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• 南洋理工大学（QS世界大学ランキングで41位、創立50年未満のトップ大学で2位）
の自治的機構

• 教育大学としてのNIEは、2013のQSランキングで世界13位、アジアで1位にランク
されている。
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Singap  re
• 資源が限られた小国
• 人的資源は国の最重要資産
とみなされている

• 教育は、国を造り、国民が21世紀型
コンピテンシーを身につけられるように
するための鍵とみなされている



• 観念的であるより実践的で、
努力と最高水準の卓越性を重視する

• シンガポールは、業績主義、科学、数学、
英語を重要視する教育政策を展開した

Singap  re



概要（EGAO）
• 効率性、有効性、有用性（E）
• 教師の象徴性を育む（G）
• 真の学習：プロフェッショナリズムと
継続学習（A）

• 変化を受け入れる態度（O）



効率性、有効性、有用性



教育は長期的には最も重要な投資であり、
教育の質は以下に影響する：

• 国造り
• 国民の適応能力
• 価値創造
• 価値保全
• イノベーション能力



効率性

• 結果の展望（卒業予定者に望まれる結果等）
• 長期的な見通し
• 持続可能性



• 教育を扱う際の発想の転換
• スマート・ナレッジ（グローバル化、技術、知性
の性質を理解する）

• 不確実性と多義性
• 全体像と分野横断的思考
• 教育の不変条件

21st Century Challenges of Education
有用性



シンガポールの制度の
PAP（P＆P［9つのP］）

• パラダイム（発想）、哲学（信念体系）、
実用性（行動）

• 方針、準備、実践
• 段階、忍耐、根気強さ



• 批判的思考（問題解決）
• 協調的 （共同作業）
• 創造性（柔軟性＆イノベーション）
• コミュニケーション（対人スキル）
• 接続性（プロジェクト管理＆体系的思考）

21st Century Competencies: All the Cs According
Research/Think-Tank Literature 

21世紀型コンピテンシー



初等教育終了時、
生徒は、

中等教育終了時、
生徒は、

大学入学前教育終了時、
生徒は、

善悪を区別することができる 良心を持っている くじけず、毅然としている

分かち合い、他者を優先することを学ん
でいる。

他者に対する配慮や気遣いがある 健全な社会的責任感がある

他者と友情を築くことができる チームで作業し、あらゆる貢献を評価するこ
とができる

他者の気持ちを動かしてやる気にさせる
には何が必要であるか理解している

物事に対する活発な好奇心を持つ 進取的で革新的である 進取の精神や創造性に富む

自分で考え、自分の考えを表現すること
ができる

今後の教育のための幅広い基礎を有する 自主的・創造的に考えることができる

自分の学習等の成果に誇りを持つ 自分の能力を信じている 卓越を目指して努力する

健康的な習慣が培われている 美的感覚を有する 人生に対する情熱を有する

シンガポールを愛している シンガポールを知り、信頼している シンガポールを導くためには何が必要で
あるか理解している

出典：教育省

望まれる結果



21世紀型コンピテンシー・フレームワーク

出典: 教育省



教育政策への影響

• 健全な基礎の上に構築された良いシステム
• ホリスティック教育

–二言語使用の優位性
–幅広くホリスティックな学習
–優秀な教師と学校管理職
–情報通信技術を取り入れたカリキュラム
–保護者との連携



教育政策への影響

• 生徒中心、価値主導
–応用学習プログラム
–人生のための学習プログラム

• 教師教育へのホリスティックなアプローチ
–価値観に基づく教育
–三者連携



NIE/SPCS  © 16

NIE （大学）

教育省 学校

三者連携



シンガポールのシステムとしての実績

• 読解、数学及び科学で上位国にランク
（PISA 2009）

• 数学及び理科で上位国にランク
（TIMSS 2011）

• 読解リテラシーで上位国にランク
（PIRLS 2011）

• 2013年と2014年の国際物理、数学、化学、
生物、情報オリンピックで上位国にランク



数学と科学の重視

シンガポールがバリュー
チェーンを上っていくための
基礎知識と分析能力を
生徒に身につけさせ、

グローバル化する知識基盤型
経済における我が国の
競争優位を維持するため。
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主要結果１: 実生活のよく知らない状況における
知識や技能の活用で好成績

数学的リテラシー能力 読解力 科学的リテラシー能力

Shanghai 613 Shanghai 570 Shanghai 580

Singapore 573 Hong Kong 545 Hong Kong 555

Hong Kong 561 Singapore 542 Singapore 551

Chinese Taipei 560 Japan 538 Japan 547

Korea 554 Korea 536 Finland 545

Macao 538 Finland 524 Estonia 541

Japan 536 Ireland 523 Korea 538

Liechtenstein 535 Chinese Taipei 523 Vietnam 528

Switzerland 531 Canada 523 Poland 526

Netherlands 523 Poland 518 Canada 525

Estonia 521 Estonia 516 Liechtenstein 525

Finland 519 Liechtenstein 516 Germany 524

Canada 518 New Zealand 512 Chinese Taipei 523

OECD平均 494 OECD平均 496 OECD平均 501



• 我が国の好成績は、我が国の生徒について以下のことを
示している：

• しっかりした基礎力を有している

• 実生活の新しい問題の解決に知識や技能を活用することが
得意である

• コンピューターを使いこなしてあまり構造化されていない
データを扱い、工夫して関係を見出すことができる

生徒たちは、21世紀の就業及び生涯学習の課題に対応する
ための優れた基礎力を有している

主要結果１:実生活のよく知らない状況における
知識や技能の活用で好成績
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科学

図表やグラフに示された情報を評価・解釈する

問題名:     虫歯

我が国の生徒たちは、実生活のよく知らない問題の解決に
知識や技能を適用することが得意である

21



Singapore has reduced our share of low performers

• 下位成績者の割合が10％未満に低下した
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主要結果２： 我が国の学力下位の生徒たちの成績の向上



シンガポールの中等教育システムは、異なる進路や
科目を提供して幅広い能力やニーズに応えている。
学問への関心が低い約30％の生徒は、職業・技術的
な科目を選択し、学校は、技術教育研修所や
ポリテクニックと密接な結びつきを構築する。

いくつかの教育改革



Source: Ministry of Education Brochure, 2012



主要結果３: 生徒たちは、その潜在能力を最大限発揮し、
最高地点に達している

• 学力の低い生徒のレベルアップのために、
学力の高い生徒が犠牲になってはいない

• 我が国の生徒のうち上位成績者の割合も、
2009年と比べて大幅に上昇した
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“しっかりとした基礎力、
将来の学び”
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教育は、ただ人々を将来に備えさせる
ものではない。我々の将来を創造する

ものでもあるのだ。



生きるための学習

•全ての中学校は、知識や技能を実世界に応用す
るための応用学習プログラムと、実生活の体験を
通じて人格や価値観を育てる生きるための学習プ
ログラムを策定する

•あらゆる年齢のシンガポール国民により多くの継
続的教育訓練の機会を

生徒中心で、価値主導の
ホリスティックな教育



深い価値観を植え付ける

シンガポールやシンガポールの同胞に
対するコミットメントや価値観を培うための
行動／人格における価値と市民教育

学びのための深い基礎を築く

追加支援を必要とする全ての生徒が
支援を受けられるようにするための
包括的なレベルアップ・プログラム一式

生徒中心で、価値主導の
ホリスティックな教育



幅広く、包含的でホリスティックな教育

•全小学校に能動的学習のためのプログラムを
設け、体育、芸術、音楽をより重視して、
生徒が興味や得意分野を発見し、ホリスティック
（心身一体的）に育つことができるようにする

•拡大PLSE 採点法により、試験が過度に
重視されないようにする

生徒中心で、価値主導の
ホリスティックな教育



教師の象徴性を
育てる





Education minister Heng Swee Keat (centre) greets 100-year-old Mrs Mangalesvary Ambiavagar (left), former 
principal of Raffles Girls' Primary, Bedok Girls' and Balestier Boys' School, during the Ministry of Education dinner to 
honour pioneer educators on 31 July, 2014. -- ST PHOTO: MARK CHEONG



出典：NIE V3SK Model

価値観、技能、知識



TALIS 2013 –主要結果
（シンガポール）

• しっかりとした教員養成によって質の高い指導・学習が
可能になっている

• キャリアの全期間にわたり専門的能力の向上に積極的
に参加し、これを支援する

• よく訓練され活力に満ちた教員たち
• 教師が尊重され、自らの仕事に満足しており、再び
決めることができてもやはり教師となることを選ぶと
いう。



指導部への道

専門家の道

学習指導の道

Differentiated Career Pathways for Teachers



教師に対する支援

TEACHフレームワーク

出典：教育省



教師に対する支援

• 専門的能力開発
–奨学金
–学資ローン
– さらなる勉学のための休暇規定

• 教師のワークアタッチメント（他組織に配属）
• 研修コースや会議
• シンガポール教員アカデミー



人材開発支援

• シンガポール教員アカデミー
• 情報通信技術を取り入れたカリキュラム
• 学術・職能開発

–技術教育研修所
–ポリテクニック



構造を突き破る、資源としての
人間、水準と競争

教師の仕事量
教師の役割

必要条件、採用、
初期教員養成（ITP） 教師の象徴

教師の職業と
コンピテンシー

報酬、給与、手当
教師の専門的
能力開発

教師のリーダーシップと
インスピレーション

学校運営及び査定

成果、説明責任 専門的ケア、
プロアクティブな臨床業務

Development of Quality Teachers



規則

指針

文化





教師ファクター
理解の秘訣

教員養成は、
生涯教育の
種を蒔くこと



真の学習



EPMS

自己評価

コーチングと
メンタリング

実績に即した
評価

リーダーシップ
育成

キャリア開発

Enhanced Performance Management Scheme

EPMSはホリスティックな教員評価ツールである



専門的な学習共同体



変化や多義性を
受け入れる態度



教育とは、

人生を変え、将来を創造するものである。



知識の単なる消費者ではなくクリエイター

学びの単なる伝達者ではなくファシリテーター

学習環境の単なる実施者ではなく設計者

教育の変化の単なる追随者ではなく指導者

We Want You If You Can Be…



不変条件 可変条件

倫理性
人間性
人格

文化を支える
価値観

多重性
統合的
多義性

柔軟な
モルフィズム



下記を行っていては教育において価値は創造されない

• 時代遅れとなる内容や手順を
教える

• 異なる状況に十分活用することの
できないスキルを伝える

• 実生活へと広がる学習に影響を
与えない学習プロセスを用いる

• 意欲や自主性を後押ししない
学習環境を用いる



教育における発想転換の課題

ハードウェア
構造
産業モデル

知性



• 人間の知性の発達とは、問題解決を
学習することである。

• 現実世界における問題解決には、複数の
知識獲得・学習方法が関わる。

• 問題解決のために活用できる知識
–個人内部、
–人の集団、そして
–環境の知を利用する

Education in the 21st Century



習慣 新規性

記憶
模倣

モデリング

パターン形成
システム

全体像マトリクス
（多重的＆統合的）

多義性

探究
問題ベース

National Science Foundation

ワシントンD.C.での
特別講演

アジア脳

アメリカ脳



もっと“I”を
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• 想像力（Imagination）
• イマージョン（Immersion）
• 探究（Inquiry）
• 観察による洞察（Insights）
• 独創性（Inventiveness）
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21世紀型の学習者は、21世紀型の教師を必要とする

生徒 – 21世紀 教育省及び学校
イニシアティブ

21世紀型の教師は、21世紀型の教員養成者を必要とする

研究:
NIE及び国際的 教員養成の

ベストプラクティス

Programme Review and Enhancement



内容と実際の文脈

• 「文脈に当てはめる」を強化する
• 「文脈に当てはめる」が必要
• 文脈に当てはめる –現実世界との関連性
• 文脈に当てはめる –適切な応用
• 文脈に当てはめる –優れた接続性



秘訣
• 複数の分野に触れること
• 複数の視点をもつこと
• 複数の知識獲得方法



私たちは、新たな目で世界を見る
ことを学ばなければならない

- アルベルト・アインシュタイン



変化する教師の役割

生徒
講師
（知識の源）

ファシリテーター プロセス、
経験則

優れた教授法

関与

技術
知識管理 & 
環境

媒介者
設計者



教育のレバレッジ・ポイント

• 習慣の発見
• 新規性の発見
• 不変条件の発見
• 習慣の新たな力と新規性



• 自発的で現実世界に根差した学習
• 技術の力
• 学習のための、学習としての評価
• 理論と実践のリンク
• 目的をもった熟考
• eポートフォリオの指導と学習
• 実習モデルの強化とメンター制度
• 物的なインフラの変容

教育と評価の変化



“同じことを繰り返しながら
結果が異なることを望むことほど

確かな狂気の徴候はない”   

アルベルト・アインシュタイン



私には夢がある…
私には夢がある
歌うべき歌がある
あらゆることに立ち向かえるように
教師の役割のすばらしさがわかれば
未来を手に入れられる
学習曲線がどうあろうと
私たちは教師を信じる
全てのものには何かしら善がある
私たちは教師を信じる
そして私たちは人間性をもたらす
私たちは川を渡る –私たちには夢が
ある

私には夢がある
見るべき希望がある
現実をくぐり抜けていけるように
それは目的があるから価値がある
私たちの未来の子供たち
役割を果たそうと立ち上がる若者
私たちは教師を信じる
全てのものには何かしら善がある
私たちは教師を信じる
そして私たちは人間性をもたらす
私たちは川を渡る –私たちには夢が
ある



導き、気にかけ、意欲をかき立てる
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