す。

と一緒に 勉強していきたいと 思いま

いうも のなのかということを皆さん

ま た問題のある項目というのはどう

ないとまずいということになります。

です。そ の分、まともな問題 を作ら

もに対 する影響は大きいということ

い 換えれば、授業と同じぐらい子ど

です。

がってい る可能性があるとい うこと

低学力 層の学力を高めることにつな

達 度評価をやることによって、実は

す。一つは、テス トや評価形式が子

私がお話しした いのは四つありま

かということを今 日は少しご紹介し

具体的にどうい った影響があるの

埋めばかりのテス トを受ける子ども

。穴
二 つ 目の 例で す（ ス ライ ド７ ）

氏

たちと記述テストばかりを受ける子

光陽

たいと思います。

ト項目作成の留意点」
どもに対してどういう影響を与える

山森
のかということ。二つ目は、テスト

いったこと に注意をすればよいのか

最後に、 テストを作るときに 、どう

つ目は、よい項目、悪い項目の特徴。

や意味、前後の つながりを理解しな

はなくて、 学習内容にかかわる内容

を多く出 していくと、単なる 暗記で

が多く なります。一方、記述テスト

ひ たすら暗記しようという勉強方法

どもたちの違いです。穴埋めばかり

の基本的な考え方。そもそもテスト

一つ目の例は、相対的な評価をし

平成二十三年十一月二十二日

（国立教育政策研究所主任研究官）

と は何なのだろうかということ。三

のテストを受けている子どもたちは 、

（火）
富山県教育記念館

た子どもと到達度評価をした子ども

大会議室

「学力診断サポート事業」
中教研学力調 査からみたテス

「平成二十三年四月実施

富山県中学校教育研究会
講演

講師
日時
会場

ということにつ いてお話をしたいと
思います。
一．テストや評価形式が児童生徒に
テ ストというのは子どもに対して

与える影響
直に触 れるという性質があります。
例えば一 般的な定期試験一つ 取って
みても、先 生がテスト範囲表を出し
たら、子どもは 、それを見て一生懸
命準備をします。 その次に、テスト

今 回は、四月に実施された中教研

は常に子 どもに触れた状態で す。言

すと いうように、テストをしたとき

度 は先生が採点をして、子どもに返

します。答案用紙に書いた結果を今

目にすると、子どもは一生懸命解答

高い点を 取っています。つま り、到

ても 、事後テスト（統制群）で割と

た ちは、事前テストで低学力であっ

。 到達 度評 価を 受 けて いた 子ど も
６）

の二群に分けたものです（スライド

を実際に受けます。テストの用紙を

テス トの県内の抽出データをもとに

はじめに

よい項目 とはどういう項目な のか、
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が ら勉強を進めていく子どもが多く
なりま す。つまり、テストの形が子
どもの勉 強方法に大きな影響 を与え
るということです。
こういったデー タもあります（ス
ライ ド８ ）。自 己評価に ついて です。
学習目標というのは、この内容を身
に付けなさいということですが、遂
行目標というのは、できるだけ高い
順 位を取りなさいということです。
比較す ると、事前テストの結果はほ
とんど変 わりません。ところ が、自
己評価をや りながら授業を受ける子

丸付け、答案の返し方、フィードバ

まりよくありません。このように、

準 を示した方が学力が伸びるという

いう基準で成績が付くという判定基

のです。赤入れをするよりは、こう

のだよと いったことを話し合 う方が

ででき るようになった、だからＡな

評 価基準に基づいて、自分はここま

高い点を取ります。つまり、単元の

得点が低くても事後テストでかなり

る授業のときには 、授業の直後に単

見ると、評価基準を提示するけれど

べたものです。事後テストの結果を

クシートに対して 添削をする群を比

時 間を必ずもちます。統制群は、こ

先生と一緒に話し合いをするという

づいて自分たちの学習成果について

二週間に一度単元末の評価基準に基

用できる テストを作るという ことに

きち んと学力が測れるテスト、信

いわけです。

るようなテストを作っていただきた

受けることによって、よい影響が出

影響を与えます。子どもがテストを

ここまでの例の ように、評価方法

元内容が身に付いたかどうかをテス

も、ワークシートに対する赤は入れ

の単 元はおもしろかったか、おもし

似たような結果 もあります（スラ

トすると、即フィードバックを与え

な いというもの（真ん中）と、評価

ろくなか ったかということば かりを
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どもたちは、自 己評価をしないまま
授業を受ける子ど もに比べると事後
す。つまり、授業への評価方法の取

ッ クの仕方だけ取ってみても、学力

結果で もあります。テストの答案の

議論します。実験群は事前テストで

り入れ方が子どもの学力にかなりの

返し方も 、また子どもに影響 を与え

テストの結果の平均点が高くなりま

影響を与えるということが言えます。

に大き な影響を与えるということで
一番新しい 研究例です（スライド

効果があるということです。

す。
）。評 価基 準を提 示する群 と、ワ ー

るということです。

また、 こういったデータも ありま
すか、何秒 かたってから返すかとい

す （ス ライ ド９ ）。評価 結果を すぐ返
う違いです。例 えば思考力を育成す

られた方が成績は高いのです。しか

基準 も提示して、赤も入れるという

というのはいろい ろな形で子どもに

し 、七日後に同じようなテストをも

もの（右 ）ではあまり変わり がない

）。理科の授業です。実験群は 、

う一 回やってみると、実はフィード

イド

バックを 即与えられた群は成 績があ

11

10

しいと思います。

て、納 得ができるテストを作ってほ

尽 きます。子どもが答案を受け取っ

低い子であっ ても八割ぐらいが正解

る項目が 出てきます。また、 学力が

まう、 そういったことが起こってい

し まう、学力が高くても間違ってし

い子は必ず間違う。

子は必ず 正解する。身に付け ていな

た峻別 できる能力を身に付けている

割 と易しめの項目で測定できる、ま

ものが注意係数です。

そのよう な度合を数値で表し ている

に間違ってしまう可能性が高くなる 。

だ ん高くなる。または学力が高いの

基本的にテストと いうのは、測り

解するというよう に、うまく学力を

してしまう。学 力が高い子は全員正

意係数と項目に対する注意係数の二

が、注意係数には 受験者に対する注

次に項目の注意 係数についてです

ライド

Ｓ― Ｐ表 を描 いてみ たもので す 。（ス

実際のデータの 一部を取り出して

二．テストの基本的な考え方
識別できないテスト項目も出てきて

）

たい能力に対して、それぞれ代表的
なものを取り出してテスト問題とし

しまう。こういったものをどうにか

よ り下の子は絶対に間違う。そのと

力の子は絶対に正解する。ある能力

通りあります。ある能力より上の能

の 子がかなりいる。割と低い能力に

子が結構いて、Ｐ曲線の下でも正解

例えば、Ｐ曲線の上でも不正解の

積み上 げ方式）で作っていきます。

必ず正解 、下は必ず間違いと いうよ

でＰ曲 線があります。Ｐ曲線の上は

はどういう ことかというと、学力が

になりま す。この値が増えて いくの

きに項 目の注意係数というのはゼロ

イメージに になります。割と低い能

題をグラ フで描くと左端のグ ラフの

対応し た、難易度としては簡単な問

）。 例えば、 Ｓ―Ｐ表

ところが これがなかなか難し いので

うにきれい に並んだときに、先ほど

（ スラ イド

回避しなければいけません。

）実際のテストでは、

す。
（スライド

力に対応した項 目ですが、能力に応

学力が低くても それなりに正解して

を能 力別に細かく並べていき、一つ

を できるだけたくさん作って、それ

いない子は不正解になるという項目

解できるけれど、ある能力をもって

うに、ある能力をもっている子は正

がゼロになります 。つまり、このよ

下は不正解とい うときには注意曲線

一方、Ｐ曲 線の上が全部正解で、

識別でき たとは言えないでし ょう。

まく識 別できそうですが、なかなか

中 央にあるグラフです。何となくう

意係数が〇・五を超えている問題は 、

次に、能力としては真ん中で、注

分けられていません。

じた正答する確率 が、はっきりとは

低いのに正解し てしまう確率がだん

16

示した図の考え 方でいくと、例えば

ま で、積み上げるといった形（細目

て並べ、簡単なものから難しいもの

17

のテスト を作ることがテスト づくり
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15

では大事なことです。

判断します。

または採 点者にも問題があっ たのか

す 。これは記述問題なので、もしか

もしれません 。こういうのは慎重に

ト と駄目なテストとが何となく分か
理科でも 、学力をきちんと分けて

したら採点基準に問題があったのか 、

いない項目が 出てきています。選択

なって採点基準 も工夫してみた方が

っていただけるようになります。

いのに、一本の線が引かれる項目は、

いい問題かもしれません。

本当は 曲線にならなければ いけな
テスト問題と してどういう機能をし

式問題について はかなり注意を払わ

項目特 性曲線の見方を、こ こで覚
曲線が立ち上 がった真ん中の部分

なければいけないという気がします。

えていってください
ているのか全く よく分からないとい

三年の十五番の問題は、当て推量

うテストです。

の確率が〇・三二です。選択問題の

が困難度に当た ります。困難度が左

英語は、学力をきちんと分けてい

回って います。明らかにこれはどう

ない問題が割と多いようです。二年

みても間 違いと分かってしま うよう

実際にこの四月のテストがどうだ

リスニ ングテストは簡単だったよう

ったのかということを皆さんと一緒

側にあれば、易し い問題です。右側
に寄っていれば、難しい問題という
ように見てください。
国 語は、大体の項目で曲線が描か

で す 。。 三年生 につい てはそ ういった

な選択肢が あって、事実上、三択に

四つの中の一つだから、二五％の確

れてい るので、全体としては割とよ

傾向はあま り見られませんが、当て

なっている可能 性があるのではない

率 ならまだいいのですが、それを上

いテスト ができています。し かし、

ずっぽうで当た る問題がかなり多い

の英語では、曲線が左に寄っていま

識別力 が高い。仮に、下軸に平行に

学力が高い 子もかなりの割合で不正

のではないかと思います。

す から簡単な問題が多い。二年生の

近い直線 になったときには、 能力が

解、学力が低く ても結構正解してし

に見ていきましょう。

低い子も正 解しますし、能力がある

まうかなり注意を 要する問題があり

次に、曲線の傾きが識別力です。

子も不正解にな る確率が高いという

こ れが下軸に垂直であればあるほど

見方になります。 この曲線が垂直に

りそうです。

学以外についてはいろいろ問題があ

こうやって見てみると、三年の数

ます。その項目は一体何なのかとい
うことは、後で詳しく見ていきます 。

近ければ近いほど、学力をきちんと
測定できます。一定以上の学力の子

社会は割と選択問題が多いです。

います。当てず っぽうでどれだけ正

す。これは 当て推量の確率を表して

とはいえ、二年の数学では、当てず

曲線がきれいな形 になっています。

と能力を測る問題が作りやすいので、

数学は国語 や社会に比べれば、割

もそこそこ正解する。つまり、学力

できる子も不正解だし、できない子

の特性曲線は単なる斜めの直線です 。

二年国語の二六番 の問題は、項目

実際によ い項目、悪い項目は何か

三．よい項目と悪い項目の特徴゜

解できるかという ことを意味してい

っぽうで正答しやすい項目が出てい

を きちんと分けていない。そういっ

です。

解して しまう項目が幾つかありそう

四 割近くの確率で当てずっぽうで正

は正解、そうでない子は不正解とい
う度合を示しています。
次に、 曲線がどこから立ち 上がっ

ます。直線が、正答する確率の低い

ます。三年の数学は注意係数がゼロ

ているの かということを見て いきま

ところから起こっているときには、

項 目できれいな曲線だけのテストが

ということ を学年教科別に見ていき

当てずっぽうで当たる確率は少なく 、

た項目になっています。
それと似 たような問題が十八番で

ましょう。

正 答する確率の中ほど辺から始まっ

できています。
この曲線 を見ていくと、いいテス

たと きには、五割は当てずっぽうで
当たると いった問題になって いると
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三七番 は、四択ですが当て 推量は

が、これは当 てずっぽうでも正答し

択式の問 題にしないと難しい のです

また、 図形の投影図という のは選

テストになっています。

いて、き ちんと学力を分ける ような

が単一 に決まるような項目になって

脈 を限定させていて、きちんと正解

ゼロです 。選択肢としてかな りうま

になっています。

次に、 二十番はあまり学力 をうま
く機能してい るいい問題だったので

確率が高い項目です。

く分けて いません。事実上、 二択に

やすいし、学力 もうまく峻別できな

でしょうか。

なっているの で正解の確率がぐんと
次に、三年の社会 の三九番の問題

はないかという ことが分かります。

で、割とうまく機能していた項目だ

はきれいに学力を分けるテスト項目

一九番の問題は項目の性質としては

いのですが、同じ展開図の問題でも 、

三年の数学は性質としては割とい

で はないでしょうか。三択だと当て

ば選択肢は四つはあった方がいいの

れませんが、選択問題を作るのなら

ストに多いようです。難しいかもし

で正答しやすいの は、リスニングテ

三年生の英語で も、当てずっぽう

上がって、当て 推量の確率が五割に
ＡＢＣとそれぞれ分けると当て推量

割 といいです。また二七番の項目も

いような項目になっています。

なります。改善す るには、解答欄を
の確率が低くなります。
と判断することができます。

四つの中 から一つ選ぶとか、 心情を

読解問 題ですが、最も適切な意味を

ぶというのがテ ストの文化です。そ

本的に子ど もの中で正しいものを選

まりよく ないと言われていま す。基

項目は 、多肢選択問題を作る上であ

二 三番の適切ではないものを選ぶ

は割と問題が作りやすい。

いという項 目になっています。数学

式の割に は若干当て推量の確 率が高

性質と しては割といいですが、記述

たことは英語と して共通しているの

しまう可能 性があります。そういっ

てしまう のと、事実上二択に なって

ずっぽ うで正答する確率が高くなっ

同じように三十三番の問題は、学

理解する選 択肢を作って問題にする

れをあえて「適切 ではないものを」

力 をうまく分けていません。これは

ことはかなり工 夫しないといけませ

ずっぽうでも正答しないし、能力が

同じ三択でも、六番の項目は当て
の問題は、きちんと学力を分けてい

れ るので、三択でもいい項目もあり

るなどして、必ず勘違いが起こらな

ぽうで正答しやすい。一方、二六番

ではないでしょうか。

ん。心情理解や意 味理解を選択肢で

使うのなら太字で書くとか下線にす

理科の二年の一二 番は、当てずっ

問うときに、正解以外の三つがきち

ますが 、四択の方が無難かなという

んと機能しているのかどうか、子ど

三 年生の理科の一五番は、四つの

気がします。

高いか低いかで正解、不正解が分か
選択肢 なのですが、絵は二種類しか

ます。

ないので す。四つの選択肢を 設ける

いような工夫をするというルールが
一方、 二六番の項目は一定 以上能

一方、二六 番の選択肢の問題は、

あります。
力を境に 正解、不正解がきち んと決

長文を読んで内 容と合うものを答え

もの気持ちになって解いてみてくだ
しまう ようなテスト項目になってい

英語の二年の五 番の問題はリスニ

のなら絵も 違わないといけません。

さ い。これは二択でしょうと見えて
る可能性 がないか、国語の多 肢選択

まるような 割といい項目だったとい

るというものです が、恐らく本文を

うことが言えます。

ングテストの問題 ですが、これはテ

読まなくても正解の絞り込みはでき

問題を作る ときには気を付けてくだ

二年の数学の一七 番の問題は能力

ます。このように選択肢が四つある

さい。
また、記述式の項 目（短答項目）

ープを聞かなくてもＡかＢかどちら

のに、うまく機能していないという

かが正解だという感じがします。テ

の が多くの教科で見られそうです。

の高い・低い、正解・不正解が分か

スト問題としてはあまりよくありま

るよい問題です。

せ ん。当てずっぽうでも正答しやす

なのに、実は選択項目と何ら変わら

図形問題の二二は、記述式、短答

ないとか、選択式になっていてうま

式 の項目なのですが、実はすごく選

いのは一四番の問題です。

く機能していないとかいう項目が出

択式 の問題になっていて、しかも割

てきています。

と当てず っぽうで正答しやす い項目

けばいい のかという話をする のです

これ を一体どのように改善してい

次に 、社会は、二年の一六番の問

一方、二 年の三二番の問題は、文

題、三年 の十番の問題が当て 推量の
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きに、 今回お配りした参考資料とこ

が 、先生がこれからテストを作ると
の値は 出てきますから、これも一つ

こ の式を使えば、困難度と弁別指数

直接観 察できないので答案用紙を使

一 つの手続きです。能力そのものは

うよう にして推測します。直接測れ

た 漢字はほぼすべて身に付けたとい

な手続きです。

ないので 、何らかの形で代表 させて

をさせ、その結 果から能力を見積も

推測します。 それがテストの基本的

るというのがテス トの基本的な仕組

う、テス ト問題を使う、作品 を書か

また、相関とい うのもあります。

せる、課題を 解かせるなどして表現

先ほど国語の問題 で、その問題に正

みです。

参考にし て、テスト項目の性 質を検

か探してみて、 よい項目の特徴はど
解しようが、不正解になろうが、合

で結ぶ対応項目 。
「単語を書きなさい 」

討してみてください。

うなのか、悪い項 目にはどんな特徴
計得点には全然影響しないという問

「 当てはまる語を漢字四文字で書き

こにある前回のテスト項目を比べて、

があるのかということを、ぜひ先生
題がありました。その相関係数の求

よい項目はど れか、悪い項目はどれ

方自身で考えていただきたいと思い
め 方はこういう求め方です。合計得

いものに 、項目分析の方法の ＧーＰ

るとき にもぜひ活用していただきた

ま た、先生方が学校でテストを作

対象となる 項目についての情報を外

を取って います。それを項目 分析の

点とそ の項目の正誤の様子との相関

が、ＰＩＳＡ調 査で出てくるような

最後に解釈 的演習項目と書きました

させると いうのもあるし、ま た一番

なさい 」といった短答項目。作文を

四つの中から選んでというもの。線

ら話題になっている多肢選択項目、

そのための方法と して、先ほどか

ます。

分析という ものがあります。上位群

問題や全国学力調 査のＢ問題で出て

い文章があって、それで選択式の問

した合計得点を 使うか、それを入れ

題を解くようなものなどいろいろあ

た合計得点を使う かという違いがあ
として使えます。 相関については 、

ります。

の正答率、下位 群の正答率を使って

学先生の講義録を見て少し勉強

指標化するもので す。困難度や弁別

岸

くるようなグラフや場面設定、詳し

し てください。今日は、こういうの

何が一番 便利なのかというと 、テス

るのですが、そういったものも指標

吉が行った政策を何というのか。政

もあり ますということだけを紹介し

例え ば少 し前 のテスト に 、「豊臣秀
策 名を 漢字 四字 で答え なさい 。」 とい

ます。

指数を出します。

う問題 がありましたが、これは上位

トというの は基本的には正解が一義

記号 で答え なさ い 。」という 問題は、

るものを 、次のア～エから一つ選び 、

Ⅱの時代について、正しく表してい

して はよ いも ので す。一方 、「カード

紙に 表現させて、行動もしくは表現

る こともできません。それを方眼用

見ることもできません。直接観察す

のは絶対に見えません。手に取って

めの一つの手続きです。学力という

れは見えないもの を無理やり見るた

けできて いれば恐らく小学校 で習っ

の漢 字を使って出題をして、これだ

は 時間もかかって無理なので、一部

書きさせるということは、現実的に

れだけ覚えているのかをすべて読み

イド 四〇 ）。小 学校で習っ た漢字 をど

例えばこういった ことです（スラ

はテスト 項目とは言えません 。こう

つも あるようなテスト項目というの

の です。逆に言うならば、正解が幾

採点すればいいので、テストは楽な

て、正解か不正解かだけを照合して

えが返ってきます。その答えに対し

の答えを求めなさ い」というと、答

的に 決ま ると いう ものです 。「次の 式

いろい ろあるのですが、テ ストで

群は必ず 正解し、下位群はほ とんど

四．テスト項目作成の留意点

弁 別指数が低い項目です。これはう

によって 見えるようにしよう という

テストは何のた めに作るのか。そ

の場合不正 解で、弁別指数は〇・八

まく 学力を分けているとは言えない

八で高いので、 テスト項目の性質と

ような項 目です。スライド３ ５のこ
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ってき ます。しかも、別解として二

い ったことは実は多くの場合に起こ
選択肢 がきちんと機能するように設

違 いを使います。そうすることで、

スト問題 を工夫して、実生活 や実社

がどう しても起こります。それはテ

考 ・判断も入ってしまうということ

きに、思考・ 判断・表現がＡという

持ってい る子どもたちを想定 したと

断の観 点の問題に対して自分が受け

た とします。そのときに、思考・判

評価が付く子の うち何割が正解する

会に近づける というような作業をす

もっと言うな らば、これが正解だ

のか、Ｂの子たち のうち何割が正解

計してほしい。

ればするほど、 実社会では複数能力

つ三つあ るのならまだしも、 正解と

を使って問題解決 するのは当たり前

判断していい のか、それとも間違い
とすれば、Ａを 選ぶ子はどういう能

ながら作ってほしいのです。単に、

力を持っているの か、Ｂを選ぶ子は

こ れは思考・判断の項目だからとぽ

と判断するのか よく分からないとい

るということはできてもいいのです

んと出 すのではなく、その項目は一

うような回答が出 てこないように作

が 、少し工夫してほしいのは、二つ

体どのレ ベルに対応するのか という

するのか、Ｃの子たちのうちの何割

Ｄを選ぶ子はどういう能力を持って

の能力 を使って一つの問題に取り組

が正解するのかということを想定し

表示文や設問文、または項目の条
い るのか、というところまで本当は

むのです が、測定しようとし てまた

ですから、どうしても観点をまたが

件が一つ違うだけで結果が大きく違

考えな ければいけませんが、それを

ることは出てきます。観点をまたが

ってくるということも起きます。

考えたら きりがないのでそこ までは

ところまで きちんと想定した上で書

どういう能力なのか、Ｃを選ぶ子は

これは全国学力調査の例ですが（ス

がっている 能力の二つともきちんと

どういう能力なのか、そして正解の

ラ イド 五四 ）、 ぱっと見、 同じよ うな

要求しませ ん。少なくとも選択肢の

いてほしいし、 恐らく単純に思考・
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らなければいけません。

テスト項目 なのですが、左側は正答

判断・表現の評価 がＡの生徒たちの

るのではなく、実際に受け持ってい

発揮したら正解 となるような項目に

る子どもの様子を見ながら、○○君

してください。二 つの能力は絡むの
るのか、何をもって間違いに至るの

な ら正解する、○○君なら間違うと

中にはよくある 間違いを入れます。

かが分からない項目は作ってはいけ

いうこ とを多分イメージできると思

よくある間違いと いうのは、引っ掛
レベルの学力が身に付いている子と

ま せん。二つの能力にまたがるのは

うのです 。そういった具体的 な生徒

率は九六％です。右側が八五％です 。

身に付いていない子をきちんと峻別

いいけ れども、二つの能力をきちん

正答率が一〇ポイント以上違います。
す。斜辺の長さまで書いてあります 。

で きるようにするために、よくある

と発揮し たら正解できるとい うよう

何割が正解するかということを考え

これだけで正答率が大きく変わりま

間違い を使ってみてくださいという

ですが、結局、何をもって正解に至

す 。ですから、テスト項目というの

ことです。

け問題ではなくて、ある測定したい

は慎重 に慎重を期して作らないとい

理由は右側が一つ条件が多いからで

けません 。子どもになったつ もりで

項目を作る ときに、どうしても一

の名前も思 い浮かべながらテスト項
問一要素対応、 つまり、ある能力と

教師作成テストと 言われるものの一

目を作ってほし いのです。そこが、

作ったり、 作った問題を自分で回答

先生方には単にテ スト項目を作る

な項目にし ておくということが必要

したりするのは 、こういう意味があ

そのテスト項目が 一対一対応すると

ここで少しまとめておきたいと思

番の利点だと言うことができます。

です。

ります。

のではなくて、ご自身で担当してい

）、本当は 先

る教科、ご自身で実際に学校で授業

うの ですが （ス ライド

いう形で作るのが本筋と言われてい

ス ト屋がテスト問題を作るのとは違

るのですが、観点を基にテスト項目

う手 続きでやってほしいのです。例

それから、ここが一番大事なので

点 では収まりきりません。つまり知

えば思考 ・判断のテスト問題 を作っ

すが、例えばこれはＤが正解なので

識・ 理解も入っているし、技能・表

している教科のテスト問題を単にテ

っ ていますか。単に四つを、正解以

現も入っ ています。技能・表 現と思

を起こすとなると、どうしても一観

外の 三つを適当に語句を並べればい

すが、ほかのＡＢＣをどのように作

いという のではなくて、よく ある間

63

を 作るということもできるので、本

きます 。項目の注意係数を見れば、

よ うな分析というのはＳ―Ｐ表でで

それは なぜかというと、手っ取り早

が一番よいのではないかと思います 。

たった一枚の紙で四つ分かることが

当はこ ういうこともやってほしいの

あります。ですから、ぜひＳ―Ｐ表

いからで す。テスト項目の特 徴も分

高い子は不正解ということが起こっ

かり、テスト 全体の特徴も分かりま

もう一つ先生方に やっていただき

ています。注意係数が低いとテスト

を使ってください。

おのずと 項目の性質は見えて くるよ

たいのは、観点別評価の結果との突

としてうまく機能しているのかとい

―Ｐ表を使って 、よい項目とは何か 、

うになってい ます。注意係数が高い

き合わせです。つまり、今回作るテ

う ことは分かります。だから、まず

悪い項目 はどの項目だったの かとい

ですが、 これは少し先の課題 で、ま

ストで何点取った子は観点別評価で

はＳ― Ｐ表をきちんと使ってほしい

うことをきちんと分析してください 。

ずはＳ―Ｐ表 をきちんと使うことが

Ａ ＢＣのどこが付くのか。また、指

のです。 しかも、Ｓ―Ｐ表は 生徒の

ただし、Ｓ―Ｐ 表は一学級や一学校

す。子ども全体 の特徴も分かります

導要録 とのクロス集計を作って、そ

特徴も分かるという利点があるので、

だけだと、生徒の 特徴までつかむと

し 、子ども個別の特徴も分かります 。

れを各校 で持ち寄り、それぞ れの学

ここにお集まり の先生方は、ご自身

ということは、 学力をうまく分けて

校で普段や っている教科がきちんと

で作った中間・期 末についてもＳ―

いないません。学力の低い子は正解 、

できているかど うかということを確

いう点ではすごく機能するのですが 、

先かと思います。

認するための資料 として使うという

Ｐ表を作り、それを学校で広めてく

いので す。これをやっておくと経年

質 はこうだというのを配慮してほし

い、一つ一つの項目にこの項目の性

今回は千何 件もあったのであえてそ

目のよし 悪しを論じてみまし たが、

の曲線 をソフトで描いて、そして項

す がＳ―Ｐ表です。先ほど項目特徴

それから、今日は何度も強調しま

せんが、恐らく Ｓ―Ｐ表を使うこと

いうことま では文科省は示していま

めに具体 的に何をすればいい のかと

いうこ とは書いてあります。そのた

取 り組みを各校でやってくださいと

では評価の信頼性・妥当性を高める

ださい。実は今度の新しい指導要録

ご清聴ありがと うございました。

ひやってい ただきたいと思います。

考察の冊 子に反映するところ までぜ

持ち寄 って、その項目分析の結果を

う ためには各校のＳ―Ｐ表を幾つか

う検討には若干弱いので、それを補

県全体で項目はどうだったのかとい

特 に作問をするに当たっては、Ｓ

ことにも、ぜひトライをしていただ

比較項目 はどれにしようかと いうこ

ういう絵を描き ましたが、実は似た

きたいと思います。

とも選びや すいし、良問については

生方にきちんと項目分析をしてもら

各校で中間・期 末で似たような問題
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