
巻末資料

【本調査の実施において参考となる過去の調査】

調査名 実施時期 対象学年 調査対象児童数

昭和31年度 全国学力調査 昭和31年９月 第６学年 71,367 人

昭和34年度 全国学力調査 昭和34年９月 第６学年 93,163 人

昭和36年度 全国小学校学力調査 昭和36年９月 第６学年 100,828 人

昭和37年度 全国小学校学力調査 昭和37年７月
第５学年 約387,000 人

第６学年 約425,000 人

昭和39年度 全国小学校学力調査 昭和39年６月
第５学年 約335,000 人

第６学年 約358,000 人

昭和41年度 全国小学校学力調査 昭和41年６月 第５学年 約331,000 人

昭和56年度 教育課程実施状況に関する
昭和57年２月

第５学年 約16,000 人

総合的調査研究 第６学年 約16,000 人

平成５年度 教育課程実施状況に関する
平成６年２月

第５学年 約16,000 人

総合的調査研究 第６学年 約16,000 人

平成13年度 小中学校教育課程実施状況
平成14年２月

第５学年 １冊子当たり 約16,000 人

調査 第６学年 １冊子当たり 約16,000 人

平成15年度 小・中学校教育課程実施状
平成16年２月

第５学年 １冊子当たり 約16,000 人

況調査 第６学年 １冊子当たり 約16,000 人

第４学年 約3,000 人

平成16年度 特定の課題に関する調査 平成17年２月 第５学年 約3,000 人

第６学年 約3,000 人

平成19年度 全国学力・学習状況調査 平成19年４月 第６学年 1,176,802 人

平成20年度 全国学力・学習状況調査 平成20年４月 第６学年 1,193,590 人

平成21年度 全国学力・学習状況調査 平成21年４月 第６学年 1,183,278 人

平成22年度 全国学力・学習状況調査
平成22年４月 第６学年 1,191,615 人

（抽出調査）

平成23年度 全国学力・学習状況調査
未実施 第６学年

（抽出調査）

平成24年度 全国学力・学習状況調査
平成24年４月 第６学年 1,168,394 人

（抽出調査）

平成25年度 全国学力・学習状況調査 平成25年４月 第６学年 1,157,235 人

※各調査の実施時期や対象学年，問題の全体構成等が異なるため，単純な比較ができないことに留意する必要がある。

【参考文献】

・文部科学省「小学校学習指導要領」 平成20年３月告示

・文部科学省「小学校学習指導要領解説 国語編」 平成20年８月

・全国的な学力調査の実施方法等に関する専門家検討会議「全国的な学力調査の具体的な実施方
法等について（報告）」 平成18年４月25日

・全国的な学力調査の在り方等の検討に関する専門家会議「平成23年度以降の全国的な学力調査
の在り方に関する検討のまとめ」 平成23年３月31日

・文部科学省「読解力向上に関する指導資料～ＰＩＳＡ調査(読解力)の結果分析と改善の方向～」
平成17年12月

・文部科学省「言語活動の充実に関する指導事例集～思考力，判断力，表現力等の育成に向けて～
【小学校版】」 平成22年12月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための
参考資料（小学校 国語）」 平成23年11月
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・文部科学省 国立教育政策研究所「平成１９年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書」
平成20年１月

・文部科学省 国立教育政策研究所「平成２０年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書」
平成20年11月

・文部科学省 国立教育政策研究所「平成２１年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書」
平成21年12月

・文部科学省 国立教育政策研究所「平成２２年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書」
平成22年10月

・文部科学省 国立教育政策研究所「平成２４年度 全国学力・学習状況調査【小学校】報告書」
平成24年９月

・文部科学省 国立教育政策研究所「平成２５年度 全国学力・学習状況調査 報告書 小学校
国語」 平成25年８月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成１９年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語」 平成19年５月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２０年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語」 平成20年４月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２１年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語」 平成21年４月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２２年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語」 平成22年４月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２４年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語」 平成24年４月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２５年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語～一人一人の児童の学力・学習状況に応じた学習指導の改善・充実に向けて～」
平成25年４月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２６年度 全国学力・学習状況調査 解説資料
小学校 国語～一人一人の児童の学力・学習状況に応じた学習指導の改善・充実に向けて～」
平成26年４月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「解説資料 小学校 国語」 平成23年９月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２１年度 全国学力・学習状況調査【小学校】
の結果を踏まえた授業アイディア例」 平成21年８月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２２年度 全国学力・学習状況調査【小学校】
の結果を踏まえた授業アイディア例」 平成22年８月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２４年度 全国学力・学習状況調査【小学校】
の結果を踏まえた授業アイディア例」 平成24年９月

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２５年度 全国学力・学習状況調査の結果を
踏まえた授業アイディア例 小学校 国語 算数」 平成25年９月

・国立教育政策研究所ウェブサイト「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定で
あった調査問題を踏まえた授業アイディア例 小学校 国語」

・国立教育政策研究所教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今
後の取組が期待される内容のまとめ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【小学校編】」
平成24年９月

・文部科学省「（小学校編）今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 総合的な学
習の時間を核とした課題発見・解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力等向上に関
する指導資料」 平成22年11月

※ これらの資料は，文部科学省及び国立教育政策研究所のウェブサイトにも公開されている。
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