ

の部分をゆっくり大きな声で強調して話すとよ

いのではないでしょうか。 

どのように工夫して話すのかについて具体的

に考え、そのように話す意図を示すことはできて

いるが、【川口さんのスピーチ】の内容を踏まえ

て話のどの部分を工夫するのかを具体的に考え

ることができていない。 

 

（正答例） 

「相手の反応を踏まえたやりとりを

することができていない」という部

分の語調を強めて、課題だと感じ

ていることを強調したい。 



Ⅱ．算数・数学について 
 

１．結果の概要と分析 

２．解答類型にみられる傾向と改善方策 
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小学校 八千代市 全国 

算数 ６１ ６３ 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率  

全国（公立）の平均正答率を 100とした場合の相対値 

 

  

中学校 八千代市 全国 

数学 ５１ ５１ 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率  

全国（公立）の平均正答率を 100とした場合の相対値  

 

〈傾向〉 

『分類整理されたデータを基に、目的に応じてデ

ータの特徴を捉え考察できる』 

（市 64.2%-全国 63.9%） 

※分類整理されたデータについて、目的に応じて       

筋道を立てて考察する内容である。領域別で

は、「データの活用」の平均正答率が全国と比

べて 0.6ポイント低く、他領域と比べて、全国

との差が最も少なかった。授業においても、日

常生活の事象について、目的を明らかにし、そ

の目的に応じてデータの特徴を多面的に捉え考

察する活動を取り入れ指導していることが要因

であると考えられる。 

 

『示された場面において、目的に合った数の処理

の仕方を考察できる』 （市 27.7%-全国 34.8%） 

→詳細 P.10・11参照 

『百分率で表された割合を分数で表すことができ

る』          （市 66.4%-全国 71.1%） 

※観点別の「思考・判断・表現」に関する問題では、

全国の平均正答率が 56.7％であるのに対し本市

は 53.8％であった。領域別では、「数と計算」に

関する問題で、全国の平均正答率が 69.8％であ

るのに対し、本市は 66.7％であった。 

〈傾向〉 

『一次関数の変化の割合の意味を理解している』 

（市 39.5%-全国 37.9%） 

『箱ひげ図から分布の特徴を読み取ることができ

る』        （市 47.7%-全国 44.1%） 

※「関数」の領域で回答する設問は、全国の平均

正答率が 43.6％に対し、本市は 43.7％であっ

た。また、「データの活用」の領域で回答する

設問は全国・本市ともに 57.1％であった。それ

ぞれの領域の中で、基本的な知識の理解や読み

取りなどは定着が図られていると考えられる。 

 

『自然数を素数の積で表すことができる』 

→詳細 P.12・13参照  （市 46.2%-全国 52.2%） 

『データの傾向を的確に捉え、判断の理由を数学

的な表現を用いて説明することができる』 

（市 41.2%-全国 44.0%） 

※「数と式」の領域で回答する設問は、全国の平

均正答率が 57.4％であるのに対し、本市は

55.4％であり、課題が見られた。また、問題形

式が記述式の設問に関しても課題が見られ、全

国の平均正答率が 36.2％であるのに対し、本市

は 34.5％であった。 

中学校・数学 

小学校・算数 

１．結果の概要と分析             ＊文末の( )内は，「平均正答率(本市－全国)」を表す 
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２．解答類型にみられる傾向と改善方策 

 

 

出題の趣旨 

１（４） 示された場面において、目的に合った数の処理の仕方を考察できる。 

 

学習指導要領の位置付け 

〔第４学年〕Ａ 数と計算 

(2) 概数に関わる数学的活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

イ  次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。 

（ア） 日常の事象における場面に着目し、目的に合った数の処理の仕方を考えるとと

もに、それを日常生活に生かすこと。 

 

調査問題 

 

 

小学校・算数 
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学習指導の改善方策 

目的に合った数の処理の仕方を考えることができるようにする 

○数の大きさを見積もる必要があるときは、目的に応じて数を大きくみたり小さくみ

たりして、概算できるようにすることが重要。 

○概数にする方法である切り上げ、切り捨て、四捨五入を用いて計算し、どの方法が

適切であるか判断できるようにすることが大切。 

○概数にして見積もる際には、概数にして計算した結果と、実際の数の積との大小関

係について話し合う。 

令和４年度全国学力・学習状況調査報告書（令和４年８月国立教育政策研究所） 

解答類型と解答率 

正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

◎ １ ア 34.8 32.5 27.7 

 ２ イ 4.8 4.8 5.7 

 ３ ウ 49.3 52.6 56.4 

 ４ エ 9.3 8.6 7.9 

 上記以外 0.5 0.6 0.8 

 無解答 0.9 0.9 1.5 

【市で多かった誤答から】 

示された場面において、目的

に合った数の処理をすること

に課題。 

解答類型にみられる傾向 

【解答類型３】 

８５と２１をそれぞれ一の位の数を四捨五入

し、十の位までの概数にして計算するとよいと考

え、目的に合った概数にして計算する方法を選

ぶことができていない。 
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２．解答類型にみられる傾向と改善方策 

 

 

出題の趣旨 

１ 自然数を素数の積で表すことができる。 

 

学習指導要領の位置付け 

〔第１学年〕 Ａ 数と式 

(1) 正の数と負の数について、数学的活動を通して、次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。 

ア  次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ア) 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。 

（イ） 正の数と負の数の四則計算をすること。 

（ウ） 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。 

イ  次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。 

（ア） 算数で学習した数の四則計算と関連付けて、正の数と負の数の四則計算の方法 

を考察し表現すること。 

（イ） 正の数と負の数を具体的な場面で活用すること。 

［内容の取り扱い］ 

(1) 内容の「Ａ数と式」の(1)に関連して、自然数を素数の積として表すことを取り扱

うものとする。 

 

調査問題 

 

 

中学校・数学 
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学習指導の改善方策 

自然数を素数の積で表すことができるようにする 

○自然数４２をその約数の積に表す活動を通して、表現された約数の積の中に素数の

積があることを調べたり、素数の意味を確認したりする場面を設定する。この活動

を振り返ることによって、自然数４２を約数の積に表す場合には多様な式での表現

があるが、素数の積の場合にはその表現はただ一通りであることを、具体的に知る

ことができる。 

※素因数分解：ある正の整数を素数の形で表すこと 

令和４年度全国学力・学習状況調査報告書（令和４年８月国立教育政策研究所） 

解答類型と解答率 

正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

◎ １ ２×３×７ 52.2 45.6 46.2 

 ２ ２×２１ 0.2 0.2 0.1 

 ３ ３×１４ 0.1 0.1 0.0 

 ４ ６×７ 1.0 1.1 0.6 

 5 因数に１を含む 1.1 0.8 0.7 

 6 
いくつかの 

数の和の式 
0.2 0.1 0.3 

 上記以外 33.7 37.1 36.5 

 無解答 11.5 14.9 15.6 

【市で多かった誤答から】 

「数と式」領域の、意味の理解

や技能の定着に課題。 

解答類型にみられる傾向 

【上記以外】 

（解答例）２、３、７ 

 ４２の素因数を記述しているが、それらを積で表

すといった素因数分解することの意味を理解して

いない生徒がいると考えられる。 

 



Ⅲ．理科について 
 

１．結果の概要と分析 

２．解答類型にみられる傾向と改善方策 
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小学校 八千代市 全国 

理科 ６２ ６３ 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率  

全国（公立）の平均正答率を 100とした場合の相対値 

 

  

中学校 八千代市 全国 

理科 ４８ ４９ 

※表内の数字は小数第１位を四捨五入した平均正答率  

全国（公立）の平均正答率を 100とした場合の相対値 

 

〈傾向〉 

『自分で発想した予想と、実験の結果を基に、問

題に対するまとめを検討して、改善し、自分の

考えをもつことができる』 

（市 66.1%-全国 62.8%） 

※実験の結果を基にしたより科学的な考えへの検

討・改善に関する内容である。全国の平均正答

率に対し、本市は 3.3ポイント高かった。授業

において、観察・実験の結果が出た後、予想と

結果について、それらの整合性を調べ、自分の

考えをより科学的なものに変容させる学習場面

を充実させていることが要因と考えられる。 

 

『メスシリンダーという器具を理解している』 

→詳細 P.16・17参照  (市 61.2%-全国 67.8%)  

『メスシリンダーの正しい扱い方を身に付けてい

る』        （市 66.1%-全国 70.0%） 

→詳細 P.16・17参照 

※観点別の「知識・技能」に関する問題では、全国

の平均正答率が 62.5％であるのに対し、本市は

59.9％と 2.6 ポイント低かった。目的に応じて

器具を選択し、観察・実験などに関する基本的な

技能を身に付ける学習活動に課題がある。 

〈傾向〉 

『モデルを使った実験において、変える条件と変

えない条件を制御した実験を計画できる』 

   （市 79.0%-全国 78.5%） 

※課題を解決するために、条件制御した実験を計

画できるか問う内容である。全国の平均正答率

に対し、本市は 0.5ポイント高かった。授業にお

いて、現象の観察を通して抽出した要因を整理

し、変える条件と変えない条件を検討して実験

を計画する学習場面を設定していることが要因

であると考えられる。 

 

『課題に正対した考察を行うためのグラフを作成

する技能が身に付いている』 

→詳細 P.18・19参照  （市 40.4%-全国 45.0%） 

『岩石に関する知識及び技能を活用できる』 

（市 44.1%-全国 48.0%） 

※観点別の「知識・技能」に関する問題では、全

国の平均正答率が 46.1％であるのに対し、本市

は 44.4％と 1.7ポイント低かった。グラフの作

成について検討する学習活動や、知識及び技能

を活用して、理科を学ぶことの意義や有用性を

実感する学習活動に課題があり、指導の充実が

求められる。 

中学校・理科 

小学校・理科 

１．結果の概要と分析             ＊文末の( )内は，「平均正答率(本市－全国)」を表す 
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２．解答類型にみられる傾向と改善方策 

 

 

出題の趣旨 

２（１） メスシリンダーという器具を理解している。 

２（２） メスシリンダーの正しい扱い方を身に付けている。 

 

学習指導要領の位置付け 

〔第５学年〕 Ａ 物質・エネルギー 

（１） 物の溶け方について、溶ける量や様子に着目して、水の温度や量などの条件を

制御しながら調べる活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

ア  次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること 

(ウ) 物が水に溶ける量は水の温度や量、溶ける物によって違うこと。また、この性質

を利用して、溶けている物を取り出すことができること。 

 

調査問題 
 

 

 

 

小学校・理科 
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２（１） 

 

 

２（２） 

 

 

 

 

 

 

学習指導の改善方策 

目的に応じて器具や機器を選択し、観察、実験などに関する 

基本的な技能を身に付けることができるようにする 

○実験の際には、どの器具や機器を使用するとよいかについて操作の手順と併せて

考えることができるようにすることが重要。 

○メスシリンダーの役割や目盛りの読み方を確認した上で、はかり取りたい水の量よ

り少ない水の量を最初に入れる理由や、足りない分の水を入れる際、スポイトの先

が水の中に入らないようにする理由について話し合い、確かめ合う。 

令和４年度全国学力・学習状況調査報告書（令和４年８月国立教育政策研究所） 

解答類型と解答率 

正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

◎ １ メスシリンダー 67.8 69.0 61.2 

 ２ ビーカー 4.5 4.4 4.3 

 ３ 計量カップ 0.3 0.2 0.2 

 ４ 試験管 5.5 5.1 7.3 

 ５ フラスコ 0.9 0.6 0.4 

 上記以外 11.2 10.3 12.1 

 無解答 9.8 10.5 14.5 

解答類型と解答率 
正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

 １ １ 17.4 16.9 18.8 

◎ ２ ２ 70.0 70.6 66.1 

 ３ ３ 8.5 8.3 9.8 

 ４ ４ 3.3 3.4 3.8 

 上記以外 0.1 0.1 0.1 

 無解答 0.6 0.7 1.3 

【市で多かった誤答から】 

実験器具の名称や扱い方、目的を正

しく理解できていない。 

解答類型にみられる傾向 

【上記以外】 

（主な解答例）スポイト、びん 

器具の名称を正しく理解できていないものと

考えられる。この背景としては、使用する機会

が少ない器具について操作を体験する場面を

一人一人に設けられていないことや、目的に応

じた器具を選択することの重要性について十

分実感できていないことが考えられる。 

 

解答類型にみられる傾向 

【解答類型１】 

メスシリンダーの目盛りを正しく読み取るこ

とができていないことから、メスシリンダーの

正しい扱い方を十分に身に付けることができて

いないことが考えられる。 
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２．解答類型にみられる傾向と改善方策 

 

 

出題の趣旨 

５（２） 課題に正対した考察を行うためのグラフを作成する技能が身に付いているか

どうかをみる。 

 

学習指導要領の位置付け 

第１分野 (1) 身近な物理現象 

（イ） 力の働き 

㋐  力の働き 

物体に力を働かせる実験を行い、物体に力が働くとその物体が変形したり動き始め

たり、運動の様子が変わったりすることを見いだして理解するとともに、力は大き

さと向きによって表されることを知ること。また、物体に働く２力についての実験を

行い、力がつり合うときの条件を見いだして理解すること。 

 

調査問題 

 

 

中学校・理科 
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学習指導の改善方策 

課題に正対した考察を行うために適切なグラフを作成できるようにする。 

○課題に立ち返りながら考察を行うために、どのようなグラフを作成すればよいかを

検討する学習場面を設定する。 

○グラフの横軸である「変化させる量」と縦軸である「変化した量」が何に当たるかを

考え、グラフを作成することが重要。 

令和４年度全国学力・学習状況調査報告書（令和４年８月国立教育政策研究所） 

解答類型と解答率 

正

答 

解答 

類型 

解答率（％） 

国 県 市 

◎ １ A 45.0 43.4 40.4 

 ２ B 23.6 24.0 26.6 

 ３ C 18.2 18.2 18.5 

 ４ D 12.8 14.0 13.8 

 上記以外 0 0 0.1 

 無解答 0.4 0.5 0.6 

【市で多かった誤答から】 

実験結果を適切に処理し、

グラフを作成する技能を身

に付けられていない。 

解答類型にみられる傾向 

【解答類型２】 

課題に正対した考察を行うために縦軸を

「縮む長さ」として設定しておらず、実験結果

を適切に処理し、グラフを作成する技能を身

に付けていない生徒がいると考えられる。 

 



Ⅳ．質問紙について 
 

１．児童生徒の意識調査 

２．回答結果と正答率に相関が見られた質問 

 

20 



 

１．児童生徒の意識調査    全国（公立）を標準偏差 100とした場合の相対値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「児童・生徒質問紙調査」の結果の概要（小中学校）※抜粋 
＊文末の( )内は，「肯定的回答率(本市－全国)」を表す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 中学校 

  

〈学習に対する関心・意欲・態度〉 
・「学校に行くのは楽しいと思いますか。」   小学校（84.9％－85.4％）中学校（81.2％－82.9％） 
・「授業では課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか。」 

小学校（77.2％－77.3％）中学校（79.1％－79.2％） 

・「道徳の授業では自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいます

か。」                   小学校（80.7％－80.0％）中学校（86.5％－85.5％） 

・「国語の勉強は好きですか。」        小学校（64.1％－59.2％）中学校（62.6％－61.9％） 
・「算数・数学の勉強は好きですか。」     小学校（59.5％－62.5％）中学校（58.2％－58.1％） 

・「理科の勉強は好きですか。」        小学校（81.4％－79.7％）中学校（65.9％－66.4％） 
・「今住んでいる地域の行事に参加していますか。」 

小学校（41.7％－52.7％）中学校（29.0％－40.0％） 

・「授業で、PC・タブレットなどのＩＣＴ機器を週１回以上使用しましたか。」 

                       小学校（73.3％－83.2％）中学校（69.2％－80.6％） 
※生活に関わる質問で学校を楽しいと感じている割合は、小中学校共に全国平均より低い。 

※授業改善に関わる質問で課題解決へ自主的に取り組む態度の割合は、小中学校共に全国平均と同程度。 

※道徳の授業で、自分の考えを深めたり、話合い活動を行ったりしている割合は、小中学校共に全国平均と

同程度。 

※学習に対する興味・関心に関わる質問について、国語は全国平均より小中学校共に高い。算数・数学は全

国平均より小学校は低く、中学校は同程度。理科は全国平均より小学校は高く、中学校は低い。 

※地域や社会に関する興味・関心は、小中学校共に全国平均より低い。 

※授業でＩＣＴ機器を週１回以上使用したと回答している割合は、小中学校共に全国平均より低い。 

〈自尊感情〉 
・「将来の夢や目標を持っていますか。」     小学校（77.7％－79.8％）中学校（67.1％－67.3％） 

・「自分には、よいところがあると思いますか。」小学校（78.4％－79.3％）中学校（74.0％－78.5％） 

→詳細P.22参照 

※自尊感情に関わる質問については、小中学校共にどの項目も全国平均より低い。 

〈学習の基盤となる活動、生活習慣〉 
・「朝食を毎日食べていますか。」        小学校（94.2％－94.4％）中学校（89.4％－91.9％） 

・「毎日、同じくらいの時刻に寝ていますか。」 小学校（81.6％－81.5％）中学校（75.8％－79.9％） 

・「毎日、同じくらいの時刻に起きていますか。」小学校（89.3％－90.4％）中学校（91.4％－92.2％） 

・「家で自分で計画を立て勉強をしていますか。」小学校（69.6％－71.1％）中学校（53.7％－58.5％） 

・「普段、一日当たりどれぐらいの時間、テレビゲームをしますか。」選択肢「４時間以上」のみ 

 →詳細P.23参照               小学校（19.4％－17.2％）中学校（21.9％－16.3％） 

※生活習慣に関わる質問については、小学校は全国平均と同程度、中学校は全国平均より低い。 

※家庭での学習に関わる質問については、小学校は全国平均と同程度、中学校は全国平均より低い。 

※一日当たりテレビゲームを４時間以上している児童生徒の割合は小中学校共に全国平均より高い。 
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２．回答結果と正答率に相関がみられた質問 

 

 

 

 

（７）自分には、よいところがあると思いますか 

 

回答結果と正答率の関連 
 

小学校 

 
 

中学校 

 
 

考察 

「当てはまる」「どちらかといえば、当てはまる」と回答している児童生徒の割合は、全国と比

べ、小学校は 1.4ポイント、中学校は 4.5ポイント低い結果となった。 

また、小学校・中学校共に「当てはまる」と回答した児童生徒ほど正答率が高い結果となった。 

※この結果は相関関係を表したものであり、因果関係があることを示しているものではありません。 

自己肯定感を高める手立てとしては、自分の考えを表す場面を設定し、表現したことを認め、

評価する活動が考えられる。 

具体例として、以下の３点が挙げられる。【令和３年度学力向上の手引き（令和４年２月千葉県総合教育センター）】  

① 主体的に取り組める課題を設定し、表現の場を設ける 

② 認め合いのできる場面設定と学習形態を工夫する 

③ 自分の取組を振り返る場面と、認め、評価する場面を設ける 

１ 

自尊感情 



 

 

 

 

（５）普段（月曜日から金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム（コンピュ

ータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含む）

をしますか 

回答結果と正答率の関連 
 

小学校 

 
 

中学校 

 
 

考察 

普段（月曜日から金曜日）、１日当たり１時間以上テレビゲームをすると回答している児童生徒

の割合は、全国と比べ、小学校は 2.3 ポイント、中学校は 2.8 ポイント高い結果となった。特に、

「４時間以上」と回答している中学生の割合は、全国と比べ 5.6ポイントも高くなっている。 

また、小学校では、「全くしない」と回答した児童、中学校では、「１時間より少ない」と回答した

生徒の正答率が一番高くなっており、小学校・中学校共にテレビゲームをしている時間が長い児

童生徒ほど正答率が低い結果となった。 

※この結果は相関関係を表したものであり、因果関係があることを示しているものではありません。 
あ 

 

学習の基盤となる活動，生活習慣 
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