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＜あらまし＞ 本研究は，小学校高学年を対象に，複数の情報の読み取りが必要な調査問題を作成し，
（1）正答率（2）問題や資料等を読み取る手順（以下，読む手順）と，
（3）新聞やフィクションを含
む読書頻度について調査を行い，児童の複数の情報の読み取りに関する実態の検討を行なった．その
結果，
（1）正答率は調査した全ての問題で 6 割強ほどであったことが明らかになった．また，学力群
と問題の正答率は，上位群の児童の方が下位群の児童よりも有意に高かった．
（2）読む手順について，
情報活用能力調査（文部科学省 2015）の問題では，資料の概要が書かれる前提の文を読んだ後に，資
料を読み，回答に必要な情報を読み取る場合が多いことが示された．一方で，全国学力・学習状況調
査（国立教育政策研究所 2018）の問題では，情報が書かれている順番の通り，前提の文を飛んだ後に，
問いの文，解答の選択肢，資料等が読まれていた．よって，問題の様式によって読む手順に差異があ
ると示唆された．さらに，学力群と手順の数は，学力調査の様式の問題のみで上位群の児童の方が下
位群の児童よりも有意に多いことが示された．
（3）読書頻度と正答率の比較を行った結果，全ての問
題で正答している児童の方が月に数回程度フィクションを読んでいること（p＞.10）が明らかになっ
た．読書頻度と手順数の比較の結果では，月に数回程度雑誌を読む児童の手順数が 10 回以上で，月
に１回読む児童の７回程度（p＞.05）と，週に数回読む児童の６回程度（p＞.05）よりも有意に高か
った．
＜キーワード＞ 小学校高学年，情報の読み取り，読み取りの手順，実態調査

1. はじめに
読解力は基礎的な学力の１つとして唱えられて
いる一方で，初等中等教育においては，その低下

研究を取りまとめた．読解方略の教示が文章の内

が課題となっている（堀田 2020）
．

読という段階で展開する三読法（三層読み）を提

容の理解促進に効果的であることを示唆している．
また，大槻（2001）は読解指導に通読・精読・味

OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）では，

唱した．語句の解釈から段落や場面相互の関係の

読解プロセスを 3 段階に分けている（国立教育政

解明，と段階的な指導が内容理解を促すとして，

2019 ）．「 情 報 を 探 し 出 す （ locate

読む手順のように指導することを提案している．

information）」「理解する（understand）」
「評価

しかし，実際に小学生を対象とした読む手順に関

し，熟考する（evaluate and reflect）」のうち，

わる研究は見当たらない．

策研究所

第一段階の「情報を探し出す」では，テキストの

PISA2018 の読解力調査（国立教育政策研究所

中から情報を適切に取り出すことが必要となる．

2019）では，読書習慣がある子どもほど読解力の

新井（2018，2019）は，基礎的読解力を測定する

平均得点が統計的に有意に高い傾向であったこと

ためのリーディングスキルテスト（RST）を開

が明らかになった．調査結果から読解力と読書活

発・実施した．日本の子どもたちが教科書と同じ

動の関係が示唆されているが，高校１年生の結果

くらいの難易度の文章から情報を取り出すことが

であるため，小学校における実態の調査が必要と

できていないことが指摘されている．

考える．

犬塚（2013）は，読解方略を読解時の手続きや

教師が授業等で指導する読解方略の指導方法を

思考などの認知プロセスと定義し，指導に関する

検討するための基礎的知見として，児童が文章等

をどのように読み取っているかの実態を調査し傾

査問題のルビの追加や解答時間などの調査方法の

向を捉えることは意義があると考えられる．

修正を行った．

本研究では，小学校高学年を対象に，複数の情
報の読み取りが必要な調査問題を作成し，
（1）正

2.3．調査の手順

答率（2）問題や資料等を読む手順（3）新聞やフ

次の手順で，調査を行った，

ィクションを含む読書頻度について調査を行い，

１）児童に問題セット（手順の記入例と問題３

児童の複数の情報の読み取りに関する実態の検討

問を記載）と解答用紙（裏面に読書に関するアン

を行う．

ケートを記載）を配布した．
２）児童が，調査の概要と手順の記入の仕方を
説明した動画を視聴した．

2. 研究の方法
2.1. 調査の対象及び時期
小学校高学年の児童 161 名を調査対象者とした．

３）次の指示にしたがって，手順の記入と解答
を行うことを伝えた．
・問題を解答するために，どんな順番で問題文

なお，問題の解答とアンケートの回答を得られた

や資料，答えの選択肢を読んだかを，問題用紙に

有効回答数は 154 だったため，分析対象は 154 名

直接記入してください．

とする．調査に用いる問題を引用した公式調査で

・小さな枠の中に読んだ順番の番号を記入して

は，情報活用能力調査が小学校 5 年生，全国学力・

ください．枠が足りない場合は，枠外に続きを書

学習状況調査が小学校 6 年生を対象としているた

いて構いません．

め，本調査では高学年を調査対象とした．内訳は，

・問いの答えを解答用紙に記入してください．

X 小学校 104 名，Y 小学校 27 名，Z 小学校 30 名

制限時間は 30 分とした．

である．

４）児童は，30 分経過後，読書に関するアンケ

調査時期は，2020 年 11 月上旬であった．

ートとして読書頻度を回答した．
質問は「普段からどのくらい本や新聞を読むか

2.2. 問題の選定
本調査の出題問題は，情報活用能力調査の公開
問題（文部科学省 2015）と，全国学力・学習状況
調査の公開問題の小学校国語 A（国立教育政策研
究所 2018）から選定を行なった．妥当性の担保の
ために共著者 2 名と検討を重ねていった．まず，
公開問題の解説にて，
「情報の取り出し」「情報の

a

d

b
c

読み取り」が主題となっている問題を選出した．
次いで，文章のまとまりが前提の文，問いの文，

図１ 情報活用能力調査の問題紙面と

解答の選択肢，資料の４つの要素で構成されてい

モジュール名

る問題を取り出した．また，解答時の負担を軽減
するために，紙面１面のみで完結する問題とした．

d

問題の特徴について，情報活用能力調査は２問掲

c

b

a

載し，①横書き②写真の掲載③図や表に整理され
ていること（図１）
，学力調査は１問掲載し，①縦
書き②文字情報のみの記載であること（図２）が
挙げられる．なお，印刷の都合上，原文には手を
加えず紙面を作成し直した．
本調査の前に，A 大学と B 大学の教育学部の学
生 13 名に，予備調査を実施した．また予備調査後
にわかりにくかった点等のアンケートを行い，調

図２

全国学力・学習状況調査の問題紙面と
モジュール名

を教えてください．自分から選んで読むことはど

えたい．問１は 64.3％（SD＝0.48），問２は 70.7％

のくらいありますか．
（紙とデジタル機器の両方の

（SD＝0.45），問３は 56.6％（SD＝0.49）だった．

読書を含みます．）」とし，
「新聞」
「ノンフィクシ

学力群（上位群，中位群，下位群）と正答率の

ョン（例：伝記，ルポルタージュ）
」
「フィクショ

比較のために，js-STAR を用いて 1 要因参加者間

ン（例：小説，物語）
」「コミック（マンガ）」「雑

分散分析を行った．また，多重比較はホルム法を

誌」の 5 種類を調査した．回答は「５.毎日＝５点」

用いた．

「４.週に数回＝４点」
「３.月に数回＝３点」
「２.

問１は，F（2，153）=8.71，p<.01 で有意であ

月に１回くらい＝２点」「１.ほとんど読まない＝

り，多重比較を行なった結果，上位群から中位群

１点」の５件法で行った（図３）
．

（p<.05），上位群から下位群（ p<.05）にかけて
正答率が有意に高くなっている．

2.4.

分析の方法

問２は，F（2，153）=5.91，p<.01 で有意であ

高橋ほか（2013）は，現職の教員を対象に社会

り，多重比較を行なった結果，上位群から下位群

科教科書のある紙面で授業を行うことを想定し，

（p<.05）にかけて正答率が有意に高くなってい

紙面のどの要素をどのような順番で拡大提示する

る．

かの調査を行なっている．拡大提示のルールを見

問３は，F（2，153）=9.44，p<.01 で有意であ

出すための検討として提示の順番の分析をしてお

り，多重比較を行なった結果，上位群から中位群

り，本調査ではこの分析の方法を援用した．

（p<.05），中位群から下位群（p<.05），上位群か

本調査で用いた問題３問の全てを，図，表，本
文等の単位（モジュール）で a〜d の 4 箇所に分

ら下位群（ p<.05）にかけて正答率が有意に高く
なっている．

割した（図１）．ａは前提の文，b は問いの文，c
は解答の選択肢，d は資料である．モジュールを

3.2. モジュールを読んだ手順

基準に読んだ順番を手順として分析することとし

各問題でモジュールが読まれた手順の総数は，

た．その際，一度読んだ箇所を読み返す場合や焦

最大で 23 回，最小で４回だった．一人あたりが

点化して読む場合も，1 手順とカウントした．

問題を読む手順の平均は 7.9 回（SD =3.39）であ

また，学力群と正答率，手順数，読書頻度の比

った．

較のために分散分析を行った．学力群は，対象の

問 1 で最初に読まれたモジュールは，a（前提

児童の担任が，上位・中位・下位に分けた．その

の文）が 89.6％で最も多かった．次いで，d（資

際，教科に偏らず全般的な学力を鑑みて判断する

料等）が 13.2％であった（図４）
．２番目で読ま

ことを依頼した．

れたのは，d が 75.8％で最も多かった．次いで，
a が 14.5％，b（問いの文）が 9.81％であった．
３番目には，
b が 67.5％で最も多かった．
次いで，

3. 結果
3.1. 各問題の正答率
本調査は児童らが日頃受けるテストとは様式が

a が 14.1％，d が 11.2％であった．４番目，c（解
答の選択肢）が 48.3％で最も多かった．次いで，
d が 35.9％，b が 13.1％であった．５番目，d が

異なることによる負荷がかかっていることを踏ま

（番目）
読む手順

図３

読書頻度アンケートの回答紙面

図４ 問 1 のモジュールを読んだ手順

37.9％で最も多かった．次いで，b が 28.0％，c

の文）が 53.3％で最も多かった．次いで，b（問

が 23.0％であった．６番目，c が 39.6％で最も多

いの文）が 21.8％，d（資料等）が 17.9％であっ

かった．次いで，d が 24.5％，b が 12.0％であっ

た（図６）
．２番目で読まれたのは，b が 47.1％で

た．７番目，c が 27.2％，d が 27.1％と同程度の

最も多かった．次いで，d が 24.8％，c（解答の選

割合で多かった．次いで，b が 7.2％であった．８

択肢）が 16.0％であった．３番目では，c が 36.9％

番目，c が 19.3％で最も多かった．次いで，d が

で最も多かった．次いで，d が 30.6％，b が 24.8％

14.4％，b が 7.3％であった．

であった．４番目は，d が 3881％で最も多かった．

問２で最初に読まれたモジュールは，a（前提

次いで，b と c が 22.9％と同率であった．５番目，

の文）が 87.7％で最も多かった．次いで，d（資

d が 30.6％で最も多かった．次いで，b が 22.9％，

料等）が 6.8％であった（図５）．２番目で読まれ

c が 19.1％であった．６番目，d が 27.3％で最も

たのは，d が 67.1％で最も多かった．次いで，b

多かった．次いで，b が 20.9％，c が 12.8％であ

（問いの文）が 18.7％，a が 6.8％であった．３

った．７番目，d が 16.6％で最も多かった．次い

には，b が 67.0％で最も多かった．次いで，d が

で，b が 15.9％であった，c が 13.4％であった．

14.5％，a が 6.9％，c（解答の選択肢）が 6.8％で

８番目，d が 17.8％で最も多かった．次いで，b

あった．４番目は，c が 70.1％で最も多かった．

が 10.8％，c が 7.6％であった．

次いで，d が 14.9％，b が 6.2％であった．５番目，
d が 50.4％で最も多かった．次いで，c が 14.9％，
b が 13.6％であった．６番目，c が 52.3％で最も
多かった．次いで，d が 15.5％，b が 5.3％であっ

3.3. 学力群と手順数の比較
問 1 と問２の，学力群と手順数の比較の結果に
は有意な差はみられなかった．

た．７番目，d が 42.3％で最も多かった．次いで，

問３のみで有意な差が見られた．F（2，151）

b が 16.1％であった，c が 5.3％であった．８番目，

=3.06，p<.10 だった．多重比較を行なった結果，

c が 37.3％で最も多かった．次いで，d が 8.6％，

上位群から下位群（ p<.05）にかけて手順数が有

a が 4.3％であった．

意に多くなっている（図７）．

問３で最初に読まれたモジュールは，a（前提
3.4. 読書頻度アンケート
読書に関する質問として，
「あなたはどの程度，
本を読みますか」という質問の全体結果を表１に
示す．
「ほとんど読まない」と回答した児童が最も多
かったのは，
「新聞」で 109 名（70.9％）だった．
「週に数回」程度「雑誌」を読むと回答した児童
（番目）
読む手順

図５ 問２のモジュールを読んだ手順

（番目）
読む手順

図６ 問３のモジュールを読んだ手順

図７ 問３の学力群と手順数の比較

表１ 読書頻度アンケート結果

（1，152）=5.29，p＞.05 となった．多重比較を
行なった結果，正答している児童が月に１回ほど
新聞を読んでいる（p＞.05）ことが示され，誤答
している児童よりも読書頻度が有意に高かった．
ノンフィクションの読書頻度との比較では，F（1，
152）=2.90，p＞.10 となった．多重比較を行なっ
た結果，正答している児童の方が月に１回程度ノ

が，47 名（30.5％）であった．

ンフィクションを読んでいる（p＞.10）ことが示
された．フィクションの読書頻度との比較では，

3.5. 正答率と読書頻度の比較

F（1，152）=10.02，p＞.01 となった．多重比較

問１の正答率については，正答した児童は

を行なった結果，正答している児童が月に数回程

61.0％（N＝94）で，誤答した児童は 39.0％（N＝

度フィクションを読んでいる（p＞.01）ことが示

60）であった．ノンフィクションの読書頻度との

され，誤答している児童よりも読書頻度が有意に

比較では，F（1，152）=9.12，p＞.01 となった．

高かった

多重比較を行なった結果，正答している児童が月
に数回程度ノンフィクションを読んでいる（ p

3.6. 手順数と読書頻度の比較

＞.01）ことが示され，誤答している児童よりも読

問題を読む手順数と読書頻度の比較を行った．

書頻度が有意に高かった．フィクションの読書頻

その結果，問２の手順数と雑誌の読書頻度のみに

度との比較では，F（1，152）=7.18，p＞.01 と

有意な差が見られた．

なった．多重比較を行なった結果，正答している

雑誌の読書頻度は，「（1）全く，ほとんど読ま

児童が月に数回程度フィクションを読んでいる

ない」が 60.4％（N＝93），「
（2）月に１回読む」

（p＞.01）ことが示され，誤答している児童より

が 16.9％（N＝26）
，
「
（3）月に数回読む」が 33.3％

も読書頻度が有意に高かった．

（N＝18）
，
「（4）週に数回読む」が 5.8％（N＝9）
，

問２の正答率については，正答した児童は

「
（5）毎日読む」が 5.2％（N＝8）だった．

71.2％（N＝108）で，誤答した児童は 29.9％（N

問 2 の手順数との比較では，F（1，152）=2.84，

＝46）であった．新聞の読書頻度との比較では，

p＞.05 だった．多重比較を行なった結果，月に数

F（1，152）=4.83，p＞.05 となった．多重比較

回程度雑誌を読む児童の手順数が 10 回以上で，

を行なった結果，正答している児童が月に１回ほ

月に１回読む児童の７回程度（p＞.05）と，週に

ど新聞を読んでいる（p＞.05）ことが示され，誤

数回読む児童の６回程度（p＞.05）よりも有意に

答している児童よりも読書頻度が有意に高かった．

高かった．

ノンフィクションの読書頻度との比較では，F（1，
152）=3.28，p＞.10 となった．多重比較を行なっ
た結果，正答している児童の方が月に１回程度ノ
ンフィクションを読んでいる（p＞.10）ことが示
された．フィクションの読書頻度との比較では，

F（1，152）=10.12，p＞.01 となった．多重比較
を行なった結果，正答している児童が月に数回程
度フィクションを読んでいる（p＞.01）ことが示
され，誤答している児童よりも読書頻度が有意に
高かった．
問３の正答率については，正答した児童は
57.8％（N＝89）で，誤答した児童は 42.2％（N＝
65）であった．新聞の読書頻度との比較では，F

図８ 問２の手順数と雑誌の読書頻度の比較

4．考察

いう特徴がある情報活用能力調査の様式の問題で

4.1．各問題の正答率に関する考察

は，前提の文（a）が読まれた後に，資料等（d）

正答率は，情報活用能力調査が行われた 2015

が読まれることが多かった．その後，問いの文（b）
，

年の公表結果と全国学力・学習状況調査が行われ

解答の選択肢（c）が読まれることが多く，5 番目

た 2018 年の公表結果と比較すると，問１（情報

以降は資料（d）と解答の選択肢（c）が交互に読

活用能力調査の公開問題）と問３（全国学力・学

まれることが明らかになった．前提の文（a）が

習状況調査の公開問題）が，本調査では低くなっ

読まれた後に，資料等（d）が読まれたのは，前

ていた．情報活用能力調査は小学校第５学年，全

提の文に，
「右の資料がある」と述べられているこ

国学力・学習状況調査は小学校第６学年を対象に

とが関係していると考えられる．2 段組のレイア

調査を行なっているため，今回の調査とは一概に

ウトであったため，資料の箇所に目を通しやすか

成績が低下したとは言い難いと考えられる．しか

ったことも要因の１つだと考えられる．さらに，

し，どちらも小学校高学年を対象とした調査とい

解答の選択肢と資料が交互に読まれる読み取りの

うことができる．問題ごとに対象の学年が異なる

後半は，必要な情報を確認しながら読むことが考

ために解答できないという要因ではなく，複数の

えられる．

情報から適切な情報を読み取ることへの課題が挙
げられる．

一方，①縦書き②文字情報のみの記載である特
徴が挙げられる全国学力・学習状況調査の様式の

特に，問３は，2017 年の全国学力・学習状況調

問題では，前提の文（a）が読まれた後に，問い

査の実施時には正答率が 74.6％だった．本調査の

の文（b）が読まれていた．その後，解答の選択

結果 56.7％（SD＝0.497）と比較すると正答した

肢（c），資料等（d）が読まれ，書かれている順

割合が，本調査は低かった．資料から必要な情報

番に読まれていた．情報活用能力調査の問題と同

を見付けながら読む場面が設定されており，ここ

様に前提の文に資料の存在を提示してあったが，

では，目的に応じて中心となる語や文，段落を適

前提の文から少し離れた資料等に先に目を通すこ

切に捉えて読むことが求められている．この問題

とは少なかった．これは，縦書きの文章が右から

は，先の２問とは異なり，図や表が含まれない様

左に流れるように読まれることが関係すると考え

式であった．しかし，段落番号としてラベリング

られる．問題の様式によって，読む手順に差異が

がされており，整理されている情報であったと言

生まれることが示唆された．このことから，情報

える．目的に応じて必要な情報を読み取ることが

を読み取ることが求められる場面で，流れの通り

求められていたが，共通する単語や言い換えられ

に読むことも適切な情報の読み取りに関係するこ

た表現を探すことに困難さを感じたことが要因と

との可能性が考えられる．

考えられる．30 分という限られた時間の中で，手
順の記入と解答を行なっていることから，大きな

4.3．学力群との比較に関する考察

負荷がかかり，問３にたどり着かず無回答の児童

正答率との比較では，いずれの問題も，上位群

も１割ほど見られた．それでも，４割強の児童が

と下位群との間に有意な差が見られた．上位群の

誤答だったことから，整理されラベリングされた

児童は，解答のために必要な情報を図や表などに

情報が示されていても，適切に情報を読み取るこ

整理された情報から適切に読み取ることができて

とに困難を感じる児童がいることが示された．目

いることが示唆された．下位群の児童や，いわゆ

的を把握し，必要な情報を的確に捉えたり，言葉

る支援が必要な児童にとっては負担が大きくなっ

の言い換えに気づいたりすることが必要となり，

てしまった調査のために，本調査のように芳しく

読解方略の指導として充足が求められていると考

ない結果が得られたとも考えられる．

えられる．

手順数との比較では，問３のみに上位群と下位
群との間に有意な差が見られた．上位群の児童の

4.2．モジュールを読んだ手順についての考察
モジュールを読んだ手順を分析した結果，①
横書き②写真の掲載③図や表に整理されていると

方が有意に手順数が多いことが示された．しかし，
問３については，無回答の児童も１割ほどみられ，
下位群の児童の無回答が半数を占めていた．この

ことから，手順数が少ないという結果が得られた
と考えられる．また，そもそも問題（問３）にた
どり着いていない児童がいることが考えられる．

ことを目的とした．
有効回答を得た 154 名の小学校高学年の児童に，
どのような順番で問題文や資料等を読み取ってい
るかを記入と，問いへの解答，読書頻度に関する

4.4．読書頻度との比較に関する考察

アンケーへの回答を求めて実態調査を行なった．

「新聞」
「ノンフィクション」
「フィクション」
「コ

その結果，正答率は，情報活用能力調査が行われ

ミック」「雑誌」について，「全く，ほとんど読ま

た 2015 年の公表結果と全国学力・学習状況調査

ない」
「月に１回読む」
「月に数回読む」
「週に数回

が行われた 2018 年の公表結果と比較すると，問

読む」
「毎日読む」の読書頻度を調査し，正答率，

１（情報活用能力調査の公開問題）と問３（全国

手順数との比較を行なった．その結果，読書頻度

学力・学習状況調査の公開問題）が，本調査では

と正答率については，問１から問３の全てで，正

低下していた．このことから，複数の情報から適

答している児童の方が誤答の児童よりも，
「フィク

切な情報を読み取ることへの課題が挙げられる．

ション」を「月に数回」程度読むことに有意な差

しかし，今回の調査は紙媒体であったため，もと

が見られた．問１は正答している児童の方が誤答

の結果との違いはコンピュータの使用の有無が関

の児童よりも，
「ノンフィクション」を月に１回程

係していると考えられる．コンピュータを用いた

度読むことにも有意な差が見られた．他にも，問

調査でも同様の結果が得られるかを検討すること

２と問３は，
「新聞」
に関して有意な差が見られた．

が課題である．

「月に数回」程度読み，正答している児童が有意

また，モジュールを読んだ手順を分析した結果，

に多いという結果が示された．このことから，単

①横書き②写真の掲載③図や表に整理されている

に読書頻度が多ければ，情報を読み取る力が高い

という特徴がある情報活用能力調査の様式の問題

ということではないことが考えられた．しかし，

と，①縦書き②文字情報のみの記載である特徴が

３問全てで「フィクション」に有意な差が見られ

挙げられる全国学力・学習状況調査の様式の問題

たことから，
「フィクション」を読む頻度，または

では，読む手順に差異が生まれることが示唆され

読み方が正答率に関係していることが考えられる．

た．問題の様式によって読み方が異なることが考

読書頻度と手順数との比較は，問２の手順数と

えられる．本調査では，情報活用能力調査の問題

雑誌の読書頻度にのみ有意な差がみられた．月に

が２問，
全国学力・学習状況調査の問題が１問と，

数回ほど雑誌を読む児童が 10 回程度の手順数で

数の差があった．全国学力・学習状況調査の問題

読んでおり，月に１回読む児童と週に数回読む児

も２問設定し，問題数に差が生まれないようにし

童よりも有意に手順数が多かった．手順数は，ど

て読む手順の比較をすることが課題である．

んな書籍でも読書頻度による差は見られなかった．

さらに，学力群との各問題の比較では，上位群

手順数は，読んでいるもの，また，頻度によって

と下位群との間に正答率に有意な差が見られた．

変わることがないことから，どれだけ読めば良い

今回の調査では，日頃のテストの様式と異なって

ということにはならないと考えられる．

いたことから，大きな負荷が掛かったと考えられ

どのようなものをどのくらいの頻度で読んでい

る．しかし，情報を適切に読み取れている児童が

るかによって正答率や手順数が異なるかを明らか

いる一方で，適切に読み取ることができない，ま

にしたかったが，あまり大きな差は見られなかっ

たは時間内に読むことができない児童がいること

た．読み飛ばしなどの要因も含まれると考えられ

が示唆された．そのため，学力下位群の児童が，

るが，読書頻度と正答率，読み取る手順には相関

時間内に問題を読むことができるような読解方略

関係が見られないことが示唆された．

の指導のために，読み順に関する知見を得ること
が必要と考える．今回は，読む手順と正答率の比

5．まとめと今後の課題
本研究は，情報の読み取りに着目して，小学校
高学年の児童が複数の情報の読み取りが必要な問
題を解答する際の読む手順の実態を明らかにする

較を行わなかったが，正答率と手順の関係を明ら
かにすることで，読解方略の指導に関する指標が
得られると考えられる．
読書頻度と正答率については，
「フィクション」

を「月に数回程度読む」児童が正答している割合

htm

が高かったことが示された．頻度が高ければ正答

国立教育政策研究所（2019）OECD 生徒の学習到

率が高いという結果が見られなかったことから，

達度調査（PISA）
2018 調査国際結果の要約．

読むもの，または読み方が情報の読み取りに関す

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/20

ることが考えられる．頻度と正答率に大きな影響

18/03_result.pdf（2021.01.16 閲覧）

が見られないことから，どんなものを読んでいる

文部科学省（2018）情報活用能力調査の結果につ

と読解力が高くなるという指導は，適切ではない

い

可能性があると考えられる．総合的に読書頻度が

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyo

高い児童と正答率の比較，学力群と頻度の比較を

uhou/1356188.htm
大槻和夫（2001）
〈重要用語 300 の基礎知識

行えていないため，今後の課題としたい．
読書頻度と手順数の比較については，大きな差
がみられなかった．読書頻度と正答率の結果と同
様にどんなものを読んでいると読解力が高くなる
という指導は，適切ではない可能性があると考え
られる．また，手順の多さや少なさは，読書頻度
とは関係が見られないと考えられる．手順が多い
ことが適切な情報の読み取りに影響するという結
果が見られなかったことから，たくさん読めば良
いということは言えないことが示唆された．読み
飛ばしの影響についても考慮して，分析を細かく
行う必要があると考える．
また，読解方略に関する指導を受けたことがあ
るかの経験の有無については尋ねられなかった．
指導経験の有無と手順の関係について調査し，指
導の有無が手順数に影響することや正答率に関係
するのかを明らかにすることが課題である．
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