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経済の発展で、ビジネスの重点は工業から情報知識サービスへと大きくシフトして

いる。ICT で社会的なつながりの意味も変わり、意思決定は脱中心化し、情報共有が

行われている。成功するかどうかは、問題解決のために情報をやり取り・共有・利用

できるか、新しい要求や環境の変化に対して適応・革新することができるか、新しい

知識を生み出すためにテクノロジーの力を動員・拡大できるか、人類の能力や生産性

を拡張できるかにかかっている。 

  

（１）こうした状況下でアセスメントはどうあるべきか？ 

 アセスメントの内容は学校の教え方や内容に影響を与えている。何をアセスメント

するかが問題である。アセスメントする対象が従来型スキルならば、学校で教える内

容や教え方も従来型スキルになる。 

 アセスメントの結果をどのように利用するかも問題である。1回限りの総括的評価で

はなく、アセスメントの結果を次の教育に活かすような形成的評価が大切である。 

 教室レベル、学校・地区レベル、全国・州レベルで何をアセスメントするか、アセ

スメントの結果をどのように利用するかを統一的に検討しなければならない。 

 ICT を使うことで、従来型スキルのアセスメントも新しいアセスメント（形成的評

かでプロセスデータをベースにしたもの）も実現可能になるはずだ。 

 

（２）こうした状況下で 21 世紀に必要と考えられるスキルはどのようなものか？ 

 

思考思考思考思考のののの方法方法方法方法 

1. クリエイティビティとイノベーション（例１） 

2. クリティカルシンキング・問題解決・意思決定 

3. 学びのための学び・メタ認知 

働働働働きききき方方方方 

4. コミュニケーション 

5. コラボレーション（チームワーク） 

働働働働くくくく道具道具道具道具 

6. 情報リテラシー（例２） 

7. ICT リテラシー 



 

世界世界世界世界でででで生生生生きるきるきるきる 

8. シチズンシップ・グローバルとローカル 

9. 人生とキャリア 

10. 個人的責任と社会的責任 （文化的な意識と能力を含む）



 

例例例例１１１１：：：：思考思考思考思考のののの方法方法方法方法    ----    クリエイティビティとイノベーションクリエイティビティとイノベーションクリエイティビティとイノベーションクリエイティビティとイノベーション 

知識知識知識知識    スキルスキルスキルスキル    態度態度態度態度／／／／価値価値価値価値／／／／倫理倫理倫理倫理    

他者他者他者他者とととと共共共共にクリエイテにクリエイテにクリエイテにクリエイテ

ィブにィブにィブにィブに考考考考ええええ、、、、振振振振るるるる舞舞舞舞うううう    

・ アイディア生成術を幅

広く知っている（ブレイ

ンストーミングのよう

に）。 

・ 過去そして国や文化を

またいでの発明やクリ

エイティビティ・イノベ

ーションを知っている。 

・ 新しいアイディアを適

用し、受容されうる形で

表現する方法や現実社

会の制限を知っている。 

・ 失敗を認識し、どうし

ようもない失敗となん

とかなりそうな困難を

区別する方法を知る。 

    

イノベーションをイノベーションをイノベーションをイノベーションを実施実施実施実施

するするするする    

・ いかに革新がインパク

トを与え、フィールドに

改革を起こすかを知り

理解する。 

・ 革新と創造性において

歴史的文化的バリアが

あることを知る。    

クリエイティブにクリエイティブにクリエイティブにクリエイティブに考考考考ええええ

るるるる    

・ 新しく価値あるアイデ

ィアを創り出す。 

・ 作り出したアイディア

を最大限活かすために

自分のアイディアを丁

寧に説明・分析する。 

    

他者他者他者他者とととと共共共共にクリエイテにクリエイテにクリエイテにクリエイテ

ィブにィブにィブにィブに振振振振るるるる舞舞舞舞うううう    

・ 新しいアイディアを他

人へ効果的に組み立て、

実演し、説明できる。 

・ イノベーションとクリ

エイティビティの歴

史・文化的障壁に注意を

払える。 

    

イノベーションをイノベーションをイノベーションをイノベーションを実施実施実施実施

するするするする    

・ 革新的かつ創造的アイ

ディアをインパクトの

ある形に作れる。 

クリエイティブにクリエイティブにクリエイティブにクリエイティブに考考考考ええええ

るるるる    

・ 新しく価値あるアイデ

ィアにオープンである

（付加的・先進的）。 

    

他者他者他者他者とととと共共共共にクリエイテにクリエイテにクリエイテにクリエイテ

ィブにィブにィブにィブに振振振振るるるる舞舞舞舞うううう    

・ 新しい多様な視点にオ

ープンに反応し、グルー

プの成果を仕事に取り

入れる。 

・ 失敗を学びのチャンス

と見なし、クリエイティ

ビティとイノベーショ

ンには小さな成功と度

重なる失敗の長期的な

サイクルの中で起こる

と理解している。 

    

イノベーションをイノベーションをイノベーションをイノベーションを実施実施実施実施

するするするする    

・ 新しいアイディアを表

現し、推進するだけの忍

耐力を見せる。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

例例例例２２２２：：：：情報情報情報情報リテラシーリテラシーリテラシーリテラシー    

知識知識知識知識    スキルスキルスキルスキル    態度態度態度態度／／／／価値価値価値価値／／／／倫理倫理倫理倫理    

情報情報情報情報へのアクセスとへのアクセスとへのアクセスとへのアクセスと評価評価評価評価    

・ 効果的かつ効率的な情報

アクセス 

・ 批判的かつ十分に情報を

評価 

情報情報情報情報へのアクセスとへのアクセスとへのアクセスとへのアクセスと

評価評価評価評価    

・電子情報の検索・収

集・処理の能力（創

造・整理・区別） 

情報情報情報情報へのアクセスとへのアクセスとへのアクセスとへのアクセスと評評評評

価価価価    

・ 自律的あるいはチーム

で情報を使って作業しよ

うとする性向。批判的あ

るいは内省的に情報を評

価する態度。 

情報情報情報情報のののの利用利用利用利用とととと管理管理管理管理    

・ 手元にある問題のために

正確かつ創造的に情報を

利用する。 

・ さまざまな情報源からの

情報のフローを管理する。 

・ 倫理的・法的課題を基本

的に理解している。 

・ 情報の信頼性と妥当性へ

の基本的な理解を応用す

る。尊重するべき倫理的な

原則の必要性を理解する。 

情報情報情報情報のののの利用利用利用利用とととと管理管理管理管理    

・ 適切な援助としてプ

レゼン・表・図などを

用いて複雑な情報を

創り出し、表現し、理

解する。 

・ さまざまな情報を印

刷・ビデオ・ウェブサ

イト・掲示板・メール

なども含めて検索、ア

クセスする力。 

・ 批判的思考・創造

性・イノベーションを

サポートするために

情報を利用する力。 

・ 書かれた情報・デー

タ・概念などを、研究

や体系的な知識の整

理のために検索・収

集・処理できる力。 

・ 見聞きしたり書いた

り話したりするとき

に、関連する情報とそ

うでない情報を区別

する。 

情報情報情報情報のののの利用利用利用利用とととと管理管理管理管理    

・ 安全かつ責任あるイン

ターネットの利用に対す

る肯定的な態度と感受性

（プライバシーや文化差

異の問題を含む）。 

・ 文化的・社会的・職業

的な目的でコミュニティ

やネットワークに参加

し、情報を利用すること

に興味を持つ。 

技術技術技術技術のののの効果的効果的効果的効果的なななな利用利用利用利用    

・ 調査・整理・評価・コミ

ュニケーションの道具と

しての利用。 

・ デジタルテクノロジー・

コミュニケーションツー

ル・ソーシャルネットワー

クを適切に利用する。 

  

 



 

今後の課題は以下の通りである。 

１）認知研究に基づくスキル開発モデルの利用 

 21 世紀スキルの習得に関する知識は限られており、実践的な知識の評価手法すら不

明。 

 

２）新しいアセスメントを扱う心理測定の転換 

 シミュレーションや可視化を利用した動的文脈やタスクにおける心理測定の進歩が

必要だ。かつては正解や最上の応答が存在したが、Transformative assessments では

多様な応答を考慮した妥当な測定が必要となる。 

 

３）生徒の考えの可視化 

アセスメントは問題解決の認知的方略を明らかにしなければならない。しかし、正解と

不正解がはっきり存在せず、応答の生成を許容すると、自動採点も難しくなる。 

 

４）支援されたパフォーマンスの解釈 

 新しいアセスメントでは生徒によって足場掛けが必要な場合もあるので、それを保

証しつつ、パフォーマンスを的確に解釈するために新しい採点ルールが必要だ。 

 

５）伝統的な教科における 21 世紀スキルのアセスメント 

 コンピュータベースのアセスメントは伝統的なテストよりも「生徒が出来ること」

を強調する。しかし生徒は説明や理由付けのスキルよりも、正解がある伝統的なテス

トの方を向いてしまう。21 世紀スキルの重要性を高く価値づけなければ、教育システ

ムが学習者を変えるのは難しいだろう。 

 

６）新しいコミュニケーションモードの取り扱い 

 若者が日常生活で得るスキルと学校で学ぶスキルはミスマッチを起こしている。ICT

がもたらした急激な変化を 21 世紀大規模アセスメントにも取り入れるべきだ。現時点

のテクノロジーを使えるかではなく、新しいツールやメディアをすぐ習得できるか測

るべきである。 

 

７）コラボレーションとチームワークの包含 

 協調場面で各メンバーの貢献をどう評価し、グループのバイアスを取り除けるかが



重要だ。 

 

８）ローカル・シチズンシップとグローバル・シチズンシップの包含 

 シチズンシップのアセスメントはまだ開発途上である。 

 

９）妥当性とアクセシビリティの確認 

 アセスメントのベースとなるスタンダードの妥当性やアクセシビリティ、前提条件

等のバランスも大事だ。複雑なタスクを評価するシステムも必要となるだろう。 

 

１０）コストと実現可能性の考慮 

 さまざまな 21 世紀スキルに取り組もうとするイノベーティブで transformative な

評価は、コストと feasibility を悪化させる可能性がある。 


