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２ ことばの力に関する調査結果 

①小学校６年生 

 本調査は、大問３問の構成とし、大問１は、教科「日本語」に関連する知識等

を問う問題、大問２及び３は、「ことばの活用」に関する問題とした。大問２より

も３の方が、難易度が高い。 

 

・対象 学校番号が偶数の小学校６年生 １～２学級抽出 

・受検者数  １,０４０名 

・解答時間  ２０分程度 

 

 

全体正答率 57% 

 

大 問 １ 

 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 

正答率 53% 48% 62% 28% 60% 66% 

 

大 問 ２ 

 2-1 2-2 2-3 2-4 

正答率 74% 77% 58% 82% 78% 

 

大 問 ３ 

 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 

正答率 47% 23% 75% 33% 46% 60 
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②中学校３年生  

   今回の検証において、中学校３年生を対象とした「ことばの力」をみる問題は、

朝日新聞とベネッセコーポレーションが実施している「語彙・読解力検定」の４

級を用いることとした。教科「日本語」がねらっている「ことばの力」の状況を

評価するためには、オリジナルの問題を用いることも考えられるが、世田谷区立

中学校の生徒以外との全国的な比較ができることや、本調査が実施している「こ

とばに関する態度・姿勢のアンケート」との因子分析ができることから、本調査

を実施することとした。 

   なお、今回受検した検定問題そのものは公開できないため、以下に本検定の出

題設計について紹介する。 

 

語彙・読解力検定（４級）の概要 

設
問
数 

ａ 辞書語彙 ２５問 

ｂ 新聞語彙 ３０問 

ｃ 読解 
２題 

（説明文 5400字程度+天声人語 600字程度） 

出
題
内
容 

ａ 辞書語彙 
語の意味 

意味から語の特定 

適切な用例（敬語・接続詞を含む） 

ｂ 新聞語彙 
（政治・社会・文化、経済・国際、

科学技術・環境、医療・生活） 

語の意味 

意味から語の特定 

周辺知識 

記事の中での語の理解 

ｃ 読解 

語句の意味（語彙問題）  

部分的な内容（部分読解問題）  

全体の内容  

その他（空欄補充・同音異義語など） 

 
出題素材 新聞記事及び一部でオリジナル素材 
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・対象 中学校全校の３年生 １～２学級抽出 

・受検者数   １,００２名 

・有効受検者数   ９８５名 

・解答時間      ４５分 

 

＜全受検者の得点分布＞ 新聞語彙・読解 得点率 

太枠で示した５２％が合格者 合格基準以上 
６９６名 
７１％ 

合格基準以下 
２８９名 
２９％ 

辞
書
語
彙
ス
コ
ア 

合格基準以上 
５７６名 
５８％ 

５１３名 
５２％ 

６３名 
６％ 

合格基準以下 
４０９名 
４２％ 

１８３名 
１９％ 

２２６名 
２３％ 

内訳① 

 

 

 
 

内訳② 

新聞語彙・読解 

合計得点率 合格基準得点率 得点率 

7.5 60.0 71.8 
 
  新聞語彙・読解の内訳 

 

 

 

 
 

「語彙・読解力検定」に含まれるアンケート調査結果 

Q1：１日に新聞やインターネットでニュースを読む時間は合計でどのくらいですか 

30分以上 15～30分未満 5～15分未満 5分未満 全く読まない 未回答・誤答 

153 229 292 185 119 7 

16% 23% 30% 19% 12% 1% 

 

Q2：１か月でどのくらいの本（マンガや雑誌は除く）を読みますか 

6冊以上 4～5冊 2～3冊 1冊 ほとんど読まない 未回答・誤答 

97 64 271 343 200 10 

10% 6% 28% 35% 20% 1% 

辞書語彙 

スコア 正解率 

302 62.7 

政治・社会・文

化 

経済・国際 科学技術・環境 医療・生活 読解全体 文章読解 

得点率 得点率 得点率 得点率 得点率 得点率 

75.1 59.8 63.7 84.1 61.0 61.0 
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教科「日本語」に関する調査

� � � � �

学校名を書いてください。

先生の指示し　じ のとおり記入してください。

小学校　　４年生　　（ 男 ・ 女 ）
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少し好き 好きでは
ではない ない

�� あなたは「日本語」の授業が好きですか
�� あなたは、日本に伝わる文化について学習することが好きですか

�� あなたは、「日本語」の授業で、詩や和歌、俳句、漢詩、論語などを
大きな声で音読したり、暗記したりすることが好きですか

好き 少し好き３）次に、「日本語」の授業についてうかがいます。

少し好き 好きでは
ではない ない

��見本≫　あなたはりんごが好きですか

好き 少し好き以下の質問について、あてはまるものひとつにひとつにひとつにひとつに○を記入してください。

とてもあて
はまる

まああて
はまる

あまりあて
はまらない

まったくあて
はまらない

�� 授業でわからないことは、わかるまで調べようとする
�� 相手にもわかりやすい言葉や表現を選んで、自分の考えを伝えようとする
�� 理由もつけて自分の考えを言うようにしている

�� いろいろな考え方の人から多くのことを学びたい

�� 新しいことにチャレンジするのが好きだ
�� どんな話題に対しても、もっと知りたいと思う

�� 社会で問題になっていること（例えば、環境問題や政治問題など）について、
興味・関心をもっている

�� ニュースでわからないことがあれば、調べてみようとする

�� 文章を読むとき、筆者の意見と事実とを区別して読もうとする
�� わからない言葉に出会ったら、そのままにせず、調べようとする

�� 授業などで発表するとき、わかりやすいように順番や要点を整理しようとする

２）つづいて、勉強の取り組みのようすについてうかがいます。
　　あなたは、次のようなことがあてはまりますか。

とてもあて
はまる

まああて
はまる

あまりあて
はまらない

まったくあて
はまらない

� 学校であったことを家の人と話す

� 新聞やテレビ、インターネットでニュースを見る

� 本(マンガをのぞく)を読むのが好きだ

� みんなの前で自分の意見を言うことができる

� 自分とちがう意見や考えを聞くことができる

� 今日のできごとを順序だてて説明することができる
� おもしろかったことや悲しかったことをみんなに伝えることができる
� ふだんの生活で自分からすすんで文章を書いている

� 自分の好きな言葉がある
�� 日本語のひびきやリズムが好きだ

�� 日本の伝統や文化のよさを外国の人に伝えたいと思う
�� 美しい言葉をつかうようにしている

１）はじめに、日ごろの生活のようすについて聞きます。
　　あなたは、次のようなことがあてはまりますか。

31
00
3
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５）あなたは「日本語」の授業をどのように感じますか。

�� 　「日本語」の授業で、あなたの心に残っている内容、あなたが調べたことや考えたことなどを書いてください
　授業の好きなところやきらいなところなどでもいいです

６）最後に、あなたについて質問します。 上のほう 真ん中
より上

真ん中
ぐらい

真ん中
より下 下のほう

�� あなたの学校での成績は、だいたいどれくらいですか
もっとも近いと思うものを選んでください

そう思う やや思う やや思わ
ない

そう思わ
ない

�� 「日本語」の授業では、あなたがはじめて知ることが多いですか
�� 「日本語」の授業は、自分を成長させる上で大切であると思いますか
�� 「日本語」の授業を通して、自分で考えることによく取り組んでいますか

�� 「日本語」の授業を通して、自分の考えや気持ちを表現したり、
話し合ったりすることによく取り組んでいますか

ご協力、ありがとうございました。

そう思う 少しそう
思う

あまりそう
思わない

そう思わ
ない

�� 友達の意見を知ることができる
�� 自分の意見を自由に言うことができる

�� いろいろなことを深く考えることができる

�� 日本の伝統や文化を知ることができる
�� 社会のできごとを知ることができる

�� 他の教科のように点数で評価されないことがうれしい
�� 授業の内容が難しい
�� 昔の言葉がわかりにくい

�� みんなで議論をするのはめんどうだ
�� ふだんの生活には役に立たない

４）あなたは、他の教科(国語や算数、理科、社会など)に比べて、
　　「日本語」の授業をどのように感じますか。
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教科「日本語」に関する調査

� � � � �

学校名を書いてください。

先生の指示し　じ のとおり記入してください。

小学校　　６年生　　（ 男 ・ 女 ）
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少し好き 好きでは
ではない ない

�� あなたは「日本語」の授業が好きですか
�� あなたは、日本に伝わる文化について学習することが好きですか

�� あなたは、「日本語」の授業で、詩や和歌、俳句、漢詩、論語などを
大きな声で音読したり、暗記したりすることが好きですか

好き 少し好き３）次に、「日本語」の授業についてうかがいます。

少し好き 好きでは
ではない ない

��見本≫　あなたはりんごが好きですか

好き 少し好き以下の質問について、あてはまるものひとつにひとつにひとつにひとつに○を記入してください。

とてもあて
はまる

まああて
はまる

あまりあて
はまらない

まったくあて
はまらない

�� 授業でわからないことは、わかるまで調べようとする
�� 相手にもわかりやすい言葉や表現を選んで、自分の考えを伝えようとする
�� 理由もつけて自分の考えを言うようにしている

�� いろいろな考え方の人から多くのことを学びたい

�� 新しいことにチャレンジするのが好きだ
�� どんな話題に対しても、もっと知りたいと思う

�� 社会で問題になっていること（例えば、環境問題や政治問題など）について、
興味・関心をもっている

�� ニュースでわからないことがあれば、調べてみようとする

�� 文章を読むとき、筆者の意見と事実とを区別して読もうとする
�� わからない言葉に出会ったら、そのままにせず、調べようとする

�� 授業などで発表するとき、わかりやすいように順番や要点を整理しようとする

２）つづいて、勉強の取り組みのようすについてうかがいます。
　　あなたは、次のようなことがあてはまりますか。

とてもあて
はまる

まああて
はまる

あまりあて
はまらない

まったくあて
はまらない

� 学校であったことを家の人と話す

� 新聞やテレビ、インターネットでニュースを見る

� 本(マンガをのぞく)を読むのが好きだ

� みんなの前で自分の意見を言うことができる

� 自分とちがう意見や考えを聞くことができる

� 今日のできごとを順序だてて説明することができる
� おもしろかったことや悲しかったことをみんなに伝えることができる
� ふだんの生活で自分からすすんで文章を書いている

� 自分の好きな言葉がある
�� 日本語のひびきやリズムが好きだ

�� 日本の伝統や文化のよさを外国の人に伝えたいと思う
�� 美しい言葉をつかうようにしている

１）はじめに、日ごろの生活のようすについて聞きます。
　　あなたは、次のようなことがあてはまりますか。

10
0
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５）あなたは「日本語」の授業をどのように感じますか。

�� 　「日本語」の授業で、あなたの心に残っている内容、あなたが調べたことや考えたことなどを書いてください
　授業の好きなところやきらいなところなどでもいいです

６）最後に、あなたについて質問します。 上のほう 真ん中
より上

真ん中
ぐらい

真ん中
より下 下のほう

�� あなたの学校での成績は、だいたいどれくらいですか
もっとも近いと思うものを選んでください

そう思う やや思う やや思わ
ない

そう思わ
ない

�� 「日本語」の授業では、あなたがはじめて知ることが多いですか
�� 「日本語」の授業は、自分を成長させる上で大切であると思いますか
�� 「日本語」の授業を通して、自分で考えることによく取り組んでいますか

�� 「日本語」の授業を通して、自分の考えや気持ちを表現したり、
話し合ったりすることによく取り組んでいますか

ご協力、ありがとうございました。

そう思う 少しそう
思う

あまりそう
思わない

そう思わ
ない

�� 友達の意見を知ることができる
�� 自分の意見を自由に言うことができる

�� いろいろなことを深く考えることができる

�� 日本の伝統や文化を知ることができる
�� 社会のできごとを知ることができる

�� 他の教科のように点数で評価されないことがうれしい
�� 授業の内容が難しい
�� 昔の言葉がわかりにくい

�� みんなで議論をするのはめんどうだ
�� ふだんの生活には役に立たない

４）あなたは、他の教科(国語や算数、理科、社会など)に比べて、
　　「日本語」の授業をどのように感じますか。
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