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～ ＰＩＳＡ調査 ～

1 国際比較の難しさと得られるもの1. 国際比較の難しさと得られるもの

（１）難しさとは？（１）難しさとは

調査参加国にと て等しく不平等調査参加国にとって等しく不平等、
不公平であることを目指すジレンマ

デ タの読み方 異なる文脈や状況データの読み方。異なる文脈や状況、
背景を理解することが重要



～ ＰＩＳＡ調査 ～

（２）得られるものは？（２）得られるものは？

 自国の教育の強みはどこにあり、課題は何
かをエビデンスによって明らかにかをエビデンスによって明らかに

 自国で当たり前と思っていたことが、必ず
しも常識ではない!?しも常識ではない!?

 自国の教育改革、教育改善が進んでいるの自国の教育改革、教育改善が進んでいるの
か、成果が出ているのかどうかを、経年変
化によって明らかに化によって明らかに



～ ＰＩＳＡ調査 ～

（２）得られるものは？

～ ＰＩＳＡ調査 ～

OECD報告書OECD報告書
”Strong Performers and

Successful Reformers in Education

Lessons from PISA for Japan”

渡辺良監訳『できる国・頑張る国２：未来志向の教
育を目指す 日本 明石書店育を目指す：日本』明石書店



～ ＰＩＳＡ調査 ～

（２）得られるものは？

～ ＰＩＳＡ調査 ～

・・・ＰＩＳＡ調査による教育システムの改善
（pp 32-34）（pp.32 34）

①教育で到達可能なものは何かを提示

②政策目標の策定及び教育改善の道筋を設けるため
に活用に活用

③国の教育パフォーマンスを体系的に関連付け

④自国 教育 進歩 度合いを測定④自国の教育の進歩の度合いを測定

⑤生徒の能力に関する客観的なデータと背景データ⑤生徒の能力に関する客観的なデ タと背景デ タ
による既存の政策の最適化



OECD報告書
”St P f dStrong Performers and 

Successful Reformers in Education
Lessons from PISA for Japan”

渡辺良監訳『 国 頑張 国２ 未来渡辺良監訳『できる国・頑張る国２：未来
志向の教育を目指す：日本』明石書店志向 教育を目指 日本』明 書店



日本はPISA調査で、良い成績を維持日本はPISA調査で、良い成績を維持
してきているが、さらなる改善を目
指して 特に将来求められるスキル指して、特に将来求められるスキル
の観点から、改革を継続的に検討。の観点から、改革を継続的に検討。
(p.27)

→教育は未来への投資 東日本大→教育は未来への投資・・東日本大
震災を経験した日本にとって、将来
を見据えることがますます重要(p.7)



予測不可能な未来に対応し 持予測不可能な未来に対応し、持

続的成長が可能な社会を築いて続的成長が可能な社会を築いて

いくために必要とされる人材をいくために必要とされる人材を

育成する教育システムとは、ど育成する教育 テ とは、ど

のようなものなのか。（p.7)



２ ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

① 日本社会は教育を重視 どの子どもも努力に

２．ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

① 日本社会は教育を重視。どの子どもも努力に
よって成し遂げることができるという強い確信
(p 258)(p.258)

→ PISA調査において 日本と同じか それ以上→ PISA調査において、日本と同じか、それ以上
の成果を上げている国・地域(p.257)

→ 日本は、その人的資源が、世界の他の国・地域、
特に上海 韓国 香港 シンガポールなどの近隣に特に上海、韓国、香港、シンガポールなどの近隣に
対して競争力を維持できるよう対策を取る必要
(p 257)(p.257)



２．ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

② 日本は、教育に対してあまり費用をかけずに高
い成績を得ることに成功 限りあるリソース（予い成績を得ることに成功。限りあるリソース（予
算）を、最も効果的な部門に上手に振り分け(p.62)

学級規模 OR 教員給与 !? ( 62/90/92/264)→ 学級規模 OR 教員給与 !? (p.62/90/92/264)

→ 成績優秀な国は、概して、学級規模よりも教員成績優秀な国は、概して、学級規模よりも教員
の質を重視(p.264)。教職の社会的地位と教員のモチ
ベーションが高い。シ ン 高 。

→ 優れた人材を教職に引きつけるための教員給与
の保障 専門的能力の一層の開発等教員の質の向上の保障、専門的能力の一層の開発等教員の質の向上、
教員が深く学ぶためのゆとりの確保、効果的な教員
評価制度の構築等の施策にリソースを投入する必要評価制度の構築等の施策にリソースを投入する必要
(pp.266-270)



ここでちょっと一言ここでちょっと一言。。。。

授業研究 日本の学校で行われている授業研究
→国際的に高く評価(pp 263 265)→国際的に高く評価(pp.263-265)

 教員の能力開発における優れたアイディア

 日本の学校における指導の質の向上に大きく 日本の学校における指導の質の向上に大きく
貢献

 同僚に対する親密な、真のアカウンタビリ
ティ



２．ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

③ 日本の教育システムは、生徒の社会経済的背景が
学習成果に与える影響が小さい(p 66)＝生徒は全員同じ学習成果に与える影響が小さい(p.66) 生徒は全員同じ
年齢で小学校に入学し、留年はなく、制度レベルでの
分化のレベルは低～中程度(pp.115-116)

→ つまり、様々な社会経済的状況において、均等か
つ優れた学習成果を実現( 258)つ優れた学習成果を実現(p.258)

→ これまでの高水準の均等・平等が脅かされる兆候→ これまでの高水準の均等・平等が脅かされる兆候
＝高等学校間での成績の格差(p.64)

→ 均等・平等を維持する政策の必要＝指導力のある
教員とリーダーシップのある校長の確保と必要な学員 校長 必要 学
校・学級への配置(p.278)



２ ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

④ 国の教育課程基準である学習指導要領が全国

２．ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

④ 国の教育課程基準である学習指導要領が全国
に普及し、その目標が指導・教授組織とその実践、
生徒の学習に転化→このシステムがこれまでの日
本 教育 成果 責任 負 世界各国本の教育の成果に責任を負ってきた。→世界各国
の羨望の的(pp.260-261/278)

→ 要求される技能の急激な変化や人口動態の劇
的な変化によって かつてないほど 生涯学習が的な変化によって、かつてないほど、生涯学習が
重要に(p.262)

→ カリキュラムをコンピテンシーに基づくアプ
ローチに(p.260/262)



２ ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

⑤ 教育における社会的価値観の重視(p 260)

２．ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

⑤ 教育における社会的価値観の重視(p.260)

だが、

→ 入試制度が持っていた学習への誘因力低下

(p 262/278)(p.262/278)

→ 教育に対する熱意を持続するための新たな
仕組みを構築する必要(p.262/278)



２ ＰＩＳＡ調査～日本への教訓２．ＰＩＳＡ調査～日本への教訓

 → 認知的な側面だけでなく、情緒面
や身体面の発達といった幅広い成果を評価
するシステムへの転換が必要(p.260)するシステム の転換が必要(p.260)

 → 学習に対する生徒の興味関心､意欲
を高め､効果的な学習方法に対する意識を変を高め､効果的な学習方法に対する意識を変
えること(p.262)



”Strong Performers and Successful Reformers”
成功の要因は、よ
く訓練され、モチ
ベ シ ンの高い

分権的な教育システムかStrong Performers and Successful Reformers
ビデオ・シリーズ

ベーションの高い
教師の存在ブラジル

分権的 教育
らもたらされる課題を明
らかにし、改革を推進す
るためにベンチマークを

シンガポール

採用
デジタル・テクノロ

ジーの活用によって、
生徒がいつでもどこで

“ＰＩＳＡショッ
ク”による全国的
な改善への取組み

生徒がいつでもどこで
も教材にアクセスでき
る環境の整備を目指す

ドイツ

な改善 の取組み

上海成績の低い学校

韓国

ドイツ 成績の低い学校
や生徒への支援
が、上海をＰＩ
ＳＡのトップに

ポルトガル

教育機会と成果の
不均等を改善する
ため、学校のネッ
トワ クの再編とトワークの再編と
近代化に取り組む



“Strong Performers and Successful Reformers”Strong Performers and Successful Reformers
ビデオ・シリーズ

日 本日 本

現在、生徒に批判的思考能力と問題解決

能力を育成するために、異なる立場や見解能力を育成するために、異なる立場 見解

から意見を述べたり、生徒が観察した事象

の関係性を導くことなどを授業で重視するの関係性を導くことなどを授業で重視する

政策を推進している。



OECDから日本へのメ セ ジOECDから日本へのメッセージ

・・・・・津波は、日本の教育の目標であ
る「生きる力 にま たく新しい意味を与る「生きる力」にまったく新しい意味を与
えた・・・・・・・その場限りの価値のた
めの教育から未来を見据えた持続可能な価
値のための教育へ、こうした変化こそが日値のための教育へ、こうした変化こそが日
本を未来に導くだろう。（pp.3-4）



OECDから日本へのメ セ ジOECDから日本へのメッセージ

日本が今後も成功を継続させるためには、

社会が求めるスキルの変化

→これまでの教育が提供してきた以上のものをもたら
す教育へと移行すること(p 19)す教育へと移行すること(p.19)

＝生徒が得た知識や情報から推測し、その知識
や情報を様々な状況に適用するできる能力を育や情報を様々な状況に適用するできる能力を育
成することに、教育の焦点を移す(p.19)




