
*1　Computer-based testingの略で、コンピュータを使用したテスト形式のこと。
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　2008年度は昨年度に実施しました語彙力測定（小学校・中学校版）調査のデータ分析を進めて参ります。さらに、高等学校版のア
イテム開発・実査も行い、初等・中等教育における語彙力についての研究を深めていく予定です。また、社会人として必要な用語に

ついても、用語データベースの作成、アイテム開発、実査などを計画しています。（CRET研究員：島田 研児）

　問題開発研究部門が（株）ベネッセコーポレーションと共同研究を進めていた、同社の子ども向けサイト『ジュニアパーク』のソ

ーシャルスキル診断コンテンツを5月下旬にオープンいたしました。プレテストで収集したデータを分析し、統計的根拠に基づい
た診断結果を提供するとともに、興味深く取り組んでもらえるような仕掛けを考えて進めてきました。どうぞご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員登録のうえ、ご利用になれます。（CRET研究員：横井 理絵）

　CBT*1のインタフェース研究では、例えば国語のテストに見られる、縦書きの長文読解問題に適した提示方法の研究に取り組ん

でいます。限られたコンピュータの画面上で、読みやすく文章を表示し、問いを出題するには、どのような工夫が必要でしょうか。

試作と実証実験を重ねながら、受験者の能力を引き出す手法を模索することはもちろん、日本が抱えるテストの課題を世界中の方々

とも議論するために、国際学会でも発表していきます。（CRET研究員：谷内 正裕）

・An analysis of the data from the vocabulary test for elementary and junior high school students.
・The development of a new vocabulary test for older people.

・The opening of a website which can assess social skills, developed in collaboration with Benesse Corporation. 

・Research to develop an effective computer interface for assessments using the Japanese language.

※ http://j.benesse.ne.jp/check/index.html



　ロンドン大学では大学のホームページ内にkey skills専用サイトを持って、key skillsの認識と育成の重要性を発信していま
す。その枠組みであるKey Skills Gridは、1）Academic skills（学術的スキル）、2）Self-Management skills(自己マネージメン
トスキル）、3)Communication skills（表現・伝達するスキル）、4)Interpersonal skills（対人関係スキル）の4つからなり、その
下位概念として6～8項目のスキルを定めています（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参照）。key skillsとは
各コースを通じて育成するというもので、key skillsだけの育成を目的としたコースは組んでいないということです。また、“Profile”
と呼ばれるポートフォリオに、学生が自分の学びのプロセス（ターゲットスキルと、それを達成するための活動・期限・自己満足感

の評定）を記録することによって、自分の強みを認識し、自信をつけること、また自ら学ぶ姿勢を養うことを目指しています。

　EU諸国では、ボローニャプロセスに基づき高等教育の改革が進められています。課題
は日本と同様、企業が求める力(employability needs)と学校教育終了者の能力との
間に乖離があることです。学校ではアカデミックな勉強をしますが、社会では、literacy、
numeracy、ICTリテラシー、問題解決力、批判的思考力、コミュニケーション力、学び
方の学び（learning-to-learn、以下L2Lと表記）などの汎用的な能力がプラスアルファ
で求められるため、EUでは8つのキーコンピテンシーの枠組みを作成しています。この
汎用的な能力は、generic skills, transferable skills, key skillsなど、各国で呼び方
が異なります。

　QCA*2の話によると、イギリスではEnglish、mathematics、ICTが仕事や現実場面
で応用できるレベルかどうかを測定するFunctional Skillsが導入される予定で、現在
2007年9月より3年間の試行期間中です。それぞれ5段階のレベルが設定されており、
最高レベルでは複雑な状況場面で応用できる力が求められています。また、職業能力の

資格であるBTECs, National Vocational Qualifications(NVQs)などを統合する形
で、“Diploma*3”の導入準備も進められています。Functional Skillsは、教科知識に関
する高校生用の資格試験である現行のGCSE*4や新設のDiplomaに組み込まれる予定
です。NPO法人のLSN（Learning and Skills Network）では、それらの変化に対応で
きるように、学校教師向けの研修を提供しています。

　ヘルシンキ大学のCentre for Educational Assessmentでは、L2Lを新しい課題に
対処する能力と意欲の２つの側面から定義し、その指導とアセスメントの研究を行って

います。L2Lは、学んだ過去の知識ではなく、将来学ぶ知識の量や質に関係する能力です。
同センターのSirkku Kupiainen氏は、1996年から12歳、15歳、17歳を対象に実査し
た8万件のデータを分析しています。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照）http://www.helsinki.fi/cea/english/opiopi/eng_opiopi.htm

http://www.ucl.ac.uk/keyskills/resources/Grid

http://www.helsinki.fi/cea/english/opiopi/eng_opiopi.htm


       CRET researchers visited several educational institutions in Europe during May 2008. The purpose of the 
visit was to learn what skills are required at the end of higher education in European countries, since 
globalization and advances in information technology in the current knowledge-based society have had a 
major impact on education. For example, the European Union has developed a framework of 8 skills, which 
describes what is needed to live in today's society. 
       According to the QCA*1, the UK will introduce Functional Skills,　which assess the application of English, 
mathematics and ICT literacy at work and in an everyday environment. Functional Skills will also be 
embedded into the current GCSE*2 and Diploma*3　qualifications. The Learning and Skills Network (LSN) is a 
non-profit organization, which provides programs for teachers to learn how to teach and foster these skills. 
      Dr. Sirkku Kupiainen at the University of Helsinki is working on learning-to-learn, which is defined 
as the competence and the willingness to adapt to novel tasks. She has been analyzing the data of the 
learning-to-learn assessment for a decade.  
      University College London (UCL) is putting emphasis on developing key skills through the courses 
they offer and have also developed a key skills grid and a profile system to assess progress, which can be 
seen on the UCL website. 
        The University of St. Andrews won an award in 2007 for its elaborate GRADskills program which focuses 
on developing general skills among researchers holding a PhD or other doctoral qualifications. Each course is 
customized to fit students' and employers' needs, and the lecturers have both academic and industrial 
backgrounds in their field. 
       After visiting several institutions, we realized that reform in the field of higher and vocational education 
is the top priority in the world, as Mr. Hingel of the European Commission pointed out.　

*1 The Qualifications and Curriculum Authority is a public body in the UK, sponsored by the Department for Children, 
Schools and Families (DCSF). It maintains and develops the national curriculum and associated assessments, tests and 
examinations.
*2 The General Certificate of Secondary Education is a qualification in a subject normally taken by 15- to 18-year-olds in 
schools and colleges in the UK.
*3 This is a new vocational qualification that will enable students to gain knowledge, understanding and hands-on experience 
of sectors that they are interested in, while putting new skills into practice.

　欧州で様々な教育機関・大学を訪問して、各国の取り組み方に多少の違いはあれ、欧州委員会（European Commission）の
Anders Hingel氏が指摘したように、高等教育と職業教育の改善が世界の潮流になっている様子を強く感じました。また、「学習と
は“self-directed”なもの」ということばをよく耳にし、自ら学ぶ姿勢が重要であるとの考えが強く根付いている印象を受けました。
これは生涯学習にもつながる非常に重要な考えであると思いました。

（CRET研究員：星 千枝、横井 理絵）
*2　Qualifications and Curriculum Authorityの略で、イギリスの資格とナショナルカリキュラムを管理・維持する機関。
*3　専門分野ごとに、職業に役立つようなより実質的な知識やスキルが身についているかどうかを示す新しい資格。
*4　General Certificate of Secondary Educationの略で、イギリスで通常15歳～18歳の生徒が受験するテスト。

　セイント･アンドリュース大学は、大学院・研究生を対象とした、専門性＋エンプロイヤ

ビリティ（employability）向上のためのGRADskills Programmeの取り組みで2007
年にUKベスト賞を受賞しています。プログラムの枠組みはResearch Councilの出した
共同スキル声明（The Joint Skills Statement）の７つの枠組みに沿っています。
（               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  参照）

このプログラムの講師の多くは、博士や研究生としての背景をもち、現在産業界で活躍

している人々で、学術的観点と産業的観点の２つの側面をうまく組み合わせ、大学側の

ニーズを受けて、コースをカスタマイズしています。その評価方法はロンドン大学と同様、

“Logbook”と呼ばれる学習の自己記録です。自己評価するプロセスで自信を高めること、
自己満足感を得ることも重要な目的の１つとされています。

http://www.st-andrews.ac.uk/GRADskills/skills_analysis/JSS.pdf

http://www.helsinki.fi/cea/english/opiopi/eng_opiopi.htm

http://www.ucl.ac.uk/keyskills/resources/Grid

http://www.st-andrews.ac.uk/GRADskills/index.php
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　すでにニューズレター第2号で原著については紹介があった
が、このたび日本語版の発刊となった。OECD教育研究革新セ
ンターのSOL(social outcomes of learning)プロジェクト
第１期の成果をまとめたものである。教育政策を進める上で、

教育の及ぼす社会的効果を明らかにしようという理性的姿勢は、

広く公共政策全般にわたりOECDが取り組んでいるものである。
残念ながらそうした科学的政策決定の試みから（加盟国であり

ながら）日本ははるかに取り残されている。迷走する昨今の日

本の政策の危うさを克服するには、まずこうした姿勢について

真摯に学ぶことが必要だと痛感させられる。

　教育の社会的効果は、マクロ経済的な視点から人的資源への

投資の成果として経済的活動指標で評価されることが多かっ

たが、本報告書は、そうした従来の評価枠組みを超えるべく、健

康と社会参加を成果指標として取り込めるかを検討する大胆

な試みであり、膨大な既存資料のレビューを行っている。その

引用文献自体は大変資料的価値が高い。

　そうした姿勢全般については評価したいが、少なくとも「健康」

との関わりの部分については、報告書の中身には首をひねりた

くなる部分もある。「生活習慣行動」、「自己管理能力・意識」、「社

会的支援・連帯」などをあげたのはよいが、本報告は「教育」を通

じてこれら「個人の特性」を変化させることで「個人の健康状態」

をどう変えられるか、に固執している。昨今ＥＵでは、社会的健

康決定要因というコンセプトが政策評価に導入され、集団の健

康を社会システム（教育制度など）を変えることで向上させる

ことが議論されている。もし、報告書の筆者らが医療政策・公衆

衛生学関連の研究者との連携を深めていれば、もう少し多角的

な視点での論の展開ができたのではないか、と惜しまれる。

（東京大学大学院公共健康医学専攻　教授　橋本 英樹）

　本書の原題を直訳すると「学習の社会的成果を理解する」で

ある。邦題では、その社会的成果として、健康と、市民・社会的関

与に重点を置いていることから副題を設け、読者にわかりやす

いような工夫がなされている。しかし、実はこの2つの社会的成
果に注目し、国際的な調査結果から学習の社会的成果を分析し

ている点に、本書の特色がある。

　一般にOECD(経済協力開発機構)の出版物といえば、その機
関の目的から、経済的な成果が中心になると考えがちである。確

かに、OECDは長きにわたって教育の投資的価値や経済的成果
に重点を置いてきたが、本書の第1章で述べられているように、
近年では経済的成果だけでなく、教育が個人的な発展や社会的

発展とも強いつながりをもつことの認識がなされてきた。個人

的な発展、経済的発展、社会的発展がどのように結びついている

か、そして教育はそれぞれの発展にどのような効果をもたらし

ているかに注目し、広い理論的枠組みを提供するだけでなく、そ

の実証的検討結果について、本書からは多くの示唆が得られる。

　その示唆が説得力を持つのは、データを構成する理論的モデ

ルである。本書では、教育がもたらす社会的効果として、教育水

準の全体的向上が社会全体の各個人に直接効果をもたらすと

いう「絶対モデル」、個人の地位が変わることで教育の効果も変

化し、社会的格差と教育格差に注目した「相対モデル」、教育の

集団的効果、とりわけ家族や職場、地域の集団の教育水準の影

響として、信頼関係への教育効果に注目した「累積モデル」の3
つが紹介されている。こうした教育のプロセスと結果を考察す

る際に、本書ではさらに学習経験の質や状況の影響についても

ふれている。私たちの健康やボランティア活動に及ぼす教育の

効果を科学的に考える上で本書はきわめて重要な文献であろう。

（国立教育政策研究所　総括研究官　立田 慶裕）

　本書は、日本テスト学会がテストの規準が必要であるとして、テスト規準作成委員会を立ち上げ、そこで

作成されたテストのガイドラインを、解説編をも含めて、一冊の本としたものである。テスト先進国である

米国では、すでに古くからテストに関するスタンダードを学会等の主導により作成し、啓蒙活動を行って

来ており、それに比べると遅きに失した感が無いわけでもないが、まずはわが国においてもこのようなテ

ストのためのスタンダードが作成されたことを喜ぶとともに、作成の労を取った方々に謝意を表したい。

ただ、このテスト・スタンダードで述べられていることは、いわば必要最小限のものであって、米国におい

てそうであるように、今後は様々なテストの形態や使用状況に応じたガイドラインが整備される必要が

出てくるであろう。（CRET理事、東京大学名誉教授　渡部 洋）
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