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「マナーキッズ」調べの概要・見方など
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１．５編別の特徴

■ 5編別の比較

貴校 地区 全国 貴校 地区 全国 貴校 地区 全国 貴校 地区 全国

言葉編 18.22 17.57 17.33 15.54 16.30 16.93 16.40 17.03 17.12 16.72 16.97 17.13

(1.82) (1.76) (1.73) (1.55) (1.63) (1.69) (1.64) (1.70) (1.71) (1.67) (1.70) (1.71)

お辞儀・挨拶編 16.19 15.51 14.62 14.16 13.36 13.46 12.00 12.57 12.74 14.12 13.81 13.61

(1.62) (1.55) (1.46) (1.42) (1.34) (1.35) (1.20) (1.26) (1.27) (1.41) (1.38) (1.36)

歩き方・姿勢編 17.83 17.25 16.67 17.71 17.71 16.37 15.26 15.42 15.36 16.93 16.79 16.13

(1.78) (1.73) (1.67) (1.77) (1.77) (1.64) (1.53) (1.54) (1.54) (1.69) (1.68) (1.61)

生活編 17.79 16.40 16.05 16.61 15.69 15.70 16.01 15.26 15.17 16.80 15.78 15.64

(1.78) (1.64) (1.61) (1.66) (1.57) (1.57) (1.60) (1.53) (1.52) (1.68) (1.58) (1.56)

社会規範編 18.47 17.26 16.88 16.98 16.20 16.51 15.57 15.40 14.96 17.01 16.29 16.12

(1.85) (1.73) (1.69) (1.70) (1.62) (1.65) (1.56) (1.54) (1.50) (1.70) (1.63) (1.61)

5編合計 88.50 83.99 81.55 81.00 79.26 78.97 75.24 75.68 75.35 81.58 79.64 78.62

(8.85) (8.40) (8.16) (8.10) (7.93) (7.90) (7.52) (7.57) (7.54) (8.16) (7.96) (7.86)

コメント

「社会規範編」は平均点17.01と中級レベルに達しています。

5編

平均点（平均換算値）

低学年 中学年 高学年 全学年

・満点／上級レベルは計0項目です。
・中級レベルは「社会規範編」、「歩き方・姿勢編」、「生活編」等で計4項目です。
・初級レベルは「お辞儀・挨拶編」で計1項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00

言葉編

お辞儀・挨拶編

歩き方・姿勢編

生活編

社会規範編

貴校 地区 全国

(点)



２．学年別の特徴＞低学年の傾向＞言葉編

■ 言葉編の比較

1.76 (1.76) 1.73 (1.73) 1.76 (1.76)

1.76 (1.76) 1.77 (1.77) 1.84 (1.84)

1.91 (1.91) 1.86 (1.86) 1.83 (1.83)

1.84 (1.84) 1.80 (1.80) 1.86 (1.86)

1.91 (1.91) 1.81 (1.81) 1.86 (1.86)

1.93 (1.93) 1.88 (1.88) 1.73 (1.73)

1.73 (1.73) 1.64 (1.64) 1.52 (1.52)

1.80 (1.80) 1.73 (1.73) 1.73 (1.73)

1.87 (1.87) 1.87 (1.87) 1.81 (1.81)

1.71 (1.71) 1.48 (1.48) 1.39 (1.39)

言葉編合計 18.22 (18.22) 17.57 (17.57) 17.33 (17.33)

コメント

「06：はい。」は平均点1.93と上級レベルに達しています。

言葉編
平均点（平均換算値）

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

おはようございます。

おやすみなさい。

さようなら。

いただきます。

ごちそうさま。

はい。

はっきりと「○○です。」

ありがとうございます。

ごめんなさい。

どうしたの？

・満点／上級レベルは「06：はい。」、「03：さようなら。」、「05：ごちそうさま。」等で計6項目です。
・中級レベルは「01：おはようございます。」、「02：おやすみなさい。」、「07：はっきりと「○○です。」」等で
計4項目です。
・初級レベルは計0項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

おはようございます。

おやすみなさい。

さようなら。

いただきます。

ごちそうさま。

はい。

はっきりと「○○です。」

ありがとうございます。

ごめんなさい。

どうしたの？

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

(点)



２．学年別の特徴＞低学年の傾向＞お辞儀・挨拶編

■ お辞儀・挨拶編の比較

1.71 (1.71) 1.60 (1.60) 1.58 (1.58)

1.67 (1.67) 1.59 (1.59) 1.58 (1.58)

1.73 (1.73) 1.68 (1.68) 1.67 (1.67)

1.51 (1.51) 1.60 (1.60) 1.49 (1.49)

1.73 (1.73) 1.61 (1.61) 1.49 (1.49)

1.51 (1.51) 1.39 (1.39) 1.36 (1.36)

1.53 (1.53) 1.48 (1.48) 1.41 (1.41)

1.60 (1.60) 1.46 (1.46) 1.40 (1.40)

1.56 (1.56) 1.48 (1.48) 1.35 (1.35)

1.64 (1.64) 1.62 (1.62) 1.29 (1.29)

お辞儀・挨拶編合計 16.19 (16.19) 15.51 (15.51) 14.62 (14.62)

コメント

「03：相手の目を見てあいさつ」は平均点1.73と中級レベルに達しています。

お辞儀・挨拶編
平均点（平均換算値）

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

自分からあいさつ

笑顔であいさつ

相手の目を見てあいさつ

こしを折ってあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

ノックをして入室

足うらをゆかに着けて着席

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

ひざ上に手をハの字にして着席

・満点／上級レベルは計0項目です。
・中級レベルは「03：相手の目を見てあいさつ」、「05：おじぎ後相手の顔を見る」、「01：自分からあいさつ」等で
計6項目です。
・初級レベルは「09：両ひざをそろえて着席」、「07：足うらをゆかに着けて着席」、「04：こしを折ってあいさつ」
等で計4項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

自分からあいさつ

笑顔であいさつ

相手の目を見てあいさつ

こしを折ってあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

ノックをして入室

足うらをゆかに着けて着席

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

ひざ上に手をハの字にして着席

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

(点)



２．学年別の特徴＞低学年の傾向＞歩き方・姿勢編

■ 歩き方・姿勢編の比較

1.78 (1.78) 1.79 (1.79) 1.73 (1.73)

1.80 (1.80) 1.63 (1.63) 1.63 (1.63)

1.73 (1.73) 1.70 (1.70) 1.71 (1.71)

1.96 (1.96) 1.79 (1.79) 1.74 (1.74)

1.71 (1.71) 1.74 (1.74) 1.66 (1.66)

1.78 (1.78) 1.70 (1.70) 1.49 (1.49)

1.76 (1.76) 1.67 (1.67) 1.53 (1.53)

1.82 (1.82) 1.81 (1.81) 1.68 (1.68)

1.76 (1.76) 1.79 (1.79) 1.81 (1.81)

1.73 (1.73) 1.63 (1.63) 1.69 (1.69)

歩き方・姿勢編合計 17.83 (17.83) 17.25 (17.25) 16.67 (16.67)

コメント

「04：かかとから着地して歩く」は平均点1.96と上級レベルに達しています。

歩き方・姿勢編
平均点（平均換算値）

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

ペタンペタンと音をたてずに歩く

かかとをつぶさずにくつをはく

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

くつのかかとをそろえてくつ箱に入れる

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ひざをかかえて体育すわりのしせい

・満点／上級レベルは「04：かかとから着地して歩く」、「08：指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい」、
「02：かかとをつぶさずにくつをはく」で計3項目です。
・中級レベルは「01：ペタンペタンと音をたてずに歩く」、「06：へそ下に力を入れて気をつけのしせい」、「07：胸
を開き相手の顔を見て気をつけのしせい」等で計7項目です。
・初級レベルは計0項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

ペタンペタンと音をたてずに歩く

かかとをつぶさずにくつをはく

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

くつのかかとをそろえてくつ箱に入れる

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ひざをかかえて体育すわりのしせい

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

(点)



２．学年別の特徴＞低学年の傾向＞生活編

■ 生活編の比較

1.98 (1.98) 1.97 (1.97) 1.89 (1.89)

1.71 (1.71) 1.65 (1.65) 1.59 (1.59)

1.64 (1.64) 1.67 (1.67) 1.67 (1.67)

1.91 (1.91) 1.65 (1.65) 1.62 (1.62)

1.78 (1.78) 1.66 (1.66) 1.58 (1.58)

1.80 (1.80) 1.61 (1.61) 1.59 (1.59)

1.80 (1.80) 1.73 (1.73) 1.73 (1.73)

1.80 (1.80) 1.49 (1.49) 1.39 (1.39)

1.64 (1.64) 1.40 (1.40) 1.52 (1.52)

1.73 (1.73) 1.57 (1.57) 1.47 (1.47)

生活編合計 17.79 (17.79) 16.40 (16.40) 16.05 (16.05)

コメント

「01：朝食を必ず食べている」は平均点1.98と上級レベルに達しています。

生活編
平均点（平均換算値）

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

朝食を必ず食べている

早ね早起きをする

食後に歯みがきをする

晴れた日に外で遊ぶ

家の手伝いをする

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

はしを正しく持つ

テレビやゲームは時間を決めている

・満点／上級レベルは「01：朝食を必ず食べている」、「04：晴れた日に外で遊ぶ」、「06：食前に手を洗う」等で計
5項目です。
・中級レベルは「05：家の手伝いをする」、「10：テレビやゲームは時間を決めている」、「02：早ね早起きをする」
等で計5項目です。
・初級レベルは計0項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

朝食を必ず食べている

早ね早起きをする

食後に歯みがきをする

晴れた日に外で遊ぶ

家の手伝いをする

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

はしを正しく持つ

テレビやゲームは時間を決めている

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

(点)



２．学年別の特徴＞低学年の傾向＞社会規範編

■ 社会規範編の比較

1.91 (1.91) 1.89 (1.89) 1.78 (1.78)

1.93 (1.93) 1.88 (1.88) 1.84 (1.84)

1.84 (1.84) 1.79 (1.79) 1.72 (1.72)

1.51 (1.51) 1.30 (1.30) 1.34 (1.34)

1.98 (1.98) 1.90 (1.90) 1.84 (1.84)

1.80 (1.80) 1.66 (1.66) 1.61 (1.61)

1.96 (1.96) 1.90 (1.90) 1.89 (1.89)

1.87 (1.87) 1.77 (1.77) 1.71 (1.71)

1.87 (1.87) 1.63 (1.63) 1.56 (1.56)

1.80 (1.80) 1.54 (1.54) 1.59 (1.59)

社会規範編合計 18.47 (18.47) 17.26 (17.26) 16.88 (16.88)

コメント

「05：動物や花を大切にする」は平均点1.98と上級レベルに達しています。

社会規範編
平均点（平均換算値）

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

おうだんほどうは青で左右をかくにんしてわたる

ごみはごみばこにすてる

友達の悪口を言わない

いじめをやめさせる

動物や花を大切にする

人にうそをつかない

人にものをかりる時「かしてね。」と言う

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

父の日、母の日にプレゼントする

・満点／上級レベルは「05：動物や花を大切にする」、「07：人にものをかりる時「かしてね。」と言う」、「02：ご
みはごみばこにすてる」等で計9項目です。
・中級レベルは計0項目です。
・初級レベルは「04：いじめをやめさせる」で計1項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

おうだんほどうは青で左右をかくにんしてわたる

ごみはごみばこにすてる

友達の悪口を言わない

いじめをやめさせる

動物や花を大切にする

人にうそをつかない

人にものをかりる時「かしてね。」と言う

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

父の日、母の日にプレゼントする

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

(点)



２．学年別の特徴＞中学年の傾向＞言葉編

■ 言葉編の比較

1.58 (1.58) 1.66 (1.66) 1.73 (1.73)

1.68 (1.68) 1.76 (1.76) 1.82 (1.82)

1.73 (1.73) 1.82 (1.82) 1.82 (1.82)

1.83 (1.83) 1.80 (1.80) 1.87 (1.87)

1.69 (1.69) 1.68 (1.68) 1.85 (1.85)

1.59 (1.59) 1.61 (1.61) 1.59 (1.59)

1.12 (1.12) 1.37 (1.37) 1.44 (1.44)

1.51 (1.51) 1.66 (1.66) 1.78 (1.78)

1.71 (1.71) 1.72 (1.72) 1.77 (1.77)

1.10 (1.10) 1.22 (1.22) 1.26 (1.26)

言葉編合計 15.54 (15.54) 16.30 (16.30) 16.93 (16.93)

コメント

「04：いただきます。」は平均点1.83と上級レベルに達しています。「10：どうしたの？」は平均点1.1と
未到達であり課題です。

言葉編
平均点（平均換算値）

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

おはようございます。

おやすみなさい。

さようなら。

いただきます。

ごちそうさま。

はい。

はっきりと「○○です。」

ありがとうございます。

ごめんなさい。

どうしたの？

・満点／上級レベルは「04：いただきます。」で計1項目です。
・中級レベルは「03：さようなら。」、「09：ごめんなさい。」、「05：ごちそうさま。」等で計4項目です。
・初級レベルは「06：はい。」、「01：おはようございます。」、「08：ありがとうございます。」で計3項目です。
・基準値未到達は「07：はっきりと「○○です。」」、「10：どうしたの？」で計2項目です。
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0.00 1.00 2.00

おはようございます。

おやすみなさい。

さようなら。

いただきます。

ごちそうさま。

はい。

はっきりと「○○です。」

ありがとうございます。

ごめんなさい。

どうしたの？

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

(点)



２．学年別の特徴＞中学年の傾向＞お辞儀・挨拶編

■ お辞儀・挨拶編の比較

1.34 (1.34) 1.39 (1.39) 1.49 (1.49)

1.47 (1.47) 1.43 (1.43) 1.41 (1.41)

1.51 (1.51) 1.57 (1.57) 1.54 (1.54)

1.27 (1.27) 1.30 (1.30) 1.32 (1.32)

1.49 (1.49) 1.38 (1.38) 1.36 (1.36)

1.45 (1.45) 1.34 (1.34) 1.50 (1.50)

1.46 (1.46) 1.28 (1.28) 1.24 (1.24)

1.53 (1.53) 1.24 (1.24) 1.30 (1.30)

1.49 (1.49) 1.29 (1.29) 1.26 (1.26)

1.15 (1.15) 1.14 (1.14) 1.04 (1.04)

お辞儀・挨拶編合計 14.16 (14.16) 13.36 (13.36) 13.46 (13.46)

コメント

「08：もたれずに着席」は平均点1.53と初級レベルに達しています。「10：ひざ上に手をハの字にして着
席」は平均点1.15と未到達であり課題です。

お辞儀・挨拶編
平均点（平均換算値）

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

自分からあいさつ

笑顔であいさつ

相手の目を見てあいさつ

こしを折ってあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

ノックをして入室

足うらをゆかに着けて着席

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

ひざ上に手をハの字にして着席

・満点／上級レベルは計0項目です。
・中級レベルは計0項目です。
・初級レベルは「08：もたれずに着席」、「03：相手の目を見てあいさつ」、「05：おじぎ後相手の顔を見る」等で計
7項目です。
・基準値未到達は「01：自分からあいさつ」、「04：こしを折ってあいさつ」、「10：ひざ上に手をハの字にして着
席」で計3項目です。
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0.00 1.00 2.00

自分からあいさつ

笑顔であいさつ

相手の目を見てあいさつ

こしを折ってあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

ノックをして入室

足うらをゆかに着けて着席

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

ひざ上に手をハの字にして着席

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

(点)



２．学年別の特徴＞中学年の傾向＞歩き方・姿勢編

■ 歩き方・姿勢編の比較

1.93 (1.93) 1.90 (1.90) 1.74 (1.74)

1.75 (1.75) 1.70 (1.70) 1.72 (1.72)

1.90 (1.90) 1.66 (1.66) 1.63 (1.63)

1.90 (1.90) 1.86 (1.86) 1.71 (1.71)

1.86 (1.86) 1.82 (1.82) 1.61 (1.61)

1.49 (1.49) 1.61 (1.61) 1.39 (1.39)

1.61 (1.61) 1.57 (1.57) 1.42 (1.42)

1.91 (1.91) 1.84 (1.84) 1.66 (1.66)

1.53 (1.53) 1.56 (1.56) 1.82 (1.82)

1.83 (1.83) 1.65 (1.65) 1.67 (1.67)

歩き方・姿勢編合計 17.71 (17.71) 17.17 (17.17) 16.37 (16.37)

コメント

「01：ペタンペタンと音をたてずに歩く」は平均点1.93と上級レベルに達しています。

歩き方・姿勢編
平均点（平均換算値）

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

ペタンペタンと音をたてずに歩く

かかとをつぶさずにくつをはく

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

くつのかかとをそろえてくつ箱に入れる

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ひざをかかえて体育すわりのしせい

・満点／上級レベルは「01：ペタンペタンと音をたてずに歩く」、「08：指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせ
い」、「03：うつむいて歩かない」等で計6項目です。
・中級レベルは「02：かかとをつぶさずにくつをはく」、「07：胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい」で計2項目
です。
・初級レベルは「09：両足をかたはば分広げて休めのしせい」、「06：へそ下に力を入れて気をつけのしせい」で計2項
目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

ペタンペタンと音をたてずに歩く

かかとをつぶさずにくつをはく

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

くつのかかとをそろえてくつ箱に入れる

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ひざをかかえて体育すわりのしせい

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

(点)



２．学年別の特徴＞中学年の傾向＞生活編

■ 生活編の比較

1.97 (1.97) 1.91 (1.91) 1.91 (1.91)

1.58 (1.58) 1.56 (1.56) 1.48 (1.48)

1.61 (1.61) 1.56 (1.56) 1.59 (1.59)

1.69 (1.69) 1.61 (1.61) 1.60 (1.60)

1.49 (1.49) 1.37 (1.37) 1.52 (1.52)

1.71 (1.71) 1.63 (1.63) 1.64 (1.64)

1.92 (1.92) 1.86 (1.86) 1.75 (1.75)

1.49 (1.49) 1.29 (1.29) 1.25 (1.25)

1.66 (1.66) 1.48 (1.48) 1.54 (1.54)

1.49 (1.49) 1.42 (1.42) 1.42 (1.42)

生活編合計 16.61 (16.61) 15.69 (15.69) 15.70 (15.70)

コメント

「01：朝食を必ず食べている」は平均点1.97と上級レベルに達しています。

生活編
平均点（平均換算値）

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

朝食を必ず食べている

早ね早起きをする

食後に歯みがきをする

晴れた日に外で遊ぶ

家の手伝いをする

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

はしを正しく持つ

テレビやゲームは時間を決めている

・満点／上級レベルは「01：朝食を必ず食べている」、「07：クチャクチャ音を出さずに食べる」で計2項目です。
・中級レベルは「06：食前に手を洗う」、「04：晴れた日に外で遊ぶ」、「09：はしを正しく持つ」等で計4項目で
す。
・初級レベルは「02：早ね早起きをする」、「05：家の手伝いをする」、「08：よくかんで食べる」等で計4項目で
す。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

朝食を必ず食べている

早ね早起きをする

食後に歯みがきをする

晴れた日に外で遊ぶ

家の手伝いをする

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

はしを正しく持つ

テレビやゲームは時間を決めている

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

(点)



２．学年別の特徴＞中学年の傾向＞社会規範編

■ 社会規範編の比較

1.85 (1.85) 1.85 (1.85) 1.74 (1.74)

1.93 (1.93) 1.83 (1.83) 1.83 (1.83)

1.79 (1.79) 1.58 (1.58) 1.61 (1.61)

1.12 (1.12) 1.16 (1.16) 1.28 (1.28)

1.90 (1.90) 1.82 (1.82) 1.82 (1.82)

1.69 (1.69) 1.40 (1.40) 1.48 (1.48)

1.86 (1.86) 1.89 (1.89) 1.89 (1.89)

1.69 (1.69) 1.65 (1.65) 1.71 (1.71)

1.56 (1.56) 1.56 (1.56) 1.53 (1.53)

1.59 (1.59) 1.46 (1.46) 1.62 (1.62)

社会規範編合計 16.98 (16.98) 16.20 (16.20) 16.51 (16.51)

コメント

「02：ごみはごみばこにすてる」は平均点1.93と上級レベルに達しています。「04：いじめをやめさせる」
は平均点1.12と未到達であり課題です。

社会規範編
平均点（平均換算値）

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

おうだんほどうは青で左右をかくにんしてわたる

ごみはごみばこにすてる

友達の悪口を言わない

いじめをやめさせる

動物や花を大切にする

人にうそをつかない

人にものをかりる時「かしてね。」と言う

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

父の日、母の日にプレゼントする

・満点／上級レベルは「02：ごみはごみばこにすてる」、「05：動物や花を大切にする」、「07：人にものをかりる時
「かしてね。」と言う」等で計4項目です。
・中級レベルは「03：友達の悪口を言わない」、「06：人にうそをつかない」、「08：時間を守り、ちこくしない」で
計3項目です。
・初級レベルは「10：父の日、母の日にプレゼントする」、「09：両親の言つけを守る」で計2項目です。
・基準値未到達は「04：いじめをやめさせる」で計1項目です。
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0.00 1.00 2.00

おうだんほどうは青で左右をかくにんしてわたる

ごみはごみばこにすてる

友達の悪口を言わない

いじめをやめさせる

動物や花を大切にする

人にうそをつかない

人にものをかりる時「かしてね。」と言う

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

父の日、母の日にプレゼントする

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

(点)



２．学年別の特徴＞高学年の傾向＞言葉編

■ 言葉編の比較

1.72 (1.72) 1.84 (1.84) 1.82 (1.82)

1.66 (1.66) 1.75 (1.75) 1.80 (1.80)

1.72 (1.72) 1.84 (1.84) 1.85 (1.85)

1.89 (1.89) 1.88 (1.88) 1.88 (1.88)

1.79 (1.79) 1.85 (1.85) 1.88 (1.88)

1.51 (1.51) 1.56 (1.56) 1.60 (1.60)

1.38 (1.38) 1.41 (1.41) 1.51 (1.51)

1.77 (1.77) 1.85 (1.85) 1.84 (1.84)

1.79 (1.79) 1.87 (1.87) 1.81 (1.81)

1.17 (1.17) 1.18 (1.18) 1.13 (1.13)

言葉編合計 16.40 (16.40) 17.03 (17.03) 17.12 (17.12)

コメント

「04：いただきます。」は平均点1.89と上級レベルに達しています。「10：どうしたの？」は平均点1.17と
未到達であり課題です。

言葉編
平均点（平均換算値）

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

おはようございます。

おやすみなさい。

さようなら。

いただきます。

ごちそうさま。

はい。

「○○です。」「○○ます。」

ありがとうございます。

ごめんなさい。

どうしたの？

・満点／上級レベルは「04：いただきます。」で計1項目です。
・中級レベルは「05：ごちそうさま。」、「09：ごめんなさい。」、「08：ありがとうございます。」等で計6項目で
す。
・初級レベルは「06：はい。」で計1項目です。
・基準値未到達は「07：「○○です。」「○○ます。」」、「10：どうしたの？」で計2項目です。
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0.00 1.00 2.00

おはようございます。

おやすみなさい。

さようなら。

いただきます。

ごちそうさま。

はい。

「○○です。」「○○ます。」

ありがとうございます。

ごめんなさい。

どうしたの？

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

(点)



２．学年別の特徴＞高学年の傾向＞お辞儀・挨拶編

■ お辞儀・挨拶編の比較

1.43 (1.43) 1.58 (1.58) 1.50 (1.50)

1.17 (1.17) 1.40 (1.40) 1.36 (1.36)

1.53 (1.53) 1.65 (1.65) 1.49 (1.49)

1.04 (1.04) 1.26 (1.26) 1.26 (1.26)

1.17 (1.17) 1.32 (1.32) 1.31 (1.31)

1.34 (1.34) 1.38 (1.38) 1.39 (1.39)

1.02 (1.02) 1.06 (1.06) 1.17 (1.17)

1.32 (1.32) 1.09 (1.09) 1.22 (1.22)

1.15 (1.15) 1.01 (1.01) 1.10 (1.10)

0.83 (0.83) 0.82 (0.82) 0.94 (0.94)

お辞儀・挨拶編合計 12.00 (12.00) 12.57 (12.57) 12.74 (12.74)

コメント

「03：相手の目を見てあいさつ」は平均点1.53と初級レベルに達しています。「10：ひざ上に手をハの字に
して着席」は平均点0.83と未到達であり課題です。

お辞儀・挨拶編
平均点（平均換算値）

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

自分からあいさつ

笑顔であいさつ

相手の目を見てあいさつ

こしを折ってあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

ノックをして入室

足裏を床に着けて着席

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

ひざ上に手をハの字にして着席

・満点／上級レベルは計0項目です。
・中級レベルは計0項目です。
・初級レベルは「03：相手の目を見てあいさつ」、「01：自分からあいさつ」で計2項目です。
・基準値未到達は「06：ノックをして入室」、「08：もたれずに着席」、「02：笑顔であいさつ」等で計8項目です。
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0.00 1.00 2.00

自分からあいさつ

笑顔であいさつ

相手の目を見てあいさつ

こしを折ってあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

ノックをして入室

足裏を床に着けて着席

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

ひざ上に手をハの字にして着席

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

(点)



２．学年別の特徴＞高学年の傾向＞歩き方・姿勢編

■ 歩き方・姿勢編の比較

1.85 (1.85) 1.78 (1.78) 1.75 (1.75)

1.72 (1.72) 1.72 (1.72) 1.73 (1.73)

1.68 (1.68) 1.59 (1.59) 1.52 (1.52)

1.72 (1.72) 1.66 (1.66) 1.63 (1.63)

1.47 (1.47) 1.35 (1.35) 1.36 (1.36)

1.26 (1.26) 1.28 (1.28) 1.17 (1.17)

1.28 (1.28) 1.31 (1.31) 1.26 (1.26)

1.49 (1.49) 1.68 (1.68) 1.57 (1.57)

1.11 (1.11) 1.45 (1.45) 1.72 (1.72)

1.68 (1.68) 1.60 (1.60) 1.65 (1.65)

歩き方・姿勢編合計 15.26 (15.26) 15.42 (15.42) 15.36 (15.36)

コメント

「01：ペタンペタンと音をたてずに歩く」は平均点1.85と上級レベルに達しています。「09：両足をかたは
ば分広げて休めのしせい」は平均点1.11と未到達であり課題です。

歩き方・姿勢編
平均点（平均換算値）

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

ペタンペタンと音をたてずに歩く

かかとをつぶさずにくつをはく

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

みんなのくつやトイレのはきものをそろえる

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ひざをかかえて体育すわりのしせい

・満点／上級レベルは「01：ペタンペタンと音をたてずに歩く」で計1項目です。
・中級レベルは「02：かかとをつぶさずにくつをはく」、「04：かかとから着地して歩く」、「03：うつむいて歩かな
い」等で計4項目です。
・初級レベルは「08：指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい」、「05：みんなのくつやトイレのはきものをそ
ろえる」で計2項目です。
・基準値未到達は「07：胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい」、「06：へそ下に力を入れて気をつけのしせ
い」、「09：両足をかたはば分広げて休めのしせい」で計3項目です。
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0.00 1.00 2.00

ペタンペタンと音をたてずに歩く

かかとをつぶさずにくつをはく

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

みんなのくつやトイレのはきものをそろえる

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ひざをかかえて体育すわりのしせい

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

(点)



２．学年別の特徴＞高学年の傾向＞生活編

■ 生活編の比較

1.96 (1.96) 1.90 (1.90) 1.87 (1.87)

1.30 (1.30) 1.25 (1.25) 1.23 (1.23)

1.74 (1.74) 1.66 (1.66) 1.64 (1.64)

1.51 (1.51) 1.40 (1.40) 1.43 (1.43)

1.62 (1.62) 1.52 (1.52) 1.49 (1.49)

1.91 (1.91) 1.85 (1.85) 1.68 (1.68)

1.89 (1.89) 1.84 (1.84) 1.77 (1.77)

1.21 (1.21) 1.21 (1.21) 1.19 (1.19)

1.55 (1.55) 1.45 (1.45) 1.59 (1.59)

1.32 (1.32) 1.18 (1.18) 1.28 (1.28)

生活編合計 16.01 (16.01) 15.26 (15.26) 15.17 (15.17)

コメント

「01：朝食を必ず食べている」は平均点1.96と上級レベルに達しています。「08：よくかんで食べる」は平
均点1.21と未到達であり課題です。

生活編
平均点（平均換算値）

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

朝食を必ず食べている

早ね早起きをする

食後に歯みがきをする

晴れた日に外で遊ぶ

家の手伝いをする

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

はしを正しく持つ

テレビやゲームは時間を決めている

・満点／上級レベルは「01：朝食を必ず食べている」、「06：食前に手を洗う」、「07：クチャクチャ音を出さずに食
べる」で計3項目です。
・中級レベルは「03：食後に歯みがきをする」、「05：家の手伝いをする」で計2項目です。
・初級レベルは「09：はしを正しく持つ」、「04：晴れた日に外で遊ぶ」で計2項目です。
・基準値未到達は「10：テレビやゲームは時間を決めている」、「02：早ね早起きをする」、「08：よくかんで食べ
る」で計3項目です。
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0.00 1.00 2.00

朝食を必ず食べている

早ね早起きをする

食後に歯みがきをする

晴れた日に外で遊ぶ

家の手伝いをする

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

はしを正しく持つ

テレビやゲームは時間を決めている

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

(点)



２．学年別の特徴＞高学年の傾向＞社会規範編

■ 社会規範編の比較

1.79 (1.79) 1.84 (1.84) 1.62 (1.62)

1.30 (1.30) 1.23 (1.23) 1.20 (1.20)

1.45 (1.45) 1.43 (1.43) 1.37 (1.37)

0.91 (0.91) 1.09 (1.09) 1.06 (1.06)

1.83 (1.83) 1.87 (1.87) 1.79 (1.79)

1.68 (1.68) 1.55 (1.55) 1.46 (1.46)

1.94 (1.94) 1.90 (1.90) 1.87 (1.87)

1.79 (1.79) 1.58 (1.58) 1.59 (1.59)

1.62 (1.62) 1.54 (1.54) 1.51 (1.51)

1.26 (1.26) 1.37 (1.37) 1.49 (1.49)

社会規範編合計 15.57 (15.57) 15.40 (15.40) 14.96 (14.96)

コメント

「07：人にものを借りる時「貸してね。」と言う」は平均点1.94と上級レベルに達しています。「04：いじ
めをやめさせる」は平均点0.91と未到達であり課題です。

社会規範編
平均点（平均換算値）

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

横断歩道は青で左右を確認してわたる

人の捨てたごみもかたづける

友達の悪口を言わない

いじめをやめさせる

動物や花を大切にする

人にうそをつかない

人にものを借りる時「貸してね。」と言う

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

父の日、母の日にプレゼントする

・満点／上級レベルは「07：人にものを借りる時「貸してね。」と言う」、「05：動物や花を大切にする」で計2項目で
す。
・中級レベルは「01：横断歩道は青で左右を確認してわたる」、「08：時間を守り、ちこくしない」、「06：人にうそ
をつかない」等で計4項目です。
・初級レベルは「03：友達の悪口を言わない」で計1項目です。
・基準値未到達は「02：人の捨てたごみもかたづける」、「10：父の日、母の日にプレゼントする」、「04：いじめを
やめさせる」で計3項目です。
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0.00 1.00 2.00

横断歩道は青で左右を確認してわたる

人の捨てたごみもかたづける

友達の悪口を言わない

いじめをやめさせる

動物や花を大切にする

人にうそをつかない

人にものを借りる時「貸してね。」と言う

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

父の日、母の日にプレゼントする

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

(点)



３．項目別の特徴＞低学年の傾向＞各項目の到達度レベル

■ 貴校低学年の５０項目順位と到達度レベルの構成

No 平均点 換算値

1 生活１ 1.98 (1.98) 上級レベル

2 社会規範５ 1.98 (1.98) 上級レベル

3 歩き方・姿勢４ 1.96 (1.96) 上級レベル

4 社会規範７ 1.96 (1.96) 上級レベル

5 言葉６ 1.93 (1.93) 上級レベル

6 社会規範２ 1.93 (1.93) 上級レベル

7 言葉３ 1.91 (1.91) 上級レベル

8 言葉５ 1.91 (1.91) 上級レベル

9 生活４ 1.91 (1.91) 上級レベル

10 社会規範１ 1.91 (1.91) 上級レベル

11 言葉９ 1.87 (1.87) 上級レベル

12 社会規範８ 1.87 (1.87) 上級レベル

13 社会規範９ 1.87 (1.87) 上級レベル

14 言葉４ 1.84 (1.84) 上級レベル

15 社会規範３ 1.84 (1.84) 上級レベル

16 歩き方・姿勢８ 1.82 (1.82) 上級レベル

17 言葉８ 1.80 (1.80) 上級レベル

18 歩き方・姿勢２ 1.80 (1.80) 上級レベル

19 生活６ 1.80 (1.80) 上級レベル

20 生活７ 1.80 (1.80) 上級レベル

21 生活８ 1.80 (1.80) 上級レベル

22 社会規範６ 1.80 (1.80) 上級レベル

23 社会規範１０ 1.80 (1.80) 上級レベル

24 歩き方・姿勢１ 1.78 (1.78) 中級レベル

25 歩き方・姿勢６ 1.78 (1.78) 中級レベル

26 生活５ 1.78 (1.78) 中級レベル

27 言葉１ 1.76 (1.76) 中級レベル

28 言葉２ 1.76 (1.76) 中級レベル

29 歩き方・姿勢７ 1.76 (1.76) 中級レベル

30 歩き方・姿勢９ 1.76 (1.76) 中級レベル

31 言葉７ 1.73 (1.73) 中級レベル

32 お辞儀・挨拶３ 1.73 (1.73) 中級レベル

33 お辞儀・挨拶５ 1.73 (1.73) 中級レベル

34 歩き方・姿勢３ 1.73 (1.73) 中級レベル

35 歩き方・姿勢１０ 1.73 (1.73) 中級レベル

36 生活１０ 1.73 (1.73) 中級レベル

37 言葉１０ 1.71 (1.71) 中級レベル

38 お辞儀・挨拶１ 1.71 (1.71) 中級レベル

39 歩き方・姿勢５ 1.71 (1.71) 中級レベル

40 生活２ 1.71 (1.71) 中級レベル

41 お辞儀・挨拶２ 1.67 (1.67) 中級レベル

42 お辞儀・挨拶１０ 1.64 (1.64) 中級レベル

43 生活３ 1.64 (1.64) 中級レベル

44 生活９ 1.64 (1.64) 中級レベル

45 お辞儀・挨拶８ 1.60 (1.60) 中級レベル

46 お辞儀・挨拶９ 1.56 (1.56) 初級レベル

47 お辞儀・挨拶７ 1.53 (1.53) 初級レベル

48 お辞儀・挨拶４ 1.51 (1.51) 初級レベル

49 お辞儀・挨拶６ 1.51 (1.51) 初級レベル

50 社会規範４ 1.51 (1.51) 初級レベル

50項目の構成を見ると、上級レベルは23項目、中級レベルは22項目、初級レベルは5項目、未到達基準レベ
ルは0項目となっています。

項目 到達度レベル

朝食を必ず食べている

動物や花を大切にする

かかとから着地して歩く

人にものをかりる時「かしてね。」と言う

はい。

ごみはごみばこにすてる

さようなら。

ごちそうさま。

晴れた日に外で遊ぶ

おうだんほどうは青で左右をかくにんしてわたる

ごめんなさい。

時間を守り、ちこくしない

両親の言つけを守る

いただきます。

友達の悪口を言わない

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

ありがとうございます。

かかとをつぶさずにくつをはく

食前に手を洗う

クチャクチャ音を出さずに食べる

よくかんで食べる

人にうそをつかない

父の日、母の日にプレゼントする

ペタンペタンと音をたてずに歩く

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

家の手伝いをする

おはようございます。

おやすみなさい。

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

両足をかたはば分広げて休めのしせい

はっきりと「○○です。」

相手の目を見てあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

うつむいて歩かない

ひざをかかえて体育すわりのしせい

テレビやゲームは時間を決めている

どうしたの？

自分からあいさつ

くつのかかとをそろえてくつ箱に入れる

早ね早起きをする

笑顔であいさつ

ひざ上に手をハの字にして着席

食後に歯みがきをする

はしを正しく持つ

もたれずに着席

両ひざをそろえて着席

足うらをゆかに着けて着席

こしを折ってあいさつ

ノックをして入室

いじめをやめさせる
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３．項目別の特徴＞中学年の傾向＞各項目の到達度レベル

■ 貴校中学年の５０項目順位と到達度レベルの構成

No 平均点 換算値

1 生活１ 1.97 (1.97) 上級レベル

2 歩き方・姿勢１ 1.93 (1.93) 上級レベル

3 社会規範２ 1.93 (1.93) 上級レベル

4 生活７ 1.92 (1.92) 上級レベル

5 歩き方・姿勢８ 1.91 (1.91) 上級レベル

6 歩き方・姿勢３ 1.90 (1.90) 上級レベル

7 歩き方・姿勢４ 1.90 (1.90) 上級レベル

8 社会規範５ 1.90 (1.90) 上級レベル

9 歩き方・姿勢５ 1.86 (1.86) 上級レベル

10 社会規範７ 1.86 (1.86) 上級レベル

11 社会規範１ 1.85 (1.85) 上級レベル

12 言葉４ 1.83 (1.83) 上級レベル

13 歩き方・姿勢１０ 1.83 (1.83) 上級レベル

14 社会規範３ 1.79 (1.79) 中級レベル

15 歩き方・姿勢２ 1.75 (1.75) 中級レベル

16 言葉３ 1.73 (1.73) 中級レベル

17 言葉９ 1.71 (1.71) 中級レベル

18 生活６ 1.71 (1.71) 中級レベル

19 言葉５ 1.69 (1.69) 中級レベル

20 生活４ 1.69 (1.69) 中級レベル

21 社会規範６ 1.69 (1.69) 中級レベル

22 社会規範８ 1.69 (1.69) 中級レベル

23 言葉２ 1.68 (1.68) 中級レベル

24 生活９ 1.66 (1.66) 中級レベル

25 歩き方・姿勢７ 1.61 (1.61) 中級レベル

26 生活３ 1.61 (1.61) 中級レベル

27 言葉６ 1.59 (1.59) 初級レベル

28 社会規範１０ 1.59 (1.59) 初級レベル

29 言葉１ 1.58 (1.58) 初級レベル

30 生活２ 1.58 (1.58) 初級レベル

31 社会規範９ 1.56 (1.56) 初級レベル

32 お辞儀・挨拶８ 1.53 (1.53) 初級レベル

33 歩き方・姿勢９ 1.53 (1.53) 初級レベル

34 言葉８ 1.51 (1.51) 初級レベル

35 お辞儀・挨拶３ 1.51 (1.51) 初級レベル

36 お辞儀・挨拶５ 1.49 (1.49) 初級レベル

37 お辞儀・挨拶９ 1.49 (1.49) 初級レベル

38 歩き方・姿勢６ 1.49 (1.49) 初級レベル

39 生活５ 1.49 (1.49) 初級レベル

40 生活８ 1.49 (1.49) 初級レベル

41 生活１０ 1.49 (1.49) 初級レベル

42 お辞儀・挨拶２ 1.47 (1.47) 初級レベル

43 お辞儀・挨拶７ 1.46 (1.46) 初級レベル

44 お辞儀・挨拶６ 1.45 (1.45) 初級レベル

45 お辞儀・挨拶１ 1.34 (1.34) 未到達

46 お辞儀・挨拶４ 1.27 (1.27) 未到達

47 お辞儀・挨拶１０ 1.15 (1.15) 未到達

48 言葉７ 1.12 (1.12) 未到達

49 社会規範４ 1.12 (1.12) 未到達

50 言葉１０ 1.10 (1.10) 未到達

50項目の構成を見ると、上級レベルは13項目、中級レベルは13項目、初級レベルは18項目、未到達基準レベ
ルは6項目となっています。

項目 到達度レベル

朝食を必ず食べている

ペタンペタンと音をたてずに歩く

ごみはごみばこにすてる

クチャクチャ音を出さずに食べる

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

うつむいて歩かない

かかとから着地して歩く

動物や花を大切にする

くつのかかとをそろえてくつ箱に入れる

人にものをかりる時「かしてね。」と言う

おうだんほどうは青で左右をかくにんしてわたる

いただきます。

ひざをかかえて体育すわりのしせい

友達の悪口を言わない

かかとをつぶさずにくつをはく

さようなら。

ごめんなさい。

食前に手を洗う

ごちそうさま。

晴れた日に外で遊ぶ

人にうそをつかない

時間を守り、ちこくしない

おやすみなさい。

はしを正しく持つ

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

食後に歯みがきをする

はい。

父の日、母の日にプレゼントする

おはようございます。

早ね早起きをする

両親の言つけを守る

もたれずに着席

両足をかたはば分広げて休めのしせい

ありがとうございます。

相手の目を見てあいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

両ひざをそろえて着席

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

家の手伝いをする

よくかんで食べる

テレビやゲームは時間を決めている

笑顔であいさつ

足うらをゆかに着けて着席

ノックをして入室

自分からあいさつ

こしを折ってあいさつ

ひざ上に手をハの字にして着席

はっきりと「○○です。」

いじめをやめさせる

どうしたの？
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３．項目別の特徴＞高学年の傾向＞各項目の到達度レベル

■ 貴校高学年の５０項目順位と到達度レベルの構成

No 平均点 換算値

1 生活１ 1.96 (1.96) 上級レベル

2 社会規範７ 1.94 (1.94) 上級レベル

3 生活６ 1.91 (1.91) 上級レベル

4 言葉４ 1.89 (1.89) 上級レベル

5 生活７ 1.89 (1.89) 上級レベル

6 歩き方・姿勢１ 1.85 (1.85) 上級レベル

7 社会規範５ 1.83 (1.83) 上級レベル

8 言葉５ 1.79 (1.79) 中級レベル

9 言葉９ 1.79 (1.79) 中級レベル

10 社会規範１ 1.79 (1.79) 中級レベル

11 社会規範８ 1.79 (1.79) 中級レベル

12 言葉８ 1.77 (1.77) 中級レベル

13 生活３ 1.74 (1.74) 中級レベル

14 言葉１ 1.72 (1.72) 中級レベル

15 言葉３ 1.72 (1.72) 中級レベル

16 歩き方・姿勢２ 1.72 (1.72) 中級レベル

17 歩き方・姿勢４ 1.72 (1.72) 中級レベル

18 歩き方・姿勢３ 1.68 (1.68) 中級レベル

19 歩き方・姿勢１０ 1.68 (1.68) 中級レベル

20 社会規範６ 1.68 (1.68) 中級レベル

21 言葉２ 1.66 (1.66) 中級レベル

22 生活５ 1.62 (1.62) 中級レベル

23 社会規範９ 1.62 (1.62) 中級レベル

24 生活９ 1.55 (1.55) 初級レベル

25 お辞儀・挨拶３ 1.53 (1.53) 初級レベル

26 言葉６ 1.51 (1.51) 初級レベル

27 生活４ 1.51 (1.51) 初級レベル

28 歩き方・姿勢８ 1.49 (1.49) 初級レベル

29 歩き方・姿勢５ 1.47 (1.47) 初級レベル

30 社会規範３ 1.45 (1.45) 初級レベル

31 お辞儀・挨拶１ 1.43 (1.43) 初級レベル

32 言葉７ 1.38 (1.38) 未到達

33 お辞儀・挨拶６ 1.34 (1.34) 未到達

34 お辞儀・挨拶８ 1.32 (1.32) 未到達

35 生活１０ 1.32 (1.32) 未到達

36 生活２ 1.30 (1.30) 未到達

37 社会規範２ 1.30 (1.30) 未到達

38 歩き方・姿勢７ 1.28 (1.28) 未到達

39 歩き方・姿勢６ 1.26 (1.26) 未到達

40 社会規範１０ 1.26 (1.26) 未到達

41 生活８ 1.21 (1.21) 未到達

42 言葉１０ 1.17 (1.17) 未到達

43 お辞儀・挨拶２ 1.17 (1.17) 未到達

44 お辞儀・挨拶５ 1.17 (1.17) 未到達

45 お辞儀・挨拶９ 1.15 (1.15) 未到達

46 歩き方・姿勢９ 1.11 (1.11) 未到達

47 お辞儀・挨拶４ 1.04 (1.04) 未到達

48 お辞儀・挨拶７ 1.02 (1.02) 未到達

49 社会規範４ 0.91 (0.91) 未到達

50 お辞儀・挨拶１０ 0.83 (0.83) 未到達

50項目の構成を見ると、上級レベルは7項目、中級レベルは16項目、初級レベルは8項目、未到達基準レベル
は19項目となっています。

項目 到達度レベル

朝食を必ず食べている

人にものを借りる時「貸してね。」と言う

食前に手を洗う

いただきます。

クチャクチャ音を出さずに食べる

ペタンペタンと音をたてずに歩く

動物や花を大切にする

ごちそうさま。

ごめんなさい。

横断歩道は青で左右を確認してわたる

時間を守り、ちこくしない

ありがとうございます。

食後に歯みがきをする

おはようございます。

さようなら。

かかとをつぶさずにくつをはく

かかとから着地して歩く

うつむいて歩かない

ひざをかかえて体育すわりのしせい

人にうそをつかない

おやすみなさい。

家の手伝いをする

両親の言つけを守る

はしを正しく持つ

相手の目を見てあいさつ

はい。

晴れた日に外で遊ぶ

指をそろえ、わきにそわせて気をつけのしせい

みんなのくつやトイレのはきものをそろえる

友達の悪口を言わない

自分からあいさつ

「○○です。」「○○ます。」

ノックをして入室

もたれずに着席

テレビやゲームは時間を決めている

早ね早起きをする

人の捨てたごみもかたづける

胸を開き相手の顔を見て気をつけのしせい

へそ下に力を入れて気をつけのしせい

父の日、母の日にプレゼントする

よくかんで食べる

どうしたの？

笑顔であいさつ

おじぎ後相手の顔を見る

両ひざをそろえて着席

両足をかたはば分広げて休めのしせい

こしを折ってあいさつ

足裏を床に着けて着席

いじめをやめさせる

ひざ上に手をハの字にして着席
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４．「保護者の躾」「児童の生活」と集計結果と特徴＞低学年の傾向

■ 保護者の躾、児童の生活の比較

保護者の躾

1.86 (1.86) 1.84 (1.84) 1.26 (1.26)

1.75 (1.75) 1.73 (1.73) 1.39 (1.39)

2.00 (2.00) 2.00 (2.00) 1.88 (1.88)

1.66 (1.66) 1.67 (1.67) 1.27 (1.27)

1.80 (1.80) 1.78 (1.78) 1.52 (1.52)
0.00

児童の生活

1.75 (1.75) 1.73 (1.73) 1.40 (1.40)

1.75 (1.75) 1.76 (1.76) 1.46 (1.46)

1.68 (1.68) 1.67 (1.67) 1.62 (1.62)

1.86 (1.86) 1.87 (1.87) 1.62 (1.62)

1.84 (1.84) 1.84 (1.84) 1.76 (1.76)

コメント

「03：朝ご飯を用意してくれた」は平均点2と上級レベルに達しています。

項目
平均点（平均換算値）

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

友達をいじめてはいけないと言われた

テレビやゲームは時間を決められた

朝ご飯を用意してくれた

親が遊んでくれた

言葉づかいを教えてくれた

テレビやゲームは時間を決めている

まんがが好きだ

学校が好きだ

得意な科目がある

友達は多い

・満点／上級レベルは「03：朝ご飯を用意してくれた」、「01：友達をいじめてはいけないと言われた」、「04：得意
な科目がある」等で計5項目です。
・中級レベルは「01：テレビやゲームは時間を決めている」、「02：テレビやゲームは時間を決められた」、「02：ま
んがが好きだ」等で計5項目です。
・初級レベルは計0項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

友達をいじめてはいけないと言われた

テレビやゲームは時間を決められた

朝ご飯を用意してくれた

親が遊んでくれた

言葉づかいを教えてくれた

テレビやゲームは時間を決めている

まんがが好きだ

学校が好きだ

得意な科目がある

友達は多い

貴校低学年 地区低学年 全国低学年

(点)



４．「保護者の躾」「児童の生活」と集計結果と特徴＞中学年の傾向

■ 保護者の躾、児童の生活の比較

保護者の躾

1.42 (1.42) 1.42 (1.42) 1.25 (1.25)

1.53 (1.53) 1.53 (1.53) 1.45 (1.45)

1.93 (1.93) 1.93 (1.93) 1.86 (1.86)

1.59 (1.59) 1.60 (1.60) 1.29 (1.29)

1.75 (1.75) 1.75 (1.75) 1.59 (1.59)
0 0 0

児童の生活

1.50 (1.50) 1.50 (1.50) 1.31 (1.31)

1.75 (1.75) 1.75 (1.75) 1.42 (1.42)

1.56 (1.56) 1.56 (1.56) 1.51 (1.51)

1.73 (1.73) 1.73 (1.73) 1.61 (1.61)

1.76 (1.76) 1.76 (1.76) 1.78 (1.78)

コメント

「03：朝ご飯を用意してくれた」は平均点1.93と上級レベルに達しています。

項目
平均点（平均換算値）

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

友達をいじめてはいけないと言われた

テレビやゲームは時間を決められた

朝ご飯を用意してくれた

親が遊んでくれた

言葉づかいを教えてくれた

テレビやゲームは時間を決めている

まんがが好きだ

学校が好きだ

得意な科目がある

友達は多い

・満点／上級レベルは「03：朝ご飯を用意してくれた」で計1項目です。
・中級レベルは「05：友達は多い」、「02：まんがが好きだ」、「05：言葉づかいを教えてくれた」等で計4項目で
す。
・初級レベルは「04：親が遊んでくれた」、「03：学校が好きだ」、「02：テレビやゲームは時間を決められた」等で
計5項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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0.00 1.00 2.00

友達をいじめてはいけないと言われた

テレビやゲームは時間を決められた

朝ご飯を用意してくれた

親が遊んでくれた

言葉づかいを教えてくれた

テレビやゲームは時間を決めている

まんがが好きだ

学校が好きだ

得意な科目がある

友達は多い

貴校中学年 地区中学年 全国中学年

(点)



４．「保護者の躾」「児童の生活」と集計結果と特徴＞高学年の傾向

■ 保護者の躾、児童の生活の比較

保護者の躾

1.85 (1.85) 1.72 (1.72) 1.59 (1.59)

1.74 (1.74) 1.58 (1.58) 1.63 (1.63)

1.98 (1.98) 1.91 (1.91) 1.91 (1.91)

1.55 (1.55) 1.52 (1.52) 1.42 (1.42)

1.83 (1.83) 1.74 (1.74) 1.70 (1.70)
0 0

児童の生活

1.51 (1.51) 1.30 (1.30) 1.33 (1.33)

1.63 (1.63) 1.61 (1.61) 1.56 (1.56)

1.48 (1.48) 1.39 (1.39) 1.54 (1.54)

1.63 (1.63) 1.44 (1.44) 1.51 (1.51)

1.65 (1.65) 1.59 (1.59) 1.67 (1.67)

コメント

「03：朝ご飯を用意してくれた」は平均点1.98と上級レベルに達しています。

項目
平均点（平均換算値）

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

友達は多い

・満点／上級レベルは「03：朝ご飯を用意してくれた」、「01：友達をいじめてはいけないと言われた」、「05：言葉
づかいを教えてくれた」で計3項目です。
・中級レベルは「02：テレビやゲームは時間を決められた」、「05：友達は多い」、「02：まんがが好きだ」等で計4
項目です。
・初級レベルは「04：親が遊んでくれた」、「01：テレビやゲームは時間を決めている」、「03：学校が好きだ」で計
3項目です。
・基準値未到達は計0項目です。
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友達をいじめてはいけないと言われた

テレビやゲームは時間を決められた

朝ご飯を用意してくれた

親が遊んでくれた

言葉づかいを教えてくれた

テレビやゲームは時間を決めている

まんがが好きだ

学校が好きだ

得意な科目がある

0.00 1.00 2.00

友達をいじめてはいけないと言われた

テレビやゲームは時間を決められた

朝ご飯を用意してくれた

親が遊んでくれた

言葉づかいを教えてくれた

テレビやゲームは時間を決めている

まんがが好きだ

学校が好きだ

得意な科目がある

友達は多い

貴校高学年 地区高学年 全国高学年

(点)


