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新しい時代に必要となる 
資質・能力の育成
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補足

中央教育審議会初等中等教育分科会「論点整理」より

①知識・技能や②思考・判断・表現の力が働く方向性を決定付け
る情意や態度等に関われるもの。 

・主体的に学習に取り組む態度を含めた学びに向かう力や、自己
の感情や行動を統制する能力など、いわゆる「メタ認知」に関す
るもの。 
・多様性を尊重する態度と互いの良さを生かして共同する力、持
続可能な社会作りに向けた態度、リーダーシップやチームワーク、
感性、優しさや思いやりなど、人間性に関するもの。
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アクティブ・ラーニングからの 
不断の授業改善
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１）深い学びの過程の実現 
２）対話的な学びの過程の実現 
３）主体的な学びの過程の実現
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補足

中央教育審議会初等中等教育分科会（第100回） 
「教育課程企画特別部会　論点整理」より

３）子供たちが見通しを持って粘り強く取り組 
　み、自らの学習活動を振り返って次につなげ 
　る、主体的な学びの過程が実現できているか



x

「認知面」と「情意面」の総合的な評価が必要
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５、日本教育にどうランディングさせるか
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Learning to Learnとは何か

Learning to Learn ≠ learning how to learn 
『学び方の学習』 
    （詳細な定義は資料①②参照） 
　　・学習を支えるもの 
　　・特に急激で予測不能な時代、 
　　　知識基盤社会において、生涯学習を支えるもの 
　   ・認知面と情意面 
  ＊やや似ている概念：知能・問題解決力・学習方略 
                                                       （Bryony Hoskins and Ulf Fredriksson, 2008) 



資料①：Learning to Learnの定義
●EU Definition 
‘Learning to Learn’ is the ability to pursue and persist in learning, to 
organise one’s own learning, including through effective management 
of time and information, both individually and in groups. This 
competence includes awareness of one’s learning process and needs, 
identifying available opportunities, and the ability to overcome 
obstacles in order to learn successfully. This competence means 
gaining, processing and assimilating new knowledge and skill as well as 
seeking and making use of guidance. Learning to Learn engages 
learners to build on prior learning and life experiences in order to use 
and apply knowledge and skills in a variety of contexts: at home, at 
work, in education and training. Motivation and confidence are crucial 
to an individual’s competence. 
                                   　　(Education Council, 2006 annex, paragraph 5) 



資料②：Learning to Learnの定義
●The University of Bristol Definition 
 “a complex mix of dispositions, lived experiences, social 
relations, values, attitudes and beliefs that coalesce to shape the 
nature of an individual's engagement with any particular learning 
opportunity of individual students”  
                                    (Deakin Crick, Broadfoot & Claxton, 2006) 
●The University of Helsinki Definition  
 “the ability and willingness to adapt to novel tasks, activating 
one’s commitment to thinking and the perspective of hope by 
means of maintaining one’s cognitive and affective self-
regulation in and of  learning action” 
                                                                  (Hautamäki et al., 2002) 



生涯学習のためのキーコンピテンシー 
（欧州委員会）

1) Communication in the mother tongue 
2) Communication in foreign languages 
3) Mathematical competence and basic competences in 
science and technology 
4) Digital competence 
5) Learning to Learn 
6) Social and civic competences 
7) Sense of initiative and entrepreneurship 
8) Cultural awareness and expression 
（COM 2005 548 final, Proposal for a RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL on key competences for lifelong learning, p.13）



欧州委員会による 
Learning to Learnアセスメントの試み

① Learning to Learn assessment　　（ヘルシンキ大学） 
②Effective Lifelong Learning Inventory (ELLI) 
　　　　　　　　　　　　　           　　　（ブリストル大学） 
③Cross-curricular skills test　　  （アムステルダム大学） 
④Metacognition test　　　　　　       （マドリッド大学）

⇒①～④を参考にして多肢選択式問題・質問紙作成 
2008年　スペイン、ポルトガル、フランス、イタリア 
　　　　 フィンランドなど８か国で予備調査実施 



フィンランドモデルのLTLアセスメント
【概要】 
 ・ヘルシンキ大学学校教育評価センターが開発 
 ・1996年より、義務教育の質保証のため 
　教科型の全国学力状況調査（抽出型）と併せて実施 
　 
【調査内容】（多肢選択式問題＋質問紙） 
　認知面：数学的応用力・読解力・論理的思考力 
　情意面：学習を支える信念・学習を妨げる信念 
   (belief)       自分の能力についての信念



問題サンプル
【数学的応用力】 
 a lag b, If a ＞b, the lag stands for subtraction, else 
for multiplication; what is 4 lag 7? 
                              (model:Sternberg’s Triarchic Test) 
【読解力】 
　説明的文章を読み、情報群を「文章全体のテーマ」 
「テーマを支えるトピック」「それ以外の情報」に分　 
　類する。                                  
　　　　　　　　　　　　　（Kintch & van Dijik model）



問題サンプル
【論理的思考力】 
Conclusion: Lake Huron is too cold for swimming. 
First fact:     The temperature of Lake Huron is 5 °C. 
What is the other fact? 
　(a) Swimming in cold water is no fun. 
   (b) Lake Huron is always cold. 
   (c) Five degree water is too cold for swimming. 
   (d) It is wintertime. 
   (e) Most lakes are too cold for swimming 
                  （model: Ross Test of Higher Cognitive Processes）



調査内容

測定手段 
　多肢選択式問題＋質問紙 
測定対象 
　認知面：数学的応用力・読解力・論理的思考力 
　情意面：学習を支える信念・学習を妨げる信念 
　　　      自分の能力についての信念



質問サンプル
To acquire new knowledge is an important goal 
for me in school. 
(+My goal is to succeed in school.) 

　　Not at all                   Yes, exactly so 
　　１　　２　　３　　４　　５　　６　　７ 
　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　○



質問サンプル
３．あなたと学校 
ここでは、あなたが自分自身について、そして学校について、どのように理解
しているかを調べます。次の文をひとつずつ読み、それがどのくらい自分にあ
てはまるかを答えましょう。正しい答えやまちがった答えのある質問ではあり
ません。 

③わたしは、前向きな性格だと思う 
⑨わたしたちのクラスでは、自分だけが成功してもそれをかくす必要がない。 
⑪わたしにとって、文章を読むのは、かんたんだ。 
⑫わたしには、想像力がある。いつも、いろいろなアイデアを思いつく。 
⑯わたしは、自分が必要だと思ったことであれば、なんでも勉強する。 
㉔わたしは、その気になれば、よい成績をとることができるはずだ。 
㉙わたしは、かしこくて、能力のある児童だ。
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Learning to Learnの可能性
・学習（生涯学習）を支える主要なコンピテンシー 
　を認知面と情意面の両面で評価することができる 
・汎用的な技能や態度を問う問題と質問のため、 
　文化的偏りが少なく、国際比較にも適している 
・学習環境（学校・学級）の評価でもあるため、現　 
　状の把握と改善にも利用できる 
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→学年内のそれぞれの特徴を把握し、指導に生かせる 
→日々の教科学習でつけるべきコンピテンシーとちが 
　う「ものさし」で児童生徒を見とることができる
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日本におけるLTLアセスメントの実施

実施時期：２０１５年２月 

調査対象：川口市立本町小学校４・５年生全児童 
　　　　　　　（４年生１６８名・５年生１８０名）　　　　　 

比較対象：ヘルシンキ市内基礎学校４年生９７２名 
　　　　　２０１０年に実施した調査結果を使用 

分析：ヘルシンキ大学学校教育評価センター



調査の結果と分析 
（学校・学級・児童）



調査の結果と分析 
（数学的応用力４年生・学級別）



調査の結果と分析 
（学習を支える信念４年生・学級別）
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Learning to Learnの課題
・フィンランドモデルは20年間同じ問題・質問を使用 
　小学生から高校生まで、ほぼ同じ内容 
・自己評価の有効性。国際比較は可能なのか 
・日本の学力観と、どのようにして整合性を図るか 
・評価の結果を、どのようにして指導に活かすか 
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→学習（生涯学習）を支える主要なコンピテンシーを認 
　知面と情意面の両面で評価することができるメリット 
　をどのように個々の教師に実感させられるか 
→日本版Learning to Learnをどのように作成できるか 
→タブレット端末導入などに合わせた仕組みを構築できるか
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Learning to Learn ≠ learning how to learn

基礎学校7～9年生を対象とした国語の教科書単元より 
「国語を学ぶ意味と目的と方法」

①学習指導要領を読み、あなたが何を学ばなければならないのか
を知りましょう。――なぜ、それらのことを学ばなければならな
いのですか？話し合いましょう。 
②学習指導要領の内容に加え、さらに学びたいことについて話し
合いましょう。 
③内容を付加した「クラスの学習指導要領」をつくりましょう。 
④「クラスの学習指導要領」の内容に加え、自分がさらに学びた
いことを考えましょう。 
⑤「自分の学習指導要領」をつくりましょう。



日本教育にどうランディングさせるか

学級経営と授業づくりを総合的に吟味する 
若手教員研修に 

「認知面」と「情意面」の総合的な評価の一助に



子どもの育ちの土壌づくり
教科のねらい 
学習内容 
教材・素材 
学習環境

個の成長

集団とし
ての成長

学級づくり 授業づくり

意欲・関心 
知識・理解 

思考・判断・表現

姿勢・態度 
技能 
資質

展望 
（短期・中期・長期） 

実態 
（積極的・消極的）
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Learning to Learnに関する 
発表へのご質問



情意の結果が高い・低いと 
出たときにどう活かせば良いか



教師の声を聞かせて



同じ問題だと学年があがると
上がっていく？ 

測定結果はどう活かす？





授業（づくり）に生かす

必然性のある課題の吟味 
実生活に結びつけた単元計画 
話し合いの論点整理や確認 

児童生徒のこだわりや想いの見とり





日本版Learning to Learnの普及へ

書籍化・セミナー 
日本版項目作成 

国内他地域・学校での実施 
評価システムの構築
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