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概要
「学力低下」の実態 調査報告 （岩波ブックレット）/苅谷 剛彦（新書・選書・ブックレット：岩波ブック
レット）の最新情報・

苅谷剛彦編『基礎学力育成システムの再構築 中間レビュー』, 21世紀COEプログラム 東京大学
大学院教育学研究科 基礎学力研究開発センター報告書・『学力低下の実態解明（その２）─関
東調査から─』（編著）, 東京大学大学院教育学研究科附属 学校臨床総合教育研究センター
報告書, 2003 ・木村元編『1930─40年代の教育学の新動向と.
Amazonで苅谷 剛彦, 清水 睦美, 志水 宏吉, 諸田 裕子の調査報告「学力低下」の実態 (岩波
ブックレット)。アマゾンならポイント還元本が多数。苅谷 剛彦, 清水 睦美, 志水 宏吉, 諸田 裕子

作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また調査報告「学力低下」の実態 (岩波ブッ
クレット)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
書籍: 「学力低下」の実態 調査報告 [岩波ブックレット No．578],アニメ、ゲーム、アイドル関連商
品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で会
員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
2003年3月7日 . ゲームソフトが人間に与える影響に関する. 調査報告書. 平成 15 年 3 月. 財団
法人イメージ情報科学研究所 . われているとは言えない現状であり、一部の実態と乖離した報道
によりゲーム産業とい. う日本を代表する産業の促進に ... テレビゲームの脳への悪影響について論
じる前に、近年の子どもの学力低下や、抑. 制がきかず.
アンケート調査報告. ｢モンスターペアレント」の実相. 尾木直樹. 法政大学キャリアデザイン学部教
授. はじめに. 今日、「モンスターペアレント」(1)と称される、いわゆる「困った親」現象. は、これ . 本
稿では、この調査結果をもとに、「モンスターベアレント」問題の実態把 ... 改革の動き、必修科目の
未履修問題、いじめ、学力低下問題など、教育への不.
調査研究報告書 詳細. 日本の起業家育成に関する調査研究 . 第７章, 「経済学部出身者の
大学教育とキャリア形成に関する実態調査」－ パイロット調査について . そして、大学生の学力調
査の結果、私立トップ校、国立トップ校でも極めて学力の低い学生がおり、国公立大学の中堅校
でも学力低下が著しいことが明らかになり、非常に深刻な状況.
ゆとり教育」から「確かな学力」路線への転換以降、学力格差は縮小されたのか。男女差や通塾・
家庭環境による違いはどうか。格差を克服する学校の特徴とは。「学力のふたコブらくだ」(二極化)
状況を解き明かし大きな反響をよんだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』(2002年)の後継
調査から、最新の状況を検証する。
Research Series香川めい・須藤康介 編. 東京大学社会科学研究所. 東京大学社会科学研究
所研究シリーズ No.61. X市中学生パネル学力調査. ――第二次調査報告 ... を対象とした 3 年
間の悉皆パネル調査を実施し、中学生の学力や生活の変化の実態を明ら. かにすることで .. だった
場合、学力が 5 ポイント「低下」したと言うことはできない。
東京都市大学DOL支援プロジェクト 渡辺 昭彦. 村上 彰美. 脇川 貴臣. 岩崎 草千子. 「勉学に
関する新入生アンケート」の調査報告. A Study of Learning Difficulties of New Students in
TCU Using a Questionnaire Method. 東京都市大学共通教育部紀要. Journal of Liberal Arts

and Sciences at Tokyo City University Vol.10,2017. 2017 Vol.
調査報告「学力低下」の実態 (岩波ブックレット). 「日本の子どもたちの学力は下がってしまった。だ
から、ゆとり教育を見直して、授業時間を増やし、学力向上に力を注ごう。」 国を挙げた教育改革
を進めるために内閣に置かれている教育再生会議が、現時点（2007年夏）において提示している
学力をめぐる提案を端的にまとめてしまえば、上のように.
本概要にまとめた「北海道アイヌ民族生活実態調査報告書」は、以上の課題について、北海道大
学アイ. ヌ・先住民研究 .. 他方、「学歴」を選択する者の比率は、年収が増えるにしたがって低下
しており、「0～300 万円未. 満」では . 常本照樹（つねもとてるき）によれば、「学力向上の支援」に
ついては、アイヌ民族の組織的な政策要. 望においても.
同調査の意義に関して，報告書序文では次の. ような説明が行われている。 最近，各方面で学
力問題が論議されており，こ. れが低下を論ずる向きがあるとともに，他面，学. 力は向上してきてい
ると論ずる側もあるが，その. 論拠は必ずしも科学的な資料に基いて行われてい. るわけではない。
／従来実施された学力調査は，比. 較的規模の小さい調査.
調査報告「学力低下」の実態 Tokyo: Iwanami-shoten, [Reality of the reported 'decline in
academic standards']. Kato, S. (2000, February 17).再び英語教育について[Again about English
education]. Asahi Shimbun, evening edition, p. 11. Kato, S. (2007, October 24).空の空

[Emptiness of the empty]. Asahi Shimbun, morning edition.
2016年5月10日 . . と、その対価としての報酬の獲得。多面的な観点で大いに人生の糧となるに違
いないアルバイトについて、今回は少年教育振興機構が2016年5月2日に発表した「青少年の体
験活動等に関する実態調査」報告書の結果から、状況を確認していくことにする(【「青少年の体

験活動等に関する実態調査」(平成26年度調査)報告書】)。
市川伸一，2002，『学力低下論争』筑摩書房（新書）。 苅谷剛彦・志水宏吉編，2004，『学力
の社会学ИЙ調. 査が示す学力の変化と学習の課題』岩波書店。 苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦
美・諸田裕子，2002，. 『調査報告「学力低下」の実態』岩波ブックレット. No.578，岩波書店。 鍋
島祥郎，2003，『効果のある学校ИЙ学力不平等を. 乗り越える.
【TSUTAYA オンラインショッピング】調査報告「学力低下」の実態/苅谷剛彦 Tポイントが使える・
貯まるTSUTAYA/ツタヤの通販サイト！本・漫画やDVD・CD・ゲーム、アニメまで人気の付録・特
典やおすすめの新作・予約受付、ランキング・発売日情報まで盛りだくさん！
調査報告「学力低下」の実態 岩波ブックレット. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 560円. 税込
価格 605円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の
販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイント
は、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、.
調査報告書. 子どものネットリスク教育研究会(旧「ネット・ケータイ問題」研究プロジェクト、旧 弘前
大学「ネット&いじめ問題」研究会)では、日々の活動の一環として「研究・調査」を行っています。こ
れは研究会とパト隊が、ネット・ケータイ問題の実態を調査から明らかにし、よりよい指導方法・解決
のための具体的対策を研究し、啓発教材を開発していく.
平成２８年度 群馬県子どもの生活実態調査. 社会資源調査【調査Ｂ】. （１）-1 NPOアンケート
調査 76団体. （１）-2社会福祉法人アンケート調査 474団体. （２）ヒアリング調査 6団体2市町村.
第７回ぐんま青少年基本調査. 【調査Ｃ】. 平成28年度ひとり親世帯等調査 【調査Ｄ】. 別途実施
した調査. 「平成28年度 子どもの生活実態調査報告書」として.
2018年1月13日 . 1989年と2001年に関西で行われた小学校5年生と中学校2年生の実態調査に
基づいた良質な調査報告である。かなり古い調査結果になるが、だからこそ違った読み方ができる。
なぜなら、この調査対象だった当時の子たちは今や大人になっている。つまり、今の若者たちの子ど
も時代が学習面や学力面でどうだったか、その背景.
2. ベネッセ文教総研． 苅谷剛彦・清水睦美・志水宏吉・諸田裕子 (2002)．調査報告「学力低
下」の実態．岩波ブックレット． 国立教育政策研究所編 (2004)．生きるための知識と技能2—
OECD生徒の学習到達度調査 (PISA) 2003年調査国際結果報告書—．ぎょうせい． 高等教育
機関編 (2003)．平成15年度学校基本調査報告書．文部科学省．
1 理科離れとは、理科や数学に対する子どもの興味・関心・学力の低下、国民全体の科学技術
知識の. 低下、若者の進路 .. ２ 例えば、文部科学省委託調査「研究人材の将来需給に関する
調査報告書」（2005 年 3 月）によれば、生産年齢人口 1 人当たり. 実質 GDP が年率 2 . 的な知
識習得への意欲が低下しているのが実態で. あり、正確には「.
１）近畿総合通信局が管内近畿２府４県の移動体通信の普及状況を調査している． . が低下す
る．また携帯電話でのやりとりに夢中になるあまり，家庭での勉強の時間が低下し. たり，睡眠不足
により学校での授業にも弊害が出るなどのケースも多々見受けられる．兵庫 . ５）兵庫県尼崎市
「平成20年度学力・生活実態調査報告」を参照のこと．
要旨. 「ゆとり教育」から「確かな学力」路線への転換以降、学力格差は縮小されたのか。男女差
や通塾・家庭環境による違いはどうか。格差を克服する学校の特徴とは。「学力のふたコブらくだ」
（二極化）状況を解き明かし大きな反響をよんだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』（２０
０２年）の後継調査から、最新の状況を検証する。 目次. １ 学力.
2006年1月20日 . 検討資料 『調査報告「学力低下」の実態』苅谷剛彦 他（岩波ブックレット №５
７８）２００２年. １ 正しい統計的手法による現状認識の必要性. 子どもの学習や生活の正確な実
態把握がなされないまま、教育改革をめぐる議論があちこちで. 活発になされている 「新しい学力観
「生きる力 「指導から支援へ 「相対評価から絶対評価 。
1. 青少年のインターネット利用と依存傾向に関する調査. 調査結果報告書. 総 務 省. 情報通信
政策研究所. 平成25年6月 . 小学生～中学２年生には保護者に事前アンケートを配信し、許諾
が得られた者のみ本調査の対象とした。 ※小学４～６年生は保護者と .. フィーチャーフォン」に集
中し、他の機器の割合が低下する傾向がある。 • 高校生は「.

会の差，および学力保障に目を向けた実態調査が. 行われてきた（池田 1987； . 格的な学力研究
が蓄積されるようになるのは，. 2000 年頃から始まった学力低下論争の後のこと. である。 2 学力低
下論争. 2000 年頃から，日本では「子どもたちの学力. が低下しているのでは .. 発生・解消に関す
る調査研究報告書』を見てみよ. う（耳塚編 2009）。
2007年4月21日 . 出典） 金馬国晴「戦後初期に『学力』の『低下』が意味したこと―< 学力調査
> から戦後新教育の批判へ」苅谷剛彦・志水宏. 吉編『学力の社会学』岩波書店，2004,
pp.240-241. 筆者により一部修正。 ⑸ 国立教育研究所『全国小・中学校児童生徒学力水準
調査 第三次中間報告（昭和 29 年度）』1956, p.1. など. ⑹ 同上, p.1.
調査報告「学力低下」の実態 - 苅谷剛彦 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入
毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
策を一助に，各校の子供の実態に合わせ，意欲を喚起する授業に向けてアイデ . 柏市学力・学習
状況調査概要及び結果について. ・・・・・・・・２. □ 柏市学力学習状況調査内容について. □ 学力
状況結果一覧. □ 過去 4 年間の学力状況の推移一覧 ... 合は，小学校高学年から急激に低下
し，その低下と正答率の低下にも相関が認められ，学ぶ.
Ⅳ章では、最新の学力調査のデータを用いて仮説を検証し、基礎学力の低下はあまり見. られな
いが、問題解決 .. 新学習指導要領の改訂. 以下では、2007 年 10 月 30 日に中央教育審議会
によって報告された、新学習指導要領改 .. この結果から、教育改革が目指した方向性と、学校の
教育現場の実態が乖離していると. いうことである、と考察し.
者の見解と、最近行われた代表的な高次脳機能障害者実態調査結果概要を整理したうえで、
職業リハビ .. は従来の研究調査報告に見られるような傾向（20代の若者が多い）とは異なり、比較
的高齢者（50才代）. が多い。②受傷原因 .. ⑧調査項目に掲げた認知障害の項目（①学力低
下、②コミュニケーション障害、③記憶障害、④注意. 障害、⑤.
また、実施実態調査によると各都府県の教育委員会は、学校における週５日制の実施運営状
況. について、「うまくいってい . （２）学力低下、不良化に対する一般父母の不安を十分に解消でき
なかったこと。 （３）当初、５日制を ... また、日本ＰＴＡ全国協議会の調査報告では、完全学校週
５日制についての保護者の賛成は２８． ６％（反対３２．５％）、.
武蔵野市子ども生活実態調査報告. 平成 15 年３月 .. を取り、各質問間のクロス集計によって隠
れた実態を探って浮き彫りにすることができるよう. 配慮した。 .. 学力の低下が心配. 7.子どもの生
活にゆとりができた. 8.生活リズムが乱れ気味. 9.学校生活にゆとりがなくなった. 10.子どもが家にい
てうっとおしい. 11.その他. 無回答. （3）地域活動への.
4年に一度実施している本学の学生生活実態調査報告書がまとまった。 . の収入の平均値は 84,
252 円となっており, 前回調査の 86,800 円より低下している。 ... 能力 ー学力があった. 指導教真
の勧めがあった. 国立大学だから. 軽済的負担が軽い 一 6'フ. 親や周囲の人に勧められた 一 5-5.
施設ー設備がよい 一 ー'3. 特色ー学風に惹かれた ー.
2017年12月16日 . 【要約】しっかり実態調査を行ってみたところ、子どもの学力が低下傾向にあるこ
とがわかりましたが、それよりも本質的な問題は、格差の拡大です。家庭環境による格差は、小学
校段階から始まっており、学習成果や学習行動だけではなく、学習意欲にまで深刻な影.
子どもの学力は実際に低下しているのか．何についての，誰の学力が低下しているのか．89年と
2001年の比較調査から浮かび上がったのは，小中学生の基礎学力の全般的な低下と，学力の階
層差という大きな問題であった．大きな反響をよんだ気鋭の研究者グループによる報告に詳細な注
釈・解説を加えた決定版． □ 編集部からのメッセージ
はじめに. 「学力問題と特別活動」。このタイトルを. ご覧になり、「その両者に何か関係があるの.
か」と違和感を感じられる方も多いのではあ. るまいか。実際、学力問題に関わる近年の議. 論にお
いて、特別活動に直接関わらせて論じ. たものはほとんど見あたらない。そこには暗. 黙のうちに「学
力問題とは、主に授業の内容. や方法に関わる問題で.
2008年11月21日 . この施行に前後して、学習内容の三割削減や総合的な学習の時間の導入な
どを特徴とするこの学習指導要領が、学力低下と学力の階層差の拡大をもたらすのではないかとい
う、いわゆる「学力論争」が生じた。本稿では、中学生 ... 苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田

裕子 2002 『調査報告「学力低下」の実態』岩波ブックレット。
社会実態調査は，東京，名古屋などの大都市からの報告. はあるが1）2），地方都市での . 要
旨：【背景と目的】外傷性脳損傷（TBI）者の日常生活や社会生活の実態は不明な点が多く，.
高次脳機能障害に対する周囲 . 高次脳機能障害では，情報処理能力低下，行動障害，注意
障害，記憶障害，感情障害，学力低下. を訴える者が各々80％前後.
「ゆとり教育」から「確かな学力」路線への転換以降、学力格差は縮小されたのか。男女差や通
塾・家庭環境による違いはどうか。格差を克服する学校の特徴とは。「学力のふたコブらくだ」(二極
化)状況を解き明かし大きな反響をよんだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』(2002年)の
後継調査から、最新の状況を検証する。
第3回 定例記者会見 2017（平成29）年 7月20日（木） 17:30～; 【テーマ】; □ 平成28年度 全国
大学附属病院研修医に関する実態調査報告について; □ 平成29年7月1日 シンポジウムの ... 第8
回 定例記者会見 2015(平成27)年3月19日(木)17:30～19:00; 「学力低下問題」について; 「東北
医科薬科大学医学部設置」についての進捗状況; 【資料】.
本/「学力格差」の実態 調査報告/志水宏吉/伊佐夏実/知念渉のお買いものならKDDI/KDDIコ
マースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイ
トWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商
品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使っ.
【定価61％OFF】 中古価格￥198（税込） 【￥320おトク！】 調査報告「学力低下」の実態／苅
谷剛彦(著者),志水宏吉(著者),清水睦美(著者),諸田裕子(著者)／中古本・書籍／ブックオフ
オンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
楽天市場-「調査報告「学力低下」の実態」7件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口
コミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多数。「あす楽」
なら翌日お届けも可能です。
ては、総合雑誌『論座』2002 年６月号・７月号に掲載された報告もあるが、一部データの追. 加と
文章の加筆修正が行われた『「学力低下」の実態』(岩波ブックレット No,578)を参考に. まとめた。こ
のあと、調査報告では、「効果のある学校」の分析へと論が進められていくが、. 今回は、階層と学
力の関係性について分析・検討された部分のみを紹介する.
. その他の執筆者: 志水宏吉, 清水睦美, 諸田裕子. 著者標目, 苅谷, 剛彦(1955-) <カリヤ, タケ
ヒコ> 志水, 宏吉(1959-) <シミズ, コウキチ> 清水, 睦美 <シミズ, ムツミ> 諸田, 裕子(1963-) <モロ
タ, ユウコ>. 件 名, NDLSH:日本 -- 教育 全ての件名で検索. BSH:教育政策. BSH:学力. 分 類,
NDC8:372.1. NDC9:372.107. 書誌ID, 2002231944.
2009年9月28日 . 第17回 塾通いと教育に対する意識 紹介データ「通塾率の変化」「通塾に対す
る認識」文部科学省「子どもの学校外での学習活動に関する実態調査報告」2008年より 教育調
査室長が執筆したコラムを . ところが、学力低下に対する不安が高まり、授業時間の削減といった
文部科学省の政策に批判が集まると、状況は一変する。
報告. 徳島大学教員と徳島県内の高校関係者へのインタビュー調査. ―高校から大学への教育
の接続をより良いものにするために―. 古屋 玲 1）. 齊藤隆仁 1,2）. 三好徳和 1,2） . ない，教職
員の率直な意見を2012年夏から冬にかけて大学と高校双方における対面インタビュー調査に. よっ
て収集した。 . 【質問 U2】学力低下を指摘する声が多く聞か.
30 暴力の連鎖を超えて : 同時テロ、報復戦争、そして私たち (岩波ブックレット:NO.561).
080/IB/561. 31 「イラク」後の世界と日本 : いま考えるべきこと、言うべきこと (岩波ブックレッ
ト:No.605). 080/IB/605. 32 「学び」から逃走する子どもたち (岩波ブックレット:No.524). 080/IB/524.
33 「学力低下」の実態 : 調査報告 (岩波ブックレット:No.578).
なお、年々減少傾向にある回答率低下の対策として、2015 年度も 2014 年度同様、調査. 実施
時期・期間を 2013 年度以前のものから . 5. 図 1 調査デザイン. 文化構想学部・文学部学生実
態調査報告書 2015 調査デザイン ... 続いて、②に関しては学力を考慮せずクラス編成をするので
はなく、レベル別にクラス. 分けをしたほうが授業の質が.
活用」に関する学力の育成、学力分布の分散拡大. 全国学力・学習状況調査の結果によると、

本県の子どもたちの学力は、全 . ついてはOECD平均程度まで低下していることが示されています。
また、成績中位層の減少とともに低位層の増加も見 .. ー青少年の自然体験活動等に関する実
態調査報告書ー. 国立青少年教育振興機構（平成₁₇年）.
今年3月，10年ぶりに学習指導要領が改訂. された。これまでの「ゆとり重視」のカリキュラ. ムから，
授業時間や学習内容を拡大した「学. 力重視」の内容となっている。この背景には，. 最近，子ども
たちの学力が低下しているとの不. 安が国民に広がっているためである。 NHKでは，今年2月に「教
育に関する世論. 調査」を実施し，調査結果の一部は，3.
世界中どこでも配送料無料のYesAsia.comで「「学力低下」の実態 調査報告 / 岩波ブックレット
Ｎｏ．５７８」を買おう！「苅谷剛彦／〔ほか著〕」ほか人気の「日本語の書籍」もあります。
2011年7月18日 . 今回は、その岩波ブックレットシリーズから苅谷剛彦・志水宏吉ほか「調査報告
学力低下の実態」 のほんの一部を抜粋して紹介します 大学生からの人気ナンバー１の苅谷剛彦
さん浜松市立北小で聞いた講演が非常に分かりやすかった志水宏吉さんら東大大学院が中心に
なって研究した報告です 「教育格差」の問題、公教育の.
平成27年度 全国学力・学習状況調査 報告書・集計結果」について。国立教育政策研究所が
行った報道発表を紹介いたします。
2012年11月15日 . 全国医学部長病院長会議は11月15日の記者会見で、「医学生の学力低下
問題に関するアンケート調査報告」を公表。 . 問題を抱える学生が増えた」（80校中62校）、「社会
的規範（授業中の私語等）を守らない」（80校中50校）などが挙がり、多忙な教員が医学教育以
外の面でも対応せざるを得ない実態が浮き彫りになっている。
ゆとり教育や少子化の影響から、大学生の学力低下が指摘されている。学力の根幹を支える母.
語の運用能力が低下していると言われ 1）、基礎的な日本語運用能力をつける . そこで本稿では
特に「書く力」に注目し、「書けない」. 内容を明らかにするために行った予備的な調査の報告を行
い、今後の手立てを考える。 2．実態調査. 2.1 調査の方法.
1 図書 「学力低下」の実態 : 調査報告. 苅谷, 剛彦(1955-), 志水, 宏吉(1959-), 清水, 睦美, 諸
田, 裕子(1963-). 岩波書店. 7 図書 学校文化の比較社会学 : 日本とイギリスの中等教育. 志水,
宏吉(1959-). 東京大学出版会. 2 図書 学力を育てる. 志水, 宏吉(1959-). 岩波書店. 8 図書
検証大阪の教育改革 : いま、何が起こっているのか. 志水, 宏.
2017年8月8日 . 大学生4948人を対象に,2016年秋に実施した調査。大学での学習や生活に関
する意識・実態について、第1回調査(2008年)、第2回(2012年）との比較により8年間の変化をみる
ことができる。
学力低下の実態やその原因についてはまだ明確な決着を見てはいないが、2009 年 4 月 1 日に福.
田内閣の塩谷 .. も騒がれた PISA（OECD 生徒の学習到達度調査）や TIMSS（国際数学・理
科教育動向調査）のデー. タが有効で ... は 39.2% に対し、看護系大学生では 13.1% にとどまった
と報告している（木立・五十嵐・一戸他、. 2007 年）。
(朝日新聞社｢論座｣誌上や苅谷他｢調査報告『学力低下』の実態｣<岩波ブックレット>等). 本書
では､11人の研究者が2つの調査を再度､さまざまな視点から詳細に分析したものだが､構成上､大
きく2部に分かれている｡ 第 I 部｢個人の学力と学習｣では､主に学力の変化とその構造について分
析をおこない､続く第úK部｢学力と社会｣では､学力の階層間.
学力に影響が出るのか検証する。2001 年に関西の都市圏. で実施された学力調査の結果が
『「学力低下」の実態』に. まとめられている。[1]. 図 1 「通塾」「非通塾」別の平均得点の比較. 2.2
学校外教育費と学業成績の相関. お茶の水女子大学・耳塚教授らが中心として行った大. 規模
調査 JELS2003(2003 年基礎年次調査報告 児童・生. 徒質問紙.
2) 文部科学省：平成 17 年度体力・運動能力調査報告書，2005 . も低下している。運動実施
頻度が「ほとんど毎日（週 3 日以上）」運動する群は、男女とも体力の低. 下の度合いが小さい
が、運動実施頻度の少ない群は、体力の低下の度合いが大きい傾向を示して . 幼児の身体活動
の実態 −子どもの身体活動量目標値設定にむけて−，J.Exerc.
2012年4月27日 . 国にとっては子どもの学力低下を助長する頭の痛い問題だ。足もとでは、文科
省も本腰を . ただし、あえて述べるが、この調査は学力格差の実態を把握するためのものであり、偏

見を助長するためのものではない。本稿の趣旨も同様で . 前出のPISA「2009年調査国際結果報
告書」を、さらに詳しく見てみよう。 同調査では、学力を.
苅谷剛彦・清水睦美・志水宏吉・諸田裕子，『調査報告「学力低下」の実態』，2002，岩波書
店. 志水宏吉，『学校文化の比較社会学―日本とイギリスの中等教育』，2002，東京大学出版
会. 近藤邦夫・志水宏吉編，『学校臨床学への招待―教育現場への臨床的アプローチ』，2002，
嵯峨野書院. 佐藤郁哉，『フィールドワークの技法』，2002，新曜社.
民間企業の研究開発動向に関する実態調査. 調査報告書. 平成 28年 3月. 一般社団法人. 研
究産業・産業技術振興協会. JRIA27 動向調査. この事業は、競輪の補助金により実施しまし
た。 http://ringring-keirin.jp .. と精密機器で、【基礎研究能力の低下】では化学と精密機器で、
【基礎学力の低下】では機械、食. 料品、電気機器、精密機器で高く.
確な基準がなく、統計もないため、「実態の把握」と「医療、福祉、教育、雇用な. どの、関係機関
が個別に所有する . 貧困から学力低下、中退、不安定な就労、そして社会的排除という負の連
鎖が. 起きている」、「高校中退と母子 . 平成 20 年度全国学力・学習状況調査（小学校）の報
告書によると、正答率と就学援助の. 関係が次のように掲載されて.
歴史的研究では,(1) 戦後の文部省研究指定校や研究実験校, 調査協力校に関する報告書・
資料集の収集,(2) 調査対象地域及び対象県の選定とフィールドワークを主とした実態把握を中
心に研究を進めた。調査研究では,(1) 全国の元音楽教師, 現役音楽教師を対象とした質問紙
調査の実施,(2) 調査対象者並びに対象グループの選定とインタビュー.
学力・生活実態調査報告（平成17～24年度、平成27年度）. 平成27年度学力・生活実態調査
報告. 平成27年4月に小学校4年生・5年生、中学校1年生・2年生を対象に行った学力・生活実
態調査の報告です。 平成27年度学力・生活実態調査報告（PDF 1022.0 KB）.
２０１３年度の全国学力調査では、小６国語Ａの県平均正答率が都道府県別で全国最下位と
なった。学力低下を問題視した川勝平太知事は、１３年から２年連続で同科目の正答率が全国
平均を上回った校長名などを独断で公表。「学力調査の実施要領に反する」とする下村博文・文
部科学相（当時）との論争に発展した。文科省は１５年度、調査の.
平成22年度に本学で実施した「学生生活実態調査」の結果をとりまとめた報告書を. お届けしま
す。 「学生生活実態調査」は隔年で実施 ... べると減少傾向にあり、教員採用試験の受験率低
下の. 背景と考えられる。保育士の希望者は6％と増加 .. 教員採用試験の面接対策や基礎学力
向上の取り. 組みを望んでいる。大学院生では、就職情報の充.
私達、日野市社会教育委員の会議では、児童生徒の土曜日のすごし方の具体的実態を把握す
る. ために、平成１５年７月に第一回目 . この報告書は、第四回目となる平成１８年７月実施の調
査結果をとりまとめたものです。 本報告書本文は、次の構成となって .. いま、学力低下問題がク
ローズアップされています。 確かに学力問題も重要な課題.
2015年5月12日 . 本概要にまとめた「北海道アイヌ民族生活実態調査報告書」は、以上の課題に
ついて、北海道大学アイ. ヌ・先住民 .. 他方、「学歴」を選択する者の比率は、年収が増えるにし
たがって低下しており、「0～300 万円未. 満」では . 政策要望については、「学力向上の支援の拡
充」を選択した者が 51.0％ともっとも多く、「差別のない.
＜図書＞. ガクリョク テイカ ノ ジッタイ : チョウサ ホウコク. 「学力低下」の実態 : 調査報告 / 苅谷剛
彦 [ほか著]. (岩波ブックレット;No.578). 本書影は紀伊國屋書店ウェブストアのものを利用していま
す。
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに学
力低下 調査報告などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ
出品ですぐ売れる、買える商品もたくさん！
学力の分類. • 基礎的学力→読み、書き、算術. • 応用的学力→時代、社会によって変化する. •
認識能力. • 表現能力. • 社会的能力. 小中学生の学力実態. • 苅谷剛彦ほか 2002 調査報告
「学力低下」の. 実態 岩波ブックレット No.578. 年 大阪大学「学力 生活総合実態調査. • 1989
年 大阪大学「学力・生活総合実態調査」. • 2001年 関西都市圏学力.
高等教育機関が求める人材像」に関する実態調査 報告書≪大学院編≫. １.実態調査の概要

と回答研究科の属性. 調査概要. ・調査実施期日：2015 年 11 月発送、12 月 2 日締切. ・調査
票発送対象：全国の大学院 .. この 10 年での大学院生の「学力変化」（質問 7-1）で、学力が低
下していると回答した研. 究科のうち 8 割を超える研究科が、研究.
ゆとり教育」が学力低下の原因（学力低下を引き起こした）. と断定することはできない． 参考・引
用文献. ・IEA 第3回国際数学・理科教育調査 第2段階調査（TIMSS-R) 国際調査結果報告
（速報）. （国立教育政策研究所ＨＰより）. ・市川伸一 2002 学力低下論争 ちくま新書. ・苅谷剛
彦ほか 2002 調査報告「学力低下」の実態. ・苅谷剛彦 2003 なぜ.
2011年10月21日 . 理数系基礎学力の強化とモノづくり人材育成. の課題に関する調査研究報告
書 . では、平成２３年度から､製造業（機械工業）において理数系能力の低下とコミュニケー. ション
能力の低下によってもたらさ . 本報告書は､同調査専門部会の平成２３年度の調査・活動成果を
取りまとめたもので、. 関係各位のご参考になれば幸甚と.
９０年代以降の「新しい学力観」に沿った教育がもたらしたものは何か。学力は実際に低… Ponta
ポイント使えます！ | 調査報告「学力低下」の実態 岩波ブックレット | 苅谷剛彦 | 発売国:日本 |
書籍 | 9784000092784 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に
便利です！
苅谷他が行った学力調査では、89年と01年の同一問題との比較では、小学国語で
78.9%→70.9%（－8.0%）、小学算数で80.6%→68.3%（－12.3%）、中学国語で
71.4%→67.0%（－4.4%）、中学数学で69.6%→63.9%（－5.7%）へと下がっていることがわかってい
る（調査報告「学力低下」の実態（岩波.
３章「これが教員勤務の実態だ―教員勤務実態調査報告」. ・・・現場の声に耳を傾けずに進め、
子どものために有効ではない教育改革。 ４章「教育政策をめぐる論点、論争」. ・・・戦後教育の
軌跡と現況、将来の課題。 ５章「教育の綻びをどう修正したらいいか」. ・・・提言：学歴社会から
学習資本主義社会へ。 学力低下が危惧される子どもの学力形成.
調査報告「学力低下」の実態 (岩波ブックレット)の感想・レビュー一覧です。
2014年8月26日 . 今年4月22日、全国の公立・国立・私立小学校など2万352校の6年生109万
3806人、同じく中学校など1万173校の3年生106万10人に実施した悉皆調査の報告書がこのたび
公表された。学力テストは国語、算数・数学の2教科実施。あわせて、児童・生徒への質問票によ
る調査で携帯電話・スマートフォンの使用時間などを聞いて.
内容情報「ゆとり教育」から「確かな学力」路線への転換以降、学力格差は縮小されたのか。男女
差や通塾・家庭環境による違いはどうか。格差を克服する学校の特徴とは。「学力のふたコブらく
だ」（二極化）状況を解き明かし大きな反響をよんだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』（２
００２年）の後継調査から、最新の状況を検証する。 目次情報.
マインド・ザ・ギャップ! : 現代日本の学力格差とその克服 / 志水宏吉, 高田一宏編著. 2,
bookplus, どうする「学力低下」 : 激論・日本の教育のどこが問題か / 和田秀樹, 寺脇研著. 3,
bookplus, 論争・学力崩壊2003 / 中井浩一編. 4, bookplus, 「学力低下」の実態 : 調査報告 /
苅谷剛彦 [ほか著]. 5, bookplus, 「学力低下」をどうみるか / 尾木直樹著.
松山市中小企業等実態調査. 報告書. 平成２５年３月. 松山市 産業経済部 地域経済課 ... そ
のため、「学力」のみならず「心」と「体」の調和のとれた多様な教育や各学校独自の特色ある取. り
組みを推進するとともに、人のつながりや伝統文化を大切にしつつ新しい時代を切り拓いて .. 意識
の低下が問題となっている。平成 24 年末、政権が交代し、.
の答申は、OECD(経済開発協力機構)の PISA 調査や全国学力・学習状況調査など各種調
査. の結果から、我が国の子どもたち .. 6 文部科学省(2008)「子どもの学校外での学習活動に関
する実態調査報告について」、pp.12-15 ... pp.219-224. 29 苅谷剛彦、志水宏吉、清水睦美、諸
田裕子(2002)『調査報告「学力低下」の実態』岩波ブックレット.
2014年11月7日 . 本邦における軽度外傷性脳損傷（mild traumatic brain injury：MTBI）患者の
実態を. 明らかにするため MTBI 患者を対象にアンケート調査を実施した。 調査対象者は、MTBI
と診断された「軽度外傷性脳損傷友の会」会員 111 名と「軽度外傷. 性脳損傷仲間の会 MTBI
Soc.（旧称：MTBI WJP 軽度外傷性脳損傷 Soc.)」会員 5 名、.

2014年3月31日 . 平成２５年度. 「学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究」.
「全国学力・学習状況調査の結果を. 用いた理科に対する意欲・関心等が. 中学校段階で低下
する要因に関する. 調査研究」. 調査報告書. 平成 26 年 3 月.
2014年8月4日 . 調査報告 「学力格差」の実態」志水宏吉/伊佐夏実/知念渉/芝野淳一：著（岩
波ブックレット） . そしてⅣ章では、主として保護者調査のデータをもとに、家庭環境と学力の関係に
ついて、三つの「資本」概念を用いて仮説的な検討を行う。 . 調査報告「学力低下」の実態」苅谷
剛彦/清水睦美/志水宏吉/諸田裕子:著（岩波書店） をお読み.
2013年3月14日 . 本調査の趣旨と概要. 1.1. 調査に至る経緯. 日本数学会に所属する大学教
員は，入学試験や大学での講義・演習などを通して，時代. とともに変化する大学生の数学的な
能力の実態に触れることができる．その現場において. 1990 年代初頭から大学新入生の学力低下
を危惧する声が聞かれるようになった．これを受. けて日本数学.
「新しい学力観」のもと、小中学生の学力はどう変化したのか？文科省調査ではわからない学力の
低下と「教育における階層差」の実態に迫り、その克服をめざす。
「学力低下」の実態 調査報告/苅谷剛彦」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お
茶、ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人
向け通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
「新しい学力観」のもと、小中学生の学力はどう変化したのか?文科省調査ではわからない学力の
低下と「教育における階層差」の実態に迫り、その克服をめざす。
学力低下」の実態 : 調査報告. フォーマット: 図書; 責任表示: 苅谷剛彦 [ほか著]; 言語: 日本語;
出版情報: 東京 : 岩波書店, 2002.10; 形態: 71p ; 21cm; 著者名: 苅谷, 剛彦(1955-)
<DA05514752> · 志水, 宏吉(1959-) <DA05825231> · 清水, 睦美(1963-) <DA13729969> · 諸
田, 裕子(1963-) <DA13930967>. シリーズ名: 岩波ブックレット ; No.
平成27年携帯電話・インターネット実態調査集計結果 1 携帯電話所持率について 平成25年度
から3年間アンケートを実施し次のような結果が得られた。 平成25年度 平成26年度 平成27年度
小学校5.6年 25.8% 34.4% 38.8% 中学校 43.9% 47.4% 47.7% 小学校,中学校とも所持率は
年々上がっている。特に小学校では3年間で13%も増加をして.
1 -. 平成2７年度. 全国学力・学習状況調査. 福岡県学 力実態調 査. 柳川市立小・中学校 調
査結果の概要. 平成 27年 12月. 柳川市教育委員会 . 福岡県教育委員会 義務教育課. 「平
成27年度全国学力・学習状況調査調査結果報告書・福岡県学力実態調査結果報告書」 ..
問題の正答率がやや低下している。 ○ 理科においては、知識問題、活用.
2017年6月22日 . 等が受検をしました。本調査報告書では、学力検査結果を分析し、各教科の
平均点、得点分布及び . 学力の分析や、. 生徒の実態に基づいた学習指導計画の立案、学力
向上に向けた指導方法の工夫・改善等、「都立高 ... (ｲ) ２〔問 2〕の正答率，４〔問 2〕①の正答
率が昨年度よりも低下していることから，文字式を. 利用した証明.

