
※グラフは、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の割合を示しています。

１　勉強が好きだ

２　勉強は大切だ

３　学校の勉強がよくわかる

４　ふだんの生活や社会に出て役立つよう、勉強したい

Ⅲ　質問紙調査結果（学習全般について）

小４で県平均並、小５以上で県平均を

上回っています。特に、小６・中１では

県平均を１０ポイント以上、上回ってい

ます。各学校では児童生徒の実態に応じ

て、興味・関心を高め、必要感のある課

題を設定し、児童生徒主体の探究型の授

業づくりに取り組んでいることがうかが

えます。
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小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で９６％以上となっていま

す。特に、小６・中１では９９％以上と

高い数値を示しています。各学校では、

学びの系統性を考え、既習事項を手がか

り課題解決の手立てとしたり、教科間の

つながりを考慮して年間計画を立案した

りしながら、勉強の大切さを実感させる

取組をしていることがうかがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

小学校では８５％以上、中学校では

８８％以上となっています。各学校では

新学習指導要領に示された教科の特質に

応じた見方・考え方を働かせるような授

業を行い、これまで以上に児童生徒一人

一人に応じた質の高い学びの充実を図っ

ていることがうかがえます。40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で９０％以上となっていま

す。特に、小６・中１では９８％以上と

高い数値を示しています。各学校では、

習得した知識や技能と日常生活や社会と

のつながりを意識させるような学習活動

の展開にも努めており、学ぶ目的意識を

もって勉強している児童生徒が多いこと

がうかがえます。
40
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80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県
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１　学校が楽しい

２　学校のきまりを守っている

１　自分にはよいところがあると思う

２　将来の夢や目標をもっている

Ⅲ　質問紙調査結果（学校生活について）

Ⅲ　質問紙調査結果（ふるさと・キャリア教育について）

全ての学年で９０％以上となっていま

す。特に小６・中１・中２は９５％以上

となっています。各学校では児童生徒一

人一人のよさを伸ばし、制約がある中で

も工夫を凝らし、学ぶことの楽しさや成

就感を味わわせることができるよう、

日々の教育活動の充実に努めていること

がうかがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

小５から中２で９０％以上となってい

ます。各学校では規範意識を醸成するた

めに、道徳の時間だけではなく、学習活

動全般や集団生活の様々な場面で生徒指

導の重要性を踏まえた意図的・計画的な

指導をしており、きまりやルールの意義

や守ることのの大切さを意識しているこ

とがうかがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で８０％以上となっていま

す。特に、小６・中１では９０％以上と

なっています。各学校では自己肯定感を

高めるために、個性を伸長すること、周

囲に認められる場面、目標の設定や満足

感を伴う振り返り等で児童生徒一人一人

のよさを伸ばそうとする取組の成果がう

かがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で県平均以上か県平均と並

ぶ結果となっています。特に、小学校で

は９０％以上となっています。各学校で

は年齢や発達の段階を踏まえ、職場見学

や職場体験、ガイダンス等の進路指導を

丁寧に行い、児童生徒一人一人のキャリ

ア発達を適切に支援していることがうか

がえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県
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３　人の役に立つ人間になりたいと思う

４　地域のためになる活動に進んで取り組みたいと思う

１　ふだんの授業では自分の考えを発表する機会があると思う

２　ふだんの授業では、学級の友達との間で話し合う活動を

　よく行っていると思う

Ⅲ　質問紙調査結果（授業について）

全ての学年で９４％以上となっていま

す。特に小６・中１では、９８％以上と

なっています。各学校ではふるさと・

キャリア教育や道徳教育等を通し、他者

と協働しながら、社会に役立つ行動をし

ていこうとする児童生徒の育成を目指し

て意図的・系統的に指導をしていること

がうかがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で９０％以上となっていま

す。各学校における継続的で特色ある取

組が、地域を支え、創出していこうとす

る気概、郷土愛や地域社会の発展に貢献

していこうとする児童生徒の意欲を高め

ており、それらの活動を地域内外へ適切

に発信していることがうかがえます。40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で県平均を上回っていま

す。特に、小６・中１・中２では９５％

以上と高い数値を示しています。各学校

では授業づくりの段階から、意図的に、

児童生徒が考えを発表する機会をしっか

りと設定し、児童生徒が活躍の場を与え

られていることを実感していることがう

かがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で県平均を上回っていま

す。特に小６・中１・中２では９８％以

上と高い数値を示しています。各学校で

は、ペアやグループ活動、全体等の学習

形態を工夫しながら、話合いの場を確実

に設定するなどしており、児童生徒が話

合いのよさを実感していることがうかが

えます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県
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３　ふだんの授業では、授業の目標（めあて・ねらい）を立てて

　取り組んでいると思う

４　ふだんの授業では、自分の学習活動を振り返る活動を

　行っていると思う

５　ふだんの授業では、学級の友達との間で話し合う活動を通じて

　自分の考えを深めたり、広げたりすることができていると思う

全ての学年で県平均を上回っていま

す。特に小６・中１・中２は９８％以上

と高い数値を示しています。各学校で

は、児童生徒が主体的に授業に臨めるよ

う、実態に応じて興味・関心を高めなが

ら、共に学習課題をつくるなど、学習の

見通しをもたせて授業を展開しているこ

とがうかがえます。
40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で県平均を上回っていま

す。どの学年も９０％以上となっていま

す。各学校では、ねらいをもたせた上で

取り組ませ、児童生徒が授業で学んだこ

とや学び方を価値付け、次時の学びにつ

なげる場面として振り返る時間を設定し

ていることがことがうかがえます。40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県

全ての学年で８０％以上となっていま

す。各学校では、課題に対する自分の考

えをもち、話し合う場面を設定し、他者

の考えを受けて自分の解釈や考えを伝え

合う活動を行うなど、話合いの質を高め

る授業を展開していることがうかがえま

す。40

60

80

100

小４ 小５ 小６ 中１ 中２

能代市 秋田県
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