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国語学力調査の比較研究
―スペインの小学校６年生の全国学力調査を対象として―

Comparative study of national survey on literacy
for Spanish and Japanese 6th grade students in primary schools

足

立

幸

子

１．研究の目的と
本研究の目的は，国語学力調査の比較研究として，外国では国語の学力として何がどのように評価されて
いるかを明らかにすることである。本稿では，スペインの国レベル (nacional) の評価として，スペインの教
育科学省の関係機関である，スペイン国立教育評価研究所 Instituto Nacional de Evaluació n Educativa（INEE, イ
ネエと発音）が作成しているテストを研究対象とする。スペインは，西ヨーロッパに位置し，欧州の様々な
教育動向の影響を受けているが，日本の国語科教育学の関係学会では，取り上げられることが少ない国だか
らである。スペインの公用語には，一般的にスペイン語と呼ばれているカスティーリャ語のほかに，
カタルー
ニャ語，ガリシア語，バスク語がある。本稿で，国語として比較研究の対象にしているのは，このうちカス
ティーリャ語（スペイン語）に関する調査である。したがって，筆者はこれまでに，スペインの教育政策や
学力調査についていくらかの調査・報告を行ってきた（足立 , 2005, 2008, 2010）が，このたび 2014 年頃から
新しい学力調査が行われるようになったのを受けて，これを検討するものである。
INEE で現在作成されているスペイン語学力調査は，2014-2015 年度より始まった小学校３年生向けのもの，
2015-2016 年度より始まった小学校６年生（小学校の最終学年に相当する）向けのもの，2016-2017 年度より
始まった中学校４年生（中学校の最終学年に相当する）向けのものがある。それぞれそれ以降毎年行われて
いる。本稿ではそのうち小学校６年生のものに焦点をあてる。理由は２点ある。１点目は，日本では小学校
６年生と中学校３年生で全国学力学習状況調査が行われているため，小学校６年生のものだと比較がしやす
いからである。２点目は，スペインではこれらの調査の前にも，「小学校最終学年調査」という名前で６年
生の調査が行われており，スペイン国内の調査との比較も行えるからである。INEE が作成した６年生のテ
ストには，言語コミュニケーション（スペイン語，英語，フランス語），数学，科学技術基礎の計５科目が
あり，このうち言語コミュニケーション（スペイン語）のものを調査対象とする。
本稿のリサーチ・クエスチョンとして，
・どのようなテクストを調査に用いているか。
・調査で測定するのはどのような能力であるか。また，その能力をどのような解答形式で測定しているか。
の２点を設定する。すなわち，前者はテクストのモードとタイプ（ジャンル）で，後者はテストで測定する
能力（認知過程）の枠組みと解答形式である。
本稿は比較研究であるため，比較する対象として，日本の小学校６年生対象の全国学力学習状況調査を取
り上げる。また，県レベルのものも参考になるので，一例として毎年小学校４年生・５年生・６年生に実施
されている新潟県新潟市小学校教育研究会の学習指導改善調査のうち６年生のものを取り上げる。まず，ス
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ペインの調査の概要や問題例を示し，スペインでの以前の調査との比較をした上で，日本の調査との比較を
行う。

２．ス

インの

ーシ

ン（ス

イン

）

２．１ 枠組み，概要
２．１．１ テクストの ー
６年生のスペイン語学力調査には，音声言語と文字言語のテクストがあり，
聴解力（聞くこと）
，
理解力（読
むこと）を測定している。また，文字言語での表現力（書くこと）のテストがある。
２．１．２ テクストのタイプ（ジャンル）
小学校６年生向けでは，物語 (narrativo)，記述 (descriptivo)，説明 (ex positivo)，議論 (argumentivo) の４つの
ジャンルを扱っている。「物語」とは，物語文のことである。
「記述」とは生活の様々なことを綴った生活文
のようなものである。「説明」は「解説」と訳してある場合もあるが，
説明文や解説文のことである。年によっ
ては，「説明と指示 (instructivo)」という言い方をしている年もある。
「指示」とは，料理のレシピや，工作
の手順書のように，何か順番に行うことを指示するようなタイプの説明文である。議論は，説得することを
目的にした文章のことで，日本語としては意見文がもっとも近いものであろう。音声言語は，今回取り上げ
る 2017-2018 年度の６年生の音声言語は「物語」であるが，
年によっては別のジャンルも取り上げており，
モー
ドとジャンルに固定された関係性はない。
２．１．３
過程
小学校６年生向けの調査では，認知過程（聴解や読解の過程）として，
「情報の特定・獲得」
「統合・解釈」
「熟
考・評価」の３つを設定している。これは，OECD の PISA の 2000 年及び 2009 年調査の読解力の側面と同じ
になっていると言える。
２．１．４ 解答形式
小学校６年生向けのテストでは，
「選択式」
「やや開かれている」
「開かれている」の３種類に分類している。
開かれているというのは，オープンクエスチョンによる解答ということで，答えが一通りに決まらないこと
を言うのだと推測する。おそらく記述式のものを「開かれている」と言っているのではないだろうか。しか
し，聞くこと・読むことの解答のタイプは選択肢式がほとんどで，記述式はない。「やや開かれている」と
いうのはどのような形式であるか見ていきたい。書くことの方は，当然記述式になる。
２．２ 問題例
本稿では，最新の 2017-2018 年度の小学校６年生の調査のすべての問題を取り上げる。「聞くこと・読む
こと」の問題については，大問が４つある。そのうち１つが音声言語，残りの３つが文字言語によるテクス
トである。
「書くこと」の問題については，大問が２つある。すべてに共通する話題は「環境」であると推
測できる。それぞれのテクストと設問の内容を報告する。
２．２．１ 「
と・読む と」 問一「 な
形」
大問一は，音声言語の物語である。クリスマス前の大掃除の時に，ニコとクラウディアという兄妹がいて，
捨てるものと捨てないものを山に分けていて，クラウディアのお気に入りのおもちゃのぬいぐるみを誤って
捨ててしまい，喧嘩になってしまうという物語文である。まず，設問１〜 10 を，選択肢，正答，テクスト
のタイプ，認知過程，解答形式を含めて引用する。
設問１ わたしたちが聞いていたのは，
A ニュースの報告
B 広告のアナウンス
C 物語のナレーション
D 意見のディベート
正答 C

です。
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テクストのタイプ

物語

認知過程

熟考・評価

解答形式

選択式

設問２ コレタスとは何のことですか。
A クラウディアのマスコット
B クラウディアの兄
C 必要なぬいぐるみ
D 古いぬいぐるみ
正答 D
テクストのタイプ 物語
認知過程 統合・解釈
解答形式 選択式
設問３

次の文が合っているか間違っているか，印をつけなさい。
合っている

クラウディアの両親は，夏が来る前に掃除をしている。
クラウディアは寝る前に，トレボルに間違いをしでかした。
ニコはトレボルに教区に行った時に袋を渡した。
クラウディアは自分の人生からトレボルを追放したかった。
正答 間違っている―合っている―合っている―間違っている
テクストのタイプ 物語
認知過程 統合・解釈
解答形式 やや開かれている
設問４ 語り手が，「なくてもいい」おもちゃと言ったのは，どういう意味ですか。
A それらは残しておかなければならないおもちゃである。
B それらは必要ではないおもちゃである。
C それらは新しいおもちゃである。
D それらは山に捨てるべきおもちゃである。
正答 B
テクストのタイプ 物語
認知過程 統合・解釈
解答形式 選択式
設問５ なぜニコは，今は不満を言うべきではないと思ったのですか。
A なぜなら彼女は言われたとおりにやっただけだから。
B なぜならクラウディアはうそをついているから。
C なぜならトレボルを捨てていなかったから。
D なぜなら別の機会があるから。
正答 A
テクストのタイプ 物語
認知過程 熟考・評価
解答形式 選択式

間違っている
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聞いたテクストの最もよい要約はどれか選びなさい。

A

クラウディアとニコはおもちゃで戦争をしている。

B

クラウディアはクリスマス前に家を大掃除するように両親から言われている。

C クラウディアの弟は誤ってお気に入りのおもちゃを捨てる。
D クラウディアのお気に入りのおもちゃをわざと捨てる。
正答 C
テクストのタイプ 物語
認知過程 統合・解釈
解答形式 選択式
設問７ クラウディアの母親はどのような解決策を提案しますか。
A 起こったことに基づいてニコを罰すること。
B 翌日教会に行くこと。
C すぐに教会に行くこと。
D 別の全く同じ人形を買うこと。
正答 B
テクストのタイプ 物語
認知過程 情報の特定・獲得
解答形式 選択式
設問８ 彼の母親がトレボルについて尋ねたとき，ニコが「言いよどんだ」とはどういう意味ですか。
A 彼は自分がしたことを覚えていなかった。
B 彼は自分がしたことについて神経質になり，とても怒った。
C 彼は与えようとしている答えを疑った。
D 彼は話そうとした時にめまいを感じた。
正答 A
テクストのタイプ 物語
認知過程 統合・解釈
解答形式 選択式
設問９ なぜニコは物語の終わりに「心に重くのしかかる奇妙でとても不安」を感じたのだと思いますか。
A なぜなら彼は家族に嘘を言ったから。
B なぜならトレボルを見つけることができず罪悪感があったから。
C なぜならトレボルに何が起こったかをよく知っていて，何も話したくなかったから。
D なぜなら妹が嘘を言っていることが分かっていたから。
正答 B
テクストのタイプ 物語
認知過程 統合・解釈
解答形式 選択式
設問 10 語り手は「突然，ニコの心に光が当たりました。」と述べています。これは何を意味していま
すか。
A ニコは電気のおもちゃで遊ぶのが好きだった。
B ニコはあることを思いついた。
C ニコは頭が痛くなり始めた。
D ニコは明かりをつけっぱなしにしていたことに気付いた。
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正答

B

テクストのタイプ

物語

認知過程

統合・解釈

解答形式

選択式

以上のように，設問１から設問 10 のすべてのテクストのタイプは物語であった。設問１は，物語の内容
に対する設問ではなく，物語についての知識を問うているので，
「熟考・評価」にあたる。設問２は，統合・
解釈の設問である。テクストの１か所ではなく，複数個所を読み取って統合することで，解釈が得られる。
解答の形式は設問１と同様に選択肢になっている。このように，認知過程と解答の形式の組み合わせ方は，
様々ある。設問３も，統合・解釈の認知過程である。このような解答形式が，
「やや開かれた」形式である。
しかし，
「やや開かれた」解答は，中身としては正答が１種類だけ決まる閉じられたものであると言える。
設問２も設問３も統合・解釈の設問であるが，解答形式は異なる。認知過程は 10 問中，情報の特定・獲得
が１問，統合・解釈の設問が７問，熟考・評価の設問が２問であった。解答形式は選択式が９問，「やや開
かれた」が１問であった。
２．２．２ 「
と・読む と」 問 「３ のルール」
大問二は，環境３Ｒであるリデュース (Reducir)・リユース (Reutiliz ar)・リサイクル (Reciclar) を用いながら，
環境問題についての議論の文章である。
設問 11 タイトルが「３Ｒのルール」となっているのはなぜですか。
A ３つの単語いずれも，２つのＲの間にアルファベットが入った言葉になっているから。
B ルール (regla) という言葉はＲの文字で始まるから。
C ３つの単語はいずれもＲの字で始まる単語だから。
D 作者の名前がこの字で始まるから。
正答 Ｃ
テクストのタイプ 議論
認知過程 情報の特定・獲得
解答形式 選択式
設問 11 〜設問 20 は，いずれもテクストのタイプは「議論」文ということになる。以下，紙面の都合上，
選択肢や正答やテクストのタイプは省略し，認知過程と解答形式のみを設問文の終わりに付す。
設問 12 観光に有利なリデュース，リユース，リサイクルの順番は次のとおりです。
（情報の特定・獲得，
選択式）
設問 13 廃棄する前に物を使用するその寿命を延ばすことは，次のものです。
（統合・解釈，選択式）
設問 14 なぜ，消費される商品の量を減らすことが重要なのですか。
（統合・解釈，選択式）
設問 15 リユースとは何を意味していますか。（統合・解釈，選択式）
設問 16 リユースのルールに従うと次のことができます。
（熟考・評価，選択式）
設問 17 次の文が合っているか間違っているか，印をつけなさい。
（統合・解釈，やや開かれている）
注意深く読みなさい：
リユースは別の目的を与えるために重要である。
ごみを出さないためにはリデュースが重要である。
資源を枯渇させないためにはリユースが重要である。
リデュースは家のスペースを広げるために重要である。

合っている

間違っている
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次の文が合っているか間違っているか，印をつけなさい。
（熟考・評価，やや開かれている）
注意深く読みなさい：

合っている

間違っている

私たちは無駄にしないために水を再利用している。
グラスから飲まなかった水は灌漑で利用される。
お金を払わないことが一番大事なので水を再利用する。
床をふく水は皿を洗うために使われる。
設問 19 「リサイクル」のプロセスがどのようなものか，その順番を示しなさい。
（統合・解釈，やや
開かれている）（下線部に数字を記入する）
材料を処理する。
廃棄物を選んだり分けたりする。
新しい類似物を生産する。
ゴミ収容容器を使用する。
設問 20 ガラスびん，段ボール箱，バナナの皮をごみ箱に捨てるとします。それぞれをどのコンテナ
に入れますか。（熟考・評価，選択式）
「やや開かれている」設問として，複数の文に合っているか間違っているかどちらかに印を付けるものと，
順番を正しく並べるものがあることが分かった。認知過程としては，情報の特定・獲得が２問，統合・解釈
が５問，熟考・評価が３問である。
２．２．３ 「
と・読む と」 問 「情報
のシン ルの 源」
大問三は，情報技術に関するシンボルマーク「Wi-Fi」「Bluetooth」「U SB」「@ マーク」について，説明し
た文章で「説明」文にあたる。設問 21 から設問 30 までは，この説明文についての設問である。
設問 21 Wi-Fi は何を参照した語句ですか。（情報の特定・獲得，選択式）
設問 22 実際のところ Wi-Fi のロゴは何をまねて作られているのですか。
（統合・解釈，選択式）
設問 23 英語で「青い歯」である bluetooth という語が意味するのは，
である。
（情報の特定・獲得，
選択式）
設問 24 bluetooth の技術は何のために使われるのですか。
（統合・解釈，選択式）
設問 25 bluetooth の実際のロゴは，どの地域を起源としていますか。
（統合・解釈，選択式）
設問 26 U SB とはスペイン語では何を意味していますか。
（統合・解釈，選択式）
設問 27 U SB のアイコンの起源はどこにありますか。
（情報の特定・獲得，選択式）
設問 28 ＠マークは古代では次のことのシンボルでした。
（熟考・評価，選択式）
設問 29 昔から今まで＠マークの使用は次のことと関係があります。
（熟考・評価，選択式）
設問 30 次の文が合っているか間違っているか，印をつけなさい。
（熟考・評価，やや開かれている）
すべてのシンボルは、･･････

合っている

間違っている

時間とともに進化してきた。
インターネット時代に登場した。
ソーシャルネットワークで初めて使用された。
英語を起源としている。
２．２．４ 「
と・読む と」 問 「 の
」
大問四は，「森の小道で」というタイトルの記述である。いつどのようなことが起こったかを記述してい
く「記述」文である。設問 31 〜設問 37 と設問数が少ないので，選択肢も示すこととする。
設問 31 少女がクロウタドリを「黒い矢」だと言ったのはどういう意味ですか。
（統合・解釈，選択式）
A 誰かが黒い矢でクロウタドリを射止めようとしていること。

1

国語学力調査の比較研究

B

子供たちがその鳥をクロウタドリと呼んでいること。

C

クロウタドリは真っ黒な色で，非常に速く飛ぶので，矢のように見えるということ。

D

クロウタドリは小さくて遅い鳥だということ。

設問 32

次の文が合っているか間違っているか，印をつけなさい。
（統合・解釈，やや開かれている）
合っている

間違っている

３人の子供達は森に到着した時一緒にいた。
最初にさえずりが聞こえた鳥はナイチンゲールである。
これは，少女が初めて小道に入った日のことである。
隠れ家は枝分かれしていて，そこには大きな窓がある。
設問 33 森についてのこの記述（描写）は１日のどの時間帯でしょうか。
（熟考・評価，選択式）
A 日暮れ
B 夕方
C 夜明け
D 正午
設問 34 少女の祖母が表した文として最もよいのはどれですか。祖母は若い頃 ･･････（統合・解釈，
選択式）
A 陽気で，目のことを心配していた。
B 目が見えないという問題にかかわらず，いつも微笑を浮かべていた。
C 明るい目をしていて，笑顔で，コロンの香りがした。
D 目が暗く表情も悲しそうだった。
設問 35 読んだ文章は，次のどれだと思いますか。
（熟考・評価，選択式）
A 新聞記事
B 個人の日記
C インタビュー
D 探偵小説
設問 36 少女が，二羽のクロウタドリのうちの一羽が「光の射撃を受けて」と言ったのは，どういう
意味ですか。（統合・解釈，選択式）
A 太陽がクロウタドリを完全に照らしたこと
B 何かがレーザー光線のように横切ったこと
C 葉の間の光が断続的にその体を照らしたこと
D 太陽の光がクロウタドリを傷つけること
設問 37 少女が隠れ場所に「小道 (senda) に沿って」行くようにと言ったのは，
どういう意味ですか。
（熟
考・評価，選択式）
A 川の岸 (orilla) に沿って
B 大通り (avenida) に沿って
C 道 (camino) に沿って
D 街道 (carretera) に沿って
記述文を対象としている設問 31 から設問 37 には，情報の特定・獲得の設問はなかった。したがって，相
対的に，３問あった熟考・評価の割合が高いように感じられる。設問 33 の認知過程が熟考・評価は，選択
肢の単語がこの記述の文に出てくるのではなく，描写されている様々な様子をもとに，自分の生活経験など
と照らし合わせて解答しなければならないからである。設問 35 は，この文章の内容や書きぶりの両方から，
この文章がどのようなジャンルあるいは媒体に掲載されているかを答えるもので，先行知識を手がかりにし
て回答する熟考・評価ということになる。また，設問 37 は語彙の問題のように見えるが，senda（小道）と
いう語を，自分の生活にある未知を表す様々な語と照らし合わせ，どれがもっともニュアンスが近いかを回
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第 13 巻

第1号

答するもので，生活経験や知識が重要視されることから，熟考・評価に分類されている。
見てきたとおり，認知過程に決まった解答形式はない。熟考・評価であるからと言って記述式あるいは「や
や開かれている」とは限らないし，統合・解釈であるからといっていつも選択式であるとは限らない。
以上のとおり，
「聞くこと・読むこと」のテクストのタイプ，認知過程の割合を示したものを，表１に示す。
表１は，教師が採点をするためのガイドブックからとったもので，後の比較の都合上，縦と横を入れ替えて
作成した。パーセンテージはテストの計画上の割合を示したものであり，丸括弧のパーセンテージはテスト
の設問の実際の割合を示したものである。いずれもこの数字はガイドブックに掲載されたものである。
２．２．５ 「
と」 問一「
りた の 」
書くことのテストには２つの大問がある。その１つ目の大問一は，
「私が知りたいのは」という題が与え
られており，チューターに次週教えてほしいことを議論（意見文）の形式で書くというものである。80 語
以内で書くように指定されており，15 行のスペースがある。条件が３つ示されている。
表１

ス

イン

認知過程

テクスト
物語
30％
（27％）

６

1

1

の枠組み及び

と・読む と）
4
とに

）

統合・解釈

熟考・評価

計

設問7

設問２
設問３
設問４
設問６
設問８
設問９
設問10
設問31
設問32
設問34
設問36
設問22
設問24
設問25
設問26
設問13
設問14
設問15
設問17
設問19
50%
（48.1% ）
60%
（70% ）

設問１
設問５

10

設問33
設問35
設問37

7

設問28
設問29
設問30

10

設問16
設問18
設問20

10

30%
（33.4% ）
20%
（20% ）

27

説明
35％
（27％）

設問21
設問23
設問27

議論
15％
（27％）

設問11
設問12

文字言語

20％
（18.5% ）
20%
（10% ）

音声言語
ス

1

情報の特定・獲得

記述
20％
（19％）

表２

題一覧（
（I

イン

議 論

内容のブロック：
話すこと・
書くこと

６

1

一貫性
Coherencia
基準１
基準２
基準３

記 述

基準 11
基準 12
基準 13
30%

過

1

の枠組み及び 題一覧（
（I
1
程
結束性
Cohesió n
基準４
基準５
基準６
基準 14
基準 15
基準 16
30%

適合性
Adecuació n
基準７
基準８
基準９
基準 10
基準 17
基準 18
基準 19
基準 20
40%

と）
とに
）

50%

50%

100%
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3

設問
クラスでチューターに次週教えてほしいこと（教えてほしいテーマ）を提案する。どのテーマがよいか，ク
ラスで投票する。
条件
・自分が知らないことで，学びたいことを考える。
・自分が選んだテーマがなぜ最も興味深くて知るべきなのか，４つ理由を書く。
・アイディアをしっかり説明することを忘れないように。
基準１
基準２
基準３
基準４
基準５
基準６
基準７
基準８
基準９
基準 10

考えを明瞭に，センス良く，正しい進め方で伝えている。
見本となる基礎的要素を入れて，理解してもらえるように自分の考えを表現している。
一貫性を伴った議論を反映した文章，意見，反省，評価を表現している。
テクストに結束性を与える必要性を基礎にした接続を認識したり，使用したりしている。
句読点が正しく適用されている。
コミュニケートの意図の機能の中で変化に富んだ語彙が使用されている。
適切なレジスターを使用し，文法や綴りの要求に合わせて，テクストを書いている。
適切なレジスターを使用し，文法や綴りの要求に合わせて，テクストを書いている。
句読点やアクセントの規則を正しく，また大文字を適切に適用している。
秩序，明確さ，清潔さの態度が表れた作文を提出している。

これらの 10 の基準は，「一貫性」(Coherencia)「結束性 (Cohesió n)」「適合性（または適合性と提示性）
(Adecuació n y presentació n)」の３観点に分類できる。分類したものを２に表す。採点するための例がルーブリッ
クの形で示したものを表３として挙げる。これは実は，INEE が教師に「採点ガイド」として提供している
もので，採点者は受験した生徒の担任教師である。基準７と基準８が同じに見えるが，基準７は主にレジス
ター，すなわち言語使用域としての言語使用場面に適切な語彙であるかどうかについて，基準８は文法や綴
りについてであることが分かる。
２．２．６ 「
と」 問 「 わ な
ー 」
「書くこと」の大問二は「終わらないゲーム」という題名が与えられており，自分でゲームを考えて説明
するというものである。さいころ，卵，仮面，旗の４つの絵が「使用すべき物」として描いてある（ただし，
全部を使わなくてもよい）。人数，必要な物，ゲームの構成などの要素について表現するので，ジャンルと
しては「記述」ということになる。分量は指定されている表題も含めて 15 行である。
設問
・オリジナルのゲームを発明しよう。
条件
・与えられた物を使用することができる。
・80 語以上で書くこと。
・少なくとも次の情報を書くこと。（遊ぶ人数，必要な物，ゲームの構成）
基準 11
基準 12
基準 13
基準 14

考えを明瞭に，センス良く，正しい進め方で伝えている。
見本となる基礎的要素を入れて，理解してもらえるように自分の考えを表現している。
述べることを組織化し計画している。
テクストに結束性を与える必要性を基礎にした接続を認識したり，使用したりしている。
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表３

１

ス

イン

６

第 13 巻

「

と」

第1号

「

りた

の

」

表

一 的な
基準
―何も書いていない時には，コード 9 を付ける。
―文章が要求されている行数に足りない場合には，採点表のいずれの欄もコード 0 となる。
―要求されている課題に全く関係のないこと（例えば，テーマに関係がない話や，個人的なことなど）
が書いてある場合には，コード 0 となる。
一

貫

性

コード１

コード 0

考えの表現において明瞭ではなく，
考えは多くにおいて明瞭な形式で，グロー 文章が，
基準１
正しい進め方ではない。
考えを明瞭に，セ バルな感覚で，正しい進め方で伝えられて センスも良くなく，
形式を示したり，考えを終わりまできちん
ンス良く，正しい いる。
と示したりすることにおいて難点がある。
進め方で伝えてい
る。
基準２
見本となる基礎的
要素を入れて，理
解してもらえるよ
うに自分の考えを
表現している。

情報が課題の目的に合っている。情報を提
出することあるいは課題の指示を実行する
ことに関して，誤りがあったとしても１つ
の誤りを犯すにとどまっている。
誤りの例：
―課題に関係のない情報を提出している。
―そのテーマを選んだ理由が４つより少な
い。
―その提案を行う理由を提出していない。

提出しなければならない情報もしくは与え
られた課題を遂行するための指示に関して
１つより多くの誤りがある。
誤りの例：
―課題に関係のない情報を提出している。
―指示を直接コピーした情報を提出してい
る。
―関係のない情報を提出している。
―情報を提出していない。
―そのテーマを選んだ４つの理由に言及し
ていない。
―その提案を行う理由を出していない。

該当する。
明瞭でかつ完全なセンスのある学習の形式 次のことに な と １
基準３
一貫性を伴った議 で回答を表現している。センスのある議論 ―学習したいことを明瞭に表現していな
い。
論 を 反 映 し た 文 が，詳細を述べており，設問に基づいてい
章， 意 見， 反 省， る。意見を支持する理由が含まれており， ―詳しい議論の形を用いていないか，また
は，提供している意見について不適切な
評価を表現してい その意見は興味深く，投票したくなるよう
形式を用いている。
なものである。
る。
―提出した情報が少ないか，または，この
課題の解決のためには関係のない議論を
提出している。
―議論が関係のないものである。
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表３

２

ス

イン

６

「
結
コード１

基準４
テクストに結束性
を与える必要性を
基礎にした接続を
認識したり，使用
したりしている。

と」
束

「

りた

の

」

表（

）

性
コード 0

の
文が良く関連づけられている。要求された 次のことに関して， な と １
がある。
ときにテクストの結束性を提供する接続や 間
要素が適切に使用されている。テクストが ―テクストが要求している接続や要素を用
いていない。
うまく構造的に結合されている。
―テクストが混乱しており，発話が接続を
有していない。
―接続の不要なものの繰り返しがある。
―必要がないときに接続表現が使用され
る。
―誤った接続が使用される。

要求にしたがって書いた文について間違い 次のことに関して３つより多くの間違いを
基準５
句読点が正しく適 や省略があった，そのテクストの句読点の 犯している。
例：
失敗が３つ以内である。
用されている。
―句が終わるための点を使用していない。
例：
―句が終わるための点を使用していない。 ―文が終わるための点を使用していない。
―文が終わるための点を使用していない。 ―三点リーダーで３つ以上の点を使用す
る。
―三点リーダーで３つ以上の点を使用する
( U tiliz a má s de tres putos en los puntos ―列挙でコンマがない。
―疑問や感嘆において，疑問符か感嘆符が
suspensivos.)。
１つだけである。
―列挙でコンマがない。
―疑問や感嘆において，疑問符か感嘆符が
１つだけである。
―文や句の終わりの点がない。
―三点リーダーの点が３点以上ある (Má s
de tres putos suspensivos)。
文章は変化に富んだ言葉を生み出してお 文章は，同義語，代名詞，変化に富んだ類
基準６
コミュニケートの り，繰り返しを避けるために必要な資源 語の動詞などが必要な場面でも，繰り返し
意図の機能の中で （同義語，代名詞など）を使用している。 同じ言語が使用されている。
変化に富んだ語彙
が使用されてい
る。
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３

ス

イン

６

「

第 13 巻

と」

第1号

「

りた

の

」

表（

）

適合性と提示性
コード１
基準７
適切なレジスター
を使用し，文法や
綴りの要求に合わ
せて，テクストを
書いている。

コード 0

次に示すような望ましくない状況
(circunstancia) を与えている。
―文章が，自分の考えを議論という課題に
対しては，不適切な表現を伴っている。
（過度にインフォーマルであったり，俗
悪なレベルの要素や，過度にフォーマル
俗語は使わないようにするという要求に合
であったりする）
わせて，説明が調整されている。
―過度に口語的であったり，あるいは，過
度にフォーマルである言葉が使用されて
いる。
―俗語を使用している。
作文は，用件・相手・立場を考慮して，課
題に適したレジスターを有している。
（学
校という文脈でよりよいものを選択しなけ
ればならないという考えの議論）

次の要素について２つ以下の間違いを犯し 次の要素について少なくとも２つを越える
基準８
間違いを犯している。
適切なレジスター ている。
を使用し，文法や ―語の分離の間違い。例：a ver と書くべ ―語の分離の間違い。例：a ver と書くべ
きところを aver と書いている（１つの間
きところを aver と書いている（１つの間
綴りの要求に合わ
違いと数える）。Supermercado と書くべ
違いと数える）。Supermercado と書くべ
せて，テクストを
きところを super mercado と書いている
きところを super mercado と書いている
書いている。
（これも１つの間違いと数える）
。
（これも１つの間違いと数える）
。
―次のような表記の間違いを使用してい ―次のような表記の間違いを使用してい
る：
る：
・b と v，g と v，r と rr の混用。
・b と v，g と v，r と rr の混用。
・h の使用（付けるべき時に付けない， ・h の使用（付けるべき時に付けない，
付けてはいけない時に付ける）
。
付けてはいけない時に付ける）
。
・p と b の前の m
・p と b の前の m
・z や d で終わる語
・z や d で終わる語
・c とｚの正しい使用，二重字 qu と cc
・c とｚの正しい使用，二重字 qu と cc
・y で終わる語
・y で終わる語
・ga，go，gu，gue，gui，gü e，gü i の 正
・ga，go，gu，gue，gui，gü e，gü i の 正
しい綴り。
しい綴り。
アクセントの一般的な規則について綴りの アクセントの一般的な規則について３つを
基準９
句読点やアクセン 間違いが３つ以内である。また，大文字の 越える間違いを犯している。また，大文字
の使用について２つを越える間違いを犯し
ト の 規 則 を 正 し 使用の間違いが２つ以内である。
ている。
く，また大文字を
適切に適用してい
る。
概して，提示されたものは注意深いもので 提示されたものが，注意を払わないもので
基準 10
ある。
秩序，明確さ，清 ある。
潔さの態度が表れ ―課題のために与えられた形式が尊重され ―課題のために与えられた形式が尊重され
ている。
ている。
た作文を提出して
―汚れや線を引いて消したものがある。
いる。
―筆跡が判読できなかったり，作文として
判読しがたかったりするものである。
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基準 15

句読点が正しく適用されている。

基準 16

コミュニケートの意図の機能の中で変化に富んだ語彙が使用されている。

基準 17

適切なレジスターを使用し，文法や綴りの要求に合わせて，テクストを書いている。
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基準 18 句読点やアクセントの規則を正しく，また大文字を適切に適用している。
基準 19 動詞において，単純動詞・複合動詞のいずれもで，人称と非人称の形式，直接法と接続法な
どが正確に活用され使用されている。
基準 20 秩序，明確さ，清潔さの態度が表れた作文を提出している。
基準 11 〜基準 20 についても，一貫性，結束性，適合性のいずれの分類に属すのか，表２に示す。基準 11
は「書くこと」の大問一「私が知りたいのは」の基準１と，基準 12 は基準２と，基準 13 は基準３と，基準
14 は基準４と，基準 15 は基準５と，基準 16 は基準６とおなじである。基準 17 は，基準６及び基準７と同じ
である。すなわち，レジスター（基準６）と文法や綴り（基準７）を両方１つの基準にしているのである。
基準 18 は基準９と同じである。異なるのは基準 19 であり，これに該当するものは大問一「私が知りたいの
は」にはない。スペイン語は動詞の活用が難しく，１人称２人称３人称とそれぞれの複数形の計６通りの活
用があり，指示や命令を伝えたりする場合も接続法を用いる。単純に自分（１人称）の意見を伝える大問一
に比べ，大問二は遊びのルールとして一般化した言い方や指示や手順を伝える言い方などが必要になってく
る。そのような事情から大問二には大問一にはなかった基準 19 が設定されているのだと推測する。大問一
の表３のような採点基準表も大問二は存在するが，紙面を多く取り過ぎるため，ここでは省略する。その表
によると，基準 19 のコード１（すなわち正答）は，「テクストレベルで使用される動詞の活用及び時制につ
いて誤りがないこと」となっている。基準 20 は基準 10 と同じである。
２．３ ス インの６
の 1
1
と
の
２．３．１ テクストの ー
以上，スペイン語の言語コミュニケーションのテストについて問題をすべて見てみた。特徴は，音声言語
（話すこと・聞くこと），文字言語（書くこと・読むこと）というテクストのモードではなく，表２に「ブロッ
ク」という言葉が書いてあるように，表現（話すこと・書くこと），理解（聞くこと・読むこと）という塊
でテクストを扱っていることである。
筆者は 2002 年から 2003 年にかけてスペインに５か月間滞在する機会を得，その前後何度か INEE の前身
である INCE（Instituto Nacional de Calidad y Evaluació n，国立質評価研究所）や IE（Instituto de Evaluació n 評
価研究所）を訪問し，スペインでの教育研究についての情報を獲得してきた。表４は６年生にあたるスペイ
ン小学校最終学年の調査について取材した後に筆者が作成したものの再掲である。表現，理解という枠組み
ではなく，テストは読むことは読むことだけで作成されていた。話すこと・聞くことについては，研究所に
訪問した折に，「試作段階だけど ･･････」と言われながら，交差点に車や歩行者がたくさんいる絵を見せて
もらったことがある。それについて「面接方式で，絵を見て児童に話をしてもらうようなテストを考えている」
と聞いた。しかし，今回の 2015-2016 年度開始の６年生調査では，その方式は採用せず，音声ファイルをウェ
ブサイト上に掲載することで聞くことを測定することになったことが分かる。
２．３．２ テクストのタイプ（ジャンル）
表４に示したとおり，2003 年のスペイン小学校最終学年調査では，テクストは文学的テクストと情報的
テクストと画像的テクストに分けられていた。これは，
本稿で対象にしているテクストのタイプ（ジャンル）
とはやや異なっている。例えば，
「記述」は文学的テクストの中に含まれている。対話とモノローグ，
手紙など，
異なる分類になっている。画像的テクストについては，2000 年代の初めは，PISA による非連続型テクスト
（図，
表，グラフ，地図，広告など）が扱われたり，メディアリテラシーと言って写真や絵などが扱われたりして，
いわゆる文字だけではないテクストに関心が集まっていた。2003 年調査では，そのあたりの状況を反映し
てテストが作られていたことが分かる。しかし，2017-2018 年度調査では，物語，記述，説明，議論などのジャ
ンルがテクストのタイプとなった。

8
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表４

ス

イン

出題内容

テクスト

演
劇
文学的
記
述
テクスト
28
対
話
（34％）
モノローグ
公
表
情報的
ニ
ュ
ー
ス
テクスト
25
手
紙
（31％）
指
示
コミック
画像的
絵
テクスト 口
29
広
告
（35％）
地
図
計



表５

ス

第 13 巻

の枠組み・
文字通りの
理解

再構成

第1号

題一覧

推論的読み

8A
28A,29A

（

批判的読み

12A,13A

10A

31A,33A

40A,32A

）
評価

計
4

30A

7

37C,35C

38C

39C,40C

41C,43,36C

42C

9

36D

41D,39D

42D,37D

43,40D

38D

8

4A

4

1A

2A

3A

33D,28D

31D

29D

101,102,103

104,105

106,107

108

109

9

28B

33B,32B,31B

29B

30B

6

17A,19A

20A,21A

23A

24A,22A

7

30D,32D

6

36A

37A

38A

41A,43

40A,42A,39A

8

36B

43,38B

42B,39B,37B

41B

40B

8

32C

30C,29C

33C,28C

31C

14
（17％）

16
（19％）

23
（28％）

17
（21％）

インの

の

の

際・

テストの読解

6
12
（15％）

の枠組み
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２．３．３

過程
表４に示したとおり，2003 年の認知過程は，
「文字通りの理解 (Comprensió n literal)」
「再構成 (Reorganiz ació n)」
「推論的読み (Lectura inferencial)」「批判的読み (Lectura crí tica)」「評価 (Apreciació n)」の５つが設定されてい
たが，これが「情報の特定・獲得」「統合・解釈」「熟考・評価」の３つに整理された。2003 年の「文字通
りの理解」と「再構成」が，
2017-2018 年調査では「情報の特定・獲得」に，
「推論的読み」は「統合・解釈」に，
「批
判的読み」及び「評価」が「熟考・評価」に整理されたものと推測される。表５に，主な国際及び国内テス
トの認知過程の枠組みを一覧表にして示す。スペインの 2003 年調査と 2017-2018 年度調査の違いは，認知過
程を経済協力開発機構 (OECD) の国際学力調査 PISA の読解力に認知的側面に影響を受けていると考えられ
る。PISA は，2000 年から初めて行われたテストであるが，基本的にテキスト内部の情報を利用しテキスト
の独立した部分に焦点をあてる「情報の取り出し」，基本的にテキスト内部の情報を利用しテキスト内の特
定の部分に焦点を当てる「幅広い一般的な理解の形成」
「解釈の展開」
，外部の知識を引き出し内容に焦点を
当てる「テキストの内容の熟考・評価」，外部の知識を引き出し形式に焦点を当てる「テキストの形式の熟考・
評価」の５つの読解力の側面を考えた。そして，「幅広い一般的な理解」
「解釈の展開」を「解釈」
，
「テキス
トの内容の熟考・評価」と「テキストの形式の熟考・評価」を「熟考・評価」と３つにまとめて設問と成績
をとらえるようにした。同じ枠組みは，PISA の 2009 年調査の「アクセス・取り出し」
「統合・解釈」
「熟考・
評価」に踏襲されている。PISA の 2018 年調査は側面というよりもより過程（プロセス）であることを打ち
出し最初に読みの流暢性というものを設定しているところが少し変わったが「情報を探し出す」
「理解する」
「評価し熟考する」の枠組みは変更がない。このような PISA 調査の枠組みは，各国の国内テストにも影響を
与えている。例えば，米国の National Assessment of Educational Progress (NAEP) という国内テストは独自に「全
般的な理解の形成」「解釈の展開」「読者とテクストとのつながり」
「内容と形式の吟味」という認知過程の
枠組みを持っていたが 2009 年調査時に「位置の特定・想起 (recall)」
「統合・解釈」
「批判・評価」という３
つの認知過程に変更した。筆者が 2007 年に INEE の前身である IE で調査した際も，PISA2006 年調査と新し
く PIRLS という小学校４年生の国際テストの結果分析を行っており，担当者がこれらの国際テストが国内テ
ストに及ぼす影響について言及してくれた。このようなことで，認知過程についても，2003 年調査時と今
回対象にした 2017-2018 年度調査でも変更があったことが確認できた。

３．ス

インと

本の

との

３．１
本の
の
2017-2018 年度のスペインの小学校６年生の全国学力調査は 2018 年の６月に行われたので，比較する日
本の学力調査として，平成 30 年４月に実施された全国学力・学習状況調査小学校６年生国語の調査問題と，
補足として平成 30 年５〜６月に実施された新潟県新潟市小学校教育研究会による学習指導改善調査を選定
する。なお，全国学力・学習状況調査は各学校の最終学年である小学校６年生と中学校３年生に，学習指導
改善調査の方は，小学校４年生・小学校５年生・小学校６年生に別々の問題が作成されている。スペインと
の比較ということを重視するので，いずれも，本稿で取り上げるのは小学校６年生である。
全国学力・学習状況調査は，2007 年から毎年行われている調査で，
「A 主として『知識』に関する問題」と「B
主として『活用』に関する問題」の２問がある。「解説資料」より，問題の概要，出題の趣旨，学習指導要
領の領域等の一覧表の一部を掲載する（表６，表７）
。また，新潟県新潟市小学校教育研究会の学習指導改
善調査の設問の一覧を表８に掲載する。さらに，書くことの評価基準を表９に表す。
３．２ ス インと 本の
の
，実
，実
スペインの小学校６年生の全国学力調査は，教師に向けて，やはり学習指導改善が一番のねらいである。
これは，全国学力・学習状況調査と，学習指導改善調査と同じと考えてよい。実施時期も，６年生の４月〜
６月ということでよく似ている。しかし，スペインの学年暦は９月開始で翌年の６月で終了するので，どち
らかというと，６年生の最後の時期にあたる。これが，５年生までの内容を対象とする全国学力調査及び学
習指導改善調査と異なるところである。しかし，スペインでも，調査結果を活かして，教師が授業改善をで
きるように，様々な情報や研修会の提供などを行っているという。日本でも，全国学力・学習状況調査は，
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第 13 巻

表６
番号

と

「

」に

問題

問題の概要
出題の趣旨
学習指導要領の領域等
図書館への行き方の説明として適切なも 相手や目的に応じ、自分が伝え 話すこと・聞くこと３・
のを選択する
たいことについて事例などを挙 ４イ
げながら筋道を立てて話す
物語を書くときの構成の工夫の説明とし 自分の想像したことを物語に表 書くこと５・６イ
て適切なものを選択する
現するために、文章全体の構成
の効果を考える
【オムレツを作ったあとの感想】をふま 目的に応じて必要な情報を捉え 読むこと３・４イ
え、
【オムレツのページ】をどのように る
読めばよいか、適切なものを選択する
『くらやみの物語』を読んで心に残った 登場人物の心情について、情景 読むこと５・６エ
ことを一文を取り上げて説明する際に、 描写を基に捉える
その一文が心に残った理由として適切な
ものを選択する
【 春 休 み の 出 来 事 の 一 部 】 の 中 で、 文の中における主語と述語との 伝統的な３・４⑴イ
･･････ 部と――部とのつながりが合っ 関係などに注意して、文を正し
く書く
ていない文を選択し、正しく書き直す
慣用句の意味と使い方として適切なもの 日常生活で使われている慣用句 伝統的な３・４⑴ア
を選択する（心を打たれる）
の意味を理解し、使う
相手や場面に応じて適切に敬語 伝統的な３・４⑴イ
【話を聞いている様子の一部】の 、
に入る内容の組み合わせとして適切なも を使う
のを選択する
文の中で漢字を使う（せい造、せつ備、 学年別漢字配当表に示されてい 伝統的な５・６⑴ウ
しょう毒、かん理、せっ極的）
る漢字を文の中で正しく使う
表

番号

第1号

と
問題の概要

出題の趣旨

「

」に

問題

学習指導要領の領域等

一 【話し合いの様子の一部】における木村 話合いの参加者として、質問の 話すこと・聞くこと５・
さんの発言の意図として、適切なものを 意図を捉える
６オ
選択する
二 【話し合いの様子の一部】における司会 計画的に話し合うために、司会 話すこと・聞くこと５・
の発言の役割として、適切なものを選択 の役割について捉える
６オ
する

三 これから言葉をどのように使っていきた 話し手の意図を捉えながら聞 話すこと・聞くこと５・
いかについて、北川さん、小池さんのい き、自分の意見と比べるなどし ６オ
を書く
ずれかの意見を採り上げ、
て考えをまとめる
書くこと５・６ウ

一 「かみかみあえ」についての【おすすめす 目的や意図に応じて、文章全体 書くこと５・６イ
のように書 の構成や効果を考える
る文章】の最初の部分に
いたに理由として適切なものを選択する

二 【おすすめする文章】の

に、虫歯を 目的や意図に応じ、内容の中心 書くこと５・６ウ
防ぐ効果について、【保健室の先生の話 を明確にして、詳しく書く
から分かったこと】を取り入れて書く

三 【紹介する文章】を基にして【おすすめ 推薦するためには、他のものと 書くこと５・６ウ
する文章】を書くときの工夫として適切 比較して書くことで、よさが伝
なものを選択する
わることを捉える

一 山下さんは、どのようなことが知りたく 目的に応じて、複数の本や文章 読むこと５・６イ
て【自伝「旅人」の一部】を読んだのか、 などを選んで読む
その説明として適切なものを選択する

二

【伝記「湯川秀樹」の一部】を読んで、 目的に応じて、文章の内容を的 書くこと５・６ウ
【ノートの一部】 最も心がひかれた一 確に押さえ、自分の考えを明確 読むこと５・６ウ
に入る内容を にしながら読む
文とその理由の文章の
書く
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表
通番

設問

教

研究
問題の概要

指

第６
測定している力

設問一覧
学習指導要領
の領域等

①

問い一 「食」をテーマにした三つの資料から分か 資料を正しく読む
らないことを選ぶ

読むこと（１）ウ

②

問い二 「食品ロスを減らそう集会」の話し合いを 文章と資料を関連づけて読む
読み、田中さんと井上さんの意見をまとめ
た表の空欄に入る言葉を選ぶ

読むこと（１）ウ

③

問い三 資料から意見文を書くことにし、意見文の 事実と意見を区別してとらえ 読むこと（１）ウ
組み立て表の中の空欄（資料ではなく意見 る
の部分）に適切なものを選ぶ

④

問い四 意見文の「終わり（まとめ）」の一文につい 資料を正しく読む
て、空欄に適切な語句を入れる

⑤

問い五 「食品ロスを減らそう集会」で「食品ロス」 条件に合わせて記述する（指 書くこと（１）ア
イウ
を減らすための提案をするために意見文を 定された字数で記述する）
書く
・360 字以上 400 字以内で記述している

⑥

問い五 ・
「始め―中（二つ）―終わり」の三部構成、 条件に合わせて記述する（段 書くこと（１）イ
四段落で書いている
落の役割を理解して記述す
る）

⑦

問い五 ・
「中」のそれぞれの段落で、自分の意見に 条件に合わせて記述する（必 書くこと（１）イ
あった資料を選んでいる
要な内容を選択して記述す
る）

⑧

問い五 ・「中」のそれぞれの段落で、資料から分か 条件に合わせて記述する（目 書くこと（１）イ
ること（事実）を書いている
的に応じ、必要な事実を記述 エ
する）

⑨

問い五 ・
「中」のそれぞれの段落で、事実と整合さ 条件に合わせて記述する（目 書くこと（１）イ
せて理由や提案を書いている
的に応じ、必要な意見を記述 エ
する）

⑩

問い五 ・
「終わり」では、
「中」で述べたことと自 条件に合わせて記述する（内 書くこと（１）イ
分の考えをつなげ、まとめて書いている 容をまとめて記述する）

読むこと（１）ウ
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表
通番

教 研究
基

準

指
正

答

第 13 巻

第1号

第６

問 ５（
誤

答

）

基準
無

答

⑤

・360 字 以 上 400 字 ・360 字以上、400 字という条件を ・正答以外の解答 ・誤答の場合、 ・無解答
⑥以降の問題は採点対象とせ （何も書
満たして解答しているもの
以内で記述して
いてい
ず、誤答扱いとする。
・指定字数の前後 10 字までは許容
いる
ない）
とする。

⑥

「始め―中（二つ）―終わり」 ・三部構成で書いていない、四段 ・無解答
・
「始め―中（二つ） ・
落で書いていない、まとまりを
の三部構成、四段落で書くこと
―終わり」の三
考えずに改行されている、改行
という条件を満たして書いてい
部 構 成、 四 段 落
の際の一字下げができていない
るもの
で書いている
など、正答以外の解答

⑦

・
「中」のそれぞれ ・二段落目、三段落目には、資料 ・選択した資料が理由や提案と整 ・無解答
合していない、選んだ資料が分
をそれぞれ一つずつ選び、
「資
の 段 落 で、 自 分
料□を見ると」
「資料□から」 かる言葉がない、一つの段落で
の意見にあった
しか条件が満たされていないな
など、どの資料が選んだのかが
資料を選んでい
ど、正答以外の解答
分かる言葉を入れることという
る
条件を満たしているもの

⑧

・
「中」のそれぞれ ・二段落目、三段落目には、それ ・資料と分かることに整合がない、 ・無解答
ぞれ資料から分かること（事実） 資料の言葉や数字を使っていな
の 段 落 で、 資 料
い、一つの段落でしか条件が満
を、資料の言葉や数字を使って
から分かること
たされていないなど、正答以外
書くこととという条件を満たし
（事実）を書いて
の解答
て解答しているもの
いる

⑨

・
「中」のそれぞれ ・二段落目、三段落目には、それ ・資料から分かることと理由や提 ・無解答
ぞれ資料から分かること（事実） 案に整合性がない、一つの段落
の 段 落 で、 事 実
でしか条件が満たされていない
に続けて、問題であると考える
と整合させて理
など、正答以外の解答
こと（提案する理由）と、どう
由や提案を書い
するとよいか（提案）を書くこ
ている
とという条件を満たしているも
の。

⑩

「中」で述べたことと自分の考 ・無解答
「終わり」には、
「中」で書いた ・
・
「 終 わ り 」 で は、 ・
えがつながっていない、
「始め」
二つの提案と自分の考えをつな
「中」で述べたこ
の繰り返しになっているなど、
げて書くことという条件を満た
とと自分の考え
正答以外の解答
して解答しているもの
を つ な げ、 ま と
めて書いている
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調査結果だけでなく「授業アイディア例」の公開，学習指導改善調査も「授業改善の手引き」をウェブサイ
トで公開し，調査結果から指導が必要だと分かった内容をどのように指導していくかなどの情報提供を行っ
ている。
調査問題の作成は，スペインでは INEE という国立の研究機関が行っていて，日本の国立教育政策研究所
が作問をする全国学力・学習状況調査と非常に似ている。しかし，採点者は異なる。スペインでは，問題を
INEE のウェブサイトに挙げておき，各担任が実施及び採点をして，児童の指導に役立てるのである。一方
全国学力・学習状況調査は，紙で時間を厳密に設定して回収して委託業者が採点する。県別・市別の成績な
ども出て，システマティックに行われている。そういう意味では，むしろ，スペインの調査は，新潟県新潟
市の学習指導改善調査に近い。ウェブサイトに挙げておき，各担任が実施し採点する。調査結果は，モデル
校の数校の平均が公表されるので，それを各教師がモデル校の数値を参考に，自分の担当する児童の成績を
見ることができる。
３．３ テクストの ー の
全国学力・学習状況調査では，「話すこと・聞くこと」の設問が「Ａ主として『知識』に関する問題」に
も「Ｂ主として『活用』に関する問題」にもあった。特に表７のとおり，
「Ｂ主として『活用』に関する問題」
では，３つある大問のうち１つ（ ）を割いて，話すこと・聞くことのオの能力を測定しているという。し
かし，それは，スペインのように音声言語を用いたものではなく，あくまで話すこと・聞くことが行われて
いる場面（会話場面，話し合い場面）が描かれたものを読んで，解答するものである。それでも，話し合い
の参加者として話し合いの意図を捉えることはできるので，国立教育政策研究所では，これを学習指導要領
の「話すこと・聞くこと」の能力を測定している調査問題であるとしているのである。一方，学習指導改善
調査の方は，表８のように「話すこと・聞くこと」に該当する設問はなかった。
一方「書くこと」については，スペインでは別冊子で大問２題が設定されていた。日本では，全国学力学
習状況調査が物語を書く際の構成の工夫について（表６の ）
，
また，
「かみかみあえ」を【おすすめする文章】
を書く（表７の□ 2）という問題を設定していた。【おすすめする文章】は，実際に書くのは 50 字以上 80 字
以内であった。さらに，伝記「湯川秀樹」の一部を読んで，
最も心ひかれた一文とその理由を書く問題があっ
たが，モデル文の一部が空欄になっており，その空欄部分を 60 字以上 100 字以内で書くというものであった。
スペインの 15 行を２題に比べると短いものであり，長いものの一部であったりすることが分かった。
これに対して，学習指導改善調査は，360 字以上 400 字以内という比較的長いものを書かせている。スペ
インの調査と同様に，書いたものを複数の基準によって採点しようとするものである。表３のスペインの
「私
が知りたいのは」の採点表と表９の採点基準を比べてみると，学習指導改善調査の方が，「段落」を重視し
ていることが分かる。また，内容についても資料との関係がかなり扱われている。つまり，学習指導改善調
査は，書く内容も書く形式もかなり条件に含めてしまい，そのとおり書けるかどうかを評価しているようで
ある。一方で，漢字や表記（スペインだと綴りや句読点）などは日本では採点の基準に入っていないようで
ある。共通点としては，両方とも教師が採点できるような基準を提示していることであるということが明ら
かになった。
次にテクストのタイプや認知過程，解答形式について見ていく。
３．４ テクストのタイプ（ジャンル）の
日本の全国学力学習状況調査には，多様なテクストが現れてくるが，ジャンルとして制御しようとする発
想がない。これは，特に読むことの学力を測定しようとする際に，問題があるのではないかと筆者は考えて
いる。表５に掲載した国際テストや国内テストは，たいてい，どのようなジャンルをどのぐらいの割合で扱
うかという，テストの枠組みが決められているものである。スペインでも表１・表２や，過去には表４で示
したように，テスト全体でどのジャンルを何割ぐらいで配置するかということが，テストのデザインとして
計画されているのである。しかし，日本では，その割合を明示することはないようである。筆者の方で判断
するならば，平成 30 年度の全国学力・学習状況調査は，表６にあるように，
「A 主として『知識』に関する問題」
の は，図書館への行き方を尋ねる質問とそれに対して行き方を教える応答であり，指示というよりは「記
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は料理のレシピなので「指示」
，

は物語にあたる。

は，

伝統的な言語文化に関する事項における主語と述語の関係を扱っているので，ある特定のテクストのタイプ
に着目しているとは言いがたいが，強いて言うなら「春休みの出来事」を表したテクストは「記述」文に当
たる。 は言葉の意味や使い方を示したものなので，やはりタイプ（ジャンル）とは言いがたいが，これも
強いて当てはめるなら「説明」文になる。 は地域の人から話を聞いているインタビューで，
やはり「説明」
もしくは「記述」ということになるだろう。表７にあるように「B 主として『活用』に関する問題」の は，
話し合いの文であるが，これはそれぞれ自分の意見を述べている話し合いなので，「議論」文になる。 は
「紹介する文章」であれば，「説明」であるが「おすすめする文章」であれば意見文のように自分の考えを述
べるので「議論」文になる。 の一に自伝が出てくる。自伝は伝記の一種なので，標準的な考え方をとれば
ノンフィクションであったとしてもテクストのタイプとしては「物語」に含まれる。「 の二の「最も心が
かれた一文とその理由の文章」は，「説明」文になる。以上のように，全国学力・学習状況調査には様々な
タイプのテクストが含まれているが，それぞれのテクストはスペインの枠組みで言うと典型的なものでなく，
計画が示されていないことから，場当たり的に見えてしまうものである。
学習指導改善調査は，大きく分けると読む問題と書く問題があり，読む問題では会話文（あるいは話し合
いの文），アンケート調査結果のグラフやウェブサイトから取ってきたものなど多様な資料を読んで，意見
文を書くということになっている。意見文はスペインのテクストのタイプで言うと「議論」文となる。読む
方は，ある話題についての情報を提供するものであるので，様々な形態があるとしてもテクストのタイプ
（ジャンル）としては「説明」にあたる。書く方は意見文としてどの学年でもどの年度でも固定されている。
これは，スペインが複数の作文を扱い，その一方が「議論」であったことと似ていると言える。
３．５
過程の
スペインの調査では，表１のとおり「聞くこと・読むこと」は「情報の特定・獲得」
「統合・解釈」
「熟考・
評価」の３つの認知過程の設定し，ジャンルの異なる複数のテクストを用いて難易度の異なる複数の設問を
作って，それぞれの認知過程における能力を測定していることが分かった。また，表２のとおり「書くこと」
については，ジャンルの異なる複数のテクストを書かせ，それを「一貫性」
「結束性」
「適合性（と提示性）
」
複数の基準で評価していることが明らかになった。一方，全国学力・学習状況調査は，全く異なる。認知過
程は設定されず，その代わりに，学習指導要領の指導事項（領域等）が，出題の意図として示されていた。
「A
主として『知識』に関する問題」では主に伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項が，
「B 主として『活
用』に関する問題」」では，
「話すこと・聞くこと」「書くこと」
「読むこと」が評価されるという仕組みをとっ
ていることが明らかになった。学習指導改善調査も「B 主として『活用』に関する問題」
」に順じ，
「読むこと」
「書くこと」の領域について評価していることが明らかになった。
学力調査に学習指導要領の領域等を用いる意図は分かる。学力調査の趣旨が学習指導の状況の把握にある
のだとすると，学習指導要領がその指導の根拠になっているからである。しかし，筆者は，学力調査のデザ
イン上，学習指導要領を用いるのはふさわしくないと考えている。なぜなら，学習指導要領を取り上げたと
ころで，学習指導要領に対応して網羅的に学力を測定することはできないからである。例えば，平成 20 年
の学習指導要領には「Ｃ読むこと」に第５学年及び第６学年でア〜カの指導事項があり，そのうち平成 30
年度の調査問題の「B 主として『活用』に関する問題」」で測定しているのは，「読むこと」イとウのみであ
る。また，
「ウ 目的に応じて，文章の内容を的確に押さえて用紙をとらえたり，事実と感想，意見などと
の関係を押さえ，自分の考えを明確にしながら読んだりすること」のように，学習指導要領の指導事項の一
文は，
「○○したり，△△したりすること」と複数の内容が列記されており，○○する能力を測定する設問
があったとしても，△△する能力を測定している設問ではないということがある。スペインの調査は国際的
な動向に影響を受けながら，「情報の特定・獲得」「統合・解釈」「熟考・評価」という互いに排他的な３つ
の過程を複数のジャンル設問を用いて問うことで，それぞれの能力を適切に評価しようとしていると言える。
さらにスペインの問題例から分かったことは，音声・文字というモードにかかわらず，
「聞くこと・読むこと」
は１種類のブロックに，「話すこと」「聞くこと」を１種類のブロックにまとめ，それぞれについて，認知過
程を設置しているということである。平成 29 年３月 31 日告示の学習指導要領では，
「話すこと・聞くこと」
「書
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くこと」「読むこと」を同じ思考過程としてとらえようとするがゆえに，
「話題の設定」
「情報の収集」
「内容
の検討」「構成の検討」「構造と内容の把握」「精査・解釈」
「考えの形成」
「表現」
「共有」などが乱立する形
になってしまっている。本稿は学力調査の国際比較をするものであり，学習指導要領の仕組みを検討するも
のではないが，網羅的にせず「聞くこと・読むこと」
「話すこと・書くこと」の２ブロックで，３つずつの
認知過程に整理しているスペインの全国学力調査は，参考になるものといえよう。
３．６ 解答形式の
３．６．１ 解答形式（
式，記 式）
スペインの調査は，解答形式が「選択式」「やや開かれている」
「開かれている」の３種類あった。聞くこ
と・話すことの問題の中で，選択式の解答形式が最も多く，選択肢は４つであった。
「やや開かれている」は，
文が合っているか間違っているかに印をつけるものか順番を考えて数字を書くもので，いわゆるオープンク
エスチョンによる解答ということではなく，正解の仕方は１種類に定まっているものであった。
「開かれて
いる」は，対象にした，６年生の「聞くこと・話すこと」の問題にはなかった。「書くこと」の方は，全文
を条件に沿って 15 行ほど書く長文の記述式であり，一部分空欄を埋めるといったタイプの記述式はなかっ
た。
全国学力・学習状況調査は，「A 主として『知識』に関する問題」は選択式が最も多いが，１文程度の文
を書く記述式があった。「B 主として『活用』に関する問題」については，選択式の他に，80 〜 100 字，50
〜 80 字，60 〜 100 字という，文章の一部を書く記述式があった。選択式の選択肢はいずれも４つであった。
学習指導改善調査は，問い一（通し番号①）・問い二（②）
・問い三（③）は選択式で選択肢は４つ，問い
四（④）が組み立て表のキーセンテンス（１文）書くという設定でその１文の中の空欄に語句を埋めるとい
う記述式であった。問い五（⑤〜⑩）は 400 字以内の意見文を書き，採点基準に基づいて教師が評価をする
ものであった。
３．６．２ 記 式の
基準
解答形式の上で，スペインの「書くこと」大問二と学習指導改善調査の問い五が解答形式が似ているので，
その採点基準を比較してみたい。表３と表９を見てみる。スペインの表３の基準１〜 10 が学習指導改善調
査では通番⑤〜⑩の基準のどれにあたるか分析を試みる。表３の「基準１ 考えを明瞭に，センス良く，正
しい進め方で伝えている。」は，表９の⑥の「『始め―中（二つ）―終わり』の三部構成，四段落で書いてい
る」が近いと考える。しかし決定的に違うのは，学習指導改善調査は，考えを明瞭に正しい進め方で伝える
方式として，三部構成，四段落という条件を予め与えてしまっていて，その条件を守れているかという形で
評価をするということである。自分で部構成や段落構成ができるかを評価しているのではないということで
ある。「基準２ 見本となる基礎的要素を入れて，理解してもらえるように自分の考えを表現している。
」は，
「⑦『中』のそれぞれの段落で，自分の意見にあった資料を選んでいる」や「⑧『中』のそれぞれの段落で，
資料から分かること（事実）を書いている」が該当するであろう。すなわち，基礎的要素を入れるというこ
とだけがスペインの条件であるのに対し，学習指導改善調査では自分の意見にあった資料を選ぶことを条件
としてしまっていて，それが守れているかという形で評価をするのである。「基準３ 一貫性を伴った議論
を反映した文章，意見，反省，評価を表現している。」は，表３−１のコード１（正答）を見ると，
「意見を
支持する理由」などと書いてあるので，学習指導改善調査の「⑨「中」のそれぞれの段落で，事実と整合さ
せて理由や提案を書いている」と重なる。以上のように，基準１〜基準３の一貫性については，いずれも，
学習指導改善調査の「書くこと」大問一でも評価されていると言える。「基準４ テクストに結束性を与え
る必要性を基礎にした接続を認識したり，使用したりしている。
」は表３−２のコード１を見ると「接続」
「構
造」などがあるので，段落相互の関係をうまく構成できているかであるということが分かる。これに該当す
るのは，再掲になるが「⑥「始め―中（二つ）―終わり」の三部構成，四段落で書いている」と「⑩「終わ
り」では，「中」で述べたことと自分の考えをつなげ，まとめて書いている」にあたるであろう。
「始め」と
「中」
「終わり」のつなぎについては，学習指導改善調査には基準がない。「基準５ 句読点が正しく適用さ
れている。」の句読点は学習指導改善調査では評価の対象となっていない。
「基準６ コミュニケートの意図
の機能の中で変化に富んだ語彙が使用されている。」の語彙については，学習指導改善調査では，評価の対
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象になっていない。これは，資料が予め与えられていて，その語彙を使用して意見文を書くことから，特に
語彙を評価する必要を考えに入れていないからだと推測できる。このように，スペインの基準４〜基準６の
結束性については，学習指導改善調査には基準４「段落構成」はあるものの，
基準５「句読点」基準６「語彙」
については，評価の対象にしていないことが分かる。
「基準７ 適切なレジスターを使用し，文法や綴りの
要求に合わせて，テクストを書いている。」のレジスターについては，ふさわしい言葉遣いや語彙の選択が
ポイントとなるが，学習指導改善調査では，該当する採点基準がない。「基準８ 適切なレジスターを使用
し，文法や綴りの要求に合わせて，テクストを書いている。」についても，日本語では文法や漢字などが該
当すると思うが，学習指導改善調査では特に採点基準が設けられていない。「基準９ 句読点やアクセント
の規則を正しく，また大文字を適切に適用している。
」は，日本語の表記では不要なものであるので（日本
語にも句読点はあるが，これは基準５で見るとして），もともと採点する必要がない。「基準 10 秩序，明
確さ，清潔さの態度が表れた作文を提出している。」は，「⑤ 360 字以上 400 字以内で記述している」が該当
するであろう。このように適合性と提示性についても，基準 10 を除けば採点されていないということが分
かる。結論として，学習指導改善調査は，使うべき資料を与え，段落構成を与えてしまっているため，ほぼ
述べる方向性や形が決められてしまっており，児童が自分の述べたいことをどう述べるかということについ
て，そのまとまりの作り方，述べ方，ふさわしい語彙・言葉遣いなどについては，評価されていないことが
明らかになった。

４．まとめと今後の課題
以上，本稿では，国語学力調査の国際比較研究の一環として，スペインにおける全国学力調査の 20172018 年度版の小学校６年生調査を対象として，平成 30 年度の日本の全国学力・学習状況調査及び新潟県・
新潟市小学校教育研究会の学習指導改善調査における６年生調査との比較を行った。スペインの対象の全問
題を提示した上で，テクストのモード，テクストのタイプ（ジャンル）
，測定する能力（認知過程）
，解答形
式の４点を分析した。
テクストのモードとしては，スペインの調査は，音声言語と文字言語という区別ではなく，「聞くこと・
読むこと」を１つのブロックとして，「話すこと・書くこと」を１つのブロックとして扱っていることが分
かった。ウェブページに載せる形で音声言語の理解を測定する「聞くこと」のテストはあったが，
「話すこと」
のテストはなかった。これに対し日本は，「話すこと・聞くこと」のテストであっても，会話文を読んで解
答していることが明らかになった。
テクストのタイプ（ジャンル）としては，スペインでは「物語」
「記述」
「説明（と指示）
」
「議論」の４種
類が設定されており，あらかじめそれぞれの割合も決められていて，モードにかかわらずこれらのタイプを
聞いたり，読んだり，書いたりすることが明らかになった。これに対し日本は，様々な種類のテクストがあっ
たが，どのテクストに何パーセント取り上げるといった計画が見当たらなかった。
測定する能力（認知過程）としては，スペインの「聞くこと・読むこと」では，
「情報の特定・獲得」
「統合・
解釈」「熟考・評価」の３つの認知過程が設定されていたが，それは PISA などの国際学力調査の影響を受け
ながら，諸外国と同様に設定されているものであることが分かった。また，
「書くこと」
では，
スペインでは
「一
貫性」「結束性」「適合性（と提示性）」という３つの分類をした採点基準を立て児童が書いたものを分析評
価できるようにしていた。日本の新潟県の学習指導改善調査の 400 字意見文の採点基準もスペインの採点基
準に重なるものがあったが，段落構成や内容が予め与えられ，語彙や漢字などの評価も行われておらず，選
択の幅が狭い規定通りの意見文を書かせる傾向にあった。
「解答形式」については，スペインは，多くは「選択式」であった。一部「やや開かれた」解答形式があっ
たが，これは文の正誤を判定したり文の順番を書いたりするものであった。記述式は，15 行程度の文章を
自分で段落などを考えて書くもので，２種類の異なるテクストが出題されていた。
日本も多くは選択式であっ
た。記述式の中には，短い語句を書くものがあった。ある程度の字数を書くものは，80 字以内，100 字以内
など，スペインのものよりは短く，長いもので 400 字以内となっているものであっても，段落構成や書く内
容や基づく資料などが与えられ，書き方としてはスペインに比べて自分で語彙を紡ぎ出して書いていくとい
うよりは，与えたものを規定字数内に引き延ばして書くといった性格の強いものであった。
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いずれも，教師の授業改善を目的としており，教師自身が採点できるように情報が提供されていた。スペ
インの調査について，次の３点は日本においても示唆を与えるものではないかと考える。１点目は，ウェブ
サイト上に音声ファイルを置くことで，「聞くこと」の能力を測るという方式である。２点目は，認知過程
を整理してとらえることの意義である。３点目は，「聞くこと・読むこと」を１まとまり，
「話すこと・書く
こと」を１まとまりとして，同じ枠組みでとらえるという考え方である。
今後の課題としては，同じ INEE の作成した，小学校３年生と中学校４年生の問題の分析である。日本に
は小学校３年生に該当する試験はないが，スペインの小学校３年生と６年生がどのように違うかは比較する
意味があると考えている。また，中学校４年生は，スペインの義務教育終了の年にあたる。同じ発想で，日
本には全国学力・学習状況調査の中学校３年生のものがある。これらを比較検討することにおり，国が行う
国語学力調査の全体像を把握したいと考えている。

注記・
本稿は，全国大学国語教育学会第 135 回東京ウォーターフロント大会において研究発表をしたものに加筆
している。本稿にあたり，INEE 元職員の Marí a Jesú s Cabañ as Martí nez 氏にインタビューをさせていただき，
情報及び資料提供についてお世話になった。感謝申し上げる。
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