
*1　ジェネリック・スキル（generic skills）とは、現代の知識基盤社会において、学問分野や職業にかかわらずすべての人に必要とされるスキル。Key Competencies、
Key Skills、Basic Skillsなどと呼ばれることもある。
*2　CAEは、CLAの運営・分析だけでなく、CLAを大学教育に導入するためのCLA in the Classroomという取り組みも行っている。

　2008年10月18日（土）、19日（日）の2日間、ニューヨークに
拠点を置くCouncil for Aid to Education (CAE)から2名の
講師をお招きし、大学の付加価値を測るアセスメントである

Collegiate Learning Assessment (CLA）についてのワーク
ショップを開催しました。参加者は、教育関係者、CRET研究員
など合計19人でした。
　CLAには、参考資料をもとに論述を行う「パフォーマンス・タ
スク」、「主張を述べる」、「主張を批評する」の3つの測定項目が
あり、それぞれの項目の中で学生の批判的思考、分析的推論、課

題解決、文章コミュニケーションの4つのスキルを包括的に測
定しようとしています。これらのスキルは、情報の氾濫する現

代社会を生きるために不可欠なジェネリック・スキル*1である

といえますが、アセスメントの開発が難しい領域でもあります。

CLAは現実社会に近い課題を遂行・論述させ、また受検から採
点まですべてオンライン上で行うという点で画期的なアセス

メントであり、国際的にも高い注目を浴びています。

　ワークショップでは、CLAの大学教育への導入*2の責任者であ

るMarc Chun氏と、CLAの採点の責任者であるEsther Hong氏
による講義が行われ、CLAを用いた大学評価の方法や、「パフォー
マンス・タスク」の具体例を取り上げて採点基準や開発プロセス

の説明がなされました。また、グループワークでは、実際に学生の

回答事例を採点したり、新しいパフォーマンス・タスクを作成す

るという課題が与えられ、参加者の間で白熱した議論が繰り広げ

られました。

　「大学に行くことには意味があるのか」―ワークショップの

冒頭でChun氏が示した問題提起は、日本にもあてはまります。
大学生の学習成果を測るアセスメント、ひいては“大学の意味”(付
加価値=value-added）を測るアセスメントを考える上で、
CLAワークショップは大変貴重な知見をもたらしてくれたと
いえます。（CRET研究員:中田 麗子）

http://www.claintheclassroom.org/

http://www.cae.org/content/pro_collegiate.htm



　大勢の人の前や初対面の異性の前で、緊張して顔が赤

くなって汗をかき、口が渇いてうまく話せなくなってし

まう。このようなことを経験しやすい人を一般には“シャ

イな人”と呼びますが、心理学では“シャイネスの程度が

高い人”とみなします。

　日本人は欧米人よりもシャイな人に好意的で寛容だと

言われていますが、我が国でもシャイネスが臨床心理学

や社会心理学の対象になっています。それは、シャイネス

が、学校や職場での人間関係、友人関係、恋愛関係に妨害

的に作用し、能力の十全な発揮を妨げ、社会適応や職業上

の成功の妨げになるからです。そこで、シャイネスを低減

するための教育や訓練、心理療法が実施されていますが、

これらのことを実施するには、ある人がどの程度シャイ

であるのかを測定する必要があります。

　シャイネスを測定する方法は、当人に報告を求める自

己評定と、客観的な生理指標や行動的側面を測る他者評

定に分けることができます。自己評定では、評定尺度に回

答を求めるのが一般的な方法ですが、この方法では、回答

者が自分のことを社会的に望ましい方向で、つまり「自分

はシャイではない」という方向で回答を歪めてしまうと

いう反応の歪曲が起こる恐れがあります。また、私たちの

態度には当人がはっきり意識している顕在的態度と、当

人もはっきり意識していない潜在的態度がありますが、

自己評定尺度では潜在的態度は測定できません。

　自己評定尺度が抱える上記2つの問題を解決する方法とし
て、Implicit Association Test（IAT）が注目されています。

　IATの基本的な手続きは、回答者に、モニター上に提示
される刺激語、たとえば「内気な」という単語が、「自己ま

たはシャイな」のカテゴリーに属するか、あるいは「他者

または社交的な」のカテゴリーに属するかを、できるだけ

早く判断してキーを押してもらうというものです。その後、

「自己または社交的な」、「他者またはシャイな」で同様の

カテゴリー分けをしてもらい、両者の反応時間の差を測

度にして、回答者の潜在的態度を算出します。

　我々は、IATを用いてシャイネスの程度を査定し、顕在
的に査定される自己評定のシャイネス尺度（TSS)、社会
的望ましさ尺度（M-C SDS）、外向性との関係を検討しま
した。その結果、TSSとM-C SDSとの間には負の相関が
みられ、社会的望ましさによる反応歪曲が起こる可能性

が認められたのに対して、IATとM-C SDSとの間には有
意な相関は認められませんでした。つまり、IATは社会的
望ましさの影響を受けずにシャイネスを測定できる、と

いう可能性が示唆されたのです　　 。
　今回の研究結果からは、IATを用いてシャイネスを測
定する上で考慮すべき課題も明らかになりました。今後、

これらの課題の解明に向けて、さらに研究を継続してい

きます。

（CRET理事、東京学芸大学大学院教授　相川 充）

http://www.cret.or.jp/j/report/070731_HiroakiMorio_Report.pdf



　特定の専門分野に関係なくすべての人に求められる能

力（ジェネリック・スキル）を米州ではどのように定義して

いるのか、連邦教育省、連邦労働省、大学関連協会、大学関

係者、テスト研究・開発機関に話を聞きました。

　教育省は産業界とともに「21世紀スキルパートナーシ
ップ」を組み、21世紀の社会を生きていくために求められ
る能力を、労働省は同じく産業界とともに「コンピテンシー・

モデル」　　 という能力枠組みを打ち出しています。これ

らの背景には、特に産業形態の急速な変化やグローバル化

があるようです。

　21世紀スキルパートナーシップは今後求められる能力を、

います。労働省のコンピテンシー・モデルでは能力がピラ

ミッド型に配置されていますが、その基底部分に「問題解決・

意思決定／創造的思考／チームワーク／適応性・柔軟性／

相互関係スキル／学びへの意欲」があり、21世紀スキルパ
ートナーシップとの共通性が見られました。つまり、これ

からの社会で生きていくためには、学校で教えられる特定

の教科の知識ではもはや不十分で、複雑な思考や問題解決

課題に取り組む能力がますます必要であると認識されて

いるのです。

  

　しかし米州は州

分権制であるため、

こうした連邦各省

の提言は強制力が

なく、議論の契機ま

たは資料提供とい

う性格を帯びたも

のでした。なお、求

められるスキルや

能力は産業分野に

よっても大きく異なりますが、いずれも現場との地道な対

話を基本にしており、必要に応じてすぐ更新するという点

が印象的でした。

　社会に労働力を供給する高等教育機関は、産業界から教

育の成果を問われているようです。雇用者の多くが、学生

は専門的な計算はできるが複雑な文章を読むことができ

ないと感じている、という調査結果もあるそうで、大卒者

のジェネリック・スキルの不足が指摘されていました。

　さらに、大学の利害関係者（雇用者や納税者など）に対す

る説明責任が問われる動きである「アカウンタビリティ・

ムーブメント」が高まっており、在学中の学生の成長、すな

わち大学による付加価値(value-added)への関心が強く、
どの大学もいかにそれを証明するかを問われています。

　その測定に使用されているものとして、各テスト開発機

関が開発するアセスメントがあります。代表的なものとし

てACTのCAAP*3、CAEのCLA*4、ETSのMAPP*5があり、

これらすべてで文章表現力と批判的思考力が測定されて

いました 　　。
　以上、米州で見てきた能力枠組みは詳細こそ違うものの、

課題解決力や批判的思考力、コミュニケーション能力など、

共通点がいくつかあることがわかりました。課題解決力や

批判的思考力については測定ツールも盛んに研究・開発さ

れており、ジェネリック・スキルに関して、米州は目が離せ

ない国の一つだと言えます。

（CRET研究員：伊藤 素江）http://www.careeronestop.org/competencymodel/
pyramid.aspx?hg=Y

*3　ACT:ACT, Inc., CAAP:Collegiate：Collegiate Assessment of Academic Proficiency　
*4　CAE：Council for Aid to Education, CLA：Collegiate Learning Assessment
*5　ETS：Educational Testing Service, MAPP：Measure of Academic Proficiency and Progress

批判的に考え、目新しい状況に知識を応用し、情報を分析し、

新しいアイデアを理解し、コミュニケーションをとり、他者

との共同作業を行い、問題を解決し、決定を行うことによっ

て、知識やスキルをどのように用いるかを知ること、として



　11月に開催された全国高等学校国語教育研究連合会研究大会にて、東京都高等学校国語教育研究会（都国研）と共同で、2006～2008年度学

力テスト（都国研学力テスト作成委員会）のデータを用いて分析した国語学力の経年比較の結果を発表しました。一方、昨年度に実施した語彙

力測定（小学校・中学校版）調査に続き、高等学校・大学版のテスト開発（年度内に実査予定）と、社会人として必要な用語についてのテスト開発

（年度内ほか2009年度にも実査予定）にも取り組んでいます。（CRET研究員:張 一平）

　社会人対象のチームワーク力を測定するアイテム開発に向けて、日本人とアメリカ人対象に概念調査を実施しました。回答者には、チームワ

ーク力のある個人・ない個人・いいチーム・悪いチームのそれぞれを表現するのに、適切な単語を記述してもらいました。その結果に基づき、チ

ームワーク力の概念の捉え方の日米比較を行う予定です。一方、IAT(Implicit Association Test)を用いたシャイネス査定の試みに関する研

究成果を、10月の日本教育心理学会第50回総会*6にてポスター発表いたしました。（CRET研究員：星 千枝）

　これまでは紙ベースのテストとの比較を想定したCBT用インターフェースの研究を進めてきました。一方で、電子ペーパーや手書き文字認

識技術等の発展・普及により、問題表示・解答入力が紙ベースのテストと遜色ないCBTが可能になる日がそう遠くないと考えます。今後は、これ

らの技術の現状を把握し、将来のCBTにおける実装を意識しながら、有効な出題・解答方法を検討し、数式等の手書き解答入力用のインターフ

ェースや記述式解答の自動採点研究を進めていきます。（CRET研究員：中島 功滋）

http://www.cret.or.jp info@cret.or.jp 
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　対人関係の側面を中心に教師の仕事を

描いたユニークな教育書である。誰にでも

できるように見えるシンプルな行為の裏で、専門職としての

教師たちが日々どんなことに配慮し、何に心を砕くのかが、

具体的な状況に即して語られている。

　本書には、　親愛なる同僚のあなたへ　という書き出しで、

今やどの国でも困難な仕事になっている教師という職業を

選んだ人へのアドバイスが書かれているが、それはマニュア

ルではなく行動指標とでもいうべき経験知である。学習環境

への配慮、協同的な学び、同僚性の構築などの重要性が、具体

的なエピソードに埋め込まれている。

　また、「訳者あとがき」には丁寧な取材と高度な見識に基づ

くノルウェーの教育事情が詳細に描かれている。これを重ね

て読むことで、作者が語る言葉の舞台裏が透けて見えてくる。

訳者が提供している情報自体にも学術的な資料価値がある。

貴重な一冊である。（信州大学教育学部准教授　伏木 久始）

　本書は、日本の全国学力調査と米国の全米学力調査（NAEP*7）

に関して論じたもので、5部14章からなる。第1部は日本の

学力問題と学力調査の必要性、第2部～第4部は全米学力調

査の「概要」「実際」「調査結果」、第5部は「全国学力調査の課

題と期待」からなる。第5部第13章では、日本のテスト・スタンダード*8からみ

た全国学力調査のあるべき条件が丁寧に解説されている。

　NAEPの問題設計、調査デザインを詳述した第4章、第6章も読み応えがある。児

童生徒約230万人を対象とした全国学力・学習状況調査が43年ぶりに昨年実施

され、続いて本年も実施されたが、わが国における今後の全国学力調査のあり方

を検討する上で有用な書といえよう。（聖路加看護大学大学院教授　柳井 晴夫）

*6　詳細は、研究発表・論文のご紹介のコーナーをご参照ください。

*7　全米学力調査
（The National Assessment of Educational Progress）。
1969年より全米規模で定期的に行われている唯一の学力調査。全米から抽出された公私
立学校4、8、12学年の生徒を対象に、子どもたち全体の達成度の測定を目的とする。
*8　これに関する参考書は以下を参照。
http://www.cret.or.jp/j/news/cretnews6_20080707.pdf
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