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メディア接触と国語・算数の学力との関連：重回帰分析による検討

� 近江　玲・田島　祥・向田�久美子・坂元　章

1．目的

　テレビ放映が開始された当初から、テレビが子どもの学力に与える悪影響について懸念されて

きた。これまでに、多くの研究でテレビ視聴が学力や知的能力に与える影響が検討され、テレビ

視聴によって読解力や数学の成績が低下するというネガティブな影響が散見されている（近江，

2011）。しかし日本においては、テレビ視聴が子どもの学力に与える影響について検討した研究

は多いとは言えず、知見が不足している。そこで本プロジェクトでは、9時点目から 12 時点目

にかけて調査参加児童の国語と算数の学力を測定し、テレビをはじめとするメディア接触が学力

に与える影響について検討する予定である。本稿では中間報告として、8時点目と9時点目に測

定されたテレビ接触量ならびに読書時間、幼児期の言語能力、塾・学習に費やす時間、社会経済

的地位（SES）等の各変数と、9時点目と 10 時点目で測定した国語と算数の学力との関連を、

重回帰分析によって検討する。

2．方法

　調査参加者

　10 時点目までの調査に継続して参加した児童のうち、9時点目と 10 時点目に実施した、学力

を測定する本人筆記調査に参加した 292 人についてのデータを分析した。学年別の調査参加者数

は、下級生（9時点目当時小学2年生）が 180 名（男子 86 名、女子 94 名）、上級生（9時点目

当時小学3年生）が 112 名（男子 50 名、女子 62 名）であった。

　調査時期

　8時点目の調査は平成 22 年、9時点目の調査は平成 23 年、10 時点目の調査は平成 24 年に実

施され、毎年1月から2月にかけて行われた。また、国語の学力を測定する本人筆記調査は平成

23 年2月に、算数の学力を測定する本人筆記調査は平成 24 年2月に実施された。

　変数

　今回分析に用いる変数は、テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間、両親の最終学歴

および収入といった社会経済的地位（SES）、3時点目で測定した表出語彙種類数、ならびに国

語と算数の学力である。

　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費や

す時間は、映像メディア視聴日誌で測定されたデータを分析に用いた。いずれも、1日あたりに

当該活動に費やされる時間を分単位に換算した。

　両親の最終学歴・収入　両親の最終学歴は1時点目のみにおいて、収入は1時点目から3時点

目にわたり、保護者に質問紙でたずねた。最終学歴については、父親、母親それぞれについて5
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件法（1：中学卒業～5：大学院卒業）で、収入については、父親、母親それぞれについて 12

件法（0：わからない・収入なし～ 11：1200 万以上）でたずねた。本稿では、3時点目の両親

の収入を分析に用いた。

　表出語彙種類数　幼児期の言語的発達の状態を測定するために、3時点目でマッカーサー乳幼

児言語発達質問紙日本語版（小椋・綿巻，2004）の「語と文法（16 ～ 36 ヶ月用）」を実施した。

回答された得点から「表出語彙種類数」を算出し、幼児期の言語的発達の指標とした。

　学力　学力を測定するにあたり、図書文化社が発行している全国標準学力検査 NRT（以降

NRT と記述する）を使用した。9時点目では同検査の国語の小学2年生用ならびに小学3年生

用、10 時点目では同検査の算数の小学3年生用ならびに小学4年生用を実施した。なお、NRT

は各学年末に実施することを想定されて作成されている。9時点目と 10 時点目における学力の

測定は、いずれも2月に行われており、実施の時期に関しては大きな問題がないと考えられる。

　国語と算数の問題は、各学年に共通して、それぞれ以下の4領域から構成されていた。

　国語の問題は、①話すこと・聞くこと、②書くこと、③読むこと、④言語事項から構成されて

いた。「話すこと・聞くこと」は、CD で流される短い物語や説明文の内容に関する問題であっ

た。「書くこと」は、日記や作文として文章が提示され、その文章にふさわしい題名や、文章の

改善点を答えさせる問題であった。「読むこと」は、物語や説明文の読解に関する問題であっ

た。「言語事項」は、漢字、文法、語彙に関する問題であった。

　算数の問題は、①数と計算、②量と測定、③図形、④数量関係で構成されていた。「数と計

算」では、整数や小数、分数の加法、減法、乗法、除法に関する問題が主であった。「量と測

定」では、長さ、重さ、時間などの理解に関する問題であった。「図形」は、図形の種類や特

徴、ならびに角度に関する問題であった。「数量関係」はグラフや表の読み取りに関する問題で

あった。

　なお、国語、算数ともに、各領域には解答時間が設定されていた。小学2年生の国語の検査に

おける解答時間は、「話すこと・聞くこと」が 11 分、「書くこと」が8分、「読むこと」が 12

分、「言語事項」が9分であった。小学3年生の国語の検査における解答時間は、「話すこと・聞

くこと」が 10 分、「書くこと」が8分、「読むこと」が 12 分、「言語事項」が 10 分であった。小

学3年生の算数の検査における解答時間は、「数と計算」が 13 分、「量と測定」が9分、「図形」

が9分、「数量関係」が9分であった。小学4年生の算数の検査では、「数と計算」が 14 分、「量

と測定」が8分、「図形」が8分、「数量関係」が 10 分であった。被調査者は、時間になったら

次の領域の問題に進むよう教示された。

　国語、算数いずれについても、領域ごとの正答数および、全領域の正答の合計数を、学力の指

標として分析に用いた。なお NRT の採点は、図書文化社の採点部に依頼した。

　手続き

　映像メディア視聴日誌と保護者用の自己記入式質問紙は、郵送によって配布ならびに回収し

た。3時点目には、マッカーサー乳幼児言語発達質問紙が保護者用自己記入質問紙と同封され、
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配布ならびに回収された。

　9時点と 10 時点に実施した、調査対象児童の学力を測定する本人筆記調査については、平成

22 年（9時点目）ならびに平成 23 年（10 時点目）の 12 月に、翌年2月に実施される筆記調査

の説明書および同意書を調査対象家庭に郵送し、調査への参加を依頼した。調査会場は川崎市の

各区につき1箇所であり、計6箇所であった。調査当日は、NRT の実施マニュアル（日本図書

文化協会，2010；2011）に沿って筆者が作成した実施マニュアルに基づき、筆者ならびに心理学

を専攻する大学院生が、検査用紙の配布と回収、教示、時間測定を行った。実施の際、答えられ

ないものやわからないものは解答しなくてよいこと、教示者の合図があるまで表紙をめくらない

ことなどを教示した。

3．結果

　8時点目と9時点目のテレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間の記述統計量と学年差

　表1に、8時点目と9時点目のテレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間の平均値

（Mean）、標準偏差（SD）ならびに学年差を検討した1要因の分散分析の結果を示す。

　分散分析の結果、9時点目のテレビ接触量、8時点目ならびに9時点目の塾・学習に費やす時

間について、上級生が下級生よりも有意に多いという学年差が見られた。

表1　各時点におけるテレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間の記述統計量

　学力の記述統計量と学年差

　9時点目、10 時点目で実施した本人筆記調査で測定した国語と算数の得点についての統計量

は、測定に使用した問題が異なるため、下級生全体ならびに性別ごとの統計量を表2に、上級生

全体ならびに性別ごとの統計量を表3に、それぞれ示す。

　下級生の国語と算数それぞれの得点について、総合得点ならびに領域ごとの得点における性差

を t 検定で検討した（表2）。その結果国語については、言語事項の領域得点においてのみ女子

の得点が有意に高かった。算数の得点については有意な性差が検出されなかった。
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表2　国語と算数の得点の記述統計量ならびに性差（下級生）

N Mean SD n Mean SD n Mean SD

180 50.74 9.39 86 49.63 9.84 94 51.76 8.90 n.s.

180 12.96 1.96 86 12.70 2.28 94 13.20 1.59 n.s.

180 8.75 3.07 86 8.41 3.06 94 9.06 3.06 n.s.

180 10.51 3.07 86 10.58 3.06 94 10.44 3.09 n.s.

180 18.52 3.48 86 17.94 3.59 94 19.05 3.31 -2.16*

180 46.21 11.73 86 47.65 11.71 94 44.88 11.66 n.s.

180 15.32 5.12 86 15.92 5.12 94 14.77 5.09 n.s.

180 10.61 2.62 86 10.93 2.64 94 10.32 2.58 n.s.

180 10.59 3.08 86 11.00 3.02 94 10.22 3.09 n.s.

180 9.68 3.18 86 9.80 3.01 94 9.57 3.34 n.s.

t
1)

*p < .05

　同様に、上級生の国語と算数それぞれの得点についても、総合得点ならびに領域ごとの得点に

おける性差を t 検定で検討した（表3）。その結果国語については、総合得点およびすべての領

域ごとの得点において、女子の得点が男子よりも有意に高かった。しかし、算数の得点について

は有意な性差が見られなかった。

表3　国語と算数の得点の記述統計量ならびに性差（上級生）

N Mean SD n Mean SD n Mean SD

112 45.91 10.09 50 43.16 10.63 62 48.13 9.14 -2.66**

112 12.10 2.99 50 11.44 3.20 62 12.63 2.72 -2.13*

112 10.21 2.49 50 9.66 2.58 62 10.65 2.35 -2.11*

112 8.90 3.25 50 8.10 3.50 62 9.55 2.91 -2.39*

112 14.71 3.25 50 13.96 3.36 62 15.31 3.06 -2.22*

112 38.66 12.76 50 37.66 13.28 62 39.47 12.38 n.s.

112 11.41 4.56 50 11.16 4.39 62 11.61 4.72 n.s.

112 9.10 3.40 50 8.74 3.71 62 9.39 3.13 n.s.

112 6.18 2.90 50 6.02 2.92 62 6.31 2.89 n.s.

112 11.97 3.88 50 11.74 3.92 62 12.16 3.88 n.s.

t
1)

*p < .05, **p < .01

　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間と学力との相関関係

　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間と、国語ならびに算数の各得点の間の、学年

と性別を統制した偏相関係数を表4に示す。

　テレビ接触量と国語の得点との間には有意な相関が見られなかったが、算数の得点との間には

有意な負の相関がしばしば見られた。特に、「数と計算」「量と測定」の各得点ならびに算数の総
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合得点は、各時点におけるテレビ接触量と、一貫して有意な負の相関があった。

　読書時間と国語・算数の得点間の相関関係については、8時点目の読書時間と「読むこと」の

得点ならびに国語の総合得点、9時点目の読書時間と「言語事項」以外の領域ごとの得点ならび

に国語の総合得点との間に、それぞれ有意な正の相関が見られた。また、8時点目の読書時間と

「数と計算」の得点ならびに算数の総合得点との間に有意な相関が見られた。

　塾・学習に費やす時間と国語・算数の得点間の相関関係については、9時点目の塾・学習に費

やす時間と「話すこと・聞くこと」「言語事項」の各得点ならびに国語の総合得点との間に、そ

れぞれ有意な正の相関があった。また、各時点の塾・学習に費やす時間は、「数量関係」以外の

算数の領域ごとの得点ならびに算数の総合得点との間に、それぞれ有意な正の相関があった。

表４　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間と国語・算数の得点との偏相関係数

-.10 -.10 -.03 -.11 -.09

.15 * .09 .11 .24 *** .05

.06 .06 .03 .01 .08

-.04 -.07 -.01 -.04 -.04

.20 ** .15 * .19 ** .27 *** .06

.14 * .12 * .09 .12 .12 *

-.18 ** -.18 ** -.19 ** -.13 * -.11

.14 * .13 * .12 .12 .11

.15 * .15 * .12 * .15 * .09

-.16 ** -.16 ** -.19 ** -.12 -.08

.11 .11 .08 .07 .12

.26 *** .31 *** .21 ** .21 *** .11

*p < .05, **p < .01, ***p < .001

　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間との相関関係

　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間の間の偏相関係数を表5に示す。テレビ接触

量と読書時間との間の相関関係については、8時点目のテレビ接触量と8時点目の読書時間の間

に有意な負の相関があった。テレビ接触量と塾・学習に費やす時間との相関関係については、各

時点間に共通して有意な負の相関が見られた。読書時間と塾・学習に費やす時間との相関関係に

ついては、8時点目の読書時間と8時点目ならびに9時点目の塾・学習に費やす時間との間に、
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それぞれ有意な正の相関が示された。

表５　テレビ接触量と読書時間、塾・学習に費やす時間との偏相関係数

6

表５　テレビ接触量、読書時間、塾・学習に費やす時間との偏相関係数　

テレビ

８時点目

　テレビ接触量 1 -.22 ** -.18 ** .76 *** -.06 -.15 *
　読書時間 1 .18 ** -.20 ** .70 *** .23 ***
　塾・学習時間 1 -.15 * .05 .55 ***
９時点目

　テレビ接触量 1 -.02 -.15 *
　読書時間 1 .11
　塾・学習時間 1
注：学年と性別を統制してある。

*p < .05, **p < .01, ***p < .001

読書 塾・学習

８時点目

塾・学習

９時点目

テレビ 読書

テレビ接触と学力との関連：重回帰分析の結果

テレビ接触量と国語の学力との関連をより詳細に検討するために、性別、学年、３時点目の表

出語彙種類数、SES を統制した重回帰分析を行った。重回帰分析を行うにあたり、両親の学歴と

収入から、SES を表す変数を作成するために、父親の学歴、母親の学歴、３時点目の父親ならび

に母親の収入に対して、主因子法（Promax回転）による因子分析を行った。その結果、４つの変

数が１因子構造であることが確認された。因子得点係数行列を表６に示す。算出された因子得点

を、SES得点として重回帰分析に使用することとした。

表６ 両親の学歴ならびに３時点目の両親の収入の因子構造

因子得点係数

父親学歴 .48
母親学歴 .27
３時点目父親収入 .27
３時点目母親収入 .10

９時点目に測定した国語の得点を従属変数とし、性別、学年、８時点目のテレビ接触量、表出

語彙種類数、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析を行った。領域ごとに、

各説明変数の標準偏回帰係数（β）と決定係数（R2）を表７に示す。なお、国語の得点は、学年

ごとに標準化してある。

その結果、テレビ接触量からの標準偏回帰係数は、「話す・聞くこと」、「書くこと」、「読むこ

と」、「言語事項」の各得点、ならびに国語の総合得点、いずれの得点に対しても有意ではなかっ

た。一方、性別から「話す・聞くこと」「書くこと」「言語事項」の各得点と国語の総合得点に対

する標準偏回帰係数、SES 得点から「書くこと」、「読むこと」、「言語事項」の各得点と国語の総

合得点に対する標準偏回帰係数は、いずれも有意に正であった。

テレビ接触と算数の学力との関連：重回帰分析の結果

算数の学力については、10時点目以前の発達指標となる変数がないため、９時点目の塾・学習

に費やす時間を説明変数に投入した。また、算数の得点も、国語と同様に学年ごとに標準化した

　テレビ接触と国語の学力との関連：重回帰分析の結果

　テレビ接触量と国語の学力との関連をより詳細に検討するために、性別、学年、3時点目の表

出語彙種類数、SES を統制した重回帰分析を行った。重回帰分析を行うにあたり、両親の最終

学歴と収入から、SES を表す変数を作成するために、父親の最終学歴、母親の最終学歴、3時

点目の父親ならびに母親の収入に対して、主因子法（Promax 回転）による因子分析を行った。

その結果、4つの変数が1因子構造であることが確認された。因子得点係数行列を表6に示す。

したがって、算出された因子得点を、SES 得点として重回帰分析に使用することとした。

表６　両親の学歴ならびに3時点目の両親の収入の因子構造

.48

.27

.27

.10

　9時点目に測定した国語の得点を従属変数とし、性別、学年、8時点目のテレビ接触量、表出

語彙種類数、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析を行った。領域ごとに、

各説明変数の標準偏回帰係数（β）と決定係数（R2）を表7に示す。なお、国語の得点は、学

年ごとに標準化してある。

　その結果、テレビ接触量からの標準偏回帰係数は、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読む

こと」「言語事項」の各得点ならびに国語の総合得点、いずれの得点に対しても有意ではなかっ

た。一方、性別から「話すこと・聞くこと」「書くこと」「言語事項」の各得点と国語の総合得点

に対する標準偏回帰係数、SES 得点から「書くこと」「読むこと」「言語事項」の各得点と国語
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の総合得点に対する標準偏回帰係数は、いずれも有意に正であった。

表７　9時点目の国語の得点を従属変数とし8時点目のテレビ接触量を説明変数とした重回帰分析の結果

7

表７　９時点目の国語の得点を従属変数とし８時点目のテレビ接触量を説明変数とした重回帰分析の結果

R 2 R 2 R 2 R 2

性別 .20 ** .18 * .21 * .09 .20 *
学年 .01 .00 .02 .01 -.00
８時点目テレビ接触量 -.02 ** -.04 .05 -.09 .01
表出語彙種類数 .08 .05 .04 .07 .10
SES得点 .28 *** .15 .32 *** .23 ** .23 **
*p < .05, **p < .01, ***p < .001

言語事項
説明変数

話す・聞く 書く 読む

β R 2
総合得点

β β β β

.12 .14*** .09**.05 .08*

ものを使用した。

10時点目に測定した算数の得点を従属変数とし、性別、学年、９時点目のテレビ接触量ならび

に塾・学習に費やす時間、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析を行った結

果を、表８に示す。テレビ接触量からの標準偏回帰係数は、「数と計算」、「量と測定」、「図形」、

「数量関係」の各得点と算数の総合得点、いずれの得点に対しても有意ではなかった。塾・学習

に費やす時間から「数と計算」、「量と測定」、「図形」の各得点、ならびに算数の総合得点への標

準偏回帰係数は、いずれも有意に正であった。また、SES得点から「数と計算」、「量と測定」、「図

形」、「数量関係」の各得点、算数の総合得点への標準偏回帰係数は、すべて有意に正であった。

表８　10時点目の算数の得点を従属変数とし９時点目のテレビ接触量を説明変数とした重回帰分析の結果

R 2 R 2 R 2 R 2 R 2

性別 -.05 -.05 -.03 -.05 -.01
学年 -.06 -.10 -.04 -.01 -.02
９時点目テレビ接触量 -.02 -.01 -.10 .04 .00
９時点目塾・学習時間 .24 ** .28 *** .20 ** .21 ** .09
SES得点 .29 *** .29 *** .16 * .26 ** .26 **
*p < .05, **p < .01, ***p < .001

説明変数
総合得点 数と計算 量と測定 図形

β
数量関係

.16*** .20*** .10** .12** .08*

β β β β

読書が国語の学力との関連：重回帰分析の結果

読書時間についても同様に、９時点目に測定した国語の得点を従属変数とし、性別、学年、８

時点目の読書時間、表出語彙種類数、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析

を行った（表９）。

その結果、読書時間から「読むこと」の得点に対する標準偏回帰係数が、有意に正であった。

また、性別から「書くこと」、「言語事項」の各得点と国語の総合得点に対する標準偏回帰係数、

SES 得点から「書くこと」、「読むこと」、「言語事項」の各得点ならびに国語の総合得点に対する

標準偏回帰係数も、それぞれ正に有意であった。

　テレビ接触と算数の学力との関連：重回帰分析の結果

　算数の学力については、10 時点目以前の発達指標となる変数がないため、9時点目の塾・学

習に費やす時間を説明変数に投入した。また算数の得点も、国語と同様に学年ごとに標準化した

ものを使用した。

　10 時点目に測定した算数の得点を従属変数とし、性別、学年、9時点目のテレビ接触量なら

びに塾・学習に費やす時間、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析を行った

結果を表8に示す。テレビ接触量からの標準偏回帰係数は、「数と計算」「量と測定」「図形」「数

量関係」の各得点と算数の総合得点、いずれの得点に対しても有意ではなかった。塾・学習に費

やす時間から「数と計算」「量と測定」「図形」の各得点、ならびに算数の総合得点への標準偏回

帰係数は、いずれも有意に正であった。また、SES 得点から「数と計算」「量と測定」「図形」

「数量関係」の各得点、算数の総合得点への標準偏回帰係数は、すべて有意に正であった。

表8　10時点目の算数の得点を従属変数とし9時点目のテレビ接触量を説明変数とした重回帰分析の結果

7

表７　９時点目の国語の得点を従属変数とし８時点目のテレビ接触量を説明変数とした重回帰分析の結果

R 2 R 2 R 2 R 2

性別 .20 ** .18 * .21 * .09 .20 *
学年 .01 .00 .02 .01 -.00
８時点目テレビ接触量 -.02 ** -.04 .05 -.09 .01
表出語彙種類数 .08 .05 .04 .07 .10
SES得点 .28 *** .15 .32 *** .23 ** .23 **
*p < .05, **p < .01, ***p < .001

言語事項
説明変数

話す・聞く 書く 読む

β R 2
総合得点

β β β β

.12 .14*** .09**.05 .08*

ものを使用した。

10時点目に測定した算数の得点を従属変数とし、性別、学年、９時点目のテレビ接触量ならび

に塾・学習に費やす時間、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析を行った結

果を、表８に示す。テレビ接触量からの標準偏回帰係数は、「数と計算」、「量と測定」、「図形」、

「数量関係」の各得点と算数の総合得点、いずれの得点に対しても有意ではなかった。塾・学習

に費やす時間から「数と計算」、「量と測定」、「図形」の各得点、ならびに算数の総合得点への標

準偏回帰係数は、いずれも有意に正であった。また、SES得点から「数と計算」、「量と測定」、「図

形」、「数量関係」の各得点、算数の総合得点への標準偏回帰係数は、すべて有意に正であった。

表８　10時点目の算数の得点を従属変数とし９時点目のテレビ接触量を説明変数とした重回帰分析の結果

R 2 R 2 R 2 R 2 R 2

性別 -.05 -.05 -.03 -.05 -.01
学年 -.06 -.10 -.04 -.01 -.02
９時点目テレビ接触量 -.02 -.01 -.10 .04 .00
９時点目塾・学習時間 .24 ** .28 *** .20 ** .21 ** .09
SES得点 .29 *** .29 *** .16 * .26 ** .26 **
*p < .05, **p < .01, ***p < .001

説明変数
総合得点 数と計算 量と測定 図形

β
数量関係

.16*** .20*** .10** .12** .08*

β β β β

読書が国語の学力との関連：重回帰分析の結果

読書時間についても同様に、９時点目に測定した国語の得点を従属変数とし、性別、学年、８

時点目の読書時間、表出語彙種類数、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分析

を行った（表９）。

その結果、読書時間から「読むこと」の得点に対する標準偏回帰係数が、有意に正であった。

また、性別から「書くこと」、「言語事項」の各得点と国語の総合得点に対する標準偏回帰係数、

SES 得点から「書くこと」、「読むこと」、「言語事項」の各得点ならびに国語の総合得点に対する

標準偏回帰係数も、それぞれ正に有意であった。

　読書が国語の学力との関連：重回帰分析の結果

　読書時間についても同様に、9時点目に測定した国語の得点を従属変数とし、性別、学年、8

時点目の読書時間、表出語彙種類数、SES 得点を説明変数とした、強制投入法による重回帰分

析を行った（表9）。

　その結果、読書時間から「読むこと」の得点に対する標準偏回帰係数が、有意に正であった。

また、性別から「書くこと」「言語事項」の各得点と国語の総合得点に対する標準偏回帰係数、

SES 得点から「書くこと」「読むこと」「言語事項」の各得点ならびに国語の総合得点に対する
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標準偏回帰係数も、それぞれ有意に正であった。

表9　9時点目の国語の得点を従属変数とし8時点目の読書時間を説明変数とした重回帰分析の結果

8 
 

表９　９時点目の国語の得点を従属変数とし８時点目の読書時間を説明変数とした重回帰分析の結果

R 2 R 2 R 2 R 2 R 2

性別 .16 * .14 .19 * .05 .18 *
学年 .03 .02 .03 .03 .03
８時点目読書時間 .13 .04 .13 .21 ** .04
表出語彙種類数 .12 .09 .08 .10 .13
SES得点 .28 ** .16 .29 *** .23 ** .23 **
*p < .05, **p < .01, ***p < .001

読む 言語事項

.05 .15*** .13** .11**

β β説明変数

.14**

総合得点 話す・聞く 書く

β β β

 

４．考察 

 テレビ接触量と国語、算数の各得点との相関関係を分析した結果、テレビ接触量と算数の領域

ごとの得点ならびに総合得点との間に、各時点を通じて有意な負の相関が見られた。しかし重回

帰分析の結果、９時点目のテレビ接触量から 10時点目の算数の得点への標準偏回帰係数は、いず

れも有意ではなかった。このことから、テレビ接触量と算数の各得点との間に見られた相関関係

は、塾・学習に費やす時間や SESといった第三変数によって生じた疑似相関である可能性がある。 

 一方、読書時間と国語の各得点の間には、有意な正の相関がしばしば見られたうえに、重回帰

分析の結果、８時点目の読書時間から９時点目の「読むこと」の得点に対する標準偏回帰係数が

有意に正であった。したがって、読書時間と１年後の読解力との間には、テレビ接触量よりも強

い関連が認められた。 

 ただし冒頭に述べたように、本稿で報告した分析は暫定的なものであり、メディア接触が学力

に与える影響については、12時点目の調査を終えてから詳細に分析する予定である。その際には、

これまでに蓄積された縦断的なデータを分析に用い、乳幼児期から学童期にわたるメディア接触

が就学後の学力に与える長期的な影響についても分析する計画である。メディア接触が学力に及

ぼす影響については、これらの分析を終えてから改めて検討したい。 
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４．考察

　テレビ接触量と国語、算数の各得点との相関関係を分析した結果、テレビ接触量と算数の領域

ごとの得点ならびに総合得点との間に、各時点を通じて有意な負の相関が見られた。しかし重回

帰分析の結果、9時点目のテレビ接触量から 10 時点目の算数の得点への標準偏回帰係数は、い

ずれも有意ではなかった。このことから、テレビ接触量と算数の各得点との間に見られた相関関

係は、塾・学習に費やす時間や SES といった第三変数によって生じた疑似相関である可能性が

ある。

　一方、読書時間と国語の各得点の間には、有意な正の相関がしばしば見られたうえに、重回帰

分析の結果、8時点目の読書時間から9時点目の「読むこと」の得点に対する標準偏回帰係数が

有意に正であった。したがって、読書時間と1年後の読解力との間には、テレビ接触量よりも強

い関連が認められた。

　ただし冒頭に述べたように、本稿で報告した分析は暫定的なものであり、メディア接触が学力

に与える影響については、12 時点目の調査を終えてから詳細に分析する予定である。その際に

は、これまでに蓄積された縦断的なデータを分析に用い、乳幼児期から学童期にわたるメディア

接触が就学後の学力に与える長期的な影響についても分析する計画である。メディア接触が学力

に及ぼす影響については、これらの分析を終えてから改めて検討したい。
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