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＜あらまし＞ IEA-ICCS(国際教育到達度評価学会-国際市民・シチズンシップ教育調査)
は，過去 2 回(2009・2016)にわたり欧州をはじめとする世界各国・地域で実施された，生

徒の市民教育・シチズンシップ教育に掛かる知識と学習環境条件等の諸要因との関係を分

析する国際比較調査である．本研究はそのうち生徒質問紙調査の日本語版の試作と試行に

ついて，同調査をとりまく現状も踏まえ，報告する． 
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1. はじめに 

現代社会の諸課題，政治や経済，働く上での

権利・義務等に関する教育活動は，公民教育，

市民教育あるいはシチズンシップ教育，市民性

教育などと呼ばれている．わが国では，公民教

育については，高校生と高校教師を対象とした

教育課程実施状況調査（国立教育政策研究所教

育課程研究センター 2007）において，政治・経

済についての学習が大事だと思っている生徒

の割合は国語や外国語に次いで高いのにもか

かわらず，国民主権や法の支配など政治につい

ての基礎的・基本的な概念を問う問題について

は，通過率が設定通過率を下回ると考えられる

ことが指摘されている．さらに，教科「政治・

経済」の国内の政治に関する内容について，教

師は「生徒にとって理解しやすい」と回答して

いる割合の方が高い一方，生徒は「よく分から

なかった」と回答している割合の方が高く，意

識の相違がみられたと，公民教育の課題と考え

られる点が指摘されている． 

一方，シチズンシップ教育は，例えば神奈川

県教育委員会は，これを，特に高等学校におい

て「責任ある社会的な行動をとり，地域社会に

積極的に参加するような，これからの社会を担

う自立した社会人を育成」することを目指した，

キャリア教育の取組の発展として（神奈川県総

合教育センター 2009），実施している．この他

にも学校，民間団体等の多数の取り組みがある． 

ところで，このようなシチズンシップ教育等

の取り組みの成果を評価し国際的に比較する

枠組みとして，IEA（国際教育到達度評価学会）

は，それまでの成果も踏まえ IEA-ICCS（国際

教育到達度評価学会-国際市民・シチズンシップ

教育調査）を開発し，2009 年・2016 年に調査

を実施した．2016 年調査では，世界 24 か国・

地域（うち最大は欧州の 14 か国）の 8 年生（中

学 2 年生）と教師・学校を対象とし，知識等を

問うテストと質問紙調査からなる調査を行っ

ている．この調査は，主にヨーロッパの社会状

況を反映した内容だと考えられ，日本の伝統的

な「公民科」の内容とは異なったものになって

いる．そして，同調査を日本においても何らか

の形で実施し，その結果を国際的な文脈で示す

ことも非常に重要であるとの指摘もある（野崎

2012，若槻 2013）． 

そこで筆者らは，IEA-ICCS 2016 国際調査に

おける生徒質問紙（International Student 

Questionnaire）の邦訳を試みた．また，学校教

育を専修する大学生を対象とした試行を行っ

た．このような分野の調査を実施するにあたっ

て，日本人学生の受けとめや考慮すべき事項を

経験的に入手することを目指す． 



2. IEA-ICCS 2016調査の構成 

IEA-ICCS 2016 調査は，参加国の 8 年生（中

学 2 年生）を対象とした調査である． 

この調査では，第一に，認知テスト

（Cognitive Test）として，生徒は市民教育・シ

チズンシップ教育の中で問われる，市民がつく

る社会，平等意識，国家や政治・司法の制度な

どに関する，知識または推論的能力の程度を探

る多肢選択および短文で回答するテストを受

検する．ただし出題範囲を網羅しようとして問

題数が膨大になることを避けるため，出題する

問題の異なる一部分をそれぞれ抜粋したテス

ト冊子を 10 種類作成して出題するとともに，

各参加者のスコアはそれぞれの冊子への生徒

の解答状況を相互比較して算出した推定値

（Plausible Value）を用いる． 

第二に，質問紙調査がある．質問紙調査は，

学校質問紙・教師質問紙・生徒質問紙に分かれ，

特に生徒質問紙では，自分が持っている政治参

加や平等性，さらには宗教に対する質問などが

あり，社会の中で生徒が過ごしていったり参画

したりすることへの意識が問われるのと同時

に，家族状況などフェイスシートの質問がある．

学校質問紙・教師質問紙では，当該生徒の学習

環境や授業の実施状況などについての質問な

どがある． 

 

3. IEA-ICCS 2016生徒質問紙の試訳 

前述の IEA-ICCS 2016 調査のうち，生徒質

問紙の内容の翻訳を試みた．なお，生徒質問紙

は英語他によるその内容が公開されている

（Köhler et al. 2018, pp.99-120）． 

本稿では紙面の都合で詳細をすべて掲載す

ることはできないことをお許しいただきたい．

フェイスシート，態度・意識を問う項目などか

らなる生徒質問紙について，まず，各項目群の

見出しは次のように訳出した． 

 Q1～Q3 あなた自身について 

 Q3b～Q13 あなたの家庭・家族について 

 Q14～Q15 あなたの校外での活動につ

いて 

 Q16～Q21 あなたの学校について 

 Q22～Q23 市民と社会 

 Q24～Q25 権利と責任 

 Q26～Q28 団体と社会 

 Q29～Q32 社会への参加 

 Q33～Q34 あなたと宗教 

 

次に各質問項目について，設問 Q10, Q16 と

Q18 から例示する． 

 

Q10 あなたとあなたの両親は政治問題や社

会問題にどのくらい関心がありますか．（1

非常に関心がある／2関心がある／3関心が

ない／4 非常に関心がない） 
a）あなた 

b）母親もしくは女性の保護者 

c）父親もしくは男性の保護者 

 

Q16 学校で，あなたは次のような活動の

どれかをしたことがありますか．（1 はい，

過去 12 か月以内にしていました／2 はい，

していましたが，それは 1 年前よりももっ

と前のことです／3 いいえ，していません） 
a) 計画・準備されたディベートへの活発な

参加 

b) 「クラスの代表」もしくは「生徒会役員」

を決めるのに投票する 

（中略） 

f) 学校をもっと「環境に優しくする」ため

の活動に参加する（例えば，水資源の節

約や資源のリサイクル等） 

 

Q18 学校で，あなたは次のことはどのく

らい学んでいますか．（1 すべて，または，

ほとんどの授業で／2 半分くらいの授業で

／3 ときどきの授業で／4 一度もない） 
a) 地方もしくは国の選挙で，どのように国

民が投票するか 

b) 日本でどのように法律が導入され，変更

されるか 

（中略） 

e) 日本でどのように市民の権利が守られ

ているか 

f) 他の国での政治問題や政治に関する出

来事 

g) どのように経済が機能するか 

 

4. 生徒質問紙等の試行 

以上述べた生徒質問紙日本語版を用い，学校



教育を専修する大学生を対象とした試行をお

こなった．その際，自由記述形式の質問紙を配

布し，この試行内容に関する日本人学生の考え

を経験的に収集することとした． 

 

4.1. 実施の概要 

[試行に用いた文書] (1)IEA-ICCS 2016 生徒質

問紙，(2) IEA-ICCS の前身である調査 IEA-

ICCS/CIVED 1999 の知識テスト（ Civic 

Knowledge Test）のサンプル問題として公開さ

れている問題（4 問），(3)後述の自由記述形式

（4 問）の質問紙． 

[参加者] 第一著者は所属せずかつ成績に関す

る権限が及ばない関東地方の私立 A 大学，小学

校教職課程を設置する学科の日本人学生（3 年

生）8 名． 

[方法] 集まって頂いた場で趣旨説明を行い，参

加の意思を示した調査参加者に，上述の文書

(1)(2)(3)を配布した．「中学 2 年生の気持ちにな

って答えてみて下さい」との教示の後，(1)(2)(3)

に回答してもらった（30 分間）．なお，特に(1)

生徒質問紙は回答に調査参加者の家庭事情な

どの個人的な情報が含まれることから，(1)生徒

質問紙は回収せず持ち帰って頂くことを回答

前に明示した．さらに，(2)知識テストについて

は，回答終了後に知識テストとして IEA が公開

している解答を紹介した後，同意を得た方（8 名）

に各問の正否を申告頂いた．その後これも回収

せず持ち帰って頂くこととし，そのことを回答

前に明示した．そして，(3)質問紙を回収した． 

 

4.2. 生徒質問紙等に関する質問の概要 

前項の文書(3)質問紙では，次の質問を行った． 

「生徒質問紙と知識テストにわけてお答え下

さい．また，[1]～[3]は中 2 の気分で回答したと

して，次の問にお答え下さい． 

[1] 自分が中 2 だったとき，この質問紙を見て

いたらどう感じたと思いますか． 

[2] いま中 2 の生徒が，この質問紙を見たらど

う感じると思いますか． 

[3] 自分が中 2 だったとき，この質問紙の中で

分からないことがあったとしたら，それは何で

すか． 

[4] この調査の内容は日本の教科で言うとどの

教科等について関係していると思いますか．思

いつかないなら「ない」で構いません．」 

 

4.3. 試行からの知見 

まず，知識テスト（4 問）については，総正

答率は 93.8％であった． 

次に，生徒質問紙・知識テストの内容につい

て尋ねた自由記述形式の質問紙への回答につ

いて述べる． 

[1] 自分が中 2 だったとき，この質問紙を見て

いたらどう感じたと思いますか． 

生徒質問紙・知識テスト両方について，「質問

が難しい」，また，「考えたこともない」という

意見が目立った． 

生徒質問紙については，「使用されている単

語・漢字が難しい」，「質問数が多い」という意

見も目立った．また，政党や人権団体での活動

歴を問う質問（Q15）で「ほとんど知らない」，

「考えたこともない」という感想が複数あった．

このことは，日本の中学 2 年生が，IEA-ICCS

を回答している他の国・地域の中学生が既に学

んだり考えたりしていることについて，学校教

育および課程での教育等を通して学んだり体

験したりする機会が少ないのではないかと示

唆される． 

知識テストは，大学生としての参加者の正答

率は高かったのだが，「政治的な権利について

考えたことがない」という意見が複数あった．

ある意見に「今，勉強していることが，社会と

どうつながっているか，感覚がつかめていない

と難しい」とあった．上述の通り，政治的な事

柄を家庭教育や学校教育に取り入れ，学校で行

われる教育がどのように社会につながってい

くかを意識した学校教育を実践できないと，中

学生に対して知識テストを実施するのは困難

に思われる．そこには，学校そのものの組織変

革をも含むだろう（中原・日本教育研究イノベ

ーションセンター 2016）． 

[2] いま中 2 の生徒が，この質問紙を見たらど

う感じると思いますか． 

生徒質問紙は「質問量が多い」，「興味がない

と答えられない」，「実生活と離れている」，知識

テストは，「質問が難しい」，「大人の話題」，「学

校教育ではたちうちできない」という回答が複

数みられた．このことから，学校教育に生徒質

問紙で取り上げられているような活動をもっ



と盛り込み，生徒自身にこのような活動が実際

に行われているのだという自覚を持たせる必

要がある．それと同時に，このような生徒質問

紙を広く実施するのであれば，他の指摘もある

ように（新井 2018），質問事項を読み解ける読

解力の養成が学校教育等で必要であると筆者

らは考える． 

[3] 自分が中 2 だったとき，この質問紙の中で

分からないことがあったとしたら，それは何で

すか． 

 生徒質問紙について，「親の仕事の内容」とい

う記述が目に付いた．「分からないというより

か，家族や学校にいる周りの人間に対してあま

り関心がない」という記述もあった．これは，

IEA-ICCS を実施した国・地域で行われている

対人間のコミュニケーションと日本のそれに，

違いがあることを示しているのではないか． 

知識テストについては，「難しい」，「ほとんど

の問題が考えられたことがない」という回答が

見られた．中学生に対して知識テストを実施す

るなら，テストの項目で挙げられている内容を

学校教育等に盛り込む必要がある． 

[4] この調査の内容は日本の教科で言うとどの

教科等について関係していると思いますか． 

生徒質問紙は，「ない」以外の回答のうち一番

多かったのは「特別の教科 道徳」であった． 

知識テストは「政治・経済」，「倫理」，「公民」，

「社会」と，参加者は社会科関係の教科科目を

回答した．筆者らは，こちらで「特別の教科 道

徳」「国語」が挙がらなかったことが意外だと感

じている．また，知識テストの特質により，学

校教育の特性上，この知識テストに対応するに

は，合科（中央教育審議会 2014）を進めること

が必要かもしれないと筆者らは考えている． 

また，前述のシチズンシップ教育の考え方

（神奈川県総合教育センター 2009）に基づく

とき，生徒質問紙，知識テストともに，「総合的

な学習の時間」が挙がらなかったこともまた，

筆者らにとって意外なことであった． 
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