
 

 

 

 

 

 

 

２．平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果について 

平成28年度全国学力・学習状況調査公表資料作成のポイント・留意点 

平成28年度全国学力・学習状況調査の結果（概要）  

別紙  
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平成 28 年度全国学力・学習状況調査公表資料作成のポイント・留意点 

 

文部科学省では、全国学力・学習状況調査の結果公表に際して、従前より、都道府県別の

正答率だけでなく、質問紙調査項目と回答状況と学力との関係を分析するなど、教育委員会

や学校における教育施策や教育指導の改善・充実に生かせる情報を公表してきました。 

しかしながら、本調査に関し、仮に数値データの上昇のみを目的にしているととられかね

ないような行き過ぎた取扱いがあれば、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施

策や教育指導の改善・充実に活用するという、本調査の趣旨・目的を損なうものであります。 

そのため、平成 28 年度の結果公表に当たっては、数値データを上昇させることが主たる

関心事とならないようにする観点から、以下の点に留意して、公表資料を作成しました。 
 

 

【教科に関する調査結果】 

○ 教科に関する調査については、本調査の趣旨に基づき、各設問の正答や誤答の状況から

課題の有無を把握し、学習指導の改善・充実を図ることができるよう問題を作成しており、

そもそも「何問中、何問が正答だったか」ということを評価するものではなく、誤答から

明らかになる課題に対してどのような対応を取るのか、ということが重要 

このため、調査結果については従前と同様に、改善が見られたものや課題が見られたも

のについて、特徴的なものを掲載 

 

【三重クロス分析など質問紙調査の分析】 

○ 児童生徒質問紙調査及び学校質問紙調査において、「主体的・対話的で深い学びの視点

による学習指導の改善に向けた取組状況」に関する新たな項目を追加するとともに、その

回答状況と学力との関係について分析 
 

○ 就学援助率、学校質問紙調査項目と学力の３つの関係について分析を行う「三重クロス

分析」を新たに実施 
 

○ 昨年来の中央教育審議会答申や教育課程企画特別部会の論点整理を踏まえ、以下に関す

る質問紙調査項目を新たに追加し、学校における状況を把握 

・教職員の資質能力向上の取組状況 

・「カリキュラム・マネジメント」の取組状況 

・小中連携の取組状況 

・学習評価の在り方 
 
○ 本調査が 10 年目を迎えたことを踏まえ、生活習慣や学習習慣などを把握する質問紙調

査に関し、平成 19 年度調査からの児童生徒の回答状況の経年変化を把握 
 
 
【都道府県別の平均正答率】 

○ 都道府県別の平均正答率について、小数点以下第 1位の数値を公表することが、数値デ

ータによる単純な比較が行われ、序列化や過度な競争を助長する一つの要因として考えら

れる。細かい桁における微小な差異は学力面で実質的な違いを示すものではないと考えら

れることから、都道府県別の平均正答率は整数値で公表 
 
 
【都道府県教委等に対する公表に当たっての配慮依頼】 

○ 各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会に対し、結果の分析・公表に当たって、

同様の配慮を行うよう、依頼 
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【児童生徒質問紙調査項目における都道府県別の状況】 
 
○ 主体的・対話的で深い学びの視点による学習指導の改善に向けた取組状況 

「授業で、課題に対し、自ら考え、自分から取り組む」（当てはまる） 

児童生徒 小学校（公立 30.7%） 中学校（公立 27.4%） 

秋田 41.2 埼玉 39.1 新潟 36.1 秋田 39.7 新潟 34.9 山口 34.5 

    

「授業で、自分の考えを発表する機会では、工夫して発表」（当てはまる） 

児童生徒 小学校（公立 24.0%） 中学校（公立 17.0%） 

秋田 30.4 埼玉 29.7 山梨 29.1 秋田 26.3 岩手 21.9 

高知 21.9 

 

○ １０年間の児童生徒の回答状況の変化 

「（小学校：午後 10 時／中学校：午後 11 時）より前に寝ている」 

平成28年 小学校（公立 49.6%） 中学校（公立 36.9%） 

長野 64.1 静岡 63.3 岩手 62.7 岩手 50.6 長野 49.7 沖縄 48.3 

平成19年

比較 

小学校（公立 7.5%増） 中学校（公立 7.1%増） 

沖縄 16.6 鹿児島 10.5 富山 11.9 沖縄 11.1 山形 10.6 

奈 良 10.5 
 

「（小学校：午後 11 時／中学校：午前 0時）より前に寝ている」 

平成28年 小学校（公立 86.2%） 中学校（公立 78.5%） 

秋田 93.3 山形 92.9 秋田 88.1 岩手 87.5 島根 86.8 

静岡 92.9 

平成19年

比較 

小学校（公立 3.7%増） 中学校（公立 8.7%増） 

沖縄 10.1 奈良 7.3 大阪 6.6 群馬 11.7 東京 11.6 北海道11.3 
 

「家で、学校の授業の復習をしている」（している／どちらかといえば、している） 

平成28年 小学校（公立 55.2%） 中学校（公立 51.0%） 

秋田 91.0 青森 79.7 宮崎 75.8 秋田 87.5 宮崎 73.4 山形 68.9 

平成19年

比較 

小学校（公立 15.1%増） 中学校（公立 11.8%増） 

福井 32.3 愛媛 28.1 石川 26.6 福井 27.1 秋田 24.4 島根 21.2 
 

「家の手伝いをしている」（よくしている／時々している） 

平成28年 小学校（公立 82.8%） 中学校（公立 67.2%） 

鹿児島87.2 宮崎 87.1 宮城 86.4 鹿児島74.4 山梨 72.4 宮崎 71.6 

平成19年

比較 

小学校（公立 4.4%増） 中学校（公立 3.9%増） 

新潟 7.5 岐阜 7.0 秋田 6.8 秋田 9.2 富山 6.8 

滋賀 6.8 香川 6.8 
 

「人が困っているときは、進んで助ける」（当てはまる／どちらかといえば、当てはまる） 

平成28年 小学校（公立 84.6%） 中学校（公立 83.8%） 

秋田 89.7 山梨 89.0 栃木 88.1 秋田 90.0 山梨 88.7 栃木 87.9 

平成19年

比較 

小学校（公立 8.3%増） 中学校（公立 11.4%増） 

秋田 11.3 新潟 10.8 高知 15.3 福井 15.0 広島 14.9 

鳥取 11.3 香川 10.8 
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