て手で書くので、非常に時間がかか

早速ですが、Ｓ―Ｐ表はこうやっ
ります。 しかし、中教研から配布さ

富山県中学校教育研究会
「学力診断サポート事業」
れているファ イルを使えば一瞬で出

テストの妥当性と信頼性の改善につ

いろいろありますが、その中からご

の四角です。学力を代表するものは

テストという形に組んでいきます

く少数を 取り出して、全体としての

いてお話しします。
テストの基本的な考え方

それぞれの評価の観点と単元から 、

ストの設計、作問、管理」

代表的な項目を満 遍なく抜き出して

「 妥当性と信頼性を高めるテ

―細目積み上げ方式

講演

まず、テスト冊子 とテスト項目の

一つの冊子に収め、総 合的な学力を

ます。これはぜ ひ活用してほしいと

見るのが、細目積み上げ方式といわ

思います。

評価についてお話しし ます。テスト

とこのようになります。

先生方が大規模なテストを作るに

テスト項目の作成について。三つ目

て。二つ目は、テスト冊子の設計と

スト冊子とテスト項目の評価につい

ぞれの能 力に該当するのが一つ一つ

の時期、ないし単元において、それ

月などの流れになります。それぞれ

それから、横が 、学期や単元、時間、

縦が評価の観点に当たる部分です 。

多いほど 学力が高いといった仕組み

答する確率です。正答数が多ければ

横軸が能力です。一方、縦軸は正

氏

とは、そもそもどのようなものなの

（スライド６）

当たって、妥当性と信頼性をどのよ

は、テスト実施後の冊子、項目の検

光陽
ただし、簡単に出るがために、実

山森

はよく分かっていないということも

（国立教育政策研究所主任研究官）
大会議室

講師

富山県教育記念館

れるテスト冊子の作り方です。

平成二十三年六月十五日（水）

でしょうか。

日時

（スライド５）

会場
一方であるかと思います。ぜひ、Ｓ
てください。ある大学で教育評価論

細目積み上げ方式をを図式化する

―Ｐ表を作成する校内研をやってみ
という講 義を担当しております。九
十分の講義 のうち、必ず一回は Ｓ―
Ｐ表作りに当て ます。テストの一覧
表を一クラス分配 って、横に切って
得点の高い順に並べ替えます。次に 、
張ったものを縦に切り、項目の難易
度順に並べ替えます。学生に初めて
やらせると、九十分かかります。し
かし、それを一回やると、原理がど
うなって いるかということがよく分
かります。 夏休みなどを使って ぜひ
やってみてください。
さて、今日は大き く四つの話をし

うに担保していけばよいのかという

証と結果 の利用について。最後には

たいと思っています。 一つ目は、テ

ことを中心にお話をしたいと思いま

はじめに

す。
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の難易度 を調整し、一問一問で正解

このよ うにして、それぞれの項目
テストが作ら れていくと、いい学力

いに並ん でいきます。こういう形の

最後は不正解です。このようにきれ

ら二番目までは正解するけれども、

いうことです。 それは一体どんな項

ことは、当て ずっぽうでも当たると

たちが一 様に正解してしまうという

あります。学力が低くても八割の子

の子は正解してしまうという項目が

力に当たっている のかもしれません

できているので 、きちんと英語の能

が起こります 。テストとしてはよく

ったとい うときに、このようなこと

ったのに、英語の能力を測ってしま

ますが、国語の能力に的を当てたか

になります。

する能力の高 さを規定することによ

目なのかというこ とを、後で詳しく

ですから、Ｓ―Ｐ 表で分かること

テストということになります。

が、本当に当てたいと 思った学力に

一方、図のように、測定したい学

言えます。

当たっていないので妥当性が低いと

見ていきたいと思います。

って、物差しの 目盛りを細かくする
ことができます。
は、それぞれの項目を 見たときに、
項目としてきちんと学力レベルを峻

Ｓ―Ｐ表で今言ったことを表現す
ると、このようになります。

ここで妥当性と信頼性という話を

テスト冊子の評価―妥当性と信頼性

力にはあまり当たらず、ランダムに

別しているかどうかということです。

当たって いるというときには、妥当

Ｐ曲線というのはそういうものなの

したいと思います。

（スライド７）

（スライド９）

信頼性係数とは何 かというと、あ

になります。

性も低くて 信頼性も低いという こと

です。このような形のテスト問題を

中央の○が 測りたい学力で、ここ

作ればい いのですが、実際はなかな
かそうもい かないことがありま す。

にターゲットを 当てたテストを作る
ということを想定します。

ここから話をす ることのほとんど
については、十一 月に実施した学力

いう項目がありま す。つまり、学力

てもかなりの子 が正解してしまうと

もかなりの 子が不正解、学力が 低く

いはずで す。しかし、学力が高くて

正解という形にならなければいけな

は必ず正解、そうでない子は必ず不

本来ならば、一定の学力がある子

を実際に使って分析したものです。

いるというテストです。これはどう

る一定の部分にはきち んと当たって

れているのだけれ ども、それでもあ

ような場合があ ります。的からは外

ろに集まっ ています。一方、左 図の

飛びでは なく、きちんと一定のとこ

っています。しかも、この点が飛び

測定したいと思う学力にきちんと合

な形になります。それぞれの項目が

いったときには、真ん中の図のよう

Ｓ―Ｐ表というのは、ぜひともや

ろうと思います。

を出していくと いうことが、大事だ

定期考査に おいても、信頼性係数

という指標です。

になればなるほどゼロになっていく

高いほど一になりますし、ばらばら

す。集まっている度合いが高ければ

目が集まっているかどうかの指標で

る特定の的にきちんと それぞれの項

の物差しとしてうまく 機能していな

ってほしい大事な分析です。それぞ

例えば、妥当性も信頼性も高いと

い項目が、残念ながら出てきていま

いう場合かというと、妥当性は低い

調査の社会の三年生の データの一部

学力が高い方から低い方に並んで

けれども、信頼性は高いというもの
上の子はほとんど正解するけれども、

の性質がよく分かります。

れの項目を見ていったときに、項目
つまり、 あまりないことでは あり

です。

Ｓ―Ｐ表による項目の分析

います。仮に一項目がそれぞれの学

す。

そのライ ンから下であっても、八割

それから、学力が一定ラインより

力に対応して、Ｐ曲線の下は絶対に
高い子は最後の問題に正解します。

ゼロになるというとき、最も学力の
その次の 高さの学力の子は、最後か
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たときに、百数人分を分析するのは、

かし、学 年で一枚のＳ―Ｐ表ができ

の上と下を見ていけば十分です。し

項目としての良し悪しは、Ｐ曲線

で、一定の学 力よりも高い子は、ほ

よりも上 の通過率が九八パーセント

正解者数をカウントすると、Ｐ曲線

にＳ―Ｐ表の上と下の正解者数と不

どでもないの に正解してしまった子

に不正解 だった子や、学力がそれほ

ります。そうすると、学力が高いの

ここでもう一回Ｓ―Ｐ表に立ち返

解である度合 いが高いということで

高得点群 が正解し、低得点群が不正

いた弁別指数が高ければ高いほど、

上位群正答率から下位群正答率を引

す。上位では九割が正 解で、下位で

す。例えば、実際の社会科の問題で、

は二パーセントしか正解しないとい

一番高かった弁別 指数は〇．八八で

Ｓ―Ｐ表の一番いいと ころは、子ど

う問題です。こういう問題はよくで

が、具体的に名 前で分かります。そ

もの名前が書いてあるところで、問

きているということになります。

こに項目改善のヒ ントがあります。

ントです。ですから、 少なくともＰ

題のある項目について、子どもに正

ぼ必ず正解しま す。下の通過率は少

そのようなことを回避するために 、
曲線よりも上の子たちを峻別しよう

解・不正解の理由を聞けばいいので

し高めですが、そ れでも三三パーセ

項目の注意係数があり ます。項目の
ということについては、かなりうま

非常に煩雑です。

注意係数が高いということは、単に
く機能しており、注意係数が低いと

や点双列相 関係数があります。 どち

数値的に悪い項目だと言っているの

正解・不 正解の行列だけでなく、行

らも、ある項目 の正答する度合いと

ではなく、Ｐ曲線よりも上に正答者

列プラス名 前が横にあって、な おか

合計点との間の関 係の強さを表しま

Ｇ―Ｐ分 析の他にも、Ｉ―Ｔ 相関

一方、注 意係数が〇．八八と いう

つ分析しやすい ように行列が並び替

Ｉ―Ｔ相関と点双列相関係数

問題もあり ます。この問題は、 ほと

えてあるのがＳ― Ｐ表です。項目の

す。そのようにして、単にテストの

んどテスト問題 の項目として機能し

いうことになります。

が多いとい うことを数値的に表 して

ていないということになります。

数が思ったより少ない、またはＰ曲

います。それが注意係数の意味です。

もう一つ の方法として、Ｇ― Ｐ分

てもいいと思います。

ような値を 取るので、どちらを 使っ

合の相関 を取るものです。大体似た

この指数を出すには、一覧表を作

一方、風 刺画を見せて正しい説明を

答率とのよい関係がある項目でした 。

列相関係数が高く、テスト全体の正
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線よりも 下に思ったよりも正答者数

ですから、注意係 数が高いというこ

す。Ｉ―Ｔ相関とは、 全ての項目の

正答数と、一つの項目の出来具合と

特質に加えて子どもの 名前も一緒に
見られるというところをぜひうまく

の相関係数です。点双列とは、一つ

とは、学力を峻別する 物差しとして
の機能が弱い問題だと理解してくだ

使ってほしいと思います。

の項目だけを切り離して、それ以外

さい。これを実際に計算しようと思
ったら、ものすごく大変です。しか

析がありま す。Ｇ（Ｇｏｏｄ） ＝上

この方法で見たと き、点双列相関

の項目の正答数とこの項目の出来具

位群とＰ（Ｐｏ ｏｒ）＝下位群の二

係数が高いものと低い ものというの

Ｇ―Ｐ分析

るという良 さがあります。この よう

つに分けるという ものです。上位群

が出てきます。去年の問題の、地図

し、そういうものがこの中教研で配

な極めて重要な 機能があるので、そ

は必ず正解し、下位群 は必ず不正解

られてい るＵＳＢには一瞬で出てく

こはぜひとも使い こなしていただき

する問題をいい問題としようという

）

たいと思います。
（スライド

って上位の二七パーセントと下位の

から地形の名称を問う項目は、点双

二七パーセントだけを取り出します。

考え方です。

の項目では、注意係数が〇．〇二と

挙げましたが、例えば前回の社会科
極めて低 い問題がありました。実際

先ほど良い項目、悪い項目の例を

13

関ともに低く、項目としてうまく機

選ぶ項目は、Ｉ―Ｔ相関、点双列相

なりの割合が 不正解します。Ａは学

以上の子 は正解し、それ以下ではか

ら、Ｅの項目は割とよいです。一定

例えばＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅだった

は問題があり ます。弁別指数も低い

係数が高 いということで、この項目

果を見ると、正答率は低いのに注意

意係数が高いです。Ｓ―Ｐ分析の結

題だということになります。

係数も高いです。これはさすがに問

ていないということが分かり、注意

するには、いろ いろな指標がありま
Ｂは学力が低くて も高くても不正解

力の境目をうま く分けていません。

りません。しかし 、項目特性曲線は

です。Ｉ―Ｔ相 関もそんなに高くあ

るかというと、特 に難しい問題だか

り高めに出てい ます。なぜ高めに出

三九番目の項 目は注意係数がかな

このように、 テストの項目を評価

能していないということになります。

す。改めてその意 義を確認し、ぜひ

らです。実際に項目の 特性を描いて

ぐっと上がってまた伸びているとい

みると、かなり右の方まで来てから

う形の曲線になっているので、高い

やや上から始まって途 中でぐっと上
やや上になっている点以外は、そん

がる形になっており、始まる部分が
なに悪い形をしていません。そうす

するというもので、Ｄ はほとんど全
曲線は普通はありませんが、学力が

員が正解する項目です。Ｃのような
低い子ほど正解し、学力が高い子ほ

日常的に用いてほしい と思います。

この項目は学力がここから上の子

項目特性曲線

学力の子をきちんと峻別していると

割といいと 考えられます。しか も当

いうこと になります。項目としては

て推量の確率も〇 ．一五と低めです。

ると、この項目は困難度が高く、高
ちを峻別し ているという特徴が ある

この項目は選択肢がどれも似ており 、

い学力の 子のうち、さらに高い子た

見方とし ては、この曲線がぐ っと

ことが分かりま す。一方で、当て推

ど不正解します。
上がる部分 が困難度に当たりま す。

量の確率が一五パ ーセントと少し高

は正解する、ここから下の子は不正

この部分が左に 寄っているほど易し

いうことになります。左側に一定の

が垂直であるほど、識別力が高いと

ころの傾きは識別力です。この傾き

す。分か らなくても当たる確率が高

注意係数が高めに出るということで

ります。それは、多肢選択の項目は

るときに注意をしてほしいことがあ

Ｓ―Ｐ分析における注意係数を見

あるということ です。二つ目に、注

選択項目は 高めに出てくる可能 性が

つ目は、 先に指摘したように、多肢

るときには少し注意が必要です。一

注意係数はとても大事ですが、見

次に、一六番目を見てください。

曲線の上 下やＳ曲線の右左も見ると

的には、注意係数だけではなく、Ｐ

て分析するといいと思います。具体
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解すると いう度合いを実際の線とし
て書いた曲 線を項目特性曲線と いい

く、右に寄ってい るほど難しいとい

）

高さで水平な線があるというのは、

いからです 。Ｐ曲線の下を見た とき

意係数が高く、な おかつ正答率が低

しっかり理解していな いと解けない

当て推量 でも当たる確率を示してい

に、選択肢が四 項目の場合、正解率

いというときは、もの すごく高い学

ので、注意係数が高いわりにはよい

ます。実際 のテストの全項目に つい

が四分の一よりも 低ければ当て推量

力の子を峻別している可能性がある

いことも分かります。

てこの曲線を引 くと、いろいろな性

の確率は低く、多肢選 択項目として

問題といえます。

質の項目が交ざっ ていることが分か

はよいのではないかという判断をす

これは、項目特性曲線が右肩上がり

ということです。そこまで気を付け

の直線に なっていて学力を峻別でき

ることができます。
的な項目分析の結果を一覧表にしま

社会科の問題をもとに、特に特徴
した。例 えば、Ｉ―０５の問題は注

それぞれの指数の特徴

ります。

う性質があります。上 がっていると

ます。
（スライド
18

テストの基本 的な考え方は、見え

題は一体何の能力 を代表しているの

す。この考え方 からすると、この問

った流れにな っているということで

い子はこ の問題を必ず間違えるとい

の問題に必ず正解し、この能力がな

かし、どのような能力が身に付いて

れ相応の機能はすると 思います。し

するという形で使 うのであれば、そ

点の一覧表を作 り、生徒を輪切りに

解不正解をた だ積み上げていって得

あいまい な問題が結構あります。正

そのよ うなことがよく分からない

ます。

ない能力を、あ る項目をあてがうこ

かということがあらか じめ決められ

いるかを診断的に知りたいというね

ある能力がこのレベルにある子はこ

とで見えるように するということで

ていないといけないということにな

らいがあって作られているものであ

識していただきたいと思います。

分析するときに は、やはりＳ―Ｐ表
す。直接観察できない 学力というも

ります。先ほど加藤会長が示された

いうことです。それでうまく機能し

が一番いいです。 しかし、抽出のデ
のを、テストという紙をあてがって

作問の方針の中に評価規準から作る

ているかが分かります。

ータに対してＧ―Ｐ分 析や相関、ま
刺激し、反応させることによって、

析してほしい のですが、学校単位で

目の作成と いう話に進みます。 テス

次はテス ト冊子の設計とテス ト項

めに使われる能力 も違ってきます。

目の性質や内容 によって、回答のた

を作るかが 大切になってきます 。項

す。とい うことは、いかにいい項目

していくという仕組みになっていま

単なる練習問題レ ベルのものになっ

対応関係をきち んとしていないと、

能力がある と正答できるのかと いう

それぞれ の項目に対してどのような

ようにということがありましたが、

ます。

想定してお いていただきたいと 思い

このよう な能力と項目の対応関係を

る以上、テストを設計する段階で、

テストの役割

たは項目特性曲線が描けるとさらに
そこに出てきたものから能力を推定

このよう な形でテストの項目 を分

いいと思います。

ト項目はいろい ろな意味でものすご

テストと受験者の相互作用

く大事だといえま す。なぜなら、一

そのことを考慮して、項目はかな

九六パー セントです。二十年度の問

出されました。この場合の正答率は

が当然起こり得 ます。しかし、その

普通ないの で、複数能力を使う こと

能力はす べて排除するということは

能力だけを厳密に使い、それ以外の

のかを考えていってほ しいと思いま

具体的にはどんな 項目を使えばいい

なります。これ を評価するために、

に落ちてい って、単元の評価規 準に

それが学 年ごとの評価の観点の趣旨

とに評価の観点の趣旨があります。

では、どのようにして実際に評価

りきちんと作らなければいけません。

題にも同じ ような問題が出され まし

場合であっても、 この項目を解く上

す。つまり、評価規準から項目とい

しかし、一問一要素対応というの

テスト項目の作成

例えば、十九年度に行われた小学

選ぶ問題 も大事だし、書かせる問題

たが、ここでは 底辺と高さの他に、

で代表的に使う能力は どれなのかを

うように、大きなものから次第に分

校の学力テストで、平行四辺形の面

てしまうからなのです。

つはテストの項目やテ ストの内容が

も大事、い ろいろなことを勉強 しな

斜辺の長さを情報として加えました。

きちんと決めておかなければいけま

析して具体化していくという流れで

子どもの学習の形を決めてしまう可

ければいけない というメッセージと

これを入れるだけで正 答率は一〇ポ

せん。その上で、二つの能力がある

す。テストというのは、最終的には

規準から項目に落としていくのか。

して、練り上げた テストを作ってお

イント以上低くなります。このよう

と正解するとか、片方がなかったら

合計得点や正答率で評価しますから 、

これは一つの考え方ですが、教科ご

かなければいけません 。テストとい

に、ちょっとした情報の有無が、項

間違うというような想定をきちんと

は、実際はなかなか難しいのです。

うのは、学習者がじかに触れるもの

目の性質を大きく左右するのです。

考えてテ スト項目を作る必要があり

テストを解くために、ある特定の一

なので、影響力が非常に大きいので

去年も一問一要素対応の話があっ

積＝底辺×高さという公式だけを覚

す。少なくとも授業と同じくらい影

たようですが、一問一要素対応とは、

えていれば正解できるという問題が

響を与える、それくらい重いものを

能性があるからです。

作ってい るのだということをぜひ認
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この項目について項目特性曲線を描

どこからどこまでが一つの選択肢な

選択肢」という ルールが示されてい

ますが、四つと五つの選択肢では、

るほどです。多肢 選択問題では、問

この分析と具体化の流れがしっかり

「日本」が出て くる選択肢が二つあ

題を幹、選択肢を枝と いいますが、

のかが分かるように、少し余裕をも

なぜ選択肢は 四つでよいのか、一

ります。これを見 たら、この絵が何

一般的には枝が幹よりも長くならな

くと当て推量での正解率が八割近い

つは選択肢の数 をたくさん用意する

を意味しているのかよ く分からない

いようにした方がいいと言われてい

五ポイントくらいの改善しか見られ

のは非常に難しい からです。変な選

人でも、多分イかウのどちらかが正

ます。

していないと、合計点を出すという

テスト項目を評 価規準から作るの
択肢を作ると、かえっ て悪いテスト

解だと想像できます。せっかく選択

って書く ことも大切です。アメリカ

はもちろんですが 、観点別評価で思
になってしまうので、そのようなこ

肢を四つ用意しても、アとエは全然

さらに 、適当なクイズ問題を作る

の 教育 評価 のテキ ストで は 、「 一行一

考判断Ａの子は何割正 解する、Ｂの
とも回避して、なおかつ当て推量の

のとは訳 が違いますので、よくある

ことがわ かります。なぜこのような

子は何割、Ｃの子は何割、といった
確率も一定以下にしたいというとき

機能していないのです。しかも二つ

ことが起こる かというと、二番目に

ことを想定し、実際に書きながら作

が並んだ レイアウトなので、どちら

ません。

ってみてください。このようなこと

ではその 作り方ですが、この 問い

には、四つぐらいが限界なのです。

間違いを選 択肢として用意しま す。

作業（統 合・要約化）にも重大な支

を想定しながら作れるのが、先生方

かが正解だ と子どもにはある程 度す

つまり、能力の 高低によって起こり

障を及ぼすと思います。

が作る学 力テストの利点だと言えま

の上部）は一体ど こが

得る間違いを使っ て攪乱肢を作って

（スライド

）

問題なのでしょうか

（スライド

ぐに分かってし まいます。四つがう

多肢選択項目

（スライド ）「カードⅣは何 時代の

単答項目

力の子は必 ず正解し、それ以下 の学

を描いて みると、ある一定以上の学

分かりません。実際に項目特性曲線

りま す 。「答 えな さい」と 書いて ある

なのに、当 て推量での正答率が

時 代名 を答 えな さい 。」は、 単答項 目

ようすを表したものか。当てはまる

言葉を使う場合や、注意させなけれ

まず「ではない」などという否定の

作っていくのか。一つの指針ですが、

では、実際の選択肢をどうやって

推量の確率がうんと高いのです。

ようになっています。ですから当て

が書いてあるので、多肢選択項目の

せんが、残念ながら問題文に時代名

ということを期待した のかもしれま

冷凍食品の写真の問題についても、

ば間違いを起こしそうなものについ
ては太字で強調することです。また、
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31

31

す。

まく機能するよう な選択肢を作る必

いくことが大事です。
は、選択肢のすべてが「○○権」と

例えば参政権を答えさせる問題で

要があります。

こういったことも踏まえながら、
テスト冊子の設計に移ります。テス

なっているので、どれが正解か一見

力の子は必ず不 正解する項目になっ

ので、時代の名前 を正確に書かせる

あ
ているので良問と言えます。

33

ト項目には様々な種類があります。
今日はその中でも、多肢選択と単答
項目と解釈的演習項目の三つに関し

推量の確率が減り、この下がり具合
ポイントの改善が見られ

を見ていくと、選択肢が三つと四つ
の間には

8.3

0.4

て具体的にお話しします。
多肢選択の項目で問題になるのは、
選択肢の数です 。結論から言えば四

％です。

％で す。三つだと

％、五つで

50

つです。なぜか。 選択肢が二つの場
％、四つで

20

合は当て推量で
25

項目数を増やしていくごとに、当て

33

「下線部⑤について… 」とあります

か かわ るす べて の人 に』『 発表！輝 く
バカテスト大賞―爆笑問題のバク
） に当て は

天！』の 二冊です。後者について少
し 紹介 する と 、「 次の（
まる文を答えな さい。答えは一種類
とは限らない」と あります。答えが
一種類に限らないというのであれば、
それはパフォーマンス課題です。テ
）

）を 発する」 に対し

スト ではあ りま せん 。「塩酸に （
を 入れ ると 、（

て「生き物を入れると大声を発する」
このよう な珍解答が出た場合、すべ
て出題者が 悪いと思います。別 解の

なさい」と答え方を限定しています。

な さい 」「 四捨五 入して 、整数 で答え

次 は良 問で す 。「 世帯の割合 を答え

見て答えなさいと いうものが多くあ

例えば社会科の 問題では、グラフを

るところが いいと言われていま す。

的な問題 解決の場面に近い形ででき

これは、複数の能力を使って、現実

）

次に解釈的演習項目です。

きるように、このような形の項目が

等をできるだけテスト として評価で

形になっているか らです。思考判断

って考えた結果 、答えを導くという

を見て、自 分の中の知的な資源 を使

り選ばせ たりするのではなく、何か

のかというと、単に答えを書かせた

のです。このような項目は何がいい

て、正しいものを一つ選べというも

目について、Ａ、Ｂ、Ｃの子が何割

ほしいのです。具体的には、ある項

っているカードをため込んでいって

このように、項目分析の結果が載

集まり）を作っていくことです。

たいのは、アイ テムバンク（項目の

が、それに 加えて、もう一つ提 案し

目の分析 の大事さをお話ししました

は、Ｓ―Ｐ表を中心とした冊子と項

という話をしたいと思います。今日

最後に、テスト冊子の検証と利用

テスト実施後の冊子と項目の検証

限定すると、別 解の可能性がどんど

りますが、当て推量の 確率が高いで

開発されているのです。このような

くらい正解するかをあらかじめ書い
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可能性をできる だけ低くする必要が
あるからです。
きちんと学力を峻別で きている問題

んなくなっていき ます。本当に理解

す。いろいろな情報が入り組んでい

項目を作るときには、特に解答に至

ておき、 実際の通過率はどれくらい

もあります。衆議院と参議院に関し

していればこの答えを 書く、という

てよく分からなくなってしまうなど

るプロセスを意識しなければいけま

解釈的演習項目

仕組みになっているので、これは当

の原因が考えられます。一方、選択

せん。

が、この写真からは誰もが電子レン

て推量の確率が全くない、良い項目

式であるにもかかわらず、当て推量

（スライド

に仕上がっています。

が三割に 満たない程で、それなりに

ジを想像すると思われるので、学力

単答項目を作るためにぜひお勧め

を測る項目として適切でありません。

し たい のが 、『 テストの 科学― 試験に

43

る表を見れば分かります。できるだ

だったか。これはＳ―Ｐ表の基とな
常に良い指標になります。

各校の評価方法を改善するための非

も、これは全県でやっているので、

それから、極 めて発展型ですが、

け項目に ついての情報を書き、Ｇ―
中教研学力調査 は各学年でやってい

Ｐ分析や相関 、また項目特性曲線を
るので、例えば二 年生の四月と三年

このよ うなことも踏まえ、妥当性

めに出るとい う問題もあります。そ

多肢選択 問題では少し注意係数が高

いうことが前提になっていますが、

定ラインより下の子は必ず不正解と

と信頼性 の改善につながる、より良

するための資料にもなります。

いテスト作り に取り組んでいただき

のようなことをカバーするためにも 、

もう一歩進めて、 どこか一つの教科

たいと思います。

っかけを作ってほしいと思います。

描くということ にもできればトライ

Ｓ―Ｐ表は、一学年や一学級など

してほしいです。 その下に項目と正

今日の内容で一番強調したいのは 、

を見るにはものすごく便利で簡単で

でいいので、全体の分 析を進めるき
Ｓ―Ｐ表の意義です。Ｓ―Ｐ表は、

分析結果活用の意義

生徒の名前を突き合わせながら、一

す。だからこそ県内の中学校すべて

生の四月で比較し、そ れぞれの得点
とめてみるのもいいと思います。グ

において 、中間試験、期末試験とも

がどういう関係になっているかをま
ラ フにする と、低学力の子たちをか

目でテスト全体と項目の分析ができ

解を書いておきます。

これがたまっていれば、良問集と

ることが 最大の利点です。項目の特

検証結果の利用

なり頑張って伸ばしたととか、高い

いいほどなので す。それをやること

学力の子 を伸ばしきっていないなど

が、来年以降の指 導要録で求められ

して各校で活用することができます。

を教えた先生の 違いなど、いろいろ

また、新 しく項目を作るときの参考

な違いがあって初 めて、一つのテス

に必ずＳ― Ｐ表を書くようにし ても

また、横に学級 規模や、少人数指

質、受験す る子どもの能力、そ の子

導をやったかやら なかったなどの情

といったことが分かります。

いい問題を、経 年比較のための項目

にもなりま す。さらに、特に性 質の
として使うことも できます。良問と

る妥当性・信頼性を高 める取り組み

で評価の妥当性と信頼性を高める取

の代表例になります。それをやるか

ト得点、正解・不正解 の情報にはね

り組みを 推進するリーダーが今日お

返ってきます。そうである以上、生

報と合わせて各学校の グラフを一冊

できれ ば正答率等だけを出すので

にまとめておくことができれば、そ

いうのはそう簡単には できませんの

はなくて 、もう一歩進んだ項目分析

集まりの先生なのだと思います。

で、これは必ず先生方の財産となり

過配や配置された先生方の使い方を

ができると 、さらにいいのでは ない

やらないかで全然違います。これは

それから、ぜひ観点別評価の結果

考えると いう仕組みになってきます

かと思います。 なぜならば、当て推

義務付けるべきです。そして、各校

との突き合わせをしてください。観

ので、この ような資料があると 、う

徒の名前を突き合わせながらやって

点別評価 がＡの子がそれぞれの項目

ちの学校に近い 状況はこれだとか、

いくことが大事なのです。

で本当に上 位に入っていて、中 の子

量の問題があるか らです。Ｓ―Ｐ表

れだけでものすごく大事な資料にな

がＢに入ってい て、得点が割と悪い

こういうことをや ると低学力層は伸

は、一定ラインの子は 必ず正解、一

ります。恐らく今後は校長先生が、

子はＣに入ってい るのかどうかとい

ばせそうだというよう な方法を選択

ます。

うことをきちんと検証 します。しか
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