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【研究論文】

平成 30 年度全国学力・学習状況調査の小学校理科の問題を利用した教員志望学生の理科の学力
―児童の学びを促す理科授業が実践できる教員養成の在り方の検討資料―

吉田　安規良*

Analysis for Science Academic Ability of Undergraduates Who Aspire to Become Teachers to Study 
that Can Practice Science Classes that Encourage Children's Learning in Elementary School

―　Using the Results of the National School Achievement Test 2018　―

Akira YOSHIDA*

キーワード：全国学力・学習状況調査，理科，小学校，教員養成

１．はじめに

　学校教育（学習）で習得される能力である「学力」は，多種多様な意味を含んでおり，対象や状況に応
じて指し示すものの範疇が変化する。しかし今津（2012）が指摘するように，一般には「習得した知識と
それに基づく思考力」といった狭い意味やそれよりさらに狭い「習得した知識や思考力をペーパーテスト
で測った成績」という意味として使われることが多い。学校教育法第 30 条２項には，初等中等教育とし
て行われる普通教育における学力の重要な三要素として「基礎的・基本的な知識・技能の習得」，「知識・
技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等」，「主体的に学習に取り組む態度」
が示されている。こうした要素にはテストで数値化できないものもあり，数値化された結果だけが学力の
全てではない。しかし，テスト（とりわけペーパーテスト）で数値化された結果が学力の一部を構成して
いることも否定できない。
　①義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・
分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図る，②学校における児童生徒への教育指導の充
実や学習状況の改善等に役立てる，③改善等の取組を通じて，教育に関する継続的な検証改善サイクル

要　約

　全国学力・学習状況調査で測定可能な学力の向上に留まらない児童の学びを促す理科授業が実践できる
教員養成の在り方の検討材料の量的充実や，この調査で測定可能な児童の学力を分析する際の視点を広げ
ることに資するために，2018（平成 30）年に実施されたこの調査で出題された小学校理科の問題を教員志
望学生に解答させた。2018 年度前学期に琉球大学で開講された「教職入門（１組）」の受講学生 51 人の平
均正答数は 14.1（中央値 14.0），平均正答率は 88.1％だった。学生の正答率が平均−標準偏差（＝ 75.8％）
を下回った低正答率問題は，児童の無解答率が高かった上位３問（大問１（３），大問４ （３），大問４（４））
だった。今回の結果から，①琉球大学が提供する小学校教員養成のための教育課程や理科に関する科目内
容検討に際して，学生の入学時点における属性に対応する形で検討する必要性がないこと，②低正答率問
題における学生の誤答の背景と児童の誤答の背景には同一の問題が存在すること，③ペーパーテスト形式
の調査であるがゆえに解答状況の分析には限界があり，教師教育の視点から児童の学びを適性に評価する
ことを学ぶ機会の提供の必要性が示唆された。

＊琉球大学大学院教育学研究科　高度教職実践専攻・教職実践講座
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を確立する，という３つを目的とした全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）は，2007（平成 19）
年から国語と算数・数学が毎年実施され，2012（平成 24）年以降は３年に１度の割合で理科も実施され
ている。この調査結果の解釈等に関する留意事項として，「身に付けるべき学力の特定の一部分であるこ
と，学校における教育活動の一側面に過ぎない」ことが示されている（文部科学省・国立教育政策研究所，
2018a：５）。
　これまでの全国学力テストの調査結果等は，国立教育政策研究所の web サイト注 1）で公開されているが，
都道府県別の公立学校の平均正答率の比較だけが大きく採り上げられる形でマスメディアを通して広く
一般（当該児童生徒，保護者，納税者等ステークホルダー）に報告される。これについて中室（2015）は，
学力は学校だけでは決まらないことから都道府県別に順位付けされた結果が，学校教育の成果を測る意味
がほとんどないことに加え，結果を学校名とだけ紐づけることで，「本来学校や教員が負うべきでない責
任を学校や教員の責任にしてしまう」ことを問題提起している。また，他の地方自治体や他校との比較が
重圧となり，「『教え込み』型の授業を推進せざるを得ない」状況や，「学力テスト対策として，子どもた
ちに事前に『過去問』を解かせるような教師が出てくる」ことや「テストの当日，成績の悪い子には欠席
させる，児童生徒の答案を改ざんしてしまうといった『不正』までが起きてしまう」という指摘（児美川，
2015）がある。
　そもそも全国学力テストで出題されている個々の設問は，出題内容や解答方法によって難易度が異なる
ことが容易に想像でき，出題の意図や評価の観点も異なるため，平均正答率だけで一喜一憂すべきもので
はない。例えば，設問別に児童の正答率を出題者側が想定していた正答率や児童生徒以外が解答した結果
と比較することで，難易度を踏まえた形で当該設問の正答率に関する論考を深めることや誤答の背景にあ
る諸問題を明らかにする議論へと導くことが期待できる。とりわけ実際に授業をする教員には「児童生徒
にとっての学習内容（児童生徒が学びを通して習得する事項）」を正しく認識し，学術的な背景まで理解
していることが求められるため，教員志望学生の結果はそのメルクマールとして利用できる。
　大学の教職課程は日本全国のみならず日本人学校等を含め，日本国内外で行われている日本の学校教育
で活躍できる教員を養成するものである。一方で国立大学は，総体として高度な学術研究の推進，計画的
な目的養成，全国的に均衡のとれた配置による地域活性化への貢献及び大学教育の機会均等の確保といっ
た重要な役割を果たしている。琉球大学は沖縄県唯一の国立大学であり，沖縄県の初等中等教育を担う教
員の計画的な養成を担っているがゆえに，沖縄県の教育施策・地域ニーズにも応えられるように教員養成
の在り方を改善し続けていくことが求められる。筆者らはこれまでも琉球大学で教員免許の取得を希望す
る学生に全国学力テストの理科の問題を解答させ，解答状況や比較的正答率の低い設問の誤答傾向を分析
してきた（吉田，2014；吉田・比嘉，2017）。教員養成の在り方を改善し続けていくためには継続的に教
員志望学生の実態を把握し続けなければならない。全国学力テストで測定可能な学力の向上に留まらない
児童の学びを促す理科授業が実践できる教員養成の在り方の検討材料の量的充実や，全国学力テストで測
定可能な児童の学力を分析する際の視点を広げることに資するために，2018（平成 30）年に実施された
全国学力テストの小学校理科の問題を教員志望学生に解答させた結果を報告することが本研究の目的で
ある。

２.方法

⑴　問題の解答について（実施方法・解答者）

　問題の解答は，琉球大学で 2018（平成 30）年度前学期に開講された教職の意義等に関する科目「教
職入門（１組；教育学部学生対象；登録者１年次 57 人）」の第４回授業（５月７日）の中で行った。
受講学生には，学校教育教員養成課程理科教育専修に配属されている学生は含まれていない。また，
受講学生には試験実施を事前に予告していない。なお，解答に際して，「学力問題」をテーマにした
演習課題の一環としての位置付けを事前に説明し，この問題への解答（正答状況）そのものは，この
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科目の評価に直接反映されないことを明示した上で解答させた。
　解答した学生は当日の出席者 51 人である。解答時間は全国の小学校での実施方法と同様の 40 分と
し，実際に使用された解答用紙（B4 判）の写しの裏面に，「性別」，「小学校教員免許取得希望の有無」，

「出身小学校所在地（都道府県）」注 2），「問題や正答を事前に見たかどうか」の調査回答欄を印刷した
ものに解答（回答）させた。受講学生の高等学校における理科の履修状況や入学形態（どの入試選抜
で合格したかや入試での受験科目）は，多岐にわたることが予想できたために調べていない。

⑵　採点と結果の分析

　採点と解答類型別の分類は，国立教育政策研究所教育課程研究センター（2018）の基準に従った。
誤字や脱字のあった解答や文意不明瞭なものは全て誤答とした。正答率の算出など解答状況の量的分
析には，51 人の解答の全てを有効解答と見なして利用するとともに解答した学生の属性による差の
有無を確認した。
　第５回目の授業（５月 14 日）では答案を返却し，解答した学生の結果の全体像と誤答例を紹介し
た注 3）。その後，誤答・無解答の理由を自己分析する課題を提示し，第６回授業（５月 21 日）時に回
収する形で全問正解者以外に提出を求めた。最終的に全問正解者（８人）以外の 43 人中 40 人がこの
課題を提出した。この提出された自己分析結果の全てを解答状況と照合しながら誤答や無解答の背景
の分析に利用した。特に解答した学生の正答率が設問別正答率の平均（平均正答率）よりも標準偏差
を越えて下回ったもの（設問の正答率＜平均正答率−標準偏差）を「低正答率問題」と定義し，学生
の誤答傾向とその背景を分析した。
　児童の結果との比較に関しては，①児童数や学校数では国立や私立学校より公立学校が圧倒的であ
り（文部科学省・国立教育政策研究所，2018a：3-4），大学卒業後の教員としての就職先の大多数は
公立学校であること，②琉球大学が所在する沖縄県の結果として，公立学校の結果注 4）しか入手でき
なかったこと，③国立や私立学校は一般に入学者選抜を行っていることに留意する必要があるものの
2015（平成 27）年と同様に，平均正答数については国立や私立学校は公立学校を上回っていたこと（文
部科学省・国立教育政策研究所，2018a：15）から , 正答率は主に公立学校の結果と比較した。
　一方，解答類型別解答状況の比較には全国の国公私立全体の児童の考察結果（文部科学省・国立教
育政策研究所，2018a）を主に用いた。

３.結果と考察

⑴　全体的な状況

　解答した学生の試験結果概要を表１に示すとともに図１に正答数の度数分布，図２に設問別正答率
を示す。学生の平均正答数は 14.1（中央値 14.0），平均正答率は 88.1％（標準偏差 12.3）だった。全
問正解者は８人で，いずれも「問題や正答を事前に見たことがない」と回答した。吉田・比嘉（2017）
では，小学校で児童が解答する問題を利用した調査であっても，児童の平均を下回る正答数の学生
の存在が報告された。しかし今回は，児童の平均正答数を下回る９問以下の者はいなかった（図１）。
一方で図１を見ると，児童の結果は，全国（国公私立），全国（公立），沖縄県（公立）とも，最頻値
が正答数 11 であることはわかるが，沖縄県（公立）の度数分布では正答数８のところにもピークが
あるようにも見える。これが学力層の二極分化を意味しているのかの判断や，二極分化しているので
あればその差が縮まっているのか広がっているのかという方向性の確認については，とりわけ沖縄県
で児童の学びを促す理科授業が実践できる教員を養成していくために引き続き注目する必要がある。
　児童の設問別正答率だけに着目すれば，全国（国公私立）と全国（公立）との Pearson の相関係
数が 1.000，全国（公立）と沖縄県（公立），全国（国公私立）と沖縄県（公立）の Pearson の相関
係数がともに 0.976 と，かなり強い相関があることが確認できるのに対し，解答した学生と児童との
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間の設問別正答率の Pearson の相関係数は，
全国（公立）とは 0.547，沖縄県（公立）と
は 0.497 であり，相関はあるものの強い相関
とは言えない結果であった注 5）。
　小学生を対象とした問題を大学生に解答
させたため，児童の結果より総じて高い結
果になるのはある意味当然のことだが，図
２から［通し番号 16］大問４（４）「食塩水
を熱したときの食塩の蒸発について，実験
を通して導きだす結論を書く」の学生の正
答率が 60.8％と，児童の平均正答率と同程
度（全国（国公私立）が 60.4％，全国（公立）
が 60.3％，沖縄県（公立）が 60.9％注 6））であっ
たものの，大問４（４）以外では，学生の
正答率は全て児童の平均正答率を上回る結
果となった。しかし，設問別に正答率を比
較すれば，学生の正答率が児童の結果を下回っている設問もあった。図２が示すように，［通し番号３］
大問１（３）「腕を曲げることのできる骨と骨のつなぎ目を表す言葉を書く」は，解答した学生の正

図１　正答数分布

棒グラフ，解答した学生人数 / 人；◇，全国児童（国公私立）割合 /％；□，
全国児童（公立）割合 /％；●，沖縄県児童（公立）割合 /％
全国児童（国公私立）は，平成 30 年度　全国学力・学習状況調査　調査
結果資料【全国版／小学校】　2.　教科に関する調査の結果　（1）調査結
果 概 況　 全 国 - 児 童（ 国・ 公・ 私 立 ）Retrieved from http://www.nier.
go.jp/18chousakekkahoukoku/factsheet/data/18p_201.pdf（2018 年 10 月 確
認）より；全国児童（公立）と沖縄県児童（公立）は，平成 30 年度　全
国学力・学習状況調査　調査結果資料 【都道府県別】　2.　各都道府県　
47.　沖縄県　調査結果概況　沖縄県 - 児童（公立）Retrieved from http://
www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/factsheet/18prefecture-City/47_
okinawa/47p_18r.xlsx（2018 年 10 月確認）より

図２　設問別正答率

通し番号：１〜４，大問１；５〜８，大問２；９〜 12，大問３；13 〜
16，大問４；17，平均正答率
棒グラフ，解答した学生の正答率/人；◇，全国児童（国公私立）正答率/％；
□，全国児童（公立）正答率 /％；●，沖縄県児童（公立）正答率 /％
全国児童（国公私立）は，文部科学省・国立教育政策研究所（2018a：
11）より；全国児童（公立）と沖縄県児童（公立）は，平成 30 年度　
全国学力・学習状況調査　調査結果資料 【都道府県別】　2.　各都道府県　
47.　沖縄県　問題別調査結果　沖縄県 - 児童（公立）Retrieved from 
http://www.nier.go.jp/18chousakekkahoukoku/factsheet/18prefecture-
City/47_okinawa/47p_18q.xlsx（2018 年 10 月確認）より
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答率が児童の結果を唯一下回った設問である。児童の最低正答率問題は，［通し番号７］大問２（３）
の「一度に流す水の量と棒の様子との関係から，大雨が降って流れる水の量が増えたときの地面の削
られ方を選び，選んだわけを書く」記述式の設問（児童の正答率：全国（国公私立）20.2％，全国（公
立）20.1％，沖縄県（公立）22.0％）だった。この設問の学生の正答率は 80.4％と学生の結果の中で
は４番目に低いものだったが，後述する低正答率問題には該当しなかった。

⑵　解答学生の属性の影響

　Mann-Whitney の U 検定を用いて，性別，小学校教員免許取得希望の有無（希望していない者（１人）
を含めた場合と除いた場合），問題や正答を事前に見た経験がない者とそうでない者（見た経験があ
る者と無回答者の合計）という属性による正答数の違いを調べた結果，全ての観点で有意差は確認で
きなかった（性別：p=0.5517>0.1；小学校教員免許取得希望：p=0.8917>0.1；問題や正答を見た経験：
p=0.6718>0.1）。
　Kruskal-Wallis 検定を用いて，出身小学校所在地の違い（沖縄県，沖縄県以外，沖縄県を挟む転校，
無回答）が正答数に影響しているかどうかも調べたが，有意差は見られなかった（p=0.8636>0.1）。
上述のように各属性による有意差が見られなかったことに加え，大学入学時点では小学校教員免許の
取得を意識していなくてもその後の適性の自己分析や採用人数の多さから小学校教員に就く者もい
ることから，51 人全員の結果を属性別に分類せずにこれ以降の分析に利用することとした。

⑶　低正答率問題とその背景

　図２が示すように，解答した学生の結果の正答率が平均−標準偏差（＝ 75.8％）を下回った設問は，
［通し番号３］大問１（３），［通し番号 15］大問４（３）「食塩を水に溶かしたときの全体の重さを選ぶ」，
［通し番号 16］大問４（４）の３問だった。表２にこの３問の概要を，表３にこの３問の解答類型別
解答状況をそれぞれ示す。なお，今回の学生の解答の中で，唯一無解答者が存在した設問が大問４（４）
である。一方でこの３問は児童の正答率も相対的に見て低い部類に属するが，それ以上に特徴的なの
は，全国（国公私立），全国（公立），沖縄県（公立）のどの集団でも，児童の無解答率が高い上位３
問であり，児童の最低正答率問題である大問２（３）の無解答率（児童の無解答率：全国（国公私立）
1.0％，全国（公立）1.0％，沖縄県（公立）0.6％）よりこの３問の無解答率のほうが高く，特に大問１ （３）
と大問４（４）の高さが目立った（表２）。

　　①　［通し番号３］大問１⑶「腕を曲げることのできる骨と骨のつなぎ目を表す言葉を書く」

　この設問は，主として「知識」に関する問題の中でも「知識」そのものを問うもので，学生の正
答率が児童の正答率を下回った唯一の設問である。また，沖縄県（公立）の児童の正答率が全国（公
立）の児童の正答率よりも 12.7 ポイントも高く無解答率が 2.8 ポイントも低い，「沖縄県の児童が
よく出来た」設問である。ただし，全国（国公私立），全国（公立），沖縄県（公立）のいずれも無
解答だった児童が２番目に多い設問でもある。
　表２に示すように，解答した学生の正答率（人数）は 74.5％（38 人）であった。誤答した学生
は 13 人で，12 人が誤答理由を自己分析する課題を提出した。
表３に示すように解答類型別に見ると「関節」と漢字で記述した者（解答類型１）が 24 人と最多
であるが，「かんせつ」とひらがなで記述した者（解答類型２）も 12 人いた。児童の結果は，ひが
らなで解答した者が漢字で解答した者より多かった。解答類型６に相当する学生の誤答は，「関接」
が４人，「間節」が３人だった。解答類型 99 に相当する学生の誤答は，「なん骨」が１人，「筋肉」
が１人だった。
　文部科学省・国立教育政策研究所（2018a：26）は，全国児童（国公私立）の解答類型 99 の具体
例として「つけ根」，「筋肉」，「ろっ骨」，「なんこつ」を示しており，このように解答した児童は，「腕
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を曲げたりすることができる骨と骨のつなぎ目」について，科学的な言葉や概念の理解が十分でき
ていないと分析している。当然，無解答だった児童にもこの理解が不十分な者が含まれていること
が想像できる。「筋肉」と誤答した学生は，誤答理由の自己分析結果として「関節という単語が出
てこなかった」と述べ，「なん骨」と誤答した学生は，「鳥の骨のまがる部分はコリコリしておいし
い所＝なん骨で覚えていたのでまちがえました」と述べている。まさに児童と同様に「科学的な言
葉の理解が不十分」であった。
　一方で，漢字を誤記した学生のうち「間接」（解答類型５）と誤答した学生には，誤答理由として「漢
字をしっかり覚えていなかった。漢字を小学校から勉強し直す必要がある。」，「漢字のミスをして
しまった。勘違いをしていた。」と漢字を間違えたことを誤答理由として示した者もいたが，「最近，
間接的という言葉をよく使っていて，手ぐせで書いてしまったのと，骨と骨の“間”が“接している”
ところだと考えてしまっていたから」や「『かんせつ』というのはすぐに分かったのだが，同時に

『間』と『関』，『接』と『節』が頭に浮かび，最終的に骨と骨の『間』で『接』している部分だか
ら『間接』だという結論に至った」というように，「関節の位置と役割を自分なりに考えた結果が
誤答」であると分析した者もいた。「間節」と誤答した者の中にも「あまり関節と書く機会がなくて，
思いついた漢字が“間節”で間違いに気づかなかったのだと思う」と誤答理由を述べた者もいるが，

「問題文に『骨と骨のつなぎ目』と書かれており，骨と骨の〇間 をつないでいるから間節と思ってしっ
た」注 7）というように「関節の位置と役割を自分なりに考えた結果が誤答」になった者もいた。「関接」
と誤答した者の中にも「骨と骨のつなぎ目だから，接続の接と思ったから」を誤答理由とした者が
いた。結果として，「間接」と誤答した者を含め，漢字を誤記した背景には，「漢字の間違い」，「漢
字を覚えていない（思い出せなかった）」のように「ケアレスミス」と認識している者が６人いたが，
正答が「かんせつ」だとわかった上で，それを漢字で解答しようとして，自分なりに体の中での位
置や形を想像したり言葉の意味を考えたりしたことで誤答した者が４人存在していた。一方，これ
を「科学的な言葉や概念の理解が十分できていない」で片付けてしまうと，今度は解答類型２，３，
４で正答と判断された者は，本当に「体の各部の手や足のように曲がるところと曲がらないところ
について，科学的な言葉や概念を理解しているのか？」という疑問が生じてくる。解答類型２，３，
４（特に２）で正答と判断された者の中には，自信がなかったから漢字で書かなかった者や漢字で
覚えていない者に加え，間違った漢字で覚えていたもののたまたま漢字で書かなかったため「正解」
と判断された者が含まれている可能性が否定できない。「漢字で答えなさい」と解答形式を指定す
れば，この疑問は解決できる。しかし，今度は漢字では覚えていない（正しく書けない）が，「腕
を曲げたりすることができる骨と骨のつなぎ目」について科学的な言葉や概念は理解できている者
を無解答へと導くこととなり，不当に評価してしまうことが懸念される。
　この結果は，解答を分析することからできる教師教育として，この結果を教材として「児童の学
びを適正に評価できること」の重要性を学ぶとともに，解答類型別結果を読み解き，そこから目の
前の児童の実態を推し量ったり確認したりする能力の修得が，全国学力テストで測定可能な学力の
向上に留まらない児童の学びを促す理科授業が実践できる教員となるために求められることを示
唆している。

　②　［通し番号 15］大問４ ⑶「食塩を水に溶かしたときの全体の重さを選ぶ」

　この設問は，主として「活用」に関する問題の中でも「適用」を問うものである。表３が示すように，
四者択一の問題であるものの，全国児童（国公私立）の結果では出題者側が想定していない誤答で
ある選択肢以外の解答をした解答類型 99 に分類された者や無解答者の存在が示されている。この
設問では，選択肢別の誤答の背景や課題は分析されているが，解答類型 99 に分類された児童の誤
答の具体や背景は示されていない（文部科学省・国立教育政策研究所，2018a：59）。短答式や記述
式の設問でも同様であるが，とりわけ大問４⑶のような択一型の問題で，解答類型 99 に分類され
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る児童の解答が単なるケアレスミスに起因するものではなく出題の趣旨や解答方法と全く関係の
ないものであった場合には，実際のところは無解答と何ら変わらず，解答しなかった（できなかっ
た）背景が把握できていないことに留意しなければならない。
　しかし，先に出題された問題の解答をヒントにしながら次の問題を解答するなど出題順に解答す
る必然性がなく，出題の趣旨や問われている内容を理解していなくても「勘」で解答可能な択一型
の選択式問題で無解答が見られる場合で，かつ出題順が後ろの方の設問の場合には「解答時間不
足」の可能性が生じてくる。今回の調査問題数は過去２回（2012（平成 24）年，2015（平成 27）年）
の 24 問に比べて 16 問と少なく，「解答時間は十分でしたか」という質問紙調査に対して「やや足
りなかった」と回答した児童が 7.8％，「全く足りなかった」と回答した児童が 1.7％であり，「十分
ではない」と回答した児童の割合はあわせて 9.5％と過去２回に比べて減少した（文部科学省・国
立教育政策研究所，2018b）。それでも「解答時間が足りない」と回答した児童が約一割存在して
いる以上，③で述べるように，この設問の児童の無解答の背景には出題順が影響して時間切れに
なってしまったことが要因の１つとして考えられる。従って，他の設問に比べて無解答であること
を理由に理解が不十分であると判断できない児童の存在があり得る。
　表２に示すように，解答した学生の正答率（人数）は 64.7％（33 人）であった。誤答した学生
は 18 人で，16 人が誤答理由を自己分析する課題を提出した。
　学生の誤答は，児童の結果と同様で解答類型２（408 g）が最も多かった（表３）。その理由とし
て，「食塩水の量が 408 mL だったから，重さも 408 g だと思った」に代表されるように，食塩水
の増えた体積分だけ重さが増えると捉えている（食塩水の密度が１ g/㎤とはならないことを知ら
ない（忘れている），この食塩水や食塩が 1 mL=1 g（密度が１ g/㎤）だと思っている）と分析し
た者が 11 人と圧倒的だった。この 11 人は，児童と同様に「物を水に溶かしても全体の重さは変わ
らないことへの理解が十分でないこと」（文部科学省・国立教育政策研究所，2018a：59）が考えら
れる。一方で，「ゆかりさんは 400 mL の水を用意して 12 g の食塩を溶かすことにした」を読み飛
ばし，「問題文の最後の“408 mL”というところにしか目がいっていなかった」や，ゆかりさんの
台詞「水 400 mL の重さは 400 g だったよ」という部分にひっかかってしまい，「408 mL の食塩水
が 408 g になると思い込んでしまった」ことを理由に，「ケアレスミス」と分析した学生が３人い
た。このような問題文の読み飛ばしや問題文の記述をヒントだと思い込んで誤答した児童の存在も
推測できる。解答類型１（400 g）と誤答した学生は「難しく考えて，表を書いたりして考えた結果，
分からなくてカンでこたえた。でもよく考えると水 100 mL と 100 g は同じ量を示すので，水 400 
mL に 12 g の食塩を入れると 400 mL（400 g）と 12 ｇをたして 412 ｇの食塩水が出来ることが分
かる。」と誤答理由を述べた。解答類型４（420 g）と誤答した学生も，「『水に物が溶けても，水と
物を合わせた重さは変わらないこと』を忘れていた。全く分からずに勘で答えてしまった。」と「勘

（カン）で解答」を誤答理由にした。多肢選択型の設問であるがゆえに，分かっていなくても正答
できる可能性があるため，「正答者＝物を水に溶かしても全体の重さは変わらないことへの理解が
十分な者」とは言えない点については①と通じるところがある。解答者が計算した上で解答する短
答式であれば，もう少し高精度で理解度を把握できるが，それでも問題文中に出てくる数値をデタ
ラメに組み合わせて解答した結果で正答する可能性は否定できない。
　解答類型別結果を読み解き，そこから目の前の児童の実態を推し量ったり確認したりする能力を
修得できるようにするために，思考過程までを記述させるような形式での調査の必要性に言及でき
る教員を養成すべきであることをこの結果は示唆している。

　③　［通し番号 16］大問４⑷「食塩水を熱したときの食塩の蒸発について，実験を通して導きだす 

　　結論を書く」

　この設問は，主として「活用」に関する問題の中でも「分析・改善」を問うものである。具体的には，
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「実験結果から言えることだけに言及した内容へと修正できるかどうか」を「食塩水の食塩は，蒸
発するのだろうか」という Yes/No 型の問いの解答として適切な形に修正する（「水にとけた物は
蒸発しない」→「食塩水の食塩は蒸発しない」というように食塩が蒸発しないことを示す趣旨へ書
き換える）ことができるかどうかで確認するものである。一般に小学校で水溶液中の溶質を蒸発乾
固で取り出す実験を行う際には，身近な物質であるだけでなく実験操作中に化学変化や状態変化し
ない（しにくい），水を蒸発させる程度の実験操作では蒸発しない固体を溶質として用いる。また，
実験を経て一連の学習を終えた後には，「水に溶けた物は，水が蒸発しても蒸発しない」と一般化
された知識として習得されるため，そもそも食塩が蒸発しないことが自明なこととして扱われたり
する可能性が高い。この設問では「水分がほとんどなくなるまで加熱する」という操作のように，「水
はこの操作で蒸発する」ことは前提となっている。しかし，「食塩は蒸発しないで残る」ことを根
拠として書き加えると誤答（解答類型 11）となる（表３）。「この実験結果から言えること」に書
き換えられるかどうかがこの設問のポイントであり，その正答例はごく短い文章となる。しかし，
解答として求める条件を全て満たしている正答例（解答類型１）に比べて学生の誤答は長々と記さ
れた文章だった。
　表２に示すように解答した学生の正答率（人数）は 60.8％（31 人）と最低の正答率であった。
誤答した学生は 19 人で，無解答者（１人）が存在した唯一の設問である（表３）。誤答や無解答だっ
た 20 人の学生のうち，無解答者を含む 19 人が誤答・無解答の理由を自己分析する課題を提出した。
　無解答の学生は，「前の問題でつまずいてしまい，時間切れになってしまった。」をその理由とし
て示した。全国（国公私立），全国（公立），沖縄県（公立）のいずれも，この設問の児童の無解答
率は全設問中で最も高い。同じように主として「活用」に関する問題の中でも「分析」を問う大問
２（３）に次いで正答率が低い設問ではあるが，大問２（３）の全国児童（国公私立）の無解答率
は，大問４（４）や大問１（３）と比べて低い。ただし，大問２（３）は，記号を選択した上で「わ
け」を記述する「完全解答型」の問題であるため，記号を選択しただけで「わけ」が無解答の者は，
解答類型０に分類される無解答として集計されない。記号を選択しただけで「わけ」が無解答だっ
た全国児童（国公私立）の割合を合計すると 3.5％となった注８）。つまり，記述式部分だけの無解答
率の合計は 4.5％となる。相対的に高い無解答率となった記述式問題全般について，その対応や指
導に課題があることが示唆される。だが，記述式問題という解答形式や問われている内容の難易度
が影響したとしても，大問４（４）の無解答率が大問２（３）に比べて約２倍高いということは，
学生と同様に最終問題ということもあり「時間切れ（解答時間不足）」で解答できなかった児童の
存在が推測できる。「勘」で解答可能な択一型選択式問題である大問４（３）から大問４（４）へ
と進むに従い児童の無解答率が上昇したように見えることもこの推測の根拠の１つになる。
　学生の誤答理由は，①問われている事項や問題文や図表で示された説明や実験方法，実験結果の
意味が理解できていないという問題文の読解力不足９人，②答案に記した自らの解答の表現力不足

（書きたいことをうまく書けていない）７人に大別できた。この中には，「ある回数を超えると，水
にとけた物は蒸発しなくなる。」と誤答（解答類型 99）した理由を「実験結果の中の＜日なたで蒸
発させて残った物の重さ＞のグラフを見ると，初める注 7）前は蒸発皿の中の物の重さは 1.5 g であり，
１日〜３日は，重さがかわらないため，ある回数注 7）を越えると水にとけた物は蒸発しなくなると
考えた。」と述べた者のように，水の蒸発による重さの減少を食塩の蒸発によるものだと誤解した
と読み取れるとともに解答の際に注目すべき事項に着目できていないことから「読解力不足」に分
類した者や，「食塩のように水に溶媒が溶けたものは，溶媒だけが蒸発せずに残る。」と誤答（解答
類型 99）した理由を，「水にとけたものは蒸発しないという表現は抽象的すぎる。食塩に特定しな
いといけない。」と分析した者のように，「表現力不足」と分析するものの，解答では“溶質”と書
くべきところを“溶媒”と書いており，知識不足についてまで言及できていない者も含んでいる。
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　全国児童（国公私立）の誤答で最も多かったのは，解答類型 99（出題者側が想定した誤答以外
の誤答）である。文部科学省・国立教育政策研究所（2018a：63）は，解答類型 99 の児童の誤答例
として，「食塩は蒸発する。」，「食塩は少しだけ蒸発する。」，「食塩は蒸発する物もあればしない物
もある。」を示し，「実験結果を基に分析して考察し，問題に対する結論に改善することに課題があ
る」と分析し，その背景に「食塩は蒸発するという誤った知識に基づいて記述している」ことを指
摘している。解答類型 99 に分類された学生の誤答の中にも「食塩（水にとけた物）は（少し，一
部）蒸発する（ほとんど蒸発しない；蒸発しないとはいえない）」旨の記述をした者が８人含まれ
ていた。この設問で扱われている状況は，一見当たり前すぎる状況の実験である。「食塩水の食塩
は，蒸発するのだろうか。」という問いの答えに書き改めるという目的を忘れてしまい「水にとけ
た物は蒸発しない。」のどこかを書き換えなければならないという作業だけに意識がいった可能性
がある。ガスコンロで水分がほ

・

と
・

ん
・

ど
・

なくなるまで加熱した後の天日干しの状況での蒸発皿の中の
物の重さの変化が「完全にはなくなっていなかった水の蒸発分」だと気付かず（ガスコンロでの加
熱で水分が完全になくなったと理解し），「水ではない別の物が蒸発した」と思い込んだものの，「食
塩は（この程度の加熱処理では）蒸発しない」という既有知識と矛盾しない解答とするために，「少
し（一部）蒸発する」や「ほとんど蒸発しない（一部は蒸発する）」「蒸発しないとはいえない」と
いうような書き換えとなった可能性も考えられる。しかし，水の蒸発による重さの減少を食塩の蒸
発によるものだと誤解したと判断できた者は前述した１人だけであり，既有知識と矛盾しないよう
に書き換えようとしたことを理由にした者はいなかった。
　解答類型 99 に分類された学生のうち，「日なたで蒸発させた時の『始める前』の重さには，加熱
してもとれなかった水分が少し残っていたと考えられる。そのため後の実験結果に比べると少し重
い。しかしその日の観察以降，１日目から３日目までを通して蒸発皿の中の物の重さは変化してい
ないので，水にとけた食塩は蒸発しないことがわかった。」と誤答した者は，「説明が長すぎる，そ
こまで求めていない。」と誤答理由を分析していた。この学生の誤答は，「実験の結果からいえるこ
と（結論）」である「水にとけた食塩は蒸発しないことがわかった。」の前に，実験結果と考察がど
の解答類型にも当てはまらないような形で冗長に記されていた。解答をよく読むと，「その日の観
察以降，１日目から３日目までを通して ･･･」という表現は，「始める直前から３日目まで」とい
う意味を指すため，グラフから正しく重さの変化を読み取れている（１日目が経過するまでは残っ
ていた水分が蒸発したため重さが減少しているという趣旨の文章）とは判断できない。１日目まで
の重さの減少が水によるものだと言及していれば解答類型２と判断でき，「その日の観察以降，」と
書かずに「その日の観察の翌日以降，」と書くなど，１日目から３日目まで重さの変化がないこと
の正体が，溶かした食塩が全て残っていることだと言及していれば，解答類型５と判断できた，学
生の分析結果通り「冗長すぎる」ことに起因しているが，この解答は「読解力不足」とも言えるが「表
現力不足」とも言えるため，そのどちらにも分類しなかった。また，「水にとけた物が全部蒸発す
るとは限らないが，食塩水の食塩は蒸発する」と誤答した学生は「今，問題を見たら答えはすぐ分
かるのに，何で間違った解答をしたのか，全然分からない。テストの時，どうやって考えてたか覚
えていない。」と誤答の背景を自己分析した。
　この２人を除いた解答類型 99 に分類された学生の誤答理由の自己分析結果は，「加熱して残った
物の重さは，完全に水分が蒸発した後は変化しない。」と誤答した理由を「問題文が何を聞いてい
るのかきちんと理解できていなかった。問いに対して違う方に難しく考えてしまった。問題の『実
験の結果から言えることで水にとけた物質は蒸発しない』の『水にとけた物＝食塩』としか考えて
いなかったため何がふさわしくないのかを理解しないまま答えを書いてしまった。」と述べた者に
代表されるように，「問題文の読解力不足」（６人）と，「食塩水の食塩はほとんど蒸発しない。」と
誤答した理由を「言葉のあや」，「食塩水が蒸発しても，その中にとけている食塩を蒸発しないで残
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こる。」注 7）と誤答した理由を「『は』を『を』と書き間違えた」，「水にとけた食塩水の食塩は蒸発
しない。」と誤答した理由を「水にとけた注 7）食塩水とかいてしまうと，食塩水をうすめた場合と
条件づけてしまうため誤答になる」，「水と食塩を同時に加熱すると，水は蒸発するけどそれにとけ
ていた食塩は蒸発しない。」と誤答した理由を「この回答注 7）だと，水と食塩を混ぜて加熱したのか，
それとも別で加熱したのかがわからない。問題の意図していることを解いているうちに忘れてしま
うと，問題外の回答注 7）までしてしまおうとして誤答を引き起こしやすくなるのではないか。」と
それぞれ分析した者のように「表現力不足」（６人）に大別できた。「実験結果を基に分析して考察し，
問題に対する結論に改善することに課題がある」ことは教員志望学生にも存在しており，「食塩が
蒸発する」旨の解答をした者もいるが，この分析結果からは，「食塩は蒸発するという誤った知識」
を習得していると学生が自認しているのか（それに基づいて解答したか）どうかは，はっきりして
いない。
　全国児童（国公私立），学生とも出題者側が想定した誤答の中で最も多い誤答である解答類型 14

「結論またはその根拠として，溶かした食塩が残る様子を示す趣旨を記述しているもの」に分類さ
れた３人の学生の誤答は，「水にとかした食塩を蒸発させると，食塩は水と一緒に蒸発するのでは
なく，とかした量だけ白いかたまりとなって残る。」，「食塩水を蒸発させると，水だけ蒸発し，と
けている食塩が残る。」，「食塩水を蒸発させると，食塩は質量も変わらずにそのまま残る。」であり，
その理由は，順に「問題文をしっかり読んでいなかった，問題に対するまとめを書けと問題にある
にもかかわらず，私は実験の結果を書いただけだった。問題文の読み落としは大変もったいないミ
ス。気をつけなければならない。」，「私の誤答は，ゆかりさんがまとめた【実験の結果からいえる
こと】を細かく書き直してはいるが，【問題】の答え にはなっていない注 7）。実験の結果から言え
ることではあるが，【問題】を見直さなかったため，自分自身で考える【実験の結果から言えること】
を書いたため，問の答えとして成立していない。」という読解力不足（２人）と「質量も変わらず
にそのまま残り，蒸発しないということを表現したいと考えたからです。」という表現力不足（１人）
に分けられた。文部科学省・国立教育政策研究所（2018a：63）は，解答類型 14 の児童の誤答例と
して「溶かした食塩は全て残っている。」，「水は蒸発したので，食塩が残る。」，「食塩が残るので，
水が蒸発しても残る。」を示し，「結論またはその根拠として，溶かした食塩が残る様子を示す趣旨
を記述していて，実験結果から言えることだけに言及した内容に改善し，その内容を記述すること
に課題がある」と分析している。学生の誤答理由からは「実験の結果を書いただけ」で，問われて
いることを答えていなかったことに気付いている者もいたが，「表現方法に問題があった」旨の分
析をし，この設問の問いの本質に気付いていない者もいた。
　解答類型 10「食塩以外の物も含む趣旨を記述しているもの」に分類された学生の誤答は，「水に
とけた物は蒸発せず，水にとかした分だけ水が蒸発した後も残る。」であり，「問題文や実験の結果
は食塩水について書かれているから，『水が蒸発したら食塩が残る』と食塩に限定すること。ゆか
りさんの『水にとけた物は蒸発しない』は食塩に限らず，全ての物に対して主張しているから誤答
になる。自分の誤答も食塩に対してだけではなく，ゆかりさんと同じことを言っているから間違え
た。」とその理由を「読解力不足」だと分析していた。

　
４.おわりに

　全国学力テストの結果がマスメディアで大きく取り扱われ国民の強い関心を喚起している現状や社会
に及ぼす影響の大きさを考えれば，理科の全国学力テストの結果が理科の学力の一側面を映し出してお
り，学力向上に関する各種施策の成果がこのテストの結果で判断されてしまうことは否定できない（吉田，
2014）。全国学力テストで測定可能な学力の向上に留まらない児童の学びを促す理科授業が実践できる教
員養成の在り方の検討材料の量的充実や，全国学力テストで測定可能な児童の学力を分析する際の視点と
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なるメルクマールの１つを提示するために，2018（平成 30）年に実施された全国学力テストの小学校理
科の問題を琉球大学に在籍する教員志望学生に解答させた結果の報告が本研究の目的である。
　51 人の学生の平均正答数は 14.1（中央値 14.0），平均正答率は 88.1％（標準偏差 12.3）で全問正解者は
８人だった。Mann-Whitney の U 検定及び Kruskal-Wallis の検定を用いて，解答した学生の属性別に解
答状況を分析したが有意差は確認できなかった（p>0.1）。2015（平成 27）年の問題を利用した調査（吉
田・比嘉，2017）では，性別にのみ有意差が見られたものの，特定の設問の解答状況に性差があるのでは
なく個人レベルでの得手不得手や知識習得状況が結果として正答数に影響したと推測している。今回の調
査も，吉田・比嘉（2017）と同じく大学１年生を対象としたため，大学での学修履歴の差の影響は調べら
れないが，そもそも小学校教員免許は理科に関する科目を大学で一切学ばなくても取得できる。そのため，
卒業要件にしない限り理科の学習内容に関する知識・技能が不足している者や理科授業実践に苦手意識を
持っている者が，その克服のために大学で理科に関する科目を必ず履修するとは限らない。しかし，今回
の結果からは，琉球大学が提供する小学校教員養成のための教育課程や理科に関する科目内容検討に際し
て，学生の入学時点における属性に対応する形で検討する必要性がないことが示唆された。
　児童の平均正答数を下回る９問以下の者はいなかったが，大問１（３），大問４（３），大問４（４）の
学生の正答率は相対的に低く，大問１（３）は，解答した学生の正答率が児童の結果を唯一下回り，大問
４（４）では無解答だった学生がいた。この３問は，児童の無解答率が他の設問に比べて高いという特徴
があった。児童の無解答の背景には，「時間切れ（解答時間不足）」以外にも「問われていることは分かっ
ているが，答えが何かわからない（どう答えていいかわからない）」や「何が問われているのか理解（読
解）できない」ということが要因の１つとして想像できる。残念ながらその理由や背景は調べられていな
いため，その実態はわからない。理科の全国学力テストは，「知識」に関する問題と，「活用」に関する問
題が一体的に出題されている（文部科学省・国立教育政策研究所，2018a：２）。特に「活用」に関する問
題の場合には，問題と正答（例）の丸暗記で解答されることを避けるため，時に難問奇問的出題となって
しまうこともあり得る。今回の調査問題数は過去２回（2012（平成 24）年，2015（平成 27）年）の 24 問
に対し 16 問と少なく，解答時間が「十分ではない」と回答した児童の割合も過去２回に比べて少ない（文
部科学省・国立教育政策研究所，2018b）。児童の無解答率の高さの原因が，出題数の多さに起因する「解
答時間不足」ではなく，「（他の設問と比べて）何が問われているのか理解（読解）できない」だった場合
には，出題内容や方法の妥当性を検討するなど悪問である可能性の吟味が生じてくる。小佐野（2018）は，
大問１（３）に関係する図には不正確さがあることや大問４が動物愛護の精神に反することからそれぞれ
理科の「学力」をはかるには不適切な典型例として挙げている。だが，出題内容や方法の妥当性の検討を
するには，今回の結果だけでは材料不足であるため本研究では行わない。それでもこの３問の学生の誤答
状況と児童の誤答の背景を比較することから，学生の誤答の背景と児童の誤答の背景には同一の問題が存
在することが示唆されるとともに，児童の無解答の背景の一片として「時間切れ（解答時間不足）」があ
ることも類推できた。また，大問１（３）や大問４ （３）の学生の解答状況を分析することを通して，解
答形式が抱える問題点—出題のされ方によってほとんど分かっているのに誤答と判断されたり，完全には
分かっていないのに正解と判断されたりすること—が見えてきた。出題者側が想定していない誤答の背景
を意識しながらこのような分析をすることを教師教育の中に位置づけることは，全国学力テストのように
ペーパーテスト形式で問い，解答させた結果から得られる情報には限界があることを知り，それを知った
上で問題意識をもって「児童の学びを適正に評価できること」について考える契機になる。
　理科の全国学力テストが次回実施される時期は，2021 年であろう。これは，2017（平成 29）年に告示
された新しい小学校学習指導要領に基づく教育課程が全面実施された後であり，高大接続システム改革の
目玉の１つである大学入試センター試験に代わる「大学入学共通テスト」が実施される時期である。学校
教育を取り囲む社会情勢が大きく変化していく中で，知識を丸暗記することだけを児童にいたずらに求め
ない，児童の学びを促す理科授業が実践できる教員の育成は，小学校教員を養成する大学の使命であり，



課題でもある。琉球大学の卒業生だけが小学校教員になるわけではないので，継続した調査によって課題
の背景にあるものを各大学で共有，蓄積されていくことが求められている。

附記

　小学校理科の問題解答に際して，琉球大学教育学部の山口剛史准教授の御協力を賜りました。この場を
借りて御礼申し上げます。
　本報は，日本理科教育学会第 68 回全国大会（2018）での発表内容を基にさらに研究を深め加筆したも
のである。

注解

₁）http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html（2018 年 10 月現在）を参照した。
₂）在学期間中に沖縄県とそれ以外の都道府県との間で転校した場合，出題範囲である小学校３年生から  

５年生まで（国立教育政策研究所教育課程研究センター，2018：７）の在籍校所在地で分類した。
₃）この時，「（受講学生に対して行った結果の全体的な状況と誤答例の紹介と同様に）解答者個人が特定 

されない形で今後学術研究の一環として今回の結果を利用することがあるが，（学術研究成果が公開
後では除外できないが）申し出があればその時点で学術研究としての分析対象から除外できる」旨は
伝えた。

４）「平成 30 年度　全国学力・学習状況調査　調査結果資料　都道府県別　沖縄県」http://www.nier.go.
　　jp/18chousakekkahoukoku/factsheet/18prefecture-City/47_okinawa/index.html（2018 年 10 月現在）

から「調査結果概況」，「問題別調査結果」，「類型別調査結果」を適宜入手して用いた。
₅）全国児童（国公私立）と解答した学生との設問別正答率の Pearson の相関係数は 0.548 だった。
₆）一般に公開されている沖縄県（公立）の児童の平均正答率は 61％と整数値で示されている。
₇）誤字や丸や四角での囲みや波線（下線）を含め学生の回答をそのまま転記した。
₈）文部科学省・国立教育政策研究所（2018a：35-36）に示された「解答類型と反応率」のうち解答類型８ 

　（1.1％），16（0.2％），24（1.6％），32（0.6％）の反応率の合計。
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