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   ＜あらまし＞北海道における学力テストの地域格差要因を明らかにすることを目的として，平成 26

年度児童生徒質問紙の調査結果を用いて検討を行った。その結果，北海道における児童生徒の家庭学

習や生活習慣・環境は，学力テストの平均正答率と関連のあることが確認された。また，家庭学習や

生活習慣・環境は地域によって大きな開きがあり，地域特性と強い関連があることが確認された。 
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1．はじめに 

全国学力・学習状況調査（学力テスト）の平均

正答率の高い児童生徒の特徴として，「学校以外

での学習時間が長い」「自分で計画を立てて勉強」

「学校の宿題や予習復習をする」「電話・メール・

ネットをする時間が短い」「ゲームの時間が短い」

といった家庭学習やメディアとの関わりが指摘

されている（国立政策研究所 2014）。また，児

童生徒の学力は，家庭や地域の社会経済的影響が

強いことが指摘されている（お茶の水女子大学 

2014，志水ほか 2014）。本稿では，先行研究を

踏まえて，北海道における学力テストの地域格差

の実態を明らかにし，その要因を検討する。 

2．北海道における学力格差 

北海道の学力テストの平均正答率は，小学校

（国語 A/B，算数 A/B），中学校（国語 A/B，数

学 A/B）ともすべて全国平均以下であるが（北海

道教育委員会 2014），管区（14 振興局）によっ

ては全国平均を上回っている場合もあり，管区間

の平均正答率には大きな開きがみられる。各管区

の小学校と中学校の平均正答率（4 科目を標準化

した後の平均値）には正の相関（r=0.73）があり，

特に算数 B と数学 B の平均正答率では強い相関

（r=0.86）が認められている（田島 2014）。す

なわち，管区間には学力格差が認められる。 

3．学力と家庭学習，生活習慣・環境 

はじめに，北海道教育委員会（2014）による

平成 26 年度児童生徒質問紙の管区別集計結果を

用いて，管区別の児童生徒の家庭学習や生活習

慣・環境の結果と，管区別の学力テストの関連を

検討する。質問項目は主に（a）テレビ・ゲーム

等，（b）家庭学習，（c）その他の学習活動，（d）

家庭との関わりに関する項目を抜粋した（表 1）。 

（a）では，小学校は，質問（11）において「2

時間以上（選択肢 1～3 の合計割合，以下同様）」

の場合，平均正答率と負の相関が認められた（国

語：r=－0.69）。中学校は，（11）「全く見ない」

（全体：r=－0.67），（12）「3 時間以上」（国語：

r＝－0.70）において顕著であった。 

（b）では，特に中学校で強い相関が認めれ，

（14）「1 時間以上」（全体：r=0.73），（15）「2

時間以上」（全体：r=0.71），（16）「学習塾に通っ

ていない」（数学：r=－0.69），（23）「全くしてい

区分
質問
番号

質問事項

（11)
普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・ＤＶ
Ｄを見たり、聞いたりしますか（テレビゲームをする時間は除く）

（12)
普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム（コン
ピュータゲーム、携帯式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使った
ゲームも含む）をしますか

（13)
普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで通
話やメール、インターネットをしますか（携帯電話やスマートフォンを使ってゲームを
する時間は除く）

（14)
学校の授業時間以外に、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（学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっ
ている時間も含む）

（15)
土曜日や日曜日など学校が休みの日に、１日当たりどれくらいの時間、
勉強をしますか（学習塾で勉強している時間や家庭教師に教わっている
時間も含む）

（16) 学習塾（家庭教師を含む）で勉強をしていますか
（21） 家で、自分で計画を立てて勉強をしていますか
（22） 家で、学校の宿題をしていますか
（23） 家で、学校の授業の予習をしていますか
（24） 家で、学校の授業の復習をしていますか

（17)
学校の授業時間以外に，普段（月～金曜日），１日当たりどれくらいの
時間，読書をしますか（教科書や参考書，漫画や雑誌は除く）

（18)
昼休みや放課後，学校が休みの日に，本（教科書や参考書，漫画や雑
誌は除く）を読んだり，借りたりするために，学校図書館・学校図書室や
地域の図書館にどれくらい行きますか

（32） 新聞を読んでいますか

（33）
テレビのニュース番組やインターネットのニュースを見ますか（携帯電話
やスマートフォンを使ってインターネットのニュースを見る場合も含む）

（19） 家の人（兄弟姉妹を除く）と学校での出来事について話をしますか

（20）
家の人（兄弟姉妹を除く）は、授業参観や運動会などの学校の行事に
来ますか

（29） 今住んでいる地域の行事に参加していますか

（c）

（d）

表1　児童生徒質問紙　質問事項

（a）

（b）
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ない」（数学：r=－0.74）で顕著であった。 

（c）では，小中学校とも（17）（33）で正の

相関が認められたが，中学校の方が強く，（17）

「10 分以上」（数学：r=0.79），（33）「よく見る」

（数学：r=0.65）にて顕著であった。 

（d）では，小学校は質問（19）「全くしてい

ない」（全体：r=－0.67）と，（20）「全く来ない」

（全体：r=－0.77）で強い負の相関があった。

中学校は質問（29）「当てはまる／どちらかとい

えば当てはまる」（数学：r=－0.67）で負の相関

が認められた。 

したがって，小学校よりも中学校の方が，ゲ

ームや学習時間と平均正答率の相関が強く表れ

る傾向であるといえる。家庭との関わりでは，

中学校よりも小学校の方が関わりが重要である

といえる。 

4．地域の特性 

つぎに，管区別の児童生徒の家庭学習や生活習

慣・環境と，管区別の地域特性指標との関連を検

討する。地域特性の指標は，田島（2015）での

分析項目（国勢調査の産業分類「A 農業，林業」

「B 漁業」「Q 複合サービス業」，職業分類「A 管

理的職業従事者」「G 農林漁業従事者」，大学・大

学院の卒業割合）に加えて，各市町村の大学進学

率データから算出した管区別の大学進学率（平成

22 年度から平成 26 年度の 5 年平均）を用いる。

各区分のうち，相関の強い主な項目を表 2 へ示す。 

（a）では，（13）で強い相関が認められた。管

区間の回答割合についてχ2 検定を行った結果，

平均正答率が高い管区は，所持割合は高いものの

使用時間は短かったり（小 3 位・中 1 位），所持

割合は低く使用時間も短かった（小 2 位・中 2

位）。一方で，平均正答率が低い管区は，使用時

間が有意に長かった（小 11 位，小 13 位，中 11

位，中 14 位等）。また，平均正答率が低い管区は，

ゲーム時間も有意に長かった（小 12 位，小 13

位，中 8 位，中 11 位，中 13 位，中 14 位）。 

（b）では，学習時間の長さや通塾に関して，

すべての項目で強い相関を示している。学習時間

の長さは，産業（ABQ）および職業（AG）で負，

大学大学院卒と平均進学率で正を示しており，地

域特性と児童生徒の家庭学習状況が密接な関係

にあることを示唆している。管区間の回答割合に

ついてχ2 検定を行った結果，産業（ABQ），職

業（AG）の割合が有意に少ない管区（小 3 位・

中 1 位）では，小中学校とも他の管区よりも有意

に学習時間が長く，塾に通っていない割合も有意

に少なかった。 

（c）では，小中学校とも読書の項目で強い関

連性が示されている。 

（d）では，産業（ABQ），職業（AG）と（20）

（29）で相関があり，特定産業・特定職業では家

庭学習時間や読書時間は短いものの，家庭との関

わりは少なくない可能性が示唆された。一方で，

特定産業等の割合が有意に少ない管区（小 3 位，

中 1 位）では，χ2検定の結果，授業参観等の学

校行事への参加割合が有意に少なかった。 

5．おわりに 

今後は，児童生徒質問紙の他の質問項目との関

連性や，学校質問紙の質問項目との関連性を探る。 
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表2　家庭学習，生活習慣・環境と地域特性

区分
質問
番号

選択肢

特定サービ
ス産業就業
者割合
(ABQ)

特定職業
（AG)

大学大学
院卒

平均進学
率

（a） 小13
携帯電話やスマートフォンを
持っていない

0.38 0.36 -0.67 -0.48

小14
3時間以上/2時間以上,3時間
より少ない

-0.80 -0.79 0.85 0.77

小15
4時間以上/3時間以上,4時間
より少ない

-0.69 -0.68 0.91 0.69

小16 学習塾に通っていない 0.72 0.71 -0.83 -0.82

（c） 小17
2時間以上/1時間以上2時間
より少ない/30分以上1時間
より少ない

-0.69 -0.69 0.69 0.65

小19 全くしていない 0.59 0.61 -0.33 -0.61
（d） 小20 よく来る 0.55 0.54 -0.35 -0.28

小29 当てはまらない -0.69 -0.66 0.51 0.44

区分
質問
番号

選択肢

特定サービ
ス産業就業
者割合
(ABQ)

特定職業
（AG)

大学大学
院卒

平均進学
率

（a） 中13 30分以上,1時間より少ない -0.73 -0.72 0.83 0.78
中14 3時間以上 -0.68 -0.67 0.69 0.67
中15 4時間以上 -0.70 -0.69 0.76 0.69
中16 学習塾に通っていない 0.70 0.68 -0.76 -0.71
中23 全くしていない 0.52 0.52 -0.63 -0.53
中17 全くしない 0.72 0.73 -0.49 -0.66
中33 ほとんど,または,全く見ない -0.57 -0.55 0.01 0.02

（d） 中29 当てはまらない -0.71 -0.69 0.57 0.48

（b）

（b）

（c）


