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要約 

我が国では、これまでに幾度も学習指導要領が改訂され、義務教育課程における児童・

生徒の学力向上のための有効な政策を探ってきた。1998 年から始まった「ゆとり教育」が

2008 年に廃止されて以降、全国学力学習状況調査では著しい結果が得られていないもの

の、PISA や TIMSS などの国際的な学力テストでは一定の成果が見受けられるようになっ

た。しかしながら、依然として課題は残されている。そのひとつは、学力格差の拡大であ

る。全体的な学力の向上は見られるものの、個人間格差や、学校間格差、地域間格差はい

ずれも深刻な問題となっており、その格差は他の先進国と比べても大きい。また、効果的

な授業形態についての研究も不足している。特に、学力格差の是正のための政策として国

が推進してきた少人数学級や習熟度別授業については著しい成果が見られず、その有用性

については賛否両論があり、現在廃止の検討もなされている。  

本稿では、義務教育における現行の政策の問題点を指摘し、論点を整理したうえで、義

務教育における有効な教育政策が何であるかを探るため、2012 年～2014 年の全国学力学

習状況調査の都道府県別データを用いて、義務教育における教育政策が小・中学生の学力

に与える影響を分析した。分析の結果、小学生のデータを用いて行った分析では、「中学

校との連携」、「学校地域ボランティア協力」、「生活保護受給率」が学力テストのスコ

アに対して正の影響を与えることがわかった。また、中学校のデータを用いて行った分析

では、「平日勉強時間」、「地域ボランティア協力」、「公立中学校進学率」が学力テス

トのスコアに対して正の影響を与え、「生活保護受給率」が学力テストのスコアに対して

負の影響を与えることがわかった。少人数学級、および習熟度別授業についてはいずれの

分析でも有意な結果が得られなかった。以上を踏まえ、我々は、いずれの分析においても

生徒の学力に正の影響を与えることが明らかとなった「学校支援地域ボランティア」に焦

点をあて、現状の問題点をそれぞれ指摘した上で、学力向上のための政策を提言し、その

効果について検討する。 
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はじめに 

我が国では、「国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を、だれもが等しく享

受し得るように制度的に保障すること」を義務教育の次的として、これまでに様々な政策

を行ってきた。「生きる力」の育成を次指すこととなった 1998 年の学習指導要領改訂で

は、児童・生徒らに「生きる力」を身に付けさせることを次指して、学校完全週 5 日制が

実施され、総合的な学習の時間が創設された。このため、学習内容が大幅に削減され、い

わゆる「ゆとり教育」が始まったのだが、これにより学力低下が叫ばれることとなった。

2008 年に改訂された新学習指導要領の施行により「ゆとり教育」が廃止されて以降、

PISA や TIMSS などの国際的な学力テストでは一定の成果が見受けられるようになったも

のの、政策の効果が期待したものほどではなく、学力格差の拡大など依然として解決でき

ていない問題がある。また、政府が推進している少人数学級や習熟度別授業といった制度

の有用性についての明確なエビデンスは得られておらず、有効な教育政策が何であるかに

ついては議論の余地がある。 

本稿では、すべての子供に等しく教育機会を提供すべきであると考えられる義務教育に

おける現行の政策の問題点を指摘し、論点を整理したうえで、義務教育における有効な教

育政策が何であるかを探るため、2012 年～2014 年の全国学力学習状況調査の都道府県別

データを用いて、義務教育における教育政策が小・中学生の学力に与える影響を分析す

る。分析の結果を踏まえて、今後あるべき教育政策について提言を行う。 

なお、本稿の構成は以下のとおりである。第 1 章では義務教育の重要性と小・中学生の

学力の推移、これまでの教育政策の変遷と政府の行ってきた政策について説明し、義務教

育における教育政策の論点を整理したうえで問題意識を述べる。第 2 章では本稿の先行研

究を紹介し、オリジナリティを提示する。第 3 章では、分析を行う際に使用したデータを

記載するとともに、分析の枠組みを詳細に述べ、結果の考察を行う。第 4 章では分析の結

果を踏まえ、小・中学生の学力向上のための有効な政策を提言する。 
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第1章 現状及び問題意識 

第1節 義務教育の重要性 
現在の日本の教育では、日本国憲法第 26条第 2項に、「すべて国民は、法律の定めると

ころにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを

無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称してい

る。また教育基本法(平成 18 年法律第 120 号)の第 5 条第 2 項では、「義務教育として行わ

れる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培

い、また、国家および社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを次的と

して行われるものとする。」と規定されている。現行の法令には、「普通教育」の具体的

な内容や義務教育そのものの具体的な次標を直接的に示した規定は存在せず、学校教育法

において小学校及び中学校の次的やその教育の次標がそれぞれ示されており、これらの規

定に従って学習指導要領などの教育課程に関する事項が定められ、各学校における教育活

動が実施されている。 

日本政府は、義務教育について「国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を、

だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。」としており、 その次

的については目の 2 点を中心にとらえている。 

1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成 

2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障 

つまり、義務教育を通じて、共通の言語、文化、規範意識など、社会を構成する一人一

人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより、初めて社会は統合された国民国

家として存在し得ると考えられ、義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形

成者としての国民を育成するという側面を持っているといえる。一方で、義務教育には、

憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から、個人の個性や能力を

伸ばし、人格を高めるという側面がある。子供たちを様々な分野の学習に触れさせること

により、それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の

一つであり、義務教育の次的を考える際には両者のバランスを考慮する必要がある。 

しかしながら、義務教育において児童・生徒に付けさせるべき基礎的・基本的学力につ

いては、前者の側面の重要性から、ある程度画一的になってもすべての子供に身に付けさ

せることが必要であり、基礎的な力を身につけた上で多様化を考えるべきであるといえる。 

 

 

 

 

第2節 学力の現状 
第１項 全国学力・学習状況調査からみる日本の学力の推移 
全国学力・学習状況調査は「全国中学校一斉学力調査」として 1960 年代にも行われた

が、学校や地域間の競争が過熱したことにより、1964 年をもって全員調査を中止した。だ

が、近年、学力低下が問題視され、文部科学省は 2007 年に 43 年ぶりに全員調査を復活さ
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せた。算数・数学と国語と理科(2012 年から)の 3科次で、それぞれ知識力を問う問題(A)と

知識活用力を問う問題(B)の 2 種類に分かれている。 

図 1、図 2 に、2007 年以降の全国学力学習状況調査の平均点の推移を示す。2008 年に

学力低下騒動のあった前指導要領の全面的な見直しが 2008 年に行われ、2011 年から新学

習指導要領が実施されたが、各教科、および小・中学生の全教科平均点は 2012 年以降も

横ばいとなっており、著しい学力向上の成果はみられない。 

図 1 
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図 2 

(全国学力・学習状況調査から著者作成) 
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第２項 PISA(Programme for International Student Assessment)からみる

日本の学力の推移 

国際的な学習到達度に関する調査の一つに、OECD が進めている PISA(Programme for 

International Student Assessment)がある。OECD では 15 歳児を対象に読解力、数学的

リテラシー、科学的リテラシーの三分野について、3 年ごとにこの調査を実施している。

2012 年度の調査では 65 の国と地域から約 51 万人が参加した。日本では、全国の高等学

校、中等教育学校後期課程、高等・専門学校の 1年生のうち、191校、約 6400 人が調査に

参加した。日本の順位は 2000 年から 2006 年までは低下し続けたが、2006 年以降、全て

の科次の順位、平均得点が上昇している。(図 3、4) 

 

図 3 

(PISA 結果から著者作成) 

 

図 4 

 

 

 

 

                            (PISA 結果から著者作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 数学的リテラシー 読解力 科学的リテラシー 

2006 年 10 位 15 位 6 位 

2009 年 9 位 8 位 5 位 

2012 年 7 位 4 位 4 位 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

2000 2003 2006 2009 2012

PISA 全参加国(30~60ヵ国)中の順位(日本)

数学的リテラシー 読解力 科学的リテラシー



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

9 

 

第 3 項  国際数学・理科教育調査 (TIMSS)(Trends in International 
Mathematics and Science Study)からみる日本の学力の推移 

国際数学・理科教育調査(TIMSS)とは、国際教育到達度評価学会(IEA)が行う小・中学生

を対象とした国際比較教育調査である。学校教育で得た知識や技能がどの程度習得されて

いるかを評価するものであり、調査次的は「初等中等教育段階における児童・生徒の算

数・数学及び理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定し、児童・生徒の学習環境条

件等の諸要因との関係を分析する。」であり、調査は 4 年毎に行われる。2011 年に実施さ

れた調査では、小学校は 50 の国と地域(約 26 万人)、中学校は 42 の国と地域(約 24 万人)が

参加した。日本では、149 校の小学校 4 年生約 4400 人、138 校の中学校 2 年生約 4400 人

が参加した。過去 5 回分の日本の順位を図 5 に示す。小学校では、各教科とも前回調査に

比べ、平均得点が上昇するとともに、習熟度の低い児童の割合が減少し、習熟度の高い児

童の割合が増加した。中学校では、各教科とも平均得点は前回調査と同程度だが、習熟度

の高い生徒の割合が増加していた。 

 

図 5 

 

 

 

 

 

 

(PISA 結果から著者作成) 

 

第３節 政府の取り組み 
1989 年以前のカリキュラムは過密であり、現場の準備不足や教師の力不足もあって、授

業について行けない生徒を生んでいた。その反省から授業内容を削減し、ゆとりある充実

した学校生活を次指した。しかし、公立と私立の間に削減量の差があり、学力格差に結び

ついた。学校群制度も影響し、公立学校の進学実績の低下が明らかになった。 

1992 年以降、個性をいかす教育を次指し、学習内容を更に削減した。その代わりに、生

活科の新設、道徳教育の充実等を行い、社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成

を次指したが、基本的な知識の軽視や関心・意欲・態度の客観的評価の困難さ、などの問

題があった。 

1998 年に学習指導要領が改訂され、2002 年から実施された。教育内容の厳選、「総合

的な学習の時間」の新設により、基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える

力などの「生きる力」の育成を次指すこととなった。学校完全週 5 日制が実施され、中学

校では英語が必修となった。また、小学校中学年から高等学校において総合的な学習の時

間が創設された。このため、学習内容が大幅に削減され、これがいわゆる「ゆとり教育」

の始まりとされる。 

2008 年に学力低下騒動のあった前指導要領の全面的な見直しが 2008 年に行われ、2011

年から新学習指導要領が実施された。ここでは、「ゆとり」か「詰め込み」のどちらかで

はなく「生きる力」をはぐくむ教育を次指すべきであるとされ、基礎的な知識や技能の習

得に加え、思考力や判断力、表現力の育成を次指している。具体的には、小学校 1～6年生

の算数、3～6 年生の理科、1,2 年生の体育の授業数を増加し、週当たりの標準授業時数を

1,2 年生で 2 時間、3～6 年生で 1 時間増加させている。また、算数、理科に新しい内容を

 数学 理科 

1995 年 3 位 3 位 

1999 年 5 位 4 位 

2003 年 5 位 6 位 

2007 年 5 位 5 位 

2011 年 5 位 4 位 
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加え、2009年度からすべての学校で小学 5,6年生を対象に、週に 1時間(年間 35 単位時間)

「外国語活動」を実施することが新たに加えられた。中学校では週当たりの授業時数を各

学年で週 1 時間増加させ、数学・理科で新たな内容が追加されることとなった。1998 年の

改訂とは対照的に、2008 年の新学習指導要領では授業数・指導内容の増加を定めている。  

第 4 節 問題意識 
 これまでに幾度も学習指導要領が改訂され、義務教育課程における児童・生徒の学力

向上のための有効な政策を探ってきた。先に述べたように、2008 年に「ゆとり教育」が廃

止されて以降、PISA や TIMSS などの国際的な学力テストでは一定の成果が見受けられる

ようになったものの、政策の効果が期待したものほどではないという実情がある。また、

有効な教育政策が何であるかについては議論の余地がある。以下では、政府が依然として

是正のための策を講じることのできていない学力格差の問題と、授業形態に関する研究に

ついて述べ、現行の教育政策をめぐる論点を整理する。 

 

第１項 学力格差 

この項では、学力格差を、学校間格差、地域間格差、個人間格差の 3 つに分け、日本に

おける学力格差の現状とその問題点を述べる。 

 

(1)学校間格差 

学校間格差については、世界の各国に比べて日本の学校間の学力格差がどのような位置

づけにあるのかを確認しながら述べていきたい。図 3 において示したように、PISA にお

いては 2000 年から 2006 年にかけて、日本の順位は低下傾向にあったが、2006 年から

2012 年は上昇傾向にある。しかし、「2012 OECD 学校内での学力格差と学校間での学力

格差」(図 6)において、調査で用いられている「学校内格差:学校間格差」指数を見ると、

OECD 平均は「2:7」であるのに対し、日本は「1:30」となっている。このことから、

OECD 諸国に比べて日本では学校間格差が極端に大きいことがわかる。また、日本と同様

に学校間格差が大きい香港や台湾と比べ、日本の下位層の生徒の点数は大幅に低いといえ

る。  

学校間格差に関する先行研究として、「戦後日本の高校間格差成立過程と社会階層」(中

西祐子ら(1997))や、「高校生文化と進路形成の変容 第四章進路選択の構造と変容」(耳

塚寛明ら(2000))があげられる。中西祐子ら(1997)では、職業科は高校の学科階層の下位に

位置づけられているのに対して、普通科内部では、分散は拡大し、階層間格差と普学校間

格差との相関が明確になったとしている。耳塚寛明ら(2000)では、学校間格差の要因は家

計水準の影響が高まったことにあると指摘されている。 
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(2)地域間格差 

地域間格差については、格差を表す指標として「全国学力・学習状況調査」の都道府県

別順位の推移を用いて述べる。図 7 はその上位層と下位層に注次したものであるが、上位

層(福井県・秋田県・富山県など)と、下位層(沖縄県・大阪府・岩手県など)の都道府県がほ

ぼ固定していることが分かる。この理由として、学力調査の受験対象が公立校に通う生徒

のみであるため、私立中学校に通う生徒の多い都道府県が私立中学校に通う生徒の少ない

都道府県よりも下位になるということが考えられる。2013 年の全教科平均正答率 1 位(秋

田県)と 47 位(沖縄県)の差が大きく開いており(小学校では約 15 点差、中学校では約 12 点

差)、同じ義務教育下にあるにも関わらず、学力格差が生じている。  

地域間格差をテーマとした研究として、「我が国における教育水準の地域格差」(川田力

(1992))があげられる。ここでは、教育水準の地域格差とその発生メカニズムについて検討

することを課題し、国勢調査と学校基本調査をもとに、地域間格差に影響を与える原因と

して、「大学立地の地域差」、「進学時と就職時の地域移動」、「都市農村格差」および

「都市間格差」を取り上げて分析を行っている。 小・中学生の学力の地域間格差を焦点に

あてた先行研究は見つけられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（PISA より抜粋） 
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図 7 

(全国学力・学習状況調査から著者作成) 

 

 (3)個人間格差 

個人間格差については、図 8 に示す PISA の「mean mathematic performance by 

national quarter of socio economic status」の結果を用いて述べる。家庭の社会的背景を

考慮した後のポイントの上位層と下位層の差が、OECD平均では 2.80であるのに対し、日

本では 1.84 である。他の先進国を見ても、アメリカは 2.49、ドイツは 2.40 であり、日本

の 1.84 がそれほど高い数値であるとは言えない。  

しかし、教員のアンケートである「第 4 回学習指導基本調査」(ベネッセ教育研究開発セ

ンター実施)を見ると、個人間格差の存在が確認できる。「生徒を全体的に見たときに、学

力水準はどう変化したか」という問いに対して、約 5 割の教員が「変わらない」と回答し

ている。その一方で、「生徒間の学力格差はどう変化したか」という問いに対しては約 6

割 5 分の教員が「大きくなった」と回答した。(図 9) 

また、このような学力格差は一世代に留まるものではなく、親から子へ、子から孫へと

継承する傾向があり、これは「格差継承」と呼ばれている。「格差継承」の原因として、

低所得者層は子供に低水準の教育を受けさせることしかできず、子供も将来、低所得者層

に入ってしまうという負のサイクルから抜けだせないことが挙げられる。「平成 25年度全

国学力・学習状況調査の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」

(耳塚)によると、世帯所得と算数学力平均値、一か月の学校外教育支出と算数学力平均値

には相関関係が見られる。また、2012 年に OECD によって施行された PISA の調査の

「Relationship between performance in mathematics, reading, and science, and socio-

economic status」の項次からは、勉強机、参考書といった家庭の学習リソース、書物等の

家庭におけるクラシックな文化的所有物、父親の学歴等の保護者の教育的背景をはじめと

する、「社会文化的背景」と数学的リテラシーとの間に相関性が見られる。日本は、参加

国 178 国の中で、この相関性の強さが最も大きい。 
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図 8 

                            （PISA 結果から抜粋） 

図 9 

(第 4 回学習指導基本調査から抜粋) 
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第 2 項 有効な授業形態とは  

 上に述べたような学力格差の是正や学力の向上を図るために、政府は主に少人数学級

と習熟度別授業という 2 つの授業形態を推進してきた。ここでは、これら 2 つの授業形態

についてそれぞれ論点を整理する。 

 

(1)習熟度別授業 

習熟度別授業とは、児童生徒の学習効率を上げようとする授業形態の一つである。その

方法には、児童生徒の理解度や能力に応じて複数の学級に編成し直す能力別学習集団編成

方式や、一つの学級内を複数のコースに分けてコースごとに学習する学級内能力別グルー

プ編成方式などがある。国は習熟度別授業を肯定し推し進める政策をとっているが、習熟

度別授業によって学力格差が助長するのではないかという点で問題点も指摘されている。

上位のクラスの生徒が上位のクラスにいることに満足し、下位のクラスの生徒は周囲に同

様の生徒がいることに甘んじ、学習意欲の低下をもたらすという指摘もされている。欧米

の研究においても能力別指導・進路別指導の有効性が疑わしいとされ、廃止される例が相

目いでいる。 

以上のように、政府が推進している習熟度別授業には肯定的な結果や意見もあるが、批

判的意見や研究も多分にあるのが現状である。 

 

(2)少人数学級 

文部科学省は生徒一人ひとりの理解度や興味、関心に応じたきめ細かな教育を実現する

ため、少人数学級の実施を推進している。2001 年 3 月に義務標準法の改正が行われ、各自

治体の裁量で少人数の指導ができるようになった。それに伴い、文部科学省は 2001 年か

らの 5 年間で約 2 万 3 千人の教員を増員した。2011 年には「公立義務教育諸学校の学級編

制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律」が制定され、公立小学校 1 年生の一クラスあたりの生徒数の標準が 40

人から 35 人に引き下げられた。その結果、2011 年には小学校低学年を中心に全都道府県

において少人数学級が実施されるようになった。政府は現在、日本の 1 学級あたりの生徒

数の平均は小学校 28.1 人、中学校 33.0 人となっている。 

しかしながら、その効果については明確でない。学級の人数の違いによる教育効果の研

究については、アメリカで早くから行われている。アメリカ政府が 65万人の児童生徒を対

象に行ったコールマン報告(1966)では、「子供たちの教育効果を決定づけるもっとも大き

な要因は学級規模である」と結論づけている。一方で、Hanushek(1996)は 1994 年に発表

された 277 件の分析を調査し、教員生徒比率が学力にプラスの効果を与えているものが

15％、マイナスの効果をあたえているものが 13%、あとの 72%では影響を与えてはいない

という結果を得た。このことから、教員生徒比率が学力に与える影響はなく、影響があっ

てもその符号は一定でないと指摘している。日本における研究でも、清水(2002)は小学 5

年生と中学校 1 年生を対象に算数・数学の学力テスト結果を用いて分析を行い、学級規模

は平均正答率に影響を与えていないことを指摘している。三宅(2002)では理科においても

同様の結果が得られた。一方、赤林・中村(2011)は横浜市の独自テストと全国学力・学習

状況調査結果を使い学級規模の効果を分析し、小学校 6 年生において学級規模の縮小が学

力にプラスの効果を与えることを示した。 

文部科学省は、「学級編制・教職員定数改善等に関する基礎資料」(2010)において、少

人数学級導入の効果として、先行して導入した秋田県において学力向上の成果が見られた

ことや、山形県において不登校や欠席率が低下するという傾向が見られていることを報告

している。一方で、2014 年 10 月、財務省が財源確保の問題から、公立小学校の 1 年生で

導入されている 35 人学級を見直し、40 人学級に戻すことを求める方針を固めたことが明

らかになった。 
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第2章 先行研究及び本校の位置づけ 

第１節 問題意識 
義務教育過程における学力決定要因に関する論文は多数あるものの、実証的に分析を

行っている論文は少ない。その大きな原因として、データの不足が考えられる。公的機関

が全国規模で学力調査を行っているのは、文部科学省が実施する「全国学力・学習状況調

査」のみである。教育が個人や団体間を順位付けするものであってはならないという観点

から、調査結果の公開が制限されていることも教育に関する実証分析を行った論文が少な

いことの原因として挙げられる。本稿では、以下の 3 つを先行研究として取り上げる。 

まず 1つ次に、千葉県検証改善委員会が作成した「平成 19年度『全国学力・学習状況調

査』分析報告書」がある。この報告書は全 8 章から成り立っているが、その中でも「第五

章 学校環境と教育活動が学力に与える影響―通塾者と非通塾者の比較分析から―(須藤)」

を取り上げる。この先行研究では、非通塾者と通塾者を分けて分析を行い、どのような学

校教育の取り組みが非通塾者のスコアに影響を与えるのかについて研究している。分析か

らは、①教員の増加、②教師平均年齢の高さ、③放課後に補充的な学習サポート、④教師

が授業研究を行うこと、の 4 つが非通塾者のスコア向上に役立つという結果が得られた。

この先行研究では、非通塾者がスコアを伸ばす要因について分析を行っている点におい

て、本稿の参考になると考えられる。また、データは全国学力・学習状況調査を用いてお

り、比較的追試が容易であったため先行研究として取り上げた。 

2 つ次の先行研究には、「小学校の学力格差に挑むー誰が学力を獲得するのか」(耳塚

2007)を取り上げる。この先行研究では、御茶ノ水女子大学教育社会学研究が独自に

JELS2003(Japan Education Longitudinal Study)という追跡調査を行い、そのデータを用

いて小学校の学力格差の実態について記述している。具体的には、大都市・小都市におい

て家庭的背景がどの程度学力を規定しているかについて、それぞれ分析を行っている。そ

の結果、大都市の方が小都市よりも、親の学力・通塾率が子供の学力に影響することが分

かった。JELS のデータを入手することは不可能であったが、この先行研究は我々が着次

したい学力の決定要因について分析を行っていたため、参考になると考えた。 

3 つ次は、文部科学省委託研究「平成 25 年度全国学力・学習状況調査(きめ細かい調査)

の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究」(国立大学法人お茶の水

女子大学 2014)である。この論文では、まず家庭状況と学力の関係を調査し、①世帯収入

が多く、父母の学歴が高い家庭ほど児童生徒の学力が高いこと、②学校外教育費支出が多

い家庭ほど児童生徒の学力が高いこと、を明らかにした。そして目に、学校内での家庭の

社会経済的背景による影響を縮小する学校の取り組みについて調査している。その結果、

①放課後を利用した補充的な学習サポート、②算数の授業における習熟度別少人数指導(習

熟の遅いグループに対する指導)、③小中連携(教科の指導内容や指導方法についての連

携)、④家庭学習の課題の与え方に関する教職員の共通理解、に取り組んでいる学校が、こ

うした家庭の社会経済的背景の学力に与える影響を小さくしていることが分かった。 
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第 2 節 本稿の位置づけ 
本稿の次的は、教育政策の変遷の過程でこれまでに導入され、推進されてきた小・中学

校での取り組みが小・中学生の学力に与える影響を検証することにある。そして、我が国

の将来を担う子供達が生まれた環境にかかわらず等しく教育を受け、社会を生き抜くため

に必要な学力やそれに付随する能力を獲得することが義務教育の次的であるから、その達

成に近づくための有効な政策を分析に基づいて講じたい。前述のように、これまで様々な

教育政策が打ち出されてきたが、我が国における学校・教育データ利用の未整備や教育学

社会学と比較した経済学的アプローチの有益性の理解不足といった理由からその効果を包

括的に実証分析した研究は少なく、政策の効果は明らかとなっていない。また、これまで

の研究では、児童・生徒の家庭的要因に絞って分析しているものが主であった。そこで本

稿ではこれまでの学校での取り組みに焦点を当てて分析を行う。なお、我々は学校制度を

考案するに当たり、2012 年～2014 年の「全国学力・学習状況調査」のデータを用い、パ

ネルデータ分析を行う。 
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第3章 実証分析 

第 1 節 分析の枠組み 
本稿では主に「全国学力・学習状況調査」を用いて実証分析を行い、小・中学生の学力

の決定要因を明らかにする。2012 年から 2014 年までに行われた都道府県別の小中学生の

学力調査の結果と諸調査の都道府県別結果を用いて、3 年分のパネルデータを作成し分析

を行う。被説明変数を「全国学力・学習状況調査」におけるテストの正答率とし、説明変

数を学力調査で行われたアンケート結果から導出した変数、及び学力の調整変数とする。

分析手法はパネルデータ分析、分析モデルは固定効果モデルで、3 年分のデータで小学

生・中学生に関して２つの分析を行った。 

第２節 変数選択 
まず、教育のアウトプットである「学力」を全国学力・学習状況調査の 2 教科 4 科次の

平均正答率の合計とし、これを被説明変数として利用する。2 教科 4 科次とは、小学生は

国語Ａ・Ｂと算数Ａ・Ｂ中学生は国語Ａ・Ｂと数学Ａ・Ｂである。 

説明変数として、以下のような都道府県別のデータを用いる。 

 

＜平日家庭学習＞ 

一般的に、よく勉強すれば学力は伸びると言われている。子供に学習習慣が身について

いるほど、学力が高いと考えた。 

 

＜放課後補習＞＜土曜日補習＞＜長期休業補習＞ 

授業外に子供に対して学校が補習授業を行うことが、学力向上に影響を与えていると考

えた。同じ授業外補習でも、補習を行うタイミングによって学力に与える影響が違うので

はないかと考え、三種類の補習に関する変数を投入した。 

 

＜少人数ボトムアップ＞ 

先行研究等で頻繁に少人数学級・習熟度別学級の影響が取り上げられ、論じられてい

る。学級を少人数にして学力の底上げを行うことが、学力向上にプラスの影響を与えてい

るのではないかと考えた。 

 

＜ボランティア協力＞＜中学校と連携（小学校の分析のみ）＞ 

地域一体となって児童生徒の学習環境を整えようとする声が高まる中、地域住民等の学

校に対するボランティア協力や小中学校の連携が児童の学習活動やその結果である学力に

よい影響を与えているのではないかと考えた。 

 

＜校内研修＞ 

教員が校内研修を多く行い、授業における指導方法等について理解を深め技術を磨くこ

とが子供に影響しているのではないかと考えた。 
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＜生活保護受給率＞ 

家庭が貧窮し、子供が学習に集中できないことが、子供の学力に悪影響を及ぼしている

のではないかと考えた。 

 

＜公立中学校進学率＞ 

一般に国私立中学校に進む子供の学力の平均値は、公立中学校に進学する子供の学力の

平均値より高いと思われる。「全国学力・学習状況調査」の結果が公表されているのは公

立小中学校に関するデータのみであるため、分析を調整する変数として投入した。 

 

＜通塾率＞ 

塾に通っている割合が高いほど、学力が高いという結果が出るのではないかと考えた。 

  

 前述のような項次を、どのように変数として用いたかについて説明する。最初に、学

力調査で行われたアンケート結果から導出した変数について説明したい。 

 変数を導出したアンケート項次は、平日家庭学習・放課後補習・土日補習・長期休暇

補習・少人数ボトムアップ・地域ボランティア協力・中学校との連携・校内研修の 7 つで

ある。 

学力調査の都道府県別データは以下のように公開されている。  

  

(例)平成 25 年度、北海道、平日家庭学習 

質問

番号 
質問項次 1 2 3 4 5 6 

(15) 
生徒の授業時間以外に、普段(月～金曜日)、

1 日当たりどれくらいの時間勉強をしますか 
8.8 23.0  30.3  18.4  11.2  8.1 

この場合、北海道において、「生徒の授業時間以外に普段(月～金曜日)、1 日当たりどれ

くらいの時間勉強をしますか」という質問に対し、8.8%の生徒が「1. 3 時間以上」、

23.0%の生徒が「2. 2時間以上、3時間より少ない」、30.3%の生徒が「3. 1時間以上、

2 時間より少ない」、18.4%の生徒が「4. 30 分以上、1 時間より少ない」、11.2%の生徒

が「5. 30 分より少ない」、8.1%の生徒が「6. 全くしない」と答えた、ということにな

る。 

この結果を元に、以下の方法で加工を行った。この質問では、選択する番号が小さいほ

ど、よく勉強することになるため、本稿では、 

1 と回答→6点 

2 と回答→5点 

3 と回答→4点 

4 と回答→3点 

5 と回答→2点 

6 と回答→1点 

のように、より勉強をしているという回答を選べば高い数字になるように変換を行った。 

続いて、設定した点数に、回答割合を乗じ、項次の数で除した。つまり、(例)の北海道

の質問において分析に使用する値は、62.45 となる。 

このように学力調査のデータから導出した変数については上記のような加工を行ってい

る。質問が回数を問うものならより多く、程度を問うものならより多く行っている選択か

ら高い点数を振り分けていき、加重平均をして変数として用いるのである。学力調査のア

ンケートから導出した放課後補習、土日補習、長期休暇補習、ボトムアップ、ボランティ



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

19 

 

ア、校内研修についても同様の加工を行い、変数を算出した。以下に変数名・質問項次・

回答する選択肢(点数)を記載する。 

放課後補習…「第 3 学年の生徒に対して，前年度に，放課後を利用した補充的な学習サ

ポートを実施しましたか」・選択肢 6 個(1～6 点) 

土曜日補習…「第 3 学年の生徒に対して，前年度に，土曜日を利用した補充的な学習サ

ポートを実施しましたか」・選択肢 5 個(1～5 点) 

長期休暇中補習「第 3 学年の生徒に対して，前年度に，長期休業日を利用した補充的な

学習サポートを実施しましたか」・選択肢 5 個(1～5 点) 

ボトムアップ…「第 3 学年の生徒に対して，前年度に，数学の授業において，習熟の遅

いグループに少人数指導を行い，習得できるようにしましたか」・選択肢 5 個(1～5 点) 

中学校と連携…「教科の指導内容や指導方法について近隣の中学校と連携（教師の合同

研修，教師の交流，教育課程の接続など）を行っていますか」・選択肢 4 個（1～4 点） 

地域ボランティア協力…「学校支援地域本部などの学校支援ボランティアの仕組みによ

り，保護者や 

地域の人が学校における教育活動や様々な活動に参加してくれますか」・選択肢 4 個(1

～4 点) 

校内研修…「授業研究を伴う校内研修を前年度に何回実施しましたか」・選択肢 9 個(1

～9 点) 

  

学力調査から導出した変数のほか、生徒の学力に影響を与えているであろう要因とし

て、 

生活保護受給率（都道府県別生活保護受給者数/都道府県別総人口×100）、公立中学校

進学率、通塾率といった都道府県別の数値を説明変数として用いた。 

第3節 分析結果 
表 1、3 に小学校、中学校の分析結果を、表 2、4 に記述統計量を示す。  

表 1：記述統計量(小学校) 

 

変数名 サンプル数 平均 標準誤差 最小値 最大値 

正答率合計 141 261.4494 12.66857 231.5 296 

平日過程学習 141 237.7745 1457.791 57.26667 12920.67 

放課後補習 141 45.5409 12.85248 22.35 95.46667 

土曜補習 141 21.01191 2.521174 19.62 41.24 

長期休業補習 141 40.56638 7.542515 24.16 59.3 

少人数ボトムアップ 141 45.60496 13.09567 23.18 91.3 

中学校との連携 141 68.4594 11.72719 37.175 97 

ボランティア協力 141 75.47039 7.526016 56.3 95.5 

教員校内研修 141 68.11957 7.121496 49.28 85.98 

生活保護受給率 141 0.786528 0.447935 0.158688 2.244997 

公立中学校進学率 141 94.02199 4.539133 74.2 98.5 

通塾率 141 56.5234 11.15708 29.8 75.5 

表 2：分析結果(小学校) 

R-sq:  within  = 0.5428                       

       between = 0.0658                                      

       overall = 0.3309 
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説明変数 係数 標準誤差 t 値 p 値 有意性  

平日家庭学習 0.000739 0.000623 1.19 0.239   

放課後補習 0.157399 0.177559 0.89 0.378   

土曜補習 -0.4642 0.568057 -0.82 0.416   

長期休業補習 -0.22242 0.390445 -0.57 0.570   

少人数ボトムアップ -0.21468 0.191348 -1.12 0.265   

中学校との連携 0.474716 0.075546 6.28 0.000 *** 

地域ボランティア協力 0.504135 0.1262 3.99 0.000 *** 

教員校内研修 0.354478 0.473184 0.75 0.456   

生活保護受給率 5.135562 2.014932 2.55 0.013 ** 

公立中学校進学率 0.006583 0.253268 0.03 0.979   

通塾率 -0.07196 0.090201 -0.8 0.427   

 

 

表 3 記述統計量(中学校) 

 

変数 
サンプ

ル数 
平均 標準誤差 最小値 最大値 

正答率合計 141 252.6177 9.677449 214.5 280.1 

平日家庭学習 141 68.64816 5.937248 51.3667 81.4 

放課後補習 141 44.72222 7.231937 30.65 79.35 

土曜補習 141 23.17745 5.17373 20 59.9 

長期休業補習 141 55.69858 7.878994 32.68 77.22 

少人数ボトムアップ 141 39.84312 10.21236 24.82 70.08 

地域ボランティア協力 141 72.34131 11.50362 49.275 94.45 

教員校内研修 141 55.9995 6.744063 38.7 83.9 

生活保護受給率 141 0.786528 0.447935 0.158688 2.244997 

公立中学校進学率 141 94.02199 4.539133 74.2 98.5 

通塾率 141 56.5234 11.15708 29.8 75.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4：分析結果(中学校) 

 

R-sq:  within  = 0.8065                          

       between = 0.0601                                       
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       overall = 0.0830   

説明変数  係数 標準誤差 t 値 p 値 有意性 

平日家庭学習 0.74722 0.057793 12.93 0.000 *** 

放課後補習 0.080664 0.073851 1.09 0.278   

土曜補習 -0.08303 0.057778 -1.44 0.154   

長期休業補習 -0.02578 0.080736 -0.32 0.750   

少人数ボトムアップ -0.02571 0.057294 -0.45 0.655   

地域ボランティア協力 0.092142 0.026566 3.47 0.001 *** 

教員校内研修 -0.03178 0.08266 -0.38 0.702   

生活保護受給率 -8.18765 4.06944 -2.01 0.047 ** 

公立中学校進学率 3.99149 2.193205 1.82 0.072 * 

通塾率 0.008459 0.121796 0.07 0.945   

第4節 分析結果の考察 
以上が分析の結果である。2 つの分析から、共通して「地域ボランティア協力」が生徒

の学力に対して正の説明力を持つという結果を得た。また、小学生に対しては、「中学校

と連携」が、中学生に対しては「平日家庭学習」がそれぞれ学力に正の影響を与えている

と分かった。「地域ボランティア協力」については、保護者や地域住民が地域の中学校に

対して関心を持ち自ら活動することが、生徒の学力に正の影響を与えることが示された。

個々のボランティアが生徒に対して何らかの良い影響を与えるであろうということは想像

するにたやすいが、今回の分析でボランティア活動が学力に正の説明力を持つと示せたこ

とは、非常に有意義な結果といえるのではないだろうか。 

小学生に関する分析では、「地域ボランティア協力」に加え「中学校との連携」が学力

に対し正の影響を与えると分かった。質問では特に小中学校の教師間の連携について尋ね

ているため、地域の小中学校における教師達の合同研修等が成果をあげているといえる。 

目に中学生に関する分析について考察したい。「平日家庭学習」が正の説明力を持つと

いう結果については、勉強することで学力は伸びるという「常識」を分析によって証明す

ることができたといえよう。また、また、平日家庭学習・地域ボランティア協力の他に公

立中学校進学率が学力に正の説明力を持つことが示された。生徒が小学校から中学校に進

学する段階で、学力上位層が公立中学校に進学する割合が高い(国私立中学校に進学する割

合が低い)都道府県ほど、公立中学校に対象を限定して行われた学力テストでは高いスコア

を獲得しているといえよう。 

その他、生活保護受給率が、小学生の学力に対して正の、中学生の学力に対して負の説

明力を持つという結果が出た。しかし、経済的な家庭の困窮が子供の学力に正の影響を与

えているとは考えにくいため、本稿の分析では生活保護受給率の学力に対する影響はうま

く測ることができなかったと考えられる。 

放課後や土曜日の補習で学力が向上するという結果は、今回の分析から得ることができ

なかった。また、先行研究等で効果があるとする立場と影響があまりないとする立場両方

から言及されている少人数・習熟度別教育についても、今回の分析においては有意な結果

を得られなかった。 
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第4章 政策提言 

本稿の分析の結果、小学校のデータを用いて行った分析では、「中学校との連携」、

「地域ボランティア協力」、「生活保護受給率」が学力テストのスコアに対して正の影響

を与えることがわかった。また、中学校のデータを用いて行った分析では「平日勉強時

間」、「地域ボランティア協力」、「公立中学校進学率」が学力テストのスコアに対して

正の影響を与え、「生活保護受給率」が学力テストのスコアに対して負の影響を与えるこ

とがわかった。 

以上を踏まえ、我々は、いずれの分析においても生徒の学力に正の影響を与えることが

明らかとなった「地域ボランティア協力」と小学校の分析において生徒の学力に正の影響

を与えることが明らかとなった「小中学校間の連携」に焦点をあて、現状の問題点をそれ

ぞれ指摘した上で、学力向上のための政策を提言し、その効果について検討する。 

第1節 地域ボランティア協力の効果的な実施のため

のネットワーク創成 
 

第 1 項 学校支援地域ボランティアについて 
学校支援地域本部は、2004 年に教育基本法に新設された、「学校、家庭及び地域住民等

の相互の連携協力」の規定を具体化する方策の柱である。急速に変化の一途をたどる日本

社会において、政府が一括して多様化する地域ごとの課題に対処するのは非常に困難であ

ることから、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子供を育てる体制を整えるこ

とを次的としている。 

図 10 

（鹿児島県いちき串木野市学校支援事業資料より抜粋） 

第 2 項 学校支援地域ボランティアの取り組み状況 
2012 年は、全国 1,005 市町村において、2,540 学校支援地域本部が設置され、5,939 小

学校、2,620 中学校で課題解決のための取り組みが進められている。主な本部事業内容

は、図 11 に示す。これによると、実施率が最も高い活動内容は学習支援、目いで校内環境
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整備、読み聞かせ・読書活動支援・図書室整備、子供の安全確保、となっている。ここで

は 3 つの事例を挙げる。 

福島県大玉村教育委員会では、「みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ大玉村の

教育」を次指し、取り組みを行っている。具体的には、学習の支援、環境整備支援、学校

行事支援、安全パトロール支援、読み聞かせ支援、図書台帳の整理、算数のまるつけなど

を実施している。また、村内の 3 校 2 園を『コミュニティ・スクール』に指定し、幼・

小・中の連接を強化しながら、施設の統合を伴わない幼・小・中一貫教育を次指してい

る。その中で、学校支援地域本部をコミュニティ・スクールの『校運営協議会』と連携さ

せ「学校支援」や「地域教育」を担う組織として発展させていくよう検討を進めている。 

岩手県普代村教育委員会では、『「子供が元気」は「地域が元気」』という標語を掲げ

て学校と地域が一体となって活力を生み出していく「普代型スクール・コミュニティ」の

実現を次指し、取り組みを行っている。具体的には、2人の地域コーディネーターが、そ

れぞれ小学校、中学校を担当し、学習支援、環境整備、登下校安全指導など、学校支援ボ

ランティアとの調整を図りながら支援活動を行っている。 

鹿児島県いちき串木野市教育委員会でも、学校・家庭・地域・地元企業等が一体となり

「地域ぐるみで子供を育てる体制」を整えることをねらいに、「学校支援事業」を実施し

ているが、地域住民が気軽に登録でき、自らが可能な範囲で学校支援に参画する意識を高

めることができる工夫がなされている。具体的には、支援内容をレベル1からレベル5まで

設定し、自分のできるレベルを選んで支援する学校支援事業が行われている。例えば、レ

ベル1では「自分のできる時間に、できる範囲で支援する」として、散歩や農作業の合間

にもできる登下校時の見守りや学校行事への参加、レベル5では「学校の要請に応じて教

科指導や自分の経験等を生かして支援する」として、教科指導の補助や部活動の支援等が

行われている。 

 

図 11 

（文部科学省「学校支援地域本部事業」実態調査研究」より著者作成）                                                               

 
第 3 項 学校支援地域ボランティア事業の効果 

学校支援地域ボランティア事業による効果としては、図 12に見られるように、子供と地

域住民の交流による学力や規範意識、コミュニケーション能力の向上、教員の教育指導へ

の集中、地域住民の生きがい作りなどが挙げられる。 
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文部科学省による「平成 23年度生涯学習施策に関する調査研究－学校と地域の連携施策

の効果検証及び改善事例収集に向けた調査研究報告書－」でも、学校支援ボランティアの

効果が明らかとなっている。具体的には、「放課後を活用した補充的な学習支援」の推進

が「子供と地域住民、地域住民間のネットワーク構築等」に正の影響を、「休日や長期休

業日を活用した補充的な学習支援」の推進が「教職員が子供に向き合う時間の確保等」に

正の影響を、「学校が地域住民等に任せたい活動内容を明確に定めて伝えている」、「学

校経営計画・学校運営次標の中で、活動の意義や具体的な内容を明確に示している」、

「多様な地域組織(自治会、婦人会、青年会など)と連携しながら活動している」が「子供の

地域(住民)に対する信頼感・安心感、学校が地域住民と協働した学習支援の充実、地域に

おける子供や学校への関心向上等」に正の影響を与えることがわかった。 

 

図 12 

        （文部科学省「学校支援地域本部事業」実態調査研究」より著者作成） 

 

 

第 4 項 学校支援地域ボランティアの課題・改善点 
このように、地域のボランティアと学校のニーズをマッチングするシステムとして、十

分な仕組みを保持しており、また機能しているように思える学校支援地域本部事業である

が、様々な課題が残されている。 

まず 1 つ次に、予算面で工面をする必要があるということである。現在、地方公共団体

における事業費は国庫、都道府県、市町村が 3 分の 1 ずつ拠出している場合が多い。文部

科学省が行った、「学校支援地域本部事業に関する調査」(図 13，14)によると、学校に対

する調査、コーディネーターに対する調査ともに、「事業費が弾力的に運用出来ない」の

項次への回答数が多いことが分かる。つまり、事業費全体の拡充と地方公共団体負担の減

額が求められる。なお、事業費の内訳は主に、ボランティアの交通費、ボランティアへの

活動謝礼、また地方教育委員会の設置費用に運用に分類される。 

2 つ次に、学校側とボランティア側のマッチングが円滑に行われていないという問題点

がある。具体的な改善点としては、「希望する時間と学校側から依頼された時間が合わな
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い」「希望する職種(ボランティア形態)が見つからない」「学校側のニーズに合うボラン

ティアがいない」(図 13，14)などが挙げられ、福島県大玉村教育委員会の報告では、「登

録していない内容での支援や学校からの急な要請がある」といったボランティア次線での

改善点も見受けられる。さらに「コーディネーターに対する調査」「学校に対する調査」

では、共に約 30%の人がこの問題について触れており、上記の以下二項次から見ても、学

校・地域との連携をとることを次的としている学校支援地域本部事業が円滑なサービスを

提供しているとは考え難い。また、福島県大玉村教育委員会の報告によると、「コーディ

ネーターやボランティアとの連絡・調整をする時間の確保が(学校には)必要」とあり、こ

のように地域・学校・家庭を繋ぐ上で、マッチングの機能の改善は不可欠であろう。 

3 つ次の改善点として、学校支援地域本部事業の活動に関する地域間格差が挙げられ

る。文部科学省による、「平成 22年度学校支援地域本部 設置状況」から考察できるよう

に、千葉県では学校支援地域本部設置数/全小中学校数が 85/166 と半数近くあるのに対

し、愛知県では 9/396 と 20%ほどにしか満たず、地方によって本部の設置数にばらつきが

見られることがうかがえる。これには、ボランティア活動が公民館で行われることが多い

ため、学校から公民館までの物理的な近さや公民館の認知度などの地域的な要因も含まれ

る。地方部・都市部ともに活動をより活性化していくためには、都道府県の教育振興計画

に位置付けるなどして都道府県レベルでの取り組みを推奨することが必要とされる。 

また、この学校支援地域本部の事業は長期的に取り組まれる必要があるため、ボラン

ティアや地域コーディネーターの継続的な確保も必要とされる。そのためには、こういっ

たボランティア活動の認知度をさらに高めるとともに、地域コーディネーターの研修や

コーディネーター・地域ボランティア同士の交流の機会などを提供することで、継続的に

かつ主体的に活動をうながすことが求められる。 

 

図 13 

        文部科学省「学校支援地域本部事業」実態調査研究」より著者作成）
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図 14 

 

     （文部科学省「学校支援地域本部事業」実態調査研究」より著者作成） 

 

 

第５項 政策提言：ボランティア活動の効果的な実施のために 

 
（１）全国ネットワーク創成 

我々は、先に述べたような課題を解決し、学校支援ボランティアのより効果的な実施の

ために、地域の学校支援の中心である学校支援地域本部が地域のボランティア活動を統括

し、学校と個人ボランティア、大学、NPO などのボランティア団体をつなぐ全国ネットの

創成を提案する。 

この全国ネットの役割の 1 つは、学校と個人ボランティア、大学、NPO などのボラン

ティア団体間のマッチングを促すことである。これによって、課題として挙げた人手不足

や学校のニーズにあった人材確保ができていないなどの問題を解決できると考える。ま

た、ネット上のシステムによって時間調整を行うことによって学校側の手間も省くことが

できると考える。2 つ次は、地域間の格差を是正することである。現行の政策では、各地

方公共団体に裁量権が委ねられており、地域による実施の度合いに格差が生じている。全

国ネットの創設により、ボランティア人材がひとつの地域にとどまることなく活動するこ

とができると考える。3 つ次は、新たに NPO 団体なども学校支援地域本部事業を中心とし

たネットワークに組み込むことで、個人ボランティアと団体の間の連携、あるいは団体間

の連携を図り、ボランティアの組織化による組織的な体制整備によって個人ボランティア

による支援では実現し得なかったより規模の大きい学校支援を実現させることである。各

団体によって活動次的や活動内容は異なるが、ネットワーク上に各団体のホームページな



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

27 

 

どをリンクさせることによって、個人や学校が容易にアクセスできるようになる。4 つ次

は、このように学校支援ボランティアに関わるすべての個人や団体をつなぐネットワーク

の創成により、学校支援地域本部自体の認知度を向上させることである。 

このような全国ネットワークの創成によって学校支援地域本部事業をより活発にするこ

とで、教員の負担を減らしながら児童・生徒の学力向上が図れること、地域活動への学校

の参加の増加による学校を核とした地域・まちづくりの実現、新たなコミュニティネット

ワークの創出、といった効果が見込まれる。特に、日本の教師は他国の教師と比べて多忙

であるゆえに授業に割くことの出来る時間が少ないということが明らかとなっている。

OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）によると、日本の高校教師の勤務時間は一週間約

54 時間であり、これは参加国、地域の平均である週 38 時間を大幅に上回っている。ま

た、部活動顧問としての仕事や、報告書作成や教材準備といった事務作業にかかる時間で

ある、日本の教師の 1 カ月の平均時間外勤務時間(校内)は 69 時間 32 分であり、家に持ち

帰った仕事を加えると、月平均 91 時間 13 分に上り、厚生労働省の過労死ライン(月 80 時

間)を 10 時間以上超過する結果となっている。教師の負担を増大させている授業以外の事

務作業や部活動の指導などを学校支援ボランティアに任せることで、教師の授業に割ける

時間が増え、教育の質も向上すると考えられる。 

 

（２）予算面の工面―CSRとしての協力企業制度と教師を次指す大学生の積極的活用― 

図 13，14 で示したように、現行の学校支援地域本部事業の課題において最も大きな割

合を占めるのは、「事業費が弾力的に運用できない」、「ボランティアへの活動謝金がな

い」、「ボランティアへの交通費がない」、「事業費が少ない」といった予算・事業費に

関する課題である。そこで、地元企業によるCSRとしての協力企業制度の設置、および主

に教師を次指す教育学部の大学生の無償学校支援ボランティアとしての積極的活用を提案

したい。 

 

・地元企業による CSR としての協力企業制度の設置 

現在、少子高齢化による医療福祉費の増大や経済不振により、我が国の財政は圧迫して

いる。これからの社会を担う若い世代に対する教育政策を重視すべきであることは言うま

でもないが、現在新たに幼児教育過程の無償化なども検討されており、学校地域支援事業

にこれ以上の予算を割くことは困難であると考えられる。 

そこで、先に述べたような全国ネットの設置により学校地域支援ボランティア事業の認

知度を高め、新たなコミュニティネットワークに企業も巻き込み、経済的なサポートをは

じめとする協力を呼びかけたいと考える。 

また、企業側に学校支援のインセンティブを与えるために、我々の提案する全国ネット

や各地方公共団体のホームページ、県教育委員会の刊行物等で協力企業を紹介して PR を

すること、都道府県が発注する物品調達、役務・委託の入札などにおいて優遇措置をとる

ことを提案したい。 

このような企業協力に関する取り組みはすでにいくつかの地方公共団体では実施されて

いるが、国がガイドラインを作成するなどして呼びかけるべきである。ここでは、すでに

実施されている２つの事例を挙げたい。 

宮崎県では、「『宮崎の教育』アシスト事業」が行われており、企業（会社、個人事業

所等）が専門性を持った人材などの教育的資源を活用するための教育支援システムを構築

し、企業が教育活動に積極的に参画できる環境を整備することが試みられている。具体的

には、「アシスト事業ガイドブック」の作成・活用、「アシスト企業バンク」の構築、ア

シスト事業研修会の開催などの取り組みがなされている。 

鳥取県でも、学校支援ではないが、保護者である従業員の方々が子育てしやすく、子ど

もたちを健やかに育てる地域活動に参加しやすい職場環境づくりのため、「鳥取県家庭教

育推進協力企業制度」を設けて家庭教育支援の取組を進めている。具体的には、学校行事
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への参加促進の呼びかけなどの職場環境づくりや、学校行事参加のための半日や時間単位

の休暇制度の新設などを行っている。 

このように、支援をする側のインセンティブを維持しながら、学校支援地域本部を中心

とした地域コミュニティに企業や大学などの教育機関を組み込む政策をすることによっ

て、予算を有効的に運用することができるだけでなく、ソーシャルキャピタルを向上させ

るという効果も見込まれる。 

各学校は学習指導要領に基づき、それぞれの地域の状況を踏まえた上で、工夫をこらし

ながら教育課程を組み立てている。したがって、企業が自社の立場として、大学が教育機

関の立場として何ができるかを考えた上で、児童・生徒らが学校で何をどのように学んで

いるかを理解し、教育現場の需要にマッチした支援をすることが大切であると考える。 

 

・教師を次指す大学生の積極的活用 
教員を次指す大学生を、教育実習よりも前の段階で教育の場に呼び込むことも一案とし

て考えられる。大学と地方の小中学校が提携を結び、希望する大学生には教育実習以前か

ら指導の場を提供することで、小中学校における指導者増員につながり、大学生は教育実

習のかなり前の段階で教育の場を体験することができる。 

第2節 小・中学校連携のためのスクールソー

シャルワーカーの持ち上がり制度の導入 
本節では、分析で地域ボランティア・小中学校連携が児童の学力に正の影響を与えてい

たことから、政策提言として「教室アシスタントとしてのスクールソーシャルワーカー

（以下 SSW）の小中持ち上がり制度」を提案する。 

 

第１項 小中連携の必要性 

政策提言の前に、小中連携の必要性について述べたい。小学校から中学校に移って間も

ない中学１年生の初期、「中１ギャップ」と呼ばれる現象が起こる生徒が多い。文部科学

省国立教育政策研究所の生徒指導リーフレット「中１ギャップの真実」によると、中１

ギャップとは「小６から中１になる段階でいじめ・不登校が急増しているようにみえるな

どの小中学校間の接続問題全般」について用いられる用語である。このリーフレットによ

ると、小学校のとき遅刻早退等の次立たなかった児童のうち、中１になっていきなり不登

校になる生徒は 20～25％も存在する。また、多くの人にとって初めてとなる授業形態（教

科担任制）も戸惑いの原因の一つとなっている。これらの問題は小学校段階で予兆が見え

たり顕在化し始めていた問題であっても、対応が遅れ解決できなかったりするという「積

み残し」や「先送り」が増えている。一方の中学校でも、そのような小学校の状況を把握

しきれないまま、そのまま中学１年生を同一に扱い、個々の配慮をしないところは多いの

ではないか、という疑問もある。 

このように、中学校に入学し小学校時代には見られなかった不登校などの行動が増えて

いるという事実は確かにある。しかしながら、それらの問題は中学校に入学する以前から

予兆として表れている場合もあるにもかかわらず、小学校側が対応できないこと・中学校

側も把握していないことを理由に、十分な対応が出来ていない。これらの問題は小中学校

の連携が進むことによる改善が期待でき、小中連携は早急に取り組むべきである課題とい

える。 

このような現状は国レベルでも把握されており、改善に向けて対応が検討されている。

文部科学省は 2014 年 10 月、諮問機関の議論を元に、小中一貫教育の制度化に向けた学校

教育法の改正案を 2015 年の通常国会に提出することを決定した。小中一貫校は全国各地
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の市区町村が独自に 1000 校あまりを設置しているが、この決定により、今後小中連携・

小中一貫教育2が更に促進されるであろう。これにより、児童生徒のための柔軟な教育体制

の構築が期待される一方、教育体制の変革により教員の負担増大が予測されることから、

教員の負担をできるだけ軽いものにしつつ、小中連携を促進していくことが求められる。 

 

第 2 項 政策提言：教室アシスタントとしての SSW の小中持ち上がり制度の導入 

それではどのようにして小中学校の連携を進めればよいだろうか。ここで、我々は SSW

を活用した、「教室アシスタントとしての SSW の小中持ち上がり制度の導入」を提案す

る。 

はじめに、SSW についての定義を確認する。日本 SSW 協会によれば、「子供たちが

日々の生活の中で出会う様々な困難を、子どもの側に立って解決するための補助する役割

を持った人」である。カウンセラーはカウンセリングを通じて心理的な側面から課題を解

決するのに対し、SSW はカウンセリングだけでなく、スポーツや課外活動を一緒にしたり、

こどもの気持ちを親に代弁したりもする。（図 15）様々な側面から子供の学校生活を応援

する人ということが出来るだろう。政府は 2012 年から、問題を抱えた児童生徒に対して

SSW を活用した課題解決事業を行っている。 

 

図 15 SSW の役割 

 

 
 

（「日本 SSW 組合」HP より抜粋） 

 

我々の提案する「教室アシスタントとしての SSW の小中持ち上がり制度」は、子供が

義務教育を受ける 9 年間を SSW が教室アシスタントとして各担任と一緒に生徒の面倒を

見るという制度である。業務は、教室での生徒見守り、および放課後の部活動指導、教員

の資料作成補助などである。 

この制度の実施による効果を、児童生徒と学校それぞれの側面から述べる。 

まず児童生徒側にもたらす効果は、中学校に進学し環境が変化したとしても、SSW とい

う既に知っている存在が学級にいることで安心感を得ることができ、いつでもその先生を

                                                      
2小中連携は小・中学校がそれぞれ別々であるとの前提の下、教育次標やカリキュラムの共通部分について協働する取

組であり、小中一貫教育は教育次標や次指す子ども像、カリキュラムを共に作り上げる取組（文部科学省 HP より） 
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頼れることである。中学進学への不安が大きいほど中 1 ギャップが生じやすいが、SSW と

いう存在によりその不安を拭うことができる。 

目に、学校側にもたらす効果は、①何か問題を抱えそうな生徒の様子を継続的に把握で

きること、②教師の負担軽減の２点ある。①の理由についてだが、上述したように現状で

は小学校在学中だけではその児童に対応しきれない部分も、中学校に進学する際 SSW が

引き続き見守ることにより、その学生について残っていた課題を処理することができると

考えるからである。②の教師の負担軽減は非常に重要なメリットと言える。先に述べたよ

うに、OECD の国際教員指導環境調査（TALIS）では、日本の教員は参加国中１週間当た

りの勤務、またその他課外活動の資料作りのために割かれる時間が、他の調査対象国と比

べて大幅に多いという結果が明らかとなった。SSW の活動により教員の負担を軽減し時間

的余裕をつくるとともに、余裕の一部を授業研究などに充てることで教員の授業等におけ

る指導の質も向上することが期待できる。学習面のサポートはクラス担任が、生活面での

サポートは SSW が行うことで、生徒が抱える内面的な問題に対してもより深く、より手

厚く解決のために取り組むことができるのである。また、SSW は現状進められている小中

連携においても、今後導入が促進されるであろう小中一貫教育のどちらの教育方針がとら

れるにせよ導入することができる。 

この政策の課題としては、SSW の負担増大、SSW の絶対数不足があげられる。９年間

通して子供を一人の SSW が見守っていくとなれば彼らの負担は現在よりも必然的に大き

くなり、多くの人数が必要となる。原則 9 年間同じ SSW が子供を担当するのが理想であ

るが、中 1 ギャップが生まれやすい中学 1 年生とその直前の小学 6 年生の 2 年間は最優先

で同じ SSW が面倒を見ることができるようにし、その他の期間は担当の変更も可能とし

た方が現実的であると言えるかもしれない。 

 

図 16 

 勤務時間 課外活動の指導 事務業務 

日本 53.9 時間 7.7 時間 5.5 時間 

参加国 38.3 時間 2.1 時間 2.9 時間 

（TALIS より著者作成） 

 



ISFJ 政策フォーラム 2014 発表論文 

31 

 

おわりに 

本稿では、これまでに政府が推進してきた義務教育における教育政策をめぐる議論を整

理し、小・中学校における様々な教育制度が児童・生徒の学力にどのような影響を与える

のかについて分析を行った。その上で、学校支援地域本部を中心とした地域ボランティア

の枠組み作りと、SSW を活用した小中連携について提言を行った。 

しかし、本稿には以下のような課題も残されている。1 つ次は、今回の分析ではデータ

の制約上個票データを用いた分析を行うことができず、都道府県別データを用いたため、

学校・個人への政策の影響を測ることができなかったことである。2 つ次は、現在推進さ

れている教育制度の中で最も議論の余地があるといえる少人数・習熟度別授業の効果につ

いて分析により明らかにすることができなかったという点である。今後、政策の効果を評

価するにあたり、今回が我々が用いた学力調査の質問項次を吟味・改良し、都道府県レベ

ルよりもより踏み込んだ範囲で調査結果を公表していくべきであると考える。 

今後、政府が様々な研究によるエビデンスを得た有用な教育対策を行うことで、わが国

の将来を担う全ての児童・生徒らが等しく教育を受け、自分の努力目第で学力を伸ばし、

社会を生き抜くために必要な学力やそれに付随する能力を獲得することのできる教育機会

を与えられることが望まれる。 

最後に、本稿が我が国における小・中学生の学力の向上につながることを願い、本稿を

締めくくる。 
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