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諸外国の教育課程と学習活動
１．調査研究の目的・概要
（１）調査研究の目的
本研究は，平成 25 年度まで実施した「教育課程の編成に関する基礎的研究」を，更に学術
的に精緻（せいち）化・構造化し，教育目標や内容，学習・指導方法，評価等の一体的・実証
的な検討を行うことを目的としており，今年度は，教育課程や学習活動等を中心に研究を進め
てきた。本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課
程の在り方に関する研究－目標・内容，指導方法，評価の一体的検討－」
（平成 26～28 年度）
における研究成果のうち，諸外国における資質・能力を育成する学習活動の推進・実施状況に
ついてまとめたものである。
本調査研究の目的は以下のとおりである。
① 諸外国の教育課程において，どのような資質･能力の育成が目指されているか，それら
の資質･能力を育成する学習・指導方法（又は学習活動）や評価はどのように示されて
いるか，また，資質･能力を育成する学習活動を各学校で実現するために，国や自治体
がどのような支援を行っているかについて示すこと。
② 資質・能力を育成する学習活動について，具体的な授業実践例を紹介すること。
（２）研究体制
本調査研究では，上述の目的に対して，プロジェクト研究における国際研究班（教育課程担
当・理科担当・社会科担当）を組織し，所内・所外委員による研究体制を構築し，研究を進め
た。
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（３）研究の概要
教育課程研究センターでは，基礎研究部を中心に，諸外国の教育課程の基準に関する動向を
継続的に調査してきた。本プロジェクト研究の前身である「教育課程の編成に関する基礎的研
究」
（平成 22～25 年度）では，資質・能力の育成に焦点を当て諸外国の教育課程についての調
査を実施した（
『報告書 6 諸外国の教育課程と資質・能力』平成 25 年）。
本プロジェクト研究では，それらの蓄積を踏まえ，中央教育審議会教育課程企画特別部会に
おいて資質・能力の育成に向けた学習活動の充実が提言されたことに着目し，諸外国の教育課
程における学習・指導方法や学習活動の示し方に焦点を当て調査を実施した。
本研究の成果は，平成 27（2015）年 9 月に，プロジェクト研究資料として，
『諸外国の教育
課程と学習活動』として刊行した。この資料では，速報性と利便性を高めるため，各国の現状
を一覧表と国別表の形式で取りまとめた。本報告書は，この研究資料に掲載した情報について，
教育改革の今後の方向性や学習活動の特色等を背景となる状況も含めてより詳細に分析して
示したものである。
本研究の主な調査項目は次の通りである。
1.

教育改革の方向性

2.

教育課程の特色と近年の動向

3.

資質・能力と学習内容との関連
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4.

学習・指導方法や学習活動の示し方

5.

資質・能力を育成する学習活動の展開

6.

学習評価

7.

教育課程の編成や評価・改善

以上の調査に基づき，それぞれの国で特に日本と比較して特徴的と思われる取組を参照し
やすくするため，
「8.特徴的な取組等」として示した。
調査対象国は，研究蓄積を生かすとともに継続性の観点から，10 か国を選定して実施した。
具体的には，欧州 4 か国－イギリス（イングランド），フィンランド，フランス，ドイツ－，
北米 2 か国－カナダ，アメリカ合衆国－，オセアニア 2 か国－オーストラリア，ニュージーラ
ンド－，アジア 2 か国－シンガポール，韓国－である。
また，先に研究資料として提供した国別比較表については，教育課程全般の特色とともに，
それに基づいて展開されている資質･能力を育成する学習活動を具体的にイメージできるよう
にするため，実際の授業事例も添付している。今回の授業事例の収集・分析は，時間的・予算
的制約により，既存資料の活用が可能な理科と社会に限定して実施した。
（授業に関する資料
入手が困難な国については教育課程のみを示した）
。なお，理科の教育課程と学習活動につい
ては，本報告書で表に示した内容に関する詳細を『報告書 3 諸外国の教育課程と学習活動（理
科編）
』
（平成 28 年 3 月）として取りまとめている。
本研究の特徴は，学習活動に焦点を当てて教育課程の比較調査を実施している点である。従
来，諸外国の調査では，主に教育課程の動向や先進的な学習・指導方法，授業実践の紹介が中
心であったが，本研究では，教育課程における学習・指導方法の示し方，国や自治体による学
習活動の普及・推進方策に焦点を当てて比較分析を行っている。本研究の成果は，今後，日本
の教育課程において，各学校における資質･能力の育成に向けた学習活動の改善をいかに進め
ていくかを考える上で参考資料として活用されることが期待される。
２．研究成果の概要
諸外国の教育課程と学習活動について，平成 27 年度末までの研究成果を以下に示す。
(1) 教育改革の方向性
調査対象国はいずれも，教育目標に育成すべき資質･能力を盛り込んだり，教科横断的な
資質･能力を示したりなど，資質･能力を育成する教育課程を策定する方向にある。一方，こ
れまで資質・能力を育成する教育課程を先行的に実現してきたイギリスでは，特に英語・数
学・理科において教えるべき基礎的知識を明確化している。
(2) 教育課程の特色と近年の動向
・調査対象国では，教育課程の基準が国によってナショナル・カリキュラム，学習指導要領
などとして示されている国と，各州が定めている国がある。
・育成すべき資質・能力は，主に 5～7 程度に分類して，キー･コンピテンシー，汎用的能力
などとして示されている。表現は異なるが，ニューメラシー（数学的スキル）と言語に関
する能力は，多くの国で育成すべき資質･能力に含まれ，重視されている。
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・これまで資質・能力中心の教育課程の基準を示してきたオーストラリア（各州）やニュー
ジーランドに加え，フランスやフィンランド，シンガポール，韓国において，教育目標に
示された資質･能力や教科横断的能力を各教科でどのように具体化するか，また，各教科
独自で育成する資質･能力は何かという視点で改訂が行われている。
(3) 資質・能力と学習内容との関連
資質･能力やスキルと各教科の学習内容の関連付けには，各国独自の工夫が見られる。イ
ギリス，フランス，フィンランド，オーストラリア，ニュージーランド，シンガポールでは，
育成すべき資質･能力が各教科（一部の国では，更に各学年段階）でどのように育成される
か，当該教科で育成する資質･能力は何かを各教科別に明示している。
(4) 学習・指導方法や学習活動の示し方
・イギリスやアメリカ合衆国，カナダでは，国や州の基準で学習活動の例示はなされていな
い。ドイツでは州によって対応が異なる。その他の国（ないし州）では，学習活動が例示
されたり，推奨する学習活動が示されたりしている。
・教育課程の基準で学習活動を例示していない国のうち，イギリスでは，16 歳時で実施さ
れる GCSE 試験の実施団体が，各教科の試験に対応した学習活動例をウェブで提供してい
る。カナダでは，各州教育省がオンラインで学習活動例等を提供している。
・学校支援として，国や州による研修を充実させている国と大学や民間団体等に委ねている
国がある。多くの国で，ウェブサイトを通じた情報提供が実施されている。
(5) 資質・能力を育成する学習活動の展開
・主体的な探究学習や協働学習などを重視する傾向がほぼ各国共通に見られる。
・学習者による能動的学習や主体的学習は，参加型や探究型の学習が推進・推奨されている。
(6) 学習評価
・各国とも，国（または州）が，評価の枠組みや到達基準等を示している。
・資質・能力に関する評価については，形成的評価やパフォーマンス評価を行うなどの工夫
が見られる。
(7) 教育課程の編成や評価・改善
・各学校における教育課程の編成や評価・改善の取組の実施状況は，国や自治体によって異
なっている。
・学校主体のカリキュラム開発を推進している国では，実施状況の報告を義務づけ，学校に
よる自己評価とそれに対する評価が実施されている。
・イギリスに見られるように，独立した機関が学校評価を実施している国がある。
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