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生活状況調査(小学２年生用) 栃木県総合教育センター

せ い か つ じょうきょうちょう さ

とち ぎ けんそうごうきょういく

・テストではありませんから、おもったことを、そのままこたえてください。

・なまえを しらべることは ありません。おわったら、ふうとうにいれて、とじてください。

・なるべく、ぜんぶの しつもんに こたえてください。

・こたえは、１つのときと、いくつか えらぶときが あります。

・まよったら、いちばんちかいものを えらんでください。

・わからないことがあったら、せんせいに きいてください。

あなたの がっきゅうでの しゅっせきばんごうを かいてください。 ばん

あなたの せいべつを ○で かこんでください。 １．おとこ ２．おんな

あてはまる こたえの すうじを ○で かこんで ください

Ａ【あなたのふだんの生活について】
せ い か つ

(1) あなたは、かぞくに ｢おはよう｣｢おはようございます｣などの あいさつを しますか。

(１つえらぶ)

１．いつも する ２．することが おおい

３．しないことが おおい ４．ほとんど しない

(2) あなたの ねる じこくは、だいたい おなじ ですか。(１つえらぶ)

１．まいにち だいたい おなじである ２．ようびによって だいたい きまっている

３．まいにち ちがっている

(3) あなたは、なんじごろ ねることが おおいですか。(１つえらぶ)

１．よるの ９じ まえ ２．よるの ９じ ごろ ３．よるの 10じ ごろ

４．よるの 11じ ごろ ５．よるの 12じ ごろ ６．よるの １じ すぎ

(4) あなたは、あさ、じぶんで おきますか。(１つえらぶ)

１．いつも じぶんで おきる ２．じぶんで おきることが おおい

３．かぞくに おこされることが おおい ４．いつも かぞくに おこされる
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(5) あなたは、あさ、すっきり目が さめますか。(１つえらぶ)

１．すっきり 目がさめることが おおい ２．すこし ねむいことが おおい

３．ねむくて なかなか おきられないことが おおい

(6) あなたは、あさごはんを まいにち たべますか。(１つえらぶ)

１．いつも たべる ２．たべることが おおい

３．たべないことが おおい ４．ほとんど たべない

(7) あなたは、じぶんで つくえの上や へやの かたづけを しますか。(１つえらぶ)

１．いつも じぶんで する ２．じぶんで することが おおい

３．じぶんで しないことが おおい ４．ほとんど じぶんで しない

(8) あなたが いえのしごとを てつだう日は １しゅうかんに どれくらいありますか。(１つえらぶ)

１．しゅうに ６～７日 ２．しゅうに ４～５日

３．しゅうに ２～３日 ある ４．しゅうに １日 ある ５．ない

(9) あなたは、ふだんの せいかつの しかたや しゅうかん について、かぞくから ちゅういされる

ことがありますか。(１つえらぶ)

１．よくある ２．ときどきある ３．ほとんどない ４．まったくない

(10) あなたは、がっこうが おわってから、友だちと あそびますか。(１つえらぶ)

１．いつも あそぶ ２．あそぶことが おおい

３．あそばないことが おおい ４．いつも あそばない

(11) あなたが、友だちと はなすとき、よくはなしているのは どんなことですか。(１つ か ２つ えらぶ)

１．まんがの こと ２．テレビの こと ３．テレビゲームや ゲームき のこと

４．スポーツの こと ５．べんきょうの こと ６．そとあそびの こと

７．そのほかの こと

(12) あなたは、どこで あそぶことが おおいですか。(１つ か ２つ えらぶ)

１．がっこう ２．じぶんの いえ ３．友だちの いえ

４．こうえん や ひろば ５．のやま や 川 など ６．ほんやさん や おみせ

７．ちゅうしゃじょう や ろじ ８．ゲームセンター ９．そのほかの ところ
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(13) あなたは、だいたい なんじごろ、ゆうしょくを とることが おおいですか。(１つえらぶ)

１．ごご ５じ まえ ２．ごご ５じ から ６じの あいだ

３．ごご ６じ から ７じの あいだ ４．ごご ７じ から ８じの あいだ

５．ごご ８じ から ９じの あいだ ６．ごご ９じ から 10じの あいだ

７．ごご 10じ よりあと

(14) あなたは、ふだんの じぶんの せいかつを ｢たのしい｣ と思いますか。(１つえらぶ)

１．たのしい ２．どちらかというと たのしい

３．どちらかというと たのしくない ４．たのしくない

(15) あなたは、ふだんの じぶんの せいかつを ｢いそがしい｣ とおもいますか。(１つえらぶ)

１．いそがしい ２．どちらかというと いそがしい

３．どちらかと いうといそがしくない ４．いそがしくない

(16) あなたは、けが、びょうき、そうだんなどで、がっこうの ほけんしつを どれくらい りよう

していますか。(１つえらぶ)

１．りようしたことが ない ２．つきに １かい より すくない

３．つきに １かい ていど ４．つきに ２かい ていど

５．しゅうに １かい ていど ６．しゅうに ２かい いじょう

(17) あなたは、１か月（ひと月）に どれくらい ほんを よみますか。

(まんが や ざっしは いれない)(１つえらぶ)

１．０さつ ２．１～３さつ ３．４～６さつ

４．７～９さつ ５．10さつ いじょう

(18) あなたは、ほんを よむことは たいせつだと おもいますか。(１つえらぶ)

１．とても たいせつだと おもう ２．どちらかというと たいせつだと おもう

３．あまり たいせつだとは おもわない ４．まったく たいせつだとは おもわない

(19) あなたは、かぞくと いつも どんなはなしを することが おおいですか。(１つ か ２つ えらぶ)

１．ほとんど はなしを しない ２．べんきょうの こと ３．がっこうの こと

４．ともだちの こと ５．せんせいの こと ６．かぞくの こと

７．きんじょの こと ８．テレビの こと ９．あそびの こと

10．よんだ ほんの こと 11．そのほかの こと
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(20) あなたのかぞくは、よくはなしを きいてくれたり、そうだんに のってくれたり しますか。

(１つえらぶ)

１．いつも きいてくれる ２．きいてくれることが おおい

３．きいてくれないことが おおい ４．いつも きいてくれない

Ｂ【勉強のことについて】
べんきょう

(21) あなたは、がっこうの じゅぎょうが どれくらい わかりますか。(１つえらぶ)

１．よくわかる ２．だいたいわかる

３．あまりわからない ４．まったくわからない

(22) あなたは、月よう日から木よう日、じゅぎょうが おわってから、どれくらい べんきょうしま

すか。 (がくしゅうじゅくでの べんきょうも いれる)(１つえらぶ)

１．ほとんど しない ２．30ぷん くらい ３．１じかん くらい

４．２じかん くらい ５．３じかん くらい ６．４じかん いじょう

(23) あなたは、金よう日やがっこうがやすみのまえの日、じゅぎょうが おわってから、どれくら

い べんきょうしますか。 (がくしゅうじゅくでの べんきょうも いれる)(１つえらぶ)

１．ほとんど しない ２．30ぷん くらい ３．１じかん くらい

４．２じかん くらい ５．３じかん くらい ６．４じかん いじょう

(24) あなたは、がっこうがやすみの日、どれくらい べんきょうしますか。

(がくしゅうじゅくでの べんきょうも いれる)(１つえらぶ)

１．ほとんど しない ２．30ぷん くらい ３．１じかん くらい

４．２じかん くらい ５．３じかん くらい ６．４じかん いじょう

(25) あなたは、べんきょうが わからないとき、だれに ききますか。(１つ か ２つ えらぶ)

１．おとうさん や おかあさん ２．おじいさん や おばあさん

３．きょうだい ４．友だち

５．がっこう の せんせい ６．じゅくの せんせい

７．かていきょうし ８．その ほかの ひと

９．だれにも きかない
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(26)-1 あなたは、ならいごと(がくしゅうじゅく、ピアノ、しゅうじ、えいご、スイミングなど)に

かよっていますか。(ぶかつどうや スポーツしょうねんだんはふくめない) (１つえらぶ)

１．かよっていない ２．１しゅうかんに １かい かよっている

３．１しゅうかんに ２かい かよっている

４．１しゅうかんに ３かい いじょう かよっている

｢1｣を えらんだひとは、

(27)にすすんでください

｢2｣｢3｣｢4｣を えらんだひとは、つぎの しつもんに こたえてください

(26)-2 ならいごとのうち、がくしゅうじゅくは なんかいですか。(１つえらぶ)

１．かよって いない ２．１しゅうかんに １かい

３．１しゅうかんに ２かい ４．１しゅうかんに ３かい いじょう

Ｃ【あなたのことについて】

(27) あなたは、つぎの ことが、どのていど あてはまりますか。 (①～⑥１つずつえらぶ)

番
こうもく

1. あて 2. どちらかと 3. どちらかと 4. あては

号
はまる いうと、あて いうと、あて まらない

はまる はまらない

①
わたしには よいところがあると おも

１ ２ ３ ４
う

② 友だちから さそわれると、ことわり １ ２ ３ ４
たい のに ことわれない

③
やくそくを やぶってしまう ことが

１ ２ ３ ４
よくある

④ よく、おなかや あたまが いたくなる １ ２ ３ ４

⑤ ｢やれば できる｣と おもう １ ２ ３ ４

⑥ よく、きもちわるく なる １ ２ ３ ４

これで おわり です。 ごきょうりょく ありがとうございました。
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