
- 1 -

学力格差にどう立ち向かうか

千葉県検証改善委員会

はじめに

千葉県検証改善委員会は、東京大学教

育学部に本部を設置し、千葉県教育委員

会の指定を受けて、研究者グループによ

る「全国学力・学習状況調査」の分析を

行っている。分析の主な目的は、児童・

生徒の学力向上のための方策を、データ

に基づいて明らかにすることであるが、

児童・生徒の生活習慣や学校の取り組み

と学力の関連を見るだけでなく、児童・

生徒および学校・市町村が置かれている

社会経済的な状況を考慮し、それらと学

力の関連についても分析を行っている。

千葉県検証改善委員会は、これまで学力

の規定要因について、多種多様な分析を行

ってきたが 本報告の中心となるのは 社、 、「

会経済的に恵まれない状況にいる児童・生

徒の学力を底上げするためにはどのような

方策が有効であるか 「学習塾に通ってお」

らず、学習を主に学校教育に依存している

児童・生徒の学力を保証するためにはどの

ような方策が有効であるか」というテーマ

である。前者は義務教育の機会均等のため

に重要であるし、後者は学校教育の存在意

義を高めるためにも重要である。

１ 検証改善委員会の体制

千葉県検証改善委員会は、東京大学教

授である苅谷剛彦を委員長として、名古

屋大学准教授の石井秀宗、東京理科大学

准教授の清水睦美、早稲田大学専任講師

、 、の篠崎武久 東京大学助教の大多和直樹

東京大学大学院の安藤理、須藤康介など

の計11名から構成される任意団体であ

る。分析は、文部科学省との委託契約の

中で行われている。

11月に検証改善委員会の第１回会合を

、 、行い ３月までに５回の委員会を開催し

分析結果の検討と、学校改善支援プラン

の策定を進めた。千葉県教育委員会との

協力体制は、次頁の図に示したとおりで

ある。

２ 学校改善支援プランの概要

千葉県検証改善委員会が提案する、学

校改善支援プランは、以下の３項目であ

る。詳細は次項以降で説明する。

① 社会経済的に恵まれない地域に対し

て、行財政的な支援を行う。

② 非通塾の生徒が多いような学校に対し

て、教員を増員するとともに、経験豊富

な教員を厚く配置する。

③ 各学校において、授業研究や放課後の

学習サポートを積極的に実施する。

３ 全国学力・学習状況調査の結果

分析について

ここでは、千葉県検証改善委員会が

行った分析結果の一部を示す なお 全。 、「
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文部科学省

検証改善委員会

千葉県教育委員会

学力向上推進委員会

学力状況調査委員会
（県学力調査）

学力検証専門委員会
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教育環境と学力の関係

に関する分析結果

算数数学部会

市町村教育委員会

連 携

全個人別データ 国語部会

分析結果

国による公表データ

１ 実施校数，児童生徒数

２ 国語A･B･算数数学A･B別の設問別調査

結果，解答類型別調査結果
３ 各設問の正答率、無解答率、各類型

の解答率等

４ 県内の児童生徒質問紙の回答状況（各

項目・各選択肢の児童数，割合）等
５ 県内の学校質問紙の回答状況（各項目

・各選択肢の学校数，割合）等

６ 国全体の各教科区分の調査結果と質問
紙調査の結果のクロス集計等

教育事務所ごとの集計データ

国による公表データ項目に関する

教育事務所別の集計データ

（東京大学教育学部）

市町村用データ

各市町村・学校別

個人別の調査結果

国学力・学習状況調査」に含まれな

いデータについては、千葉県教育委員

会から既存データの提供を受け、調査

データとのマッチングを行った。

分析結果の検討に進む前に、一つ留

意しなければならない点がある。それ

は、今回の調査データは一時点のもの

であるため、因果関係の推論が困難で

あるということである。たとえば小学

生の国語について「発展的な学習の指

導を行っている学校ほど、児童の学力

が高い」という分析結果が得られてい

るが、このことから、発展的指導が児

童の学力を高めると断定することはで

きない。なぜなら、児童の学力がもと

もと高い学校において、それに合わせ

るように発展的指導が行われている可

能性があるからである。教育の効果を

正確に測定するためには、同一個人を

一定期間追跡して調査することが必要

となる。

このことが、今回の調査・分析の最

大の課題である。千葉県検証改善委員

会では、この課題に対処すべく、分析

の際に 他の変数の統制 を行った 他「 」 。「

の変数の統制」とは、各学校の種々の

条件が同一であると仮定したときの、

教育の効果を分析する統計手法のこと

である。この方法は万能ではないが、

分析結果が擬似相関（見かけだけの関

連）である可能性を小さくし、学力に

影響を及ぼしうる要因それぞれの独自

の効果に接近することを可能にする。

分析結果は以下に示すとおりである。

① 学校および市町村の置かれている社

会経済的な状況と、児童・生徒の学力

との間には、明確な関連が見られる。

就学援助率が低い学校の児童・生徒ほ

ど、そして所得水準が高い市町村の児

童・生徒ほど、相対的に学力が高い傾

。 、 、向がある しかも このような関連は

児童・生徒の勉強時間や通塾の影響を

統計的に取り除いても、確認される。

つまり、子ども自身の「努力」や通塾

に還元されない学力格差が、厳然と存
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在しているということである。

このことから、社会経済的に恵まれ

ない地域に対して、行財政的な支援を

積極的に行う必要があることが示唆さ

れる。今回の分析によって、所得水準

の低い地域においては、学級規模が小

さいほど児童の学力が向上すること、

学力向上事業の指定校となることが児

童の学力向上にむすびつくことが示さ

れている。つまり、教員加配や教育予

算の重点化などの、行財政的な支援を

行うことによって、社会経済的に恵ま

れない地域の児童の学力を保証できる

ということである。

② 学習塾に通っている児童・生徒は、

通っていない児童・生徒よりも学力が

高い傾向がある。この傾向は、特に中

学校の数学において顕著に見られる。

しかし、このような学力格差を縮小す

るための方策も明らかになった。教員

一人あたりの生徒数が少なく、教師の

平均年齢が高い（つまり経験豊富な教

師が多い）中学校においては、通塾に

ともなう数学の学力差が小さくなって

いるのである。このことは、教員を増

員するとともに、ベテラン層の教員を

厚く配置する、あるいは若手教員の技

能形成の機会を充実させることで、学

塾に通っていない生徒の学力を保証で習

きる可能性を示している。

なお 「習熟が遅いグループに複数の、

教員による指導を行った 「習熟が遅い」

グループに少人数指導や個別指導を行っ

た」というような質問項目と学力の関係

は、今回の分析では十分に見出すことが

できなかった。ただし、そのことは、必

ずしもこうした対応に効果がないことを

意味するわけではない。もともと学力の

低い生徒たちに、これらの対応が行われ

ている可能性があるからである。先述の

ように、今回の調査は一時点のものであ

、 、るため 教育方法の効果を取り出す際に

このような問題がつきまとう。ＴＴや少

人数指導の効果については、調査の設計

に変更を加えた上で、引き続き研究して

いく必要がある。他方、学校全体の人的

資源を充実させることは、今回の調査で

も有効性が示された。効果的なＴＴや少

人数指導を行うためにも、人的資源の充

実は重要である。

③ ②では、学校の人的資源の充実が学

力の底上げにつながることが示された

が、各学校の取り組みの中にも、学力

格差の克服につながりうる方策が見出

。 、 、された まず 特にＢ問題については

授業研究をともなう教員研修を多く行

っている学校ほど、非通塾の児童・生

徒の学力が高くなる傾向が見られた。

学習塾に通っていない児童・生徒に発

展的な学力を身につけさせるために

は、教員どうしの授業研究が有効とな

る。

また、中学校においては、放課後に

補充的な学習サポートを行うことが、

非通塾の生徒の学力の底上げをもたら

すことが示された。ただし、長期休業

期間に補充的な学習サポートを実施す

ることが、学力向上につながっている

という結果は得られなかった。短期間

に集中的に学習を行うよりも、日常的

に学習を積み重ねるほうが効果的であ

ることが伺える。

詳細は省略するが、以上の３点の他

、 。にも 次のような知見が得られている

、 、まず 平日の睡眠時間に注目した場合

小学生では８時間前後、中学生では７

時間前後の睡眠時間をとっている児童

・生徒の学力が最も高い。睡眠不足だ

けでなく睡眠過剰も、学力に負の影響

を与えていることが示唆される。

中学生を対象に、部活動と学力の関

係を見てみると、部活動に参加してい
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る生徒のほうが、参加していない生徒

よりも学力が高い傾向がある。また、

早寝平日に運動をしている生徒ほど、

早起きの生活リズムが保てている。日々

の部活動やスポーツは教科学習以外の活

動ではあるが、軽視することができない

存在である。

国語の「書くこと 「読むこと」の正」

答率は、算数・数学の各問題の正答率

と関連している。さらに 「書くこと」、

「読むこと」の最下位群は、他群に比

べて、各問題の正答率が顕著に低く、

記述問題に対して無解答となることも

多くなっている。この知見は、特に学

力の低い層が、様々な学習の側面で困

難を抱えていることを示唆している。

４ 学校改善支援プランについて

分析によって得られた知見をふまえ

、た具体的な学校改善支援プランとして

以下の３項目を提案する。

① 社会経済的に恵まれない地域に対し

て、教員加配や教育予算の重点化など

の行財政的な支援を行う。もちろん、

。行財政的支援は教育分野に留まらない

経済的に恵まれない家庭に対する各種

援助の拡充や、雇用・労働状況の改善

などについても検討する必要がある。

② 非通塾の生徒が多い中学校に対して

は、教員を増員するとともに、経験豊

富な教員を厚く配置する、あるいは若

手の教員に対する技能形成の機会を充

。 、実させる 学校全体の人的資源の充実は

学力の底上げに対して有効である。

③ 各学校において、授業研究や放課後

の学習サポートを積極的に実施する。

特に学力の低い層に対する支援は、急

務である。ただし、頻繁な研修や放課

後まで延長された学習指導が、教員を

圧迫することがないように、これらの

取り組みを奨励するのであれば、同時

に教員の事務作業の軽減などを行う必

要がある。

５ 学校改善支援プランを受けた取

組について

千葉県検証改善委員会は、前項に示した

学校改善支援プランを、千葉県教育委員会

に提案する。千葉県教育委員会は、本提言

も加味した全国学力・学習状況調査の分析

とそれを踏まえた改善策を公表することと

している。

また、本プランの実現にあたっては、各

学校や自治体における努力もさることなが

ら、教職員定数の充実などの条件整備につ

いては、国レベルでの取り組みが必要であ

る。

６ おわりに

学力調査は、その結果を詳細に分析

することによって、初めて意義をもつ

と考えられる。そして、詳細な分析を

行うためには、分析課題に見合った質

問紙の設計が不可欠である。今回の調

査の質問紙には、各学級の取り組みに

ついての質問項目がほとんど含まれて

おらず、学級単位の教育方法の効果を

分析できない設計となっていた。児童

・生徒が所属している学級において、

どのような教育が行われているかを把

えることができれば、より具体的な次

元で教育方法の効果を分析することが

可能になるはずである。次年度以降の

調査に期待をしたい。
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千葉県教育委員会は、千葉県検証改善委

員会からの報告や提供されたデータ、更に
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学校として期待される取組学校として期待される取組

【学力向上の鍵は、先生方です】

○授業研究を伴う校内研修を充実させ、指導力

の向上を図る

・全職員が、授業研究に取り組む

・学校内外への積極的な授業公開

・校内研修体制の整備と計画的・

組織的な実施

・他校の優れた実践や取組を共有して、授

業の改善と充実を図る

○児童生徒が「好きだ」「大切だ」「わかる」

と感じる授業づくり

・児童生徒の十分な実態把握に基づく、

授業計画の作成

・明確な学習目標に基づく授業の実践

・知的好奇心を刺激し、学ぶ必要性が

実感できる教材の工夫

・地域の人材を講師とするなど、多彩

で興味深い授業の工夫

○児童生徒一人一人の持つ課題を明確にした

指導

・全国学力・学習状況調査を利用

（解説編の利用）

・学校としての評価規準・評価方

法を明確化

・千葉県学力状況調査を活用した

実態の把握

【読書は、「国語力」を育てる上で重要です】

○各教科、特別活動、「総合的な学習の時間」

における学校図書館を活用した多様な教育活

動の展開

○子どもの読書状況の把握と地域・保護者との

連携した読み聞かせ等、読書活動の工夫

【全国学力・学習状況調査のねらいや出題意図

を家庭に伝える】

○保護者会や学校だよりなどで調査のねらいを

わかりやすく伝える。

○各家庭で、学習の大切さを考え直す機会を持

つよう伝える。

【家庭での過ごし方は、学力向上に大きな影響

があります】

○家庭・保護者へ「生活習慣が学力向上に大き

な影響がある」ことを様々な機会で伝える。

例・家庭学習は、短時間でも

毎日少しずつ行う。

・適度な睡眠時間をとる。

・テレビ視聴などのルール

を決める。

・朝ご飯を一緒に食べる。

・家庭での会話を多くする。

○児童生徒が学習を家庭生活の一部

に組み入れるなど、家庭での生活

時間の使い方を自分で設計できるよう、家庭

との協力のもと指導・支援する。

○文化活動やスポーツなどを奨励し、周りの

人々との関わりの中で、自己肯定感や自律心、

向上心、自ら学ぶ意欲・態度を育てる。

「学力向上・

取組データバ

ンク」を利用
してください。

「思考し、

表現する
力」を高

める実践
モデルプ
ログラム

を活用し
てくださ

い。

「ちば版学
習到達目

標」を活用
してくださ

い。
（本年度は、

中学校1年生
５教科完成
予定）

「いきいき

ちばっ子生活習
慣チェック表」

を活用して生活
習慣の課題を見
つけてください。



みんなで取り組む 千葉の教育

市町村教育委員会に期待される取組市町村教育委員会に期待される取組

● 下線太字は県教育委員会の事業

● ※の説明は本頁の右列に掲載

【教員研修への支援体制づくり】

○教員の指導力向上のため、各学校での校内研

修への支援

○同一校種・異校種間での授業公開など優れた

授業を見合う機会の設定

○県教育委員会の取組の活用

・「ちばっ子まなびフェスタ」を活用した学

力向上の気運づくり

・「思考し、表現する力」を高める実践モデ

ルプログラム

・小・中・高相互の授業公開※

・小・中・高等学校連携の特別授業※

・特別非常勤講師の配置※

【地域や保護者が学校に協力しやすい体制づくり】

○家庭での望ましい生活習慣が大切であること

の地域や家庭への啓発活動

○地域や保護者が積極的に授業に協力できる

仕組みづくり

○部活動など地域等の人材活用の推進

○学校図書館を支える人的資源の支援や予算

確保

○県教育委員会の取組の活用

・「地域とともに歩む学校づくり」の推進※

・「親と子どものまなびサイト」の広報※

・いきいきちばっ子健康・体力づくりの推進※

【その他】

○学校図書館図書の充実と支援ボランティアの

育成

＜以下、※の概略説明＞

「小・中・高相互の授業公開」

小・中・高等学校の先生が、それぞれ授業公開を
行い、児童生徒の成長過程やそれぞれの発達段階に
おける授業の在り方を相互に参観し、日常の授業実
践に生かす｡

「小・中・高等学校連携の特別授業」

県立高等学校の教員が、その専門性を生かし、近
隣の小・中学校へ出向き授業を展開する。豊かな感

性、探究心、好奇心を大切にし、さまざまな教科へ
の興味・関心を高め、小中学生の創造力を育成する。

「特別非常勤講師の配置」

児童生徒一人一人の個性を生かす多様な教育活動
を展開するため、優れた知識・技能を持つ社会人を
各小・中・高等学校に配置し、教科や総合的な学習
の時間の指導に活用する。

「地域とともに歩む学校づくりの推進」

学校の教室等を利用し「地域ルーム」を設置し、

コーディネーターを配置して、学校と地域との連携
を図り、地域ぐるみで学校教育を支援する体制を推
進する。

・「地域ルーム」、「地域とともに歩む学校づく

り委員会」の設置

・地域コーディネーターの配置

・ボランティアによる学校支援活動等

「親と子どものまなびサイト」

子どもの発達段階に応じた生活習慣、学習習慣、
食育等を含めた家庭教育に関する知識や手立てを内
容とする「親と子どものまなびサイト」をホーム
ページ上に開設し、若い保護者がパソコンや携帯電
話を利用して、具体的な知識や手立てを学び、家庭

での悩みなどをメールで相談することができるよう
にする。

「いきいきちばっ子健康・体力づくりの推進」

「自分の健康は自分で守る」意識と実践力を身に
付けるため、子どもの体力・運動能力を多面的に把
握するとともに、運動・食育・生活習慣が一体と
なった健康・体力づくりを推進する。

・「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプ

ラン」の作成

・「体力アップ大作戦」リーフレットの配布

2



（参考）

千葉県教育委員会の取組に関する詳しい情報は に掲載http://www.pref.chiba.jp/kyouiku/

みんなで取り組む 千葉の教育

県教育委員会としての施策県教育委員会としての施策

（「千葉県教育の戦略的なビジョン」の推進（「千葉県教育の戦略的なビジョン」の推進）

うるおいのある活きた学力を育てよう

「うるおいのある活きた学力」とは、子どもた

ちが、これからの社会の中で力強く生きていくた

めに役立つものであり、人生を豊かにする知識や

教養、技術など、幅広い柔軟な学力です。

子どもたちが、学ぶ楽しさを実感しながら、い

きいきとした学びの過程で獲得するものです。

【学校・教職員への支援のための学力向上施策】

○「実践モデルプログラム」

「思考し、表現する力」を高めるためのプロ

グラムです。試案を公開し、すべての教科・領

域において、思考し表現する力の向上に取り組

みます。

○「ちば版学習到達目標」

学習の到達状況を５段階でチェックできる

「ちば版学習到達目標」づくりを進めています。

生徒が、自らの学習の到達状況を把握し、意欲

を持って主体的に学習できるようになります。

今年度は、中学校１年生の５教科を作成・公

表します。

○「学力向上・取組データバンク」

県内すべての小・中・高等学校での学力向上

の取組事例を検索するデータベースを平成18年

度から公開しています。

各校が課題解決の参考となる取組を検索し、

活用しています。

○「ちばっ子まなびフェスタ」

「学力向上推進月間」（11月）に、地域ごと

に、教職員や保護者・地域の方々が優れた授業

を参観するなど、学力向上の気運を高めます。

○教員研修の総点検

若手教員からベテラン教員まで、教師力アッ

プのため、新たな研修体系の構築に向けて、研

修事業を総点検します。

【優れた教職員の確保と配置】

○教職員の任命権者として、各学校の教育活動

に必要な教職員を確保し、学校の状況を熟知

する市町村の内申を尊重しつつ配置

・学級編制の国の基準は40人ですが、千葉県

では、学級規模の上限を、学校の判断で38人

にできるようにしてきました。また、小学校

１・２年生や中学校１年生では、上限を36人

にすることも可能になっています。

・また、習熟の程度に応じた指導や、特別な

支援を必要とする児童生徒への対応など、児

童生徒一人一人に応じたきめ細かい指導が可

能となるよう教職員を配置し、地域の教育活

動を支援しています。（なお、様々な教育課

題への対応の充実のため、教職員定数の措置

について国に働きかけています。）

【読書の支援】

○「千葉県子どもの読書活動推進計画」に基づ

き、読書環境を充実

【望ましい生活習慣づくりの支援】

○「体力アップ大作戦」：家族や友だちと一緒

の運動の奨励

○「生活習慣チェック表」：生活習慣を自分で

確認し改善

○「遊・友スポーツランキングちば」：学校全

体で運動習慣を定着

【地域との連携への支援】

○「地域とともに歩む学校づくり」：学校を地

域全体で支える仕組みづくり

○「親と子どものまなびサイト」：家庭教育に

役立つ情報を提供

3


	Taro-12 成果のまとめ（千葉県）.pdf
	Taro-千葉県「ちばっ子」の学力向



