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教員の学力低下意識に関する考察
－ 10 年前のアンケート結果と比べて－

新　林　章　輝

はじめに

　児童、生徒の学力低下の懸念は新聞などメディアにおいて近年取り上げられている課題で

ある。平成２１年度から小、中学校で一部実施が始まっている新しい学習指導要領において

は「確かな学力」の確立について言及されているなど、国としても地方行政においても様々

な学力向上政策が行われている。

　本稿では学力低下の問題について、児童生徒と日々関わり合いを持っている小学校、中学

校、高等学校の教員に対する意識調査をして、１０年前に行われた渡邉一利先生の同様の調

査 1 と比較することにより教員の立場から学力低下が進んでいるのか、進んでいるのであれ

ばその原因は何であるのかを探り私見を述べることとする。

１　学力低下問題

　学力低下に関する話題はメディアで何年も渡って取り上げられ続けている。ここでは新聞

図 1
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記事での掲載の変遷を調べてみる。ここではキーワードとして「学力低下」を取り上げた。

記事の本文、またはタイトルに「学力低下」が含む件数をグラフにしたものが図 1 である。

　1986 年の朝日新聞にはすでに学力低下に関する記事がある。学校週５日制の検討に対して

学力低下が心配されるという記事である。

　1991 年、1992 年頃に若干記事が増えているが、この頃は 1993 年度から学校週５日制への

移行として月１回土曜日が休業日になることから、学校週５日制に関する記事の中で使われ

ている。

　1999 年から大幅に記事数が増大しているが、この時期は大学生の学力低下が問題視されて

いた。1999 年には有名な岡部恒治・戸瀬信之・西村和雄編による「分数ができない大学生」2

が出版されている。

　2002 年は最大のピーク時である。この年に学校週５日制が完全実施され、新しい学習指導

要領が実施された年である。この学習指導要領でさらに教科書内容が削減されている。

　2005 年の増加は、その前年の 12 月に PISA2003 の結果が発表されたことを受けている。

PISA2003 では前回に比べて数学的リテラシーと読解力で国際順位が大きく下がり、いわゆ

る PISA ショックが起こった時期である。2005 年の 1 月には中山文科相と小泉首相がゆとり

教育の見直しを発言している。

　2007 年 12 月に PISA2006 が発表され再び PISA ショックが起こっている。

全国調査における学力低下問題

　子どもの学力の現状については、国立教育政策研究所の教育課程実施状況調査 3 により、

把握・分析が行われてきた。この調査は小・中・高等学校の各学習指導要領の目的・内容に

照らした教育内容全般にわたる全国的な定着状況の把握を通じて、学習指導要領や指導の改

善のための基礎的なデータを得ることを目的として実施されている。

　小・中学校については 1993 年から 1995 年度、2001 年度、2003 年度と実施、2003 年度の

調査では 2001 年度の調査と同一問題の正答率が有意に上回る問題が全体の約４３％になる

が、国語の記述式の問題の正答率が低下するなどの課題も見られた。

　高校については 2005 年度の調査では 2002 年～ 2003 年度実施の調査と比較して、英語の「聞

くこと」に関する問題の正答率が上昇するが、国語の古典については低下するという結果と

なっている。

　PISA
4

及び TIMSS
5

調査からは、読解力や記述式問題に課題があり、科学への興味・関心、
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楽しさを感じる生徒の割合が低いという課題が明らかになった。

　2007 年から実施されている全国学力・学習状況調査
6

では基礎的・基本的な知識・技能に

ついては、概ね身に付けられていると考えられるが幾つかの課題も見られる。

　以上より、全国調査では領域においては学力が低下していると思われるところもあ

るが、一概に学力低下傾向であるとはいえないであろう。また、新聞報道を見ると学

力低下懸念の原因は、学校週５日制による学力低下の心配、ゆとり教育推進による学

習内容削減など学力低下が進むのではないかという心配が原因の一つとなっており、

それに加えて国際調査における若干の順位の降下、大学生の学力低下を指摘する声な

どの多数の要因が加味された結果であるといえよう。

調査概要

　目的を「学校現場において学力低下が進行しているか、高校、中学校、小学校の教師の意

識を比較しがら調査し、身近な場所で生徒と接している教師の目から見た現状を把握し、そ

の原因や対策を考えること。」とし、１０年前の渡邉一利先生の報告書と同じ質問をして、

どのような意識の差が出たかを比較した。今回の調査では高校では S 県内県立高校、全国

SSH 対象校 218 校、小・中学校は H 市立中学校 49 校、小学校 108 校に依頼をし、回収率は

高校 57.8%（126 校）中学校 46.9％（23 校）小学校 50.9％（55 校）であった。

調査内容

　質問項目は「児童・生徒の学力が低下していると思うか。」を質問し、その質問に対して

肯定的な回答を示した人に対して「学力が	低下している層」、「低下した学力内容」がどのよ

うな内容か、を聞く。層は上位層、中位層、下位層の３つに分け、学力内容は３つに分類し

ていて自由記述としてそれ以外の内容も回答可能にしてある。その後、「学力が低下してい

る理由と思われるかどうか」という質問を 11 問挙げてある。

b「最近の生徒の学力が低下してきていると思いますか。」という質問に対しては

「大いにそう思う」または「そう思う」の回答は高校９３％→６４％、中学校８７％→

５７％、小学校７８％→５５％と少なくなっている。学力低下の度合いは教師から見ると、

１０年前に比べて小さくなっていると推測できる。しかしすべての校種で、「大いにそう思う」

または「そう思う」の回答は５０％以上であるので、教員の半数以上は、現在も児童、生徒

の学力が下がりつつあると思っていることになる。現在も学力が下がっていると推測される。
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　「学力が低下してきている生徒の層は、どの層だと思いますか。」の質問に対しては１０年

前と大きな違いは見られないが、中学校で「知識理解度が低い層」という回答をした教員の

割合が６０％→８０％に増えている。その他は１０年前と同じく、小学校から高校まで「知識・

理解度が高い層」の学力低下が３０％前後と少なく、その他が多い（中間層７０％以上、低

い層が高校６０％以上、小学校４０％以上）と感じている教員が多いということである。

１０年前からこの傾向であるとすると、１０年間知識・理解度が高い層とそれ以外の層との

学力格差が広がり続けている可能性が示唆される。

　「低下した学力の内容について」の質問では関心・意欲が低下したと答えた教員は高校で

は７９％が６０％に、中学校は４５％が３１％に、小学校は５５％が３６％にすべて下がっ

ている。理科離れという理科に対する興味関心が低くなっていることが大きく言われていた

１０年前に比べて、教員の意識も低くなっている。

　生徒の学力が低下している原因を聞く質問では、「（1）教科教育内容の削減」について「大

いにそう思う」または「そう思う」と回答した教員は高校５９％→７４％、中学校５７％→

５６％、小学校４７％→５１％と多くなっている。１０年前は現行の学習指導要領に改訂す

る直前であり、前後の学習指導要領による教育内容の差が意識されたと考えてもよいと思わ

れる。当時の改訂により必修単位数も減って、高校では教科情報が必修になるなどの変化が

あったが、教科教育内容の削減が学力の低下と感じている教員は現在、全校種で半数以上で

ある。

　「（2）生徒の好きな事しかやらない、いやなものは切り捨てる傾向の増大」について「大

いにそう思う」または「そう思う」と回答した結果は高校で８０％→７７％、2010 年中学校

で７５％、2010 年小学校で８３％と大変大きな数字である。実際にこの傾向が１０年間増大

しているとするとこの傾向は日常的なこととなっているといえよう。

　「（3）我慢・集中・根気などが苦手になっている生徒気質」についても１０年前と比べて

大きな変化は全校種において見られなく、「大いにそう思う」または「そう思う」の回答は

すべて８０％以上であり、今年度の中学校の結果にいたっては１００％である。

　「（4）学校・教師の指導力不足、教師の資質の低下」については１０年前と比べて大きく

変わっている。「大いにそう思う」または「そう思う」の回答は高校は６９％→３１％、中

学校は７７％→２３％、小学校は８０％→１３％とすべて減少している。どちらとも言えな

いという回答も増えているが、それを含めた和を比較しても減少している。指導力不足や資

質の低下を自認している教員は少なく、１０年前に比べて指導力や資質に自信を持っている
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教員が増えたのではないかと考える。

　この質問は自分で自分を評価しているので、評価する力量が教職経験年数、または年齢に

より変わる可能性がある。これは採用年代によって教員の質や様々な能力が変わっている可

能性があることからもいえる。そこで次に、教職経験年数、または年齢との相関があるかど

うかを調べる。

　経験年数とこの回答については相関係数が－ 0.01084 とほとんど０であり、相関はないと

いえる。また、年齢とこの回答についても相関係数は－ 0.02427 となり、ほとんで０である。

この場合も相関はないといえる。すなわち、この結果は回答した教員の年齢や経験年数によ

り変動することはなく回答した教員一般の傾向といえる。

　「（5）大学入試、高校入試」については「大いにそう思う」または「そう思う」の回答は

高校６６％→４３％、中学校６５％→１５％とともに減少している。特に中学校は「そう思

わない」または「あまりそう思わない」の回答が今回の調査では５４％と半数を超えている。

　「（6）勉強・就職しなくても何とかなるという社会風潮」についてはこの社会風潮がある

のかどうかはここで問わないが、「大いにそう思う」または「そう思う」の回答は小学校で

５８％→５７％、中学校で６９％→５５％、高校７２％→５８％となった。このような社会

風潮があり、学力に影響していると考えている教員は半数以上であった。

　「（7）様々な物や情報が簡単に手に入る社会の豊かさ」については肯定的な意見は小

学校８１％→６０％、中学校７０％→７６％、高校６８％→６３％と全て１０年前と同様に

半数以上は肯定的な意見を回答している。物質的に豊かな社会が学力に与える影響があると

考えている教員の方が、そうでない人より多い。

　「（8）勉強を一生懸命やることを美徳としない社会風潮」については「大いにそう思う」

または「そう思う」の回答は小学校５９％→６３％、中学校で６２％→６９％、高校で

６６％→５５％と全校種において、その割合は５０％を超えており、以前の質問と同様に社

会風潮が児童・生徒の学力に影響を与えているという意識が多い。過去１０年間このような

風潮は改善されていないと思われる。

　「（9）興味・関心の対象が幅広く多様になったこと」については、小学校が５４％→

４０％、中学校が４２％→７７％、高校が４４％→３７％となる。この質問は中学校教員の

回答が大変肯定的な意見が増えたことが注目される。これが学力低下の要因である可能性は

依然としてあり続けると思われる。

　「（10）家庭（保護者）・地域社会の教育力の低下」については、肯定的な意見が小学校で
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８０％→８３％、中学校で６９％→８５％、高校で７８％→８４％となった。全てで増えて

おり、１０年前と同様にその割合は大変大きい。保護者の教育力や地域社会の教育力の低下

を憂う教員が大変多いということが伺われる。また教員は保護者や地域社会にもっと教育力

を高めて欲しいという期待が強いと考えることもできる。また、質問（6）の結果とあわせて、

学力低下の原因が学校から家庭、地域社会に移っていったと考えられる。家庭や地域社会の

教育力を強める方策は地方で行われているが、更に推進されることが期待される。

　	その他の自由記述においては、主に学校の制度面についての意見として、教員数に比べて

児童・生徒の人数が多い、学校で行う教育内容の多様化、大学、専門学校数が多い、という

ことなどが挙げられ、児童、生徒の実態についての意見として種々の体験不足、ハングリー

さがなくなったこと、学校外についての意見として大人の責任回避の言動や風潮、家庭や教

育システムが問題という意見があった。

　次に回答が肯定的な回答（「大いにそう思う」または「そう思う」）か否定的な回答（「あ

まりそう思わない」または「全くそう思わない」）のいずれかに回答の傾向が実際にあるの

かを見るために、ｔ検定を用いて有意かどうかを検討した。「大いにそう思う」→５点、「そ

う思う」→４点、「どちらとも言えない」→３点、「あまりそう思わない」→２点、「全くそ

う思わない」→１点として平均値３点よりも有意に高ければ、肯定的な回答に有意とした。

結果は、有意であると言えた質問は、

　　　高校・・・（1）（2）（3）（5）（6）（7）（8）（10）　が肯定的な回答に有意

　　　中学校・・（2）（3）（6）（7）（8）（9）（10）　が肯定的な回答に有意

　　　小学校・・（1）（2）（3）（6）（7）（8）（10）　が肯定的な回答に有意

全校種に共通している質問は（2）（3）（6）（7）（8）（10）であった。

因子分析

　アンケート項目全てについて因子分析を行い回答の傾向を調べた。因子抽出法は主因子法

を用い、プロマックス回転により抽出された因子は３つであり、パターン行列によると

　因子１として質問（2）（3）（10）、因子２として質問（7）（6）（8）（9）、因子３として質

問（5）（4）（1）　に分類できる。

質問内容を見ると　因子１は日常生活の要因

　　　　　　　　　因子２は社会風潮の要因

　　　　　　　　　因子３は学校の要因　　　　と考えられる。
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　但し、質問（10）は構造行列では因子２にも 0.280 と相関があり、質問内容も地域社会を

含んでいることがわかり、質問（6）と（7）、（8）は因子１もそれぞれ 0.500、0.217、0.407

と相関があり日常生活ともとることができることからも上の名称でよいと考えられる。

　因子間の相関では、因子１と因子２、因子１と因子３は相関がある。日常生活と社会風潮、

日常生活と学校は相関があり、学校と社会風潮は相関がわずかである。社会と学校間の意識

の差というものが教員の意識の中にはまだあることがいえそうである。

まとめ

　小学校、中学校、高等学校の教員への意識調査からみられることは

①児童、生徒の学力低下が起こっていると思っている教員は１０年前に比べて減少している

が、現在でも半数以上いると考えられる。

②学力が低下している層は、主に学力中位から下位の層であり、１０年前と似ている。すな

わち学力格差がひろがり続けてきた可能性がある。

③特に理解の到達度が低下しているという教員が多く、学力低下が続いてきたことが懸念さ

れる。意欲、態度が減少していると答えた教員は１０年前に比べて下がっている。

　学力低下の原因は、

④今までの教科書の内容の削減があったからだと答えた教員は全校種で半数以上あり、特に

高校と小学校では１０年前に比べて上がっている。

　生徒自身の傾向が原因かという質問については

⑤好きなことしかやらない傾向があると答えた教員は全校種とも多く、１０年前の高校と同

じ傾向である。

⑥我慢・集中・根気が苦手な生徒気質があると答えた教員も全校種とも多く、１０年前と同

じである。

以上より、生徒の気質は１０年前とあまり変わらない傾向である。

　学校、教員側の原因については

⑦学校・教師の指導力不足、教師の資質の低下と答える教員は全校種とも大きく減少した。

教員の自信が表れているのではないかと思われるが、その根拠は調べなければならないと

思われる。

⑧大学入試、高校入試等の科目数変化等の影響があると答えた割合は１０年前に比べて減っ

ている。



—		66		—

両質問とも減っている。

　社会風潮が原因かという質問については

⑨勉強しなくてもなんとかなるという社会風潮が影響していると答えた割合は全校種とも

１０年前と同じく多い。

⑩勉強を一生懸命やることを美徳としない社会風潮と答えた教員は１０年前と同じく多い。

１０年前も多かったが今回もかわらず、社会風潮が児童・生徒の学力に負の影響を与えて続

けていると感じている教員が少なくない。

　その他、社会、地域の影響としては

⑪様々な物や情報が簡単に手に入る社会の豊かさが原因と答えた割合は１０年前と同じく多

いが少し減少傾向である。特に小学校で減少傾向がみられる。

⑫興味・関心の対象が幅広く多様になったことと答えた割合は全校種３割程度だったが、中

学校教員のみ今年度調査は大変多くなった。

⑬家庭（保護者）・地域社会の教育力の低下は１０年前も多かったが、今回も全校種とも若

干増えて多い。

以上より物の豊かさを原因とする回答は、１０年前より減っているが、それ以外は若干増え

ている。豊かさ以外の影響も相変わらず児童・生徒に負の影響を与えていると感じている。

　学力低下が続いている原因を取り除く取り組みはこの１０年で様々な事業等が行われてき

たが、その効果が学校現場ではあまり感じられないということではないだろうか。もちろん

学校でもいろいろと行ってきたことと思うがその結果から学力低下の原因に学校、教師の資

質を挙げる教員が少なくなったのではないか。だが、社会風潮や児童・生徒気質等の変化が

教員にとって見て取ることができなかったのではないだろうか。実際に家庭や地域社会の教

育力が低下し続けているかどうか、また、生徒の気質が変わっていないかどうかはこの調査

では言えないが、改善していることが見て取ることができない教員が多かったとはいえるの

ではないだろうか。学校や教員も努力を続けていると思われるがそれにも関わらず学力低下

が、進み続けていると感じられることも、その原因の一つに児童・生徒の気質や社会風潮、

地域社会の教育力などを挙げてしまうのかもしれない。

　まとめると、児童、生徒の学力低下は小学校から高校まで、１０年前に比べるほどではな

いがまだ起こり続けているのではないかと考えられている。しかも学力中位層から下位層に

多く学力格差が広がっている。その原因は社会風潮や児童・生徒気質にあるように考えられ

る。まだまだ学校と地域社会との間には意識の差があると教員は考えている傾向が見られる
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が、その一方地域社会や家庭での教育力向上に期待されている。また、今回の学習指導要領

の改訂に伴い、小、中学校では学力向上が期待される。

　感想として、今回の調査では、学力低下がまだ進んでいるという示唆が得られたが、そう

思っている教員の割合が１０年前に比べて減ったことが希望を感じられる。また、今回の学

習指導要領の改訂に伴い、中学校、小学校で学力向上に期待ができると答えた教員が多かっ

たのも大変希望を持つことができることだと感じられる。今後は新学習指導要領が改訂して

からの学校現場の役割が重要になってくると思われる。
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A	 discussion	 regarding	 the	 attributes	 of	 teachers	 and	 the	
decline	of	ability	in	students

-In	comparison	with	the	questionnaire	results	of	10	years	ago-

SHIMBAYASHI,	Akiteru

　The	fear	of	student's	scholarship	decline	is	a	subject	which	has	been	taken	
up	recently	in	the	mass	media.
　The	 new	 courses	 for	 study	 at	 school	 have	 run	 since	 2009	 in	 elementary	
schools	and	junior	high	schools.	There	are	some	educational	platforms	in	local	
politics	and	Japanese	government	about	this.
　In	this	article	I	compared	the	conclusion	about	the	previous	attitude	survey	
for	elementary	and	secondary	school	teachers,	with	the	investigation	made	10	
years	ago.	This	survey	is	about	the	decline	of	academic	ability	in	students.	I	
found	that	attributes	of	teachers	compared	to	decline	of	ability	in	students	is	
coming	down.	But	more	than	half	the	teachers	are	thinking	that	the	ability	in	
students	 is	 declining.	 I	 summarized	 that	 teachers	 are	 the	 cause	 of	 this	
problem.	 I	 found	 that	 there	was	 “attribute	 distance”	 between	 schools	 and	
local	communities,	but	teachers	expect	local	communities	to	educate	students	
well.




