
 1 

２０１０年度 全国「学力・学習状況調査」実施に関する問題点の集約 

鹿児島県教職員組合 6/18 現在 
    【小学校】 
＊小中併設校については、小学校でカウント 

 
＊特別支援学校はサンプル数が少なく今回は、 
集計に入れなかった 

 
＊数値のパーセントは、小数第 1 位を四捨五入 
 したがって、計が 100％にならないところもある 
＊自由記述に記してある数字は、整理番号(提出分会) 

 

 【Ⅰ 抽出・希望利用調査に関する実態】 
1 あなたの学校は、4 月 6 日時点で「抽出か希望利用」のどちらの実施形態か全職員に明らか

になっていましたか。 

 
 
2 採点業務は、自校採点ですか。外部委託ですか。 

   計 ％ 
ア 学校で採点する 115 46 
イ 地教委が採点する 10 4 
ウ 外部（業者等）委託する 78 31 
 未記入 45 18 
 合計 248 99 

 
 
 
 

 支部 小学校 
鹿児島 55 
南薩 31 
北薩 37 
姶良 26 
大隅 47 
熊毛 19 
奄美 33 
  計 248 

   
計 

 
％ 

明らかにさ

れていた 
されていな

かった 
不明 

ア 抽出による実施 87 35 61 12 14 
イ 希望利用による実

施 
 
137 

 
55 

96 34 7 

ウ その他 16 6 16 0  
 未記入 8 3 8 0  
 合 計 248 99    
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3 「全国学力・学習状況調査」の実施日は、いつですか。 
   計 ％ 
ア 4 月 20 日と地教委が決めていた。 183 74 
イ 特に指定はなかったが、学校で 4 月 20 日に決めた。 32 13 
ウ 学校で話し合って、4 月 20 日以外に決めた。 1 0 
エ その他 13 5 
 未記入 19 8 
   合計 248 100 

 
4 調査実施後の結果の公表について、どのような確認になっていますか。 

   計 ％ 
ア 自校採点・分析をして学校の判断で公表するようにな

っている。 
35 14 

イ 地教委採点で、地教委の判断で公表するようになって

いる。 
6 2 

ウ 外部(業者等)委託の結果が返送されてから学校判断で

公表するようになっている。 
31 13 

エ 実施日時点では、どのような公表にするのか確認して

いない。 
114 46 

オ その他 29 12 
 未記入 33 13 
   合計 248 100 

 
 
 

【Ⅱ 実施後の問題点に関する実態】 
  

１ 実施前の問題点 
(1) 調査実施日に合わせて学年末、春休み、新学期開始の時期等に「全国一斉学力調査」対策と

思われるようなプリントや過去問題のコピーなどを用いた指導(持ち帰りの課題指示等も含む)
はありませんでしたか。 
  計 ％ 
ア あった 36 15 
イ なかった 128 52 
ウ 把握していない 75 30 
 未記入 9 4 
 合計 248 101 
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・いわゆる過去問・・？それらしい話をしていた。   ８ 
・春休みの課題として復習プリント等やっていた。   ９ 
・前学年の復習と問題傾向を知らせるために、過去問題を行ったそうです。   ２０ 
・未組織の人たちが過去問がある。やらせましょうか。などの会話を耳にしたが、子どもたちにさせ

たかどうかはわからない。    ２１ 
 ・過去問題の実施    ２８ 
・過去問とか  ４０ 
・校長・教頭から過去問題をさせておくように言われてプリントを配布。学校で授業中にやらせた。

48 
・5 年の春休みに課題帳配布、自己採点(解答つき)新学期回収   49 
・前の問題を渡され、数問解かせた。  58 
・昨年のテストコピーなどを子どもたちにさせている。   59 
・昨年の宿題で出し、もってきた答案を校長が採点し、まちがっているとろは、昼休みに子どもを校

長室に呼んで、校長が指導してまちがい直しをした。(6 年生 4 人)   66 
・春休みに昨年の問題をすべて印刷して、宿題（自主課題）として渡していた。  70 
・校長から春休みに過去問題をさせるように強く指示があった。  71 

 ・Ａ問題の昨年度の問題を、朝の帯の時間に解かせた。  73 
 ・過去問を印刷して実施  87 
・昨年の問題のコピーを授業中に実施  86 
・過去問をさせていました。  91 
・過去問の宿題  106 
・宿題プリントを作成していた。118 
・過去の問題を直接使うことは無かったが、同じ傾向のプリント課題を自宅学習課題に頻繁に出して

いた。148 
・宿題などでやらせた。164 
・大量のプリント   171 
・教師側から校長の許可を得て実施 201 
・春休みの課題を多く出した。202 
・前年度の分をしていた。204   234 
・過去問をコピーして実施  206 
・県教委ホームページの「鹿児島チャレンジ」(過去問題?)のコピー  208 
・何もしないわけにいかないということで、プリントで学習していた。216 
・過去問をやることが当たり前のような考えであろう。  222 
・2 週間みっちり過去問などを宿題などでやった。復習としてとりくませた。240 
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（2）管理職から、「全国一斉学力調査」のために事前学習を強化するような発言や指示はありま 
 したか。 

  計 ％ 
ア 再三にわたってあった 3 1 
イ 数回あった 26 10 
ウ 全くなかった 128 52 
エ 把握していない 82 33 
 未記入 9 4 
  合計 248 100 

 
・「未習がないように」「力をつけてから受けさせるように」   １３ 
・「していてね」ぐらいの発言だったららしいです。問題傾向を知らせるぐらいは。   ２０ 
・未組織の先生を校長室の方で話している様子が見られた。   ２１ 
・「過去問題をさせなさい」と、学担にだけこっそり言う。   ２８ 
・全体の前ではなし  ３３  表だっては聞いていない  ３５ 

 ・5 年の担任全員に 3 回ほどいわれた。  48 
 ・「ダンボールの中に前年度か前々年度の問題があるからさせてみれば?」といわれた  58 
 ・5 年時に担任へ過去問題をさせることや学力をつけるように指示  70 
 ・校長から春休みに過去問題をさせるように強く指示があった。  71 
 ・教頭から数学の教師に個別に話があった。その教師が教務へ相談し、結局行われなかったが、その

教師のみに、「傾向を把握しなさい」的な発言があった。その後、「過去問が金庫に入っているから

とちらつかせて」、数学の担当者が困っていた。「過去問をとかせても同じ問題が出題されるわけで

はない」とまで言っていた。生徒には、解かせていない。 （小・中併設校）76 
・過去問をさせるよう  81 
・問題や答えの書き方に慣れさせてください。   86 
・やっておいてください。   87 
・過去問をするように、毎年指示があったようだが・・  96 
・準備するのも一つの方法。  98 
・80％以上達成率 etc  くだらないタワごとを言う。  133 
・CRT については、「類似問題で練習を・・・」との指示があったようです。ほぼ同問題を練習させ

た教員もいたということを後々聞きました。繰り返しますが、CRT のことです。今回については、

分かりません。139 
・「1 学期学習したことや前年度までに学習したことなど、子どもたちは忘れていることが多いから思

い出させるための手立てを取ってください」148 
・1～2 回、当該学年の学力をつけさせる。(全学年)184 
・学力テストがあるから。202 
・過去問をしなさいという内容  204 
・過去問題に慣れるため練習した方がよいと助言され過去の問題を練習した。164 
・理科の成績がよくないので、春休みに課題を出すように指示された。222 
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・「去年の問題をさせてもいいんだよ」と教頭が発言。それをしたから屋久島で問題になったんです

よと語ると、それっきり言わなくなった。228 
 
 

２ 実施上の問題点 
（1）本年度から全国悉皆調査から抽出・希望利用調査に変更になったことによる変化が、何かあ

りましたか。 
  

   計 ％ 
ア あった 18 7 
イ 特に変らない 162 65 
ウ 分からない 47 19 
  21 8 
 合計 248 99 

 
・採点の負担がある。   ８ 
・抽出なのに市内の全校やることで不満が残る。  １３ 
・採点をどうするか。今年度は、管理職が採点することになった。  １４ 
・テスト後の採点業務が増えた。   ３２ 
・希望利用というより市教委の押しつけ   ２４４ 
・学校の校時に合わせてテストをしたところ、どこからか方法について問い合わせが来ていた。 48 

 ・学校希望はしたが、結局は、町で一斉に取り組むことになっている。また、学校職員への負担が大

きい。  74 
 ・研修で採点・問題提起  88 
・採点が各学年にふりわけられた。データ入力も。107 
・なぜ、抽出、なぜ希望?保護者に説明できるのか 118 
・それぞれの職員に採点を振り分けたこと。  122 
・採点が大変  125 
・採点を教頭がした。  130 
・採点も分析も学校でするということ  136 
・自校採点になったので、係りが採点計画も作ることになった(採点の分担や今後の日程) 
・採点により仕事が増えた。  145 
・町教委判断で実施されたので、希望利用になっても変わらない。ただし、学校の希望を活かしてと

いう言い方を町教委がしている。(実際は、「希望利用できるらしい」との説明しか受けていない)  

168 
・希望もしていないのに地教委が勝手に全校を。反対と手を挙げた学校もあったが、圧力でごり押し、

自校採点  173 
・テストとして今までのように実施はしていないので、子どもの負担はへったと思う。やたら、プリ

ント宿題も少なかったのではないか?  178 
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・学校での採点  207 
・抽出なので、変化は感じなかった。201 
・実施するときの神経質さ(?)がなくなり、精神的には、これまでより余裕があった。  213 
・採点作業が増えて大変になった。224 
・専科職員が採点にあたっていた。(事前の共通理解はありませんでした。)223 
 
   
3 実施に伴う子どもの負担について 
 
・時間が足りなかった。問題も多いし。複雑・・・    ２ 
・鹿屋小の場合、１月上旬に基礎基本、下旬にＣＲＴがあります。その学年が６年にあがってすぐ、

全国学力テストを受けています。１月の両テストに関しては、授業や宿題で対策が行われている現

状を考えると、かなりの負担です。   ５ 
・喜んで受けてはいないが、言われるままにやっているようだ。  ７ 
・まだ、新学期が始まって間もない頃、バタバタした中に実施。子どもたちは、「疲れた」といって

いました。   ８ 
・経済的負担はなし、（精神的にはある） ９ 

 ・授業時数の増加。   １０ 
 ・半日テスト漬けなので、やはり負担はあったでしょう。  １８ 
 ・連続で行うので疲れる（疲れていた）   ２０ 
 ・市が今年度から４月末のＮＲＴにかえると言うことで前年度２月にＣＲＴをし、数ヵ月後に NRT

もするということで、2 回したことになった。(現場としては、CRT でよかったのだが、NRT にか

わった説明がなかった?)    27 
 ・宿題が多い。   28 
  ・本校は、1 月に CRT・基礎基本調査、4 月に全国テスト、5 月に NRT をすることになった。今ま

で、CRT だったが、市教委から NRT に変更するよう予算化された。   32 
 ・年度末、年度初めにテスト・検査が多い。    38 
・「一日に 4 時間通してのテストは、きつい!」と言ってました。   41 

 ・NRT・知能検査など、テストがたびたび行われ負担になっている。   245 
 ・1 時間から 4 時間までかけて実施し、子どもたちは、とても、きつそうであった。その後、5・6 校

時も集中できなかった。   246 
・5 年 3 学期 2 回、6 年 1 学期 1 回、テストの連続で子どもが負担に感じる。  42 
・テストができないといらだつ子もおり、本当に必要か疑問。   46 
・春休みの宿題、しかし、喜んでいる保護者がいたかも。   49 
・精神的に子どもが疲れたようです。  50 
・子どもがテスト・テストと年度始めから大変   59 
・1～4 校時まで活用。させて終わりという形になるのでは。時間のむだになるのでは。  60 
・1～4 月の短期間に、本校では 4 つも検査（NRT、基礎基本、ＣＲＴ、全国学力）があり、時数の

確保の点からもかなり負担になっている。（ゆっくり学習を進められない）  62 
・新学期直後、まだ、学級として落ち着かない時期に（友だちとの信頼関係ができていない時期）知



 7 

能検査に続く、一斉テストは「比べられる」という不安感を与えるのではないか。  248 
・午前中ずっと一度にするし、記述式など難しいものを後にでてくるので、終了後、ふーっと、疲れ

きっていた。  67 
・日頃から学習していないような内容のものがあり、難しかったと思う。  68 
・1 日中のテストで、頭も体も疲れたーと言っていた。5 年時に基礎基本をするので、また！という

感じです。  70 
・5 年生の末に基礎基本定着度調査をしているのに、また、同じようなテストをするのは負担。その

ために、プリント等宿題を多く出される。  71 
・半日かかるのが大変。（学校に登校したくない児童が出てくる）同時期に NRT もするため、テスト

漬けになっている。  73 
・年度スタートからテストがあり、不満をもっているこどももいる。  74 
・慌しい中、また、クラスに落ち着く間もなくテスト実施で、児童への負担はある。  83 
・いろいろな問題にふれることができ、自分の身の回りでも生かせることがあるんだという意識をも

てたと思う。  85 
・時数減  88 
・負担の軽減には、まったくなっていない。6 年は、3 学期から 1 学期にかけ、基礎基本、ＮＲＴ、

学力テストとテスト続き  96 
・問題が難しいと感じている子どもは、もうはじめからやる気がなかった。1 日でテストを終わらせ

るために、5 時間目の実態調査を答えるときには、「もう、どうでもいい」みたいな雰囲気になって

いた。この回答にいいかげんに答えた子どもは、呼び出されて再度書き直しをさせられた。（それも

担任以外の人からの指摘で）  97 
・負担は多いと思うが、子どもに学テのための準備等はさせていないので、その点はよい。 112 
・集中力が続かない。どうせやるなら 2 日ぐらいで。  117 
・授業時数が増えたにもかかわらず、実施することで時数が学校行事や算数と算定されると実際子ど

もは、授業を受けないことになる。それが子どもにプラスになるのか。  118 
・同月に 3 回も調査があり、負担は大きいと思われる。(知能テスト・標準学テ・全国一斉) 126 
・現在の 5 年生は、基礎基本定着度調査・ＣＲＴ、新 6 年になってからの学力テストと連続で行われ

ることになりそうである。  129  130 
・年度当初に忙しい時期だ。学校で CRT 検査を年度末にしているのでやる必要なし。 132 
・昨年よりＢ問題はやさしくなったという感じ  136 
・１科目 60 分に設定しており、説明等を含めると午前 4 校時すべてを国・算 2 教科に当てている。  

139 
・新しいクラス環境になり、落ち着いてテストを受ける状況にない。  140 
・拘束される時間が長い。  141 
・悉皆調査のままの負担。（抽出方式になったのに負担は変わらなかった） 
・NRT と時期が重なりテストばかりになっていた。 145 
・1 日 4 時間を要した。時数確保の意味では、大変である。児童の実態把握も大事ではあるが、負担

はあると思う。  146 
・分会員に 6 年担任がいないため詳しくはわからないが、特別支援を要する子どもたちには、同じよ

うなテストが続き、かなり負担になったのでは?  149 
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・当日は途中で休息を入れるにしても、午前中 140 分連続でテストが実施され、精神的負担は大きい

と予想される。  157 
・1 月の基礎基本、NRT、学テ、知能検査とテスト続き。  160  161  168 
・4 時間程度調査が続くので、集中力が続かない子もいた。  163 
・1～4 時間は疲れた様子。  164  216 
・時数がたりないぐらいなのに、どこかで補わないといけない。  170 
・大量の事前プリント、テストが続く。  171 
・やるとは思っていないのを強制。5 年 3 学期から続けて 3 回も(crt・習熟度調査・今回)テスト嫌い

になる  173 
・基礎基本定着度調査に始まり、校内の crt 検査・全国一斉学力調査と短期間にいくつも実施され、

負担が無いはずはない。 174  176 
・4 時間テストを行うことで、そこに大きな負担がある。(特に、あまり得意でない子どもにとっては、

非常につらい)  175 
・本年度は、特にない。178 
・希望参加になっても子どもの負担は、ちっとも変わらない!校長どころか担任が希望参加の意味をひ

とつも分かっていない。直接話しもしたが・・・ 179 
・昨年もしたので、かわらなかったのでは。182 
・長時間疲れていた。周囲も気遣い十分な学習活動ができなかった。  185 
・5 年生担任・6 年生担任が分会員ということで事前練習の負担はなかったが、学校全体の雰囲気と

して、プリントの印刷数(宿題)が、ここ 2 年ほどで増えている。印刷室の用紙がなくなるスピード

が早い。 187 
・1 日 4 時間かけて行うことが、もう、負担である。希望利用になったわけだから、例えば 2 日間に

分けて行うなどの工夫もできるのではないか。  189 
・テストの苦手な子どもにとってたいへんである。  191 
・午前中ずっとということで、きつい。複式であるため、5 年が自習を余儀なくされる。  193 
・「学力テスト」なので、やはり負担はある。  195 
・午前中かかって、テストや調査をし続ける子どもたちを見て、息抜きもできず、大変だと思う。196 
・午前中 3 時間がテストでした。なれない問題、テストばかり 3 時間、子どもたちは、本当につかれ

てしまいました。  198 
・前年度 1 月県基礎基本調査、1 月 CRT、6 年になって 4 月 10 日知能検査、20 日全国学テ、4 ヶ月

間にこんなにテストしても生かしきれない。職員会議で発言しても、ウンといわない校長。208 
・特に意見や様子の変化は感じなかった。  210 
･実施時間分の授業ができなかった。  213 
・1 日でテストが終わるので、その日は子どもたちは、大変だったことと思う。  214 
・子どもたちが疲れたといっていた。223 
・同時期に NRT もあるが、NRT の教科を減らした。  224 
・純粋に 5 年時の復習を実施している。大きな負担ではないと思う。  228 
・同じ週に NRT もあり、6 年生に落ち着きが見られなかった。  233 
・事前の週末に宿題として昨年度の B 問題に取り組んだ。 234 
・実質予備時数を使うので、その分、教科の補充の時間がかなり削られてしまう。  238 
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4 実施に伴う教職員の負担 
   
・解答も届いておらず、今後どのように処理していくのか不透明。4 時間も時数がとられて今後の授

業が不安。   2 
・全国学テについては、自校採点となっていますが、(まだやってません)職員は、希望もしていない

のに採点まで自校でするとなるとかなりの負担です。6 学年だけでなく、職員全員に振り分けるらし

いですが。    5 
・もう、慣れている感がある。「いつものことだが・・。」  7 
・この日は、家庭訪問で校内は特別校時、6 年のみ、さらに、別の校時となった。  8 
・やはり事前に管理職から対策をとるように言われたり、そうではないが、結果が悪かったら、精神

的に自分の責任のように思ってしまう。   9 
・担任の採点、集計と大変です。4 科目もあり、何ページも調べなくてはなりません。集計も何回も

かけて勤務時間外にさせられました。   10 
・復習などに費やすプリント作成や時間が負担になると思う。    13 
・答案用紙、問題用紙の名前や番号の確認等、煩雑であった。  18 
・授業時数が削られて大変です。  20 
・採点業務   32 33 
・担任が採点している。教科で分析をし研修で検討する。   37 
・4 月ということもありたくさんの行事が詰め込まれている中で、とても大変    242 
・指導力を問われるような感じを受ける。   244 
・今回末吉小は抽出だったので仕方がないが、現場の声も聞かずに市が希望利用にしているのはおか

しいと思う。こんな時間があるなら、授業を進めていく方が子どもたちにも有効だと思う。 246 
・採点がどうなるか分からない。   48 
・どんな内容であれ、テストは、負担。（教科をすすめたい。時間がもったいない）チャイムを消し、

近くのクラス（学年は）しずかに、しないといけない。  49 
・人数が少ないのであまり負担はなかった。  50 
・採点・分析業務   52 
・テストの採点を全職員で負担してやるようになった。  59 
・採点が計画されている。  60 
・採点を専科がしていた。（家庭訪問期間中だったので、空いていたから）  61 
・分析等に追われ子どもとゆっくり向き合う時間が確保できない。  62 
・家庭訪問期間中の実施であったので、採点は、教頭やたのめる専科の教員が行っていた（断られそ

うな人には依頼しなかったようだ）   248 
・ただでさえ内容が多い 6 年生なのに、4 時間の減は、授業を圧迫してくる。また、修学旅行等も近

い時期なので、調査の実施は、子どもも職員も精神的な負担にもなっている。67 
・テスト問題に慣れさせるためのプリント作成・点検   70 
・子どもにプリントをさせるため、その時間の確保、調べる負担、指導の時間をとると、他の指導が

キツキツになる。  71 
・休んだ児童は、別の日に実施させないといけないため、授業が次々に遅れる。  73 
・採点・分析等  74  123  125  129  142 145  167 
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・人数は少ないが学校採点は担任として負担に感じた。複式学級のため、6 年生のテストは、教頭先

生にお願いしないといけなかつた。  75 
・5 月に研修で採点。   81 
・家庭訪問実施期間、年度始めの学級事務の多い中、テスト実施のために、「要項」の読み合わせや

採点にかかる時間は、かなりの負担を感じた。  83 
・複式学級なので、6 年で実施のとき、5 年生は自習になってしまう。  84 
・特になかった。採点も協力していただき、ほとんど感じなかった。前担任の方がプレッシャーかも

です。  85 
・採点時間が確保されていない。場合によっては、教材研究の時間を削ったり、時間外勤務になるお

それもあ。   86 
・自校採点はありえない。  87 
・教材研究時間の減   88 
・採点のため休日出勤  94 
・自己採点  95 
・採点を教頭がしただけで、全く以前と変らない。  96 

 ・採点にかかる労力をどのように考えているのか。関係学年に丸投げする構図が見られるので、

そうした点を解消してほしい。104 
 ・採点の時間が勤務時間内に十分とれない。107 
 ・家庭訪問中に、家庭訪問をしない職員が採点した。 108  132 
 ・採点がたいへんだろうと思う(児童数の多いところ!)112 
 ・説明書が大きすぎる。117 
 ・抽出校は業者がしてくれるのでいいのだが、抽出校でないのにさせられた学校は、負担が増え

て当然。実施させた委員会がするのが本来の姿ではないか。 118 
 ・学年部でそれぞれふりわけ採点をした。(一部職員の負担や超過勤務にならないように申し入

れていたため) 122 
 ・採点まで学校にまかせることは、いかがなものか?  124 
 ・採点・分析の作業を夏季休業まで  127 
 ・採点は教頭がしたようだ。同じ時期にテストが重なるため学習の進程がおくれる。 130 
 ・抽出されることを喜ぶ状況に象徴される異常な様子  133 
 ・採点を職員が行った。担任は、家庭訪問中で、加配や専科 3 人で行った。3 人で 39 人分 136 
 ・欠席児童の対応を少人数指導の先生にお願いし、迷惑(負担)がかかったのでは・・ 137 
 ・採点・分析の時間が確保されておらず実質、残業で処理している。 139 
 ・採点、分析まで学校で行うことになり学校の負担が逆に増えた。年度始めの超多忙な時期なの

で負担がかなり大きい。 140 
 ・解答の類型化作業はかなりの時間を要した。労力も伴ったわりには、個々へ詳細な分析による

生かしが困難である。調査の実施を行う場合は、抽出の有無にかかわらず、電算による分析を行

ってほしい。146 
 ・テストをする以上どうしても自分のクラスのことが気になっているはず。それが見えないプレ

ッシャーになってはいないか。 149 
 ・自己採点する分、負担が増えたのでは。151 
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 ・6 年担任の採点負担。勤務時間も減り、児童を下校させ、すぐに放課後の会議・研修・部会が

始まり、４時 45 分まで拘束されている。時間確保がなされていないこと。 152 
 ・「こどものためなら」と思ってやっているのでは?一日遠足も 6 年は、高千穂登山ですぞ。危険

だし、勤務時間内に帰ってこないことは分かっているのに「子どものためなら」との担任のお言

葉でございます。「ちょっと待ったｱ~」をかけない管理職にもあきれますが。  153 
 ・複式学校で職員数が少ないのに実施すると、当該学年の両方に一人ずつ教員が配置される。す

ると、どちらかに教頭が入り仕事に負担がかかること必至である。 157 
 ・時数確保。複式なので 5 年生は、教頭授業  160 
 ・調査内容や方法を把握する程度。調査用紙のまとめや管理が大変そうであった。 163 
 ・休み時間がつぶれる。171 
 ・テスト後の数値に偏った分析は、担任にかなりの精神的負担がかかる。テスト分析のために、

校内研修の時間がとられる。  174 
 ･以前は、担任がテストにつき、5 年生の自習課題を 4 時間分用意するよう指示があり、大変な

負担だったとのことだが、今は、教頭がテストをさせるため、その点は改善されたようだ。175 
 ・新年度始まったばかりの忙しい中で、まだ、子どもたちとの関係もできておらず、実態もわか

らずに実施することは、負担が大きかった。 180 
 ・採点が担任だったのでかわらなかったのでは・・182 
 ・午前中全部使う時間がもったいない。188 

 ･市教委から解答が送られてきたということで、教頭が「早めに解答･指導を」と言ってきて、プ

レッシャーを感じている。ただでさえ、忙しい時期に、そういうことを押し付けてくるのはいか

がなものかと思う。 189 
 

5 その他 「全国一斉学力調査」に関することで気づかれたことを書いてください 
   自由記述 
 
・現場の声を聞いてから実施の有無を決定してほしい。   2 
・「今年は抽出校に当たったので、自分たちで採点しなくてよい」と管理職は喜んでいた。市のほと

んどの学校が、今年、実施しているとのことで、この管理職は、来年以降も(抽出でなくても)実施す

るつもりでいることが、話の中で感じられた。とても、不安だ。やりたくない。 7 
・抽出調査になっても地教委の希望で実施になっているので、3 割抽出の意味がないように思う。17 
・地教委は、学校に任せている。学校が希望した(職員の意見を聞いて実施したといっている。)25 
・希望利用は現場の声ではなく、教育委員会の判断なのに、採点も学校に任されている。NRT テス

トも実施しているので、全国比較もできるはず。  32 
・新体力テスト同様、抽出でいいのに、実質悉皆と変わらない。不満である。  35 
・市教委で決められたら、どうしようもない。   40 
・抽出で傾向をみるのであれば数％で十分だと思うが。  46 
・特別校時になり、チャイムも切りものものしい様子。  47 
・無駄なお金を使っている。日本中の子どもを同じテストで比べなくてよい。  49 
・昨年度「全国学力調査」の支部交渉（地教委交渉？）の中で、事前に同じような問題をコピーして、
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指導する実態があると問題点として上げられたが、教育長か課長が「それがなぜ悪い」「子どもた

ちは、練習問題を何回もくり返し練習して身についていくのだ」と、その点を校長会で言われたら

しく職員にこのようなことがあったと報告があった。これは、テスト前に練習させても何も悪くな

いといわんばかりであった。  51 
・設置者判断を学校判断にすべき   52 
・教育委員会と校長が勝手に希望を出してあった。現場の意見が取り入れられないのは、問題である。

4 月はテスト等をせず、スムーズな授業が望ましい。    59 
・旧姶良町の方は、学校に聞きもせず、希望利用となった。抽出だけでよいのでは？  60 
・栗小は、職員室の話し合いで「しない」となったのに、町内で「しない」となったのは、栗小だけ

であったので、町全体ですることとなった。他校は、職員に提案すらなく、校長がそれぞれに勝手

に返事をしていたらしい。  61 
・せっかく抽出になったのに、希望で 7 割の学校が実施することは、抽出の意味を持たないような気

がします。改善策はないのでしょうね。  63 
・公表について校長に聞いたところ、平均ではしないと答えた。抽出なので、全体の傾向をみるため

に数値は出るが（個人に・・）、誰と特定しないような配慮はするとのことだった。過去問題につ

いては、市教委からは、「しなさい」とはいわれなかったが、活用しているという参考資料が来た

ので、してはいけないということではないので、1 回だけ活用したと校長が答えた。  66 
・何の必要があるのか?(未組織の 6 年担任からの声)  67 
・今後、しっかり検討し対応を図りたい。  69 
・学校職員へは何の打診もなく勝手に町教委で申し込んでいたこと!職員の大半は、なくてもいいのに!

という意見です。70 
・学校現場の声を全く聞かず、町教委が勝手に実施すると申し込み(報告)をしてあった。現場では、5

年生の時の基礎基本をしているので、もうしなくてもいいのに・・・という声が上がっている。71 
・ＮＲＴを実施している学校には、あまりに大きい負担となっている。少なくとも全国学テか NRT
かどちらかだけしないと授業が全く追いつかない。全国学テを実施したところで、日頃の授業に結

果を生かせる場面は、あまりに少ない。苦労に対する効果が非常に少ない。73 
・「過去問が金庫に入っているから・過去問を解かせても同じ問題が出題されるわけではない」とい

うような発言が管理職からあるのはどうかと思う。文科省・県教委・地教委とも、もっと管理職へ

の、その意義やあり方を話しておくべき。  76 
・数日前になってから、本校の小学部(併設校)が抽出になっているとの発言があり、びっくりした。

合わせて、抽出になっていることを他言しないように言われた。これまでも、何度か抽出されてい

るかどうかを聞いてきたが、もっと早く公開すべきと思う。  77 
・複式学級だったので、6 年生が行っている間、5 年生は自習となり授業ができなかった。  82 
・結果から得られる傾向は、毎年同じである。学校独自、県独自の学力テストも実施して、補充を図

っている。今後は、抽出でお願いしたい。県が行っている 5 年生への基礎基本定着度も鹿児島県は

行っているのに!  83 
・学校判断にすべきで、地教委判断はおかしい。予算もつかないのに・・・。時数が足りないといっ

ている現状での実施は必要ない。  87 
・係り以外は、何もわかりません。知らされていません。  93 
・町教委が希望して実施することを知らされたのは、3 月末。学校職員の意見は、全く聞いていない。
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96 
・抽出校でなくなった時、実施する場合、採点を自分たちでしなければならず大変だと思う。100 
・抽出校だったので、昨年までと変わったことはなかった。「希望」になったとはいえ、全学校が希

望させられているような形での実施だったので、採点等の負担が増えたため、やり方が変わったこ

とを改善とはとらえられなくなってしまった。採点等への負担や迷いを考え「抽出校でよかった」

という声もたくさん聞かれた。  101 
・各自の採点になるので、正確な結果は得られないと思う。採点の基準があいまいになる。 104 
・職員の意見を聞かずに校長判断で希望利用したことが大変腹立たしい。  110 
・新学期始まってすぐのテスト、子どもたちも教師側もあまり取り組めない雰囲気だった。111 
・実施する意図が見えない。学力の低下は現場でなく指導要領の内容に問題があったはずなのに、そ

れに、何の説明も謝りもなく現場にあったかのように国民に思わせている文科省の考えを聞かせて

もらいたい。  118 
・学校での採点基準がはっきりしない。  123 
・家庭訪問がある中の実施、落ち着いてできたのか疑問。  127 
・抽出になったにもかかわらず鹿児島では、100％の実施である。現場の状況も把握せず、勝手に組

み入れられ大きな負担になっている。  129 
・子どもが 3 人なので、実施ながら個別指導をする方法をとったらしい。担任は、5 年生を指導し、

6 年の学力調査は、管理職が行った。3 人のうち病欠等があり、その日には、実施できなかった。

テストの意味があるのか疑問。  130 
・自校で採点するなら抽出校になればよかったという声があった。  132 
・保護者にもテスト内容について気にする様子が見られ始めた。子どもを点数付きで把握することに、

何の問題も感じていないようになってしまっている。  133 
・Ａ問の採点はできるが、Ｂ問の採点は、どのような基準ですればよいか全く分からず主観的な採点

となった（国語） 採点の方法が地教委から十分示されず算数Ｂ問の採点はしばらく様子をみるた

めストップしている。 学校採点は、比較するとき客観的でないので問題。 そもそも、比較でき

るテストなのかと思う。  136 
・各学校が希望したようにマスコミでは、報道されているが実際は、地教委が勝手に決めて現場の声

は一切聞いていない！  140 
・家庭訪問と重なり、担任が家庭訪問中、専科等の職員が採点していた。  144 
・６年担任が今年転勤してきたばかりで、希望利用についてや今後の活用、公表などについて、あま

り、説明されていなかった。自分も転勤してきたばかりで、あまり説明がなくよくわからないまま

実施されたように思った。  145 
・5 年生時、県学力状況調査・CRT が 3 学期にあり、新年度になって(6 年生)全国学力調査が行われ

るため、この時期の時数や子どもの負担等が大きいと思われる。(今年度は抽出校ということだった

が)今後の実施等について検討が必要。  147 
・こういうテスト(教科書も含めて)を作成する方もメンバーの偏りなどがあるのではないか。本当に

やろうとするのであれば、民間教育の方にも呼びかけてやるべきではないか。まあ、さそわれても

反対するでしょうが。また、こういうテストがあることで、学校内の校内人事にも影響してくる。

まだ、いっぱいありますが。  149 
・希望も“今までしていたから・・・”という安易な継続である。職員の中からも実態把握のためやっ
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たほうがという声があがる。おかしい。もっと教育論議が必要。   159 
・担任は、「あんまりやっても普段の子どもの様子をよく知っているので無意味だ」と言っていた。

少人数(6 年が 6 人)なので、一人ひとりの実態が分かる。なぜ、希望してまでするのか疑問だ。165 
・地教委(校長)の判断で実施されている。  167 
・学力だけでなく、生活状況等も分析し、その結果学力等の向上のために教育条件を整備するための

調査をするのではなかったのか?学力を調べ、競争をあおるだけで、学力の厳しいところへの教育

予算の補充、人員増等、国としての施策は何一つ行っていないと思う。テスト代で加員する方がよ

ほどためになる。  168 
・採点結果がどのような形でおりてくるのか?    170 
・3 月に学力検査をとうするかたずねたが「公表前」ということで教えてもらえなかった。結果は、

「抽出からは外れたが希望する」とのことだった。  171 
・あれだけ問題があったのを近年やり、ようやく止めると思ったら、姑息な手段でやらせる。大問題

だ。  173 
・職員に対し直接実施について全く発言がなかった。(行うことがすでに決められていた)  175 
・点数のみで子どもを評価する傾向が強まり、子どもの全人格の成長を促す視点が失われつつあると

思う。  176 
・校長が担任の意向を尊重する方向性を打ち出したこと。にもかかわらず、担任は、テスト形式にこ

だわり、テスト形式で実施した。私も「校長も『ドリル形式でもかまわない』といったんだから、

ドリル的に使えば」と説得したが、「めんどうなので・・・」との返事 
揖宿は、地教委がわりとしばりをかけずに「おすきにどうぞ」みたいな感じ。  179 

・抽出になったのだから、他はする必要はないと思う。その分の予算を本当に必要な所にまわしてほ

しいと思う。  180 
・検査のために特別扱いされるくらい管理職も対応し周囲の気遣いには少々異常を感じた。 185 
・子どもがやったことを子どもに返す場がない。  188 
・昨年度から議論になっているが、希望利用というのに学校現場の声が全く反映されなかったことに、

すごく憤りを感じている。まずは、やはり廃止。できなければ抽出で希望利用はしない。希望利用

するのであれば、現場の声を確実に聞くこと。  189 
・テストの受けとり方や持ち出しについて仰々しいが、抜け道はいくらでもありそう。テスト中にど

んなにしているかどうか。  193 
・抽出になっているのに、希望参加も疑問。あまり実施しても意味がないような気がする。  195 
・南九州市は予算がついたということで、話し合いも無く、希望で受けるという説明があったのだが、

どうなっているのか訳が分からなかつた。地教委などとかの交渉は、どうなっていたのでしよう。  

196 
・3 割抽出であっても毎年する必要もない。5 年に 1 度、1 割抽出で十分に実態の把握はできるので

は。結果の公表についても学校間をまたは、市町村を競わせるような公表は止めるべき。それより、

日常指導の中で、子どもたちの実態について情報交換をしたり指導法の改善に向けた取り組みがな

されないのは、なぜなのか不思議に思っています。ひょっとしたら、学力テスト 3 種類やって、そ

れで十分と思っているのでは？学力テストをしているから日常の把握を怠っているのでは？  

197 
・未組織の 6 年担が「これで本当に学力がわかるのでしょうか」とつぶやいていました。（全くその
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通りだと思います）南さつま市の抽出以外は、全校希望利用でした。全く負担軽減にはなっていま

せんでした。  198 
・自己申告書の書き方が示された。その内容として目標に「ＣＲＴ学力検査」で通過率全国比 100 以

上をめざすは、必修項目として必ず入れることとあった。来週面談！入れていない人に強制がない

か調べる予定。人の目標を立ててくれるやさしい管理職である。ハハハ  208 
・支援学級で 6 年課程を受けている児童に対して、「参考で受けましょう」と言われました。平均が

下がるからだと思いますが。（教頭はハッキリ言いました）  210 
・何のためにやっているのか？分からない。意味がない。  216 
・テスト練習をするように担当学年への圧力がかかっている。  219 
・希望してないのに希望したことになっている。  223 
・5 年の 2 月から 6 年の 4 月にかけて一人の子が同じような問題のテストを 4 回も行う。児童の実態

は、一つ行えば十分。  224 
・鹿児島県は、NRT，基礎基本も実施しているので、授業をつぶすようなことは、早く止めてほしい。  

227 
・基礎基本定着度調査で、未組織の担任と専科、教務が協力して「あれだけやった」というくらいに

したようだが、期待に応えられる子どもたちではなく、0 点もおり平均も悪かった。「あれだけやっ

たのに・・」とぼやいていた。それにこりたのか、今回のテストに向けて復習や過去問をさせたい

とは言ってこない。 228 
・対象児童が、「ひとり」なので・・・．35 
 


