
フィンランド
学びをめぐる変化は
ＰＩＳＡの結果に影響を与えるのか

渡邊あや（熊本大学）

研究者によるＰＩＳＡ２００９レビュー
～日本の教育はＰＩＳＡとどう向き合うか～



本日の報告

�これまで、フィンランドはＰＩＳＡ
の結果をどのように受けとめてきた
のか、ＰＩＳＡはフィンランドにど
のような影響を与えてきたか、を検
証する
のような影響を与えてきたか、を検
証する

�ＰＩＳＡ２００９の結果の分析から、
今後の展望について検討する

�地域研究者としてどうフィンランド
を見るか



～これまでの結果から～

フィンランドとＰＩＳＡ



フィンランドとＰＩＳＡ：光

卓越性
�優れた到達度

平等性
�子ども間の格差が小さい

�下位層の割合が少ない、下位層の得点が高い

�家庭の社会経済的背景の影響が少ない

教員の質
�モラール（士気）指標が高い



フィンランドとＰＩＳＡ：影

学校嫌い・怠学

�サボり・遅刻・「学校は退屈」

�生徒が学習に支障をもたらす雰囲気

低い学習意欲

�数学や科学への興味関心が低い

男女間格差

�読解力の男女間格差が大きい
（PISA2000ではワースト）



フィンランドにおけるＰＩＳＡの受容



ＰＩＳＡの影響と受容

� 教育制度・教育内容・学力政策など
において、「変化」「転換」という

ＰＩＳＡにおける好成績＝現状肯定

において、「変化」「転換」という
意味での影響は受けていない

� 現行方針を強化したり、議論に一石
を投じたり、といった形で影響

ただし



ＰＩＳＡの影響と受容

�各リテラシーの到達度等における課題を
教育課程や教育政策に反映

� 読解力における男女間格差の是正

�学校や学習へのネガティブな態度の改善�学校や学習へのネガティブな態度の改善
に向けた政策的取組

� 子どもたちの幸福感を高めることが政策上の最優
先事項に

�義務教育制度改革を求めたり、学力低下
を問題視したりする論調の変化

�「総合制学校モデル」批判をかわす



ＰＩＳＡの影響と受容

�「ＰＩＳＡにおいて示された課題」
に対する施策レベルでの対応として
の受容

�ＰＩＳＡにおける好成績を現状肯定
として、積極的に受容

�変革・転換への要求（外的圧力）の抑
制（？）



ＰＩＳＡの影響と受容

影響を受容する：

� 内的要因：内発的改善ニーズ
– 教育政策立案・教育改革における活用– 教育政策立案・教育改革における活用

– 教育制度（システム）のチェック

� 外的要因：予期せざる影響
– 国際的注目の高まり

– 義務教育制度批判・学力低下論の鎮静化



学力関連施策及びＰＩＳＡ関連年表①

年年年年 内内内内 容容容容

1989 理数科審議会（レイコラ委員会）：理数科教育改革の必要性及びそのた
めの専門家会議の設置を答申

1991 大学入学資格試験委員会報告：大学入学資格試験における数学の成績を
問題視
ＩＥＡのＰＩＲＬＳ（読解力調査）において、第４学年と第９学年で
トップ

1992 教育省理数科教育ＷＧ：理数科教育の指針策定

1995 リッポネン内閣：数学・自然科学に関する知識向上プログラム策定

1996 教育省：ＬＵＭＡ（ルマ：理数科教育推進）プログラム
大学入学資格試験委員会報告：大学入学資格試験における母語の成績低
下を指摘

1997 「読解力」年

1998 体系的な全国学力調査の開始（原則：母語と数学、第９学年、サンプル
調査、２年に１度）
ＯＥＣＤ国際成人リテラシー調査において１６－２５歳層がトップ



学力関連施策及びＰＩＳＡ関連年表②

年年年年 内容内容内容内容

2001 国家教育委員会：ＬＵＫＵ－ＳＵＯＭＩ（読解力向上）プログラム
ＰＩＳＡ２０００結果公表

2004 新教育課程基準公布
国家教育委員会：外国からの視察及び外国メディアの対応窓口を設置
ＰＩＳＡ２００３結果公表ＰＩＳＡ２００３結果公表

2005 国家教育委員会：国際セミナー「ＰＩＳＡ調査におけるフィンランド」
大学入学資格試験改革（～２００６）：弾力化

2006 新教育課程基準の施行

2007 国家教育委員会：日本人教育専門家対象セミナー「教育制度の特徴」開
催（２月）
ＰＩＳＡ２００６結果公表

2009 ヘルシンキ大学パルメニア継続教育センターが、外国からの教育視察
コーディネートを開始

2010 教育文化省：「教育輸出戦略」策定
２０１４年改訂予定の新教育課程基準の基本方針の決定
ＰＩＳＡ２００９結果公表



ＰＩＳＡの影響と受容

教育制度・政策・実践

内的要因 外的要因促進

ＰＩＳＡ

内的要因 外的要因促進

政策
決定者

諸外国

利用

産業界関係団体

学術界世論メディア



フィンランドの視点から見た
ＰＩＳＡ２００９



ＰＩＳＡ２００９：フィンランドの特徴

�学習到達度（卓越性）

� 相対的に高い到達度

� ＯＥＣＤ加盟国の中では韓国とともにトップ

� 欧米諸国の中ではトップ� 欧米諸国の中ではトップ

�格差（平等性）
� 相対的に小さい生徒間の格差

� 読解力における家庭の社会経済的背景の影響
が小さい

� 各リテラシーにおける生徒の社会経済文化的
背景の影響が小さい



国別ランキングにおける順位

読解力 数学 科学

２０００ １ ４ ３２０００ １ ４ ３

２００３ １ ２ １

２００６ ２ ２ １

２００９ ３ ６ ２



フィンランドのリテラシー別得点
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メディアが伝えたＰＩＳＡ２００９

� ＰＩＳＡトップの座は他へ(YLE)

� ポールポジションから陥落(MTV)

� 上海がフィンランドからトップの座
を奪う(Helsingin Sanomat)を奪う(Helsingin Sanomat)

� フィンランドはもはやトップではな
い(Aamu lehti)

� フィンランドの若者の１／４が仕事
に必要な読解力を身につけていない
(Turun Sanomat)



メディアが伝えたＰＩＳＡ２００９

� 「トップ陥落」を伝える見出し

� 欧米ではトップであり、引き続き高
い到達度を示しているが、アジアのい到達度を示しているが、アジアの
国々と比較すると劣っている。

� 格差は、他国と比較すると小さい
が、経年比較では広がりつつある



ビルックネン教育相の談話

�居住地に関わらず、近くの学校で良
い教育が受けられると、保護者が信
頼し続けることができるようにしな
くてはならない。

�得点の低下傾向や格差の拡大傾向な�得点の低下傾向や格差の拡大傾向な
ど、心配な兆候が見られる。

�読解力は、すべての学習の基盤とな
るもの。教育課程や教育方法の開発
において、基礎的な読解力を早い時
期から強化すること、余暇に子ども
や若者が読書をするような方策を検
討することが重要だ。



ビルックネン教育相の談話

�全体的としての満足感を示した上
で、課題を示す

�これまでの教育相談話と同じ構成

�但し、学力・格差にはじめて言及



ＰＩＳＡ２００９：フィンランドの特徴

�学習到達度（卓越性）

� 相対的に高い到達度

� OECD加盟国の中では韓国とともにトップ

� 欧米諸国の中ではトップ

しかし、得点は若干低下している

� しかし、上海をはじめ、アジアの国・地域に
「抜かれた」� 欧米諸国の中ではトップ

�格差（平等性）
� 相対的に小さい生徒間の格差

� 読解力における家庭の社会経済的背景の影響
が小さい

� 各リテラシーにおける生徒の社会経済文化的
背景の影響が小さい

� しかし、生徒間・学校間の格差は、若干では
あるが、拡大する傾向にある

� また、男女間格差は、依然として大きい

「抜かれた」



今後の展望

�ＰＩＳＡのメッセージを政策決定者
はどう受けとめるのか
– 政策・施策、制度への影響は？

– 基礎教育の「教育課程基準」の改訂作業への– 基礎教育の「教育課程基準」の改訂作業への
影響は？

�ＰＩＳＡの受容に影響を与えてきた
外的要因がどう働くのか
– どのような反応を示すのか？

– 内発的な改善ニーズとどうかかわるのか



「ブーム」とどう向き合うか？



フィンランドを見るまなざし

�「ＰＩＳＡブーム」の一部としての
「フィンランドブーム」

�フィンランドは、どう読まれてきた�フィンランドは、どう読まれてきた
のか？

�「学力世界一」の国として

�「成功の秘密」をさぐる



教育制度とＰＩＳＡの結果

「平等」を基調とする教育制度：

教育機会、学習機会、学習成果の「平等」
を目指す多層的アプローチ Välimaa, 2008を目指す多層的アプローチ（Välimaa, 2008）

ＰＩＳＡの結果：

高い到達度、相対的に小さい格差、ボトム
アップ型の分布（平等性と卓越性）

教育制度とＰＩＳＡの結果の符合



フィンランドをどう読むか？

�ＰＩＳＡが文脈化する中で、フィン
ランドの教育制度、政策等をどう読
むか。
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