
全国と比べて好ましい項目
●自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合が高い。
●学校のきまり（規則）を守っていると答えた児童生徒の割合が高い。
●家で学校の宿題をしていると答えた児童生徒の割合が高い。

全国と比べて気になる項目
●家で学校の授業の復習をしていると答えた児童生徒の割合が低い。
●携帯電話の使用頻度が高く、テレビゲームやインターネット、
　テレビ視聴の時間が長い。
●読書の時間が短い。
●小学生は勉強時間が短い。・中学生は睡眠時間が短い。

●朝食を毎日食べている子ほど正答率が高い傾向
●テレビやビデオ・ＤＶＤ、テレビゲーム、インターネットに没頭する子ほど正答率が低い傾向
●家の人と学校での出来事について話をしている子ほど正答率が高い傾向
●新聞やニュースなどに関心がある子ほど正答率が高い傾向
●学校のきまり（規則）や友だちのとの約束を守る子ほど正答率が高い傾向
●人の気持ちがわかる人間、人の役に立つ人間になりたいと思っている子ほど正答率が高い傾向

　愛知県ゆかりの著名人等が心に残った本を紹介した「みんなにすすめたい一冊の
本」を作成することで、読書活動の推進を図ります。

　スポーツ科学科が設置されている県立三好高校では、ラグビー部が地元の社会人強
豪チーム、トヨタ自動車ラグビー部コーチの指導を受けたり、人工芝のグラウンドを定期

的に使わせていただくなど、地域の特性を生かした効果的
な活動を展開しています。
　運動部活動競技力向上事業は、昨年度から開始された
愛知スーパーハイスクール研究指定推進事業のひとつで
あり、外部のトップレベルのコーチらによる指導や強化遠
征を通して運動部活動の競技力向上を図り、魅力と活力
に溢れた特色ある学校づくりを目指しています。
　このほか、愛知商業高校ハンドボール部、熱田高校サッ
カー部、大府高校硬式野球部、豊川工業高校陸上競技
部、田口高校ソフトテニス部においても、同様の活動によ
り競技力向上に取り組むとともに、近隣の中学校・高校と
の合同練習会等を通して、事業成果の普及・還元を図って
います。

　本県では、「スポーツあいち　さわやかプラン」に基づき、学校の教育活動全体を通
して、たくましく生きるための体力の向上に取り組んでいます。
　また、体力づくり推進事業として、優れた体力づくりへの取組を実践している学校を
「体力づくり優良校」として表彰したり、体力の優れた児童・生徒に「体力章」の交付など
を行っています。

　地域ぐるみで体験活動や道徳教育などについて考えるための対話集会や道徳の授
業公開などを実施することにより、豊かでたくましく生きる心の教育を充実しています。

　各分野の第一線で活躍する人材を「その道の達人」として小・中学校に派遣し、授
業に活用することにより、児童生徒に学ぶことの意義や楽しさを伝えています。

　子どもたちが興味を持って食事の大切さを実感させるため、小・中学生が考えた朝
ごはんの献立コンテストを開催します。
　小学生は「自分で作ろう！簡単朝ごはん」
　中学生は「地場産物を活用して朝ごはんを作ろう！」がテーマです。募集用パンフレッ
ト及び応募用紙につきましては、６月下旬に学校に配布します。

　就学前の子どもをもつ保護者のみなさんを対象とし、朝ごはんや生活リズムの大
切さを啓発していきます。

　県立高校5校が大学や研究機関等との連携により、教科・科目の指導方法や教材
の開発等を行い、特色があり魅力に富む県立高校づくりの一層の推進のため、その
研究成果を他校に普及していきます。

　インターネットの利用状況や携帯サイトの実態調査などに基づいた、家庭と連携し
た取組や授業などを行うことにより、情報社会で適正な活動を行うための考え方と態
度を育てます。

　子どもたちが地域に貢献する活動、社会に役立つ活動を実践する場を設けることに
よって、地域との絆づくりに努めます。

　将来にわたって本県の「モノづくり」を支える確かな技術や優れた研究開発力を備
えた人材の育成を目指して、地域の大学や企業の協力を得て比較的高度な内容を
学習する取組を行っています。

　県内12地区において高等学校を中心に、家庭・地域・中学校と連携して生徒の健全
育成に取り組んでいます。

　ネット上のいじめやケータイ依存症などのさまざまな情報化社会の課題から生徒を
守るため、家庭・地域・学校が連携・協働して情報モラルの向上に取り組みます。

　生徒が地域に貢献する活動、役に立つ活動を実践する場を設け、各学校が地域（ひ
と・もの・自然）との共生を目指し、地域に根ざした学校づくりを進めます。

学校では
●学習規律の維持や、書く習慣を付ける指導
　など、日常の指導を充実します。
●一人一人に応じたきめ細かい指導を充実
　します。

家庭では
●家庭で学習する習慣を身に付けましょう。
●携帯電話やインターネット等の利用に関す
　るルールをつくりましょう。

学校では
●体力向上を重視した「体つくり運動」の充
　実をはじめ、学校全体での継続的な取組
　を進めていくことが大切です。

家庭では
●健やかな心や体の育成には各家庭の協力
　が不可欠です。「生活習慣」・「食習慣」の改
　善は、体力向上につながります。

その他
の例

こうもく

こうもく

ひんど

ぼっとう

けいこう

けいこう

けいこう

けいこう

けいこう

けいこう

い　じ

じゅうじつ

れんけい

れんけい

れんけい

みりょく

ふきゅう

こうけん

きずな

じっせん

いぞんしょう こうけん じっせん

れんけい きょうどう

れんけい

れんけい

じゃっかん

せっしゅ

せっしゅ

せっしゅ

けいぞくてき

じっせん

みりょく

きんりん

かんげんふきゅう

小学校5年男子

聞くこと・話すこと
知識76.1（76.1）
活用72.8（73.0）

小6

知識79.7（80.1）中3
小5＝24.9（25.4）m
中2＝21.4（21.3）m
高2＝27.2（27.0）m

男子

小5＝14.7（14.9）m
中2＝13.9（13.6）m
高2＝15.4（15.3）m

女子

国語

ソフトボール投げ（小）
ハンドボール投げ（中・高）

小5＝153.2（154.0）㎝
中2＝193.6（195.3）㎝
高2＝223.9（224.8）㎝

男子

小5＝145.5（145.7）㎝
中2＝166.9（166.7）㎝
高2＝169.7（170.6）㎝

女子

立ち幅とび

小5＝9.4（9.4）秒
中2＝8.1（8.1）秒
高2＝7.4（7.3）秒

男子

小5＝9.7（9.6）秒
中2＝8.9（8.9）秒
高2＝9.0（8.9）秒

女子

50m走

小5＝45.5（49.4）回
中2＝398.2（395.7）秒
高2＝378.4（367.2）秒

男子

小5＝35.4（38.7）回
中2＝291.3（292.6）秒
高2＝303.4（303.3）秒

女子

シャトルラン（小）
持久走（中・高）男子1500m/女子1000m

小5＝16.4（17.0）kg
中2＝29.4（30.0）kg
高2＝42.0（39.3）kg

男子

小5＝15.9（16.5）kg
中2＝24.1（24.2）kg
高2＝27.4（26.9）kg

女子

握力
小5＝18.2（19.1）回
中2＝26.9（26.8）回
高2＝32.6（31.8）回

男子

小5＝16.5（17.6）回
中2＝22.5（22.3）回
高2＝24.8（24.0）回

女子

上体起こし
小5＝32.4（32.7）cm
中2＝43.8（43.0）cm
高2＝54.6（51.2）cm

男子

小5＝36.3（36.6）cm
中2＝45.3（44.5）cm
高2＝47.3（48.6）cm

女子

長座体前屈
小5＝39.9（41.0）回
中2＝50.8（50.5）回
高2＝57.1（56.7）回

男子

小5＝37.8（38.8）回
中2＝45.3（44.6）回
高2＝47.1（46.7）回

女子

反復横とび

書くこと
知識53.9（53.3）
活用48.8（49.1）

小6

知識55.1（55.2）
活用48.3（46.7）

中3

読むこと
知識45.1（44.5）
活用47.6（48.3）

愛知

全国

小6

知識71.9（71.0）
活用62.1（60.8）

中3

言語事項
知識64.0（65.2）小6

知識76.4（75.2）
活用62.0（60.5）

中3

数と計算（式）
知識77.0（76.8）
活用66.6（65.2）

小6

知識73.5（68.0）
活用58.9（54.2）

中3

算数
数学

図形
知識71.0（72.7）
活用60.4（61.2）

小6

知識65.2（62.7）
活用59.0（57.6）

中3

量と測定
知識54.2（56.2）
活用52.3（53.3）

小6
数量関係

知識73.2（72.4）
活用45.5（44.9）

小6

知識62.3（58.6）
活用49.1（44.7）

中3

国語も算数も全国平均とほとんど同じ正答率

本県の子どもたちは、小学校５年生・中学校２年生ともに…
朝食摂取状況が良好であるほど、体力が高い傾向がみられました。

体力合計点／
実技8種目の成績を1点から10点に
得点化して総和した合計得点です。
（80点満点）

1日の睡眠時間を8時間以上とっている集団は、
それ以外の集団と比べて、体力が高い傾向がみられました。

1日のテレビ視聴時間が3時間以上の集団は、
それ以外の集団と比べて、体力が低い傾向がみられました。

小学生 全国平均より国語はやや高い正答率、数学はかなり高い正答率中学生

全種目全国平均を下回り、男女とも低い傾向

本県の子どもたちの体力は、種目による若干の差異がありますが、
学年が上がるごとに全国平均を上回るか、全国平均に近づく傾向にあります。

小学生

男子…8種目中の4種目（ハンドボール投げ、上体おこし、長座体前屈、反復横とび）
　　　全国平均を上回る。
女子…握力以外全国平均を上回り、やや高い傾向

中学生

男子…8種目中の5種目（ハンドボール投げ、握力、上体おこし、長座体前屈、反復横とび）
　　　全国平均を上回る。
女子…8種目中の4種目（ハンドボール投げ、握力、上体おこし、反復横とび）
　　　全国平均を上回る。

高校生

小学校

中学校
愛知

全国

愛知

全国
小学校

中学校
愛知

全国
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※上記の値は正答率　単位：%　（　）書は全国の平均値。赤字は本県の値が全国平均を上回ったもの

※（　）書は全国の平均値。高等学校は平成19年度の値。赤字は本県の値が全国平均を上回った記録
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当てはまる どちらかといえば当てはまる どちらかといえば当てはまらない 当てはまらない

している どちらかといえばしている あまりしていない 全くしていない

毎日食べる
ときどき食べない
全く食べない
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小学校5年女子 中学校2年男子 中学校2年女子

8時間以上 6～8時間 6時間未満 1時間未満 1～2時間 2～3時間 3時間以上

小学校5年女子 中学校2年男子 中学校2年女子

小学校 中学校
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本県の取組

本県の子どもたちの学力は？

本県の子どもたちの体力は？自分には、よいところがあると思いますか？

家で学校の授業の復習をしていますか？

携帯電話で通話やメールをしていますか？
質問紙調査からは 質問紙調査（主に生活習慣、食習慣に関する調査）からは

朝食摂取と体力合計点
小学校５年生と中学校２年生の朝食摂取と体力の関係は…

小学校5年生の
睡眠時間と体力合計点
睡眠時間と体力の関係は…

中学校2年生のテレビ（テレビゲーム含む）
視聴時間と体力合計点

テレビ（テレビゲーム含む）視聴時間と体力の関係は…

【参考】   学力と生活習慣との関連は？ 学校や家庭での取組 【参考】   体力と生活習慣との関連は？ 学校や家庭での取組

あいちの子どもたちの学力は？ （全国学力・学習状況調査から） あいちの子どもたちの体力は？ （小学校、中学校は「平成20年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」から。高等学校は本県「体力づくり推進事業（体力テストデータ）」から）

未来へ「生きる力」を育てよう！あいちの
子どもたちは今…

知知

徳徳

体体 食食

みんなにすすめたい一冊の本

地域とはぐくむモラル向上事業

愛知県その道の達人派遣事業

児童生徒の情報モラル向上事業

愛知スーパーハイスクール研究指定校推進事業（教育課程部門）

地域にはたらきかける学校づくり推進事業

知と技の探究教育推進事業

地域連携生徒指導推進事業

家庭・地域・学校の連携による情報モラル向上推進事業 地域とあゆむ学校づくり推進事業

体力づくり優良校や体力章の交付

運動部活動競技力向上事業

「季節は秋！食べるぞ朝ごはん」コンテスト

「早寝・早起き・朝ごはん」キャンペーン

平成２０年度に文部科学省が実施した
全国学力・学習状況調査及び全国体力・運動能力・運動習慣調査などの結果から、
本県の子どもたちの姿が、少しずつ見えてきます。
本県では、あいちの将来を担うあいちの子どもたちの現状をとらえ、
学校で家庭で地域で、大切な子どもたちの「生きる力」を育んでいます。
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