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  はじめに

今年3月，10年ぶりに学習指導要領が改訂
された。これまでの「ゆとり重視」のカリキュラ
ムから，授業時間や学習内容を拡大した「学
力重視」の内容となっている。この背景には，
最近，子どもたちの学力が低下しているとの不
安が国民に広がっているためである。

NHKでは，今年2月に「教育に関する世論
調査」を実施し，調査結果の一部は，3月8日

（土）に総合テレビで放送された，「日本の，こ
れから『学力』」で紹介された。

本稿では，この世論調査の結果を詳しく報
告する。

「教育に関する世論調査」概要

調査時期：平成 20 年 2 月 29 日～ 3 月 2 日

調査相手：電話法（RDD 追跡法）

調査対象：全国 16 歳以上の国民 2,864 人

調査回答数（率）：1,717人（60.0％）

  1. 指導要領改訂までの経緯

  現行の「ゆとり」学習指導要領

調査結果を紹介する前に，学習指導要領と
は何か，そして，今回の改訂に至るまでの経緯
について，簡単にまとめておきたい。
「学習指導要領」とは，文部科学省が，小

学校から高等学校まで，学年や教科ごとに学
習する内容や時間数を具体的に定めた基準で
ある。1947年に「試案」という形でまとめられ
て以降，これまでに7回の改訂が行われてきた。

現行の学習指導要領は，今から10年前の
1998年に告示された。2002年度から現在まで
この指導要領に沿った教科書やカリキュラムで
授業が行われている。「ゆとりの中で，特色ある
教育を展開する」ことが目標に掲げられ，毎週土
日を休みとする「完全学校週5日制」と，教科の
枠を超えて，子どもたちが自分で課題を見つけて
考える力を育てるとする「総合的な学習の時間」
が新たに設けられたのが大きな特徴である。

この結果，授業時間は大幅に削減され，小
学 校6年間では，418時間減って5,367時間
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（1時間＝45分授業）に，中学校3年間では，
210時間減って2,940時間（1時間＝50 分授業）
にと，戦後最も少なくなっている。　　　

さらに，教科ごとに学習する内容について
も，「児童生徒にとって，高度になりがちな内
容を削除したり，上級学校に移行統合する」と
いった「教育内容の厳選」が行われた。例えば，
小学5年生の算数で学習する小数のかけ算・わ
り算では，授業の中で扱うのは小数点以下第
1位までとされている。同じ5年生では，図形
の面積の求め方も学ぶことになっているが，円
の面積を求める際，円周率の概数として一般的
に用いられている3.14を使うと，小数点以下第
2位よりこまかい計算力を要してしまう。このた
め，現行の指導要領には，「目的に応じて，3
を用いて処理できるよう配慮する」との注釈が
ついた。つまり，授業の中では，児童に複雑な
計算を強いるのではなく，「半径×半径×3」で，
円の大まかな面積が求められることを理解させ
ることにポイントが置かれた。また，それ以前
の学習指導要領には含まれていた，台形の面
積の求め方は，公式が複雑だとして削除されて
いる。こうした量，質両面での「ゆとり学習」
に重きが置かれた目的は，子どもたちに詰め込
み学習による焦りや劣等感を抱かせないで，基
礎的な学力を身につけさせるためだった。

  国際比較調査の結果

基礎的な学力を身につけることを目指した
「ゆとり」が，逆に，子どもの学力低下を招いて
いるという指摘は，現行の指導要領による「ゆ
とり教育」がスタートする以前から，教育関係
者から指摘されていた1）。
「学力低下」が社会的に大きな問題となった

きっかけは，2004年に相次いで公表された，

2つの国際学力調査の結果である。
そのうちの1つ，「生徒の学習到達度調査」

（PISA2003）は，15歳の生徒（日本では高校1
年生）を対象に，「科学的リテラシー」「読解力」

「数学的リテラシー」という3つの分野で記述式
中心のテストが行われた。2003年調査の日本の
平均点は，それぞれ548点，498点，534点とい
う結果で，これを2000年の前回調査と比較する
と，3分野すべてで得点が下がったばかりでなく，
調査に参加した41の国と地域の中での順位は，

「科学的リテラシー」は前回と同じ2位，「読解力」
が8位から14位に，「数学的リテラシー」が1位
から6位にと，大きく後退している2）（表1）。

また，小学4年生と中学2年生を対象にした，
「国際数学・理科教育動向調査」（TIMSS2003）
という別の学力調査では，日本の成績は，小
学生が，算数・理科ともに25か国中3位，中
学生は46か国中，数学が5位，理科は6位で，
順位はあまり変わらなかったものの，小学校の
理科と中学校の数学の得点は，前回（1995年）
よりも下がった。

また，学力調査と同時に行われた数学や理
科に対する意識調査では，「勉強が楽しいと思
う」（「強くそう思う」＋「そう思う」の合計）と答
えた中学2年生の割合は，数学が39%，理科
は59%で，いずれも国際平均よりも低くなってい
る（図1）。また，数学や理科は「得意な教科で
はないと思うか」という質問に対し，「まったくそ
う思わない」または「そう思わない」という回答の
割合，つまり，数学や理科が“得意な教科である”

表 1　PISA の結果
2000 2003

科学的リテラシー 550 2 位 548 2 位

読解力 522 8 位 498 14 位

数学的リテラシー 557 1 位 534 6 位

n=32 ｎ =41
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という生徒の割合は，数学は39%，理科は49%
といずれも半数以下で，国際平均よりも低かった

（図2）。数学や理科に苦手意識を持つ子どもた
ちが多い実態が浮き彫りになったことで，「ゆとり
教育の重視」の結果，学力そのものばかりでは
なく，子どもたちの学ぶ意欲も低下しているので
はという懸念が，一気に広まったのである。

  新しい学習指導要領の内容

こうした中，2005年，当時の中山成彬文部科学
大臣は，諮問機関である中央教育審議会に学習
指導要領の全面的な見直しを要請した。中教審
による約3年間の審議を元にまとめられたのが，今
年3月に告示された新しい学習指導要領である。

1977年の改定以降，漸減されていた授業時
間数は，約30年ぶりに増やされることになった。
小学校ではこれまでより278時間増えて5,645時
間に，中学校では，これまでより105時間増えて

3,045時間となり，とくに英語と理数系科目の増
加が顕著である。小学校では，小学5年生から
英語が必修科目となるほか，算数と理科はこれ
までより16%の増加となった。授業時間ばかりで
なく，指導内容についても拡大された。小学5
年生の算数では，小数点以下第2位よりこまか
な計算も扱うようになり，台数に加えてひし形の
面積の求め方も学ぶことになる。理科では，好
奇心を育成することを目指して，観察や実験など
に時間を割かれることとなった。

中学校でも，数学は10%，理科と英語につ
いては，これまでより30%も授業時間が増える。
数学では，小学校や下の学年で学習した内容
を再び取り上げ，計算力を確実に身に着けると
している。理科では，科学の知識が実社会でも
役立つことを実感させようと，風力発電など自
然エネルギーの活用についても学ぶことになっ
た。これとは逆に，「ゆとり教育」の象徴ともい
える「総合的な学習の時間」は，小中学校それ
ぞれで150時間程度削減されることになった。

さらに，おととし教育基本法が全面的に改
正されたことを受けて，規範意識や公共の精神
を育てるための，道徳教育を充実させることも
盛り込まれた。

新しい学習指導要領による授業は3年後の
2011年度から実施される予定になっている。し
かし，理科と算数・数学などの一部の教科につ
いては，来年度から，授業時間や指導内容が増
やされることになっている。

 2. 調査結果から

  学力，学習意欲ともに「低下」

ここからは，「教育に関する世論調査」の結
果から，子どもたちの学習や公立学校に対し

図 1　授業は「楽しい」 （「強くそう思う」+「そう思う」）

図 2　数学・理科が「得意」ではない （「まったくそう思わない」+「そう思わない」）
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10・20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 歳以上

わからない・無回答 

60 34 

（％）

4 3 

53 35 6 3 

59 32 7 3 

64 23 7 6 

66 14 8 12 

55 15 16 15 

上がっている変わっていない 下がっている

10・20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 歳以上

わからない・無回答 

72 19 7 2 

74 18 6 2 

76 18 4 2 

73 15 7 6 

71 10 9 10 

63 14 10 13 

向上している変わっていない 低下している

（％）

て，人々がどのように感じたり，考えたりしてい
るのかを紹介していく。

まず，「最近の子どもの学力について，どの
ように考えますか」という質問では，「どちらか
といえば」を含めて，「低下していると思う」が
69%，「変わっていない」が14%，「向上してい
る」（「どちらかといえば」を含む）が7％という
結果になった。多くの人が，子どもたちの学力
が「低下している」と感じていることがわかる。
これを年層別にグラフに示したのが図3であ
る。「低下している」はいずれの年層でも6割以
上を占めているが，小中学生の親の年代にあた
る40 代では，「低下している」という人が76%
を占め，全体に比べてとくに高くなっていた。

次に，子どもの「学習意欲」についても，どう
考えるかを尋ねた（図4）。全体では，「下がって
いると思う」（「どちらかといえば」を含む）が58%，

「変わっていない」が23%，「上がっていると思う」
（「どちらかといえば」を含む）が9％となってい
る。学力と同様に，子どもたちの学習意欲につ
いても「下がっている」と認識している人が比較
的多い。これを年層別に見ると，50代と60代で
は，「低下している」とする人の割合が6割以上を
占め，全体に比べ高い。一方，10～20代，30代，
40代では，「低下している」という人が半数以上

を占めて最も多いが，「変わっていない」という人
も3割程度いて，全体に比べて，「低下している」
と「変わっていない」との差は小さくなっている。

子どもたちの学習意欲が下がっているとする
と，その原因は何なのか。漫画やゲーム，テ
レビなどに子どもが夢中になって勉強をしない，
というような指摘はこれまでにもあるが，以前
との違いという観点からみると，携帯電話やイ
ンターネットの普及との関連が考えられる。

ベネッセが小学生と中学生を対象にした調査3）

によると，携帯電話の所有率は，小学校6年生
で22%，中学3年生では54%だった。小学6年
生の5人に1人，中学3年生の半分程度が自分
用の携帯電話を持っていることになる。そして，
携帯電話を持っている小学生（4年生以上）の4
割，中学生の約9割が，1日に1回以上友達に
メールを送っており，同様に携帯電話を持ってい
る小学生（4年生以上）の2割，中学生の5割が，
毎日，携帯サイトを利用していた。

そこで，今回の調査でも，先の質問で，「子
どもたちの学習意欲が低下している」と考える
人（997人）に，その主な理由がどこにあると考
えられるのか，学校の授業，家庭でのしつけに
加えて，携帯電話やインターネットの普及という
3点から，最もあてはまるものを選んでもらった。

図 3　子どもの学力

図 4　子どもの学習意欲
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10・20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

70 歳以上

その他・わからない 学校の授業 携帯やインターネット 家庭のしつけ 

27 45 28 0 

38 32 28 2 

34 38 27 2 

47 29 22 3 

51 33 12 3 

45 45 8 3 

（％）

結果は，「家庭でのしつけなど親の関わりが
少ないから」が43%と最も多く，次いで，「携
帯やインターネットが普及して，子どもが夢中に
なってしまうから」が36%，「学校の授業に魅
力がないから」が18%という順になった。

年層別に見ると，回答の傾向がやや異なっ
ていた。10・20代では，全体の結果とは異なり，

「携帯やインターネット」だという人が45%で最
も多くなった。30代と40代では，「携帯やイン
ターネット」「家庭でのしつけ」「学校の授業」が
拮抗し，統計的な有意差はない。一方，50代
以降になると，「家庭でのしつけ」だとする人が
半数前後を占めて最も多いが，「携帯やインター
ネット」という人も3，4割程度を占めた（図5）。

子どもの学習意欲が下がったのは，学校の
授業そのものより，家庭環境やモバイル機器の
普及など，子どもを取りまく環境に原因がある
と考える人が多いことがわかる。

  授業時間増には大多数が「賛成」

次に，新しい学習指導要領の特徴でもある，
小中学校で授業時間が増えることについての是
非について尋ねた。

結果は，「どちらかといえば」を含めて，「賛成」
の81%に対して，「反対」（「どちらかといえば」を
含む）は11％程度にとどまった。大部分の人が，

授業時間が増えることについては評価している。
すべての年層を通じて，賛成派は8割程度を占
めており，とくに40代では91%と，全体に比べ
て割合が高くなっていた。

授業時間の増加に「賛成」だと答えた人
（1,391人）に，その理由を答えてもらった結果
が図6である。
「よりていねいな授業が受けられるから」（40%）

と「学習する習慣がより身につくから」（38%）が
並び，「授業時間が増えれば，学力が向上する
から」は19％にとどまっている。年層別では，40
代で，「よりていねいな授業が受けられる」とする
人が51%と過半数を占め，全体の40%に比べて
とくに高くなっている。賛成派が9割を占める40
代は，授業時間が増えることで，子どもたちが
時間をかけて，着実に学ぶことのできる環境を
整えてほしいという期待がより高いといえる。

一方，授業時間の増加に「反対」だと答えた
人（187人）に，その理由を尋ねた結果を図7

に示した。
「主要教科以外の学習や行事なども大切だか

ら」（36%）と「授業時間が増えても，学力が向上
するとは思えないから」（35％）が並んでおり，続い
て，「子どもの負担が増えるから」が23%という順
になっている。授業時間が増えることで，子ども
の学力向上が図れるかという点については，賛成

図 5　学習意欲が低下した理由 図 6　授業時間増「賛成」の理由   （100％ =1,391 人）

よりていねいな授業が 
受けられる 

学習する習慣が 
身につけられる 
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派も反対派も，否定的な考えの人が比較的多い。

  公立学校の役割とは

それでは，公立の小中学校にはどのような役
割が求められているのだろうか。
「ゆとり教育」のスタート以降，批判を受ける

ことが多かった公立の小中学校でも，学習指
導要領が改訂される前後から，さまざまな改革
が行われている。

例えば，「公立学校選択制」は，地域の複数
の学校の中から進学する学校を選ぶことのでき
る制度である。2000年に東京・品川区で導入さ
れて以来，全国に広まり，内閣府が2006年に全
国の教育委員会に行ったアンケート調査4）による
と，全国の公立小学校の15%，
中学校の16%で実施されてい
る。進学実績が良かったり，設
備が充実したりしている学校は
人気が高く，学校同士の競争
が高まることによって，教育内
容が向上するのではという期待
が高まっている。

また，公立中学校では初めて
民間から校長を迎えた東京・杉
並区の和田中学校では，今年1
月から，成績上位の生徒を対象

にした，大手学習塾が講師を務める有料の補修
授業が始まっている。さらに，通常の授業につい
ていけない生徒に対しては，学生ボランティアが
土曜日に補修を行うなどの取り組みも行われてお
り，これまで教育の均一化が図られてきた公立の
小中学校で，他の学校との差別化が始まってい
るといえる。

今回の調査では，公立学校にはどのような
役割が求められているのかについて，学力のレ
ベル，学校の特色，規範意識という観点から
二択式で尋ねた。全体の結果が図8である。

まず，学力のレベルについては，「1人1人の子
どもの能力や意欲の違いに応じて，学力を身につ
けさせる」か，「すべての子どもに，必要最低限の
学力を身につけさせる」かを選んでもらった。結果
は，「必要最低限の学力」が61%で，「能力や意欲
に応じて」の32%を大きく上回っている。性年層
別に見ると，すべての性年層で，「必要最低限」が

「能力や意欲に応じて」を上回っているが，女性
16 ～ 39歳では，「能力や意欲に応じて」も42%を
占め，全体に比べて割合が高くなっていた。

次に，公立学校の特色については，「学校同
士が競争し，学校ごとに特色や独自性を持つ」

図 7　授業時間増「反対」の理由   （100％ =187人）

すべての子どもに，必要最低限の 
学力を見につけさせる 

子どもの能力や意欲に応じて， 
学力を身につけさせる 

わからない・無回答 

どの学校に通っても，同じ 
レベルの教育を受けられる 

学校同士が競争し，学校ごとに 
特色や独自性を持つ 

わからない・無回答 

個性や自由を尊重し，自分で 
考えて行動できるようにする 

決まりを守る姿勢を身につけ，社 
会や国家に貢献できるようにする 

わからない・無回答 

61％ 

32 

7 

64％

60％

34 

29 

7 

7 

図 8　公立学校の役割

主要教科以外の 
学習なども大切 

学力が向上するとは 
思えない 

子どもの負担が増える 

その他・わからない 

36%

35 

23 
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ほうがよいか，「どの学校に通っても，同じレベ
ルの教育を受けられる」ほうがよいかを選択し
てもらった。全体の結果は，「どの学校も同じ
レベル」が64%なのに対し，「特色や独自性を
持つ」は29%にとどまっている。女性は，すべ
ての年層を通じて，「どの学校も同じレベル」と
いう人が7割前後を占めていて，とくに高くなっ
ている。一方，男性は，「特色や独自性を持つ」
という人も4割近くを占めている。

3つ目の規範意識は，新しい学習指導要領で
重視されている道徳教育について尋ねたものであ
る。「決まりを守る姿勢を身につけさせ，社会や
国家に貢献できるようにする」か，「子どもの個性
や自由を尊重し，自分で考えて行動できるように
する」のどちらかを選んでもらったところ，「個性や
自由を尊重」が60%，「決まりを守る姿勢」は34%
となった。性年層別では，女性と男性16 ～39歳，
男性40 ～ 59歳では，「決まりを守る姿勢」が，「個
性や自由を尊重する」を大きく下回り，学校教育
における規範意識を重視する人の割合は高くはな
い。しかし，男性60歳以上では，「決まりを守る
姿勢」が47%と全体に比べて高く，「個性や自由
を尊重」の49%と統計的な有意差はなかった。

  おわりに

調査結果からは，多くの人々が子どもの学力
や学習意欲の低下について認識していること
が，改めて示された。

こうした国民の不安や懸念の声を取り入れて
改訂された新しい学習指導要領だが，これまで
の「ゆとり教育」を転換して，授業時間を増やす
という大方針に対しては，多くの人々が評価をし
ている。とはいえ，その理由としては，学力の向
上よりも，時間をかけて子どもたちがじっくりと学

べる環境が整うことを期待する声のほうが多い。
また，多くの人々が求める公立学校の役割と

いうのは，今回の調査からは，従来通りの姿と
もいえる「どの学校に通っても，すべての生徒
が最低限の学力を身につけられる」教育を提供
する場であった。最近，一部の公立の小中学
校でも始まっている，学校同士が競争したり，
学校独自の特色を打ち出していく試みとは，や
や異なる結果となった。

学習指導要領というのは，あくまで全体的な
基準であり，具体的に，教科書や授業の中にど
のように取り入れられていくかはこれからの作業
となる。今後，学校教育がどのように変わり，子
どもたちの学力や学習意欲にも影響していくの
か，国民の関心が高いテーマだけに，今後も調
査などを通じて，検証していきたいと考えている。

　　　　　　　　　　　　（にし くみこ）

注：
1）苅谷剛彦東京大学教授らが，1989 年と 2001 年

に小学 5 年生と中学 2 年生に行った算数（数学）
と国語の学力調査を比較した結果，基本的な内
容にもかかわらず，全科目で正答率が下がって
おり，「子どもたちの基礎学力は，低下してい
るといわざるをえない」と指摘している。詳し
くは，『調査報告「学力低下」の実態』（岩波ブッ
クレット 578　2002 年）で解説されている。

2）PISA 調査はこの後，2006 年にも実施されている（参
加したのは 57 の国と地域）。日本の得点は，「科学的
リテラシー」531 点（6 位），「読解力」498 点（15 位），「数
学的リテラシー」523 点（10 位）という結果で，点数・
順位ともに 2003 年よりもさらに下がった。

3）Benesse 教育研究開発センター
「第 1 回子ども生活実態基本調査」
調査時期 ： 2004 年 11 月～ 12 月
調査相手 ： 小学 4 年生～高校 2 年生
調査方法 ： 質問紙によるアンケート調査
調査回答数 ： 14,841 人
  （小学生 4,240 人，中学生 4,550 人）

4）内閣府「学校選択制等の実施状況に関するアン
ケート」
調査時期 ： 2006 年 10 月 24 日～ 11 月 7 日
調査相手 ： 全国 802 の市および特別区の教育委員会
調査方法 ： 電子メールによるアンケート調査
回 収 率 ： 84.5％
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問 1　あなたは，今の学校教育に，全体として満足しています
か。それとも満足していませんか。最もあてはまるものを，
次に読み上げる 4 つの中から，1 つ選んでお答えください。

 1. 満足している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3 ％
 2. まあ満足している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.9 
 3. やや不満だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.2 
 4. 不満だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.7 
 5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.9 

【問 1 まとめ】
 1. 満足している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31.2 ％
 2. 不満だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.9 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.9 

問 2　あなたは，最近の子どもの学力について，全体としてど
のようにお考えですか。最もあてはまるものを，次に読み
上げる 5 つの中から，1 つ選んでお答え下さい。

 1. 低下していると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.4 ％
 2. どちらかといえば低下していると思う ‥‥‥‥ 36.8 
 3. 変わっていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.4 
 4. どちらかといえば向上していると思う ‥‥‥‥‥4.4 
 5. 向上していると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 
 6. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0 

【問 2 まとめ】
 1. 低下している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 69.1 ％
 2. 変わっていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.4 
 3. 向上している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.4 
 4. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0 

問 3　先月，文部科学省は，ほぼ 30 年ぶりに，小中学校の国
語や算数・数学などの主要教科の授業時間を増やす方針を
打ち出しました。あなたは，このことについてどう思いま
すか。次に読み上げる4つの中から1つ選んでお答え下さい。

 1. 賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.8 ％
 2. どちらかといえば賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.3 
 3. どちらかといえば反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.8 
 4. 反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.1 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1 

【問３まとめ】
 1. 賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81.0 ％
 2. 反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.9 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.1 

問 3SQ1　[ 問 3 で「1，2」と答えた人のみ ]
あなたがそうお考えになる主な理由は何ですか。次の 3 つ
の中から 1 つ選んでお答え下さい。

 1. 授業時間が増えれば，学力が向上するから ‥‥ 15.3 ％
 2. 学習する習慣がより身につけられるから ‥‥‥ 30.9 
 3. よりていねいな授業が受けられるから ‥‥‥‥ 32.7 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 
 6. 非該当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.0 

問 3SQ1　【該当者】
 1. 授業時間が増えれば，学力が向上するから ‥‥ 18.8 ％
 2. 学習する習慣がより身につけられるから ‥‥‥ 38.2 
 3. よりていねいな授業が受けられるから ‥‥‥‥ 40.3 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 

（分母＝ 1,391）

【調査の概要】
1. 調査時期
 2008 年 2 月 29 日（金）～ 3 月 2 日（日）
3. 調査相手
 全国の 16 歳以上の国民 2,864 人
4. 調査方法
 電話法（RDD）
5. 回答数（率）
 1,717 人（60.0%）

問 3SQ2　[ 問 3 で「3，4」と答えた人のみ ]
あなたがそうお考えになる主な理由は何ですか。次の 3 つ
の中から 1 つ選んでお答え下さい。

 1. 授業時間が増えても，学力が向上するとは思えないから ‥3.8 ％
 2. 子どもの負担が増えるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 
 3. 主要教科以外の学習や行事なども大切だから ‥‥4.0 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 
 6. 非該当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 89.1 

問 3SQ2　【該当者】
 1. 授業時間が増えても，学力が向上するとは思えないから ‥ 35.3 ％
 2. 子どもの負担が増えるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.0 
 3. 主要教科以外の学習や行事なども大切だから ‥ 36.4 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 

（分母＝ 187）

問 4　あなたは，最近の子どもの学習意欲について，どうお考
えですか。最もあてはまるものを，次に読み上げる 5 つの中
から 1 つ選んでお答え下さい。

 1. 下がっていると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.4 ％
 2. どちらかといえば下がっていると思う ‥‥‥‥ 32.7 
 3. 変わっていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.5 
 4. どちらかといえば上がっていると思う ‥‥‥‥‥5.8 
 5. 上がっていると思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 
 6. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 

【問 4 まとめ】
 1. 下がっている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.1 ％
 2. 変わっていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.5 
 3. 上がっている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.8 
 4. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 

問 4SQ1　[ 問 4 で「1，2」と答えた人のみ ]
子どもの学習意欲が低下した理由は，おもにどこにあると
思いますか。次に読み上げる 3 つのうちから，もっともあ
てはまるものを，1 つ選んでお答え下さい。

 1. 携帯電話やインターネットが普及して，
  子どもが夢中になってしまうから ‥‥‥‥‥‥ 21.0 ％
 2. 家庭でのしつけなど親の関わりが少ないから ‥ 24.9 
 3. 学校の授業に魅力がないから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 
 6. 非該当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.9 

問 4SQ1　【該当者】
 1. 携帯電話やインターネットが普及して，
  子どもが夢中になってしまうから ‥‥‥‥‥‥ 36.1  ％
 2. 家庭でのしつけなど親の関わりが少ないから ‥ 42.8 
 3. 学校の授業に魅力がないから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.4 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 

（分母＝ 997）

問 5　あなたは，公立の小・中学校にどのような役割を期待しま
すか。次に読み上げる2つの考え方のうち，どちらに近いですか。

 1. 1 人 1 人の子どもの能力や意欲の違いに応じて，
  学力を身につけさせること ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.1 ％ 
 2. すべての子どもに，必要最低限の学力を
  身につけさせること ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60.9 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.0 

問 6　それでは，次の 2 つの考え方では，どちらに近いですか。
 1. 学校同士が競争し，学校ごとに特色や
  独自性を持つこと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.8 ％
 2. どの学校に通っても，同じレベルの教育を受けられること ‥ 64.0 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.2 

問 7　それでは，次の 2 つの考え方では，どちらに近いですか。
 1. 決まりを守る姿勢を身につけさせ，
  社会や国家に貢献できるようにする ‥‥‥‥‥ 33.8 ％
 2. 子どもの個性や自由を尊重し，
  自分で考えて行動できるようにする ‥‥‥‥‥ 59.6 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.6 
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問 8　東京などの都市部では，公立の学校への進学を希望せず，
私立 ( わたくしりつ）の中高一貫校を受験する子どもが増
えています。あなたは，このことについてどう思いますか。
次に読み上げる 4 つの中から 1 つ選んでおこたえください。

 1. 好ましい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 ％
 2. どちらかといえば好ましい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.2 
 3. どちらかといえば好ましくない ‥‥‥‥‥‥‥ 36.2 
 4. 好ましくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.7 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 

【問 8 まとめ】
 1. 好ましい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.9 ％
 2. 好ましくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.9 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 

問 8SQ1　[ 問 8 で「1，2」と答えた人のみ ]
あなたが，そう思う理由は何ですか。次の 3 つの中から 1
つ選んでお答え下さい。

 1. 大学に進学するときに，有利になるから ‥‥‥‥3.2 ％
 2. 子どもの能力や意欲に応じて，学習できるから ‥ 27.0 
 3. 高校受験がないので，
  クラブ活動や好きなことに打ち込めるから ‥‥‥5.8 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.6 
 6. 非該当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.1 

問 8SQ1　【該当者】
 1. 大学に進学するときに，有利になるから ‥‥‥‥8.7 ％
 2. 子どもの能力や意欲に応じて，学習できるから ‥ 73.3 
 3. 高校受験がないので，
  クラブ活動や好きなことに打ち込めるから ‥‥ 15.8 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7 

（分母＝ 633）

問 8SQ2　[ 問 8 で「3，4」と答えた人のみ ]
あなたが，そう思う理由は何ですか。次の 3 つの中から 1
つ選んでお答えください。

 1. 教育費がかさんで，親の負担が増えるから ‥‥‥4.1 ％
 2. 親の経済力や住む場所によって，
  教育に差が生まれるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.4 
 3. 子どもの小さな時から，受験勉強を
  強いることになるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.2 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.3 
 6. 非該当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.1 

問 8SQ2　【該当者】
 1. 教育費がかさんで，親の負担が増えるから ‥‥‥8.0 ％

 2. 親の経済力や住む場所によって，
  教育に差が生まれるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.9 
 3. 子どもの小さな時から，受験勉強を
  強いることになるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.6 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 

（分母＝ 874）

問 9　あなたは，これまで学校で身につけた学力が，役に立っ
ていると思いますか。次の 4 つの中から 1 つ選んでお答え
ください。

 1. 大いに役立っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.0 ％
 2. 少しは役立っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.3 
 3. あまり役立っていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.1 
 4. まったく役立っていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 

【問 9 まとめ】
 1. 役立っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79.3 ％
 2. 役立っていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.3 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.4 

問 9SQ1　[ 問 9 で「3，4」と答えた人のみ ]
そう思う理由は何ですか。次の 3 つのうち，最もあてはま
るものを 1 つ選んでお答えください。

 1. 学校で教わったことの多くは，
  ふだんの生活では必要ないから ‥‥‥‥‥‥‥‥3.0 ％
 2. 学校の勉強は，受験対策に偏りがちだから ‥‥‥3.4 
 3. 学力をつけても，
  希望する仕事や生活を得られるとは限らないから ‥8.4 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.1 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4 
 6. 非該当 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 84.7 

問 9SQ1　【該当者】
 1. 学校で教わったことの多くは，
  ふだんの生活では必要ないから ‥‥‥‥‥‥‥ 19.4 
 2. 学校の勉強は，受験対策に偏りがちだから ‥‥ 22.4 
 3. 学力をつけても，
  希望する仕事や生活を得られるとは限らないから ‥ 54.8 
 4. その他 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 
 5. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 

（分母＝ 263）

問 10　学力をつける目的として，次にあげる 2 つのうち，あなた
の考え方は，どちらに近いですか。

 1. 厳しい競争を勝ち抜くため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.3 ％
 2. 教養や良識を身につけるため ‥‥‥‥‥‥‥‥ 86.6 
 3. わからない・無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.1 

全体 性 年　層
男 女 16 ～ 19 歳 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 無回答

1,717 人 682 1,035 42 70 238 267 289 371 374 66
100.0％ 39.7 60.3 2.4 4.1 13.9 15.6 16.8 21.6 21.8 3.8

全体 男の年層 女の年層
16 ～ 29 歳 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 16 ～ 29 歳 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳以上 無回答

1,717 人 53 95 107 108 143 156 59 143 160 181 228 218 66
100.0％ 3.1 5.5 6.2 6.3 8.3 9.1 3.4 8.3 9.3 10.5 13.3 12.7 3.8

全体 職　業
農林漁業 自営業 勤め人 主婦 無職 生徒・学生 その他・無回答

1,717 人 37 158 525 470 406 53 68
100.0％ 2.2 9.2 30.6 27.4 23.6 3.1 4.0

サンプル構成

全体
都市規模 地域ブロック

特別区・100
万以上の市

30 万以上
の市

10 万以上
の市

5 万以上
の市町村

5 万未満
の市町村 無回答 北海道

東北
関東

甲信越 中部 近畿 四国
中国 九州

1,717 人 390 348 383 236 253 107 214 627 224 295 162 195
100.0％ 22.7 20.3 22.3 13.7 14.7 6.2 12.5 36.5 13.0 17.2 9.4 11.4


