
　信州大学の林寛平助教からは、ＰＩＳＡ
２０１５の結果とその考察が報告された。
　ＰＩＳＡ２０１５の結果を見ると、引き続
きアジア諸国の好成績が顕著であり、成
績上位の国では社会経済的背景の成績へ
の影響が小さく、レジリエント＊な生徒の
割合が高かった。ＰＩＳＡの成績は各国の
経済状態と相関があることが知られてい
るが、今回の調査でも、国民１人あたり
ＧＤＰと科学的リテラシーの得点との間に
３６％の相関が見られた。さらに、各国
の教育費支出と科学的リテラシーの得点
との間に相関が見られることも分かった
という。
　ただ、教育への投資額に比例して成績
が上がるわけではなく、１人あたりの教
育費支出が５万ドルを超えると、成績と
の相関はなくなることも明らかにされ
た。「教育は段階的に発展することが示唆
されていて、学校教育が普及している先
進国では、教育費を何に、どのように使
うかが一層重要になる」と指摘した。
　また、成績と関係する諸要素について
も説明された。最も関係が強かった「社
会経済的背景」において不利な状況にあ

る生徒は、学校でのリソースや授業時間
が不足したり、進路選択が限られたりす
ることによって、社会的に弱い立場に置
かれる可能性が高いことを示唆した。実
際、科学的リテラシーの成績の約１２．９
％は、社会経済的背景によって説明でき
るという。
　授業の形態も成績と関係があり、「適応
型授業」「教員主導型授業」とは正の相関
がある一方、「探究型授業」は負の相関が
見られた（図１）。これについて、林助教は、

「探究型授業によって成績が下がるので
はなく、成績が低い国においてこのよう

なタイプの授業が多いと解釈される」と
説明した。
　成績と並んで重要な視点である「公正
さ」について、ジェンダーによる成績の差
を見ると、科学的リテラシーは男子の方
が４点、数学的リテラシーは男子の方が
８点、読解力は女子の方が２７点高かった。
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これからの日本の教育のあり方
─ポスト2030を見据えて─

「CRET／Benesseシンポジウム2016」が、2016年12月、東京都内で開催された。OECDの「Education2030事業」で
は2030年の社会を見据えたリテラシーが整理され、次期学習指導要領の検討においても新たな時代に求められる資質・能
力について盛んに議論されている。本シンポジウムでは、新たな資質・能力を育成するために、日本の教育活動や評価の
あり方がどう変わっていくべきなのかを、PISA2015の結果などを基に国内外の研究者やOECD関係者が語り合った。

CRET／Benesse
シンポジウム2016

＊逆境に打ち克つ（抵抗力のある）生徒を意味し、社会経済文化的背景が全体の下位 25％以下に位置する生徒のうち、上位
25％以上の成績を収めている生徒を指す



ただ、数学的リテラシーと読解力ではジェ
ンダーによる成績の差は縮小傾向にある。
　今回の調査では、移民背景を持つ生徒
の増加傾向も示された。一般に移民背景
を持つ生徒は成績が低い傾向があるが、
ＰＩＳＡ２００６との比較では成績差は改善
されていることも明らかになった。

　続いて、コンピュータを利用した調査
（ＣＢＡ）に全面移行したことなど、ＰＩＳ
Ａ２０１５での主な変更点が説明された後、
日本の結果の分析と考察に移った。
　今回の調査で、日本は科学的リテラシ
ーと数学的リテラシーでは世界トップレ
ベルを維持したが、読解力は低下し、Ｐ

ＩＳＡ２０００およびＰＩＳＡ２００９と同程度
だった。読解力は、他分野に比べて変動
幅（当初からＰＩＳＡに参加している２４
か国の得点差の合計）が大きいことを考
慮しても、前回調査からの成績低下は統
計的に有意であることが示された。林助
教は、ＰＩＳＡ単独のデータでは、成績が
低下した要因を説明できないと述べ、「読
解力をより立体的に分析するために、ほ
かの大規模国際アセスメントの結果と組
み合わせて分析し、長期的な視点に立っ
た政策立案につながる活動が行われるこ
とを期待する」と語った。
　さらに、林助教はＰＩＳＡ２０１５とＴＩＭ
ＳＳ２０１５の結果から、今後の教育政策へ
の示唆として次のデータを提示した。
● いじめをほとんど見たことがないとい

う生徒の増加（ＴＩＭＳＳ２０１１は６３％
→ＴＩＭＳＳ２０１５は８０％）

● 日本の教員の職業満足度は最下位（ＴＩ
ＭＳＳ２０１５において「非常に満足して
いる」の国際平均４９％、日本１９％）

● 科学の成績で、教員の教職年数と生徒
の成績に相関はない（ＴＩＭＳＳ２０１５）

● 教員給与と成績に相関はない（ＰＩＳＡ
２０１５）

　ＰＩＳＡに対する批判的な意見について
は、「小さな批判に丁寧に答えながら、教
育の発展につながる最善の道を探してほ
しい」と期待を込めて述べた。そして、
今後の日本の役割について、「教育先進国
としての自覚を持ち、新しい教育の枠組
みづくりにおいて理性的・先導的な役割
を果たしてほしい」と締めくくった。
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　基調講演では、２００９年から２０１４年
までＰＩＳＡ問題解決専門家グループのＯ
ＥＣＤ代表代理を務めたハイデルベルク
大学のヨアヒム・フンケ教授が、次世代に
求められるコンピテンシーと、そのため
の教育、評価のあり方について提案した。
　フンケ教授は、２１世紀に重要なコンピ
テンシーとして次の４つを挙げた。
　１つめは、情報を適切に評価する力だ。

「情報が洪水のように押し寄せ、誤った
情報も含まれる中で、ワラの山から正し
い針を見つけるように、情報を精査する
力が求められる」と説明する。
　２つめは、変化に対応して学習する力
だ。ソフト・ハードともに環境は変化し
続けている。学校で身につけたことだけ
では生きていけない時代になっており、
迅速に学び直す力がますます重要になる
と指摘した。
　３つめは、問題解決能力だ。個人・チー
ムでの取り組みを通して、定義されてい
ない問題に対するクリエイティブなソリ
ューションを生み出す力が必要だという。

　４つめは、価値志向の思考力だ。多く
の選択肢の中で自分にとって価値のある
ものを選び取る力が重要だと述べた。
　フンケ教授は、２１世紀スキルは異なる
スキルの集合体だと説明する。「様々な楽
器で構成されるオーケストラのようなも
ので、創造性、批判的思考、問題解決力、
協働スキル、情報スキル、メタ認知など
から成る。これらを評価するためには、
複数の調査手法が不可欠だ」と述べ、調
査の３領域として以下を示した。
● 知識…政策意思決定者によって定義さ

れる知識
● 認知スキル…思考スキル、判断スキル、

プレゼンテーション・コミュニケーション
● 非認知スキル…モチベーション、非認

知能力を構成するビッグ・ファイブ （性
格５因子）＊

　続いて、２１世紀スキルの重要な構成要
素である批判的思考に焦点を当て、ハイ
デルベルク大学において調査手法として
開発した「ツールボックス」について、
次のような具体的な問題を例示した。

　男性が花粉症の薬を求めてドラッグス
トアを訪れたところ、ある薬を勧めるニ
ュースレターを受け取った。その文章を
読んで、必要な情報を抽出する、という
問題だ。フンケ教授は、「与えられた情報
を批判的に見て評価し、意思決定に寄与
する情報を読み取る必要がある。そのよ
うな問題を作成するためには、文脈の中
で情報を捉えられるようにすること、さ
らに文化的な背景を包含させることが大
事だ」と説明した。
　また、コンピテンシーの調査手法の例
として、ＰＩＳＡ２０１２で問題解決能力の
調査が実施されたことに触れ、「コンピュ
ータの導入により、より現実味のあるダ
イナミックでインタラクティブなタスク
を通して問題解決能力を測定するねらい
があった」と述べる。
　ＰＩＳＡ２０１５では、新たなテーマとし
て協働的問題解決能力が測定された。そ
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＊神経症傾向、外向性、協調性、誠実性、開放性の５つのこと。
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　協調学習に基づく授業づくりに取り組
む東京大学大学発教育支援コンソーシア
ム推進機構（ＣｏＲＥＦ）機構長の白水始
教授は、学習過程の観点から国際的な
教育改革につなげる研究について発信し
た。
　はじめに、現在のＰＩＳＡの論点として、

「いかにキーコンピテンシーを一体的に
評価するか」「いかに学力とコンピテンシ
ーを同時に育成するか」という２点を提
示。これらにアプローチするためにも、

「人はいかに学ぶか」という学習過程に
関する知識を持つ必要性を強調した。
　続いて、学習指導要領改訂や高大接続

システム改革、教員養成改革など、今後
の日本の教育と求められる学校の姿を概
説。これからの授業と評価のあり方につ
いて、「『こういう内容を教えたい』『こうい
う力を育てたい』といった教科の本質を
捉えた授業から評価へとつなげる前向き
なマインドセットを持つことが重要だ」
と説明した。
　さらに、教室で建設的な相互作用を引
き起こす１つの型として、ＣｏＲＥＦが研
究を進める「知識構成型ジグソー法」を
例示し、「協調的に問題を解決する過程
で、子どもから『次はこんなことを学び
たい』という思いが生まれる。その先に
大学での学びや社会で働くことがあると
いう学びのプロセスをつくりたい」と述
べた。
　ＣｏＲＥＦでは、そうした授業を評価す

る手法として、児童・生徒の対話を即時
に書き起こし、キーワードや発話量を可
視化するモニタリングの手法を開発して
いる。白水教授は、「『ＰＩＳＡでこう答えた
のは、この授業でこんな学びがあったか
らではないか』などと、学習履歴を辿れ
るデータベースを構築できれば、日本あ
るいは国際的な学習過程の見直しにつな
がると考える」と、将来的なビジョンを
語った。

のねらいについて、「２人かそれ以上の生
徒がコラボレーションやコミュニケーシ
ョンを通し、問題の解決法を導く考えや
努力を共有。蓄えられた共通の知識やス
キルを通して最終的な解決に至る。この
プロセスにより、個々のコンピテンシー
を測定する」と説明した。また、協働的
問題解決能力の評価に用いるマトリック
スも示された（図２）。
　フンケ教授は、今後の教育のあり方に
ついて、「今の若者がよい職に就き、それ
を維持することが重要だ。そのためには、
認知能力、非認知能力、さらにソーシャ
ルな力などを『システム・コンピテンシ
ー』と捉え、いかに育成するかを考えて
いく必要がある。その方法にはまだ答え
はなく、これからもほかの大学や機関と
連携してアプローチしていく」と述べた。
そして、最終的なゴールとして、「若者の
ために質の高い教育を施すことが地球全
体のためにもなると考える」と語った。

協働的問題解決能力の評価に用いるマトリックス図２

Source: OECD (2013). PISA 2015 Draft collaborative problem solving framework. Paris: OECD.
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２人の登壇者に新たに４人が加わり、CRET・BERD理事長の新井健一のファ
シリテーションで、これからの時代に求められる資質・能力の育成と評価につ
いてディスカッションを行った。冒頭では３人がプレゼンテーションを行った。

ドイツ国立国際教育研究機
関（DIPF）シニアコンサ
ルタント

Jean-Paul 
Reeff
ジャンポール・レーフ

東京大学
教授

白水　始
しろうず・はじめ

パネルディスカッション 「これからの資質、能力の育成と評価」

東京大学　白水始教授

教科の本質を捉えて、
評価につなげるマインドを



4特定非営利活動法人 教育テスト研究センター（CRET）

　ジャンポール・レーフ氏は、ＰＩＳＡの
本質を改めて説明し、各国での活用のあ
り方を示唆した。まず、ＰＩＳＡが構築さ
れた意義について、レーフ氏は、「生徒や
教員、保護者のための調査というのは後
づけの説明だ。元々は、各国の政策立案
者が教育施策の立案に生かすインディケ
ーターとして構築されたもの」と強調す
る。ＰＩＳＡでは科学的リテラシー、数学
的リテラシー、読解力という３つの領域
のコンピテンシーを測定し、社会経済的
背景や態度などは質問紙調査を行う。そ
のデータを国内外で比較することによっ
て、リスクにさらされた一部の集団を特
定できるようになるなど、科学的な根拠
に基づいた「程々によい」インディケー
ターが構築できたと、レーフ氏は言う。
　ＯＥＣＤは早くから新しいリテラシーに
関心を持っており、ＰＩＳＡ２０１２では問
題解決能力が導入され、ＰＩＳＡ２０１８で
はグローバルコンピテンシーの導入が予
定されている。今後のＰＩＳＡのあり方に
ついて、レーフ氏は「これからもコアと
なる３領域の測定に取り組んでいく。そ
れは、今後、テクノロジーがさらに進化
し、新たなリテラシーが必要とされても、
そもそも３領域の力がなければ対応でき
ないからだ。逆に言うと、３領域をベー
スとして新たなリテラシーへと拡大でき
ると考えている」と説明した。
　さらに、新しいリテラシーは、国別の
コンテクストで扱うのもよい方法である
と提案。「各国の状況を踏まえて必要なリ
テラシーの枠組みを確立し、国際的なレ
ベルでシェアしていくことが考えられ
る」と語った。
　最後に、ＰＩＳＡに対してカリキュラム
の画一化につながるという批判が寄せら
れていることに触れ、「ＰＩＳＡはカリキュ
ラムの標準化ではなく、測定方法の標準
化を目指している。今後、日本でもそう
した観点を持ってＰＩＳＡを活用し、教育
制度を構築してほしい」と語った。

　岸名誉教授は、教員の資質・能力と教
員養成という観点から、東京学芸大学次
世代教育研究推進機構が、ＯＥＣＤと共同
で取り組む次世代対応型指導モデルの研
究開発を紹介した。
　はじめに、グローバル・コンピテンス
の特徴と、それらを支える知識・スキル・
態度・価値という４つの要素について説
明し、これらを小・中学校の授業でどう
育成するかが、本研究の焦点であること
が説明された。そうした要素を育てるた
めには教科横断の実践が不可欠だと、岸
名誉教授は説明する。
　「学校教育で知識の育成が最も重要で
あるのは疑いようがない。それに加え、
スキル・態度・価値を育成するためには、
指導時間や学習内容を増加させるのでは
なく、各教科の授業に組み込むべきだと
考えている」
　そして、その考え方は、カリキュラム・
マネジメントにも欠かせず、「例えば、批
判的思考力を育成するためには、各教科
などの指導でどう役割分担するかを明ら
かにしないと、カリキュラム・マネジメ
ントはできないはずだ」と指摘した。
　そうした考えに基づき、それぞれのス
キル・価値・態度について、「どのような
教科で」「どのような要素を」「他のどのス
キル・価値・態度と関連させながら」「ど
のような手立てで」育成するかという指
導・学習モデルの作成を進めている。
　これまでの研究において、様々なスキ
ル・価値・態度について、各教科で異な
る側面を育てられることが明らかになっ
ている。一例を挙げると、ある小学校の
子どもたちの「協働する力」を見ると、
国語では「相手の受け入れ可能な合意点
を探せる」、理科では「科学的な根拠に
基づき合意形成が図れる」、家庭では「多
様な考えを集約して知識を獲得し、解決
に結び付ける」、特別活動では「意見を
まとめて、よりよい人間関係を築く」と
いった異なる側面が育成されていること

が分かった。
　岸名誉教授は、今後の課題として、そ
うした授業を受けたことがない教員に対
するＦＤ＊を充実させていくこと、さらに
中学校では他教科の内容を理解して学校
単位でカリキュラム・マネジメントを進
めていくことを挙げた。

　パトリック・ニュウェル氏は、まず、
自身が来日した２５年前から日本の教育
が大きく変わっておらず、「日本の科学技
術は先進的であり、高い倫理観を持ち、
よき市民であることなどは、手本となる
国だが、教育に関しては遅れていると言
わざるを得ない」と指摘した。そして、
自身が設立にかかわり、国際バカロレア

（ＩＢ）の認定を主導した東京インターナ
ショナルスクールの設立経緯を説明した
上で、「未来」に焦点を当てて学べるアメ
リカの教育機関・シンギュラリティ大学
を日本に持ち込む構想について、「日本の
教育を前進させるシンクタンクとして設
立したい」と語った。
　２１世紀スキルについては、４つのＣ

（Creativity／創造性、Critical thinking／
批判的思考力、Communication／コミュ
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TED× TOKYO 共 同 設
立者、東京インターナショ
ナルスクール共同設立者、
シンギュラリティ大学ジャ
パン創立者

Patrick Newell
パトリック・ニュウェル

東京学芸大学
名誉教授

岸　学
きし・まなぶ

CRET 理事長

新井健一
あらい・けんいち

DIPF　ジャンポール・レーフ氏

測定の標準化を目指して、
ＰＩＳＡの活用を

東京学芸大学　岸学名誉教授

グローバル・コンピテンス育成
の鍵は、ＦＤの充実

TED × TOKYO 共同創立者
パトリック・ニュウェル氏

新しいスキルを取り込み、
現状のカリキュラムを変えていく

＊ Faculty Development の略。教員が、授業内容・方法
を改善し、向上させるための組織的な取組。
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ニケーション、Collaboration／コラボレ
ーション）と、３つのリテラシー（Media
／仮想現実と拡張現実、Information／人
工知能、Technology／３Ｄとロボティッ
クス）を提示。このうち、技術を学習に
用いる一例としてゲームを挙げ、「ゲーム
も学習も、階層があって段階的に進んで
いく点が共通している。各教科の学習を
ゲームでカバーするという考え方があっ
てもよいのではないか」と提案した。
　さらに、ＡＲ（拡張現実）やＶＲ（バー
チャルリアリティ）、ＡＩ（人工知能）、デ
ィープラーニング（深層学習）といった
先端技術の紹介およびものづくりや質問
をすることの大切さに触れ、「２１世紀スキ
ルの教育と評価においては、従来のカリ
キュラムを大きく変えるというより、新
しいスキルを取り込んで統合していく考
え方が重要だと考えている」と、教育へ
の導入を提案した。
　パトリック氏は、日本の生徒が１年間
に学校で過ごす時間は１６％に過ぎない
ことを示して、「教育を考える際、学校に
焦点があまりに当てられすぎていて、保
護者のかかわりがあまり考慮されていな
い。これからは、２１世紀スキルの理解を
求めることを含め、保護者がどう教育に
関わるかを教育する必要があるのではな
いか」と問題を提起した。

　ファシリテーターの新井健一ＣＲＥＴ理
事長は、まず、グローバル・コンピテン
シーをどう突き詰めて考えるかという視
点を提示。パトリック氏に、東京インター
ナショナルスクールでは生徒に学習の意
味を十分に考えさせるねらいを聞いた。
　パトリック氏は、「『どうして学ぶのか』

『どうして学校に行くのか』。これらは根
本的な問いだ。我々が質問しなければ、
子どもは自問しない。それは、子どもか
ら未来を奪っているようなものだ。なぜ
なら、何も考えずに学んだことは将来役
立たないからだ」と述べた。
　続いて、フンケ教授は、グローバル・

コンピテンシー
について、「好奇
心」という観点
から次のように
語った。
　「 子 ど も は、
はじめは好奇心
を持って世界を
探究するが、学
校に入って１０
年も経つと好奇心は薄れていき、『〇〇を
得るために何をすればいいか』と考える
ようになる。最初の好奇心を復活させ、
世界への興味を取り戻させることが、グ
ローバル・コンピテンシーの育成につな
がるのではないか。そのためには、大人
自身が好奇心を持ち、子どもの手本とな
らなければいけない」
　白水教授はフンケ氏の発言に賛同し、
さらに「違い」から学ぶ重要性を説いた。
　「高校生が外国人のグループに入ると、
はじめは言葉の壁があり、話が通じない
と考えるが、交流するうちにやがてそう
ではないと気づく。そして、言葉以外に
も様々な伝え方があると気づき、相手を
理解し始めると、『外国人は学習に対する
意識が高い』と言うようになる。外国の
高校生は、教室に座って教員の話を単に
聞くだけではなく、将来どう役立つかを
常に気にしていることを知って、『自分も
頑張ろう』という気持ちになるようだ。
このように、グローバル・コンピテンシ
ーが育っていく事例を数多く集め、日本
ならではの育成方法を見直していきたい
と考えている」

　最後に、新井理事長が各パネリストに、
日本のような成熟社会は、ＰＩＳＡなどを
土台にしながらどのような教育を構築し
ていく必要があるのかを問うと、次のよ
うなコメントがあった。
　「そもそも２０３０年に教育という概念
が、今のまま続いているのかを問わなけ
ればならない。それほど変化の速い社会
を経験することになるはずだ。そうした

社会において、一人ひとりがアクターと
して参加でき、自分らしく生きられるよ
うな教育をつくれるとよい」（林助教）
　「それぞれの国には独自の文化や伝統
があり、世界共通の教育制度が必要な理
由はない。文化が違えば、教育制度も違
うということが重要だ」（フンケ教授）
　「一人ひとりが自分のペース、自分の
コースで学びたがっている時に、特定の
ゴールでよい点を取ることが学習と思わ
せてしまうと、意欲を削ってしまう恐れ
がある。一人ひとりに対してゆったりと
した質の高い学びを保証して潜在能力を
を引き出す中で、皆の思考がぶつかり合
い、社会の知性が高まっていく。授業が
そうした起点になるとよい」（白水教授）
　「２１世紀スキルについては、教えるこ
とよりも学ぶ側の主体性が重要だ。プロ
ジェクトベースのアクティブ・ラーニン
グは、教員の役割を根本的に変えるだろ
う。これからの教員は、一方的に教える
立場ではなく、方向性を指示する立場、
役割を担うことになる。もちろん、生徒
は多くのミスを犯すが、そこから学ぶこ
とになる」（レーフ氏）
　「文部科学省とＯＥＣＤの考え方には少
し違いがある。日本の教育がＯＥＣＤなど
が提言する内容に対し、どう向き合って
いくかを考えていく必要もあるだろう」

（岸名誉教授）
　「いかにして子どもたちが自身の幸福
をつかんでいくのか。自分がやっている
ことに情熱を持ち、それが最終的な目的
につながっている。さらには自然にもつ
ながっている。そう感じられれば、日本
はハッピーな国になるのではないかと思
う」（パトリック氏）
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成熟社会に求められる
教育のあり方とは

パネルディスカッション

グローバル・コンピテンシーを
いかに突き詰めて考えるか


