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読書力を評価するミクロ・レベル・テスト
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１．はじめに
2007年より実施されている全国学力・学習状況調査は，読むことの評価の難しさを改めて浮き彫りにして
いる。我が国では読むことにおいて，従来，読解と読書という分け方が行われてきて，特に読書力の評価
は，ほとんど行われてこなかった。本来読書力は多面的であり，その評価の方法も様々に開発されるべきで
ある。本稿では，全国学力・学習状況調査のようなマクロ・レベル・テストではなく，教師や学校などの小
さな単位において実施され，教育活動を支えるミクロ・レベル・テストに焦点をあてる。外国のミクロ・レ
ベル・テストを例として取り上げ，読書力を評価することの多面性について検討する目的とする。

２．マクロ／ミクロとは
本稿では，マクロとミクロという言葉を用いている。これは，オーストラリアの読むことの評価の専門
家Fehringの用語に基づいている。マクロ・レベル・テストとは，大きな規模で実施されるもので，例えば
オーストラリアで言えば州のテストのようなものがそれにあたる。1980年代以降，英語圏の国々では，マ
クロ・レベルの評価の研究が進んだ。特に最近では，PISAのような国際レベルでの評価も行われるように
なってきている。国の教育政策の実現度などを測るものであって，子ども一人ひとりの能力を測定すること
には関心がない。表１に，マクロ・レベルとミクロ・レベルの違いを示す。
しかし，Fehringは，より一人ひとりの子どもに応じたミクロ・レベルの評価が，今後重要になってくる
と述べている。ミクロ・レベル・テストは，個々の子どもの能力を測定し，それを指導に生かすことを目
指して行われる。したがって，達成よりは，診断に重きを置くようなテストが主となる（表２）。本研究で
は，外国において流通するミクロ・レベル・テストを３点紹介し，読書指導にどのように生かされているか
を論じた後，我が国での応用可能性を検討する。

３．読書行為を測定するテスト
３－１．Accelerated Reader
読書力測定の一つの課題は，実際の子どもの読書行為に即して，読書力を測定するツールがないというこ
とである。我が国で，最も歴史があり知られている読書の調査に，毎日新聞・学校図書館協議会の学校読書
調査がある。この調査では，「５月１ヶ月間に読んだ本の冊数」などを調査している。読んだ本の冊数やタ
イトルを聞くという意味で，読書量を意識調査として問うものである。しかし，実際に子どもが読書をした
ことについて，どのような力がついているかを測定するようなテストは我が国にはない。
一方で，我が国の一般的な教科書準拠型テストでは，短い本文を読み直しながら設問に解答していくとい
うものが多い。これは短い文章を何度も読み返して解答できるので，日常生活にある一回性的な読書行為を
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第２号

評価の実施規模による分類
規模
国
際
国

マクロ・
レベル

州
校区学校学級

ミクロ・
レベル

表２

第５巻

評価例
（テスト・評価ツール名）
・PISA（Programme for
International Student
Assessment）
・PIRLS（Progress
International Reading
Literacy Study）
・NAEP（National
Assessment of Educational
Progress）

サンプルと評価を実施する目的
ある特定の学年・年齢の子供たちをサンプリングする。
PISAは15歳，PIRLSは4年生である。参加国及び地域は増
加する傾向にある。
目的は，各国の子どもの読書力を国際比較することであ
る。

米国全州からサンプリング，４年・８年・12年生。
目的は，国の政府が，各州における教育の達成度を見るこ
とである。
その州で教育をうけている子ども全員が受験する。学年は
・ISAT（Illinois Standards
州によって異なる。例えば，イリノイ州のISATは３年，
Achievement Test）
・ITBS（Iowa Tests of Basic ５年，８年。多くは，High-stakes testとして用いられる。
High-stakes testとは，その子どもが当該学年の内容を習得
Skills）
・ISEL（The Illinois Snapshot し，次の学年に進めるかどうかを確認するテストである。
of Early Literacy-English） これに合格できない場合は，夏休みに補修を受けたり，落
など
第したりする。
評価の研究所や業者が開発し
たテストやツール
校区・学校・教室の全員が受験する。子どもがどのような
・Accelerated Reader
読書力を持っているかを評価するために行う。結果は，子
・PPVT（Peabody Picture
ども自身や親にも知らされる。指導に生かすことを前提と
Vocabulary Test）
し，診断（表２参照）テストが中心となる。
・QRI（Qualitative Reading
Inventory）など

評価する性質による分類

性質の説明
目標にその子どもが達しているか（できているかどうか）どうかを見る。達した
達成（achievement） ／達していないの２段階だけではなく，達し方の程度を数段階に分けてみる場合
もある。多くのサンプリングに基づいて，妥当性が測られている。
その子の状態を見る。できているかどうかというよりも，どのようにできていな
診断（diagnostic）
いか（どういうところに問題があるか）を発見するために行われることが多い。
ミクロ・レベル・テストには，このタイプのものが多い。
力として測定することはできない。
そこで，アメリカのRenaissance Learningという業者が開発したAccelerated Readerを取り上げてみた
い。これは，読みやすさ（readability）などによって段階づけられた本に，それぞれポイントがついてい
る。子どもの側は，これらの本を選んで読み，10問のテストに答える。10問の設問はコンピュータで制御さ
れていて，４択形式で答えるようになっているが，その
本を読んできて初めて答えられるような設問ばかりであ
る。いくつかのバージョンがあり，子どもが同じ本を読
んできたとしても，異なる設問が出てくるようになって
いる。子どもは，コンピュータ上で問いに答えるので，
子どもの解答はデータとしてコンピュータに保存され
る。教師の側から見れば，自分の担当の子どもたちの読
む本の傾向が分かる。その子がどういうタイプの問いに
間違えるかを見れば，その子の弱点（＝指導していかな
ければならないポイント）が分かるような仕組みになっ
ている。
図１は，Accelerated Readerを読書力テストとして用
いていたアメリカのカリフォルニア州のある小学校の教

図１

Accelerated Reader を読書コーナー
として教室の一角に設けてある例
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室風景（部分）である。読む本が，写真の右側の本棚に配置されており，それぞれの本のポイントが，子供
に分かるようになっている。中央の下にあるのはクッションで，子どもたちは，ここに座って本を読むこと
ができる。左側に貼り出されているのは，Accelerated Readerを用いたことに対する教師の手作りの賞状で
あり，多くのメダルのシールが貼り付けられている。子どもたちは，ポイントを見ながら自分の読みたい本
を決めて行き，自分がその本を十分に読めたかどうか評価を受けるということを，承知しているのである。
３－２．Accelerated Readerの我が国への応用可能性
このタイプの読書力テストを我が国に応用する時に，重要なのは，予め多くの本について，その本の読書
行為を正当に評価するようなテスト問題が用意されていなければならないことになる。しかし，それよりも
問題なのは，その前提として，どの本について，このようなテストを行うことが子どもの読書生活にとって
意味があるのか，我が国ではコンセンサスが得られていないということである。Accelerated Readerは，読
みやすさ（readability，表３参照）に応じて，本にポイントが付いている。我が国では，読みやすさという
指標に，安定した基準がない。つまり，読みやすさの中心となる語彙の測定方法が十分に開発されてこな
かったところに問題がある。一方で，日本語という言語の特性を考えると，漢字にどのくらいのルビが振っ
てあるか，あるいはどのくらいのひらがなが用いられているかということも，関係してくるであろう。この
ようなことを整理していく必要がある。
理想的には，読みやすさの研究が十分に行われたうえで，段階付けられた本のセットが特定され，そして
設問が作成されることになる。また，多くの設問が作成された上で，子どもにテストをしてみて（集団準拠
にして），信頼性・妥当性のあるテストを作ることが望ましい。しかし，我が国の現状を考えると，そこま
でを行うことは無理である。しかし，そこまで厳密でなくても，このAccelerated Readerの特性を生かした
読書力測定は可能である。筆者らが現在行っている研究では，学校司書が選んだ30冊の本の設問を開発して
いる。設問は，多くを複数の人数で開発したのち整理し，よいものを選択していくという形をとれば，ある
程度安定した設問を開発可能であると考えている。
その学校司書が選んだ30冊は，ジャンル（日本文学・外国文学・ノンフィクション）に基づいている。
ジャンルの中で，「難」か「易」かを総合的に判断することは可能である。そうすれば，例えばであるが，
「各ジャンルから２冊ずつ選択すること。２冊のうち１冊は『難』の本，もう１冊は『易』の本」のような
課題設定をすることができる。特に，中学・高校などの読書指導では，この方法は有益であるだろう。生徒
は，ごまかさずに本当にその本を読んでこなければならないからである。このような形で，外国で行われて
いるミクロ・レベル・テストを，その意味を生かしながら我が国の読書指導に用いていくことは可能である
と考えられる。
表３

読書力評価に関する用語

読みやすさ
（readability）
信頼性（reliability）
妥当性（validity）
集団準拠
（norm-referenced）

基本的には，含まれている文の長さ，含まれている語彙の難しさ，話題の親しみ
やすさなどによって，判断される。読みやすさを計算する方法は数種類ある。
ある子どもの読書力を結果として表しているかどうかということ。つまり，その
子が何度やっても同じ結果が得られるのであれば，信頼性の高い評価だというこ
とができる。
その評価が内容的に妥当かどうかということ。つまり，結果がそのはかりたい能
力をはかっているかどうかである。
多くのサンプルをとって開発されており，成績が正規分布になるように作られて
いること。

４．語彙力を評価するテスト
４－１．Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT)
表４は，英語圏で比較的よく見られる読書力テストの内容である。特に我が国の読書指導あるいは読書力
テストに関わって重要なのは，語彙力（Vocabulary）であろう。なぜなら，例えば先に述べたように，語
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英語圏でよく見られる読書力テストの内容
内

容

Concept About Print
Phonemic Awareness
Alphabetic Understanding
Fluency
Spelling
Vocabulary
Reading Comprehension

説明と評価ツール例
印刷物についての概念：本あるいは文字というものが何か意味を表している
ために使われているのだということを理解すること。
発音への意識：特に英語の場合には，アルファベットのつづりと発音の関係
は複雑なので，そのことについての意識を持っていること。

アルファベットの理解：アルファベットを正確に発音したり，その組
み合わせを理解したりできるかどうかということ。
流暢さ：ある量の文・文章を音読する速さで計算される音読のスムー
ズさ。
つづり：正確なつづりができるかどうかということ。
語彙：あることを表す語彙をどれくらい持っているかということ。代
表的な語彙テストのPPVT－Ⅲでは，４つの絵を見せてそれを表す語彙
を言わせる。語彙には様々なレベルがあるが，具体的な事物から，い
くらか抽象的な行為などを表すものまで，段階が設けられている。
読解：内容をどの程度理解しているかを評価すること。

彙は，読書をしていくときの読みやすさに重要な影響を与えるからである。また，日本語のように，比較的
音と字（仮名）の関係が密接である言語では，Phonemic Awareness, Alphabetic Understanding, Fluency,
Spellingなどは，問題になりにくい。ここでは，語彙力テストして英語圏でよく流通しているPPVT-Ⅲ
（Peabody Picture Vocabulary Test）を取り上げる。
PPVT-Ⅲは，ある語彙を聞いた子どもが，その語彙を最も適切に表現している絵を４つの絵の中から選
び出すというテストである。測定者は，子ども一人と対面で座り，口頭でその語彙を言う。子どもがふさわ
しい絵を示すという形になる。いわゆるものの名詞だけでなく，動詞や多少抽象的な語彙も測定できるよう
に，工夫が凝らされており，理論上は，３歳以上90歳未満の人の語彙力を測定できるとされている。このテ
ストは，その語彙を理解できているかどうかを測定するものであって，いわゆる表現語彙は測定しない。し
かし，読書指導に重要なのは，まずは理解語彙であって，このようなテストを用いることは，診断測定とし
て意味があること考えられる。
PPVT-Ⅲは，一見専門的なテストのように見える。しかし，このようなテストはアメリカの教師にとっ
て馴染み深いもののようである。例えば，国際読書学会がアメリカの教育省とともに出版した『読書力評価
の実践ガイド』（A practical guide to reading assessments）の中にも，このテストが掲載されている。ア
メリカでは，読書力を診断するというツールが発達しており，教師もその診断を用いて指導を行うというこ
とが，より一般的である。特に，readingの指導に関して修士号を取得したreading specialistと呼ばれる教
師は，このようなテストは使いこなした経験を持っている。
４－２．PPVTの我が国への応用可能性
語彙力のテストを作成するには，その前提として，どのレベルの子どもたちに，どのような語彙が習得さ
れていなければならないかという語彙そのものについての判断基準ができていなければならない。我が国
においても，過去には教育基本語彙などが選定されたことがあった。しかし，語彙を測定するということ
には，困難を伴う。何が語彙であるかという判断基準さえも安定したコンセンサスが得られていないからだ
（高橋，2006）。本来必要な語彙を特定した上で，語彙力を測定するテストを作成するのは，長い時間を要
するアプローチと考えられる。
だが一方で，語彙は，読書によって得られるところが大きいということも言われている（高橋，1999）。
また，読書指導においての語彙をとらえるのであれば，反対に読書されるべき本，資料を決定し，そこに用
いられている語彙を選定する形で，各発達段階で習得されるべき語彙を特定していくというアプローチをと
ることができる。この２つ目のアプローチであれば，必要な語彙を絵画化していくという形で，語彙力テス
トを作成することができる。
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さらに３つ目のアプローチとして，PPVTの絵をそのまま実験的に用いてみるということが可能である。
（もちろん，著作権や翻訳権の処理は前提とする。）なぜなら，PPVTの子ども見せるテストの材料は絵で
あるからである。しかし，これは筆者が一度試行的な実験を行ったことがあるが，想像以上に文化差が大き
く，難しいことが分かった。３つ目のアプローチをとるにしても，我が国の文化に適した日本語の語彙を現
す適切な絵を開発していく必要がある。
以上，語彙力テストの我が国への応用可能性について，３つのアプローチを示した。現時点では，まず
は，語彙力が読書力の一つとして位置づくということを視野に入れていくことが，重要である。

５．総合的な読書力の診断テスト
５－１．Qualitative Reading Inventory 及び Reading Inventory for the Classroom
さらに，総合的な診断テストとして，QRI（Qualitative Reading Inventory）とRIC（Reading Inventory
for the Classroom）を取り上げる。これらは，教員が日常の指導の中で，自分の担当している子どもたちの
読書力の実態を詳細に把握できるように作られた，総合的な読書力の診断テストである。
QRI－Ⅲは，①単語のリストと，②「レベル」が設定されている本文と，③それに基づく質問項目，の３
つからなっている。①では，子どもにそのリストにある単語を音読させ，発音への意識や，本文のテーマ
に関する語彙力がどれくらいであるかを判定する。②には，物語文（narrative）と説明文（expository）が
ある。それぞれが，読みやすさ（readability）によって，完全に段階づけられている。③には，まず読む前
の設問として，内容設問（concept question）がある。ここで，そのテーマに関する先行知識を問うものが
ある。さらに，読む速さや読み誤りを測定するrunning recordがある。読んだ後の設問としては，その物語
文や説明文の内容を複数の質問によって再現（retell）させるものとなっている。その再現のレベルの判定
は，子どもが再現を話している時に，どのような内容・単語が出てくればよいのか，一目瞭然の単語や句の
一覧がある。教師は，子どもの再現を聞きながら，その一覧にチェックマークをつけていけばよいのであ
る。以上のことをすべて終えた後，すべての設問はポイント化されているので，そのポイントを計算するこ
とにより，教師はその子どもがこのレベルをクリアしているかどうかを判断することができるようになって
いる。この総合的な診断テストをいくつか行ってみると，その子の読書力のレベル及び長所や短所が診断で
きるようになっているのである。
Reading Inventory for the Classroom も，QRIに似た構成となっている。レベルは，Level ppからLevel 9
までは物語文と説明文が１つずつ，Level 10からLevel 12までは説明文だけが１つずつ取り上げられてい
る。ここでは物語文の測定項目について述べる。
① 黙読させて，読解内容について答えさせる設問の部分。物語の設定，登場人物の性格，登場人物の問
題解決の様子，解決するための試み，この物語のテーマなど，いわゆる物語文法に即した読解問題が出
ている。
② 音読させて，間違いを書き取っておく部分。ミスキュー分析。
③ ①や②の結果から判断を下す部分。A観察から分かる基本的な音読態度，B分かりにくい単語を発音
しようとする態度，C音読速度，D黙読後の読解によって，そのレベルが子どもにとって高いか低いか
の判断を下す。
このテストは，単語リストの部分がない分，さらに日常の教室での実践に気軽に用いられるものとなって
いるようである。
これら２つのInventoryのテストの強みは，レベルの設定である。レベルを設定しまうことによって，教
師は，同じレベルのテストを複数回用いることができる。すなわち，教師がこれから指導していく前にも，
指導している途中にも，指導が終わった後でも，同じレベル（あるいはそれより高いレベルのテスト）を使
用することで，その子どもの読書力が向上したかどうか，判定することができるのである。筆者が初めて
QRIを使用しているのを見たのは，アメリカの大学の教育学部に設置されているReading Clinicという場所
で，特に読めない子どもたちに，大学院生（実際は教師の経験があり，修士号をとればreading specialistと
呼ばれる人たち）が読書を教えるという場面であった。大学院生は，自分の担当の子どもたちの事前の読書
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力を測定し，レポートを作成する。様々な読書指導法を試し，読書力の向上を試みる。数ヶ月後にまたQRI
の中の違う文章で，読書力を判定する。さらに指導を続けるという具合に，これを用いていた。同じレベル
のテスト問題が容易にできるようであれば，もう１つの上のレベルのテストをさせてみる。反対に難しいよ
うであれば，もう１つ下のレベルのテストをさせる。このようにして，その子のレベルを決めていくのであ
る。
５－２．Inventoryのテストの我が国への応用可能性
我が国の学校教育では，現状では，「学年」の目標に皆が到達しているということが建前になっている。
このような場合に「レベル」という考え方が我が国の現状に適合していくかどうか，不透明である。しか
し，読書は読解に比べて，個性や個人差を強調できるという側面もあり，実際に読書指導を行っていくため
には，このような診断テストがあれば，様々な指導の可能性が広がるであろう。
一方で，QRIやRICは，Accelerated Reader やPPVTよりも，さらに多くの分野の研究に基づいて作られ
ている。これを我が国に開発していくためには，前提となる研究が必要である。つまり，まずは，これらの
多様なテストを総合的な読書力テストのイメージとして持っておくことが重要であろう。日本語の特性とし
て，QRIの中で用いられている「音読」が，我が国の読書力としてどれくらい意味があることかということ
も，検討しなければならないが，読む前の内容設問や，読んだ後の再現などは，我が国でも十分応用可能で
ある。このことは，Accelerated Readerから発想した設問づくり（すなわち，本に基づいて設問を作成する
というテストの試み）に，応用的な意味を添えてくれるものである。Accelerated Readerは基本的に読んだ
後，４択という形の設問であり，読書力評価として，読書前にもテストができること，４択だけでなく再現
（口頭で語る）という形式のテストもあるということを示してくれるものであるからである。

６．おわりに
本稿では，教師や学校などの小さな単位において実施され，教育活動を支えるミクロ・レベル・テスト３
つを取り上げて，その実際と我が国への応用可能性について検討してきた。
Accelerated Readerは，読書行為そのものを評価するテストとして，PPVTは，それらのテストの前提と
なる語彙力を測定するものとして，QRIやRICはより総合的な読書力を指導の前・中・後に測定するものと
して機能しており，我が国においても，ある程度は応用可能であることが示唆された。
今後も様々な読書力テストに当たりながら，読書力の多様な側面を評価する方法を開発していきたい。
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