
 は　し　が　き

　国立教育政策研究所では、所の研究成果を教育現場をはじめとして広く普及

し、教育指導法の改善や教員の資質向上などに役立てていただくという趣旨によ

り、平成２年より教育研究公開シンポジウムを開催している。

　今回の第２２回教育研究公開シンポジウムは、「確かな学力と生きる力をはぐくむ

指導」というテーマにより、徳島県教育研修センターのご協力を得て開催した。

　昨今は学力をめぐる報道等に影響を受け、新学習指導要領のもとで行われる指

導の在り方にとまどいを感じる保護者や教師は少なくない。このたびのシンポジ

ウムは、当研究所がこれまでに実施した学力調査の結果をもとに、我が国の学力

の現状と課題を分析し、生きる力と生きる力の知の側面である確かな学力をはぐ

くむ指導をどのようにしたらよいのかをご議論していただくこととした。当日

は、徳島県下の教育関係者を中心に３４０名もの参加者を得て、活発な議論が行われ

た。

　本報告書は、このシンポジウムにおける基調報告および討論の内容をまとめた

ものである。学校での指導などに生かしていただければ幸いである。

　本シンポジウムの開催にあたっては、徳島県教育研修センターの皆様をはじ

め、多くの関係者のご協力をいただいた。ご協力くださった各位に対し、心から

御礼申し上げたい。

 　平成１６年３月

国立教育政策研究所長　

遠　藤　昭　雄
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【教育研究公開シンポジウム】

確かな学力と
生きる力をはぐくむ指導

第２２回



あいさつ

吉田　靖
（国立教育政策研究所　研究企画開発部長）

武知　公雄
（徳島県教育研修センター所長）



　皆さん、こんにちは。国立教育政策研究所の吉田でございます。国立教育政策

研究所から一言、ごあいさつをさせていただきます。本日はお忙しい中を、これ

だけたくさんの方にお集まりいただき、本当にありがとうございます。

　この教育研究公開シンポジウムは、国立教育政策研究所の研究成果を、学校や

教育委員会の皆さま方に広く知っていただこうという趣旨で、各地の教育研究

所、センターとの共催により毎年開催をしているものでございます。

　平成２年に名古屋市教育センターにおいて、「コンピューターと教育」をテーマ

に開催したのが最初でございまして、今回が第２２回目のシンポジウムとなりま

す。本年度は、「確かな学力と生きる力をはぐくむ指導」をテーマにしております。

　本研究所では、教育課程研究センターが実施し、皆さま方に多大なご協力をい

ただいております教育課程実施状況調査をはじめ、ＩＥＡの「国際数学・理科教育

動向調査（ＴＩＭＳＳ）」、ＯＥＣＤの「生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ調査）」といった

国際共同研究など、学力に関するさまざまな調査を実施しております。こうした
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吉田　靖（国立教育政策研究所　研究企画開発部長）

調査を通じて、それぞれの分野における課題とともに、わが国の子どもたちが判

断力や表現力が十分身に付いていないということや、勉強が好きだと思う子ども

が少ないなど学習意欲があまり高くないこと、さらには、学校の授業以外の勉強

時間が少ないというような課題も、浮き彫りになっているところでございます。

　本日のシンポジウムにおきましては、本研究所の学力に関する調査を素材とし

ながら、子どもたちにどのようにして生きる力および生きる力の知の側面である

確かな学力をはぐくんでいくかについて、議論をしていきたいと考えておりま

す。

　シンポジウムの最後のほうでは、極力フロアの皆さま方からのご意見もいただ

きたいと考えております。大変限られた時間ではございますが、このシンポジウ

ムが学校・教育委員会における取り組みの参考になれば、幸いでございます。

　最後になりますが、本シンポジウムの実施をお引き受けいただき、開催にご尽

力をいただきました、徳島県教育研修センターの皆さま方に、心からお礼を申し

上げまして、あいさつとさせていただきます。

　本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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　皆さん、こんにちは。たくさんの方にこのシンポジウムにご参加いただきまし

て、本当にありがとうございます。

　さて、以前ある普通科高等学校の校長先生と話をしたことがございます。３学

期になると、「武知さん、私の出番になるな」と言うのです。それはどういうこと

かと伺ったところ、高校３年生は卒業していくわけですが、中には残念ながら十

分学力が付いていない生徒がいるんだと。特に算数の九九が言えない生徒が何人

かいるので、その生徒について、いろいろな教材を準備して、九九をマスターし

てから卒業させるのが私の仕事だ、というわけなのです。

　別のある高校でも、なかなか教科書が読めない生徒がいる。せめて卒業した後、

新聞はきちんと読めるように、というような指導もしていらっしゃる。そういう

校長先生もおられたわけでございます。

　そのような現状を踏まえながら、ちょうど２年前でございますけれども、徳島

県では基礎学力定着化の検討委員会を設けました。現在の子どもたちのいわゆる

到達度がどこまでなのかということで、小学校、中学校で、学力調査のテストを

させていただいて、現在は、基本的には読み書き算の基礎・基本を中心としまし

て、必要とされる基本的な力を身に付けさせるため、文科省の学力向上フロン

ティア事業ともリンクをさせまして、学校教育課を中心に取り組んでいるところ

でございます。いずれにしましても、到達度につきましては、県教委の予測を若

干下回っているという状況が出ているわけでございます。

　それから、１０日ほど前に、国立教育政策研究所による、高校生の学力調査の結

果が出たわけでございます。定性的に若干力が落ちているかなというふうなとこ

ろだったわけですが、実際に数学、理科に関しましては、定量的に到達度に達し

ていないというようなことが報告されております。

　いずれにいたしましても、そのような現状が確かにある中で、確かな学力を学

校において身に付けさせていくということになると、われわれ教師の役割が非常

に重要になってきます。実際にそれぞれの学校において、学校のシラバスと言い
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武知　公雄（徳島県教育研修センター所長）

ますか、それを明確に打ち出して、さらには学年の目標、クラスの目標、あるい

は個人個人に応じた到達の目標を明らかにする必要があるのではと考えておりま

す。

　また、われわれ教師の創意工夫を生かした指導、そういった中で、例えば１年

たって、その指導の結果がどうであったのかというようなことにつきましては、

当然地域や保護者に対して、アカウンタビリティ、説明責任も求められているわ

けでございます。

　いずれにいたしましても、そういった課題に関しては、われわれ教師自身の指

導力の向上が、強く求められているものと考えております。

　本日、シンポジウムを開催いたしますけれども、このシンポジウムの中身を、

ぜひ明日からの皆さん方の生活、あるいは教育の営みに生かされますことをご期

待申し上げまして、お礼の言葉といたしたいと思います。最後までどうぞよろし

くお願い申し上げます。ありがとうございました。
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基　調　報　告

猿田　祐嗣
（国立教育政策研究所　教育課程研究センター基礎研究部　総括研究官）



 

　皆さま、こんにちは。私はご紹介にあずかりました、国立教育政策研究所教育

課程研究センター基礎研究部の猿田と申します。教科は理科を中心に研究を行っ

ております。教育課程研究センター基礎研究部については、後ほどシンポジウム

でも登壇されます、文部科学省の教科調査官を兼任されていらっしゃる教育課程

調査官は研究開発部で、われわれは基礎研究部ということで、改組される前の国

立教育研究所にずっと在籍していた研究員が主になって、研究を続けておりま

す。

　基礎研究部では、学習指導要領および学習指導要領に基づいて行われる学校で

の教育活動改善のための基礎的なさまざまな調査研究を行っており、国内の状況

だけではなく、諸外国の動向を探ることも仕事の１つとして、大きなものとなっ

ております。

　私自身は、昭和６０年に入所以来、主に理科教育の国際比較調査に携わってまい

りました。本日の基調報告では、われわれが蓄積してきた国際比較調査の結果の

一部を紹介することで、後ほど続けて行われるシンポジウムの話題提供とさせて

いただきたいと思います。

　まず、学力という

と、現在も続いている

学力低下の問題に、ど

うしても触れなければ

ならないと思います。

学力低下の問題という

のは、非常に根が深い

のですが、われわれの

ように子どもたちの学

力の国際的な位置付け

をずっと調べてきた者
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日本の学力の現状

猿田　祐嗣
（国立教育政策研究所　教育課程研究センター基礎研究部　総括研究官）

の立場からしますと、いろいろ世間

で言われている学力低下問題につい

て、考えていることがありまして、

それについてご紹介したいと思いま

す。

　まず、観念的に物を言っている時

代というのがしばらく続きました。

その後、データで物を言うというこ

とが、非常に大事だということが盛

んに言われ出し、１つの例に学力低

下問題の契機となった大学生の数学

学力調査があります。これは京都大

学の西村先生や慶応大学の戸瀬先生

が、１９９８年にデータを発表し、本に

もまとめられました。

　この大学生の調査ではどういうこ

とが言われたかというと、トップレ

ベルの大学、自分たちの大学だと思いますが、ここで行った調査で、学生の２割

が小学校の分数計算ができないという結果が出たわけです。これは非常にショッ

キングであるということで、社会問題として大きく取り上げられることになりま

した。

　これは大学生の学力調査でしたが、小学校の分数計算ができない原因がどこに

あるのかということで、その当時、指摘された問題点としては、学習指導要領が

改定されるということで、例えばこれは前回の学習指導要領から続いてきた、精

選されてきた学習内容あるいは時間数の削減を取り上げ、これが問題の原因では

ないかということがありました。

　それから、今度は高等学校における選択科目中心、必修科目を廃止して、選択

科目になってきた、そのことが、ひいては大学での一定の学力レベルを保ち得て

いないのではないかというような教育課程の問題点を突いておりました。

　それから、もう１つは、これらの問題を引っくるめたものなんですが、ゆとり

あるいは個性化という、ここ２０年来の流れについての危惧を取り上げて、自分た

ちのデータの原因としたという経緯があります。

　それに対しまして、私どもでもいろいろな分析や議論をした結果、いくつかの
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「学力低下」問題

■論拠とする調査結果の例

　大学生の数学学力調査
　　　　（西村和雄・戸瀬信之,1998年）

- トップレベルの大学の学生の２割が
  小学校の分数計算ができない。

■原因として指摘されている点

- 学習指導要領の改訂による小・中学校の
  授業時間数および学習内容の削減

- 高校における選択科目中心の教育課程

- ゆとり,個性化の教育改革



問題点が見られます。それを４つほ

ど紹介いたします。まず１つ目は、

学力の推移を測定していないという

こと。これはどういうことかと言い

ますと、過去がどうであったか、例

えば先ほどの大学生が２割できな

かったというのは、２０年前、３０年前

はどうであったか、それは全然調べ

られていないわけです。最近は盛んに学力調査というものが行われております

が、時間的な経過を追って、同じような問題でやってきたという例はなかなかあ

りません。ある時点で、問題となったから調べてみると悪かったというデータで

す。しかし、それはもともとそうだったかもしれません。今となっては、検証で

きないデータである、という性格を持っているのです。

　それでもまだデータがあればよいほうで、その後、自分はこのように思うとい

う印象論的な観察、データに基づいて物を言っていない、そういった意見はかな

り総合雑誌などでも見られました。感覚的なものも非常に大事ですので、取り上

げなければいけないとは思いますが、客観的なデータでは物を言っていないもの

が多いように思われます。

　それから、学校段階を特定していない。これはどういうことかと言いますと、

例えば大学生のデータの原因を、分数を習った小学校、あるいは中学校での教育

がうまくいっていない、できていないのではないかという方向に短絡的に結び付

ける。そういう議論で、どんどん発展してしまうという傾向も見られました。

　最後に、学力のとらえ方が不統一である。これは、例えば先ほどの算数・数学

ですと、計算の問題が主だったんですが、これによって応用力が付いていないと

いうことに結び付けて論じてみたりということで、学力のとらえ方自体が、基礎

的なものから応用力まで、すべてを引っくるめていて、どのことを突いているの

か分からない。いろいろな議論を聞いてみても、人によって学力のとらえ方が違

い、議論がかみ合わないということがあったと思います。

　そこで、今日のシンポジウムのテーマでもありますが、「生きる力と確かな学

力」ということで、生きる力というのは、昨年１０月に出されました中央教育審議

会の答申でまとめられていますが、これからの時代に必要なのは、生きる力だと

いうふうに再確認されています。これと確かな学力との関係について見ていきた

いと思います。
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■論拠とする調査結果の問題点

- 学力の推移を測定していない

- 印象論的な観察が多い

- 学校段階を特定していない

- 学力の捉え方が不統一

　「生きる力」とは、ということで、

一応３つの柱を、これは順番は問題

ではないんですけれども、挙げてい

ます。まず、確かな学力。これは、

お手元のパンフレットにもあります

けれども、従来からの基礎・基本、

これは非常に大事である、そこで得

られる知識や技能、こういったもの

に加えて、思考力、判断力、表現力、

そういったものを含めた学力という

ものを確かな学力としようというこ

とです。

　２つ目は、確かな学力の基盤とな

るものとして、豊かな人間性。これ

は自らを律し、他人と協調し、思い

遣る心や感動する心というものとし

てとらえております。これが確かな

学力を支える基盤となるということです。

　それからもう１つ、これは非常に大きなことなんですが、健康、体力。これは

たくましく生きるためのものであるというふうに位置付けられるかと思います。

　先ほどの学力低下問題でも挙げられたものですが、結局、知識や技能について

は、単に知識を、それも学校で学んだことを再生するとか、そういったことで調

べられ、いろいろ議論されたわけです。しかし、知識や技能だけではなくて、思

考力、判断力、表現力などを含めた確かな学力というもの、これについて考える

ということです。

　繰り返しになりますが、確かな学力とは、当然必要であり前提である知識・技

能に加えて、単に何か知っているとか、できるということだけではなくて、自分

で課題を見つけていくことであると。これは非常に高度なものに位置付けられる

のかもしれませんけれども、自分が置かれた環境や状況で、自分自身の課題を見

つけていく。それから自ら学ぶ。これは生涯学習等につながっていく能力だと思

います。これから大いに求められる能力だと思われます。

　それから主体的に判断し、行動する。自らの考えで判断して、行動するという

ことが必要になってくるわけです。それから、それらをもってして、よりよく問
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「生きる力」と「確かな学力」

■「生きる力」とは

　- 確かな学力

　- 豊かな人間性

　- 健康・体力

■「確かな学力」とは

　- 知識・技能に加え,

　- 自分で課題を見付け,

　- 自ら学び,

　- 主体的に判断し,行動し,

　- よりよく問題を解決する資質や能力

学ぶ意欲を重視した,これからの
子どもたちに求められる学力



題を解決していく資質や能力。

　非常にいろいろなことが網羅され

ておりますが、こういうことが確か

な学力として定義付けられていま

す。この確かな学力というのは、

言ってみれば、自ら学ぶ意欲を重視

した、これからの子どもたちに求め

られる学力であるというふうに位置

付けております。

　このように、わが国では、いろいろな学力低下問題等に対しまして、再確認の

ような形で出された生きる力、それからその中での確かな学力が強調されまし

た。それでは、国内ではとかく低いというふうに思われがちな学力について、国

際的な立場から見たらどうなのか、日本の子どもたちの学力はどのように位置付

けられるかということについてご報告したいと思います。

　これは先生方のお手元の白い冊子、本日のテーマ等の書いてある冊子の１ペー

ジ、２ページ目をめくったところをごらん下さい（本文６５ページ）。先ほど吉田部

長が紹介されたように、これまで日本が参加した主な国際学力調査としまして、

まず一番目に挙げられるのが、国際数学・理科教育調査です。これは従来の名称

でして、最近では４年ごとに行われるということで、国際数学・理科教育動向調

査というふうに呼んでおります。ＴＩＭＳＳという略称で使われることも多いです。

調査内容や方法に大きな変更はありませんが、学力の動向を調べています。

　昭和３９年、ちょうど東京オリンピック開催の年に第１回目の数学の調査が行わ

れております。これは第二次世界大戦が終わり、１０年以上たった時期で、日本は

高度成長期に入っておりましたけれども、成長に向けて、世界各国で数学・理科

の学校での指導内容等に改革を施していった、改善を施していた時期でもありま

す。現代化ということで、いろいろなプロジェクトが立ち上がって、アメリカな

どでは科学教育の運動が盛んでした。

　その時代に、では子どもたちの学力というのはどうなんだろうかということ

を、国際的に調べる必要があった。比較してみるということが、急務として持ち

上がりまして、わが国では、その当時の国立教育研究所に参加要請がありました。

これはもちろん文部省を通してなんですが、国際機関として、国立教育研究所が

参加してくれないかということで、いろいろ検討いたしました。実は、数学と理

科は日本では有名なんですが、国際的に見ますと第２外国語としての英語、ある
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日本が参加した主な国際的学力調査（1）

■国際数学・理科教育調査（TIMSS:IEA）

　- 昭和39（1964）年から実施

　- 小・中・高等学校

　- 算数・数学,理科の成績や態度など

いは公民教育、あるいは就学前教育、幼稚園での教育といったものも国際比較が

行われております。

　ただ、どうしても言語的なもの、それから社会文化的な事情を考えると、共通

に比較できるものは何かというと、算数・数学、理科であるということで、昭和

３９年には第１回目の数学、それから昭和４５年、またこれも大阪万博の年なんです

けれども、そこで第１回目の理科、それから１０余年を経て、数学が昭和５６年、そ

れから理科は第２回が昭和５８年ということで、ちょうどわが国で学習指導要領が

１０年、あるいは１２年おきという形と同じような間隔で行われております。

　第３回目は、これは数学と理科が合体しまして、ここにありますような名称で、

数学・理科ということで、算数・数学、理科を合わせた調査を行っております。

これが平成７年、やはり１０年置きぐらいだったんですが、それ以降、第４回目は

平成１１年、それから第５回目は、平成１５年２月ということで、非常に間隔を狭め

て、各国が国際比較をやることになりました。ということで、教育動向調査とい

うふうに、「動向」という文字が加わったわけです。

　調査対象は、小・中・高等学校です。ただ少し難しいのは、高等学校の定義で、

各国とも選抜されたり、いろいろ学校制度が分化してきますので、共通にやって

いるのは、小中学校が主ですが、一応、小・中・高までの学校での調査を行って

おります。

　それから、教科としては算数・数学、理科の子どもたちの成績、それから態度

が調査されます。これ以外にも学校調査とか、あるいは先生の調査もあります。

　この国際数学・理科教育調査の出題の難しいところは、例えば各国で学ぶ内容

はどうしてもばらばらだということですね。出題内容が全く一致したものではあ

りません。ただ、その中で算数・数学などでは、出題問題の中の９０数％程度が、

どこの国でも習っているような内容です。理科はほとんどの問題がばらばらなん

ですけれども、７割ぐらいは、どの国にもあるような内容になっています。各国に

全く一致した問題だけを出そうとすると、どうしても非常に限られた内容になっ

てしまいますので、各国でミニマムとしての問題、どこにもあるような、どの国

でも学んでいるような問題を対象として調査を行っております。

　私の専門とします理科の問題例を１つご紹介したいと思います。日本の子ども

たちにとっては、学校で学んだものも入っているのですが、非常に不利な問題も

入ってきます。例えばこの問題などは、どういうふうに子どもたちはとらえたか

ということが、非常にわれわれ懸念されたんですが、ここでは、「図のように」と

いうことで、真ん中にくねくねしているのは川、そのほとりに農場、サイロみた
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いなのが見えますので、北海道みた

いな感じなんですが、１本の川が広

い平野を流れている図です。この平

原は何層もの土砂と堆積物から成っ

ています。この平原が農業をするの

によい場所である理由を１つ書きな

さいということで、農業という言葉

がまず引っ掛かってきます。

　これは理科の問題として作られていますが、何かの植物を栽培するというよう

な形ではなくて、農業という言葉が使われております。この問題は小学校、中学

校に共通に出されております。小学校の子どもたちには、堆積物を泥とか土とか、

いろいろな石ころとか、そういう表現になっていてより具体的になっています

が、基本的には小中同じ問題です。

　この結果をみますと、わが国の子どもたちは、小中学校共に９割程度の正答を

出します。ただ、この問題にはもう１つ質問がありまして、よい場所というのと、

もう１つすぐその下に、この平原が農業をするのによくない場所ということで、

逆の理由を聞くんですね。日本の子どもたちは両面を聞かれたときにどうなるの

かというので、非常に興味があったんですが、小学校で２割程度、中学校で４割

程度しか答えられませんでした。

　日本の国は、よい場所の理由は９割の正答という非常に国際的に高いレベル

だったんですが、逆によくない場所の理由を書くことに関しては、最低レベルと

いう結果でした。これの分析として、われわれは１つよい面を挙げた場合に、そ

の同じ面で、例えば川があって水の利便性があるというふうに書いて、その逆に

洪水とか、あるいは川をせき止めたダムがないので、枯れてしまうとか、そうい

う同じ題材を使って、逆の面を考えるということが苦手ではないかというような

ことも考えました。当時はディベートのことも少し頭に浮かんでいたんですけれ

ども、多面的に考える力というのが非常に苦手なのではないかというようなこと

が当時の分析でした。

　子どもたちは学校で学んだ中身を、非常に駆使して、よくない面に対する答え

では、例えば問題文の中に書いてあった腐葉土の問題など興味深いものでした。

この土地には木の葉が含まれていると書いてあるんですよ。子どもたちは、木の

葉というのは、秋になるとかき集めて、今はダイオキシンとかいろいろな問題が

あるので燃やせないんだ、そういう燃やせなくて、自分たちがごみ袋に入れて捨
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■国際数学・理科教育調査（TIMSS:IEA）

　理科の問題例

図のように、１本の川が広い平原を流れています。
この平原は何層もの土砂と堆積物からなっています。

この平原が農業をするのによい場所である理由を、
１つ書きなさい。

てているようなごみが入っているか

らよくないというふうに、一生懸命

書く子どももいたりなんかして、わ

れわれも教育効果があったかなと逆

に考えたような次第なんですけれど

も、新しい傾向の、私どもがあまり

今まで見なかったような問題も国際

調査の中には含まれてきます。それ

でも日本の子どもたちというのは非

常に成績が良いという結果が出てお

ります。

　もう１つは、先ほどもご紹介があ

りました生徒の学習到達度調査で

す。これはＰＩＳＡと呼ばれていまし

て、ＯＥＣＤが行った調査です。平成

１２年から実施しております。これに

関しましては、今年度、２００３年にも

う１回調査をしています。また２００６年にも調査をするということで、３年おきに

調査をすることになっています。

　調査対象としては義務教育修了段階の高校１年生、義務教育を修了した直後の

生徒です。内容は、先ほどと違って、学んだ知識の単なる再生ということではな

くて、与えられた情報から必要な情報を見いだし、それに基づいて判断や解釈を

していくという、そういう問題になっています。従って、雑誌や新聞の記事とか、

あるいは求人広告のチラシ、あるいはいろいろなマニュアル、それから芝居の台

本といったものが、読解力の中に入ってきたり、あるいは数学、科学的なリテラ

シーの中にも、現実の社会でのいろいろな話題を基にした設題がされておりま

す。例としては、レーシングカーのサーキットでの加速度の問題などが、数学の

中で出ております。今までとちょっと違う現実の問題を解いていくような、そう

いうものです。

　それから、いよいよ成績のほうなんですが、これは先ほど言いましたように、

都合これまで４回ほど結果が出ております。これを見ますと、小学校は算数の場

合は１回しかやっていないですが、過去の都合４回の調査では、小中共に非常に

高い位置にあるということです。少し順位が落ちているように見えますが、参加
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日本が参加した主な国際的学力調査（2）

■生徒の学習到達度調査（PISA:OECD）

　- 平成12（2000）年から実施

　- 義務教育終了段階

　- 読解力,数学的リテラシー,
　 科学的リテラシー

■生徒の学習到達度調査（PISA:OECD）
数学的リテラシーの問題例



国が多くなったということで、表のような結果になっています。また、より上位

の国を有意差などもないということで、やはりトップグループです。それから理

科のほうも、１回から４回ともトップグループにあります。

　ただ、このように成績はよかったのですが、意識のほうとしては、数学が好き、

数学の勉強が楽しい、数学を使う仕事がしたい、数学が生活の中で大切だという

回答が、日本の生徒たちは、国際平均値と比べて、軒並み低いという結果でした。

また、レジュメのほうにも入っておりますので、詳しくご覧いただければと思い

ます。（本文６５ページ）

　理科も同じような結果でした。理科が好き、楽しい、仕事に就きたい、あるい

は生活の中で大切というのは、軒並み国際平均値よりも低い。しかも、わが国は、

科学的な仕事に就きたいという生徒は２割で、国際的な平均値の半分ぐらいとい

うことからすると、かなり低いという結果でした。科学技術立国として成り立た

なければいけない日本としては非常に危惧されるデータだと思われます。

　それから、もう１つ、学校外での学習なんですが、これは平成１１年の直近の中

学校２年生のデータでは、勉強時間は国際平均値より１時間ほど少ない。それか

ら、勉強や宿題をわずかでも、とにかくちょっとでもすればいいんですけれども、

それが中学校２年生で６割。国際平均値の８割からすると、低いということに

なっております。

　もう１つの生徒の学習到達度の国際比較のほうの結果ですが、先ほど言いまし

たような読解力、数学的リテラシー、それから科学的リテラシーというところで

は、２０００年（平成１２年）の高校１年生の結果では、参加３１カ国中、読解力は統計

的な有意差なども考えて２位グループなどという言い方をしておりますが、上の

ほうのグループに入っています。それよりもっとよかったのが、数学的なリテラ

シー、あるいは科学的リテラシーというところでは、１位グループに入っている

という結果です。

　こちらでも出てきたのは、宿題や自分の勉強をする時間が、２７カ国調べた質問

紙の結果で最下位になっておりまして、ここでも問題点が出てきております。

　ということで、日本の子どもたちの学力の現状といたしましては、学校で学ぶ

事項、これに関しての成績は国際的にトップクラスである。もう１つ、知識や技

能を実生活のさまざまな場面で直面する課題に活用する力というのも良好である

といえます。このことは、ちょっと矛盾するんじゃないかというふうに思われる

かもしれませんが、国際的な基準でみるとそういうことなのです。では国内では

どうなのかというと、日本の学習指導要領というのは、非常に考えられていると
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いうことで、各国から注目されています。あるいは学校の先生方、教師の質の問

題についても、非常に高いというふうに言われておりまして、要求水準として高

いのかなというふうに思ったりもするんですけれども、実際に国際的なところで

は、日本の子どもたちの力は、非常に高いというふうに言われております。

　その一方で、態度面、あるいは学習時間というのは、国際的に見て低いレベル、

最低レベルにあるというわけです。参加した国の中では低いレベルにあるという
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中　学　校小　学　校

２位／１２か国中―昭和３９（１９６４）

１位／２０か国中―昭和５６（１９８１）

３位／４１か国中３位／２６か国中平７（１９９５）

５位／３８か国中―平１１（１９９９）

？？平１５（２００３）

■ 算数・数学の成績の国際比較結果
国際教育到達度評価学会（IEA）実施

中　学　校小　学　校

１位／１８か国中１位／１６か国中昭和４５（１９７０）

２位／２６か国中１位／１９か国中昭和５８（１９８３）

３位／４１か国中２位／２６か国中平７（１９９５）

４位／３８か国中―平１１（１９９９）

？？平１５（２００３）

■ 理科の成績の国際比較結果
国際教育到達度評価学会（IEA）実施

国際平均日　本平７（１９９５）調査

68％53％　数学が好き

65％46％　数学の勉強は楽しい

46％24％　数学を使う仕事がしたい

92％71％　数学は生活の中で大切

■ 数学に対する意識の比較
国際教育到達度評価学会（IEA）実施

国際平均日　本平７（１９９５）中２対象

73％56％　理科が好き

73％53％　理科の勉強は楽しい

47％20％　科学を使う仕事がしたい

79％48％　理科は生活の中で大切

■ 理科に対する意識の比較
国際教育到達度評価学会（IEA）実施

国際平均日　本平１１（１９９９）中２対象

2.8 時間1.7 時間
　１日当たりの学校外
　での勉強時間

80％59％
　勉強や宿題をわずか
　でもする生徒の割合

■ 学校外での学習
国際教育到達度評価学会（IEA）実施

参加３１か国中平１２（２０００）高１対象

２位グループ総合読解力

１位グループ数学的リテラシー

１位グループ科学的リテラシー

■ 生徒の学習到達度の国際比較結果
経済協力開発機構（OECD）実施

２７位／２７か国中
宿題や自分の勉強
をする時間



ことが、これらの結果では出ており

ます。

　結論めいたことですが、これから

の課題としては、学ぶ意欲が高まっ

て、そして勉強する時間が増えてい

くのが一番いいと思われますが、そ

の学ぶ意欲をどう引き出していくか

ということが、課題になってくると

いうのが、いろいろ調べてきた結果を眺めると言えるかと思います。

　国内におけるデータとしましては、文科省がこれまで行ってきました教育課程

実施状況調査というのがあります。そこでは、また違う分析が行われておりまし

て、本日のシンポジウムでそのことについて、ご紹介があるかと思います。私の

発表は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
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■日本の子どもたちの学力の現状

学ぶ意欲をどう引き出すかが
今後の課題

　- 知識や技能を実生活の様々な場面で
　 直面する課題に活用する力も良好

　- 一方で,態度面や学習時間は国際的に
　 最低レベル

　- 学校で学ぶ事項に関する成績は国際
　 的にトップクラス

��



シンポジウム

【コーディネーター】

無藤　隆
（お茶の水女子大学教授）

【シンポジスト】

河野　庸介
（国立教育政策研究所　教育課程研究センター研究開発部

教育課程調査官）

立花　正男
（国立教育政策研究所　教育課程研究センター研究開発部

教育課程調査官）

田村　哲夫
（渋谷教育学園理事長）

濱出　君子
（由岐町立伊座利小学校長）



【進行】　それでは、これより「確かな学力と生きる力をはぐくむ指導」というテー

マによるシンポジウムを開始いたします。登壇者をご紹介します。まず、国立教

育政策研究所教育課程研究センター研究開発部、河野庸介教育課程調査官です。

国語を担当しています。

　続きまして、国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部、立花正男

教育課程調査官です。算数・数学を担当しています。

　続きまして、渋谷教育学園田村哲夫理事長です。田村理事長におかれましては、

渋谷教育学園幕張中学高等学校、渋谷中学高等学校校長も務めておられます。ま

た、田村理事長は現行の教育課程の基本方針を審議した、平成７年以降の中央教

育審議会および教育課程審議会、教育改革国民会議、そしてこの度の学習指導要

領一部改定について審議した中央教育審議会、初等中等教育分科会すべてにかか

わっておられます。

　続きまして、由岐町立伊座利小学校濱出君子校長です。伊座利小学校は、由岐

中学校伊座利分校と併設しており、全国から山村留学生を受け入れて、海の体験

学習などを推進しています。この度、同校の活動に対し、朝日新聞社が主催する

朝日のびのび教育賞が贈られております。

　最後に、討論のコーディネーターをお務めいただくお茶の水女子大学無藤隆教

授です。無藤教授は、平成１０年の学習指導要領改定を審議した教育課程審議会委
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員を務めておられるほか、中央教育審議会、初等中等教育分科会、幼児教育部会

の副部会長も務めておられます。なお、この部会の部会長は田村理事長でござい

ます。そのほか、無藤先生は文部科学省の協力者会議などの委員も、多数務めて

おられます。

　それでは、これからは無藤先生のコーディネートにより、会の進行をお願いい

たします。

【無藤】　それではよろしくお願いいたします。１６時半までという長い時間であり

ますけれども、４人の先生方にいろいろなご意見を出していただきたいと思いま

すが、表題といたしまして、「確かな学力と生きる力をはぐくむ指導」というもの

をちょうだいして、案を組み立てておりましたが、先ほど猿田先生からもＩＥＡ、

ＰＩＳＡ調査等の国際比較によるわが国の調査結果およびその結果の整理がありま

した。それに対して、いわゆる教育課程実施状況調査、要するに文科省が行って

いる学力の調査があるわけですけれども、その中で、国内でのさまざまな分析に

携わった調査官お２人の先生に少し話していただいて、それを受けながら議論を

進めたいと思っております。

　先ほどのご紹介にもありましたが、田村先生は、中央教育審議会その他で、今

回の指導要領その他の改定をリードされてきた方ですので、そういった大きな枠

で、今いったいどこに来ているか、どこに行こうとしているかというところを出

していただきたいと思っております。

　それに対して、濱出校長先生のほうは、まさに現場で日々実践される中で、こ

ういった教育課程の改革その他を受け止めながら活かしていただいていると思い

ますので、その中央レベルと、まさに地方で具体的になさっている、両方の面を

まず出していただきたいと思います。それを受けながら、実際にどういう指導が

可能なのか、どういう指導をすべきなのかというところに話を広げたいと思って

います。

　特に後半では、昨年１０月に指導要領の改定ということが、部分改定が出ており

ますけれども、その意味の解説と理解ということも含めながら、進めようと思い

ます。そして最後に、どのぐらいの時間が残るか分かりませんが、ご質問を会場

からぜひお出しいただきたいと思っております。

　それでは、先生方にまず、お立場から話していただこうと思います。お座りの

順番ということで、河野先生からお願いします。
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【河野】　それでは私からは、小・中学校の教育課程実施状況調査というものの概

要、そこにおける小・中の国語科の概要、そしてそれから分かった指導上の課題

という３点についてお話しいたします。

　なお、今から申し上げます小・中学校教育課程実施状況調査というものは、平

成１３年度に行われたものですが、先月末、高等学校の教育課程実施状況調査の結

果がテレビ等で報道されていました。あれはこの平成１３年度に実施しました教育

課程実施状況調査の一環として行われたものです。また合わせて今年の１月２２日

にも実施しております。また、今月の１７日にも実施する予定であります。その実

施につきましては、さまざまな教育委員会の方々をはじめ、各学校の先生方に本

当にご苦労を願っているわけですが、今から申し上げますように、この教育課程

実施状況調査は、わが国の教育行政を進めていくうえで非常に重要な資料となっ

ていますので、改めてご協力をお願いいたします。

　さて、１３年度の教育課程実施状況調査ですが、お手元の「確かな学力と生きる

力をはぐくむ指導」という冊子の３ページを見てください（本文６７ページ）。この

教育課程実施状況調査の趣旨、それから内容がそこに書いてあります。

　（３）を見ますと、小学校５、６年生と中学校１～３学年が示されています。教育

課程実施状況調査はこれらの学年を対象にして行ったということです。小学校は

国語、社会、算数、理科ペーパーテストの実施時間は、小学校ですから、各４５分

です。このほかに、質問紙と申し

まして、小学校においては、４教

科のそれぞれの内容について、児

童にアンケートを取っておりま

す。また、すべての教科に共通す

る内容でもアンケートを取って

います。さらには、指導者でい

らっしゃいます先生方にも、個別

的にアンケートを取って、その結

果を比較いたしました。

　中学校においては、国語、社

会、数学、理科、英語の５教科を

実施しました。時期的に１月と２

月に分かれるのは、中学校３年生

は入学試験があるため、２月には

��　　

なかなか実施しがたいという面がありますので、中学校３年生だけは１月に実施

しています。

　調査の方法ですが、小学校では、１つの学校について２教科、例えば国語と算数

とか、社会と理科とか、もちろんそれと一緒に、先ほど申し上げました質問紙調

査を行っています。中学校では、１校について３教科、例えば国語、社会、数学、

あるいは社会、数学、理科というふうに、３教科を実施いたしました。

　なるべく広い範囲を調査したいということで、例えば国語ですと、１種類の問

題ではなくて、ほぼ同じレベルの冊子を３つ作りまして、Ａセット、Ｂセット、Ｃ

セットと称して、その３セットで行っています。１つのセットで１万６０００人を対

象にして行っています。十分に信頼度のある調査結果が得られる、そういった数

値であります。全国で小学校は約３５００校、中学校約２５００校という数になります。

小学校の児童数で言いますと２０万強、中学校の生徒数で言いますと２４万強とい

う、非常に大きな調査であります。

　調査の結果ですが、調査を行う時に、先ほど猿田先生の発表にもありましたが、

よくできたとかできないとか、あるいは上がった、下がったということを決める

数値が問題でありまして、この教育課程実施状況調査におきましては、結果が出

る前に、設定通過率という数値を決定しております。調査の結果を判断する目安

としての数値です。その結果、この設定通過率よりもよくなかったという教科は、

中学校１、２年の理科、中学校３年の英語ということになります。その他の教科

は、あらかじめ設定しておいた目安となる数値を上回っていたということです。

　また、平成６年度に実施した教育課程実施状況調査と全く同じ問題を１３年度も

実施しまして、その結果がどうだったか、そういった比較もしております。同一

問題の比較と申しますが、その比較において、前回を上回っているのは、小学校

６年生の理科、中学校３年生の国語、同じく３年生の英語でした。逆に下回って

いたものは、小学校社会の５、６学年、算数の５、６学年、中学校社会の第１、２学

年、数学の第１、２学年、理科の第１、２学年、英語第１学年ということでした。

　国語の結果につきましては、お手元の資料の４ページと１６ページに国語が出て

おります（本文６８、８０ページ）。ペーパーテスト調査の概要については、後ほどお

読みください。

　それから、次の（２）の質問紙調査の結果、この質問紙調査の結果について、５

ページの中ごろなんですが（本文６９ページ）、「２．今回の調査結果を踏まえた指

導上の改善点」というゴシックの上６行ぐらいですが、そこに書いてありますよ

うに、質問紙調査の結果で注意を要するのは、指導内容について、教師と児童の
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意識の差が見られるということです。多少の意識の差はどこにでもあると思うん

ですが、特に小学校、中学校を通して、文学的な文章についての指導者と児童生

徒の意識の差が顕著であります。簡単に言ってしまいますと、指導者である先生

方は、児童生徒は文学的な文章が非常に好きである、内容もよく理解できている

というようにとらえているのですが、児童生徒のアンケートの調査から見ると、

それほど好きではないという結果が出ています。もう一度子どもたちの実態を、

私たちがとらえ直す必要があるだろうということです。

　ペーパーテストの結果と、それから意識調査の結果、それらを踏まえますと、

大きく申し上げると、小学校では２つの課題があります。１点目は、相手や目的に

応じて、自分の考えをきちっと構成立てて伝える。このような能力をさらに伸ば

していくということが１点あります。

　もう１点は、もう一度私たちが子どもたちをとらえ直して、授業においては指

導上の工夫等をさらに行っていく必要があるだろうということです。

　中学校ですが、ペーパーテストの結果も生徒の意識調査も小学校とほぼ同じよ

うな傾向が出ています。中学校における指導上の課題としまして、１つは、書くこ

とにおいても、それから話すことにおいても、根拠を挙げて自分の考えを述べな

さいと言うと、とたんに実現度が低くなります。根拠を挙げて自分の意見を述べ

る、おそらくそれは、論理的な表現とか、相手を説得できる力とか、そういった

ことにつながると思うんですが、根拠と意見、このことにかかわる指導について

充実させる必要があるということです。

　もう１点は、文章の構成、段落意識です。これは中学校の場合、中学校１年生、

２年生、３年生と、同じ問題ではもちろんないんですが、いずれも段落の構成を問

う問題を出しましたところ、すべての学年において、設定通過率を下回る結果が

出ています。段落構成の意識が弱いということは、書いたり話したりする時に、

論理的に、あるいは筋道を立ててそれを進めていくことができないということに

つながっていくと思います。根拠と意見、それから段落構成、この２つを、中学

校としては今後指導上充実していく必要があるのだ、そのように思っています。

【無藤】　ありがとうございました。また、その結果のご議論は後に回すとして、

続いて立花先生、お願いします。

【立花】　よろしくお願いいたします。算数・数学についての結果概要と、それに

ついて、ご説明を申し上げたいと思います。

　今、河野調査官からお話があったように、全国の子どもたちを対象に、算数・

��　　

数学について調査したわけですが、標本調査ですので、一部の子どもたちを調査

して、その子どもたちの結果はこうだったんだろうというように、データを読ま

ないでいただきたいと、まず最初に皆さんにお願いしたいと思います。

　一部の子どもたちを調査した結果から、われわれは全国の子どもたち、母集団

の子どもたちの結果について、予測しているというか、推測するわけです。今、

全国の子どもたちは、こういうようなことで悩んでいる、こういうようなことで

つまずいているということを、結果から読み取っていこう、そのことから、われ

われはその子どもたちに対して、どのような指導が可能なんだろうかということ

を考えていこう。今まで通り指導していて、「子どもたちができが悪いな」とかだ

けで済ませてしまうのではなくて、この実態に対して、われわれはどう関わるこ

とができるかということについて、考えていただきたいと思っております。

　実施状況調査の結果について、新聞で矢面に立たされるのが、算数・数学です。

過去の調査と比較すると、今、河野先生からあったように、算数・数学は多くの

問題で、同一問題については通過率が下がっているのです。そのため、学力低下

じゃないか、何をやっているんだと言われることもありますが、それはなぜなん

だろうということについて、分析をした結果について、お話をしたいと思います。

　最初に、コマーシャルになってしまうんですが、国立教育政策研究所では、そ

の分析結果について、中学校の全教科５教科、小学校の全教科４教科について、

分析報告書としてまとめまして、市販しております。われわれの分析した結果に

ついて、詳しくはこの本の中に書いておりますので、書店で買い求めいただき、

研究会なんかでご使用していただければ、われわれが作ったかいもあるなと思い

ます。まずコマーシャルを最初にさせていただきました。これからこの報告書に

書いたことについて、要点だけをご説明したいと思っております。

　小学校の算数についてですけれども、分析委員会で設定した設定通過率、つま

り、ここまでは子どもたちにできてほしい、できるだろうという通過率を比較す

ると、だいたい予想通りのものでした。ただ、問題になったのは、さっき言いま

したように、過去との比較をした場合に、通過率が下回る傾向があったというこ

とです。過去問以外では、計算の意味理解のところ、三角形や円の面積など、そ

れを求める問題、あるいは意味を問うた問題等で、通過率が下回っている状況が

見られた。このことについて、その理由を考えております。

　それから、質問紙の調査をやったわけですが、子どもたちは、その質問紙に対

しては、「いろいろな考えを発表するのは楽しいですか」とか、「問題を解けた時

に、別な考え方を考えようとしますか」という質問に対して、われわれが思った
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よりも、肯定的な反応のほうが多かった。このことから、子どもたちは頑張ろう

としているけれども、頑張れないでいるという実態も見えてきたんです。そこで

教師として、何が支援できるだろうか、そのことについて考えていかなければな

らないと思っております。

　中学校数学についてですが、中学校数学については、小学校と同じ傾向があり

まして、同一問題については通過率は下回っております。中学校３年生は半々で

したけれども、１年生、２年生については、有意に下回っている問題が多かったで

す。過去問以外では記述式の問題、長く書かせる問題、理由を書かせる問題など

が設定通過率を下回っている傾向が多いうえに無解答が多かったです。そういう

問題には、答えてくれない生徒が多かったということになります。その無解答に

対して、われわれは何を子どもたちに対して指導するかということについて、今

考えているところです。

　それでは、このような実態を見て、今われわれが考えられる小学校、あるいは

中学校における指導の改善というのはどういうことがあるんだろうかということ

について、ちょっとお話をしたいと思います。

　今、基礎・基本の重視ということで、計算力だ、計算力だ、という傾向があり

ます。もちろん計算力は重要ですし、子どもたちが反射的に計算できる力という

のは重視しなければなりません。しかし、それだけの指導では不十分だと思いま

す。今回の調査で、計算の意味を聞かれたり、何かを説明したりというような問
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題に対して対応できない子どもたちの実態が見えてまいりましたので、指導にお

いては計算力も重視しながら、考える力、計算の意味を考える指導も重視するこ

とが大切です。つまり両方のバランスが取れた授業について、われわれはどうに

か工夫、改善を考える必要があるということです。

　それから、数量や図形についての作業的、体験的な活動についてその体験、作

業というのには、どういうような数学的な意味があるんだろうか、そういうこと

を子どもと一緒に考えていく必要があるんじゃないかと考えております。

　問題の例を１つ取り上げて説明します。例えば「５＋２×３」のように、掛け算の

ほうを先に計算するという、乗除先行の決まりに基づいて計算しなければならな

い問題があります。それについて、問題自体は違うのですが、小学校でも、中学

校でも出しているんです。その中で特徴的な傾向が見られたのは、乗除先行で計

算をすべきところを、前から順番に計算していく子どもがいるということです。

それぞれの計算の答えは正しいんですけれども、前から順番に計算しているか

ら、結果的には答えが違うんです。そういう子どもたちが小学校５年生にも、中

学校１年生にも、約２割いたんです。同じ割合ですね。正答率は違いますが、そ

ういう同じ間違いをしたのが約２割いたという特徴的なことがありました。

　では、そういう子どもたちに対して、われわれはどのような指導が必要なんだ

ろうか。そういうような結果については、個に応じた指導等にもかかわってきま

すけれども、通過率がいくらだからいいとか悪いとかではなくて、どういう問題

に対して、どういう間違いをした子どもたちがいるかということについて、しっ

かりみていただいて、指導の改善について考えていただきたいと思います。

　それから質問紙調査の結果から、中学校でも小学校でも、子どもたちは問題を

解こうと必死になって頑張ろうという気持ちはあるんですけれども、それにたど

り着かないでいる子どもたちがいるという実態が見えます。そこでわれわれは、

そのような子どもたちに対して、どのような支援ができるかということを考えて

いかなければならない。

　また先ほど、国語のほうでもありましたけれども、教師と生徒の意識のずれと

いうのが数学にもありました。「三平方の定理を学習する」というところで、６割

ぐらいの中学校の先生方は、子どもたちは非常にこの教材には興味を示すという

ように回答しているんです。ところが、３割ぐらいの子どもたちしか楽しかった

とは回答していないんですね。先生方は、楽しいはずだと思って指導しているん

だけれども、子どもたちはそのように思っていない。もしかしたら指導が先生の

思いだけでやっているのではないかと考えられます。子どもたちの意識調査の実
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態についても、もう１回、われわれは確認をしながら、授業に取り組んでいく必

要があるんだろうなということを思っております。

　あと少しの時間については、小中学校の関連ということで、ちょっと述べさせ

ていただきたいと思います。小学校の先生方、中学校の先生方にお願いしたいの

は、それぞれの校種について、それぞれの学校だけを見るのではなくて、小学校、

中学校の結果の両方を見ていただきたいということです。中学校の数学で言いま

すと、小学校の算数で理解したものに縛られてしまって、なかなか中学校の数学

世界に入ってこれないで、悩んでいる子どもたちがいっぱいいるということが分

かったんですね。

　例えば、数の大小関係についてとらえる問題です。これは基本的なことですか

ら、簡単なように数学の教師は思ってしまいがちです。ところが、子どもたちは、

「絶対値が小さければ小さい」という考えから抜けきれないで、それで処理してし

まう子どももいることです。数はゼロに近づいてくれば小さいという考えで小学

校では処理できたのです。ところが、中学校１年生で、数が負の数に拡張されま

すので、このままでは処理できなくなり、その知識を自分の中で再構成しなけれ

ばならないわけですが、それが再構成できないまま、マイナス０.１と、マイナス

０.３はどっちが小さいですかというと、０.１と答える子どもたちがいるのです。

このような場合、どのように考えを再構成するかを指導する必要があります。

　もう１つの例を挙げますと、小学校時代は、比例のグラフは、増えれば増える

で処理できたんです。しかし、中学校では、比例定数が負にもなりますので、増

えれば減るということも、あり得るわけですね。増えても減る。ただ、増えれば

減るというのは、反比例だというように考えてしまう子がいる。そうすると、そ

ういうふうな比例のとらえ方も、小学校時代とは違ってくることは、小学校の知

識が違うのではなくて、どのように知識を再構成するかという、再構成の仕方に

ついて、小学校との関係について、考えて指導していく必要があると思います。

　そのようなことで、中学校は中学校なんだ、小学校は小学校なんだということ

ではなくて、実施状況調査の結果から、子どもたちの悩んでいる状況について、

十分読み取っていただき、それぞれの指導を考えていただきたいと思います。全

国の子どもたち、あるいは自分の目の前にいる子どもたちの実態はこうなんだと

いうことを、一度見直していただく機会になるのかなと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

【無藤】　どうもありがとうございました。お２人の調査官から、実施状況調査の

ポイントと、指導にどう生かすかということで、お話しいただきましたけれども、
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その意味は後で論じます。

　今度は田村先生、また続いて濱出先生にそれぞれ行政の大きなレベルと、現場

のレベルということでお話をいただきたいと思っております。田村先生、お願い

します。

【田村】　田村でございます。私がお伺いしましたのは、第１５期中教審から延々と

教育改革と言われる仕事に携わってきたということで、その経験を先生方に少し

ご説明できる、あるいはお伝えできるかどうか、頑張ってみますが、そのことが

役割かなと思ってまいりました。つまり、世界中どの国も、教育の仕組み、中身、

やり方というのは、非常にドメスティックというんですか、その国のやり方とい

うのでやってきていたわけです。

　ところが、２０世紀から２１世紀になる時期に、どうもそれではまずいだろうとい

うような考え方がだんだん出てきました。もともと１９世紀に教育の分野で活躍し

たジョン・デューイという方の言葉に、「教育というのは、社会の変革と進歩のか

ぎになるものだ」という有名な言葉があります。そういう意味で言えば、社会の

変革が個々の国の教育の内容に影響を及ぼしてくる。あるいは、将来の社会の変

化を見通して、今やっている国の教育の内容を考えなければいけないのではない

かという、こういう動きは当然必要となってくるわけです。

　例えば、仕組みで言いますと、ここには関係者がいるので言いにくいですけれ

ども、文部省に国際課というのができたのは、つい最近でありまして、まだ１０年

もたっておりません。それまでは、外国の大学の学長が、日本の大学を見学した

いと言って文部省に来ると、対応する人がいなかったわけです。外務省に連れて

いって、外務省が打ち合わせして、文部省と話しながら対応するというようなこ

とがやられていた。これはまさに教育というのは、その国の事情によってされて

いるということの１つのあかしだと思います。

　ところが、次第にそうはいかなくなってきた。象徴的に言いますと、１９９９年、

ケルン・サミットが開催されました。サミットというのはずっと経済の問題を議

論するために開かれていまして、当初は経済のことばかりやっていたわけです

が、２１世紀を考えた場合、どうも経済だけでは駄目だ、教育が重要だということ

で、ケルン・サミットで初めてサミット宣言の中に教育を入れることを決めて、

その後ずっとサミット宣言の中に教育にかかわる宣言が入っているわけです。

　ケルン・サミットでは、「教育は未来社会をひらくかぎである」、こういうこと

を宣言の中に入れたわけですね。ちなみに沖縄サミットでは、何が宣言の中に
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入ったかご存じですね。ご存じでないと、この流れというのが十分に理解できな

いのではないかという気がするわけです。沖縄で確認されたのは、これからの教

育の中で、直接関係あることだけ申し上げると、英語とＩＴをちゃんとやろうとい

うことが決められたわけです。英語をちゃんとやろうという時には、フランスと

ドイツが猛烈に反対したそうですけれども、大変な議論の結果、フランスとドイ

ツも認めて、やることに決まって、ＩＴもやると。ですから、例えば小学校で英語

をやるというようなことが議論されて、現場でわあわあ言われていますが、国際

的にはもうその流れに行くんだということを確認し合っているわけですね。

　国際的な影響で言えば、例えば先生方が現在実現されて、体験しておられる学

校５日制も明らかに国内の教育事情もありますけれども、主にＩＬＯを通した国際

組織からの影響というのが、非常に大きかったということは今明らかになってい

るわけです。ですから、日本が日本の国だけでやるというわけにはいかなくなっ

てきている。これは先進国共通なんですね。ですから、いろいろな問題が出てく

るというのは、いい面でも悪い面でもいろいろ出てくるということを、まずご理

解をいただきたいわけです。

　１５期の中教審の答申というのは、今日持ってきていますけれども、表題を見る

と典型的にそのことが分かります。「２１世紀を展望したわが国の教育改革」です。

つまり、２１世紀にどういう社会になるか。これは、社会というのは、国際的な社

会の中でのわが国の位置付けを意識して、どういう教育をしていく必要があるか

ということで、討議をして結論を出した流れということであります。

　その流れを受けて、大学改革の切り口として、まず大学入試を変えなければな

らないということで、今これは一生懸命やっているところです。高等教育が一番

国際化しやすい部分ですから、まずそれが進んできたということを考えていただ

くと、そこが変わってくると同時に、初等・中等教育の教育についても、考え方

を十分に検討して、私たちが教えている今の小中に通っている子どもたちが生き

る時代というのは２１世紀の半ばごろですよね。その時に役に立つものをちゃんと

伝えているんだろうかという、こういう視点を持って教育をする必要があるだろ

うと。その点についてはどなたも反対なさることはないと思うんですけれども。

今まで日本がやってきた学校教育は、そういう力をちゃんと伝えていたんだろう

か、これをまず考える必要があるだろうと思います。

　学力低下というのは、私は大きな問題とは思っておりません。１つの大きな変

革に対する反対の動き方の現れた、一種の一時的なことでありまして、分析すれ

ば学力低下論争というのは、ほとんどあまり成果を生み出さなかったんではない
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かと、非常に寂しい思いがするわけですが、いずれにせよ、そういうことを意識

しながら進めていかなければいけない改革だということを、まず念頭に置いてい

ただきたいわけです。

　この中教審の答申のテーマは、「生きる力を育てる」。生きる力というのは、全

人的な力で、幅広くさまざまな観点から敷衍するというような説明があったわけ

ですが、いろいろな議論の中で、だいたい昔から言われている知徳体に対応した

力の総合というふうに考えると、一番分かりやすいわけであります。知徳体に整

理された柱を、時代変化に対応できる学力、ここで学力が出てきますね。それか

ら豊かな人間性、それからたくましく生きるための健康や体力、この３本柱、こ

れがいわゆる知徳体に帰結する。最近はこれに食育というのがつながってきます

けれども、それは３つの柱でも言える分野かもしれません。いずれにせよ、これ

らが目標になっているわけです。

　そこで今、今回のテーマである「確かな学力」という形で、文部科学省が答申

を出したものを改正する、学習指導要領の部分改定ということで、改定をいたし

ました。これは大変珍しいことですが、今後こういうことはよく起きるだろうと

思います。かつてのように１０年ごとに改定では、変化が激しい時代には合わない

ことは目に見えているわけですから。今回出した「生きる力」をテーマに置いた

学習指導要領の改定というのは、当然必要があればどんどん変えていくというこ

とを前提にしています。実は教育課程の議論をする審議会があるわけですが、こ
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れは常設するということが決められているわけです。常に開かれています。です

から、何か具合が悪ければ変えるということは当然起きるわけで、変える第１号

が今回の「確かな学力」にかかわる部分改定なのです。

　そういう形でお考えいただきますと、今後も当然そういうことが起きてくると

いうことです。そこで、この部分改定がなぜ出てきたかということに絞って、

ちょっとお話を申し上げますが、これは多少自分の思い込みも入りますし、違っ

ていることもあるかもしれませんが、基本的にどうも今回の学習指導要領の改定

は、集団から個へというふうに、私としては変化の流れを象徴的に言っていいん

だろうと思っているんです。

　従来型の学習は、日本の学校教育というのは、学校というのはどこもそうなん

ですけれども、集団を教えるという大前提があるわけです。ところが、この学校

教育を支えているのは国民の税金ですから、税金を払う側が、集団ではなくて

個々を見てくれ、個々に応じた教育をしてくれという、こういう希望が非常に強

くなってきた。これは社会の変化と、それから日本の国が非常に豊かになってき

たためでしょう。具体的に言いますと、１９７０年代、８０年代にかけて起きた世界の

奇跡と言われる経済成長ですね。あの時期にわが国はヨーロッパ並みの国民総生

産のレベルに達するわけです。非常に豊かになっていながら、教育の仕組みは集

団を対象にした、今はやりの言葉で言うと、東アジア独特の教育システムである

わけですね。これはどういうものかと言うと、東アジア地域の学校はすべて、分

かっているか分かっていないかテストすると、よく分かっているんです。高得点

を取ります。学力の調査の結果について先ほどご報告がありましたけれども、世

界でトップクラスなんです。しかし、東アジア地域の生徒は全員、勉強が好きか

どうかと聞くと、みんな嫌いなんですね。これは非常に独特な現象でありまして、

今これが議論の対象になっていると言ってもいいと思います。

　なぜ議論の対象になるかと言いますと、生涯教育ということにかかわるんです

ね。つまり学校というような決まった時間に、決まったことを教えるという場合、

学校がすべてを教えることは絶対にできないんです。どんどん社会が変化して、

学問も進んでいく、あるいは学ぶことも増えていく中で、学校が全部引き受ける

なんてことはできないわけです。そうすると、引き受けることはどうやったらい

いかと言うと、ブルーナーの『教育の過程』という有名な本がありますが、そこ

に出てくるように、要するに学び方を学ぶ。学び方をしっかり学んでおけば、ど

んな対象に対しても、将来自分で学べるようになるだろうということなのです。

　学び方を学ぶということで、いくつかの重要な項目があります。明らかに重要
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な１つが、意欲なんですね。学ぶことの意欲です。この学ぶことの意欲というこ

とをしっかり学校で育ててきただろうかと言うと、これはかなり問題があるとい

うのが、いろいろなところで出てきます。それは、そのことを何とかしなければ

ならんということと、いわゆる一般的に言われるファンクショナル・リテラシー

と言われる、いわゆるリテラシーの教育ですね。基礎・基本の学力という言い方

もありますが、このリテラシーの教育をお粗末にして、学ぶ意欲だけを伝えれば

いいんだというのは、これは行き過ぎなんですよね。

　その点で言うと、今回確かな学力の改定ということを確実にするために、学習

指導要領を改定したという経緯は、ちょっときつい言い方をして失礼なんですけ

れども、目的と手段をちょっと混同しちゃったとも言えます。目的と手段、つま

り生きる力という目的を、手段にまで及ぼしてしまった。手段としては、基本的

に先生方のお仕事として、どんな手順を踏むにせよ、教えること、つまり教化す

ることと、それから教育目標を設定することは、これは教師の仕事なんです。し

かし、それは勝手にやってはいけないということは分かりますよね。つまり、先

生が生徒が興味を持つはずだと言って、教えていて、実はちっとも興味を持って

いなかったということだと、それは全然意欲を育てないことになりますから。

　勝手にやるわけにはいかないけれども、どんな形があっても、教化、つまり教

え化ける、教化の仕事と教育目標の設定は、これは教師の仕事です。ただし、そ

れは個人の思い込みではやれませんし、やっても成果があがらない経験を持って

いるわけですから、地域と相談をするとか、学校を開くというのはそういうこと

にあるわけです。でも、中心は教師です。これを否定している学習指導要領では

ないんです。そこのところはぜひとも分かっていただきたいです。

　わが国の教育のシステムは、どこに特徴があるかと言うと、要するに教師１人

１人の質と意欲が非常に高いんですね。このことは誇るべきことであって、これ

を失わないようにしなければいけないんです。しかし、いくら質が高くて意欲が

あっても、目標がずれてしまっていると、時代に合わなくなってしまい、子ども

が付いてこないんですよね。後ろを見たらだれもいないという、こういう現象が

起きかねない。だから、そこのところだけ気を付けていただきたいというのが、

私たちの今回の改定の心配事なんです。ぜひその点を１つご理解をいただきた

い。

　最後に、元気付けていただくために申し上げるんですけれども、いわゆるＩＥＡ、

国際的な学力の比較の調査学会の調査というのがあるんですけれども、そこでも

日本は非常に高得点を上げています。それから最近、ＯＥＣＤに加盟する国々で、
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先ほど申し上げたように、教育の国際化をしなければいかん、国内の事情だけで

教育していたのではまずいんだというので、いろいろな動きがあるわけですが、

その１つがＰＩＳＡ調査です。国際的な比較をやっているわけですね。つい最近そ

の結果が発表になっています。

　ＰＩＳＡ調査でも、明らかにわが国の生徒の学力は高いんです。心配することは

ないんです。ないんですけれども、念のために申し上げると、この調査でびっく

りされると思いますが、ＯＥＣＤの中で学力が低いと国を挙げて問題になっている

のはどこだかご存じですか。フランスとドイツなんです。フランス、ドイツが非

常に低いんですね。これは国を挙げての問題になっています。私たちの国はどう

かというと、かなりいいんです。でも、もっと上の国があります。それは北欧で

す。一番いいのはフィンランドですね。フィンランドがＩＴの分野では世界の先進

国として大変な発展を遂げていますが、それがこういう教育の結果にちゃんと出

ているというふうに私たちは考えているところです。

　そこで、１つだけ申し上げておきます。ＯＥＣＤの結果、生徒の学力の高い国の教

員の特徴に、教員が職能訓練を受けているということがあります。職業に対する

知識があるということですね。つまり社会に目が開いているということです。こ

れが共通項です。それと、教員が自分たちは自由にやっていると思っている、あ

るいはそういう意識がある、あるいはそういう仕組みができている国、そんな国

ほどレベルが高いんです。ＯＥＣＤ諸国との比較では、わが国の初等・中等教育は、

世界から非常に自由だと言って褒められているんですよ。この仕組みは悪くな

かったんですね。もしかすると自由でないと思っておられるかもしれませんけれ

ども、実はドイツやフランスはもっときついんですね。自由がないんです。

　それからもう１つ、生徒や教師が集団で教えている、あるいは教えてもらって

いるという意識を持っている国ほど学力が低くなっています。生徒や教師が、個

人個人の面倒を見ている、あるいは見られているという意識が強い国ほど学力が

高いんです。これは時代の変化ですよね。そういう時代になっているということ

です。集団教育ではもう通用しなくなってきたということです。

　そういうことが今回の学習指導要領の改定にあるんだということを踏まえてい

ただいて、もともと質の高い優秀な先生方の集団なんですから、下手に自信を失

うことなく、しっかりと集団から個へという、この教育の大きな変化をうまく乗

り切っていただきたいと思っています。それが伝えられれば、少し役割を果たし

たかなと思っております。あとご質問があればまたご説明したいと思います。

　これがＰＩＳＡの報告書です。こういうのを教育委員会に言って、何冊も買って
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もらったらいいですよね。高いから個人では買えないと思いますけど。先ほどの

あっちと一緒に、少し買わないといけないと思いますよ。よろしくお願いします。

非常に変化が激しいですから、今まで通りのことをやっていればいいということ

はもうないんだと思ったほうがいいと思います。それでは、失礼しました。

【無藤】　ありがとうございます。大きな流れと、非常に励ましを最後にいただい

たと思います。それでは４人目、最後になりましたけど、濱出先生、よろしくお

願いいたします。

【濱出】　失礼いたします。先生方に十分なお話ができるかどうか分かりません

が、子どもたちが地域の中で人と触れ合い、自然と触れ合い、そしてさまざまな

活動を通して学んでいる姿を少しでもお伝えできたらと思っております。よろし

くお願いいたします。

　伊座利小学校は、海部郡の一番東、三方を山で囲まれた小さな漁村の中心にあ

ります。この地はかつては陸の孤島と称されたほど、不便な土地でした。平地が

少なく、現在でもほとんどの住民が漁業を唯一の産業とする小さな漁村です。人

口約１００人、過疎化が進み、このままでは学校がなくなってしまう、そんな危機感

を持った地域の人たちは、今から４年前、「学校の火を消すな」という強い思いの

下、伊座利の未来を考える推進協議会を立ち上げました。そして学校の応援団と

してさまざまな取り組みを始めました。その１つが留学児童の受け入れです。

　現在、小中学校合わせて１５名ですが、地元の児童は１名のみで、他はすべて留

学児童です。地域では毎年２回海の学校を開いています。この日は県内外の親子

��



が大勢参加し、その後環境に魅せられた家族が移り住んだケースもあります。地

域では機会あるごとに集まり、みんなで話し合います。地域の人たちは、子ども

たちのことを「うちの子」と呼んで、まるで自分の子どものように、悪いことを

した時はしかり、うまくいった時は思い切り褒めてくれます。いつもどこかでだ

れかが見守ってくれています。だから、保護者は安心して子どもを育てることが

できます。地域の教育力が今もなおしっかりと根付いている、数少ないところだ

と思っています。

　それでは、学校の概要を説明します。小学校の児童数は１１名、学級数は３学級

のへき地校です。低学年は１年生が１名、２年生が２名、計３名の複式学級です。

少人数なので、１人１人の能力に合った指導を工夫しながら、授業を進めていま

す。国語と算数は加配教員がいるので、学年ごとに指導ができます。中学年は３

年生４名の単式学級ですが、学力差が大きいので、個別指導に時間をかけていま

す。高学年は５年生２名、６年生２名の４名です。１人１人の力に合った課題を

作って、授業を進めています。また、小中の併設校の利点を生かして、小学校の

教員が中学校へ、中学校の教員が小学校へと、自分の得意な教科を教えるように、

交流も図っています。

　では、本校の体験学習について説明します。本校では、地域の全面的な協力を

得て、伊座利でしかできない体験学習を実施しています。体験することで学ぶこ

とは楽しい、仲間と一緒に行動することは楽しいという実感を味わい、自分に自

信を持ち、たくましく育ってほしい、そんな願いで取り組んでいます。

　本校の総合的な学習のメインは、磯学習とヒジキ作りですが、ほかにもヒラメ

の稚魚放流、漁体験、伊勢エビ漁など、季節に応じた活動を実施しています。こ

れらの活動で欠かせないのは、漁師のおっちゃん先生と言われる人たちです。ど

んなに仕事が忙しくても、「子どもは地域の宝」と、全面的に協力してくれます。子

どもに声を掛け、励まし、子どもを鍛えてくれます。

　では、地域と共に取り組んできた総合学習の内容の一部を簡単に紹介いたしま

す。毎年７月、地域住民のほとんどが集まる１日があります。磯学習と言って、

本校ではもう１５年も続いている地域学習発表の日です。各学級で地域素材を生か

したテーマを見つけ、３カ月かけて調査研究したものをみんなの前で発表するの

です。地域にはあふれるほどの素材があり、地域の名人がいます。地域の人たち

を先生に、漁業に生きる地域の仕事や暮らし、歴史、自然など、毎年さまざまな

テーマで取り組んでいます。

　地域の人たちは、自分たちがかかわった学習内容が、どのようにまとめられて
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いるのか、また、どんな発表をしてくれるのか、この日をとても楽しみにしてい

ます。評価も厳しく、ありきたりな内容であったり、手抜きをしていれば、ひど

いブーイングです。「もっとしっかりやらんか」と容赦のない言葉が飛んできます。

けれども、自分たちが知らないことや、気付かないことを調べていれば、拍手喝

采です。それを期待して、教師も子どもたちも、地域の人たちを何とか驚かせよ

うと頑張るわけです。

　今年度、低学年は「海の宝石みーつけた」というテーマで取り組みました。浜

へ行った子どもたちがいつも拾って帰るビーチグラス、「どうやったらこんなきれ

いな石ができるの？」という疑問がテーマ作りのきっかけです。早速漁師の浜

ちゃんの船で、小伊座利の浜まで出掛けました。漁師さんはいつだって子どもた

ち優先です。浜にガラスをまいて、ビーチグラスができるかどうか調べたり、大

きなペットボトルにガラスの破片を入れ、水や塩水、泥水などを加え、ビーチグ

ラス作りに挑戦しました。ペットボトルを振る回数は８０００回にも及びましたが、

地域の人たちも学校へ来るたびに協力してくれました。右（４５ページ２段め右）

の写真は、ビーチグラスで作った作品の１つです。

　中学年のテーマは、「伊座利の昔の暮らし」です。聞き取り調査が主で、伊座利

生まれのほとんどの人から、昔の様子を教えてもらい、その様子をパネルに再現

しました。４０代以上の人は、相づちを打ちながら、懐かしそうに聞いてくれまし

た。若い人からは、初めて知ったというような驚きの声も聞かれました。

　高学年は、学校のすぐそばにある伊座利川に生息するテナガエビの研究です。

エビを捕る仕掛けは子どものころから伊座利川に親しんでいる保護者に教えても

らいました。この川に生息するエビは２種類だと思っていたのに、図鑑やイン

ターネットで調べたり、大学の先生に問い合わせたりして、５種類もいることが

分かりました。エビの生態や伊座利川の水質などを調べているうちに、身近な川

なのに、今まで知らなかったことがたくさんあることに気付きました。

　最後に豊かな自然のシンボルとして、エビの保護を呼び掛ける看板の設置を子

どもたちが提案しました。それを聞いていた推進協議会の人々は、早速業者に依

頼してできたのがこのパネルです（４５ページ下）。現在町内に掲示し、巡回展示す

る計画もできています。自分たちの提案がこのような形で実行できたことに、子

どもたちは大喜びでした。

　次にヒジキ作りを紹介します。昨年度給食で使ってみようと、ヒジキ作りを始

めたのがきっかけです。手作りのヒジキが給食に出された時の子どもたちの喜び

ようが大きかったので、今年度はさらに規模を拡大して取り組むことにしまし
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た。遠足を兼ねて黒髪の浜へ行ったのは５月２日の大潮の日です。岩場に上がる

のも大変なのですが、これも勉強の１つです。漁師のおっちゃん先生たちは、子

どもたちにかまを握らせるし、足場の悪いところにも連れていきます。けれども、

けがをしないよう、細心の注意を払い、自然のルールを教えてくれます。刈り取

ること２時間、小舟はヒジキでいっぱいになりました。

　次は大釜で煮る番です。夕方５時ごろから１１時ごろまで煮込みます。木のくべ方

を教わり、火の番もできるだけ子どもたちでやります。次の日は天日干し。ちょう

どヒジキ刈りをしたのが５月２日でしたので、連休を返上して３日間、２時間おき

に長い竹ざおを使って、このようにひっくり返しながら乾かしていきます。

　ごみや小石を取り除く作業はなかなか思うようにはかどりません。でも、ヒジ

キ作りの名人と言われているおばあちゃんが、かごを一振りするだけで、うまく

ごみや石が下に落ちるのは不思議です。この作業を毎日毎日、１カ月間根気よく

やり続けます。時間はもちろん、雨の日の休み時間や放課後を使いました。

　いよいよ最後の袋詰めの作業に入ります。袋の表紙作りや、重さを量るのも子

どもたちの仕事です。１つ１つ丁寧に袋に詰めていきます。

　待ちに待った朝市での販売の日がやってきました。最初は小さな声で恥ずかし

そうにしていた子も、どんどん売れ始めると声が大きくなり、私たちが驚くほど

の売り子さんに変身です。

　この学習を通して「働くって面白い、でも、大変なことがいっぱいあるんだ」、

そんなことを子どもたちは体で知ることができました。収益で念願のカヌーでの

吉野川の川下りを実現しました。また、自分たちで話し合って、遊具を購入し、

一緒に遊んでいます。

　これらの体験学習を通じて、次のような点に成果が現れたと思っております。

さまざまな活動を通して、学ぶ楽しさを知った子どもは、その意欲を教室での学

習にも生かすことができます。伊座利での３年間の暮らしをつづった６年生の児

童の作文が、全国作文コンクールで文部科学大臣賞を受賞しましたが、これは毎

日が豊かで楽しく、わくわくした気持ちをだれかに伝えたいというような意欲が

あったから書けたのだと思います。このような確かな学力や豊かな心を身に付

け、少しずつたくましく育っている伊座利の子どもたちです。今後は目標、そし

て内容、評価などをより明確にし、子どもたち１人１人のアイデアが生かせるよ

うな工夫をしていきたいと思っております。

【無藤】　どうもありがとうございました。本当に素晴らしい実践を、ありありと

描いていただいて、感動いたしました。

��　　 ��



　さて、４人の先生方にさまざまな視点で、解説、あるいは実践報告などをしてい

ただいたわけですけれども、この後もう少しそれを発展させたいと思います。特

に指導要領の改正の問題については、田村先生に触れていただきましたけれど

も、結局、今、抽象的にどうだということよりは、学校現場の指導に対してそれ

がどう生きるかということが一番肝心だと思いますので、それぞれの先生から補

足と、また学校現場の指導として、要するにどういうところに、もう一歩二歩進

めたらよいかというご提言などをいただいて、指導要領の問題に入っていきたい

と思います。よろしいですか。河野先生、そういう指導レベルというところで、

少しご提言をお願いいたします。

【河野】　それでは、指導レベルということで、３点ほど申し上げます。１点目は、

先ほど来、児童生徒の学習意欲が話題になっています。今、それを私たちが教員

として考えるならば、日本の子どもたちは学習嫌いかもしれないけれども、自分

が魅力的な授業をして、子どもたちを学習に向かせるんだという気迫が大切だと

思うんですね。そうすると、例えば、私は中学校の国語を専門にしてきましたが、

中学校の国語ではどういう要素を取り入れると、一般的には魅力的な授業ができ

るのかというのを、今ここにいらっしゃる先生方すべてが、こういうことに気を

付ければ、魅力的な授業ができるという、そういうものを持っていなくてはいけ

ないと思うんですね。このことについて、私自身が考えているのは４点です。時

間がありませんので、簡単に申し上げます。１つは適切な課題と主体的な学習で

す。２点目は、学習課程に選択というものを取り入れようということ。３点目は、

子どもたちに学習の成果を発表させて、それを賞賛しようということ。４点目は、

子どもたちの学習成果を次の年の子どもたちの学習に生かしていく、活用してく

ということ、こういう４点です。先生方にはこの４点をもとに、それは違うだろ

う、私ならこれを付け加えるというようなことをしながら、魅力的な授業の要素

について、自分なりの考えをしっかりと持っていただきたいと思います。

　２点目は、特に国語ですが、授業時数の減ということもありますので、今まで

以上に狙いを絞った授業をする必要があるということです。国語でしたら、言語

能力の育成に狙いを絞った授業をすることが必要です。例を申し上げますと、こ

ういうことです。例えば小学校の国語で申し上げますと、「あしたから『大造爺さ

んと雁』をやるんだけど、先生はどう教えた」ということを、同僚の先生に質問

することがあります。その時は、「大造爺さんと雁」の内容をどのように教えたか

ということが中心になっていますね。

　もちろんそれも必要ですが、子どもたちに、文学的な文章の優れた表現に気付
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かせたい、そういう力を言語能力として身に付けさせるんだ、そういう力を身に

付けるために、「先生は『大造爺さんと雁』ではどういうふうに指導したのか」と

いう会話も当然必要になるということです。

　すべての教科書に載っている教材ってあまりないでしょう。例えば中学校な

ら、中学校１年生用の教科書が５種類あるんですが、その５つの教科書すべてに

出ている教材はありません。ということは、その個別の教材の内容だけを指導し

ても仕方がないということです。その教材を通して、どのような言葉の力を身に

付けさせるかです。中学校であれば、「走れメロス」の内容をどのように教えるか

とともに、「走れメロス」という教材でどういった力を身に付けさせるか、そう

いったことで言語能力の育成に狙いを絞った授業が必要だと思うんです。

　もう１点は簡単に申し上げますと、先ほど田村先生のお話の中にも出てきまし

たが、私たち教員は指導者ですから、きちっと指導すべきことを持って教室に臨

むということです。当然のことですが、それをあえて申し上げますのは、最近と

もすると支援という言葉に私たち教員が隠れてしまうことがあります。これも例

をもって申し上げますと、例えば学習指導案を書く時に、「何々させる」という表

現を非常に嫌います。児童生徒が主体なんだから、ここは「本を読ませる」では

なくて、「本を読む」にしなくてはいけないとか、そういったことをよく耳にしま

す。しかし、私たちは指導者として子どもたちに身に付けさせるべきことは、き

ちっと身に付けさせなくてはいけません。そのためには指導が必要です。

　「じゃあ、指導と支援ということはどういう関係にあるんだ」、ということにつ

いては、時間があればお話ししたいんですが、それも含めて、私の今日の話の結

論は、こういったいろいろな発言を聞きながら、最後は自分の頭で考えなくては

いけないということです。どうして今まで指導という言葉が使われていたのに、

今、支援という言葉が使われるんだろう、「確かな学力と生きる力をはぐくむ指

導」が今日のテーマですが、どうして今「確かな学力」という言葉が言われるん

だろう、今までの「基礎・基本」とどこが違うんだろう、さらには「生きる力」

というのは、「知徳体の調和の取れた人間性」と、どこがどう違うんだろうという

こと、こういうことを通して、自分なりに考えていく、そういうことが非常に大

切かと思っています。

【無藤】　ありがとうございました。続いて、立花先生、お願いします。

【立花】　算数・数学について、先ほどもちょっとお話をしましたけれども、われ

われ教師というのは、今、受け持っている目の前の子どもたちの成績が悪いと、

「今年の子どもたちの成績が悪くてね」などと、子どもたちにすぐ理由を押し付け
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てしまうということが、往々にしてあるんですね。今年の子どもたちは、前に教

えた子どもたちよりも成績が悪いから、自分の指導をどう変えようかという視点

で見直すことが、少ないんじゃないかと思います。自分はもう１０年もやっている、

教え方は１０年間同じ、今年の子どもたちがこれに対応してくれないと考えてしま

う。そうではなくて教師自身が変わっていく必要があるだろうと思うのです。

　自分自身の授業を変えるために、子どもたちの実態をよく見なければならな

い。その部分について、学習状況調査等をよく読んでいただきたいというのが、

まず第１点です。

　それから、算数・数学を個に応じた指導と言うと、すぐ習熟度別指導とか、Ｔ

Ｔとか、そういった形態の話になります。個に応じた指導、習熟度別指導をして

いますと、子どもたちのどのような個に応じているかということについて考えな

いで、もう個に応じたと思っているところがある。その部分について、何のため

に習熟度別指導をしているかという部分を見直していただきたい。

　子どもたちの分かっていない状況を、少しでも高めるために効果的だから、個

に応じた指導で習熟度別指導をするんですね。ですから、進んでいる子どもたち

だけの集団をつくって、また遅れている子どもたちを集めて均一の集団で指導し

たほうが、異質な集団をまとめているよりも効果的に教えることができる。何が

効果的かと言うと、学習指導要領が目指している目標を子どもたちが実現するた

めに、そっちのほうがより効果的な集団だというように先生方が判断なさったら

その形態で指導すべきだということになります。ところが今は、分けてしまえば

それでＯＫになってしまって、私の学校は習熟度をしていますから、個に応じた

指導をしていますと言う。それでは結果的に子どもたちは伸びたかという部分の

見直しをしなければならないと思っております。

　気を付けていただきたいのは、遅れている子どもたちに、遅れている子どもた

ちができるレベルの問題だけを反復練習だけさせて、この子たちがその問題がで

きたからいいだろうというのではなく、そのような子どもたちが伸びるきっかけ

を、先生方が与えていらっしゃるかどうかについて、考えていく必要があります。

　例えば方程式を解くというその時間の目標があります。進んだ子どもたちも、

遅れた子どもたちも、方程式を解くためにわれわれは指導するわけです。その時

には、遅れている子どもたちを集めたほうが目標を実現しやすいという根拠が

あった時には、習熟度別指導をすればいいと思います。もしも遅れている子ども

たちには「正負の計算をやってろ」とか、「おまえは分からないんだから、九九を

やってろ」というような指導をしているのであれば困ります。なぜならその子ど
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もたちはその問題はできたとしても、方程式はいつまでもできないわけですか

ら。個に応じた指導という時、どのように指導することが効果的かを考えていく

べきですし、教師としてどう工夫できるかということが、われわれの仕事だと思

います。

　そのために、子どもたちができないのは、どういうようなところで、どこでつ

まずいているかを、われわれはしっかり見取ってあげなくてはならない。また、

つまずいている子どもたちに、「頑張れ」と言っても駄目なんですね。「頑張れ、

頑張れ」と言うけれども、どう頑張ればいいんだよという、予備校かどこかのコ

マーシャルがあるじゃないですか。あの悲鳴が、学校現場でももしかしたらある

のかなと思います。「頑張れ、頑張れ」は、励ましになりますが、指導にはならな

いんです。だから、どう頑張ればいいかを、われわれがどう与えることができる

かを、個に応じた指導の時には、考えなければならないのかなと思っております。

　ですから、遅れている子どもたちに与える課題についても、ぜひその学年で目

指す目標が実現できるような、新鮮味を持って、でも、分かっていない子どもた

ちですから、そこには先生方が、１から１０まで教えなければならないこともいっ

ぱいあります。そういうことで、自ら学ぶということが子どもたちに任せるとい

うことではないということと、子どもたちに何を手助けをしてあげることが、わ

れわれの今一番のサポートかということで、考えていただければ、個に応じた指

導、習熟度、あるいはＴＴ、あるいは少人数、それはその教材教材によって入れ

替えていきながら、どの指導方法が効果的かという視点で、個に応じた指導につ

いて考えていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。

【無藤】　それでは、田村先生、お願いいたします。

【田村】　もうご存じのことですけれども、アメリカでホームスクリーングという

現象があります。１００万を超す子どもが学校に行かないで、家庭で教育を受けてい

るという現象が起きているということはご存じと思います。これは学校という制

度を、住民のサイドで否定したというか、つまり強制的に一定の内容を教えると

いうことについて、拒否反応を示している、こういうことでしょう。アメリカの

社会ですから、それに対して憲法違反だという裁判が起きまして、それに対する

判例がだいたい出そろい始めました。

　その判例を見ますと、アメリカの社会では、ある一定年齢の子どもに、一定の

内容をその社会とか地域の構成員として、必要なものを強制的に教えることは憲

法違反でないと。ですから、ホームスクリーングも限界があるという、こういう

ような判例にだいたいなっているんですね。ですから、義務教育というのは１つ
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の制約があることはあるんですけれども、そうは言っても、今の子どもたちは、

アメリカで１００万を超す子どもがホームスクリーングをやっているという現実が

あるように、個ということについて、非常に強い意識を持っているということを、

教える側は意識する必要があるというふうに思います。

　その点に関して言いますと、前回の経験で、私もつくづく思ったんですが、日

本の場合は、どちらかと言うと、例えば変革だとか、多様化だと言うと、全員そっ

ちに行くんですね。ですから、多様化に画一化されるわけです。そういうふうに

言っているんですけれども、これは多様化とか、個に応じたということを考える

時に、一番まずいやり方なんです。要するに現場で工夫するということが多様化

だという、こういう意味なんですから、そのように受け止めていただく必要があ

るかなと思います。

　その典型的な例は、国立大学がなくなるという、こういう現象ですね。これは

大変な変革なんです、日本の社会では。アメリカは第４代マディソン大統領の時

に、国を挙げて議論して、国立大学を持たないということに決めました。現在見

ると、結論として、２１世紀はアメリカの世紀、世界の優秀な大学ベスト１０を見る

と、そのうちの７つか８つはアメリカですよね。完全にあそこは勝ったわけです。

今、ヨーロッパでも、ドイツをはじめとして、国立大学をやめて、仕組みはいろ

いろありますが、私立大学に変えようとしています。これは何を意味しているか、

ぜひお考えいただきたい。

　最後に１つだけ申し上げたいのは、この間、もう先生方ご存じだと思いますが、

算数の授業で、牛乳パックを使った授業があったんですね。あれはよくできてい

ると思い、感心しました。ご存じですか。要するに、牛乳パックを活用して、算

数の授業をやるんですよ。一番たくさん牛乳を運ぶためにどうしたらいいか、最

初瓶からやるんですがね。それで体積やったりして、牛乳パックを計算対象にし

て。切り開いてみると、牛乳パックというのは長方形になるんですね。長方形を

組み合わせると、１リットルの牛乳パックになるんです。それを計算するんです

ね。そこまではだれでもやる、数学の先生だったら考えるんですね。だけど、計

算すると１リットルにならないんです。９８０いくつかなんかになるんですね。だけ

ど実際入れると１リットルになるんです。それは、ご存じのように膨らむからな

んですね。そこまで踏み込んで児童に教えているんですよ。

　これは、よく考えられているなと思いました。これだったら算数って面白いと

思う子が出てきますね。だから計算することだけでは駄目なんです。そこからも

う１つやるというところが、その先生のすごいところだなと僕は思いました。意
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欲なんていうのは、ほんのちょっとしたそういう先生方の手加減で生まれてくる

はずですよ。そういうものだろうと思いますね。ぜひ１つ工夫していただいて、

２１世紀に活躍する人材が、徳島からたくさん出てくることを期待します。

【無藤】　ありがとうございました。まさにその受け手として、濱出先生、よろし

くお願いいたします。

【濱出】　本校で取り組んでいる体験学習を、子どもたちは本当に大好きです。学

ぶのが楽しいと思える状況をつくるためには、教師も共に楽しいと思わなけれ

ば、教師が嫌々ながらやっていて、子どもたちが楽しいなんて思わないと思いま

す。だから、教師も共に楽しむ、そして、楽しいことをやっている中から、アイ

デアだとか、創造性って生まれてくるんじゃないでしょうか。

　次はどうやってやっていこうかとか、もっとこんなふうにしたらどうだろうか

とか、そういうのが子どもからどんどん出てきて、われわれ教師のほうも、こう

してみようかなって、そんなアイデアを子どもたちと作りながらクリエイティブ

な体験学習というのを、これからも続けていけたらと思っています。

　教師が嫌々ながらして、もうしんどいな、子どもは喜んでいるのにっていうこ

とは絶対にありません。周りの人たちからは、「そんなにたくさんやって大丈夫な

の」みたいに言われるんですが、楽しいからやれる、そんな部分もありますので、

これからも明確な目標、内容、創造性を出し、子どもたちの主体性を生かしなが

ら、取り組めたらもっと楽しいものになって、意欲もどんどんとわいてくるん

じゃないかと思っています。

【無藤】　ありがとうございます。だいぶ時間が過ぎてまいりましたけれども、私

もちょっと一言だけ申し上げたいと思います。この２年ほどの教育課程、またそ

れを支える指導の文科省、あるいは県レベルの動きには、非常に大きな特徴があ

ります。それは、その前の１０年と比べると、個に応じた指導ということに出てい

るように、子ども１人１人の具体的な学力なり、人間性の形成をしっかり見よう、

そこまで学校は責任を持とうということと、それからそのための手立て、財政措

置も含めて、そこまで踏み込んできたというところだと思うんですね。

　ですから、私はいろいろな先生が共通におっしゃっているのは、指導の在り方

が大事だということ、また、その際のその先生方の質、あるいは工夫というもの

が肝心だよということでしょうけれども、それもまた、子どもにただ「頑張れ」

と言ってもしようがないのと同じように、先生にただ「頑張れ」と言ってもしよ

うがなくて、そこに具体的な指導のヒントの提供があるとか、資料提供があり、

また、頑張ろうと思った時の素材であるとか、あるいは少人数をやりたければ、
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ＴＴのための加配があるとか、そういったさまざまな手立てというものが、同時

に提供されながら、動き始めているというところが、この２年間、非常に大きな

ことだなというふうに、思っているわけです。

　おそらくそのような動きをさらにプッシュして、実質的なものにするために、

今回、指導要領自体も改正され、また、おそらく２、３年後に部分改正という具合

に進んでいくんだと思います。残り時間も少なくなりましたが、その流れを簡単

に、今度は順序を変えて、河野先生のほうから一番のポイントを教えていただけ

ますか。

【河野】　学習指導要領の一部改正が行われました。その狙いは、一言で申し上げ

ますと、これまでの学習指導要領の狙いを達成するための指導、その指導の充実、

改善のために一部改正をするということです。ポイントは４点あります。

　１点目は、学習指導要領の基準性ということです。学習指導要領は、クラスの

全員に、すべての子どもたちにこれだけは教えなくてはいけない、学習指導要領

に示されていることは、すべての子どもたちに教えなくてはいけませんよ、その

ような基準性を持っている、それを学習指導要領の中に文言として書き加えまし

た。それが１点目です。

　２点目は、総合的な学習の時間の記述につきまして、これまで各学校の裁量、

創意工夫を最大限に生かすということで、総合的な学習の時間については、学習

指導要領上、狙い等、かなり絞り込んで書いてあったんですね。しかし、それで

は、分かりにくい、もう少し書き加えてほしいという、そういった要望がたくさ

んありまして、総合的な学習の時間について、例えば年間指導計画を作って実施

してくださいとか、他教科で身に付けた力を総合的な学習の時間で発揮させるよ

うにしてくださいとか、そういったことを書き加えました。これも今までの総合

的な学習の時間の狙いが十分に達成しやすいように、そういった観点から追加し

たものです。

　３点目は、個に応じた指導の一環としまして、小学校でも中学校でも、発展的

な学習、あるいは補充的な学習ができますよと、そういったことを書き加えまし

た。そして、４点目としましては、これらのことを実現するためにも、年間の授業

時数の確保が大切ですので、その確保に一層の努力をお願いしたいということを

付け加えました。

　以上４点がそのポイントで、結論は、今の学習指導要領の狙い、それを効果的

に達成したい、そういったことです。

【無藤】　田村先生、今のような改定の方向に進めるに当たって、田村先生もいろ
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いろご発言されたわけですけれども、世間としては、それは方針転換ではないか

とか、どうなっているんだとか、素朴な疑問があると思うんですけれども、その

あたり、ずばりお答えいただくとどういうことでしょうか。

【田村】　実は、今ご説明があった改定前の元の答申には、これは書かれているん

ですよね。実は戦後の学習指導要領の中で初めて書いてあるんですけれども、つ

まり深めてやってくださいということが書いてあるんです。補足に付いていま

す。ただそこをちょっと書いただけで、一番反省したのは、教科書だったんです

ね。私は個人的には、教科書はうんと厚いものを作ってください、それを先生が

選んで教えてほしいということを言ったんですが、結局それはできなかった。最

大の理由は、教科書をただで配りますので、財政の関係で限界があるんですね。

だから、あまり厚いのが作れないわけですよ。

　結局、要望は要望として受け取りましたということで、実際には実現しなかっ

た。ちょうど生活科が最初教科書なしでやると言っていたのが、教科書ができて

しまったような感じで、あれのために、日本中である時期になると、学校の校庭

にサルビアが咲くという、こういうことが起きるわけですね。書くとものすごく

大きな影響があるわけですけれども、それがそこまで言及しなかったというのが

反省だったんです。

　ですから、今回は教科書のことまでも言及してくれたということで、少し変わ

るんじゃないかなというふうに思っているんですけれども。急に言われたもので

すから、よろしいでしょうか、そんなところで。

【無藤】　ありがとうございます。今度は濱出先生にもお聞きしたいんですけれど

も、今のような流れというのを現場から受け止めていると思うんですけれども、

やりやすくなるのか、やりにくくなるのか、あるいはまた可能性が出てくるのか、

いかがでしょうか。

【濱出】　子どもたちのためには、非常に大事なことだと思っています。一部改正

あるなしにかかわらず、総合的な学習というのは、より一層明確化しなければい

けないし、やり放題、やって終わり、そんな実施状況であれば、何も身に付かな

いと思います。ですから、それをすることで何を育てたいかということを明確に

しておかなければ、大変な時間を使いますので、無駄な時間になります。子ども

たちのためには、改定、私たちがこういう意識をしっかりと持たなければいけな

いのではないかと思っています。

　また、個に応じた指導という点につきましても、学校でさまざまな取り組み

方ってあると思うんです。本校のように小さな学校であれば、放課後も使えます
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し、また、長期の夏休み、冬休み等につきましては、学校を開放して、子どもた

ちに午前中は読書をしたり、また、その時間に当番がいますので、学力が遅れて

いる子どもたちの個別指導をしたりというような体制も取っています。できる範

囲で、子どもたちのために何ができるかという視点でこの改正を見ていくという

ことが、非常に大事なのではないかと思っております。

【無藤】　ありがとうございました。本当にうまくまとめていただいたように思い

ます。あと１５分ぐらいあるんですけれども、フロアからご質問があれば受けたい

と思っております。かなり大きな話、また具体的な指導レベルの話もありました

ので、またいろいろなご専門の先生もいらっしゃるので、たいていの質問にはど

なたかがお答えいただけると思いますが、いかがでしょうか。

　手を挙げていただければ、係の方がマイクを持っていくようですけれども、何

かありませんでしょうか。

【小学校長】　少しお伺いしたいのですが、今回の学習指導要領が改定になって、

文部科学省から、今日もこの資料が１つ出ています。それから、「確かな学力の向

上のための２００２アピール」だとか、保護者向けとか、教師向けにたくさん出てい

ますよね。実は、今までの改定ではなかった文部科学省からのこういう後の資料

ではないかと私は思っているわけですね。

　ということは、今回の改定のこの指導要領というのが、われわれ教師が十分理

解していないということから、文部科学省はこういう形を出しているのか、ある

いは、学力低下が言われているということですから、文部科学省から遠山文部大

臣の時の補充学習で補習の問題とか、宿題の問題等が、「学びのすすめ」に出てい

ましたよね。だから、そこらあたりは、保護者にこれを配りなさい、また、学校

も説明責任でしなさい、こういうふうな改定というのは、今までわれわれなかっ

たわけなんですよね。

　私自身は校長をしておるんですが、どういうふうにして、文部科学省というの

は考えているのか、それからまた今回のこの一部改定も、今までになかった。こ

れは田村先生から「時代の変化ですから、２、３年後に、これからはそういうふう

に変わっていくんだ」と、これはなるほど、今までがぬるかったのかなと、逆に

言うと、思う時もあるわけですね。

　第１点は、そういうことで、こういう資料がまだまだ出てくるのか、文部科学

省は。まだまだ子どもが変わっていくんですから、もっとこれをしなさい、指導

要領は変わらないんだけど、これをやりなさいというのであれば、それもちょっ

とおっしゃっておいてほしいし、今、学力が本当に弱いんだというのであれば、
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はっきりとこんなところが駄目なんだということもおっしゃっていただいたほう

がいいんじゃないかと、私、個人的には思います。

　それに関連して、河野先生から、指導と支援の問題がありましたね。私はこれ

が一番だと思っています。今の子どもたちには。徳島県には、若い先生が非常に

少ないです。採用になってからもう１０年、２０年の、ベテランの先生が多いですね。

そうなった時に、ゆとり教育が出てきて、いわゆる授業で教えてすることが駄目

なんだと言う。文部科学省はそんなの一応言っていないんですけれども、支援と

いう言葉が来て、教えると、それは指導で、今の方針と、新しい学力観と違って

いるんだとかということが流れて、指導案でも、学習支援案ですか、指導上の留

意点ですか、支援の何とか。そんな議論が、僕なんか何十年前にもあって、指導

しておることが悪いと。だから、つい、それは子どもの主体性、子どもの実践に

任せなければいけないから、先生はできるだけ後に引いてと、こういうふうな風

潮がいまだに僕は残っているんじゃないかなと。

　今回の指導要領改定の中にも、きちんと触れられていますが、指導すべきこと

はもう徹底してそうすべしというふうな文部科学省の方針もありますよね。だか

ら、そこらの教師の転換というのは、僕は河野先生の意見にすごく、われわれは

もう少し持たなければいけないかなと思っています。以上です。

【無藤】　非常に重要な問題、また、現場としておそらく多くの人が共感されてい

る、あるいは悩んでおられる問題だと思いますので。まず先に指導、支援の問題

について、河野先生、先ほど最後のところで時間がなかったので補足ということ
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で、お願いします。

【河野】　指導と支援に限定しろという司会者の言葉なんですが。（笑）１つ先ほど

私、不正確な発言をしましたので、それは学習指導要領の改正で４ポイント申し

上げましたね。学習指導要領上は、最初の３点です。基準性と総合的な学習の時

間と、それから個に応じた指導の部分です。授業時数の確保については、事務次

官の通知に示されていることですので訂正いたします。

　指導と支援については、今の校長先生とすごく考えが合うので、今度ゆっくり

お話ししたいなと思うくらいなんです（笑）。ちょっと話そうとしても長くなって

しまうので、非常に恐れているんですが（笑）、ちょっと時間をください。

　私たち指導者は、教室に入って出るまで、指導者として指導していると思うん

です。教室に入った時に、極端な例ですが、だれかがけんかをしていれば、「山田

君、やめなさい」って命令しますよね。そして、教壇が今はありませんが、あっ

たとして、教壇に登って、例えば「今日は『走れメロス』を読みますから、教科

書の２５ページを開きなさい」。これも支援ではないですね。中学校２年生に教科書

の何ページを開けって支援する人はいませんから、これはあえていえば指示です

よね。そして、その後で、「走れメロス」においては、こういったことを指導する

んだというものを教師はきちっと指導すべきですね。

　例えば、段落分けの力を身につけさせるとしたら、登場人物、あるいは時間、

場所、この３つに注意をして文章を読めば段落は分けやすいのだということを指

導するわけですね。そして、それをきちっと押さえれば、子どもたちは自分で段

落分けに取り組むことができますよね。そうすると、教師は机間指導をして、子

どもたちの学習を支援することになると思うのです。

　ということで、教えるべきことはきちっと教えて、子どもたちが自ら学習活動

ができるようになった時に、教師は支援の立場に立つことになります。おそらく

平成３年ごろ、支援という言葉が強調された時には、最初から最後まで教師の一

方的な指導に終始しがちであったという現状だったと思うのです。だから、これ

からは子どもたちの主体性を尊重して、支援ということを大切にしていこうとい

う流れのはずだったんです。ところが、それがやや強調されすぎて支援がすべて

を覆い尽くそうとしているという、そういったことだと思うんです。

【無藤】　ありがとうございます。もう１つの最初のほうが、文部科学省がいろい

ろな説明資料を次々に出して、あるいはいろいろな通達や解説が出てきて、迷惑

ということはないんだと思いますけど、（笑）対応は大変だなというようなあたり

があると思うんですけれども、立花先生、いかがですかね、そのあたり。
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【立花】　これは先生方が知っていないというわけではなくて、先生方にご理解し

ていただきたいということです。実はまた出るんです。（笑）平成１６年２月と書い

てあります。私の机の上に昨日ありましたので、これの改訂版なんです。一部改

正の入ったものが出るんだと思いますが、結局文部科学省が考えていることを、

先生方にも、国民の皆さまにも、こういうことを今やっていますということを、

十分理解していただきながら、先生方や国民の方々に支援していただきながら、

子どもたちを育てていきたいという願いなのです。

　そういうことで、何も先生方に、これやれ、あれやれというのではなくて、一

緒にやっていきましょうというメッセージだと考えていただきたいと思います。

【無藤】　多分そのあたりは、文部科学省なり国の教育行政の在り方の大きな変化

の中にあるんだと思うので、その辺、田村先生、いかがでしょうか。

【田村】　私もかなり長い間、さっき計算したら２０年近くかかわっているんです

が、明らかに変わってきているんですね。それは、もう先生方も直接ご存じです

けれども、公務員にかかわっても、情報公開法の網が掛かっているわけですね。

掛かり出したころから、こういうプリントがたくさん出ているわけです。

　ですから、先生方自身ももっとたくさんの情報を、親御さんなり、税金を払っ

てくれる人に出さなければいけないという義務があるんですね。公務員にかか

わっては、かなりそういう点では、日本はもう変わってきたということで、情報

公開法がもう網が掛かった。どんどんやらなければならない。裁判所の裁判員に

もならなければいけないとか、そういうようなことが、民主主義のコストと言わ

れていますけれども、どんどんそれが広がっていくんだと。

　ですから、ある意味では、文部科学省はやるべきことをやり出したと、こうい

うことですね。今までなかったほうがおかしいんです。これが普通だと考えなけ

ればいけない。これからは民主主義の社会ですから、すべてのことに関心を持っ

て、情報を選択して、必要な情報は自分の仕事に生かしていくということを、義

務としてやらざるを得なくなるということです。ですから、どんどん出てくるだ

ろうと思いますから、うまく取捨選択していただければ。

【無藤】　多分、私の印象なんかでは、指導要領が改定される時に、いわゆる伝達

講習というのがあるわけです。今でも少しはありますけれども。１２、１３年前の改

正の時には、本当に伝達講習を毎年やっていった。だけど、今度は多少説明会は

ありましたけれども、あとはこういった具体的な情報提供サービスですよね。で

すから、国、文科省の在り方、それから多分県の教育委員会もだんだんそれにな

ると思いますけれども、現場に対するさまざまなサービス、支援、それこそ支援
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ですね、という機能が非常に大きくなってきて、国はもちろん責任を持って、あ

る枠は作るでしょうけれども、それ以外の国の仕事は情報サービスなり、支援

サービスだよというところに今大きく動き出したという感じがありますね。

　あともう１つぐらいご質問を受けられそうですが、いかがでしょう。どうぞ、

お願いします。

【中学校長】　田村先生に、中教審のことで、ちょっとお聞きしたいんですけれど

も、この間、食育ということが新しく答申に出てきました。今、学校現場はスリ

ム化ということが非常に言われております。それなのに、また食育という新しい

分野が入ってきておる。ましてや栄養教諭という新しい教諭まで。ただ、それに

予算措置が付いておるならばいいんですけれども、それがなしにまた新しい分野

が入ってくる。スリム化どころではないというのが、私の思いです。

　私は技術が専門ですので、食育、家庭科の先生方と一緒に授業をしているんで

すけれども、家庭科の先生のほうにも、食に関する部分、家庭科の中にもたくさ

ん領域が入っています。ただ、実際にやっているかと言うと、家庭科の免許を

持っている先生が現場にあまりおりません。定員数の関係で、他教科の先生方が

教えているというのが、徳島県は多いです。半分あまりのところにしか、家庭科

の免許を持っている先生を置いていない。

　そういう中で、栄養士さんが臨時授業をするという話も出てきておりますけれ

ども、そんな余分なことをするよりも、家庭科の免許を持っている教員をきちん

と配置すれば、今までの教育課程の中で、食の指導ができる。そういうことを

放っておいて、新しいものをどんどん、それも予算措置なしに付け足してくると

いうのは、現在、不景気で経済的な問題も大きな話題になっていますけれども、

そういう面と離して、教育そのもので考えていくという話もあるんですけれど

も、中教審の中でそういったところ、どのように進んでいっているのか、分かる

範囲で説明していただきたいと思いますので、お願いします。

【無藤】　細かいところはともかく、食育、知徳体に加えた４本柱ということもあ

りますので、田村先生、よろしくお願いいたします。

【田村】　実は前回の国政の選挙の時に、知徳体という従来の３本柱に加えて、食

育を加えたいという、これは小泉内閣の選挙のマニフェストに入ってきたわけで

す。その意味は、別に私は小泉さんの先棒を担いでいるわけではないので、

ちょっと説明しにくいんですけれども、できるだけ客観的にご説明しますと、と

いうのは、いろいろな政治勢力を支持されている先生方がいらっしゃるでしょう

から、別に小泉さん一色じゃないでしょうから、そういう意味で客観的に説明し

��　　

ますと、子どもたちの食にかかわる指導ということを考えると、かなり危ういも

のがあるということは、実は日本だけではなくて、世界的にこれは問題になって

いるんです。つまり環境汚染というようなことがあって、これはいろいろな資料

を調べて分かってきているんですが、大手の食べ物業者が、ある年齢までに人間

の食べ物の好みを決めちゃうんだそうですね。ですから、それまでに集中的にあ

る味を覚えさせて、それに応じた食べ物を供給しようという、このような戦略が、

企業戦略として、実際実行されているということも聞いております。ですから、

きちっとした学問的な裏付けがあった、食に対する教育をきちんとしなければい

けないんじゃないかということは、かなり前から言われ出していたということが

事実としてあります。

　ですから、もうお気付きと思いますが、お子様にお聞きになっていただくと分

かりますが、先生の食に対する味覚と、今の子どもの食に対する味覚は全然違い

ます。私がおいしいと思うものは、私の子どもや孫はおいしいと思ってくれない。

見事にそれはできているんですね。これは１つの商業主義というものの流れがそ

ういうものをつくり出しているんでしょうか。それは別に健康に関係なければい

いんですけれども、健康に関係あるかどうかがまだ分からないところがいっぱい

あるんですね。環境汚染というのは非常に微妙なあれですから。だから、それは

本当に気を付けなければならないというふうに思っていたところでしたから、そ

ういう意味で私は食育をテーマに挙げるのはいいなと思いました。

　栄養教諭でどうかということは、これはちょっと私が判断したんじゃなくて、

中教審にそういう諮問が来ましたので。流れとしては、学校の教壇の場を、従来

型の免許を持った人が独占するということを、少しずつ変えていくという流れが

あるんです。お気付きですよね。養護教諭がそうなりましたね。司書もそうなっ

ていますかね、今。それから今度は給食のお仕事をしている方が、その面を通し

て生徒に教壇で接することができるようにしようと、こういうことなんです。で

すから、別に加配するとかいうのではなくて、今、給食のお仕事をしている方が

いたら、免許状を取ってくれさえすれば、生徒に接することができますよと。そ

れは地域とか、学校は地域のセンターですから、地域における食べ物の指導もや

れるでしょう、いろいろ活用してくださいという意味で、活用の道を広げたとい

うふうに受け取っていただければいいのかなと思っております。

　私の個人的な体験では、これにかかわって、お茶の水女子大学の先生とか、い

ろいろな家政科の大学の先生方にも、あるいは学生にも聞いてみました。彼ら、

ほとんど彼女らでしたけど、彼女らは、そういうものができることは非常にいい
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と言っていましたね。１つの目標として、そういうのがあるのはうれしいと言っ

ていましたから、うれしいことならいいだろうと単純に思っているんですけれど

も。その結果、現場の先生の責任ある立場になると、予算措置してくれたほうが

よっぽどうれしいという、こういうようなお気持ちだと思いますが、これは実際

上今は無理なんですね、お金がないですから。ですから、１つそういう道で、少し

社会の閉塞感みたいなものが広げられないかなという望みもあって、中教審では

割に前向きにこのことを議論したんです。そういう経緯があったということをお

話し、ご理解いただけないでしょうけれども（笑）、結果としては、そういうこと

でございます。

【無藤】　ありがとうございます。まだまだご質問がありそうなんですけれども、

４時半を過ぎたところですので、残念ながらそろそろ終わらざるを得ません。

　最後に出していただいた２つの質問は、非常に大きな問題提起だろうと思いま

す。１つは、文部科学省や教育委員会というのはどうあるかということだと思い

ます。私の意見では、今、経過的に動いていて、まだまだ大きく変わらざるを得

ない。また、県、市の教育委員会の在り方はまさに今、非常に大きな論争になっ

ておりますので、それと学校現場の在り方を絡ませて考えていかねばならないの

でしょう。

　２番目は、学校と家庭、地域の教育の分担、連携の在り方ということだと思う

んですね。学校週５日制というのは、ある意味で学校が引き受け過ぎたものを家

庭、地域に返そうということでしょうから、その中でいったいどこまで学校がや

るのか、これはまたあと数年かけて整理していくべきではないかというふうに思

いました。

　ということで、大きな宿題もいただきましたけれども、また、４人の先生方にさ

まざまな立場から、非常に貴重な情報を出していただいたように思います。どう

もありがとうございました。ご清聴どうもありがとうございました。（拍手）

��　　 ��
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資　料

国際数学・理科教育調査（国際教育到達度評価学会 IEA 実施）

OECD　生徒の学習到達度調査（PISA）

平成 13 年度小中学校教育課程実施状況調査の結果概要
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（１）調査の趣旨

小学校及び中学校の学習指導要領（平成元年告示）に基づく教育課程の実施状況につ
いて，学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の実現状況の把握を通
して調査研究し，指導上の問題点は何かなどを明らかにして，今後の学校における指導
の改善に資する。

（２）調査の内容
（１）の趣旨に基づき，学習指導要領に定める内容のうちペーパーテストで調査を行
うことが適当なものについて調査を行う。

   併せて，児童生徒の学習に対する意識や教師の指導の実際等について明らかにするた
め，児童生徒及び教師を対象とする質問紙調査を実施する。

（３）調査対象学年，教科及び調査実施日
学年 教科 調査実施日

小学校第５，６学年 国語，社会，
算数，理科 平成１４年２月２１日(木)

中学校第１～３学年
（中等教育学校の前期
課程を含む。）

国語，社会，
数学，理科，
英語

平成１４年１月２４日(木) （第３学年）  
平成１４年２月２１日(木) （第１，２学年）

（４）調査問題の種類
各教科とも１学年当たりＡ，Ｂ，Ｃの３種類の問題冊子（ほぼ同程度の内容，水準）
を作成し，実施する。

（５）調査対象の抽出方法
１教科１問題冊子当たり，１万６千人の調査対象を得ることとして，国立教育政策研
究所（以下，｢研究所｣という。）において対象学級を無作為抽出し，当該学級の児童生徒
全員を対象とする。
教師については，当該学級で調査対象とする教科を担当している者全員を対象とする。

（６）調査対象校における実施方法
ペーパーテスト調査については，小学校で２教科，中学校で３教科，それぞれ１種類
の問題冊子を実施する。教科及び問題冊子の種類については，研究所が指定する。実施
に要する時間は，小学校については１教科当たり４５分，中学校については１教科当た
り５０分とする。
質問紙調査のうち児童生徒を対象とするものについては，共通部分と調査対象となっ
た教科に関連する部分から構成し，小学校４５分，中学校５０分で実施する。

（７）調査実施学校数及び児童生徒数
小学校 3,532 校 約 20 万 8 千人 
中学校 2,539 校 約 24 万 3 千人

̶　3　̶̶　2　̶
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問47 46 44

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。41

なお，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有18

意に上回るものが６問，前回と有意に差のないものが７問，前回を有意に下回る

ものが５問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが４問，前21

， 。回と有意に差のないものが 問 前回を有意に下回るものが７問となっている10

(ｱ) 漢字力については，前回と同一の問題で通過率が前回を有意に上回るものも

あり，一般に憂慮されているような低下傾向は見られないものと考えられる。

また，漢字を読むことと書くことの設問で 問中，設定通過率を上回ってい22

ると考えられるものは４問，同程度と考えられるものが 問であった。18

15(ｲ) 記述式の問題については，第５学年で７問，第６学年で８問，あわせて

問出題したが，通過率が設定通過率を上回ると考えられるものが３問，設定通

過率と同程度と考えられるものが 問，設定通過率を下回ると考えられるも10

のが２問であった。なお，前回と同一の問題については，第５学年で４問，第

６学年で５問，あわせて９問出題したが，通過率が前回を有意に下回るものが

４問あり，このうち，前回 →今回 と通過率が大きく低下したもの51.9% 39.3%

がある。

(ｳ) 「理解（文学的な文章・説明的な文章 」については，第５学年で６問，第）

６学年で９問，あわせて 問出題したが，設定通過率を上回ると考えられる15

ものが５問，設定通過率と同程度と考えられるものが 問であった。10

質問紙調査からも，児童は漢字の読み書きに対する関心・意欲が高いと考えられ

る結果が得られている。国語への関心・意欲・態度を質問した設問中 「新しい漢，

字の読み方や書き方を身に付けるように努力しようとしていますか」という質問に

対して 「そうしている 「どちらかといえばそうしている」と回答した児童の割， 」，

- 2 -小国

合は，第５学年は ％，第６学年は ％であった。75.4 72.5

児童が「好きだった」とする学習活動について，学習指導要領の内容を に分16

けて具体的に質問した場合には 「詩を読むこと 「みんなで話し合うこと」に次， 」，

いで，３位に「漢字を読んだり書いたりすること」を挙げている 「正しく整った。

文字を書くこと」も６位に挙がっている。一方 「文学的な文章を読むこと」につ，

いては，第５学年で 問中 位，第６学年で 問中 位である。また 「読ん16 13 16 11 ，

だ後に関連した文章を読むこと」や「いくつかの文章を読み比べること」について

は， の学習活動に関する質問で下位に位置している。16

児童が「よく分かった」とする学習活動について， の活動に分けて具体的に16

質問した場合には 「説明的な文章を読むこと 「文学的な文章を読むこと 「い， 」， 」，

くつかの文章を読み比べること 「読んだ後に関連した文章を読むこと」の４項目」

はいずれの学年でも 位以下であった。11

質問紙調査の結果で注意を要するのは，指導内容について教師と児童の意識の差

が見られることである。例えば 「文学的な文章を読むこと」について，多くの教，

師は，児童にとって理解しやすく興味を持ちやすいと考えているが，児童は，必ず

しもよく理解できないとの意識を持っており 「好きだった」と答える者より「き，

らいだった」と答える者の方が多い（例：第５学年「文学的な文章を読むこと」に

ついて，児童「好きだった」 ，教師「児童は興味を持ちやすい」 。28.6% 70.7%）

今回の調査結果によると，記述式の問題について，通過率が設定通過率を上回って

いると考えられるもの，及び下回っていると考えられるものには，それぞれ以下のよ

うな共通点がある。

設定通過率を上回っていると考えられる問題（６Ｃ１三，６Ａ２三，６Ａ２四）

→ 提示された話題や文章について自分の考えをまとめて書くこと

設定通過率を下回っていると考えられる問題（５Ｂ２二，６Ａ１三）

→ 相手や目的，意図を踏まえて内容を新たに構成しながら文章を書くこと

このように，提示された話題や文章に沿って書くことに対して，相手や目的など

に応じ，自分の考えを明確にして内容を構成していくという問題について，通過率

。 ，が設定通過率を下回ると考えられる結果がでている 取り上げる言語活動において

児童個々の考えをまとめることを一層重視し，相互評価などを活用してお互いの考

えを高め合うような工夫を行うことにより，児童自身の考えを明確にし構成する力

を育成できるような指導の充実が求められる。

̶　5　̶̶　4　̶
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なお，質問紙調査で明らかとなった教師と児童の意識の違いを踏まえ，今後は，

児童の実態を十分に見据えた指導の充実が必要である。例えば，文学的な文章を扱

う場合には，導入の学習活動に工夫を凝らして，興味・関心を高める，あるいは読

解に偏重しないといった配慮が必要である。また，質問紙調査にみられる「読むこ

と」一般の問題について言えば，児童が読書に親しむよう多彩な文章様式（物語で

は，ファンタジー，短編と長編，いろいろな作家の作品など，説明的な文章では，

記録や報告，解説や科学的な読み物など）に出合わせるようにしたり，現行学習指

導要領の言語活動例にも示している読書発表会などの活動を一層充実させたりする

ことが必要となる。今改訂で示した言語活動例を参考に，多様な言語活動を行うと

。 ，いった指導の改善が求められる 児童の実態や指導内容の実現状況を明確に評価し

指導の改善を図る必要がある。
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問75 50 81

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。71

なお，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有19

意に上回るものが２問，前回と有意に差のないものが５問，前回を有意に下回る

ものが 問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが２問，前12 28

回と有意に差のないものが 問，前回を有意に下回るものが 問であり，いず10 16

れの学年も前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

第５学年の学習内容は大きく４つの内容から構成されているが，通過率が設

定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数が半

数未満であるのは，工業生産に関する内容のみであり，当該内容で設定通過率

を下回ると考えられる問題の多くは「観察・資料活用の技能・表現」と「社会

的事象についての知識・理解」の観点にかかわるものである。これらは 資料,

を的確に読み取ったり 複数の資料を関連付けて活用し 社会的事象の概要や, ,

特色をとらえる学習にかかわるものである。

前回と同一の問題については，出題したいずれの内容においても 通過率が,

前回を有意に下回るものが過半数を占めている。観点別では「社会的な思考,

・判断」と「観察・資料活用の技能・表現」について出題した問題で，通過率

が前回を有意に下回るものが過半数を占めている。

( ) ,

第６学年の学習内容は大きく３つの内容から構成されているが，いずれの内

容においても，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考

えられるものの問題数が過半数を占めている。このうち，我が国の歴史に関す

る内容については，通過率が設定通過率を下回っているものが 問中８問で57
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あるが，そのうち明治期以降のものについては， 問中６問が設定通過率を16

下回る結果となっている。原因としては，明治期以降 人物や歴史的事象の取,

り上げ方が網羅的になりがちとなり 重点を置くべき部分の理解の定着が不十,

分となっていることが考えられる。

前回と同一の問題については，我が国の政治に関する内容を除き，通過率が

前回を有意に下回るものが過半数を占めている。また，観点別では 「観察・，

資料活用の技能・表現 「社会的事象についての知識・理解」の観点にかか」，

わって出題した問題について，通過率が前回を有意に下回るものが過半数を占

めている。

学習内容にかかわる質問項目では 児童と教師の回答を比べると 例えば 第５, , ,

学年の「日本と世界を結ぶ貿易」については 「よく分かった」と回答した児童，

47.2% 14.4%は であったのに対し 児童にとって理解しやすい と回答した教師は，「 」

であり，第６学年の「歌舞伎と浮世絵 国学と蘭学」で 「よく分かった」と回, ，

答した児童は であったのに対し 「児童にとって理解しやすい」と回答し47.9% ，

教師は であるなど 両者の意識の違いが見られた。9.9% ,

また 指導方法の工夫・改善にかかわる質問項目では 過半数の教師が 調べた, , ,

ことを発表させる活動を取り入れた授業 課題解決的な学習を取り入れた授業 学, ,

校図書館を活用した授業などの工夫・改善に取り組んでいると回答している。

ア 我が国の主な食料生産物の分布や土地利用の特色 我が国全体の工業生産の現,

状や特色などをとらえる際 地図や統計などの各種の基礎的資料を丹念に読み取,

ったり，それらを複数関連付けて活用するなどして具体的に調べ，表現する力を

育てる指導を充実させることが必要である。

イ 我が国の農業や水産業 工業の盛んな地域の事例を選択して取り上げ学習する,

際，生産に従事する人々の工夫や努力を具体的に調べ，その意味や目的を考え，

表現する指導を充実させることが必要である。

ウ 運輸の働き，貿易の特色や役割については 我が国の食料生産や工業生産と関,

連付けて扱うように学習指導要領が改善された趣旨を十分に踏まえ，それぞれの

生産活動と運輸や貿易とを関連付けて一体的に学習できるように単元構成を工夫

するとともに，相互の社会的事象を関連付けてとらえたり考えたりできるように

する指導を充実させることが必要である。

- 3 -小社

ア 我が国の歴史に関する内容について 人物の働きや代表的な文化遺産を中心と,

した，歴史学習が一層充実できるように学習指導要領が改善された趣旨を十分に

,踏まえ，歴史的事象を網羅的に取り上げることのないように留意するとともに

取り上げる人物について，歴史的事象との関連でなぜその人物が取り上げられて

いるのかという視点をより明確にした指導の工夫改善を図ることが必要である。

イ 我が国の歴史に関する内容のうち，特に，設定通過率を下回るものが多かった

明治維新 文明開化 大日本帝国憲法の発布，条約改正など明治期以降の歴史的, ,

事象を調べて，我が国の近代化 国際的地位について理解する学習の際には 例, ,

えば肖像画（写真）や伝記，エピソード（逸話）などを活用するなどして取り上

げる人物に対するイメージを豊かにさせるとともに，その人物の業績を資料に基

づいて具体的に調べることができるよう指導を一層充実させることが必要であ

る。

̶　9　̶̶　8　̶
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問85 43 72

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。49

なお，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有24

意に上回るものが１問，前回と有意に差のないものが７問，前回を有意に下回る

ものが 問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが１問，前16 15

回と有意に差のないものが５問，前回を有意に下回るものが９問であり，いずれ

の学年も前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

第５学年では 「数と計算 「量と測定 「図形 「数量関係」の４領域の， 」， 」， 」，

うち 「数と計算」領域のみ，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの，

又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占め

ている。第６学年では 「数と計算 「量と測定 「図形 「数量関係」のす， 」， 」， 」，

べての領域で，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考

えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占めている。

( )

「数学的な考え方」の観点についてみると，通過率が設定通過率を下回ると

考えられるものの問題数合計が，第５学年では全体の問題数の丁度半数となっ

ており，第６学年では半数以上を占めている。学習指導要領で重点を置いてき

た「思考・判断」について評価する問題において，通過率が設定通過率を下回

るものが多いという結果になっている。

算数の勉強が好きという設問に対して，約５割の児童が「そう思う 「どち」，

らかと言えばそう思う」と回答をしている。また，算数の勉強は大切だという設

問に対して，８割以上の児童が「そう思う 「どちらかと言えばそう思う」と」，

- 2 -小算

回答をしている。また，算数の授業の理解度についての設問に対して，約６割の

児童が「よく分かる 「だいたい分かる」と回答している。このような回答を」，

した児童のペーパーテストの得点は高いという傾向がみられる。また 「いろい，

ろな考え方を発表し合うのは楽しい」という設問に対して 「楽しい 「どちら， 」，

かといえば楽しい」と回答した児童や 「問題がとけたとき，別なとき方を考え，

ようとする」という設問に対して 「そうしている 「どちらかといえばそうし， 」，

ている」と回答した児童の得点が高いという傾向がみられる。

理解が不十分な児童に対し授業の合間や放課後などに更に指導していると回答

した教師の割合は，７割を超えている。発展的な課題を取り入れた授業を行って

いると回答した教師の割合は，４割を超えている。なお 「発展的な課題を取り，

入れた授業を行っていますか」という設問に対し 「行っている方だ 「どちら， 」，

かといえば行っている方だ」と回答した教師が指導している児童の得点が高いと

いう傾向がみられる。

上記の１（１）で述べたように，算数では前回調査と同一の問題の過半数につい

て，通過率が前回を下回っている。調査自体からはその原因について明確なものは

見出せなかったが，例えば，

・ 基礎的・基本的な知識・技能の定着を図る指導が疎かになっていたのではない

か

・ 思考力の育成を目指した指導が不十分な状況であったのではないか

等の点から今後も検証を進めていく必要があると考えられる。

また，上記の１（２）で述べたように 「いろいろな考え方を発表し合うのは楽，

しい 「問題がとけたとき，別なとき方を考えようとする」といった考えや態度」，

をもつ児童を育てることは，学習の実現状況の改善に寄与するものと考えられる。

このため，例えば，

・ 個に応じた指導を進め，基礎・基本の確実な定着を図ったり，発展的な課題に

取り組んだりできるようにすること

・ 数量や図形についての作業的・体験的な活動などの算数的活動や問題解決的な

活動を取り入れるなどの指導の改善を図り，児童が様々な考え方を試みたり，話

し合ったり，数理的な処理のよさを実感したりできるようにすること

が必要である。

̶　11　̶̶　10　̶



76 77

- 3 -小算

ア 「数と計算」領域では，例えば，小数や分数の計算の技能についての問題と比

べ，計算の意味理解と，計算の仕方の思考・判断についての問題で，通過率が設

定通過率を下回ると考えられるものが多いという状況がみられる。このため，計

算の意味理解や計算の仕方の思考・判断にかかわる学習において，計算の意味を

実際の場面と結び付けたり，目的に応じて必要な計算を選んだり計算の仕方を工

夫したりするなど，計算の意味を実感的にとらえられるようにする指導の工夫が

大切である。また，それと並行して，計算の技能を定着させるための学習を一人

一人の児童の学習状況に応じて進めるようにする指導が必要である。現行学習指

導要領では，各学年の目標において 「計算の意味について理解し，計算の仕方，

を考え，用いること」を重視しているので，その趣旨を生かした取組が必要であ

る。

イ 「量と測定」領域では，例えば，三角形や円の面積の問題などで，通過率が前

回を有意に下回る結果となっている。このため，面積の公式を児童自らが工夫し

つくっていく学習や，身の回りにある様々な図形の面積を求めたり比べたりする

学習を充実させて，面積を求める方法の理解を定着させたり，面積の公式を活用

できるようにしたりする指導の工夫が大切である。

ウ 「図形」領域では，例えば，円や円周率の知識・理解にかかわる問題などで，

通過率が設定通過率を下回る結果となっている。図形や図形の性質についての知

識を定着させ理解を深めるためには，積み木や紙など具体物を用いて図形をつく

ったり，実際に図形の性質を調べたり確かめたりする学習活動を積極的に取り入

れる指導の工夫が大切である。現行学習指導要領では，作業的・体験的な活動な

どの算数的活動を通した学習を重視しているので，その趣旨を生かした取組が必

要である。

「 」 ， ，エ 数量関係 領域では 問題となっている場面での数量の関係を式に表したり

式が表している考え方を説明したりする問題などで，通過率が設定通過率を下回

ったり，前回を有意に下回ったりする結果となっている。数量の関係を適切にと

らえることは，問題解決を進める上での大切な考え方となるものである。そのた

め，児童の様々な考えを授業の中で発表し合い，それらを式で表したり，考え方

を比較したりする学習活動を積極的に取り入れる指導の工夫が大切である。

- 1 -小理
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第５学年及び第６学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問93 75 94

中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。89

また，前回と同一の問題については，第５学年で 問中，通過率が前回を有29

意に上回るものが８問，前回と有意に差のないものが８問，前回を有意に下回る

ものが 問，第６学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，13 32 17

前回と有意に差のないものが 問，前回を有意に下回るものが５問であり，第10

６学年では前回を有意に上回るものが全体の過半数を占めている。

第５学年，第６学年とも「生物とその環境 「物質とエネルギー 「地球と」， 」，

宇宙」の内容領域別 「自然事象への関心・意欲・態度 「科学的な思考 「観， 」， 」，

，察・実験の技能・表現 「自然現象についての知識・理解」の観点別にみた」，

いずれの場合も設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるも

のの問題数の合計が該当する問題の半数以上を占めている。

ただし，いくつかの特定の内容については設定通過率を下回ると考えられる結

果となった。例えば，

① 第５学年の「てこの釣り合い」の内容において （力点にかかるおもりの重，

さ）×（支点から力点までの距離）＝（作用点にかかるおもりの重さ）×（支

点から作用点までの距離）という，てこが釣り合うときのきまりを適用する問

題で通過率が低かった。誤答分析の結果 「おもりの重さ」と「支点からの距，

離」をかけ合わせるべきところ，両者を足したり，わったりしてしまう例が見

られた。てこの釣り合いにおいて 「おもりの重さ」と「支点からの距離」の，

両者の積が等しくなるいう基本的なきまりを見いだすことができない児童が多

く見受けられる。

② 第６学年の「血液の循環」の内容において，肺の中での二酸化炭素と酸素の

交換による，肺の周囲を流れる血液中の酸素と二酸化炭素の量の変化を考える

問題で，通過率が低かった。誤答を調べてみると，肺に入る血液の酸素や二酸

̶　13　̶̶　12　̶
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化炭素の量の変化を逆に答えている児童が多く見られた。呼吸により肺に取り

入れられた酸素はそこで血液に取り込まれたり，血液中の二酸化炭素は肺の中

の空気と一緒に体の外へはき出されたりするしくみを，血液循環や肺の機能と

関係付けた理解ができていない児童が多いことがうかがわれる。

指導内容の理解についての意識を尋ねる質問では すべての内容項目において よ， 「

く分かった」と回答した児童の割合が「よく分からなかった」と回答した児童の割

合を上回っている。一方，学習内容の好き嫌いについての質問では「人は母体内で

成長し，生まれること」や「人や動物の体のつくりやはたらき」について，また，

学習内容の実生活等における有用性についての質問では 「植物に光が当たるとで，

んぷんができること」や「いろいろな水溶液の性質やはたらき」についてなど否定

的回答が肯定的回答を上回るものもある。また，教師が「児童にとって理解しにく

」 「 」 「 」い あるいは 児童が興味を持ちにくい と回答している内容項目は 地球と宇宙

に関するものが多い。

（１）計画的な観察，実験の推進

理科において観察，実験はきわめて大切なものであるが，その授業への位置付け

や指導の仕方には工夫・改善が必要である。指導上の改善点としては，単なる作業

的な実験ではなく，児童が自ら予想や仮説をもち，計画的に実験を行うことを大切

にする必要がある。さらに，観察や実験が終了した後は，その手続きや方法をふり

返り，それらを見直したり，再検討したりすることが必要である。児童が科学的な

見方や考え方を養うような指導を充実させることが大切なことである。

（２）模型やモデルなどの積極的な導入

理科において観察，実験が行いにくい内容があるが，そのような授業にはとりわ

け工夫・改善が必要である。例えば「血液の循環」の学習は，直接観察が難しく，

また実験も行いにくい内容であり，図鑑や資料等を活用した調べ学習が中心となり

がちである。そこでは，文字や写真，あるいは模式図などにより血液の循環を理解

していくことになるが，それは３次元の体内を循環している血液の様子や体内の臓

器と関係付けた総合的な理解にはなりにくい。図や模型，モデル，あるいはコンピ

ュータなどを積極的に活用し，児童が総合的に実感を伴った理解が図れるような指

導を重視することが大切である。

（３）複数の観察・実験の結果を比較

水溶液の性質を調べたり，植物の観察を行う内容においては，１回あるいは１種

類の観察，実験ではなく，複数の観察，実験を基に考察を行うような指導の工夫・

- 3 -小理

改善が必要である。児童が意図的に時間を変えて観察したり，条件を変えて実験を

行ったりしながら，結果を比較して理解を深めていけるような指導を重視すること

が大切である。
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第１学年，第２学年及び第３学年について，通過率が設定通過率を上回ると考

73 59えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計は それぞれ 問中，

問， 問中 問， 問中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。74 62 72 63

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有20

意に上回るものが９問，前回と有意に差のないものが７問，前回を有意に下回る

ものが４問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，前22 10

20回と有意に差のないものが６問 前回を有意に下回るものが６問 第３学年で， ，

問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，前回と有意に差のないものが13

４問，前回を有意に下回るものが３問となっている。

( )

「表現（音声言語 「表現（文字言語 「理解（文学的な文章 「理）」， ）」， ）」，

解（説明的な文章 「言語事項」の５つの区分のうち，第２学年の「表現（文）」

字言語 」以外の区分において，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも）

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計が，全体の問題数の半数以上で

ある。

( )

「理解（説明的な文章 」及び「言語事項」については，前回と同一の問題）

について，前回の通過率を有意に上回っているもの及び有意に差のないものの

問題数の合計が，全学年で全体の問題数の半数を占めている。

( )

本文中の表現を根拠として自分の考えを述べる問題（１－Ｂ－一－４，２－

Ｂ－一－４の２題）については，通過率が設定通過率を下回ると考えられる。

このうち前回と同一の問題（１－Ｂ－一－４）については，通過率が前回を有

意に下回る。

また，説明的な文章の段落構成を問う問題については，すべての問題で設定

通過率を下回ると考えられる（１－Ａ－３－四，２－Ａ－３－二，３－Ｂ－３
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－二 。）

指導内容について 教師と生徒に意識の差が見られる 例えば 第１学年の 文， 。 ， 「

学的な文章を読むこと」については 「生徒が興味を持ちやすい」と回答した教，

師は であったが 「きらいだった」と回答した生徒は であった（ 好68.7% 46.7%， 「

きだった」と回答した生徒は ）26.1%

「学校図書館などを利用して，読書をしていますか」という質問に対し「そ

うしている」と答えた生徒の方が 「そうしていない」と答えた生徒よりも平均，

得点が高かった。

（１）根拠を明確にしながら自分の考えや意見を述べる力の育成が必要であり，そのた

め，例えば，文章を読んで理解した内容について考えさせ，それを自分の言葉で表

現させる学習や，具体的な叙述を踏まえて考えさせる学習が重要である。

（２）文章の構成や展開を正確にとらえる力の育成が必要であり，そのため，例えば，

各段落ごとに小見出しを付けるなど段落相互の関係を理解させる学習が必要であ

る。

（３）学習指導要領に例示されている言語活動などを活用した授業を展開する中で，根

拠を明確にしながら自分の考えや意見を述べる力や，文章の構成や展開を正確にと

らえる力を確実に育成することが大切である。

（４）質問紙調査で明らかになった教師と生徒の意識の差を踏まえ，生徒の実態を一層

十分に見据えて，例えば，文学的な文章を扱う場合には，導入の学習活動に工夫を

凝らして，興味・関心を高める，あるいは詳細な読解に偏重することなく，多様な

言語活動を行うといった指導の改善が求められる。

（５）今後とも，国語科においては，学校図書館などを活用した生徒の読書活動を積極

的に推進していくことが重要である。
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第１学年，第２学年及び第３学年について，通過率が設定通過率を上回ると考

えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中102

問， 問中 問， 問中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。62 100 66 97 67

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有31

意に上回るものが７問，前回と有意に差のないものが８問，前回を有意に下回る

ものが 問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが６問，前16 27

18 22回と有意に差のないものが３問 前回を有意に下回るものが 問 第３学年で， ，

問中，通過率が前回を有意に上回るものが５問，前回と有意に差のないものが７

問，前回を有意に下回るものが 問となっている。第１学年及び第２学年につ10

いては，前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

設定通過率と比較した場合，例えば 「日本の果樹栽培に関して取り組みた，

い研究課題を考えさせる」という問題や 「その研究課題を追究する方法を考，

えさせる」という問題など，課題学習の形を取り入れた問題の多くは，設定通

過率を上回ると考えられる結果となっている。しかし，その一方で，例えば，

「日本の国土面積」や「地形図の特性や活用方法」など，地理的分野の基本的

な内容を問う問題の多くは，設定通過率を下回ると考えられる結果となってい

る。

前回と同一の問題については，例えば 「世界の主な国々に関する知識を基，

に，国土面積が日本より大きいアフリカの国を地図から読み取らせる」という

問題や 「自然的条件を踏まえ，フィンランドの森林の特色を推察させる」と，

いう問題など，地理的分野の基本的な内容を理解した上でそれを活用すること

ができるかどうかを問う問題が前回を有意に下回る結果となっている。

( )

設定通過率と比較した場合，学習指導要領の内容項目全体を通しての一定

の傾向性は見いだせなかったものの，室町時代の都市，産業，農民の生活の特
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色や日明貿易など室町時代の基本的な内容や，近代の外交の推移などをはじめ

とする近現代史の基本的な内容にかかわる問題の多くが設定通過率を下回って

いると考える。また，前回と同一の問題に関し，室町時代や近現代史に関する

問題の多くのものについて，通過率が前回を有意に下回る結果となっている。

( )

設定通過率と比較した場合，我が国の政治の仕組みや，国際連合に関する問

題，貿易といった国際経済に関する問題など，生徒の日常生活と結び付けるこ

， 。とが難しい問題の多くが 設定通過率を下回ると考えられる結果となっている

逆に，生徒の身近な生活と結び付きやすい「現代の社会生活」に関する問題の

多くは，設定通過率を上回ると考えられる結果となっている。

前回と同一の問題については，南北問題や外国為替など，政治や経済につい

て考えるための基本的な概念が理解されているかどうかを問う問題の多くが，

通過率が前回を有意に下回る結果となっている。

生徒質問紙調査の結果からは，３分野それぞれの学習内容の中で「よく分からな

かった」と回答した生徒の割合が最も大きかったのは，地理的分野では「交通，貿

易，海外援助など日本と世界の結び付きを通して，国際社会における日本の役割を

」， 「 （ ， ，考える学習 歴史的分野では 幕府政治の移り変わり 享保の改革 田沼の政治

寛政の改革 ，公民的分野では「貿易や円高・円安などの為替についての学習」）」

であることが分かった。

地理的な学び方や調べ方を身に付けさせる指導の一層の充実を図る必要がある。

その際，地理的分野の基本的な内容を問う問題の多くが設定通過率を下回ると考え

られる結果となっていることから，身近な地域，都道府県及び世界の国々の地域的

特色を追究する学習や，世界的視野及び日本全体の視野から日本の地域的特色を追

究する学習の中で，世界と日本の地域構成，自然環境，人口，資源や産業などに関

する基本的な内容を活用させ，それらを生きて働く知識として身に付けさせること

が大切である。

作業的・体験的学習を通して資料を読み取り多面的・多角的に考察する力を育成

することや，考察した過程や結果を適切に表現させる指導の一層の充実を図ること

が大切である。また，中世や近現代の基本的な内容についての知識・理解を問う問

題の多くが設定通過率を下回ると考えられる結果となっていることから，歴史の大

̶　19　̶̶　18　̶



84 85

- 3 -中社

きな流れの中に基本的な知識を位置付けて身に付けさせるような指導の工夫改善が

必要である。

現代の政治や経済について考えるための基本的な概念を正確に身に付けさせる指

導の充実を図る必要がある。社会科では，様々な領域にそれぞれ基本的な概念があ

り，それを活用して思考を働かすことになるが，その概念は，課題意識をもって思

考を働かせることでよりしっかりと身に付くという側面もある。この点も踏まえ，

課題解決的な学習や調べたことを発表させる活動を取り入れるなど生徒の主体的な

学習活動が行われるよう指導の充実を図ることが大切である。また，同一問題の比

較で明らかになったように，ニュース等の内容が通過率の変化に影響を与えたと考

えられるものがあることから，学習指導においては，公民的分野の学習進度と対応

していない時事的な内容について，年間の授業の中で適宜，学習指導の中に取り入

れる工夫を行うことが必要である。

- 1 -中数

��������	
���������������

�	
��	

第１学年，第２学年及び第３学年について，通過率が設定通過率を上回るもの

又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問中69 36 72

問， 問中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。50 62 44

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回と有16

， ， ，意に差のないものが１問 前回を有意に下回るものが 問 第２学年で 問中15 19

通過率が前回と有意に差のないものが４問，前回を有意に下回るものが 問，15

第３学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが２問，前回と有意に差20

のないものが９問，前回を有意に下回るものが９問となっており，第１学年及び

第２学年では，通過率が前回を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

(ｱ) 内容領域で見た場合 「数と式 「図形 「数量関係」の３領域のうち，第， 」， 」，

１学年の「数量関係」の領域のみ，設定通過率を上回ると考えられるもの又は

同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数未満である。

(ｲ) 観点別に見た場合 「数学への関心・意欲・態度 「数学的な考え方 「数， 」， 」，

学的な表現・処理 「数量，図形などについての知識・理解」の４観点のう」，

ち，第１学年の「数学的な考え方」の観点のみ，設定通過率を上回ると考えら

れるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数未

満である。

(ｳ) 「記述式の問題 「複数の段階を踏んで考えを進め，解答しなければなら」，

ない問題 「長い文章の問題」について通過率が，設定通過率を下回ると考」，

えられるものが多くみられた。

例えば，方程式の学習では，一般に，解を求める問題を思い浮かべることが

多いが，今回の調査では「ある方程式と同じ解をもつ別な方程式をさがす」と

いう問題を出題した。この問題では，単に方程式を解くというだけではなく，

方程式と解の意味を理解し 「解であるかどうか確かめる 「別の方程式にそ， 」，

の解を代入する」あるいは 「別な方程式を変形し，与えられた方程式と比較，

する」など，複数の段階を踏んで解決しなければならない。こうした問題につ
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いて，設定通過率を下回ると考えられるものが多くみられた。

(ｴ) 同一問題との比較については，第１学年及び第２学年では過半数の問題の通

過率が，第３学年では半数近くの問題の通過率が前回を有意に下回っている。

特に 「数学的な表現・処理」の観点をみる問題（例えば，計算問題で ( )， 9+ +4

×( ) のように，計算の約束や括弧や負の数などを同時に処理しなければな-5

らない問題）と「数学的な考え方」の観点をみる問題で，前回を有意に下回る

ものが多くみられた。

学習内容の理解に関する生徒と教師の意識については，両者に違いがみられる。

例えば，教師が「生徒は興味を持ちやすい」と思っていても，生徒が必ずしも「好

きだった」と回答していない質問項目が複数ある。例えば，第３学年の「三平方の

定理」に関しては，教師の６割が「生徒が興味を持ちやすい」と考えているのに対

して 「好き」と答えている生徒は３割に過ぎない。，

「 ， 」 ，数学の勉強をすれば 普段の生活や社会に出て役立つ という質問に対しては

学年進行とともに肯定的な反応が低下している。

「 ， 」数学の問題の解き方が分からないとき あきらめずに考えようとしていますか

という質問に対しては，どの学年も約７割の生徒が肯定的な回答をしており，生徒

が意欲をもって学習に取り組んでいることがうかがわれる。

（１）これからの社会を考えるとき，情報の選択やこれをもとにしての判断，また，自

分の考えを説明したりすることを含め，考える力が大切になる。このような視点か

らみると記述式の問題等に関する生徒の学習状況は必ずしも十分ではない。記述式

の問題等に関する状況を改善するためには，生徒の学習状況をよく観察し，徐々に

， 。問題文の記述量や 生徒に記述させる量を増やしていくといった取組が必要である

（２ 「数学的な表現・処理」の観点をみる問題（とりわけ計算問題）に関する状況を）

改善するため，計算指導は折に触れて行うことが大切である。その際，例えば，計

算の過程において「乗除先行」など計算の約束ごとの確実な定着を図るとともに，

方程式の移項は等式の性質に基づいて行われるものであることなどの計算の意味の

指導にも配慮する必要がある。なお，正しく計算することができることは，的確な

判断や考察の基礎となり，自信をもって考えを進める上でも必要なことである。指

導に当たっては，そのようなことを生徒が意識できるよう意味の指導を充実させて

いくことが重要である。

（３ 「数学的な考え方」の観点をみる問題に関する状況を改善するためには，単に，）

結果を出すだけではなく，何を根拠にどのような手順でその結果を導いたか，その

- 3 -中数

過程で既習の知識をどのように生かしたかなど，自分なりの考えを筋道を立てて説

明したり，結果を導く過程を振り返って考えたりする活動を充実することが求めら

れる。

（４）質問紙調査の結果にみられる生徒の問題解決での前向きな態度を生かす指導の方

法について検討する必要がある。例えば，図形における３次元から２次元への置き

換えといった「次元を下げる」という問題解決に有効に働く考え方を意識付けるこ

とができるような指導の改善を図る必要がある。また，内容項目に関する質問紙調

査の結果には生徒と教師の意識の違いが顕著なものがあるため，生徒の意識を的確

に把握した指導の在り方について検討する必要がある。
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第３学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度

と考えられるものの問題数の合計は， 問中 問と全体の問題数の半数以上を123 90

120 49 139占めているが，第１学年及び第２学年については，それぞれ 問中 問，

問中 問と半数に満たない。69

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有37

意に上回るものが６問，前回と有意な差のないものが 問，前回を有意に下回14

るものが 問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，17 69 15

前回と有意な差のないものが 問，前回を有意に下回るものが 問，第３学年19 35

で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが 問，前回と有意な差のないも42 16

のが 問，前回を有意に下回るものが 問となっており，第２学年では，前回12 14

を有意に下回るものが全体の過半数を占めている。

( )

第３学年では 「化学変化とイオン 「運動とエネルギー 「生物のつなが， 」， 」，

り 「大地の変化と地球」のすべての区分において，設定通過率を上回ると」，

考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が該当する問題の

半数以上を占めている。

しかしながら，他の学年では，設定通過率を上回ると考えられるもの又は同

程度と考えられるものの問題数の合計が該当する問題の半数以上を占めている

のは，第１学年では「身の回りの物理現象 ，第２学年では「動物の生活と種」

類」のみである。

， ， 「 ，前回と同一の問題については 第１分野では 第２学年の 化学変化と原子

分子 「電流」において，前回を有意に下回る問題の割合が比較した問題の」，

約８割を占めており，他の項目より多い。第２分野では，第３学年の「遺伝」

や「環境間題」などでは，いずれの問題も前回を有意に上回っているものの，

第 学年の「大地の変化と地球」では，前回を有意に下回る問題が過半数を占1

めている。また，記述式の問いについては，理科全体として，前回の調査と比
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較して無回答の生徒の割合が増加している。

( )

第３学年では「自然事象への関心・意欲・態度 「科学的な思考 「観察」， 」，

・実験の技能・表現 「自然事象についての知識・理解」の４観点すべてに」，

おいて，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられ

るものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占めている。

第２学年では，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と

考えられるものの問題数の合計が全体の問題数の半数以上を占めているのは，

「自然事象への関心・意欲・態度 「観察・実験の技能・表現 「自然事象」， 」，

についての知識・理解」の３観点であるが 「科学的な思考」では半数未満と，

なっている。

第１学年については，４観点すべてにおいて，通過率が設定通過率を上回る

と考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題数

の半数未満となっている。なお，今回の調査結果からは，理科にかかわる日常

の体験の不足や，理科の学習と日常生活との関連の意識が希薄になっている状

況がうかがえる。

教師用の質問紙調査によれば 「実験を積極的に取り入れた授業を行っています，

。」，「 。」 ，か 観察を積極的に取り入れた授業を行っていますか という質問に対して

いずれも８割から９割程度の教師が 「行っている方だ」又は「どちらかといえば，

行っている方だ」と回答している。一方，生徒は「自分の考えで，予想をして実験

や観察をしていますか 「理科の勉強で，実験や観察の進め方や考え方がまちが。」，

っていないかをふり返って考えようとしていますか 「理科の勉強に関すること。」，

で，分からないことや興味・関心をもったことについて自分から調べようとしてい

ますか 」という質問に対して，いずれも 「そうしている」と答えた生徒は１割。 ，

を少し超えた程度であり 「そうしている」と「どちらかといえばそうしている」，

を合わせても約４割であった。このような結果からは，多くの教師が観察，実験は

， ， 「 ， 」よく行っているものの 生徒にとっては 必ずしも 目的意識をもった観察 実験

や「主体的な学習活動」にはなっていないということがうかがえる。

（１）今回の調査結果から，目的意識をもった観察や実験の視点の明確化が十分でない

と考えられる例が見られる。このため，身近な現象や体験と結び付ける指導の工夫

・改善を行い，観察，実験の目的をより明確にすることで生徒が目的意識をもって

主体的に学習することができるようにすることが求められる。

̶　25　̶̶　24　̶
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（２）また，理科では，直接，観察や実験ができない内容や，実験は行えるものの目に

は見えない現象を扱う場合もある。調査問題の分析から，このような内容について

理解や定着が不十分と考えられるものがあり，このため，モデル実験を行ったり，

コンピュータを活用するなど学習指導の工夫が必要である。

（３）今回の調査結果から，日常の体験の不足，もしくは，日常の体験と理科の学習の

関連付けができていないと考えられる例がいくつか示された。このため，理科の学

習と日常生活との関連の意識を明確にすることや，野外観察など実際に自然を体験

させ実感させることが指導上の改善に向けた視点として求められる。

（４）前回の調査に比べ，無回答の生徒の割合が増加している。この中には，理解が十

分でなく解答しなかった生徒もいると考えられるが，自分の考えを文章や図にまと

め表現する力が不十分である生徒が多いことも考えられる。このため，結果や考察

を整理しまとめ，さらに発表したり討論する活動を取り入れることも大切である。

- 1 -中英
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第１学年及び第２学年について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるも

の又は同程度と考えられるものの問題数の合計は，それぞれ 問中 問， 問71 37 75

46 81中 問と全体の問題数の半数以上を占めている。これに対し，第３学年は，

問中 問であり半数に満たない。36

なお，前回と同一の問題については，第１学年で 問中，通過率が前回を有15

意に上回るものが２問，前回と有意に差のないものが３問，前回を有意に下回る

ものが 問，第２学年で 問中，通過率が前回を有意に上回るものが７問，前10 19

17回と有意に差のないものが７問 前回を有意に下回るものが５問 第３学年で， ，

問中，通過率が前回を有意に上回るものが９問，前回と有意に差のないものが２

問，前回を有意に下回るものが６問となっている。第１学年では，通過率が前回

を有意に下回るものが全体の過半数を占め，第３学年では，通過率が前回を有意

に上回るものが全体の過半数を占めている。

( )

「聞くこと」については，全ての学年において，通過率が設定通過率を上回

ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題

数の半数以上を占めている。

これを問題のタイプ別に見ると，全ての学年において 「応答問題 「詳細， 」，

理解問題 「概要・要点理解問題」のうち 「詳細理解問題」及び「概要・要」， ，

点理解問題」について，通過率が設定通過率を上回ると考えられるもの又は同

程度と考えられるものの合計が全体の半数以上となっている。

( )

「読むこと」については，全ての学年において，通過率が設定通過率を上回

ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの問題数の合計が全体の問題

数の半数以上を占めている。

，「 」，「 」，これを問題のタイプ別に見ると 詳細理解問題 概要・要点理解問題

「談話構造理解問題 「言語使用に関する知識理解問題」のうち，全ての学」，
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年の「詳細理解問題」及び「概要・要点理解問題 ，第１学年及び第２学年の」

「談話構造理解問題 ，第３学年の「言語使用に関する知識理解問題」につい」

て，設定通過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの合計

が該当する問題の半数以上となっている。

( )

「書くこと」については，全ての学年において，設定通過率を上回ると考え

られるもの又は同程度と考えられるものの合計が全体の問題数の半数に満たな

い状況である。

これを問題のタイプ別に見ると トピック指定問題 条件指定問題 文，「 」，「 」，「

構造理解問題」の全てのタイプの問題について，全ての学年において，設定通

過率を上回ると考えられるもの又は同程度と考えられるものの合計が全体の問

題数の半数に満たない状況である。

「書くこと」のうち 「自分が大切に思っていること 「自分が興味を持っ， 」，

ていること」のように与えられた一定の主題に基づいて，３文あるいは４文以

上のつながりのある文章を書くといった「トピック指定問題」で，求められて

いる下限の文の数を超えて積極的に書いている生徒を 「コミュニケーション，

への関心・意欲・態度」を強く示しているととらえた場合，そのような生徒は

各学年とも３割程度みられる。

また 「トピック指定問題」について，誤答分析をした結果，覚えている単，

純な文を反復することはできるが，文章としての展開ができないといった点が

見受けられた。なお，今回の調査においては「話すこと」に関する直接の出題

は行っていないものの 「書くこと」に関する「トピック指定問題」等の調査，

結果を踏まえると 「話すこと」についても課題がある状況であると間接的に，

推測される。

「英語の勉強は大切だ」という問いに対して 「そう思う」と答えた生徒と「ど，

ちらかといえばそう思う」と答えた生徒を合わせると第１学年 ，第２学年84.6%

，第３学年 であり，学年による変化はない。また，ほとんどの生徒が英84.4% 84.7%

語の勉強は受験に関係なくても大切だと考えている。

一方 「英語の勉強が好きだ」という問いに対して 「そう思う」と答えた生徒， ，

と「どちらかといえばそう思う」と答えた生徒を合わせると第１学年 ，第２58.7%

学年 ，第３学年 であり，また 「どちらかといえばそう思わない」と答51.1% 48.5% ，

えた生徒と「そう思わない」と答えた生徒を合わせると第１学年 ，第２学年37.0%

，第３学年 となる。学年が進むにつれて英語が好きな生徒は減少する傾44.5% 47.3%

向である。

- 3 -中英

（１ 「書くこと」の「トピック指定問題」の誤答分析の結果に特徴的にみられるよう）

に，英語学習における生徒のつまづき方はきわめて多様であり，個々のつまづきに

対応した局所的な指導を行うとともに，全体にわたる指導の繰り返しを常に行って

いくことが求められる。

（２ 「聞くこと」については，疑問文に対して で答えるなど文形式に基づいた） Yes/No

応答や会話などでによく使用される決まり文句については，ある程度身に付いてい

るが，相手の言う内容に応じて適切に応答する力は十分ではない。今後はいろいろ

な表現に適した応答方法を学習するような言語活動を取り入れていく必要がある。

（３ 「書くこと」については，覚えている単純な文を反復することはできるが，文章）

としての展開ができない生徒が多く見受けられる。このため，今後は，トピックを

指定してつながりのある複数の文を書かせる指導の充実が必要であると考えられ

る。また，文構造についての問題の結果から語順が身に付いていない生徒が多いと

考えられるので 「聞くこと 「話すこと」の活動を重視する中においても文構造， 」

に配慮する指導が重要である。
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