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禁転載：
スライド中に出典の無いものは個人的な考え、意見の表明です



「評価」を考えるにあたって

• 評価するのは個人か環境（状況）か？

• 評価の目的は選別（評定）か教育の質向
上か？

• 資質・能力は「ゼロから身に付けるもの」
か「元々潜在的に持っているもの」か？
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もし資質・能力を
「ゼロから身に付けるもの」と考えれば

• 評価するのは個人か環境（状況）か？

⇒「個人」が

• 評価の目的は選別（評定）か教育の質向
上か？

⇒どの程度身に付けたかを一つの軸上で
「評定」するのが主目的になる

（⇒その全体分布が教育政策の質評価）
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もし資質・能力を
「元々潜在的に持つもの」と考えれば

• 評価するのは個人か環境（状況）か？

⇒「環境」が

• 評価の目的は選別（評定）か教育の質向
上か？

⇒一人ひとりの潜在的な力を引き出せている
かの「学習環境」評価が目的になる

＝教育政策の質評価
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学習科学と資質・能力，環境
• チョムスキー（1928－）

– 「言葉を話す潜在能力（コンピテンス）を全人類が持つよ
うに，『自分の知っていることと目前の情報を合わせて仮
説を立て，現実に試して結果を調べ，他人に話してフィー
ドバックを得ながら，考えをまとめて理論化して賢くなって
いく力』（Science Forming Faculty）を人は基本的に持つ」
（Chomsky, 1988）

• 日常的認知，状況論
–教室では無能でも料理クラブでは有能なアダム
（McDermott, 1984）

–砂場の蟻の軌跡の複雑さは環境の複雑さ（Simon, 1981)

⇒人の能動的で有能な姿を引き出せていないのは，

環境のせい？！ 5



学習科学と資質・能力，環境
• デューイ（1859-1952）

– 「技能の習得と知識の獲得と思考の訓練というよう
な様々な目的に教授を分割することは，うまくいか
ない教授の代名詞である。…教授や学習の方法の
永続的改善への唯一の正攻法は，思考を必要とし，
助長し，試すような状況に中心を置くことにある」が
（「民主主義と教育」pp.242-243, 1916年）

• アン・ブラウン（1943–1999）
– 「学習科学とデューイの主張することは違わない。違
うのは，デューイの主張を現実にするための詳しい
やり方がわかってきたこと。デューイは具体的にどう
すればいいかわかっていたわけではないが，私たち
にはわかり始めている」（1992年）
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「新時代に向けた評価」宣言

1. 子供の資質・能力─思考・判断・表現力や協調問題解決能
力など─を信じる。

2. 資質・能力は環境との相互作用で引き出す。

3. 資質・能力を引き出せなかったときは，まずは
「環境側の責任」だと考える。

4. 「資質・能力を引き出す学習環境」のデザイン原
則を見つけ，質を上げ続ける。「個々人の資質・能力
の育成の仕方」ではなく，「学習環境のデザイン原則」
を学校・企業など社会全体に実装する。

5. あらゆる人が評価の主体となって，一人ひとりの
資質・能力の引き出され方を最大限多様に捕捉する。

7（白水・三宅・CoREF, 2016）



評価の目的イメージの刷新

• 日本の高校３年生A,B,Cをランダムにピックアッ
プしたとき

– （教育をさぼっておいて）「わーい，この新テストで，
ルーブリックに従って綺麗にA,B,Cに序列が付け
られた！」ではなく

– （最大限頭を働かせる学習環境を日々デザイン
して教育した挙句に）「お，AもBもCも自分なりに
考えている。しかも，このテスト環境を使えば，A
はこういう風に考えて，Bはこういう風に考えて…
というのが手に取るようにわかる。じゃあ，次はこ
の三人を…」⇒このサイクルの方が日本の国力
を，社会の質を，個人の幸福度を上げるはず
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ここ以降の目次

1. 齊藤萌木「一授業を単位として一人ひとりの
学習成果をとらえる評価手法の開発と実装」
…単に形成的評価の一例としてではなく，基
盤とする考え方として

2. 白水に戻って「能力概念枠組みとセンター入
試思考発話実験から見た新テスト案」

3. 時間があれば「全国学力・学習状況調査問
題を用いた協調問題解決能力調査」
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２．能力概念枠組みとセンター入試
思考発話実験から見た新テスト案
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• 高等学校教育改革

–高等学校基礎学力テスト（仮称）

• 大学入学者選抜改革

–大学入学希望者学力評価テスト（仮称）

–各大学の個別入試
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高大接続改革実行プラン
(文科省2015 年1月16日；中教審答申 2014年12月22日)



「思考力・判断力・表現力」を構成する能力概念等の
検討に関する作業グループの個人的進捗報告

• 本作業グループの目的：能力概念を整理し，それを作問
に結び付けるため，問題発見・解決における思考・判断・
表現プロセスについて，教科横断的に，学習者中心の観
点から検討する

• これまでの検討内容（一部）

1. 上記能力に関する作問の開発手順

2. 概念枠組みの検討結果，及び現状のセンター入試を用
いた小規模実験結果等から見た作問への示唆
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１．能力評価の観点からの
作問の開発手順

①「資質・能力目標の明確化」

②「能力概念の定義」「概念枠組みの構築」

③「能力概念と教科との関係の検討」

④「方針に基づいた作問」

⑤「実施までの作業手順の明確化」

⑥「取組の評価」
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①「資質・能力目標の明確化」
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今後の社会の在り方やその変容の動向を踏まえれば、大学入学者選抜においては、大学における学修や社会生活
において必要となる問題発見・解決の能力、すなわち、主体性を持って多様な人々と協働しながら、問題を発見し、
その解決策をまとめ、実行するために必要な諸能力を有しているかどうかを評価することが一層重要となる。（詳細は
次ページのイメージ参照。）

⇒ そのためには、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」においては、各教科の知識をいかに効率的に評価する
かではなく、特に、

このような諸能力を働かせることが必要となる状況をいかに設定し評価するかという観点から作問に取り組むべき。

⇒ 大学教育においてはこうした諸能力をさらに磨いていくことを重視する、また、高等学校教育においても、多様な
進路に応じて必要な能力を伸ばす中で、こうした諸能力の育成を重視するという、メッセージとセットで打ち出すこと
が必要。

「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」の各教科において、
大学教育を受けるために必要な能力としてどのような力を評価すべきか？（案）

別紙１

１．総論

①内容に関する十分な知識と本質的な理解を基に問題を発見・定義し、
②様々な情報を統合しながら問題解決に向けて主体的に思考・判断し、
③そのプロセスや結果について表現したり実行したりする
ために必要な諸能力をいかに適切に評価するかを重視すべき。

（高大接続システム特別会議資料から）



②「能力概念の定義」
「概念枠組みの構築」

15



③「能力概念と教科との関係の検討」

• 各教科の各問題について下記がどう働くかの観点

16



能力概念と教科との関係例
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＜国語＞

例えば、

多様な見方や考え方が可能な題
材に関する文章や図表等から得
た情報を整理して概要や要点等
を把握するとともに、他の知識
も統合して比較したり推論した
りしながら自分の考えをまとめ、
他の考え方との共通点や相違点
等を示しながら、伝える相手や
状況に応じて適切な語彙、表現、
構成、文法等を用いて効果的に
伝えること。

＜数学＞

例えば、

事象から得られる情報
を整理・統合して問題
を設定し、解決の構想
を立て、数量化・図形
化・記号化などをして
数学的に表現し、考察･
処理して結果を得、そ
の結果に基づきさらに
推論したり傾向や可能
性を判断したりするこ
と。

＜理科＞

例えば、

観察した自然事象の変化や特
徴を捉え、そこから得られる
情報を整理･統合しながら、
問題を設定し仮説を立て予測
し、それらを確かめるための
観察･実験を計画して実践し、
得られた結果から傾向等を読
み取ったり、モデルや図表等
で表現したりするとともに、
結果に基づき推論したり、改
善策を考えたりすること。

＜地歴（世界史）＞

例えば、

文章や年表、地図、図表等の
資料から、歴史に関する情報
を整理し、その時代の人々が
直面した問題や現代的な視点
からの課題を見いだし、その
原因や影響、あるいは解決策
等についての仮説を立て、諸
資料に基づき多面的･多角的
に考察し、その妥当性を検証
し考えをまとめ、根拠に基づ
き表現すること。

※一つの問題で、思考･判断･表現等の全てのプロセスを問わなければならないわけではない

２．求められる諸能力の育成のために各教科で重視すべきプロセス

＜英語＞

例えば、

多様な見方や考え方が可能な幅
広い話題・問題に関する情報を
聞いたり英文や図表などを読ん
だりして、情報を整理しながら
概要や要点を把握し、得られた
情報を統合するなどして活用し
つつ、様々な見方や考え方の共
通点や相違点等を示しながら、
自分の考えや主張を適切な語彙、
表現、文法等を用いて効果的に
伝えること。

それぞれの教科等においてどう働くかをイメージすると…
⇒次ページ以降

（高大接続システム特別会議資料から）



④「方針に基づいた作問」

• ③は動的なプロセスモデル→これを引き起こすよ
うな問題が教科を超えて作成できるとよい
– これから求めたい資質・能力も，教科を超えて，問題
発見・解決能力の全体的な過程をコントロールする力

• 作問に必要な主たる要素は次の四つ
– メインの問題（柱となる課題）*

–問題を解くための情報**（＋受験者の既有知識）*

–情報（＋受験者の既有知識）の組み合わせ方**

–期待する解答
注１：問題発見を問う場合は*のステップを受験者が往還して問題を見つける

注２：**のやり方によって複数解答あり
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⑤「実施までの作業手順の明確化」
⑥「取組の評価」

1. 作問デザインシートに従ってラフな作問

2. 詳細な作りこみ ※1と2は往還

3. 少数の実験参加者にテスト

4. 1，2に戻って作問枠組みと詳細を再検討

5. 3でチェック

6. 大規模実施

7. 結果を見てプロセスを推測し，次の作問に
生かす（CBT導入後はコンピュータ・ログで判断）。
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現状のセンター入試を用いた
小規模実験結果

• 実験手順：センター入試問題４問（数学２問、国語２問）中の
１問を発話しながら40分間＊で解決。生徒１名に対して１名
の実験者が付き、適宜思考プロセス等を質問・記録。
＊標準的には２０分程度と思われるところ、思考発話を伴うため４０分を確保

• 実験時期：平成26年11月20～27日

• 対象校，生徒，問題配分：

20

偏差値
センター
試験受験率

参加
者数

数学ⅠA
（関数）

数学ⅠA
（場合の数）

国語
（評論）

国語
（小説）

K高校（上位） 69 80％程度 12 3 3 2 4

KJ高校（中位） 57 50％程度 12 4 2 3 3

KH高校（下位） 41 1％未満 12 1 5 3 3

合計 36 8 10 8 10



能力概念から見た数学作問改善案

• 問題理解や結果の統合を一層促進する

– （今回の場合の数であれば，余事象という教科の本
質の）問題理解と，それを求めるための数学的な考
え方を明示的に問うものにする⇔「小問の誘導で積
み上げていって最後に到達させる」

• 自ら『問題を理解し解決結果を統合する』力を見る

–最後の設問を冒頭に持ってきた上で，それをどうい
う順序でどう解くかを聞く（自分なりの問題定義，解
法探索，計画立案を促す）
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能力概念から見た国語作問改善案

• 統合的な読み（深い読み）を促進する

–最後の設問（大意，展開，表現）を冒頭に持ってきて，
「この問題に答えるのが目標」と明示する

• 「自ら『統合的な読み』をする力」を見る

–「傍線を引く力」を問う（主人公の心情が最も変わったと思う
部分に線を引き理由を選ぶ；登場人物・道具等の大事な要素を選び，
変化を同定し，統合する）

–「表現に目を付ける力」を問う
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能力概念から見た現状と今後
• 得点率６０％，問題間の独立性担保等のために「基礎から応用へ」
「易しいものから難しいものへ」という原則⇒小問誘導・積み上げ型
⇒各小問の解決中は全体を見ずに進む
⇒高校生の能力を引き出せているか？ 逆に愚かにしてしまっているのでは？

⇒「学力」が知識・技能（パターン）を基にした高速な情報処理能力ではない
か？（現状は能力図の中盤に偏った小問が多く出題されている傾向）

• 「穴埋め・選択対記述」式という出題形式だけでなく，問題のタイ
プ（「小問誘導積み上げ型対統合型」）も考える必要がある。
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穴埋め・
選択

記述

大問明示・
統合型

小問誘導・
積み上げ型



多様な問題タイプに叡智を結集する
紙ベースで出題可

• 問題発見・解決過程の序盤における問題定義，解決方法，計画立案を問う＋終
盤における結果の振り返り，そこから上記に戻る「試行錯誤」力を問う。

• 小問の結果を統合して国語，数学等の深い理解を示す，あるいは，その場で達成
する「知識統合」力を問う。

• 根拠をもとに問題解決の手順や方向性，仮説の生成や実験計画の立案，議論の
構築を行うなど，問題発見・解決等の「全体プロセス管理」能力を問う（ミッションク
リア型）

• 日常的な問題に知識・技能を適用してモデル化する「実践」力を問う。
CBTで一層容易になる

• 多様で複雑な情報から必要な情報を取捨選択し，モデル化する分析・統合的な
能力を問う。ただし，生徒が十分なスキャニング・スキミング能力が必要。

• 問題解決中に必要な情報に気付き，自ら情報を収集・編集することや，考えを図
表・モデル等で外化したり，実際の解決試行結果を少数蓄積し，そこから規則性
を帰納するなど，「その場で学ぶ力」を問う。

• 深い理解や根拠に基づいたデザインや表現，創造をできるなど，構成する能力を
問う（例：自分で部品を用いて作問する問題）

• 論争的なテーマや一つの答えに定まらない問題の解決，あるいは著者の意見に反
論，著者の立場から再反論するなど，多様な視点を統合する能力を問う。

• 経験を持ち込んで問題や文章情報を理解する。与えられた情報に自らの知識や
経験との統合を図り，根拠に基づいて提言を行う（cf.「解いて幸せになる問題」）。
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全国学力・学習状況調査問題を
用いた協調問題解決能力調査
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H26あた問題 (2)全国平均正答率 33%

対象: ５つの公立小学校
延べ約130名の小学6年生

26

詳細：Shirouzu et al. (2015)

Ｂ問題を一人で解いた後に，二人でも
解いてみたら，対話を「答え創り」に使えるか？



子供はみんな二人でやれば伸びます…
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うまく協調問題解決できるペア できないペア

協調的に解き難い問題でも，話し合って
より良い答えを作ろうとする

協調的に解き難い問題の場合，話し
合いでより良い答えを作り難い

自分の考えを理由も含めて説明する 考えを話す場合も，理由を説明しな
かったり，途中でやめたりする

相手に質問されたり，異なる考えを述べ
られたりすると，自分の考えを少し違う表
現で説明し直す

相手からの質問や異論に，自分の考
えの説明を繰り返したり，答えを出す
のを急いだりする

問題に示された図やジェスチャを積極的
に使う

図を見直したりジェスチャを示したり
することが乏しい

話し合いながら二人で解答を作るので，
作り変える気持ちの用意がある

自分の考えか相手の考えのどちらか
を解答にして終わりにする

（白水，初等教育資料，２０１５年５月）

協調問題解決「能力」の
発現の仕方は捕捉できる

個人の能力か？環境との相互作用か？



まとめ

• 継続的授業も一回性テストも，もっと子供
たちの資質・能力を引き出すものにできる
⇒「デザインし続ける」という観点

• その環境（状況）とセットで本人のパフォー
マンスを多様に評価できる⇒「評価を多様
にやり直し続ける」という観点

–異なる状況の一貫したふるまいから個人の能
力を切り出せるかは時期尚早な問い

–環境との相互作用のタイプ分けや相互作用
の質を高める方が先 29


