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第１２章 各市町等別の質問紙調査 

 

小学校 １／６ 

 
  番号 質問事項   三重県 桑名市 木曽岬町 いなべ市 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 

児
童
質
問
紙 

① 

将来の夢や目標を持ち、失敗をおそれず
挑戦する子どもたちの割合 
（質問番号(5)「難しいことでも、失敗を恐
れないで挑戦していますか」と質問番号
(9)「将来の夢や目標を持っていますか」
の「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」の比率の平均） 

割合 81.0 (80.6) 82.5 (79.9) 81.4 (81.1) 82.6 (82.9) 85.2 (81.6) 81.6 (80.6) 79.9 (81.1) 80.4 (77.0) 82.6 (78.5) 79.7 (82.2) 

県との差 
 

1.5 (-0.8) 0.5 (0.5) 1.6 (2.3) 4.2 (1.0) 0.6 (0.0) -1.1 (0.5) -0.6 (-3.7) 1.6 (-2.1) -1.3 (1.6) 

全国との差 -0.5 (-0.3) 1.0 (-1.1) 0.0 (0.2) 1.1 (2.0) 3.7 (0.7) 0.1 (-0.3) -1.6 (0.2) -1.1 (-4.0) 1.1 (-2.5) -1.8 (1.3) 

② 
自分には、よいところがあると思います
か。（[質問番号(6)]「当てはまる＋どちら
かといえば、当てはまる」） 

割合 75.1 (75.7) 76.6 (79.2) 66.7 (68.9) 82.7 (75.7) 86.2 (72.9) 75.4 (75.2) 74.2 (78.4) 84.4 (72.1) 67.4 (70.2) 74.0 (77.5) 

県との差 
 

1.5 (3.5) -8.4 (-6.8) 7.6 (0.0) 11.1 (-2.8) 0.3 (-0.5) -0.9 (2.7) 9.3 (-3.6) -7.7 (-5.5) -1.1 (1.8) 

全国との差 -1.3 (-0.4) 0.2 (3.1) -9.7 (-7.2) 6.3 (-0.4) 9.8 (-3.2) -1.0 (-0.9) -2.2 (2.3) 8.0 (-4.0) -9.0 (-5.9) -2.4 (1.4) 

③ 

基本的な生活習慣を身に付けた子ども
たちの割合（質問番号(1)朝食を毎日食
べていますか、質問番号(2)毎日、同じく
らいの時刻に寝ていますか、質問番号
(3)毎日、同じくらいの時刻に起きていま
すかの「している＋どちらかといえば、し
ている」の割合の平均） 

割合 88.3 (88.3) 88.4 (88.7) 87.6 (91.8) 91.1 (88.6) 88.5 (89.5) 89.2 (89.3) 89.1 (89.3) 90.9 (86.5) 84.9 (88.5) 88.7 (90.6) 

県との差 
 

0.1 (0.4) -0.7 (3.5) 2.8 (0.3) 0.2 (1.2) 0.8 (1.0) 0.7 (1.0) 2.6 (-1.8) -3.4 (0.2) 0.4 (2.3) 

全国との差 -0.4 (-0.4) -0.3 (0.0) -1.1 (3.1) 2.4 (-0.1) -0.2 (0.8) 0.5 (0.6) 0.4 (0.6) 2.2 (-2.2) -3.8 (-0.2) 0.0 (1.9) 

④ 
家で、自分で計画を立てて勉強していま
すか。（[質問番号(20)]「している＋どちら
かといえば、している」） 

割合 60.5 (59.4) 56.5 (54.9) 58.8 (46.6) 60.9 (61.1) 65.1 (70.9) 60.9 (60.9) 58.2 (61.9) 60.0 (50.0) 51.1 (52.3) 61.4 (61.2) 

県との差 
 

-4.0 (-4.5) -1.7 (-12.8) 0.4 (1.7) 4.6 (11.5) 0.4 (1.5) -2.3 (2.5) -0.5 (-9.4) -9.4 (-7.1) 0.9 (1.8) 

全国との差 -2.3 (-1.6) -6.3 (-6.1) -4.0 (-14.4) -1.9 (0.1) 2.3 (9.9) -1.9 (-0.1) -4.6 (0.9) -2.8 (-11.0) -11.7 (-8.7) -1.4 (0.2) 

⑤ 
家で、学校の宿題をしていますか。（[質
問番号(21)]「している＋どちらかといえ
ば、している） 

割合 97.3 (97.3) 97.7 (97.2) 98.0 (100.0) 98.7 (98.5) 99.6 (98.0) 96.5 (97.5) 96.2 (98.3) 97.5 (94.9) 97.8 (98.7) 97.6 (97.1) 

県との差 
 

0.4 (-0.1) 0.7 (2.7) 1.4 (1.2) 2.3 (0.7) -0.8 (0.2) -1.1 (1.0) 0.2 (-2.4) 0.5 (1.4) 0.3 (-0.2) 

全国との差 0.5 (0.8) 0.9 (0.7) 1.2 (3.5) 1.9 (2.0) 2.8 (1.5) -0.3 (1.0) -0.6 (1.8) 0.7 (-1.6) 1.0 (2.2) 0.8 (0.6) 

⑥ 
家で、学校の授業の予習をしています
か。（[質問番号(22)]「している＋どちらか
といえば、している」） 

割合 42.0 (42.0) 42.2 (38.9) 39.3 (26.7) 41.9 (44.8) 46.0 (40.9) 43.4 (44.1) 30.0 (38.3) 45.0 (50.0) 33.3 (35.8) 43.7 (45.9) 

県との差 
 

0.2 (-3.1) -2.7 (-15.3) -0.1 (2.8) 4.0 (-1.1) 1.4 (2.1) -12.0 (-3.7) 3.0 (8.0) -8.7 (-6.2) 1.7 (3.9) 

全国との差 -1.4 (-1.2) -1.2 (-4.3) -4.1 (-16.5) -1.5 (1.6) 2.6 (-2.3) 0.0 (0.9) -13.4 (-4.9) 1.6 (6.8) -10.1 (-7.4) 0.3 (2.7) 

⑦ 
家で、学校の授業の復習をしています
か。（[質問番号(23)]「している＋どちらか
といえば、している」） 

割合 50.1 (48.7) 48.4 (42.7) 54.9 (42.2) 55.6 (53.7) 62.8 (40.2) 50.6 (53.3) 39.7 (47.2) 50.7 (55.1) 45.9 (44.4) 52.0 (52.8) 

県との差 
 

-1.7 (-6.0) 4.8 (-6.5) 5.5 (5.0) 12.7 (-8.5) 0.5 (4.6) -10.4 (-1.5) 0.6 (6.4) -4.2 (-4.3) 1.9 (4.1) 

全国との差 -4.4 (-5.3) -6.1 (-11.3) 0.4 (-11.8) 1.1 (-0.3) 8.3 (-13.8) -3.9 (-0.7) -14.8 (-6.8) -3.8 (1.1) -8.6 (-9.6) -2.5 (-1.2) 

⑧ 

本を読んだり、借りたりするために、学校
図書館・室や地域の図書館へどれくらい
行きますか。（[質問番号(17)]「月に１～３
回以上行く」） 

割合 40.0 (42.1) 34.7 (37.2) 29.4 (35.6) 41.1 (37.8) 58.0 (55.7) 39.8 (45.8) 45.8 (45.8) 31.3 (31.1) 45.9 (35.2) 33.7 (38.0) 

県との差 
 

-5.3 (-4.9) -10.6 (-6.5) 1.1 (-4.3) 18.0 (13.6) -0.2 (3.7) 5.8 (3.7) -8.7 (-11.0) 5.9 (-6.9) -6.3 (-4.1) 

全国との差 -0.7 (-0.8) -6.0 (-5.7) -11.3 (-7.3) 0.4 (-5.1) 17.3 (12.8) -0.9 (2.9) 5.1 (2.9) -9.4 (-11.8) 5.2 (-7.7) -7.0 (-4.9) 

⑨ 
家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や
運動会などの学校の行事に来ますか。
（[質問番号(19)]「よく来る＋時々来る」）  

割合 97.6 (97.4) 97.6 (97.9) 98.1 (100.0) 98.4 (99.0) 99.1 (98.3) 97.2 (97.2) 96.5 (99.0) 99.4 (95.6) 99.2 (98.1) 97.5 (97.5) 

県との差 
 

0.0 (0.5) 0.5 (2.6) 0.8 (1.6) 1.5 (0.9) -0.4 (-0.2) -1.1 (1.6) 1.8 (-1.8) 1.6 (0.7) -0.1 (0.1) 

全国との差 1.0 (0.9) 1.0 (1.4) 1.5 (3.5) 1.8 (2.5) 2.5 (1.8) 0.6 (0.7) -0.1 (2.5) 2.8 (-0.9) 2.6 (1.6) 0.9 (1.0) 

⑩ 
今住んでいる地域の行事に参加していま
すか。（[質問番号(27)]「当てはまる＋ど
ちらかといえば、当てはまる」） 

割合 72.0 (73.2) 67.1 (67.8) 72.6 (64.5) 86.6 (87.9) 86.3 (83.2) 73.0 (73.9) 78.8 (79.5) 72.5 (70.8) 82.2 (73.6) 69.9 (75.1) 

県との差 
 

-4.9 (-5.4) 0.6 (-8.7) 14.6 (14.7) 14.3 (10.0) 1.0 (0.7) 6.8 (6.3) 0.5 (-2.4) 10.2 (0.4) -2.1 (1.9) 

全国との差 5.1 (5.2) 0.2 (-0.2) 5.7 (-3.5) 19.7 (19.9) 19.4 (15.2) 6.1 (5.9) 11.9 (11.5) 5.6 (2.8) 15.3 (5.6) 3.0 (7.1) 

⑪ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくら
いの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見た
り、聞いたりしますか。（テレビゲームをす
る時間は除く）（[質問番号(10)]「３時間以
上」） 

割合 35.8 (38.4) 38.0 (39.8) 31.3 (40.0) 33.5 (33.0) 28.7 (36.9) 29.5 (33.5) 37.0 (42.8) 36.9 (37.3) 45.2 (41.1) 34.8 (32.0) 

県との差  2.2 (1.4) -4.5 (1.6) -2.3 (-5.4) -7.1 (-1.5) -6.3 (-4.9) 1.2 (4.4) 1.1 (-1.1) 9.4 (2.7) -1.0 (-6.4) 

全国との差 -0.3 (0.4) 1.9 (1.8) -4.8 (2.0) -2.6 (-5.0) -7.4 (-1.1) -6.6 (-4.5) 0.9 (4.8) 0.8 (-0.7) 9.1 (3.1) -1.3 (-6.0) 

⑫ 

普段（月～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。（[質問番号(11)]「３時間以上」） 

割合 18.2 (18.8) 15.2 (18.0) 9.8 (8.9) 15.0 (17.0) 13.7 (13.6) 17.3 (16.5) 20.1 (18.8) 19.4 (25.3) 24.5 (25.2) 18.4 (14.7) 

県との差  -3.0 (-0.8) -8.4 (-9.9) -3.2 (-1.8) -4.5 (-5.2) -0.9 (-2.3) 1.9 (0.0) 1.2 (6.5) 6.3 (6.4) 0.2 (-4.1) 

全国との差 1.2 (1.8) -1.8 (1.0) -7.2 (-8.1) -2.0 (0.0) -3.3 (-3.4) 0.3 (-0.5) 3.1 (1.8) 2.4 (8.3) 7.5 (8.2) 1.4 (-2.3) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 

 

  

１ 
【関連：第 10章Ｐ.127 】 
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小学校 ２／６ 

 

  番号 質問事項   三重県 桑名市 木曽岬町 いなべ市 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 

児
童
質
問
紙 

⑬ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくら
いの時間、携帯電話やスマートフォンで
通話やメール、インターネットをしますか
（携帯電話やスマートフォンを使ってゲー
ムをする時間は除く）（[質問番号(12)]「３
時間以上」） 

割合 6.3 (5.6) 4.8 (3.5) 2.0 (4.4) 6.3 (6.1) 4.0 (3.3) 6.0 (5.0) 4.8 (7.0) 5.7 (7.6) 7.4 (7.3) 6.5 (4.3) 

県との差  -1.5 (-2.1) -4.3 (-1.2) 0.0 (0.5) -2.3 (-2.3) -0.3 (-0.6) -1.5 (1.4) -0.6 (2.0) 1.1 (1.7) 0.2 (-1.3) 

全国との差 0.6 (0.6) -0.9 (-1.5) -3.7 (-0.6) 0.6 (1.1) -1.7 (-1.7) 0.3 (0.0) -0.9 (2.0) 0.0 (2.6) 1.7 (2.3) 0.8 (-0.7) 

⑭ 

学校の授業時間以外に、普段（月～金
曜日）、１日当たりどれくらいの時間、勉
強しますか。（学習塾や家庭教師を含
む）（[質問番号(13)]「１時間以上」） 

割合 58.4 (59.4) 58.3 (59.0) 60.8 (48.8) 62.4 (65.3) 80.1 (67.2) 58.1 (61.8) 53.1 (60.9) 52.5 (54.5) 57.7 (53.0) 58.4 (60.9) 

県との差  -0.1 (-0.4) 2.4 (-10.6) 4.0 (5.9) 21.7 (7.8) -0.3 (2.4) -5.3 (1.5) -5.9 (-4.9) -0.7 (-6.4) 0.0 (1.5) 

全国との差 -4.3 (-2.6) -4.4 (-3.0) -1.9 (-13.2) -0.3 (3.3) 17.4 (5.2) -4.6 (-0.2) -9.6 (-1.1) -10.2 (-7.5) -5.0 (-9.0) -4.3 (-1.1) 

⑮ 

土曜日や日曜日など学校が休みの日
に、１日当たりどれくらいの時間、勉強し
ますか。（学習塾で勉強している時間や
家庭教師に教わっている時間も含む）
（[質問番号(14)]「３時間以上」と回答した
割合） 

割合 9.0 (9.0) 8.5 (7.2) 3.9 (2.2) 5.5 (4.6) 5.8 (7.4) 7.9 (8.1) 8.0 (4.7) 8.1 (5.7) 4.4 (7.9) 10.1 (9.9) 

県との差 
 

-0.5 (-1.8) -5.1 (-6.8) -3.5 (-4.4) -3.2 (-1.6) -1.1 (-0.9) -1.0 (-4.3) -0.9 (-3.3) -4.6 (-1.1) 1.1 (0.9) 

全国との差 -2.9 (-2.5) -3.4 (-4.3) -8.0 (-9.3) -6.4 (-6.9) -6.1 (-4.1) -4.0 (-3.4) -3.9 (-6.8) -3.8 (-5.8) -7.5 (-3.6) -1.8 (-1.6) 

⑯ 
いじめは、どんな理由があってもいけな
いことだと思う。（[質問番号(34)]「当ては
まる＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 96.5 (96.3) 96.2 (96.1) 96.1 (100.0) 97.0 (96.8) 99.6 (94.7) 96.5 (96.9) 96.0 (97.8) 91.3 (89.3) 94.0 (92.8) 97.1 (97.4) 

県との差 
 

-0.3 (-0.2) -0.4 (3.7) 0.5 (0.5) 3.1 (-1.6) 0.0 (0.6) -0.5 (1.5) -5.2 (-7.0) -2.5 (-3.5) 0.6 (1.1) 

全国との差 0.3 (-0.1) 0.0 (-0.3) -0.1 (3.6) 0.8 (0.4) 3.4 (-1.7) 0.3 (0.5) -0.2 (1.4) -4.9 (-7.1) -2.2 (-3.6) 0.9 (1.0) 

⑰ 

「総合的な学習の時間」では、自分で課
題を立てて情報を集め整理して、調べた
ことを発表するなどの学習活動に取り組
んでいますか。（[質問番号(37)]「当ては
まる＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 54.5 (53.3) 54.4 (50.8) 43.2 (53.3) 59.4 (55.5) 78.7 (56.2) 52.1 (53.0) 43.2 (52.0) 41.3 (51.9) 51.2 (35.7) 52.4 (52.8) 

県との差 
 

-0.1 (-2.5) -11.3 (0.0) 4.9 (2.2) 24.2 (2.9) -2.4 (-0.3) -11.3 (-1.3) -13.2 (-1.4) -3.3 (-17.6) -2.1 (-0.5) 

全国との差 -11.3 (-10.5) -11.4 (-13.0) -22.6 (-10.5) -6.4 (-8.3) 12.9 (-7.6) -13.7 (-10.8) -22.6 (-11.8) -24.5 (-11.9) -14.6 (-28.1) -13.4 (-11.0) 

⑱ 

授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）
が示されていたと思いますか。（[質問番
号(41)]「当てはまる＋どちらかといえば、
当てはまる」） 

割合 83.0 (75.7) 79.6 (75.6) 86.3 (77.8) 90.6 (82.7) 95.1 (74.6) 81.8 (77.1) 77.2 (77.4) 80.6 (64.0) 72.6 (74.2) 82.6 (77.0) 

県との差 
 

-3.4 (-0.1) 3.3 (2.1) 7.6 (7.0) 12.1 (-1.1) -1.2 (1.4) -5.8 (1.7) -2.4 (-11.7) -10.4 (-1.5) -0.4 (1.3) 

全国との差 -3.3 (-6.3) -6.7 (-6.4) 0.0 (-4.2) 4.3 (0.7) 8.8 (-7.4) -4.5 (-4.9) -9.1 (-4.6) -5.7 (-18.0) -13.7 (-7.8) -3.7 (-5.0) 

⑲ 

授業の最後に、学習内容を振り返る活
動をよく行っていたと思いますか。（[質問
番号(42)]「当てはまる＋どちらかといえ
ば、当てはまる」） 

割合 71.4 (67.1) 66.3 (65.6) 66.7 (64.4) 80.4 (69.7) 87.2 (72.5) 70.4 (67.7) 60.3 (64.7) 64.4 (48.7) 68.9 (59.6) 69.2 (69.4) 

県との差 
 

-5.1 (-1.5) -4.7 (-2.7) 9.0 (2.6) 15.8 (5.4) -1.0 (0.6) -11.1 (-2.4) -7.0 (-18.4) -2.5 (-7.5) -2.2 (2.3) 

全国との差 -3.9 (-4.8) -9.0 (-6.3) -8.6 (-7.5) 5.1 (-2.2) 11.9 (0.6) -4.9 (-4.2) -15.0 (-7.2) -10.9 (-23.2) -6.4 (-12.3) -6.1 (-2.5) 

⑳ 

国語の授業で目的に応じて資料を読
み、自分の考えを話したり、書いたりして
いますか。（[質問番号(53)]「当てはまる
＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 60.3 (56.6) 59.9 (52.8) 58.8 (48.9) 70.3 (60.1) 74.8 (61.9) 57.5 (55.5) 53.1 (55.5) 54.4 (48.1) 64.5 (49.6) 60.0 (56.9) 

県との差 
 

-0.4 (-3.8) -1.5 (-7.7) 10.0 (3.5) 14.5 (5.3) -2.8 (-1.1) -7.2 (-1.1) -5.9 (-8.5) 4.2 (-7.0) -0.3 (0.3) 

全国との差 -4.9 (-4.8) -5.3 (-8.6) -6.4 (-12.5) 5.1 (-1.3) 9.6 (0.5) -7.7 (-5.9) -12.1 (-5.9) -10.8 (-13.3) -0.7 (-11.8) -5.2 (-4.5) 

学
校
質
問
紙 

㉑ 

平成２６年度全国学力・学習状況調査の
自校の分析結果について，調査対象学
年・教科だけではなく，学校全体で教育
活動を改善するために活用しましたか。
（[質問番号(51)]「よく行った＋行った」）  

割合 98.1 (92.9) 100.0 (92.9) 100.0 (100.0) 100.0 (93.3) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (96.7) 

県との差  1.9 (0.0) 1.9 (7.1) 1.9 (0.4) 1.9 (7.1) 1.9 (7.1) 1.9 (7.1) 1.9 (7.1) 1.9 (7.1) 1.9 (3.8) 

全国との差 2.3 (-0.7) 4.2 (-0.7) 4.2 (6.4) 4.2 (-0.3) 4.2 (6.4) 4.2 (6.4) 4.2 (6.4) 4.2 (6.4) 4.2 (6.4) 4.2 (3.1) 

㉒ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年
の生徒に対して、前年度に、学校図書館
を活用した授業を計画的に行いました
か。（[質問番号(25)]「学期に数回程度以
上行った」）  

割合 81.8 (77.2) 66.6 (53.6) 100.0 (100.0) 86.7 (86.7) 100.0 (83.4) 92.1 (94.7) 80.0 (40.0) 100.0 (100.0) 50.0 (50.0) 83.4 (80.0) 

県との差  -15.2 (-23.6) 18.2 (22.8) 4.9 (9.5) 18.2 (6.2) 10.3 (17.5) -1.8 (-37.2) 18.2 (22.8) -31.8 (-27.2) 1.6 (2.8) 

全国との差 -0.8 (-3.3) -16.0 (-26.9) 17.4 (19.5) 4.1 (6.2) 17.4 (2.9) 9.5 (14.2) -2.6 (-40.5) 17.4 (19.5) -32.6 (-30.5) 0.8 (-0.5) 

㉓ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年
の生徒に対して、前年度に、放課後を利
用した補充的な学習サポートを実施しま
したか。（ [質問番号(26)]「週に２～３回
以上行った」） 

割合 22.7 (18.9) 7.4 (10.7) 0.0 (0.0) 13.3 (33.3) 33.3 (33.3) 2.6 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 16.7 (10.0) 

県との差  -15.3 (-8.2) -22.7 (-18.9) -9.4 (14.4) 10.6 (14.4) -20.1 (-18.9) -22.7 (-18.9) -22.7 (-18.9) -22.7 (-18.9) -6.0 (-8.9) 

全国との差 5.0 (1.4) -10.3 (-6.8) -17.7 (-17.5) -4.4 (15.8) 15.6 (15.8) -15.1 (-17.5) -17.7 (-17.5) -17.7 (-17.5) -17.7 (-17.5) -1.0 (-7.5) 

㉔ 
校長は、校内の授業をどの程度見て回
っていますか。（[質問番号小学校(112)・
中学校(110)]「週に２～３日程度以上」） 

割合 95.4 (84.5) 100.0 (85.8) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (83.3) 100.0 (97.4) 100.0 (80.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (96.6) 

県との差  4.6 (1.3) 4.6 (15.5) 4.6 (15.5) 4.6 (-1.2) 4.6 (12.9) 4.6 (-4.5) 4.6 (15.5) 4.6 (15.5) 4.6 (12.1) 

全国との差 2.3 (-7.1) 6.9 (-5.8) 6.9 (8.4) 6.9 (8.4) 6.9 (-8.3) 6.9 (5.8) 6.9 (-11.6) 6.9 (8.4) 6.9 (8.4) 6.9 (5.0) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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小学校 ３／６ 

 

  番号 質問事項   亀山市 津市 松阪市 多気町 明和町 大台町 伊勢市 玉城町 大紀町 南伊勢町 

児
童
質
問
紙 

① 

将来の夢や目標を持ち、失敗をおそれ
ず挑戦する子どもたちの割合 
（質問番号(5)「難しいことでも、失敗を
恐れないで挑戦していますか」と質問
番号(9)「将来の夢や目標を持っていま
すか」の「当てはまる＋どちらかといえ
ば、当てはまる」の比率の平均） 

割合 77.8 (79.0) 81.8 (81.7) 80.0 (79.1) 84.7 (83.8) 81.3 (82.0) 83.8 (76.2) 80.7 (81.0) 75.5 (72.8) 89.5 (73.8) 81.8 (76.3) 

県との差 -3.2 (-1.6) 0.8 (1.1) -1.0 (-1.5) 3.7 (3.2) 0.3 (1.4) 2.9 (-4.4) -0.3 (0.4) -5.5 (-7.8) 8.6 (-6.8) 0.8 (-4.3) 

全国との差 -3.7 (-2.0) 0.3 (0.8) -1.5 (-1.8) 3.2 (2.8) -0.2 (1.1) 2.4 (-4.8) -0.8 (0.1) -6.0 (-8.1) 8.1 (-7.2) 0.3 (-4.7) 

② 
自分には、よいところがあると思います
か。（[質問番号(6)]「当てはまる＋どち
らかといえば、当てはまる」） 

割合 68.5 (71.7) 74.1 (74.9) 76.6 (74.2) 84.6 (81.0) 72.3 (72.5) 82.3 (82.9) 76.2 (75.3) 69.9 (77.2) 66.2 (68.8) 80.3 (73.1) 

県との差 -6.6 (-4.0) -1.0 (-0.8) 1.5 (-1.5) 9.5 (5.3) -2.8 (-3.2) 7.2 (7.2) 1.1 (-0.4) -5.2 (1.5) -8.9 (-6.9) 5.2 (-2.6) 

全国との差 -7.9 (-4.4) -2.3 (-1.2) 0.2 (-1.9) 8.2 (4.9) -4.1 (-3.6) 5.9 (6.8) -0.2 (-0.8) -6.5 (1.1) -10.2 (-7.3) 3.9 (-3.0) 

③ 

基本的な生活習慣を身に付けた子ども
たちの割合（質問番号(1)朝食を毎日食
べていますか、質問番号(2)毎日、同じ
くらいの時刻に寝ていますか、質問番
号(3)毎日、同じくらいの時刻に起きて
いますかの「している＋どちらかといえ
ば、している」の割合の平均） 

割合 84.6 (84.9) 87.7 (87.8) 87.2 (84.7) 90.5 (89.7) 89.0 (88.2) 91.7 (93.2) 87.5 (89.0) 86.7 (91.8) 87.1 (85.8) 93.0 (84.2) 

県との差 -3.8 (-3.4) -0.6 (-0.5) -1.1 (-3.6) 2.2 (1.4) 0.7 (-0.1) 3.3 (4.9) -0.8 (0.7) -1.6 (3.5) -1.2 (-2.5) 4.6 (-4.1) 

全国との差 -4.1 (-3.8) -1.0 (-0.9) -1.5 (-4.0) 1.8 (1.0) 0.3 (-0.5) 3.0 (4.5) -1.2 (0.3) -2.0 (3.1) -1.6 (-2.9) 4.3 (-4.5) 

④ 
家で、自分で計画を立てて勉強してい
ますか。（[質問番号(20)]「している＋ど
ちらかといえば、している」） 

割合 54.4 (56.7) 61.6 (60.6) 64.3 (58.3) 66.9 (64.3) 66.0 (56.9) 55.9 (59.1) 60.0 (58.2) 46.4 (57.5) 54.8 (44.2) 69.7 (66.7) 

県との差 -6.1 (-2.7) 1.1 (1.2) 3.8 (-1.1) 6.4 (4.9) 5.5 (-2.5) -4.6 (-0.3) -0.5 (-1.2) -14.1 (-1.9) -5.7 (-15.2) 9.2 (7.3) 

全国との差 -8.4 (-4.3) -1.2 (-0.4) 1.5 (-2.7) 4.1 (3.3) 3.2 (-4.1) -6.9 (-1.9) -2.8 (-2.8) -16.4 (-3.5) -8.0 (-16.8) 6.9 (5.7) 

⑤ 
家で、学校の宿題をしていますか。（[質
問番号(21)]「している＋どちらかといえ
ば、している） 

割合 94.5 (96.5) 97.4 (97.4) 97.6 (96.7) 97.6 (99.2) 96.6 (97.2) 98.5 (100.0) 97.5 (97.5) 98.7 (98.2) 100.0 (95.1) 100.0 (100.0) 

県との差 -2.8 (-0.8) 0.1 (0.1) 0.3 (-0.6) 0.3 (1.9) -0.7 (-0.1) 1.2 (2.7) 0.2 (0.2) 1.4 (0.9) 2.7 (-2.2) 2.7 (2.7) 

全国との差 -2.3 (0.0) 0.6 (0.9) 0.8 (0.2) 0.8 (2.7) -0.2 (0.7) 1.7 (3.5) 0.7 (1.0) 1.9 (1.7) 3.2 (-1.4) 3.2 (3.5) 

⑥ 
家で、学校の授業の予習をしています
か。（[質問番号(22)]「している＋どちら
かといえば、している」） 

割合 32.2 (37.0) 42.9 (42.6) 42.1 (39.2) 50.7 (42.9) 44.1 (35.3) 32.4 (38.7) 43.4 (43.0) 50.9 (38.4) 46.8 (44.3) 39.4 (46.2) 

県との差 -9.8 (-5.0) 0.9 (0.6) 0.1 (-2.8) 8.7 (0.9) 2.1 (-6.7) -9.6 (-3.3) 1.4 (1.0) 8.9 (-3.6) 4.8 (2.3) -2.6 (4.2) 

全国との差 -11.2 (-6.2) -0.5 (-0.6) -1.3 (-4.0) 7.3 (-0.3) 0.7 (-7.9) -11.0 (-4.5) 0.0 (-0.2) 7.5 (-4.8) 3.4 (1.1) -4.0 (3.0) 

⑦ 
家で、学校の授業の復習をしています
か。（[質問番号(23)]「している＋どちら
かといえば、している」） 

割合 36.1 (35.4) 48.5 (47.8) 53.1 (45.3) 52.3 (56.4) 58.3 (42.4) 50.0 (46.6) 50.4 (48.8) 49.7 (47.9) 64.6 (52.4) 59.1 (59.0) 

県との差 -14.0 (-13.3) -1.6 (-0.9) 3.0 (-3.4) 2.2 (7.7) 8.2 (-6.3) -0.1 (-2.1) 0.3 (0.1) -0.4 (-0.8) 14.5 (3.7) 9.0 (10.3) 

全国との差 -18.4 (-18.6) -6.0 (-6.2) -1.4 (-8.7) -2.2 (2.4) 3.8 (-11.6) -4.5 (-7.4) -4.1 (-5.2) -4.8 (-6.1) 10.1 (-1.6) 4.6 (5.0) 

⑧ 

本を読んだり、借りたりするために、学
校図書館・室や地域の図書館へどれく
らい行きますか。（[質問番号(17)]「月に
１～３回以上行く」） 

割合 48.7 (49.7) 43.9 (47.6) 36.1 (34.3) 66.1 (62.7) 38.8 (36.9) 39.7 (31.8) 40.5 (39.4) 35.3 (43.2) 59.7 (54.1) 45.5 (42.3) 

県との差 8.7 (7.6) 3.9 (5.5) -3.9 (-7.8) 26.1 (20.6) -1.2 (-5.2) -0.3 (-10.3) 0.5 (-2.7) -4.7 (1.1) 19.7 (12.0) 5.5 (0.2) 

全国との差 8.0 (6.8) 3.2 (4.7) -4.6 (-8.6) 25.4 (19.8) -1.9 (-6.0) -1.0 (-11.1) -0.2 (-3.5) -5.4 (0.3) 19.0 (11.2) 4.8 (-0.6) 

⑨ 

家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観
や運動会などの学校の行事に来ます
か。（[質問番号(19)]「よく来る＋時々来
る」）  

割合 96.0 (96.1) 96.6 (96.5) 98.5 (97.6) 98.5 (99.2) 98.0 (98.1) 100.0 (96.6) 98.5 (97.9) 99.3 (99.4) 100.0 (98.3) 98.5 (97.4) 

県との差 -1.6 (-1.3) -1.0 (-0.9) 0.9 (0.2) 0.9 (1.8) 0.4 (0.7) 2.4 (-0.8) 0.9 (0.5) 1.7 (2.0) 2.4 (0.9) 0.9 (0.0) 

全国との差 -0.6 (-0.4) 0.0 (0.0) 1.9 (1.1) 1.9 (2.7) 1.4 (1.6) 3.4 (0.1) 1.9 (1.4) 2.7 (2.9) 3.4 (1.8) 1.9 (0.9) 

⑩ 
今住んでいる地域の行事に参加してい
ますか。（[質問番号(27)]「当てはまる
＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 81.3 (80.3) 66.9 (68.2) 75.3 (72.3) 85.3 (84.1) 72.3 (75.7) 83.8 (82.9) 69.5 (73.6) 69.9 (75.4) 88.7 (77.0) 84.8 (88.4) 

県との差 9.3 (7.1) -5.1 (-5.0) 3.3 (-0.9) 13.3 (10.9) 0.3 (2.5) 11.8 (9.7) -2.5 (0.4) -2.1 (2.2) 16.7 (3.8) 12.8 (15.2) 

全国との差 14.4 (12.3) 0.0 (0.2) 8.4 (4.3) 18.4 (16.1) 5.4 (7.7) 16.9 (14.9) 2.6 (5.6) 3.0 (7.4) 21.8 (9.0) 17.9 (20.4) 

⑪ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくら
いの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見
たり、聞いたりしますか。（テレビゲーム
をする時間は除く）（[質問番号(10)]「３
時間以上」） 

割合 36.5 (42.7) 39.2 (40.7) 38.2 (40.5) 28.4 (33.4) 37.3 (45.9) 38.2 (47.7) 35.9 (42.2) 42.5 (36.6) 33.9 (39.4) 45.4 (44.9) 

県との差 0.7 (4.3) 3.4 (2.3) 2.4 (2.1) -7.4 (-5.0) 1.5 (7.5) 2.4 (9.3) 0.1 (3.8) 6.7 (-1.8) -1.9 (1.0) 9.6 (6.5) 

全国との差 0.4 (4.7) 3.1 (2.7) 2.1 (2.5) -7.7 (-4.6) 1.2 (7.9) 2.1 (9.7) -0.2 (4.2) 6.4 (-1.4) -2.2 (1.4) 9.3 (6.9) 

⑫ 

普段（月～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。（[質問番号(11)]「３時間以
上」） 

割合 19.8 (20.5) 18.3 (19.4) 20.3 (22.1) 10.0 (14.3) 20.4 (22.0) 25.0 (15.9) 20.3 (21.3) 19.6 (16.8) 16.2 (32.8) 19.7 (25.7) 

県との差 1.6 (1.7) 0.1 (0.6) 2.1 (3.3) -8.2 (-4.5) 2.2 (3.2) 6.8 (-2.9) 2.1 (2.5) 1.4 (-2.0) -2.0 (14.0) 1.5 (6.9) 

全国との差 2.8 (3.5) 1.3 (2.4) 3.3 (5.1) -7.0 (-2.7) 3.4 (5.0) 8.0 (-1.1) 3.3 (4.3) 2.6 (-0.2) -0.8 (15.8) 2.7 (8.7) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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小学校 ４／６ 

 

  番号 質問事項   亀山市 津市 松阪市 多気町 明和町 大台町 伊勢市 玉城町 大紀町 南伊勢町 

児
童
質
問
紙 

⑬ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメ
ール、インターネットをしますか（携帯電話
やスマートフォンを使ってゲームをする時間
は除く）（[質問番号(12)]「３時間以上」） 

割合 7.1 (7.2) 6.5 (5.8) 6.8 (6.3) 3.1 (4.0) 6.8 (4.0) 5.8 (3.4) 6.9 (7.0) 5.2 (4.2) 8.0 (19.6) 6.0 (8.9) 

県との差 0.8 (1.6) 0.2 (0.2) 0.5 (0.7) -3.2 (-1.6) 0.5 (-1.6) -0.5 (-2.2) 0.6 (1.4) -1.1 (-1.4) 1.7 (14.0) -0.3 (3.3) 

全国との差 1.4 (2.2) 0.8 (0.8) 1.1 (1.3) -2.6 (-1.0) 1.1 (-1.0) 0.1 (-1.6) 1.2 (2.0) -0.5 (-0.8) 2.3 (14.6) 0.3 (3.9) 

⑭ 

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜
日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強しま
すか。（学習塾や家庭教師を含む）（[質問
番号(13)]「１時間以上」） 

割合 51.1 (53.3) 59.8 (60.4) 60.3 (57.6) 62.3 (64.2) 66.5 (52.8) 52.9 (56.9) 56.1 (56.1) 51.6 (57.5) 70.9 (49.2) 75.8 (66.6) 

県との差 -7.3 (-6.1) 1.4 (1.0) 1.9 (-1.8) 3.9 (4.8) 8.1 (-6.6) -5.5 (-2.5) -2.3 (-3.3) -6.8 (-1.9) 12.5 (-10.2) 17.4 (7.2) 

全国との差 -11.6 (-8.7) -2.9 (-1.6) -2.4 (-4.4) -0.4 (2.2) 3.8 (-9.2) -9.8 (-5.1) -6.6 (-5.9) -11.1 (-4.5) 8.2 (-12.8) 13.1 (4.6) 

⑮ 

土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１
日当たりどれくらいの時間、勉強しますか。
（学習塾で勉強している時間や家庭教師に
教わっている時間も含む）（[質問番号(14)]
「３時間以上」と回答した割合） 

割合 9.9 (10.0) 12.4 (13.9) 11.4 (11.4) 7.7 (6.4) 7.8 (6.7) 7.4 (9.1) 9.3 (7.3) 1.3 (4.8) 6.4 (6.6) 4.5 (11.5) 

県との差 0.9 (1.0) 3.4 (4.9) 2.4 (2.4) -1.3 (-2.6) -1.2 (-2.3) -1.6 (0.1) 0.3 (-1.7) -7.7 (-4.2) -2.6 (-2.4) -4.5 (2.5) 

全国との差 -2.0 (-1.5) 0.5 (2.4) -0.5 (-0.1) -4.2 (-5.1) -4.1 (-4.8) -4.5 (-2.4) -2.6 (-4.2) -10.6 (-6.7) -5.5 (-4.9) -7.4 (0.0) 

⑯ 
いじめは、どんな理由があってもいけないこ
とだと思う。（[質問番号(34)]「当てはまる＋
どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 95.2 (96.5) 96.0 (96.3) 96.0 (96.0) 97.7 (98.4) 95.6 (97.3) 95.6 (95.5) 95.7 (94.9) 94.8 (98.8) 98.4 (95.1) 98.5 (98.8) 

県との差 -1.3 (0.2) -0.5 (0.0) -0.5 (-0.3) 1.2 (2.1) -0.9 (1.0) -0.9 (-0.8) -0.8 (-1.4) -1.7 (2.5) 1.9 (-1.2) 2.0 (2.5) 

全国との差 -1.0 (0.1) -0.2 (-0.1) -0.2 (-0.4) 1.5 (2.0) -0.6 (0.9) -0.6 (-0.9) -0.5 (-1.5) -1.4 (2.4) 2.2 (-1.3) 2.3 (2.4) 

⑰ 

「総合的な学習の時間」では、自分で課題を
立てて情報を集め整理して、調べたことを
発表するなどの学習活動に取り組んでいま
すか。（[質問番号(37)]「当てはまる＋どちら
かといえば、当てはまる」） 

割合 49.1 (49.8) 56.7 (54.2) 56.8 (49.9) 61.5 (63.5) 60.7 (51.0) 64.7 (59.1) 58.6 (61.4) 62.1 (62.3) 62.9 (41.0) 84.9 (70.5) 

県との差 -5.4 (-3.5) 2.2 (0.9) 2.3 (-3.4) 7.0 (10.2) 6.2 (-2.3) 10.2 (5.8) 4.1 (8.1) 7.6 (9.0) 8.4 (-12.3) 30.4 (17.2) 

全国との差 -16.7 (-14.0) -9.1 (-9.6) -9.0 (-13.9) -4.3 (-0.3) -5.1 (-12.8) -1.1 (-4.7) -7.2 (-2.4) -3.7 (-1.5) -2.9 (-22.8) 19.1 (6.7) 

⑱ 

授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が
示されていたと思いますか。（[質問番号
(41)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 84.0 (72.8) 85.5 (75.0) 84.4 (72.4) 78.5 (67.5) 80.1 (73.3) 80.9 (86.4) 81.7 (75.3) 79.1 (77.8) 85.4 (80.3) 90.9 (84.6) 

県との差 1.0 (-2.9) 2.5 (-0.7) 1.4 (-3.3) -4.5 (-8.2) -2.9 (-2.4) -2.1 (10.7) -1.3 (-0.4) -3.9 (2.1) 2.4 (4.6) 7.9 (8.9) 

全国との差 -2.3 (-9.2) -0.8 (-7.0) -1.9 (-9.6) -7.8 (-14.5) -6.2 (-8.7) -5.4 (4.4) -4.6 (-6.7) -7.2 (-4.2) -0.9 (-1.7) 4.6 (2.6) 

⑲ 

授業の最後に、学習内容を振り返る活動を
よく行っていたと思いますか。（[質問番号
(42)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 74.5 (64.6) 72.9 (66.3) 77.7 (65.2) 73.1 (75.4) 69.0 (63.1) 79.4 (78.4) 68.9 (67.7) 66.7 (71.2) 74.2 (50.8) 75.7 (79.5) 

県との差 3.1 (-2.5) 1.5 (-0.8) 6.3 (-1.9) 1.7 (8.3) -2.4 (-4.0) 8.0 (11.3) -2.5 (0.6) -4.7 (4.1) 2.8 (-16.3) 4.3 (12.4) 

全国との差 -0.8 (-7.3) -2.4 (-5.6) 2.4 (-6.7) -2.2 (3.5) -6.3 (-8.8) 4.1 (6.5) -6.4 (-4.2) -8.6 (-0.7) -1.1 (-21.1) 0.4 (7.6) 

⑳ 

国語の授業で目的に応じて資料を読み、自
分の考えを話したり、書いたりしています
か。（[質問番号(53)]「当てはまる＋どちらか
といえば、当てはまる」） 

割合 51.9 (52.5) 60.3 (58.9) 63.8 (55.6) 65.3 (58.7) 63.1 (57.6) 57.4 (60.2) 61.3 (60.0) 54.2 (58.1) 69.4 (49.1) 72.7 (71.8) 

県との差 -8.4 (-4.1) 0.0 (2.3) 3.5 (-1.0) 5.0 (2.1) 2.8 (1.0) -2.9 (3.6) 1.0 (3.4) -6.1 (1.5) 9.1 (-7.5) 12.4 (15.2) 

全国との差 -13.3 (-8.9) -4.9 (-2.5) -1.4 (-5.8) 0.1 (-2.7) -2.1 (-3.8) -7.8 (-1.2) -3.9 (-1.4) -11.0 (-3.3) 4.2 (-12.3) 7.5 (10.4) 

学
校
質
問
紙 

㉑ 

平成２６年度全国学力・学習状況調査の自
校の分析結果について，調査対象学年・教
科だけではなく，学校全体で教育活動を改
善するために活用しましたか。（[質問番号
(51)]「よく行った＋行った」）  

割合 100.0 (100.0) 98.1 (96.3) 100.0 (94.4) 100.0 (80.0) 100.0 (83.4) 100.0 (50.0) 95.8 (95.9) 100.0 (75.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 

県との差 1.9 (7.1) 0.0 (3.4) 1.9 (1.5) 1.9 (-12.9) 1.9 (-9.5) 1.9 (-42.9) -2.3 (3.0) 1.9 (-17.9) 1.9 (7.1) 1.9 (7.1) 

全国との差 4.2 (6.4) 2.3 (2.7) 4.2 (0.8) 4.2 (-13.6) 4.2 (-10.2) 4.2 (-43.6) 0.0 (2.3) 4.2 (-18.6) 4.2 (6.4) 4.2 (6.4) 

㉒ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、学校図書館を活
用した授業を計画的に行いましたか。（[質
問番号(25)]「学期に数回程度以上行った」）  

割合 90.9 (100.0) 81.1 (73.5) 91.7 (86.1) 100.0 (100.0) 83.3 (83.3) 75.0 (100.0) 83.3 (66.7) 75.0 (50.0) 75.0 (75.0) 66.7 (100.0) 

県との差 9.1 (22.8) -0.7 (-3.7) 9.9 (8.9) 18.2 (22.8) 1.5 (6.1) -6.8 (22.8) 1.5 (-10.5) -6.8 (-27.2) -6.8 (-2.2) -15.1 (22.8) 

全国との差 8.3 (19.5) -1.5 (-7.0) 9.1 (5.6) 17.4 (19.5) 0.7 (2.8) -7.6 (19.5) 0.7 (-13.8) -7.6 (-30.5) -7.6 (-5.5) -15.9 (19.5) 

㉓ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、放課後を利用し
た補充的な学習サポートを実施しましたか。
（ [質問番号(26)]「週に２～３回以上行っ
た」） 

割合 18.2 (9.1) 28.3 (22.7) 22.2 (25.0) 20.0 (20.0) 16.7 (16.7) 0.0 (25.0) 29.2 (16.7) 75.0 (0.0) 25.0 (0.0) 33.3 (33.3) 

県との差 -4.5 (-9.8) 5.6 (3.8) -0.5 (6.1) -2.7 (1.1) -6.0 (-2.2) -22.7 (6.1) 6.5 (-2.2) 52.3 (-18.9) 2.3 (-18.9) 10.6 (14.4) 

全国との差 0.5 (-8.4) 10.6 (5.2) 4.5 (7.5) 2.3 (2.5) -1.0 (-0.8) -17.7 (7.5) 11.5 (-0.8) 57.3 (-17.5) 7.3 (-17.5) 15.6 (15.8) 

㉔ 
校長は、校内の授業をどの程度見て回って
いますか。（[質問番号小学校(112)・中学校
(110)]「週に２～３日程度以上」） 

割合 100.0 (72.7) 98.1 (90.5) 100.0 (94.4) 80.0 (80.0) 100.0 (50.0) 100.0 (25.0) 91.7 (91.7) 100.0 (75.0) 75.0 (75.0) 100.0 (100.0) 

県との差 4.6 (-11.8) 2.7 (6.0) 4.6 (9.9) -15.4 (-4.5) 4.6 (-34.5) 4.6 (-59.5) -3.7 (7.2) 4.6 (-9.5) -20.4 (-9.5) 4.6 (15.5) 

全国との差 6.9 (-18.9) 5.0 (-1.1) 6.9 (2.8) -13.1 (-11.6) 6.9 (-41.6) 6.9 (-66.6) -1.4 (0.1) 6.9 (-16.6) -18.1 (-16.6) 6.9 (8.4) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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小学校 ５／６ 

 

  番号 質問事項   度会町 鳥羽市 志摩市 伊賀市 名張市 尾鷲市 紀北町 熊野市 御浜町 紀宝町 

児
童
質
問
紙 

① 

将来の夢や目標を持ち、失敗をおそれず
挑戦する子どもたちの割合 
（質問番号(5)「難しいことでも、失敗を恐
れないで挑戦していますか」と質問番号
(9)「将来の夢や目標を持っていますか」
の「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」の比率の平均） 

割合 71.8 (85.8) 80.4 (80.1) 78.8 (76.3) 81.1 (83.3) 82.2 (80.6) 81.6 (83.3) 78.0 (75.8) 71.7 (81.2) 84.9 (76.9) 78.4 (75.9) 

県との差 -9.1 (5.2) -0.6 (-0.5) -2.1 (-4.3) 0.1 (2.7) 1.3 (0.0) 0.6 (2.7) -3.0 (-4.8) -9.3 (0.6) 3.9 (-3.8) -2.6 (-4.7) 

全国との差 -9.6 (4.9) -1.1 (-0.9) -2.6 (-4.7) -0.4 (2.3) 0.8 (-0.3) 0.1 (2.4) -3.5 (-5.1) -9.8 (0.3) 3.4 (-4.1) -3.1 (-5.0) 

② 
自分には、よいところがあると思います
か。（[質問番号(6)]「当てはまる＋どちら
かといえば、当てはまる」） 

割合 73.1 (81.5) 71.5 (74.1) 68.3 (68.4) 79.4 (81.4) 75.7 (78.6) 68.0 (72.5) 67.0 (79.2) 62.1 (74.5) 86.8 (63.4) 57.7 (62.0) 

県との差 -2.0 (5.8) -3.6 (-1.6) -6.8 (-7.3) 4.3 (5.7) 0.6 (2.9) -7.1 (-3.2) -8.1 (3.5) -13.0 (-1.2) 11.7 (-12.3) -17.4 (-13.7) 

全国との差 -3.3 (5.4) -4.9 (-2.0) -8.1 (-7.7) 3.0 (5.3) -0.7 (2.5) -8.4 (-3.6) -9.4 (3.1) -14.3 (-1.6) 10.4 (-12.7) -18.7 (-14.1) 

③ 

基本的な生活習慣を身に付けた子ども
たちの割合（質問番号(1)朝食を毎日食
べていますか、質問番号(2)毎日、同じく
らいの時刻に寝ていますか、質問番号
(3)毎日、同じくらいの時刻に起きていま
すかの「している＋どちらかといえば、し
ている」の割合の平均） 

割合 86.3 (87.2) 89.3 (87.9) 87.5 (87.6) 88.9 (88.7) 89.1 (87.4) 89.6 (86.7) 87.6 (88.4) 84.5 (86.6) 89.9 (84.5) 87.6 (83.6) 

県との差 -2.0 (-1.1) 1.0 (-0.4) -0.8 (-0.7) 0.6 (0.4) 0.8 (-0.9) 1.3 (-1.6) -0.7 (0.1) -3.8 (-1.7) 1.6 (-3.8) -0.7 (-4.7) 

全国との差 -2.4 (-1.5) 0.6 (-0.8) -1.2 (-1.1) 0.2 (0.0) 0.4 (-1.3) 0.9 (-2.0) -1.1 (-0.3) -4.2 (-2.1) 1.2 (-4.2) -1.1 (-5.1) 

④ 
家で、自分で計画を立てて勉強していま
すか。（[質問番号(20)]「している＋どちら
かといえば、している」） 

割合 56.4 (53.1) 58.5 (63.3) 51.4 (58.7) 62.0 (63.2) 65.7 (58.3) 59.8 (57.5) 62.7 (61.1) 42.6 (51.0) 75.0 (56.1) 47.5 (42.6) 

県との差 -4.1 (-6.3) -2.0 (3.9) -9.1 (-0.7) 1.5 (3.8) 5.2 (-1.1) -0.7 (-1.9) 2.2 (1.7) -17.9 (-8.4) 14.5 (-3.3) -13.0 (-16.8) 

全国との差 -6.4 (-7.9) -4.3 (2.3) -11.4 (-2.3) -0.8 (2.2) 2.9 (-2.7) -3.0 (-3.5) -0.1 (0.1) -20.2 (-10.0) 12.2 (-4.9) -15.3 (-18.4) 

⑤ 
家で、学校の宿題をしていますか。（[質
問番号(21)]「している＋どちらかといえ
ば、している） 

割合 92.3 (98.8) 97.9 (96.2) 97.9 (96.0) 97.6 (96.3) 96.4 (97.5) 100.0 (95.0) 96.6 (98.0) 93.8 (94.6) 97.4 (97.6) 98.0 (97.2) 

県との差 -5.0 (1.5) 0.6 (-1.1) 0.6 (-1.3) 0.3 (-1.0) -0.9 (0.2) 2.7 (-2.3) -0.7 (0.7) -3.5 (-2.7) 0.1 (0.3) 0.7 (-0.1) 

全国との差 -4.5 (2.3) 1.1 (-0.3) 1.1 (-0.5) 0.8 (-0.2) -0.4 (1.0) 3.2 (-1.5) -0.2 (1.5) -3.0 (-1.9) 0.6 (1.1) 1.2 (0.7) 

⑥ 
家で、学校の授業の予習をしています
か。（[質問番号(22)]「している＋どちらか
といえば、している」） 

割合 34.7 (43.2) 36.8 (48.2) 42.3 (36.1) 39.4 (43.6) 49.0 (42.2) 40.1 (36.6) 24.5 (38.3) 30.3 (38.3) 34.2 (44.0) 24.7 (32.4) 

県との差 -7.3 (1.2) -5.2 (6.2) 0.3 (-5.9) -2.6 (1.6) 7.0 (0.2) -1.9 (-5.4) -17.5 (-3.7) -11.7 (-3.7) -7.8 (2.0) -17.3 (-9.6) 

全国との差 -8.7 (0.0) -6.6 (5.0) -1.1 (-7.1) -4.0 (0.4) 5.6 (-1.0) -3.3 (-6.6) -18.9 (-4.9) -13.1 (-4.9) -9.2 (0.8) -18.7 (-10.8) 

⑦ 
家で、学校の授業の復習をしています
か。（[質問番号(23)]「している＋どちらか
といえば、している」） 

割合 39.8 (56.8) 47.6 (58.3) 49.7 (42.9) 48.6 (51.4) 56.1 (46.7) 54.9 (53.4) 49.1 (57.1) 34.9 (42.3) 55.2 (46.3) 31.9 (33.3) 

県との差 -10.3 (8.1) -2.5 (9.6) -0.4 (-5.8) -1.5 (2.7) 6.0 (-2.0) 4.8 (4.7) -1.0 (8.4) -15.2 (-6.4) 5.1 (-2.4) -18.2 (-15.4) 

全国との差 -14.7 (2.8) -6.9 (4.3) -4.8 (-11.1) -5.9 (-2.6) 1.6 (-7.3) 0.4 (-0.6) -5.4 (3.1) -19.6 (-11.7) 0.7 (-7.7) -22.6 (-20.7) 

⑧ 

本を読んだり、借りたりするために、学校
図書館・室や地域の図書館へどれくらい
行きますか。（[質問番号(17)]「月に１～３
回以上行く」） 

割合 46.2 (61.7) 33.9 (54.6) 44.9 (38.2) 39.9 (41.1) 36.3 (38.2) 45.2 (40.8) 51.7 (42.4) 35.6 (41.7) 53.9 (52.4) 55.7 (50.0) 

県との差 6.2 (19.6) -6.1 (12.5) 4.9 (-3.9) -0.1 (-1.0) -3.7 (-3.9) 5.2 (-1.3) 11.7 (0.3) -4.4 (-0.4) 13.9 (10.3) 15.7 (7.9) 

全国との差 5.5 (18.8) -6.8 (11.7) 4.2 (-4.7) -0.8 (-1.8) -4.4 (-4.7) 4.5 (-2.1) 11.0 (-0.5) -5.1 (-1.2) 13.2 (9.5) 15.0 (7.1) 

⑨ 

家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観
や運動会などの学校の行事に来ます
か。（[質問番号(19)]「よく来る＋時々来
る」）  

割合 96.1 (100.0) 97.3 (98.4) 96.9 (97.8) 97.4 (97.8) 96.0 (96.5) 99.1 (97.5) 100.0 (97.3) 98.4 (97.4) 97.3 (97.6) 100.0 (95.4) 

県との差 -1.5 (2.6) -0.3 (1.0) -0.7 (0.4) -0.2 (0.4) -1.6 (-0.9) 1.5 (0.1) 2.4 (-0.1) 0.8 (0.0) -0.3 (0.2) 2.4 (-2.0) 

全国との差 -0.5 (3.5) 0.7 (1.9) 0.3 (1.3) 0.8 (1.3) -0.6 (0.0) 2.5 (1.0) 3.4 (0.8) 1.8 (0.9) 0.7 (1.1) 3.4 (-1.1) 

⑩ 
今住んでいる地域の行事に参加してい
ますか。（[質問番号(27)]「当てはまる＋
どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 71.8 (69.1) 74.1 (82.2) 67.0 (69.8) 78.1 (81.3) 68.8 (66.2) 55.7 (44.1) 78.0 (72.5) 54.3 (69.1) 75.0 (69.5) 68.1 (71.3) 

県との差 -0.2 (-4.1) 2.1 (9.0) -5.0 (-3.4) 6.1 (8.1) -3.2 (-7.0) -16.3 (-29.1) 6.0 (-0.7) -17.7 (-4.1) 3.0 (-3.7) -3.9 (-1.9) 

全国との差 4.9 (1.1) 7.2 (14.2) 0.1 (1.8) 11.2 (13.3) 1.9 (-1.8) -11.2 (-23.9) 11.1 (4.5) -12.6 (1.1) 8.1 (1.5) 1.2 (3.3) 

⑪ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくら
いの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見た
り、聞いたりしますか。（テレビゲームを
する時間は除く）（[質問番号(10)]「３時間
以上」） 

割合 33.3 (35.8) 46.3 (42.2) 40.0 (45.3) 36.0 (38.2) 34.4 (44.1) 40.2 (41.7) 37.2 (35.6) 39.5 (42.9) 32.9 (37.8) 34.0 (47.3) 

県との差 -2.5 (-2.6) 10.5 (3.8) 4.2 (6.9) 0.2 (-0.2) -1.4 (5.7) 4.4 (3.3) 1.4 (-2.8) 3.7 (4.5) -2.9 (-0.6) -1.8 (8.9) 

全国との差 -2.8 (-2.2) 10.2 (4.2) 3.9 (7.3) -0.1 (0.2) -1.7 (6.1) 4.1 (3.7) 1.1 (-2.4) 3.4 (4.9) -3.2 (-0.2) -2.1 (9.3) 

⑫ 

普段（月～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。（[質問番号(11)]「３時間以上」） 

割合 15.4 (19.7) 15.7 (18.4) 17.9 (19.5) 15.7 (18.3) 19.1 (22.4) 22.2 (25.8) 28.8 (21.5) 26.4 (22.8) 10.6 (25.6) 17.5 (16.7) 

県との差 -2.8 (0.9) -2.5 (-0.4) -0.3 (0.7) -2.5 (-0.5) 0.9 (3.6) 4.0 (7.0) 10.6 (2.7) 8.2 (4.0) -7.6 (6.8) -0.7 (-2.1) 

全国との差 -1.6 (2.7) -1.3 (1.4) 0.9 (2.5) -1.3 (1.3) 2.1 (5.4) 5.2 (8.8) 11.8 (4.5) 9.4 (5.8) -6.4 (8.6) 0.5 (-0.3) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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小学校 ６／６ 

 

  番号 質問事項   度会町 鳥羽市 志摩市 伊賀市 名張市 尾鷲市 紀北町 熊野市 御浜町 紀宝町 

児
童
質
問
紙 

⑬ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくら
いの時間、携帯電話やスマートフォンで
通話やメール、インターネットをしますか
（携帯電話やスマートフォンを使ってゲー
ムをする時間は除く）（[質問番号(12)]「３
時間以上」） 

割合 5.1 (2.5) 4.7 (4.9) 6.0 (5.6) 6.4 (6.3) 8.1 (7.6) 7.4 (6.7) 13.5 (6.7) 10.1 (5.4) 3.9 (3.6) 4.1 (6.5) 

県との差 -1.2 (-3.1) -1.6 (-0.7) -0.3 (0.0) 0.1 (0.7) 1.8 (2.0) 1.1 (1.1) 7.2 (1.1) 3.8 (-0.2) -2.4 (-2.0) -2.2 (0.9) 

全国との差 -0.6 (-2.5) -1.0 (-0.1) 0.3 (0.6) 0.7 (1.3) 2.4 (2.6) 1.7 (1.7) 7.8 (1.7) 4.4 (0.4) -1.8 (-1.4) -1.6 (1.5) 

⑭ 

学校の授業時間以外に、普段（月～金
曜日）、１日当たりどれくらいの時間、勉
強しますか。（学習塾や家庭教師を含
む）（[質問番号(13)]「１時間以上」） 

割合 55.2 (77.8) 45.6 (52.9) 52.7 (54.5) 58.6 (67.2) 63.9 (58.1) 64.8 (60.8) 39.8 (61.8) 44.3 (41.5) 51.3 (43.9) 54.6 (32.5) 

県との差 -3.2 (18.4) -12.8 (-6.5) -5.7 (-4.9) 0.2 (7.8) 5.5 (-1.3) 6.4 (1.4) -18.6 (2.4) -14.1 (-17.9) -7.1 (-15.5) -3.8 (-26.9) 

全国との差 -7.5 (15.8) -17.1 (-9.1) -10.0 (-7.5) -4.1 (5.2) 1.2 (-3.9) 2.1 (-1.2) -22.9 (-0.2) -18.4 (-20.5) -11.4 (-18.1) -8.1 (-29.5) 

⑮ 

土曜日や日曜日など学校が休みの日
に、１日当たりどれくらいの時間、勉強し
ますか。（学習塾で勉強している時間や
家庭教師に教わっている時間も含む）
（[質問番号(14)]「３時間以上」と回答した
割合） 

割合 7.7 (8.6) 6.1 (6.5) 3.3 (4.1) 7.6 (10.1) 9.7 (8.8) 9.8 (8.3) 1.6 (4.7) 6.3 (5.4) 7.8 (6.1) 1.0 (2.8) 

県との差 -1.3 (-0.4) -2.9 (-2.5) -5.7 (-4.9) -1.4 (1.1) 0.7 (-0.2) 0.8 (-0.7) -7.4 (-4.3) -2.7 (-3.6) -1.2 (-2.9) -8.0 (-6.2) 

全国との差 -4.2 (-2.9) -5.8 (-5.0) -8.6 (-7.4) -4.3 (-1.4) -2.2 (-2.7) -2.1 (-3.2) -10.3 (-6.8) -5.6 (-6.1) -4.1 (-5.4) -10.9 (-8.7) 

⑯ 
いじめは、どんな理由があってもいけな
いことだと思う。（[質問番号(34)]「当ては
まる＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 91.0 (97.5) 98.0 (95.7) 97.1 (96.9) 96.9 (95.8) 97.8 (96.7) 98.4 (95.8) 97.5 (97.3) 95.4 (94.0) 98.7 (97.6) 99.0 (95.4) 

県との差 -5.5 (1.2) 1.5 (-0.6) 0.6 (0.6) 0.4 (-0.5) 1.3 (0.4) 1.9 (-0.5) 1.0 (1.0) -1.1 (-2.3) 2.2 (1.3) 2.5 (-0.9) 

全国との差 -5.2 (1.1) 1.8 (-0.7) 0.9 (0.5) 0.7 (-0.6) 1.6 (0.3) 2.2 (-0.6) 1.3 (0.9) -0.8 (-2.4) 2.5 (1.2) 2.8 (-1.0) 

⑰ 

「総合的な学習の時間」では、自分で課
題を立てて情報を集め整理して、調べた
ことを発表するなどの学習活動に取り組
んでいますか。（[質問番号(37)]「当ては
まる＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 52.6 (74.1) 54.5 (58.9) 49.8 (47.2) 50.3 (50.7) 58.6 (54.9) 65.6 (50.8) 63.6 (60.4) 34.2 (55.7) 42.1 (46.3) 29.9 (34.3) 

県との差 -1.9 (20.8) 0.0 (5.6) -4.7 (-6.1) -4.2 (-2.6) 4.1 (1.6) 11.1 (-2.5) 9.1 (7.1) -20.3 (2.4) -12.4 (-7.0) -24.6 (-19.0) 

全国との差 -13.2 (10.3) -11.3 (-4.9) -16.0 (-16.6) -15.5 (-13.1) -7.2 (-8.9) -0.2 (-13.0) -2.2 (-3.4) -31.6 (-8.1) -23.7 (-17.5) -35.9 (-29.5) 

⑱ 

授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）
が示されていたと思いますか。（[質問番
号(41)]「当てはまる＋どちらかといえば、
当てはまる」） 

割合 84.6 (77.8) 90.4 (76.2) 81.9 (71.3) 81.3 (74.3) 85.1 (77.2) 84.4 (78.3) 86.4 (77.8) 70.5 (80.6) 85.6 (75.6) 80.5 (68.6) 

県との差 1.6 (2.1) 7.4 (0.5) -1.1 (-4.4) -1.7 (-1.4) 2.1 (1.5) 1.4 (2.6) 3.4 (2.1) -12.5 (4.9) 2.6 (-0.1) -2.5 (-7.1) 

全国との差 -1.7 (-4.2) 4.1 (-5.8) -4.4 (-10.7) -5.0 (-7.7) -1.2 (-4.8) -1.9 (-3.7) 0.1 (-4.2) -15.8 (-1.4) -0.7 (-6.4) -5.8 (-13.4) 

⑲ 

授業の最後に、学習内容を振り返る活
動をよく行っていたと思いますか。（[質
問番号(42)]「当てはまる＋どちらかとい
えば、当てはまる」） 

割合 52.5 (64.2) 76.9 (75.2) 67.2 (63.9) 72.3 (67.7) 74.7 (67.6) 80.3 (77.5) 74.5 (67.1) 62.8 (64.5) 77.6 (59.7) 64.9 (62.0) 

県との差 -18.9 (-2.9) 5.5 (8.1) -4.2 (-3.2) 0.9 (0.6) 3.3 (0.5) 8.9 (10.4) 3.1 (0.0) -8.6 (-2.6) 6.2 (-7.4) -6.5 (-5.1) 

全国との差 -22.8 (-7.7) 1.6 (3.3) -8.1 (-8.0) -3.0 (-4.2) -0.6 (-4.3) 5.0 (5.6) -0.8 (-4.8) -12.5 (-7.4) 2.3 (-12.2) -10.4 (-9.9) 

⑳ 

国語の授業で目的に応じて資料を読
み、自分の考えを話したり、書いたりして
いますか。（[質問番号(53)]「当てはまる
＋どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 57.7 (70.4) 64.7 (64.3) 55.6 (50.0) 62.0 (56.6) 63.5 (57.4) 66.4 (56.7) 54.3 (57.0) 43.4 (54.3) 73.7 (68.3) 48.5 (47.2) 

県との差 -2.6 (13.8) 4.4 (7.7) -4.7 (-6.6) 1.7 (0.0) 3.2 (0.8) 6.1 (0.1) -6.0 (0.4) -16.9 (-2.3) 13.4 (11.7) -11.8 (-9.4) 

全国との差 -7.5 (9.0) -0.5 (2.9) -9.6 (-11.4) -3.2 (-4.8) -1.7 (-4.0) 1.2 (-4.7) -10.9 (-4.4) -21.8 (-7.1) 8.5 (6.9) -16.7 (-14.2) 

学
校
質
問
紙 

㉑ 

平成２６年度全国学力・学習状況調査の
自校の分析結果について，調査対象学
年・教科だけではなく，学校全体で教育
活動を改善するために活用しましたか。
（[質問番号(51)]「よく行った＋行った」）  

割合 100.0 (100.0) 77.8 (100.0) 93.8 (88.2) 100.0 (96.0) 100.0 (100.0) 100.0 (85.7) 100.0 (81.8) 100.0 (66.7) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 

県との差 1.9 (7.1) -20.3 (7.1) -4.3 (-4.7) 1.9 (3.1) 1.9 (7.1) 1.9 (-7.2) 1.9 (-11.1) 1.9 (-26.2) 1.9 (7.1) 1.9 (7.1) 

全国との差 4.2 (6.4) -18.0 (6.4) -2.0 (-5.4) 4.2 (2.4) 4.2 (6.4) 4.2 (-7.9) 4.2 (-11.8) 4.2 (-26.9) 4.2 (6.4) 4.2 (6.4) 

㉒ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年
の生徒に対して、前年度に、学校図書館
を活用した授業を計画的に行いました
か。（[質問番号(25)]「学期に数回程度以
上行った」）  

割合 100.0 (0.0) 88.8 (100.0) 75.0 (76.5) 77.3 (84.0) 85.7 (85.7) 66.6 (57.2) 70.0 (63.7) 44.4 (77.7) 100.0 (25.0) 80.0 (60.0) 

県との差 18.2 (-77.2) 7.0 (22.8) -6.8 (-0.7) -4.5 (6.8) 3.9 (8.5) -15.2 (-20.0) -11.8 (-13.5) -37.4 (0.5) 18.2 (-52.2) -1.8 (-17.2) 

全国との差 17.4 (-80.5) 6.2 (19.5) -7.6 (-4.0) -5.3 (3.5) 3.1 (5.2) -16.0 (-23.3) -12.6 (-16.8) -38.2 (-2.8) 17.4 (-55.5) -2.6 (-20.5) 

㉓ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年
の生徒に対して、前年度に、放課後を利
用した補充的な学習サポートを実施しま
したか。（ [質問番号(26)]「週に２～３回
以上行った」） 

割合 0.0 (0.0) 55.5 (50.0) 43.8 (41.2) 13.6 (8.0) 7.1 (14.2) 66.7 (71.4) 60.0 (36.4) 55.6 (44.4) 0.0 (0.0) 40.0 (0.0) 

県との差 -22.7 (-18.9) 32.8 (31.1) 21.1 (22.3) -9.1 (-10.9) -15.6 (-4.7) 44.0 (52.5) 37.3 (17.5) 32.9 (25.5) -22.7 (-18.9) 17.3 (-18.9) 

全国との差 -17.7 (-17.5) 37.8 (32.5) 26.1 (23.7) -4.1 (-9.5) -10.6 (-3.3) 49.0 (53.9) 42.3 (18.9) 37.9 (26.9) -17.7 (-17.5) 22.3 (-17.5) 

㉔ 
校長は、校内の授業をどの程度見て回
っていますか。（[質問番号小学校(112)・
中学校(110)]「週に２～３日程度以上」） 

割合 100.0 (100.0) 88.9 (62.5) 93.8 (82.3) 100.0 (76.0) 85.7 (71.5) 100.0 (71.4) 70.0 (45.5) 66.6 (55.5) 100.0 (100.0) 80.0 (80.0) 

県との差 4.6 (15.5) -6.5 (-22.0) -1.6 (-2.2) 4.6 (-8.5) -9.7 (-13.0) 4.6 (-13.1) -25.4 (-39.0) -28.8 (-29.0) 4.6 (15.5) -15.4 (-4.5) 

全国との差 6.9 (8.4) -4.2 (-29.1) 0.7 (-9.3) 6.9 (-15.6) -7.4 (-20.1) 6.9 (-20.2) -23.1 (-46.1) -26.5 (-36.1) 6.9 (8.4) -13.1 (-11.6) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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中学校 １／６ 

 

  番号 質問事項   三重県 桑名市 木曽岬町 いなべ市 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 

生
徒
質
問
紙 

① 

将来の夢や目標を持ち、失敗をおそれず挑
戦する子どもたちの割合 
（質問番号(5)「難しいことでも、失敗を恐れ
ないで挑戦していますか」と質問番号(9)「将
来の夢や目標を持っていますか」の「当ては
まる＋どちらかといえば、当てはまる」の比
率の平均） 

割合 70.7 (70.6) 70.7 (69.7) 75.0 (65.9) 72.9 (75.1) 77.6 (71.8) 70.2 (70.9) 71.0 (73.1) 67.7 (71.9) 66.9 (77.9) 69.6 (72.6) 

県との差 
 

0.0 (-0.9) 4.3 (-4.7) 2.2 (4.5) 6.9 (1.3) -0.5 (0.3) 0.3 (2.5) -3.0 (1.3) -3.9 (7.4) -1.1 (2.0) 

全国との差 0.5 (0.8) 0.4 (-0.0) 4.8 (-3.9) 2.7 (5.3) 7.3 (2.1) -0.1 (1.1) 0.7 (3.3) -2.6 (2.1) -3.4 (8.2) -0.6 (2.9) 

② 
自分には、よいところがあると思いますか。
（[質問番号(6)]「当てはまる＋どちらかとい
えば、当てはまる」） 

割合 69.4 (69.1) 72.8 (69.4) 72.7 (71.4) 70.9 (73.1) 76.9 (73.0) 71.0 (70.3) 70.1 (68.4) 75.7 (76.6) 56.5 (72.1) 67.2 (74.4) 

県との差 
 

3.4 (0.3) 3.3 (2.3) 1.5 (4.0) 7.5 (3.9) 1.6 (1.2) 0.7 (-0.7) 6.3 (7.5) -12.9 (3.0) -2.2 (5.3) 

全国との差 1.3 (2.0) 4.7 (2.3) 4.6 (4.3) 2.8 (6.0) 8.8 (5.9) 2.9 (3.2) 2.0 (1.3) 7.6 (9.5) -11.6 (5.0) -0.9 (7.3) 

③ 

基本的な生活習慣を身に付けた子どもたち
の割合（質問番号(1)朝食を毎日食べていま
すか、質問番号(2)毎日、同じくらいの時刻
に寝ていますか、質問番号(3)毎日、同じくら
いの時刻に起きていますかの「している＋ど
ちらかといえば、している」の割合の平均） 

割合 86.8 (86.9) 86.4 (86.0) 87.4 (91.5) 88.1 (88.9) 89.0 (85.7) 86.0 (86.8) 86.4 (87.6) 92.6 (87.9) 89.0 (90.4) 87.3 (88.7) 

県との差 
 

-0.4 (-0.8) 0.6 (4.7) 1.3 (2.1) 2.2 (-1.1) -0.7 (-0.1) -0.4 (0.8) 5.8 (1.1) 2.2 (3.5) 0.5 (1.8) 

全国との差 -0.2 (0.3) -0.5 (-0.5) 0.5 (5.0) 1.1 (2.4) 2.0 (-0.8) -0.9 (0.2) -0.6 (1.1) 5.6 (1.4) 2.1 (3.8) 0.4 (2.1) 

④ 
家で、自分で計画を立てて勉強しています
か。（[質問番号(20)]「している＋どちらかと
いえば、している」） 

割合 51.0 (47.3) 48.9 (43.9) 40.9 (39.7) 56.3 (56.3) 54.8 (53.7) 49.1 (46.2) 48.9 (47.8) 56.6 (55.3) 42.8 (53.3) 52.2 (48.9) 

県との差 
 

-2.1 (-3.4) -10.1 (-7.6) 5.3 (9.0) 3.8 (6.4) -1.9 (-1.1) -2.1 (0.5) 5.6 (8.0) -8.2 (6.0) 1.2 (1.6) 

全国との差 2.2 (0.7) 0.1 (-2.7) -7.9 (-6.9) 7.5 (9.7) 6.0 (7.1) 0.3 (-0.4) 0.1 (1.2) 7.8 (8.7) -6.0 (6.7) 3.4 (2.3) 

⑤ 
家で、学校の宿題をしていますか。（[質問
番号(21)]「している＋どちらかといえば、し
ている） 

割合 90.9 (87.7) 90.7 (84.0) 78.8 (80.9) 94.8 (91.5) 93.1 (91.6) 91.5 (89.8) 90.5 (86.5) 98.0 (94.7) 92.1 (94.3) 90.1 (87.7) 

県との差 
 

-0.2 (-3.7) -12.1 (-6.8) 3.9 (3.8) 2.2 (3.9) 0.6 (2.1) -0.4 (-1.2) 7.1 (7.0) 1.2 (6.6) -0.8 (0.0) 

全国との差 1.6 (-0.5) 1.4 (-4.2) -10.5 (-7.3) 5.5 (3.3) 3.8 (3.4) 2.2 (1.6) 1.2 (-1.7) 8.7 (6.5) 2.8 (6.1) 0.8 (-0.5) 

⑥ 
家で、学校の授業の予習をしていますか。
（[質問番号(22)]「している＋どちらかといえ
ば、している」） 

割合 37.4 (34.6) 37.4 (37.7) 31.8 (20.6) 33.5 (29.5) 34.8 (30.7) 38.3 (39.6) 34.3 (50.7) 63.6 (42.5) 37.1 (35.3) 30.4 (31.9) 

県との差 
 

0.0 (3.1) -5.6 (-14.0) -3.9 (-5.1) -2.6 (-3.9) 0.9 (5.0) -3.1 (16.1) 26.2 (7.9) -0.3 (0.7) -7.0 (-2.7) 

全国との差 2.1 (0.4) 2.1 (3.5) -3.5 (-13.6) -1.8 (-4.7) -0.5 (-3.5) 3.0 (5.4) -1.0 (16.5) 28.3 (8.3) 1.8 (1.1) -4.9 (-2.3) 

⑦ 
家で、学校の授業の復習をしていますか。
（[質問番号(23)]「している＋どちらかといえ
ば、している」） 

割合 48.9 (45.5) 46.8 (44.2) 30.4 (30.1) 59.0 (53.2) 60.8 (64.9) 53.3 (50.3) 44.2 (42.4) 67.6 (51.1) 50.7 (65.6) 47.1 (44.9) 

県との差 
 

-2.1 (-1.3) -18.5 (-15.4) 10.1 (7.7) 11.9 (19.4) 4.4 (4.8) -4.7 (-3.1) 18.7 (5.6) 1.8 (20.1) -1.8 (-0.6) 

全国との差 -3.1 (-4.9) -5.2 (-6.2) -21.6 (-20.3) 7.0 (2.8) 8.8 (14.5) 1.3 (-0.1) -7.8 (-8.0) 15.6 (0.7) -1.3 (15.2) -4.9 (-5.5) 

⑧ 

本を読んだり、借りたりするために、学校図
書館・室や地域の図書館へどれくらい行き
ますか。（[質問番号(17)]「月に１～３回以上
行く」） 

割合 17.4 (18.4) 12.3 (14.4) 10.6 (15.9) 12.1 (15.2) 14.8 (21.3) 17.3 (18.1) 11.2 (18.4) 17.2 (14.9) 22.1 (21.4) 12.3 (13.3) 

県との差 
 

-5.1 (-4.0) -6.8 (-2.5) -5.3 (-3.2) -2.6 (2.9) -0.1 (-0.3) -6.2 (0.0) -0.2 (-3.5) 4.7 (3.0) -5.1 (-5.1) 

全国との差 -2.2 (-0.5) -7.3 (-4.5) -9.0 (-3.0) -7.5 (-3.7) -4.8 (2.4) -2.3 (-0.8) -8.4 (-0.5) -2.4 (-4.0) 2.5 (2.5) -7.3 (-5.6) 

⑨ 
家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や運
動会などの学校の行事に来ますか。（[質問
番号(19)]「よく来る＋時々来る」）  

割合 78.9 (78.8) 68.3 (71.5) 89.4 (77.8) 95.5 (96.9) 93.5 (94.8) 80.5 (81.4) 82.4 (79.2) 91.9 (87.3) 73.5 (73.8) 73.8 (74.8) 

県との差 
 

-10.6 (-7.3) 10.5 (-1.0) 16.6 (18.1) 14.6 (16.0) 1.6 (2.6) 3.5 (0.4) 13.0 (8.5) -5.4 (-5.0) -5.1 (-4.0) 

全国との差 -4.5 (-4.3) -15.1 (-11.6) 6.0 (-5.3) 12.1 (13.8) 10.1 (11.7) -2.9 (-1.7) -1.0 (-3.9) 8.5 (4.2) -9.9 (-9.3) -9.6 (-8.3) 

⑩ 
今住んでいる地域の行事に参加しています
か。（[質問番号(27)]「当てはまる＋どちらか
といえば、当てはまる」） 

割合 50.7 (50.4) 44.6 (44.1) 69.7 (68.3) 66.6 (54.9) 67.4 (66.5) 48.0 (45.0) 53.3 (53.2) 52.6 (46.8) 46.4 (50.9) 41.7 (48.0) 

県との差 
 

-6.1 (-6.3) 19.0 (17.9) 15.9 (4.5) 16.7 (16.1) -2.7 (-5.4) 2.6 (2.8) 1.9 (-3.6) -4.3 (0.5) -9.0 (-2.4) 

全国との差 5.9 (6.9) -0.2 (0.6) 24.9 (24.8) 21.8 (11.4) 22.6 (23.0) 3.2 (1.5) 8.5 (9.7) 7.8 (3.3) 1.6 (7.4) -3.1 (4.5) 

⑪ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、聞い
たりしますか。（テレビゲームをする時間は
除く）（[質問番号(10)]「３時間以上」） 

割合 32.4 (35.2) 34.2 (37.6) 24.3 (30.2) 27.7 (28.8) 33.5 (35.1) 30.5 (31.3) 37.9 (36.5) 25.2 (20.2) 43.6 (31.9) 31.3 (30.9) 

県との差 
 

1.8 (2.4) -8.1 (-5.0) -4.7 (-6.4) 1.1 (-0.1) -1.9 (-3.9) 5.5 (1.3) -7.2 (-15.0) 11.2 (-3.3) -1.1 (-4.3) 

全国との差 1.9 (3.7) 3.7 (6.1) -6.2 (-1.3) -2.8 (-2.7) 3.0 (3.6) 0.0 (-0.2) 7.4 (5.0) -5.3 (-11.3) 13.1 (0.4) 0.8 (-0.6) 

⑫ 

普段（月～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。（[質問
番号(11)]「３時間以上」） 

割合 22.9 (24.0) 22.1 (25.3) 36.4 (15.8) 19.0 (21.4) 20.8 (25.8) 22.2 (21.4) 25.9 (23.5) 12.1 (19.1) 27.1 (24.6) 23.0 (20.6) 

県との差 
 

-0.8 (1.3) 13.5 (-8.2) -3.9 (-2.6) -2.1 (1.8) -0.7 (-2.6) 3.0 (-0.5) -10.8 (-4.9) 4.2 (0.6) 0.1 (-3.4) 

全国との差 2.4 (3.7) 1.6 (5.0) 15.9 (-4.5) -1.5 (1.1) 0.3 (5.5) 1.7 (1.1) 5.4 (3.2) -8.4 (-1.2) 6.6 (4.3) 2.5 (0.3) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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中学校 ２／６ 

 

  番号 質問事項   三重県 桑名市 木曽岬町 いなべ市 東員町 四日市市 菰野町 朝日町 川越町 鈴鹿市 

生
徒
質
問
紙 

⑬ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメ
ール、インターネットをしますか（携帯電話
やスマートフォンを使ってゲームをする時間
は除く）（[質問番号(12)]「３時間以上」） 

割合 21.5 (24.5) 20.3 (23.4) 24.2 (20.6) 19.0 (25.2) 15.6 (22.2) 19.7 (22.5) 22.6 (24.8) 9.1 (19.1) 18.6 (18.1) 21.4 (21.8) 

県との差 
 

-1.2 (-1.1) 2.7 (-3.9) -2.5 (0.7) -5.9 (-2.3) -1.8 (-2.0) 1.1 (0.3) -12.4 (-5.4) -2.9 (-6.4) -0.1 (-2.7) 

全国との差 3.3 (4.7) 2.1 (3.6) 6.0 (0.8) 0.8 (5.4) -2.6 (2.4) 1.5 (2.7) 4.4 (5.0) -9.1 (-0.7) 0.4 (-1.7) 3.2 (2.0) 

⑭ 

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜
日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強しま
すか。（学習塾や家庭教師を含む）（[質問
番号(13)]「１時間以上」） 

割合 66.5 (64.4) 69.3 (68.5) 50.0 (55.5) 74.6 (75.5) 79.6 (70.2) 67.2 (66.1) 64.6 (65.9) 74.8 (75.5) 65.1 (59.0) 60.8 (60.7) 

県との差 
 

2.8 (4.1) -16.5 (-8.9) 8.1 (11.1) 13.1 (5.8) 0.7 (1.7) -1.9 (1.5) 8.3 (11.1) -1.4 (-5.4) -5.7 (-3.7) 

全国との差 -2.5 (-3.5) 0.3 (0.6) -19.0 (-12.4) 5.6 (7.6) 10.6 (2.3) -1.8 (-1.8) -4.4 (-2.0) 5.8 (7.6) -3.9 (-8.9) -8.2 (-7.2) 

⑮ 

土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１
日当たりどれくらいの時間、勉強しますか。
（学習塾で勉強している時間や家庭教師に
教わっている時間も含む）（[質問番号(14)]
「３時間以上」と回答した割合） 

割合 12.9 (12.6) 14.8 (14.6) 13.6 (14.2) 10.9 (12.6) 18.7 (22.1) 16.3 (15.4) 15.5 (14.7) 28.3 (17.0) 5.7 (12.3) 10.6 (10.9) 

県との差 
 

1.9 (2.0) 0.7 (1.6) -2.0 (0.0) 5.8 (9.5) 3.4 (2.8) 2.6 (2.1) 15.4 (4.4) -7.2 (-0.3) -2.3 (-1.7) 

全国との差 -4.8 (-4.3) -2.9 (-2.3) -4.1 (-2.7) -6.8 (-4.3) 1.0 (5.2) -1.4 (-1.5) -2.2 (-2.2) 10.6 (0.1) -12.0 (-4.6) -7.1 (-6.0) 

⑯ 
いじめは、どんな理由があってもいけないこ
とだと思う。（[質問番号(34)]「当てはまる＋
どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 93.9 (92.8) 94.4 (91.5) 95.5 (84.1) 96.6 (96.7) 93.5 (92.7) 93.3 (92.1) 94.9 (93.1) 95.9 (92.5) 93.5 (90.2) 92.5 (94.4) 

県との差 
 

0.5 (-1.3) 1.6 (-8.7) 2.7 (3.9) -0.4 (-0.1) -0.6 (-0.7) 1.0 (0.3) 2.0 (-0.3) -0.4 (-2.6) -1.4 (1.6) 

全国との差 0.2 (-0.6) 0.7 (-1.9) 1.8 (-9.3) 2.9 (3.3) -0.2 (-0.7) -0.4 (-1.3) 1.2 (-0.3) 2.2 (-0.9) -0.2 (-3.2) -1.2 (1.0) 

⑰ 

「総合的な学習の時間」では、自分で課題を
立てて情報を集め整理して、調べたことを
発表するなどの学習活動に取り組んでいま
すか。（[質問番号(37)]「当てはまる＋どちら
かといえば、当てはまる」） 

割合 48.9 (46.2) 43.4 (41.4) 54.5 (47.6) 53.8 (50.3) 52.6 (51.6) 54.0 (48.0) 48.4 (48.8) 49.5 (52.1) 37.9 (52.5) 43.2 (44.5) 

県との差 
 

-5.5 (-4.8) 5.6 (1.4) 4.9 (4.1) 3.7 (5.4) 5.1 (1.8) -0.5 (2.6) 0.6 (5.9) -11.0 (6.3) -5.7 (-1.7) 

全国との差 -9.1 (-8.6) -14.6 (-13.4) -3.5 (-7.2) -4.2 (-4.5) -5.4 (-3.2) -4.0 (-6.8) -9.6 (-6.0) -8.5 (-2.7) -20.1 (-2.3) -14.8 (-10.3) 

⑱ 

授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が
示されていたと思いますか。（ [質問番号
(41)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 75.5 (62.1) 67.2 (53.9) 89.4 (60.3) 87.7 (81.3) 80.0 (69.4) 74.9 (61.8) 74.1 (66.4) 54.6 (52.2) 75.7 (68.0) 75.9 (67.8) 

県との差 
 

-8.3 (-8.2) 13.9 (-1.8) 12.2 (19.2) 4.5 (7.3) -0.6 (-0.3) -1.4 (4.3) -20.9 (-9.9) 0.2 (5.9) 0.4 (5.7) 

全国との差 -4.2 (-9.4) -12.5 (-17.6) 9.7 (-11.2) 8.0 (9.8) 0.3 (-2.1) -4.8 (-9.7) -5.6 (-5.1) -25.1 (-19.3) -4.0 (-3.5) -3.8 (-3.7) 

⑲ 

授業の最後に、学習内容を振り返る活動を
よく行っていたと思いますか。（[質問番号
(42)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 58.3 (51.4) 46.8 (40.7) 54.6 (39.7) 66.1 (61.3) 66.5 (61.3) 63.6 (58.3) 69.5 (65.7) 60.6 (48.9) 53.5 (56.6) 56.6 (54.5) 

県との差 
 

-11.5 (-10.7) -3.7 (-11.7) 7.8 (9.9) 8.2 (9.9) 5.3 (6.9) 11.2 (14.3) 2.3 (-2.5) -4.8 (5.2) -1.7 (3.1) 

全国との差 -1.0 (-1.9) -12.5 (-12.6) -4.7 (-13.6) 6.8 (8.0) 7.2 (8.0) 4.3 (5.0) 10.2 (12.4) 1.3 (-4.4) -5.8 (3.3) -2.7 (1.2) 

⑳ 

国語の授業で目的に応じて資料を読み、自
分の考えを話したり、書いたりしています
か。（[質問番号(53)]「当てはまる＋どちらか
といえば、当てはまる」） 

割合 55.1 (53.2) 49.0 (49.9) 72.7 (60.3) 64.7 (62.7) 65.7 (64.9) 56.0 (53.2) 53.0 (53.7) 54.5 (48.9) 45.7 (59.0) 56.8 (57.3) 

県との差 
 

-6.1 (-3.3) 17.6 (7.1) 9.6 (9.5) 10.6 (11.7) 0.9 (0.0) -2.1 (0.5) -0.6 (-4.3) -9.4 (5.8) 1.7 (4.1) 

全国との差 -4.1 (-2.9) -10.2 (-6.2) 13.5 (4.2) 5.5 (6.6) 6.5 (8.8) -3.2 (-2.9) -6.2 (-2.4) -4.7 (-7.2) -13.5 (2.9) -2.4 (1.2) 

学
校
質
問
紙 

㉑ 

平成２６年度全国学力・学習状況調査の自
校の分析結果について，調査対象学年・教
科だけではなく，学校全体で教育活動を改
善するために活用しましたか。（[質問番号
(51)]「よく行った＋行った」）  

割合 94.4 (91.4) 90.0 (70.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (50.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 

県との差 
 

-4.4 (-21.4) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) 5.6 (-41.4) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) 

全国との差 1.2 (1.0) -3.2 (-20.4) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) 6.8 (-40.4) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) 

㉒ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、学校図書館を活
用した授業を計画的に行いましたか。（[質
問番号(25)]「学期に数回程度以上行った」）  

割合 44.7 (39.5) 10.0 (30.0) 100.0 (100.0) 50.0 (50.0) 50.0 (0.0) 68.1 (36.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 100.0 (100.0) 30.0 (40.0) 

県との差 
 

-34.7 (-9.5) 55.3 (60.5) 5.3 (10.5) 5.3 (-39.5) 23.4 (-3.1) -44.7 (-39.5) -44.7 (-39.5) 55.3 (60.5) -14.7 (0.5) 

全国との差 -0.2 (-2.7) -34.9 (-12.2) 55.1 (57.8) 5.1 (7.8) 5.1 (-42.2) 23.2 (-5.8) -44.9 (-42.2) -44.9 (-42.2) 55.1 (57.8) -14.9 (-2.2) 

㉓ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、放課後を利用し
た補充的な学習サポートを実施しましたか。
（ [質問番号(26)]「週に２～３回以上行っ
た」） 

割合 13.7 (11.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 25.0 (0.0) 0.0 (0.0) 22.7 (31.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 10.0 (0.0) 

県との差 
 

-13.7 (-11.8) -13.7 (-11.8) 11.3 (-11.8) -13.7 (-11.8) 9.0 (20.0) -13.7 (-11.8) -13.7 (-11.8) -13.7 (-11.8) -3.7 (-11.8) 

全国との差 -1.2 (-2.3) -14.9 (-14.1) -14.9 (-14.1) 10.1 (-14.1) -14.9 (-14.1) 7.8 (17.7) -14.9 (-14.1) -14.9 (-14.1) -14.9 (-14.1) -4.9 (-14.1) 

㉔ 
校長は、校内の授業をどの程度見て回って
いますか。（[質問番号小学校(112)・中学校
(110)]「週に２～３日程度以上」） 

割合 81.4 (69.2) 50.0 (60.0) 100.0 (100.0) 75.0 (50.0) 100.0 (50.0) 95.5 (91.0) 50.0 (50.0) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 90.0 (80.0) 

県との差 
 

-31.4 (-9.2) 18.6 (30.8) -6.4 (-19.2) 18.6 (-19.2) 14.1 (21.8) -31.4 (-19.2) 18.6 (30.8) 18.6 (30.8) 8.6 (10.8) 

全国との差 0.0 (-10.1) -31.4 (-19.3) 18.6 (20.7) -6.4 (-29.3) 18.6 (-29.3) 14.1 (11.7) -31.4 (-29.3) 18.6 (20.7) 18.6 (20.7) 8.6 (0.7) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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中学校 ３／６ 

 

  番号 質問事項   亀山市 津市 松阪市 多気町 多気松阪 明和町 大台町 伊勢市 玉城町 大紀町 

生
徒
質
問
紙 

① 

将来の夢や目標を持ち、失敗をおそれず挑
戦する子どもたちの割合 
（質問番号(5)「難しいことでも、失敗を恐れ
ないで挑戦していますか」と質問番号(9)「将
来の夢や目標を持っていますか」の「当ては
まる＋どちらかといえば、当てはまる」の比
率の平均） 

割合 68.7 (69.0) 70.9 (69.2) 70.5 (68.5) 70.3 (57.0) 80.3 (74.4) 73.6 (70.2) 74.0 (70.0) 73.5 (68.1) 68.9 (73.3) 75.7 (52.7) 

県との差 -2.1 (-1.6) 0.1 (-1.4) -0.2 (-2.1) -0.4 (-13.6) 9.6 (3.8) 2.9 (-0.4) 3.2 (-0.6) 2.8 (-2.5) -1.8 (2.8) 5.0 (-17.9) 

全国との差 -1.6 (-0.7) 0.6 (-0.5) 0.3 (-1.2) 0.0 (-12.7) 10.0 (4.6) 3.3 (0.5) 3.7 (0.3) 3.2 (-1.7) -1.3 (3.6) 5.5 (-17.1) 

② 

自分には、よいところがあると思いますか。

（[質問番号(6)]「当てはまる＋どちらかとい

えば、当てはまる」） 

割合 68.3 (64.4) 69.1 (66.0) 68.6 (67.1) 84.4 (65.2) 74.0 (77.8) 63.0 (56.2) 74.0 (81.5) 72.6 (66.4) 65.9 (67.1) 69.5 (66.1) 

県との差 -1.1 (-4.7) -0.3 (-3.1) -0.8 (-2.0) 15.0 (-3.9) 4.6 (8.7) -6.4 (-12.9) 4.6 (12.4) 3.2 (-2.7) -3.5 (-2.0) 0.1 (-3.0) 

全国との差 0.2 (-2.7) 1.0 (-1.1) 0.5 (0.0) 16.3 (-1.9) 5.9 (10.7) -5.1 (-10.9) 5.9 (14.4) 4.5 (-0.7) -2.2 (0.0) 1.4 (-1.0) 

③ 

基本的な生活習慣を身に付けた子どもたち

の割合（質問番号(1)朝食を毎日食べていま

すか、質問番号(2)毎日、同じくらいの時刻

に寝ていますか、質問番号(3)毎日、同じくら

いの時刻に起きていますかの「している＋ど

ちらかといえば、している」の割合の平均） 

割合 82.3 (83.5) 86.8 (86.1) 87.0 (86.0) 88.6 (86.8) 91.1 (84.0) 86.8 (86.3) 92.7 (93.3) 87.4 (86.9) 91.0 (90.0) 88.9 (78.0) 

県との差 -4.5 (-3.3) 0.0 (-0.8) 0.2 (-0.8) 1.8 (-0.1) 4.3 (-2.8) 0.1 (-0.6) 5.9 (6.5) 0.6 (0.0) 4.3 (3.1) 2.1 (-8.9) 

全国との差 -4.6 (-3.0) -0.2 (-0.5) 0.1 (-0.5) 1.6 (0.2) 4.2 (-2.5) -0.1 (-0.3) 5.8 (6.8) 0.5 (0.3) 4.1 (3.4) 1.9 (-8.6) 

④ 

家で、自分で計画を立てて勉強しています

か。（[質問番号(20)]「している＋どちらかと

いえば、している」） 

割合 48.8 (43.7) 51.5 (51.1) 54.2 (46.9) 50.1 (25.6) 59.1 (51.3) 47.7 (46.9) 65.8 (56.9) 51.7 (41.0) 57.4 (54.1) 43.1 (30.4) 

県との差 -2.2 (-3.6) 0.5 (3.8) 3.2 (-0.4) -0.9 (-21.7) 8.1 (4.0) -3.3 (-0.4) 14.8 (9.6) 0.7 (-6.3) 6.4 (6.8) -7.9 (-16.9) 

全国との差 0.0 (-2.9) 2.7 (4.5) 5.4 (0.3) 1.3 (-21.0) 10.3 (4.7) -1.1 (0.3) 17.0 (10.3) 2.9 (-5.6) 8.6 (7.5) -5.7 (-16.2) 

⑤ 

家で、学校の宿題をしていますか。（[質問

番号(21)]「している＋どちらかといえば、し

ている） 

割合 89.4 (84.2) 92.4 (90.6) 90.0 (83.7) 100.0 (79.1) 97.6 (93.1) 95.3 (89.4) 95.9 (93.9) 89.8 (85.2) 85.9 (80.2) 87.5 (78.5) 

県との差 -1.5 (-3.5) 1.5 (2.9) -0.9 (-4.0) 9.1 (-8.6) 6.7 (5.4) 4.4 (1.7) 5.0 (6.2) -1.1 (-2.5) -5.0 (-7.5) -3.4 (-9.2) 

全国との差 0.1 (-4.0) 3.1 (2.4) 0.7 (-4.5) 10.7 (-9.1) 8.3 (4.9) 6.0 (1.2) 6.6 (5.7) 0.5 (-3.0) -3.4 (-8.0) -1.8 (-9.7) 

⑥ 

家で、学校の授業の予習をしていますか。

（[質問番号(22)]「している＋どちらかといえ

ば、している」） 

割合 38.7 (31.6) 42.2 (40.8) 36.8 (26.3) 34.4 (13.9) 37.8 (18.8) 48.1 (35.3) 49.3 (30.8) 45.1 (28.5) 43.9 (39.1) 20.9 (23.2) 

県との差 1.3 (-3.0) 4.8 (6.2) -0.6 (-8.3) -3.0 (-20.7) 0.4 (-15.8) 10.7 (0.7) 11.9 (-3.8) 7.7 (-6.1) 6.5 (4.5) -16.5 (-11.4) 

全国との差 3.4 (-2.6) 6.9 (6.6) 1.5 (-7.9) -0.9 (-20.3) 2.5 (-15.4) 12.8 (1.1) 14.0 (-3.4) 9.8 (-5.7) 8.6 (4.9) -14.4 (-11.0) 

⑦ 

家で、学校の授業の復習をしていますか。

（[質問番号(23)]「している＋どちらかといえ

ば、している」） 

割合 46.9 (39.7) 46.1 (44.8) 50.1 (43.4) 40.7 (27.9) 52.0 (50.4) 55.3 (46.0) 60.3 (50.8) 48.7 (40.0) 54.3 (43.8) 31.9 (26.8) 

県との差 -2.0 (-5.8) -2.8 (-0.7) 1.2 (-2.1) -8.2 (-17.6) 3.1 (4.9) 6.4 (0.5) 11.4 (5.3) -0.2 (-5.5) 5.4 (-1.7) -17.0 (-18.7) 

全国との差 -5.1 (-10.7) -5.9 (-5.6) -1.9 (-7.0) -11.3 (-22.5) 0.0 (0.0) 3.3 (-4.4) 8.3 (0.4) -3.3 (-10.4) 2.3 (-6.6) -20.1 (-23.6) 

⑧ 

本を読んだり、借りたりするために、学校図

書館・室や地域の図書館へどれくらい行き

ますか。（[質問番号(17)]「月に１～３回以上

行く」） 

割合 18.7 (10.7) 21.0 (20.1) 17.1 (21.7) 50.0 (44.2) 39.4 (41.8) 29.0 (34.9) 38.3 (33.9) 20.3 (19.8) 18.3 (15.7) 19.4 (19.6) 

県との差 1.3 (-7.7) 3.6 (1.7) -0.3 (3.3) 32.6 (25.8) 22.0 (23.4) 11.6 (16.5) 20.9 (15.5) 2.9 (1.4) 0.9 (-2.7) 2.0 (1.2) 

全国との差 -0.9 (-8.2) 1.4 (1.2) -2.5 (2.8) 30.4 (25.3) 19.8 (22.9) 9.4 (16.0) 18.7 (15.0) 0.7 (0.9) -1.3 (-3.2) -0.2 (0.7) 

⑨ 

家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や運

動会などの学校の行事に来ますか。（[質問

番号(19)]「よく来る＋時々来る」）  

割合 83.0 (80.1) 76.6 (74.9) 78.4 (76.7) 93.8 (86.0) 89.7 (88.0) 81.7 (84.5) 90.4 (97.0) 86.1 (82.9) 85.9 (83.5) 88.8 (87.5) 

県との差 4.1 (1.3) -2.3 (-3.9) -0.5 (-2.1) 14.9 (7.2) 10.8 (9.2) 2.8 (5.7) 11.5 (18.2) 7.2 (4.1) 7.0 (4.7) 9.9 (8.7) 

全国との差 -0.4 (-3.0) -6.8 (-8.2) -5.0 (-6.4) 10.4 (2.9) 6.3 (4.9) -1.7 (1.4) 7.0 (13.9) 2.7 (-0.2) 2.5 (0.4) 5.4 (4.4) 

⑩ 

今住んでいる地域の行事に参加しています

か。（[質問番号(27)]「当てはまる＋どちらか

といえば、当てはまる」） 

割合 69.5 (69.5) 48.4 (44.2) 50.1 (52.0) 87.5 (74.4) 55.2 (64.1) 63.4 (58.0) 79.5 (67.7) 55.8 (52.7) 59.7 (51.3) 65.2 (64.3) 

県との差 18.8 (19.1) -2.3 (-6.2) -0.6 (1.6) 36.8 (24.0) 4.5 (13.7) 12.7 (7.6) 28.8 (17.3) 5.1 (2.3) 9.0 (0.9) 14.5 (13.9) 

全国との差 24.7 (26.0) 3.6 (0.7) 5.3 (8.5) 42.7 (30.9) 10.4 (20.6) 18.6 (14.5) 34.7 (24.2) 11.0 (9.2) 14.9 (7.8) 20.4 (20.8) 

⑪ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、聞い
たりしますか。（テレビゲームをする時間は
除く）（[質問番号(10)]「３時間以上」） 

割合 31.5 (40.5) 32.9 (35.9) 33.2 (37.1) 31.3 (34.9) 23.6 (24.8) 35.3 (34.1) 28.8 (38.5) 30.7 (39.2) 31.7 (32.2) 37.5 (41.1) 

県との差 -0.9 (5.3) 0.5 (0.7) 0.8 (1.9) -1.1 (-0.3) -8.8 (-10.4) 2.9 (-1.1) -3.6 (3.3) -1.7 (4.0) -0.7 (-3.0) 5.1 (5.9) 

全国との差 1.0 (9.0) 2.4 (4.4) 2.7 (5.6) 0.8 (3.4) -6.9 (-6.7) 4.8 (2.6) -1.7 (7.0) 0.2 (7.7) 1.2 (0.7) 7.0 (9.6) 

⑫ 

普段（月～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。（[質問
番号(11)]「３時間以上」） 

割合 24.3 (30.2) 22.3 (23.7) 25.2 (28.5) 12.6 (21.0) 20.4 (14.5) 22.5 (23.0) 15.1 (13.9) 21.0 (26.5) 29.9 (21.9) 26.4 (26.7) 

県との差 1.4 (6.2) -0.6 (-0.3) 2.3 (4.5) -10.3 (-3.0) -2.5 (-9.5) -0.4 (-1.0) -7.8 (-10.1) -1.9 (2.5) 7.0 (-2.1) 3.5 (2.7) 

全国との差 3.8 (9.9) 1.8 (3.4) 4.7 (8.2) -7.9 (0.7) -0.1 (-5.8) 2.0 (2.7) -5.4 (-6.4) 0.5 (6.2) 9.4 (1.6) 5.9 (6.4) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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中学校 ４／６ 

 

  番号 質問事項   亀山市 津市 松阪市 多気町 多気松阪 明和町 大台町 伊勢市 玉城町 大紀町 

生
徒
質
問
紙 

⑬ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメ
ール、インターネットをしますか（携帯電話
やスマートフォンを使ってゲームをする時間
は除く）（[質問番号(12)]「３時間以上」） 

割合 20.2 (25.6) 21.6 (25.1) 25.9 (28.2) 12.5 (14.0) 15.0 (19.7) 20.0 (25.6) 16.4 (17.0) 20.9 (25.0) 24.4 (26.0) 23.6 (19.6) 

県との差 -1.3 (1.1) 0.1 (0.6) 4.4 (3.7) -9.0 (-10.5) -6.5 (-4.8) -1.5 (1.1) -5.1 (-7.5) -0.6 (0.5) 2.9 (1.5) 2.1 (-4.9) 

全国との差 2.0 (5.8) 3.4 (5.3) 7.7 (8.4) -5.7 (-5.8) -3.2 (-0.1) 1.8 (5.8) -1.8 (-2.8) 2.7 (5.2) 6.2 (6.2) 5.4 (-0.2) 

⑭ 

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜
日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強しま
すか。（学習塾や家庭教師を含む）（[質問
番号(13)]「１時間以上」） 

割合 61.7 (62.8) 65.9 (65.3) 70.2 (65.0) 78.2 (60.5) 73.3 (69.3) 70.7 (58.4) 76.7 (75.4) 67.5 (63.6) 70.7 (62.3) 66.7 (73.2) 

県との差 -4.8 (-1.6) -0.6 (0.9) 3.7 (0.6) 11.7 (-3.9) 6.8 (4.9) 4.2 (-6.0) 10.2 (11.0) 1.0 (-0.8) 4.2 (-2.1) 0.2 (8.8) 

全国との差 -7.3 (-5.1) -3.1 (-2.6) 1.2 (-2.9) 9.2 (-7.4) 4.3 (1.4) 1.7 (-9.5) 7.7 (7.5) -1.5 (-4.3) 1.7 (-5.6) -2.3 (5.3) 

⑮ 

土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１
日当たりどれくらいの時間、勉強しますか。
（学習塾で勉強している時間や家庭教師に
教わっている時間も含む）（[質問番号(14)]
「３時間以上」と回答した割合） 

割合 10.1 (14.3) 13.2 (12.9) 13.9 (11.3) 0.0 (16.3) 12.5 (15.4) 6.4 (3.5) 16.4 (9.2) 13.1 (10.0) 7.9 (10.3) 9.7 (8.9) 

県との差 -2.8 (1.7) 0.3 (0.3) 1.0 (-1.3) -12.9 (3.7) -0.4 (2.8) -6.5 (-9.1) 3.5 (-3.4) 0.2 (-2.6) -5.0 (-2.3) -3.2 (-3.7) 

全国との差 -7.6 (-2.6) -4.5 (-4.0) -3.8 (-5.6) -17.7 (-0.6) -5.2 (-1.5) -11.3 (-13.4) -1.3 (-7.7) -4.6 (-6.9) -9.8 (-6.6) -8.0 (-8.0) 

⑯ 
いじめは、どんな理由があってもいけないこ
とだと思う。（[質問番号(34)]「当てはまる＋
どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 92.3 (91.5) 94.5 (92.8) 94.3 (90.4) 93.8 (81.4) 97.6 (94.9) 94.4 (96.0) 100.0 (95.4) 94.1 (92.6) 93.3 (95.2) 95.8 (91.1) 

県との差 -1.6 (-1.3) 0.6 (0.0) 0.4 (-2.4) -0.1 (-11.4) 3.7 (2.1) 0.5 (3.2) 6.1 (2.6) 0.2 (-0.2) -0.6 (2.4) 1.9 (-1.7) 

全国との差 -1.4 (-1.9) 0.8 (-0.6) 0.6 (-3.0) 0.1 (-12.0) 3.9 (1.5) 0.7 (2.6) 6.3 (2.0) 0.4 (-0.8) -0.4 (1.8) 2.1 (-2.3) 

⑰ 

「総合的な学習の時間」では、自分で課題を
立てて情報を集め整理して、調べたことを
発表するなどの学習活動に取り組んでいま
すか。（[質問番号(37)]「当てはまる＋どちら
かといえば、当てはまる」） 

割合 48.1 (44.2) 50.6 (46.4) 46.7 (46.3) 87.6 (46.6) 46.5 (61.5) 42.5 (36.7) 75.3 (58.4) 53.2 (42.6) 40.2 (61.6) 44.4 (39.3) 

県との差 -0.8 (-2.0) 1.7 (0.2) -2.2 (0.1) 38.7 (0.4) -2.4 (15.3) -6.4 (-9.5) 26.4 (12.2) 4.3 (-3.6) -8.7 (15.4) -4.5 (-6.9) 

全国との差 -9.9 (-10.6) -7.4 (-8.4) -11.3 (-8.5) 29.6 (-8.2) -11.5 (6.7) -15.5 (-18.1) 17.3 (3.6) -4.8 (-12.2) -17.8 (6.8) -13.6 (-15.5) 

⑱ 

授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が
示されていたと思いますか。（ [質問番号
(41)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 77.6 (54.5) 77.2 (55.6) 81.5 (67.8) 93.7 (39.6) 75.6 (78.6) 68.1 (46.4) 86.3 (70.8) 67.2 (55.9) 77.4 (84.9) 68.0 (44.7) 

県との差 2.1 (-7.6) 1.7 (-6.5) 6.0 (5.7) 18.2 (-22.5) 0.1 (16.5) -7.4 (-15.7) 10.8 (8.7) -8.3 (-6.2) 1.9 (22.8) -7.5 (-17.4) 

全国との差 -2.1 (-17.0) -2.5 (-15.9) 1.8 (-3.7) 14.0 (-31.9) -4.1 (7.1) -11.6 (-25.1) 6.6 (-0.7) -12.5 (-15.6) -2.3 (13.4) -11.7 (-26.8) 

⑲ 

授業の最後に、学習内容を振り返る活動を
よく行っていたと思いますか。（[質問番号
(42)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 65.9 (48.1) 57.0 (45.8) 56.9 (47.8) 65.7 (30.3) 59.9 (76.1) 64.2 (56.7) 64.4 (56.9) 52.5 (42.5) 67.0 (71.3) 65.3 (50.0) 

県との差 7.6 (-3.3) -1.3 (-5.6) -1.4 (-3.6) 7.4 (-21.1) 1.6 (24.7) 5.9 (5.3) 6.1 (5.5) -5.8 (-8.9) 8.7 (19.9) 7.0 (-1.4) 

全国との差 6.6 (-5.2) -2.3 (-7.5) -2.4 (-5.5) 6.4 (-23.0) 0.6 (22.8) 4.9 (3.4) 5.1 (3.6) -6.8 (-10.8) 7.7 (18.0) 6.0 (-3.3) 

⑳ 

国語の授業で目的に応じて資料を読み、自
分の考えを話したり、書いたりしています
か。（[質問番号(53)]「当てはまる＋どちらか
といえば、当てはまる」） 

割合 58.1 (52.9) 53.5 (47.7) 52.9 (49.7) 53.1 (41.9) 56.7 (56.4) 48.1 (51.8) 69.8 (69.2) 56.7 (52.2) 64.0 (67.8) 54.2 (39.3) 

県との差 3.0 (-0.3) -1.6 (-5.5) -2.2 (-3.5) -2.0 (-11.3) 1.6 (3.2) -7.0 (-1.4) 14.7 (16.0) 1.6 (-1.0) 8.9 (14.6) -0.9 (-13.9) 

全国との差 -1.1 (-3.2) -5.7 (-8.4) -6.3 (-6.4) -6.1 (-14.2) -2.5 (0.3) -11.1 (-4.3) 10.6 (13.1) -2.5 (-3.9) 4.8 (11.7) -5.0 (-16.8) 

学
校
質
問
紙 

㉑ 

平成２６年度全国学力・学習状況調査の自

校の分析結果について，調査対象学年・教

科だけではなく，学校全体で教育活動を改

善するために活用しましたか。（[質問番号

(51)]「よく行った＋行った」）  

割合 100.0 (100.0) 90.9 (90.9) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 0.0 (100.0) 0.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (83.3) 100.0 (0.0) 100.0 (100.0) 

県との差 5.6 (8.6) -3.5 (-0.5) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) -94.4 (8.6) -94.4 (8.6) 5.6 (8.6) 5.6 (-8.1) 5.6 (-91.4) 5.6 (8.6) 

全国との差 6.8 (9.6) -2.3 (0.5) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) -93.2 (9.6) -93.2 (9.6) 6.8 (9.6) 6.8 (-7.1) 6.8 (-90.4) 6.8 (9.6) 

㉒ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の

生徒に対して、前年度に、学校図書館を活

用した授業を計画的に行いましたか。（[質

問番号(25)]「学期に数回程度以上行った」）  

割合 66.7 (66.7) 45.5 (36.4) 25.0 (66.7) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 0.0 (0.0) 0.0 (33.3) 33.3 (16.6) 100.0 (0.0) 100.0 (100.0) 

県との差 22.0 (27.2) 0.8 (-3.1) -19.7 (27.2) 55.3 (60.5) 55.3 (60.5) -44.7 (-39.5) -44.7 (-6.2) -11.4 (-22.9) 55.3 (-39.5) 55.3 (60.5) 

全国との差 21.8 (24.5) 0.6 (-5.8) -19.9 (24.5) 55.1 (57.8) 55.1 (57.8) -44.9 (-42.2) -44.9 (-8.9) -11.6 (-25.6) 55.1 (-42.2) 55.1 (57.8) 

㉓ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、放課後を利用し
た補充的な学習サポートを実施しましたか。
（ [質問番号(26)]「週に２～３回以上行っ
た」） 

割合 66.7 (0.0) 4.5 (4.5) 16.7 (16.7) 0.0 (0.0) 100.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (33.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (50.0) 

県との差 53.0 (-11.8) -9.2 (-7.3) 3.0 (4.9) -13.7 (-11.8) 86.3 (-11.8) -13.7 (-11.8) -13.7 (21.5) -13.7 (-11.8) -13.7 (-11.8) -13.7 (38.2) 

全国との差 51.8 (-14.1) -10.4 (-9.6) 1.8 (2.6) -14.9 (-14.1) 85.1 (-14.1) -14.9 (-14.1) -14.9 (19.2) -14.9 (-14.1) -14.9 (-14.1) -14.9 (35.9) 

㉔ 
校長は、校内の授業をどの程度見て回って
いますか。（[質問番号小学校(112)・中学校
(110)]「週に２～３日程度以上」） 

割合 100.0 (100.0) 81.9 (77.2) 83.3 (41.6) 100.0 (0.0) 100.0 (0.0) 100.0 (0.0) 50.0 (66.7) 75.0 (66.6) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 

県との差 18.6 (30.8) 0.5 (8.0) 1.9 (-27.6) 18.6 (-69.2) 18.6 (-69.2) 18.6 (-69.2) -31.4 (-2.5) -6.4 (-2.6) 18.6 (30.8) 18.6 (30.8) 

全国との差 18.6 (20.7) 0.5 (-2.1) 1.9 (-37.7) 18.6 (-79.3) 18.6 (-79.3) 18.6 (-79.3) -31.4 (-12.6) -6.4 (-12.7) 18.6 (20.7) 18.6 (20.7) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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中学校 ５／６ 

 

  番号 質問事項   南伊勢町 度会町 鳥羽市 志摩市 伊賀市 名張市 尾鷲市 紀北町 熊野市 御浜町 紀宝町 

生
徒
質
問
紙 

① 

将来の夢や目標を持ち、失敗をおそれず挑戦す
る子どもたちの割合 
（質問番号(5)「難しいことでも、失敗を恐れないで
挑戦していますか」と質問番号(9)「将来の夢や目
標を持っていますか」の「当てはまる＋どちらかと
いえば、当てはまる」の比率の平均） 

割合 76.3 (75.6) 70.0 (70.3) 72.7 (68.9) 64.5 (68.5) 70.2 (72.7) 73.0 (73.3) 69.2 (69.3) 68.2 (68.2) 59.9 (69.9) 71.3 (60.5) 69.0 (74.1) 

県との差 5.6 (5.0) -0.8 (-0.2) 2.0 (-1.7) -6.3 (-2.1) -0.5 (2.1) 2.3 (2.7) -1.6 (-1.3) -2.5 (-2.4) -10.9 (-0.7) 0.6 (-10.1) -1.8 (3.6) 

全国との差 6.1 (5.8) -0.3 (0.6) 2.4 (-0.9) -5.8 (-1.3) -0.1 (3.0) 2.8 (3.6) -1.1 (-0.4) -2.1 (-1.6) -10.4 (0.1) 1.1 (-9.3) -1.3 (4.4) 

② 
自分には、よいところがあると思いますか。（ [質
問番号(6)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 78.5 (83.3) 61.3 (52.1) 66.5 (67.7) 55.5 (64.8) 70.8 (75.0) 71.1 (70.5) 70.2 (60.1) 70.5 (68.8) 52.8 (65.3) 64.9 (57.2) 62.9 (56.1) 

県との差 9.1 (14.2) -8.1 (-17.0) -2.9 (-1.4) -13.9 (-4.3) 1.4 (5.9) 1.7 (1.4) 0.8 (-9.0) 1.1 (-0.3) -16.6 (-3.8) -4.5 (-11.9) -6.5 (-13.0) 

全国との差 10.4 (16.2) -6.8 (-15.0) -1.6 (0.6) -12.6 (-2.3) 2.7 (7.9) 3.0 (3.4) 2.1 (-7.0) 2.4 (1.7) -15.3 (-1.8) -3.2 (-9.9) -5.2 (-11.0) 

③ 

基本的な生活習慣を身に付けた子どもたちの割
合（質問番号(1)朝食を毎日食べていますか、質
問番号(2)毎日、同じくらいの時刻に寝ています
か、質問番号(3)毎日、同じくらいの時刻に起きて
いますかの「している＋どちらかといえば、してい
る」の割合の平均） 

割合 88.5 (87.0) 88.2 (86.8) 89.6 (85.2) 83.1 (87.1) 87.9 (86.3) 86.2 (88.8) 85.1 (87.2) 86.4 (85.0) 82.4 (88.4) 88.7 (86.2) 86.4 (82.8) 

県との差 1.8 (0.1) 1.5 (-0.1) 2.8 (-1.7) -3.7 (0.2) 1.1 (-0.6) -0.5 (2.0) -1.7 (0.3) -0.4 (-1.8) -4.4 (1.5) 1.9 (-0.7) -0.3 (-4.1) 

全国との差 1.6 (0.4) 1.3 (0.2) 2.6 (-1.4) -3.8 (0.5) 1.0 (-0.3) -0.7 (2.3) -1.8 (0.6) -0.6 (-1.5) -4.5 (1.8) 1.7 (-0.4) -0.5 (-3.8) 

④ 
家で、自分で計画を立てて勉強していますか。
（[質問番号(20)]「している＋どちらかといえば、し
ている」） 

割合 63.5 (51.0) 51.1 (40.6) 62.8 (46.7) 41.7 (39.6) 55.7 (50.2) 49.8 (50.3) 46.8 (52.9) 50.0 (48.8) 33.8 (47.5) 56.4 (18.2) 33.3 (37.7) 

県との差 12.5 (3.7) 0.1 (-6.7) 11.8 (-0.6) -9.3 (-7.7) 4.7 (2.9) -1.2 (3.0) -4.2 (5.6) -1.0 (1.5) -17.2 (0.2) 5.4 (-29.1) -17.7 (-9.6) 

全国との差 14.7 (4.4) 2.3 (-6.0) 14.0 (0.1) -7.1 (-7.0) 6.9 (3.6) 1.0 (3.7) -2.0 (6.3) 1.2 (2.2) -15.0 (0.9) 7.6 (-28.4) -15.5 (-8.9) 

⑤ 
家で、学校の宿題をしていますか。（[質問番号
(21)]「している＋どちらかといえば、している） 

割合 81.7 (93.2) 75.0 (75.0) 92.7 (92.8) 84.8 (89.0) 90.9 (88.4) 94.3 (92.1) 91.5 (87.6) 94.0 (80.0) 77.2 (83.0) 93.6 (76.6) 83.3 (72.8) 

県との差 -9.2 (5.5) -15.9 (-12.7) 1.8 (5.1) -6.1 (1.3) 0.0 (0.7) 3.4 (4.4) 0.6 (-0.1) 3.1 (-7.7) -13.7 (-4.7) 2.7 (-11.1) -7.6 (-14.9) 

全国との差 -7.6 (5.0) -14.3 (-13.2) 3.4 (4.6) -4.5 (0.8) 1.6 (0.2) 5.0 (3.9) 2.2 (-0.6) 4.7 (-8.2) -12.1 (-5.2) 4.3 (-11.6) -6.0 (-15.4) 

⑥ 
家で、学校の授業の予習をしていますか。（ [質
問番号(22)]「している＋どちらかといえば、してい
る」） 

割合 39.8 (36.3) 25.0 (30.2) 32.1 (30.6) 23.7 (27.4) 43.3 (39.6) 35.9 (36.2) 41.9 (35.9) 37.9 (16.3) 11.8 (21.3) 24.4 (6.5) 16.7 (20.2) 

県との差 2.4 (1.7) -12.4 (-4.4) -5.3 (-4.0) -13.7 (-7.2) 5.9 (5.0) -1.5 (1.6) 4.5 (1.3) 0.5 (-18.3) -25.6 (-13.3) -13.0 (-28.1) -20.7 (-14.4) 

全国との差 4.5 (2.1) -10.3 (-4.0) -3.2 (-3.6) -11.6 (-6.8) 8.0 (5.4) 0.6 (2.0) 6.6 (1.7) 2.6 (-17.9) -23.5 (-12.9) -10.9 (-27.7) -18.6 (-14.0) 

⑦ 
家で、学校の授業の復習をしていますか。（ [質
問番号(23)]「している＋どちらかといえば、してい
る」） 

割合 49.5 (49.0) 51.1 (34.3) 47.5 (43.8) 34.6 (40.8) 53.5 (49.6) 43.2 (48.9) 66.0 (59.4) 40.9 (31.9) 32.3 (34.7) 54.2 (22.1) 27.8 (20.1) 

県との差 0.6 (3.5) 2.2 (-11.2) -1.4 (-1.7) -14.3 (-4.7) 4.6 (4.1) -5.7 (3.4) 17.1 (13.9) -8.0 (-13.6) -16.6 (-10.8) 5.3 (-23.4) -21.1 (-25.4) 

全国との差 -2.5 (-1.4) -0.9 (-16.1) -4.5 (-6.6) -17.4 (-9.6) 1.5 (-0.8) -8.8 (-1.5) 14.0 (9.0) -11.1 (-18.5) -19.7 (-15.7) 2.2 (-28.3) -24.2 (-30.3) 

⑧ 
本を読んだり、借りたりするために、学校図書
館・室や地域の図書館へどれくらい行きますか。
（[質問番号(17)]「月に１～３回以上行く」） 

割合 24.8 (34.2) 17.0 (23.9) 22.7 (22.8) 16.5 (22.3) 14.7 (15.4) 16.2 (12.7) 22.7 (17.6) 28.8 (22.6) 15.8 (21.3) 23.4 (15.6) 30.6 (31.6) 

県との差 7.4 (15.8) -0.4 (5.5) 5.3 (4.4) -0.9 (3.9) -2.7 (-3.0) -1.2 (-5.7) 5.3 (-0.8) 11.4 (4.2) -1.6 (2.9) 6.0 (-2.8) 13.2 (13.2) 

全国との差 5.2 (15.3) -2.6 (5.0) 3.1 (3.9) -3.1 (3.4) -4.9 (-3.5) -3.4 (-6.2) 3.1 (-1.3) 9.2 (3.7) -3.8 (2.4) 3.8 (-3.3) 11.0 (12.7) 

⑨ 
家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や運動会
などの学校の行事に来ますか。（[質問番号(19)]
「よく来る＋時々来る」）  

割合 93.6 (94.1) 83.0 (82.3) 92.0 (82.8) 81.1 (87.6) 76.2 (72.1) 67.7 (69.9) 84.4 (85.0) 90.9 (90.7) 82.7 (85.8) 76.6 (85.8) 73.2 (76.3) 

県との差 14.7 (15.3) 4.1 (3.5) 13.1 (4.0) 2.2 (8.8) -2.7 (-6.7) -11.2 (-8.9) 5.5 (6.2) 12.0 (11.9) 3.8 (7.0) -2.3 (7.0) -5.7 (-2.5) 

全国との差 10.2 (11.0) -0.4 (-0.8) 8.6 (-0.3) -2.3 (4.5) -7.2 (-11.0) -15.7 (-13.2) 1.0 (1.9) 7.5 (7.6) -0.7 (2.7) -6.8 (2.7) -10.2 (-6.8) 

⑩ 
今住んでいる地域の行事に参加していますか。
（[質問番号 (27)]「当てはまる＋どちらかといえ
ば、当てはまる」） 

割合 80.6 (71.6) 37.5 (51.1) 56.2 (64.4) 63.9 (72.3) 53.2 (57.3) 44.2 (45.1) 48.3 (45.8) 50.7 (52.5) 40.9 (50.3) 43.7 (39.0) 50.0 (49.1) 

県との差 29.9 (21.2) -13.2 (0.7) 5.5 (14.0) 13.2 (21.9) 2.5 (6.9) -6.5 (-5.3) -2.4 (-4.6) 0.0 (2.1) -9.8 (-0.1) -7.0 (-11.4) -0.7 (-1.3) 

全国との差 35.8 (28.1) -7.3 (7.6) 11.4 (20.9) 19.1 (28.8) 8.4 (13.8) -0.6 (1.6) 3.5 (2.3) 5.9 (9.0) -3.9 (6.8) -1.1 (-4.5) 5.2 (5.6) 

⑪ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時
間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、聞いたりしま
すか。（テレビゲームをする時間は除く）（[質問番
号(10)]「３時間以上」） 

割合 30.1 (40.2) 35.2 (30.2) 32.1 (35.5) 33.4 (39.4) 36.1 (41.1) 35.0 (39.9) 29.8 (31.4) 32.5 (38.8) 37.8 (32.6) 30.8 (41.6) 30.6 (41.2) 

県との差 -2.3 (5.0) 2.8 (-5.0) -0.3 (0.3) 1.0 (4.2) 3.7 (5.9) 2.6 (4.7) -2.6 (-3.8) 0.1 (3.6) 5.4 (-2.6) -1.6 (6.4) -1.8 (6.0) 

全国との差 -0.4 (8.7) 4.7 (-1.3) 1.6 (4.0) 2.9 (7.9) 5.6 (9.6) 4.5 (8.4) -0.7 (-0.1) 2.0 (7.3) 7.3 (1.1) 0.3 (10.1) 0.1 (9.7) 

⑫ 

普段（月～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。（[質問番号(11)]「３時間以
上」） 

割合 22.6 (17.7) 25.0 (24.0) 24.8 (27.7) 28.4 (21.4) 22.1 (28.8) 23.5 (25.9) 27.0 (30.7) 21.3 (28.7) 26.8 (16.3) 17.0 (29.9) 29.6 (22.8) 

県との差 -0.3 (-6.3) 2.1 (0.0) 1.9 (3.7) 5.5 (-2.6) -0.8 (4.8) 0.6 (1.9) 4.1 (6.7) -1.6 (4.7) 3.9 (-7.7) -5.9 (5.9) 6.7 (-1.2) 

全国との差 2.1 (-2.6) 4.5 (3.7) 4.3 (7.4) 7.9 (1.1) 1.6 (8.5) 3.0 (5.6) 6.5 (10.4) 0.8 (8.4) 6.3 (-4.0) -3.5 (9.6) 9.1 (2.5) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 
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中学校 ６／６ 

 

  番号 質問事項   南伊勢町 度会町 鳥羽市 志摩市 伊賀市 名張市 尾鷲市 紀北町 熊野市 御浜町 紀宝町 

生
徒
質
問
紙 

⑬ 

普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの
時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメ
ール、インターネットをしますか（携帯電話や
スマートフォンを使ってゲームをする時間は
除く）（[質問番号(12)]「３時間以上」） 

割合 21.6 (15.6) 22.7 (27.0) 21.2 (23.9) 27.1 (23.6) 19.8 (28.5) 24.5 (29.4) 31.2 (27.5) 21.9 (31.2) 27.6 (27.0) 14.9 (16.9) 31.5 (36.0) 

県との差 0.1 (-8.9) 1.2 (2.5) -0.3 (-0.6) 5.6 (-0.9) -1.7 (4.0) 3.0 (4.9) 9.7 (3.0) 0.4 (6.7) 6.1 (2.5) -6.6 (-7.6) 10.0 (11.5) 

全国との差 3.4 (-4.2) 4.5 (7.2) 3.0 (4.1) 8.9 (3.8) 1.6 (8.7) 6.3 (9.6) 13.0 (7.7) 3.7 (11.4) 9.4 (7.2) -3.3 (-2.9) 13.3 (16.2) 

⑭ 

学校の授業時間以外に、普段（月～金曜
日）、１日当たりどれくらいの時間、勉強しま
すか。（学習塾や家庭教師を含む）（[質問番
号(13)]「１時間以上」） 

割合 65.6 (60.7) 63.6 (62.5) 77.3 (68.9) 57.6 (55.7) 68.7 (60.5) 63.5 (60.9) 75.1 (73.9) 71.9 (67.5) 61.4 (48.2) 43.7 (50.7) 47.2 (54.4) 

県との差 -0.9 (-3.7) -2.9 (-1.9) 10.8 (4.5) -8.9 (-8.7) 2.2 (-3.9) -3.0 (-3.5) 8.6 (9.5) 5.4 (3.1) -5.1 (-16.2) -22.8 (-13.7) -19.3 (-10.0) 

全国との差 -3.4 (-7.2) -5.4 (-5.4) 8.3 (1.0) -11.4 (-12.2) -0.3 (-7.4) -5.5 (-7.0) 6.1 (6.0) 2.9 (-0.4) -7.6 (-19.7) -25.3 (-17.2) -21.8 (-13.5) 

⑮ 

土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１
日当たりどれくらいの時間、勉強しますか。
（学習塾で勉強している時間や家庭教師に
教わっている時間も含む）（[質問番号(14)]
「３時間以上」と回答した割合） 

割合 7.6 (16.7) 13.6 (11.5) 13.8 (11.7) 10.9 (7.9) 12.2 (13.2) 11.2 (13.3) 9.2 (8.5) 6.0 (7.6) 3.2 (5.0) 2.2 (1.3) 4.7 (4.4) 

県との差 -5.3 (4.1) 0.7 (-1.1) 0.9 (-0.9) -2.0 (-4.7) -0.7 (0.6) -1.7 (0.7) -3.7 (-4.1) -6.9 (-5.0) -9.7 (-7.6) -10.7 (-11.3) -8.2 (-8.2) 

全国との差 -10.1 (-0.2) -4.1 (-5.4) -3.9 (-5.2) -6.8 (-9.0) -5.5 (-3.7) -6.5 (-3.6) -8.5 (-8.4) -11.7 (-9.3) -14.5 (-11.9) -15.5 (-15.6) -13.0 (-12.5) 

⑯ 
いじめは、どんな理由があってもいけないこ
とだと思う。（[質問番号(34)]「当てはまる＋
どちらかといえば、当てはまる」） 

割合 92.5 (90.2) 90.9 (94.8) 97.1 (91.6) 91.2 (94.4) 95.0 (94.9) 94.0 (93.9) 93.0 (90.2) 95.5 (95.7) 85.0 (95.8) 96.8 (92.2) 94.5 (94.7) 

県との差 -1.4 (-2.6) -3.0 (2.0) 3.2 (-1.2) -2.7 (1.6) 1.1 (2.1) 0.1 (1.1) -0.9 (-2.6) 1.6 (2.9) -8.9 (3.0) 2.9 (-0.6) 0.6 (1.9) 

全国との差 -1.2 (-3.2) -2.8 (1.4) 3.4 (-1.8) -2.5 (1.0) 1.3 (1.5) 0.3 (0.5) -0.7 (-3.2) 1.8 (2.3) -8.7 (2.4) 3.1 (-1.2) 0.8 (1.3) 

⑰ 

「総合的な学習の時間」では、自分で課題を
立てて情報を集め整理して、調べたことを発
表するなどの学習活動に取り組んでいます
か。（[質問番号(37)]「当てはまる＋どちらか
といえば、当てはまる」） 

割合 74.2 (58.8) 53.4 (46.9) 53.3 (55.5) 49.2 (54.3) 47.2 (45.1) 45.3 (42.9) 48.2 (45.1) 54.6 (43.1) 34.7 (36.2) 43.6 (62.4) 38.0 (41.2) 

県との差 25.3 (12.6) 4.5 (0.7) 4.4 (9.3) 0.3 (8.1) -1.7 (-1.1) -3.6 (-3.3) -0.7 (-1.1) 5.7 (-3.1) -14.2 (-10.0) -5.3 (16.2) -10.9 (-5.0) 

全国との差 16.2 (4.0) -4.6 (-7.9) -4.7 (0.7) -8.8 (-0.5) -10.8 (-9.7) -12.7 (-11.9) -9.8 (-9.7) -3.4 (-11.7) -23.3 (-18.6) -14.4 (7.6) -20.0 (-13.6) 

⑱ 

授業のはじめに、目標（めあて・ねらい）が
示されていたと思いますか。（ [質問番号
(41)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 86.0 (81.4) 61.4 (45.9) 86.1 (64.5) 72.6 (65.5) 70.1 (67.6) 84.5 (63.4) 70.2 (61.4) 91.6 (72.5) 82.7 (53.9) 73.4 (59.8) 82.4 (56.1) 

県との差 10.5 (19.3) -14.1 (-16.2) 10.6 (2.4) -2.9 (3.4) -5.4 (5.5) 9.0 (1.3) -5.3 (-0.7) 16.1 (10.4) 7.2 (-8.2) -2.1 (-2.3) 6.9 (-6.0) 

全国との差 6.3 (9.9) -18.3 (-25.6) 6.4 (-7.0) -7.1 (-6.0) -9.6 (-3.9) 4.8 (-8.1) -9.5 (-10.1) 11.9 (1.0) 3.0 (-17.6) -6.3 (-11.7) 2.7 (-15.4) 

⑲ 

授業の最後に、学習内容を振り返る活動を
よく行っていたと思いますか。（ [質問番号
(42)]「当てはまる＋どちらかといえば、当て
はまる」） 

割合 81.7 (72.6) 51.1 (41.7) 76.6 (56.7) 50.5 (52.3) 53.0 (52.1) 62.3 (51.0) 49.7 (46.4) 84.0 (60.0) 54.4 (41.9) 46.9 (29.9) 56.5 (46.5) 

県との差 23.4 (21.2) -7.2 (-9.7) 18.3 (5.3) -7.8 (0.9) -5.3 (0.7) 4.0 (-0.4) -8.6 (-5.0) 25.7 (8.6) -3.9 (-9.5) -11.4 (-21.5) -1.8 (-4.9) 

全国との差 22.4 (19.3) -8.2 (-11.6) 17.3 (3.4) -8.8 (-1.0) -6.3 (-1.2) 3.0 (-2.3) -9.6 (-6.9) 24.7 (6.7) -4.9 (-11.4) -12.4 (-23.4) -2.8 (-6.8) 

⑳ 

国語の授業で目的に応じて資料を読み、自
分の考えを話したり、書いたりしています
か。（[質問番号(53)]「当てはまる＋どちらか
といえば、当てはまる」） 

割合 73.1 (74.5) 50.0 (50.0) 54.7 (53.9) 50.6 (58.4) 50.6 (53.3) 59.3 (57.6) 60.3 (47.7) 68.9 (43.8) 48.0 (48.2) 54.3 (57.2) 43.6 (53.5) 

県との差 18.0 (21.3) -5.1 (-3.2) -0.4 (0.7) -4.5 (5.2) -4.5 (0.1) 4.2 (4.4) 5.2 (-5.5) 13.8 (-9.4) -7.1 (-5.0) -0.8 (4.0) -11.5 (0.3) 

全国との差 13.9 (18.4) -9.2 (-6.1) -4.5 (-2.2) -8.6 (2.3) -8.6 (-2.8) 0.1 (1.5) 1.1 (-8.4) 9.7 (-12.3) -11.2 (-7.9) -4.9 (1.1) -15.6 (-2.6) 

学
校
質
問
紙 

㉑ 

平成２６年度全国学力・学習状況調査の自
校の分析結果について，調査対象学年・教
科だけではなく，学校全体で教育活動を改
善するために活用しましたか。（[質問番号
(51)]「よく行った＋行った」）  

割合 100.0 (100.0) 100.0 (0.0) 100.0 (100.0) 100.0 (85.7) 100.0 (100.0) 100.0 (100.0) 100.0 (50.0) 100.0 (100.0) 85.7 (71.4) 100.0 (100.0) 50.0 (100.0) 

県との差 5.6 (8.6) 5.6 (-91.4) 5.6 (8.6) 5.6 (-5.7) 5.6 (8.6) 5.6 (8.6) 5.6 (-41.4) 5.6 (8.6) -8.7 (-20.0) 5.6 (8.6) -44.4 (8.6) 

全国との差 6.8 (9.6) 6.8 (-90.4) 6.8 (9.6) 6.8 (-4.7) 6.8 (9.6) 6.8 (9.6) 6.8 (-40.4) 6.8 (9.6) -7.5 (-19.0) 6.8 (9.6) -43.2 (9.6) 

㉒ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、学校図書館を活
用した授業を計画的に行いましたか。（[質
問番号(25)]「学期に数回程度以上行った」）  

割合 50.0 (0.0) 100.0 (0.0) 80.0 (100.0) 28.6 (0.0) 60.0 (50.0) 80.0 (80.0) 50.0 (0.0) 50.0 (75.0) 14.3 (0.0) 0.0 (33.3) 50.0 (100.0) 

県との差 5.3 (-39.5) 55.3 (-39.5) 35.3 (60.5) -16.1 (-39.5) 15.3 (10.5) 35.3 (40.5) 5.3 (-39.5) 5.3 (35.5) -30.4 (-39.5) -44.7 (-6.2) 5.3 (60.5) 

全国との差 5.1 (-42.2) 55.1 (-42.2) 35.1 (57.8) -16.3 (-42.2) 15.1 (7.8) 35.1 (37.8) 5.1 (-42.2) 5.1 (32.8) -30.6 (-42.2) -44.9 (-8.9) 5.1 (57.8) 

㉓ 

小学校第６学年の児童・中学校第３学年の
生徒に対して、前年度に、放課後を利用し
た補充的な学習サポートを実施しましたか。
（  [質問番号 (26)]「週に２～３回以上行っ
た」） 

割合 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 20.0 (0.0) 14.3 (0.0) 30.0 (10.0) 0.0 (20.0) 0.0 (50.0) 0.0 (0.0) 42.9 (28.6) 33.3 (33.3) 0.0 (0.0) 

県との差 -13.7 (-11.8) -13.7 (-11.8) 6.3 (-11.8) 0.6 (-11.8) 16.3 (-1.8) -13.7 (8.2) -13.7 (38.2) -13.7 (-11.8) 29.2 (16.8) 19.6 (21.5) -13.7 (-11.8) 

全国との差 -14.9 (-14.1) -14.9 (-14.1) 5.1 (-14.1) -0.6 (-14.1) 15.1 (-4.1) -14.9 (5.9) -14.9 (35.9) -14.9 (-14.1) 28.0 (14.5) 18.4 (19.2) -14.9 (-14.1) 

㉔ 
校長は、校内の授業をどの程度見て回って
いますか。（[質問番号小学校(112)・中学校
(110)]「週に２～３日程度以上」） 

割合 100.0 (50.0) 100.0 (100.0) 80.0 (60.0) 57.2 (85.8) 80.0 (80.0) 100.0 (100.0) 100.0 (50.0) 100.0 (25.0) 71.5 (42.9) 100.0 (100.0) 50.0 (50.0) 

県との差 18.6 (-19.2) 18.6 (30.8) -1.4 (-9.2) -24.2 (16.6) -1.4 (10.8) 18.6 (30.8) 18.6 (-19.2) 18.6 (-44.2) -9.9 (-26.3) 18.6 (30.8) -31.4 (-19.2) 

全国との差 18.6 (-29.3) 18.6 (20.7) -1.4 (-19.3) -24.2 (6.5) -1.4 (0.7) 18.6 (20.7) 18.6 (-29.3) 18.6 (-54.3) -9.9 (-36.4) 18.6 (20.7) -31.4 (-29.3) 

※表中の （ ）の値は、平成 26年度の値です。 

 

  




