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目的：義務教育修了段階の15歳の生徒が、それまで身に付けてきた知

識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用でき
るかを測ること

対象：15歳児（日本では高校1年生）

分野：

「読解力」

「数学的リテラシー」

「科学的リテラシー」

問題解決能力（2003, 2012, …）

生徒質問紙・学校質問紙（アンケート）

１．PISA（ピザ：生徒の学習到達度調査）とは？

Ⅰ OECD PISA調査
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スケジュール
2000年から3年ごとに実施

PISA2012
筆記型調査に加え、コンピュータ使用型調査も併せて実施（国際オプション）
結果公表

2013年12月

数学的リテラシー（中心分野）、読解力、科学的リテラシー、
デジタル数学的リテラシー、デジタル読解力

2014年4月

問題解決能力 （2003と2012）

PISA2015
コンピュータ使用型調査に完全移行
３分野（科学的リテラシーが中心分野）＋協同問題解決能力

PISA2018
３分野（読解力が中心分野）＋グローバル・コンピテンシー（開発中）
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○義務教育修了段階の１５歳児を対象に、知識や技能を実生活の様々な場面で直面する課題にどの程

度活用できるかを評価

○読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの３分野について、２０００年以降、３年ごとに調査を実施

し、２０１２年調査では数学的リテラシーを中心分野として重点的に調査

○６５か国・地域から約５１万人が参加。我が国では、全国の高等学校、中等教育学校後期課程、高等専

門学校の１年生のうち、１９１校、約６４００人が調査に参加（２０１２年６、７月に実施）
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２．PISA2012の概要（数学的ﾘﾃﾗｼｰ･読解力･科学的ﾘﾃﾗｼｰ）

調査概要

○数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの３分野すべてにおいて、平均得点が比較

可能な調査回以降、最も高くなっている。

また習熟度レベル別でも、２００９年調査から引き続き、レベル１以下の下位層の割合が

減少し、レベル５以上の上位層の割合が増加している。

・数学的リテラシーは、平均得点が低下した２００６年に比べ、有意に上昇

・読解力は２００９年に引き続き、平均得点が有意に上昇

・科学的リテラシーは比較可能な２００６年に比べ、平均得点が有意に上昇

・数学に対する興味・関心を持つ生徒や数学の有用性を感じる生徒の割合は、２００３年に比べると有意

に増加

結果概要
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● 全参加国・地域（６５か国・地域）の中で、ＯＥＣＤ平均得点より上位の国・地域

数学的リテラシー
平均
得点

読解力
平均
得点

科学的リテラシー
平均
得点

1 上海 613 上海 570 上海 580
2 シンガポール 573 香港 545 香港 555
3 香港 561 シンガポール 542 シンガポール 551
4 台湾 560 日本 538 日本 547
5 韓国 554 韓国 536 フィンランド 545
6 マカオ 538 フィンランド 524 エストニア 541
7 日本 536 アイルランド 523 韓国 538
8 リヒテンシュタイン 535 台湾 523 ベトナム 528
9 スイス 531 カナダ 523 ポーランド 526
10 オランダ 523 ポーランド 518 カナダ 525
11 エストニア 521 エストニア 516 リヒテンシュタイン 525
12 フィンランド 519 リヒテンシュタイン 516 ドイツ 524
13 カナダ 518 ニュージーランド 512 台湾 523
14 ポーランド 518 オーストラリア 512 オランダ 522
15 ベルギー 515 オランダ 511 アイルランド 522
16 ドイツ 514 ベルギー 509 オーストラリア 521
17 ベトナム 511 スイス 509 マカオ 521
18 オーストリア 506 マカオ 509 ニュージーランド 516
19 オーストラリア 504 ベトナム 508 スイス 515
20 アイルランド 501 ドイツ 508 スロベニア 514
21 スロベニア 501 フランス 505 イギリス 514
22 デンマーク 500 ノルウェー 504 チェコ 508
23 ニュージーランド 500 イギリス 499 オーストリア 506
24 チェコ 499 アメリカ 498 ベルギー 505
25 フランス 495 ラトビア 502

ＯＥＣＤ平均 494 ＯＥＣＤ平均 496 ＯＥＣＤ平均 501

※■は非ＯＥＣＤ加盟国
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高1小1 小3

2000 総合的な学習の時間導入

2003 補充学習･発展学習追加

※順位はＯＥＣＤ加盟国中（カッコ内は全参加国・地域中の順位）

※数学的リテラシー、科学的リテラシーは経年比較可能な調査回以降の結果を掲載（平均得点）

（調査実施年）

平均得点及び順位の推移
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各国の平均得点の変化

読解力
数学的

リテラシー
科学的

リテラシー
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読解力･科学的ﾘﾃﾗｼｰも同様の傾向

習熟度レベル別割合の変化

レベル１以下の生徒の割合が２００３年以降で最も少なく、レベル５以上の
生徒の割合は２００６年と比較して有意に増加

数学的
リテラシー
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「総合的な学習の時間」では、自分で課題を立て
て、情報を集めて整理して、調べたことを発表す
るなどの学習活動に取り組んでいますか

＊「１ 当てはまる」 「２ どちらかといえば、当てはまる」
の合計

１．「総合的な学習の時間」の取組の差

３．平均正答率の差

【参考】2013全国学力学習状況調査より
秋田県では「総合的な学習の時間」の趣旨に即した活動に取り組んでいる児童生徒の割合が

極めて高く、無解答率や平均正答率（特にＢ問題）の差が大きい。

２．無解答率の差

※上記は各設問ごとの無解答率の合計値

２０ポイントの差
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３０ポイントの差

○小学校国語Ｂ
秋田 ６１．５
全国 １３５．９

○中学校数学Ｂ
秋田 １５２．２
全国 ２６７．１

５～１０ポイントの差（特にＢ問題の差が大きい）
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３．問題解決能力（PISA2012）

○ 我が国の問題解決能力の平均得点は５５２点であり、問題解決能力調査に参加し
たOECD加盟国（２８か国）中、第２位。全参加44か国・地域中３位。

○ 習熟度レベル別では、問題解決能力調査に参加した全参加国・地域（４４か国・地
域）中、レベル１以下の下位層の割合は２番目に少なく、レベル５以上の上位層の割
合は３番目に多い

■ 全参加国・地域（４４か国・地域）中、ＯＥＣＤ平均得点より上位の国・地域

国名 平均得点 国名 平均得点

1 シンガポール 562点 12 エストニア 515点

2 韓国 561点 13 フランス 511点

3 日本 552点 14 オランダ 511点

4 マカオ 540点 15 イタリア 510点

5 香港 540点 16 チェコ 509点

6 上海 536点 17 ドイツ 509点

7 台湾 534点 18 アメリカ 508点

8 カナダ 526点 19 ベルギー 508点

9 オーストラリア 523点 20 オーストリア 506点

10 フィンランド 523点 21 ノルウェー 503点

11 イングランド 517点 ＯＥＣＤ平均 500点

※■は非ＯＥＣＤ加盟国



Box V5.7 日本における問題解決スキルの育成と評価：総合的な学習の時間

日本はPISA2012調査において全ての教科でトップかトップに近い成績を収めているが、問題解
決においても例外ではない。さらに言えば、平均で552点を取った日本の生徒は，数学，読解，科学

において同じレベルの他国・地域の生徒たちよりも良い成績を収めている。このことは、中位ならび
に低位の生徒たちとの比較において顕著である。問題解決の調査においては、数学，読解，科学の
調査でレベル４以下に属する日本の生徒たちは，他国の同程度の生徒たちを20ポイント以上引き
離しているのである（表V.2.6：p.163～164）。このこと一つの説明として，日本では、すべての生徒

の問題解決スキルを育成することに焦点が当てられているためと考えられる。この問題解決スキル
の育成は、教科と総合的な学習の両方において、クロスカリキュラムによる生徒主体の活動に生徒
が参加することによって行われているものである。

1990年代後半，日本政府は、日本のカリキュラムスタンダードにあたる学習指導要領の改訂にお

いて「生きる力」というアプローチを導入した。このアプローチの目的は，生徒が批判的・創造的に考
え，自分自身で問題を見つけ、解決する力を育てることにあった。この改革は，探究的な学習、生徒
中心的な学習へと方向付ける重要な変革であった。この改訂の中核には、生徒たちが熱心に意欲
的に取り組むようにさせることへの必要性があった。

この新しいアプローチは，教科内容の改訂にもつながっていた。新しいカリキュラムは，内容を約
30%減らしたものになった。例えば，中学校で覚える英単語の数は1000から900に減らされた。そ

の目的は，各教科において，内省を促し，学び考える気持ちを育て，自律的な意思決定を求め，問
題解決スキルを育てる学習活動によって学習を深めるための時間を生み出す事であった。2007年

には，実社会の文脈における知識の活用力に焦点をあてた全国学力テストが６年生と９年生（中３）
に対して行われるようになった。
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OECDの分析
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４．生徒アンケート（PISA2012）

○生徒質問紙調査において、「数学における興味・関心や楽しみ」、「数学における道具
的動機付け」、「数学における自己効力感」、「数学における自己概念」、「数学に対す
る不安」の５つの観点から調査

○我が国では、「数学における自己概念」及び「数学に対する不安」については、２００３
年と同程度であったが、「数学における興味・関心や楽しみ」、「数学における道具的動
機付け」、「数学における自己効力感」の３つの指標において肯定的な回答が有意に
増加

数学的リテラシーに影響を与える学習意欲等の変化

我が国における指標値の変化

（項目例）

・数学の授業についていけない
のではないかとよく心配になる

※「数学に対する不安」指標の値は、正負を
逆にしているため、値が大きいほど、不安が
弱いことを示している。

（項目例）
・数学の授業が楽しみである

（項目例）

・将来の仕事の可能性を広げてくれる
から、数学は学びがいがある

（項目例）
・縮尺10,000分の1の地図上にある、2点間の

距離を計算することに自信がある（項目例）
・数学では良い成績をとっている

２００３年と比べ、肯定的な回答
をする生徒の割合が増加
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動機付け･自己信念と数学的リテラシーとの関係

【動機付け】

①「数学に対する興味･関心や楽しみ」指標 ※いわば「好き嫌い」

質問項目 《数学についての本を読むのが好き》 《数学の授業が楽しみ》

《数学を勉強しているのは楽しいから》 《数学で学ぶ内容に興味がある》

・分析17か国で、この指標と数学的ﾘﾃﾗｼｰとは正の相関 ⇒好きで楽しんでいる生徒ほど高得点

・日本ではこの傾向が他国より比較的強いが、指標平均は17か国中ｵﾗﾝﾀﾞに次いで否定的

②「数学における道具的動機付け指標」 ※いわば「役立つと思うか」

質問項目 《将来の仕事に役立ちそうだから頑張る価値がある》

《将来の仕事の可能性を広げてくれるから学びがいがある》

《数学が重要なのはこれから勉強したいことに必要だから》

《これから数学でたくさんのことを学んで仕事につくとき役立てたい》

・16/17か国（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙを除く）で正の相関。⇒数学を有用と感じている生徒ほど高得点

・日本はこの傾向が他国より比較的強いが、指標平均は17か国中最低

⇒ 動機を強く持つことは数学に関連する進路や人生における機会を開くため、これらの

観点も重要。
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【自己信念に関する３つの指標】

①「数学における自己効力感」
質問項目 《次の～のような問題を解く自信があるか》

例：TVが30%引きの時元値よりいくら安くなったか／自動車のｶﾞｿﾘﾝの燃費を計算する

・17か国で、自信ありと答える生徒ほど高得点。日本はこの傾向がさらに強い。

・しかし日本は8問中4問で最低など、 17か国中最低の肯定的回答

②「数学における自己概念」
質問項目 《次の～はあなたにどれくらいあてはまるか》

例：数学は全く得意ではない／良い成績を取っている／得意科目の一つだ

・17か国で、自分の数学の能力に自信ある生徒ほど高得点。

・日本は17か国中最低の肯定的回答

③「数学に対する不安」
質問項目 《次の～はあなたにどれくらいあてはまるか》

例：数学の授業に全くついていけないのではと心配になる／数学の宿題をやるとなると、とても気が重くなる

・17か国で数学に不安を感じている生徒ほど、得点が低い。

･日本の生徒の不安指標は17か国中もっとも高い

⇒ PISAの結果では、例えばシンガポールなど生徒が自分の能力を強く信じている国は数学

の成績が良い。意欲関心を高めることは参考に値する。
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○生徒質問紙調査の結果から、我が国の「数学の授業の雰囲気」は良好
・すべての項目について、雰囲気が良好であることを示す回答の割合が８割超
・２００３年と比べ、雰囲気が良好であることを示す回答の割合が有意に増加

○生徒質問紙調査の結果から、我が国の「生徒と教師の関係」は良好な方向へ改善
・２００３年に比べ、生徒と教師の関係が良好であることを示す回答の割合が有意に増加

数学の授業の雰囲気 生徒と教師の関係

※各質問に、否定的な回答をした生徒
の割合

※外側に行くほど、授業の雰囲気が
良好であることを示す

５項目中、３項目において、
雰囲気が良好であることを示
す回答の割合が９割以上で
あり、参加国中で最も高い

２００３年と比べ、
雰囲気が良好
であることを示
す回答の割合
が有意に増加

学校における学習環境

※各質問に、肯定的な回答をした生徒
の割合

２００３年と比べ、
関係が良好で
あることを示す
回答の割合が
有意に増加
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〇17か国全てで生徒の家庭の社会経済文化的水準※が高いほど高得点。
※「保護者の職業」、「保護者の教育歴」、「家庭の所有物」の3指標を合成したもの

〇ただし日本は生徒間における家庭の社会経済文化的水準の差が17か国中最少。

〇また日本は「生徒の社会経済文化的背景」に関わらず、相対的に平等性の高い

学習機会を保障している。

⇒ 教育における格差が広がらないよう注意が必要

学校外の学習環境

○「幼稚園や保育所に１年より長く通った」と回答した日本の生徒の割合は全参加国中
（６５か国・地域）で最も多い

○数学的リテラシー得点の状況を見ると、「１年より長く通った」と回答した生徒の平均
得点が最も高い

学校における学習環境



【参考】2013年全国学力学習状況調査（保護者調査）の分析 （文科省からお茶の水女子大に研究委託）
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１ 家庭の社会経済的背景と学力の関係

家庭の社会経済的背景（SES） が高い児童生徒の方が、各教科の平均正答率が高い
傾向が見られる。

＊ 家庭の社会経済的背景（SES） ： 保護者に対する調査結果から、家庭所得、父親学歴、母親学歴の三
つの変数を合成した指標。当該指標を四等分し、Highest SES、Upper middle SES、Lower middle SES、
Lowest SESに分割して分析。

小学校 中学校

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

Lowest SES 53.9 39.9 68.6 47.7 70.7 59.8 54.4 31.5

Lower middle SES 60.1 46.1 75.2 55.1 75.2 66.0 62.0 38.8

Upper middle SES 63.9 51.4 79.2 60.3 78.6 70.3 67.5 44.9

Highest SES 72.7 60.0 85.4 70.3 83.6 76.7 75.5 55.4
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２ 不利な環境を克服している児童生徒の特徴

家庭の社会経済的背景（SES）と子供の学力との間には強い相関があるが、家庭の社
会経済的背景（SES）が低いからといって、必ずしも全ての子供の学力が低いわけでは
ない。

子供の学習時間は、全ての家庭の社会経済的背景（SES）で学力との関係が見られ、
学習時間は不利な環境を克服する手段の一つと考えられる。

平日の学習時間と教科の平均正答率の関係の例 ＜小学校・国語Ａ＞

平

均

正

答

率



校内研修や授業研究で教員が日
頃から共に学び合い、指導改善や
意欲の向上につながっている

研修への参加意欲は高いが､
業務多忙や費用､支援不足が
課題

日本の学校には教員が学び合う校内研修､授業研
究の伝統的な実践の背景があり､組織内指導者に
よる支援を受けている割合､校長やその他の教員
からフィードバックを受けている割合が高い。
教員間の授業見学や自己評価、生徒対象の授業
アンケートなど多様な取組の実施割合が高い。
これらの取組の効果として、指導実践の改善や仕
事の満足度、意欲等の面で好影響があると回答し
ている教員の割合が参加国平均よりも高い。

日本の教員は公式の初任者研修に参加して
いる割合が高く、校内研修が盛んに行われ
ている。
日本では、研修へのニーズが全体的に高い
が､参加への障壁として業務スケジュールと
合わないことを挙げる教員が特に多く、多忙
であるため参加が困難な状況がある。

日本

参加国平均

他の教員の
授業を見学、
感想を述べる

研修で他校
の授業を見
学

＜授業見学の実施状況＞

＜研修参加への妨げ＞

業務ｽｹｼﾞｭｰﾙ

と合わない

費用が高い

雇用者からの
支援不足

○34か国・地域が参加したOECD調査
○日本は中学校約200校の校長、教員（非正規含む）を対象にアンケート調査

（国公立90%、私立10%)

５．OECD国際教員指導環境調査（TALIS２０１３）から見る
日本の教員の現状と課題
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教員は主体的な学びを引き出す
ことに対しての自信が低く、 ICT
の活用等の実施割合も低い

（時間）

勤務時間合計

授業

課外活動
(ｽﾎﾟｰﾂ/文化)

日本の教員の１週間当たりの勤務時間は最長。
授業時間は参加国平均と同程度であるが、課外活動（ス
ポーツ・文化活動）の指導時間が特に長く、事務業務、授業
の計画・準備時間も長い。
教員や支援職員等の不足を指摘する校長も多い。

事務業務

授業計画･準備

＜今後の取組の方向性＞
◆養成・採用・研修の抜本的改善による教員の
資質向上
◆学習指導要領が目指す教育の推進
◆ICTを活用した教育の強力な推進
◆教職員等指導体制の充実が必要

＜１週間あたりの勤務時間＞

＜各指導実践を頻繁に行っている教員の割合＞

＜主体的な学びの引き出しに自信を持つ教員の割合＞

批判的思考を促す

勉強ができると自
信を持たせる

関心を示さない生
徒に動機付け

学習の価値を見い
だす手助け

少なくとも一週間を
要する課題を与える

進度に応じて異なる
課題を与える

少人数ｸﾞﾙｰﾌﾟで共
同の解決策を考え
出す

生徒が課題や学級
の活動にICTを用い
る

同僚との共同作
業/話し合い

学校運営業務

34カ国/地域
中で最長

教員の勤務時間は参加国中で
断トツに長い! 人員不足感も大きい
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１．生徒・親・教育者・国が教育を重視⇒優れた教員と家庭の教育への支援の伝統

高齢化・災害などにより教育への投資の重要性が厳しく

⇒教育が未来への先行投資であることのコンセンサス、教育財源の確保が課題

２．生徒はみな高い水準に到達できるという確信

※早期の進路分けを行わず、社会的格差を生みにくい。すべての生徒の才能を発掘するよう奨励

※日本の生徒は、「学力は遺伝的な能力よりも努力によって決まる」と考える。

家庭の社会経済的環境と各教科の成績には高い相関がみられる

⇒指導方法の改善充実 ＆ 家庭の社会経済的格差を縮小する施策が重要

日本は高い習熟度レベルの生徒の割合を増やすことに成功した稀な国だが、上海・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞなどに比べ上位層がまだ薄い ⇒優秀さと平等さを両立させる努力が必要

３．明瞭で野心的な教育基準（学習指導要領）

※高水準の認知的課題を設定し、学年進行に応じて本質的な概念を系統的に学ぶ仕組み

※ただし、教科ごとのシラバスという伝統に立脚

⇒伝統的な教科に基づくアプローチからコンピテンシーに基づくアプローチへと教育過程を転換する

ためのカリキュラム改革が必要

６．日本の強みと今後の教育政策の課題
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４．効果的な指導法と入試の関門

※生徒に深く学ばせることを目的に念入りな授業計画

※生徒の違いを踏まえて個に応じた学習機会を用意。共同学習や問題解決型学習の重視

生徒が学習意欲や関心・自信をOECD平均よりも持ってない

18歳人口の減少により、入試による学習ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞが低下

⇒総合学習の経験を生かし、生徒の関心・意欲の促進、効果的な学習法に対する意識の改善が必要

５．質の高い教員 （TALIS調査参照）

※教員の社会的地位の高さと教員に対する敬意

※専門性を高める研修を重視（初任者研修、10年研修、免許更新講習）

※ 教育実践を継続的に改善するよう、教員の自己改革を促す ⇒授業研究の伝統

教員の多忙化。課外活動や事務に費やす時間が多い。

財政削減や一般財源化の中で研修の充実が困難に （特に旅費）

⇒教職の専門職としての魅力向上（他職種より魅力的な給与、専門家としての自律性 cf.ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ）

⇒適切な人材配置。（大変な学校にはタフな校長、困難な学級には優秀な教員）。多様な職種の配置

⇒効果的な教員評価

６．中央集権と地方分権のバランス

※ 財政は市町村や学校任せにせず、カリキュラムの方針や評価方法について学校に相当の裁量

（国が財政を主導、都道府県が教員の任用、市町村が教科書採択、教員が教室の実践で創意工夫）

⇒国・都道府県・市町村の役割にこれ以上の変更を加えるより、市町村と学校が与えられている責任

を積極的に担えるようにする。これにより迅速な意思決定と自由な行動を重視

⇒学校現場の意見を踏まえた教育支援
22


