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　国立教育政策研究所では，諸外国の教育改革の最前線で活躍する専門家を招き，各国の経験から学び，我が国の教

育改革に活かすことを目的として，平成13年度より教育改革国際シンポジウムを開催しています。平成26年度は「国

際比較から見る今後の教育・教員政策とは―PISA・TALIS調査が与えた影響―」をテーマに，平成26年11月に東京

で開催しました。

　OECD生徒の学習到達度調査（PISA）は，15歳の生徒がそれまでに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ろうとするものです。これまで2000年から５回にわたり実施され，

その結果や調査手法が，各国のカリキュラムや教育制度，調査・研究に大きな影響を与えてきました。

　また，2014年６月には日本が初めて参加したOECD国際教員指導環境調査（TALIS）の結果が公表されました。こ

の調査では，教員の研修や指導実践の状況，勤務時間，教員の信念などといった項目について，貴重なデータが得ら

れ，各国の教員政策への大きな示唆となると考えられます。

　今回のシンポジウムは，このような国際調査や国際比較を通じて，各国でこれまでの教育・教員政策がどのように

行われてきたか，また，最新のPISA・TALIS調査の結果分析を踏まえ，21世紀に必要とされる能力と教員の役割をど

のように考えるのか，教育内容や方法の改善のための取組，教員の研修等の環境や指導体制，今後の学校の在り方な

ど，今後の教育・教員政策の在り方について検討することを目的に開催いたしました。

　シンポジウムでは，OECDによる分析や，日本の現状と課題に関する基調講演の後，フィンランド，シンガポール，

韓国，中国のパネリストからの発表を踏まえたパネル・ディスカッションが行われました。各国での分析や取組事例

も多く紹介され，我が国の教育改革に向けた様々な議論や取組に示唆を与える良い機会となりました。

　本書は，シンポジウムの内容をまとめたものです。本書によりその内容が更に多くの方々に広がり，教育に携わる

全ての関係者に御活用いただければ幸いです。

　平成27年３月

国立教育政策研究所長

大　槻　達　也

は し が き
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開会挨拶

　こんにちは。国立教育政策研究所平成26年度教育改革国際シンポジウム開催に当たり主催者を代表して御挨拶を

申し上げたいと思います。このシンポジウムは諸外国の教育改革・研究の最前線で活躍されている専門家の方々をお

招きし，各国の経験から学び，我が国の教育改革の実践に生かしていくことを目的として平成13年度2001年から開

催しています。

　本年度は「国際比較から見る今後の教育・教員政策とは」ということでPISA・TALIS調査が与えた影響をテーマと

しました。今回のテーマに興味・関心を抱いていただき，各国多数の在京の大使館の皆様を始めとして，教育委員会，

学校関係者などを含めまして500名近くの御登録を頂いています。誠にありがとうございます。

　御存じのとおり，OECD生徒の学習到達度調査（PISA）は，15歳の生徒がそれまでに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図ろうとするものです。これまで2000年の第１回か

ら５回にわたり実施されています。日本は延べ840校の校長・先生方の御協力のもと，約２万8400人の生徒の皆さ

んの参加・協力により調査を実施しているところです。

　この間の経年変化等を見ることにより調査参加国の長所や課題がどこにあるかを分析することも可能になってお

り，その結果が調査手法や各国のカリキュラムや教育制度，調査・研究に大きな影響を与えています。

　また，本年６月には日本が初めて参加したOECD国際教員指導環境調査（TALIS）の結果が公表されましたが，世

界から34か国・地域が参加し，日本では中学校及び中等教育学校全課程の192校3700名余りの先生方に質問紙への

回答を頂きました。教育の質は教員の質により決まるともいわれていますが，教員政策は教育改革の中でも最も重要

なテーマの一つとして取り扱われています。

　今回の調査では教員の研修や，指導実践の状況，勤務時間，教員の信念などといった項目について貴重なデータが

得られました。日本の長所や課題も明らかとなったところです。このような国際的な協力関係のもとにおいて行われ

ている大規模調査は，様々な最新の研究手法・調査手法について各国で共有するとともに，国際比較を通じて教育政

策を実証的に分析し，教育政策の方向性を検討することのできる貴重な機会となっています。

　これらの調査の主旨を御理解いただき，多大なる御協力のもとで教育委員会・学校関係者の皆様に御参加いただい

ていることに改めてお礼を申し上げたいと思います。私ども，国立教育政策研究所はPISAやTALISの国内の調査の実

施のための事務局の役割を果たし，各学校への連絡調整，結果の集計・分析，国内報告書の作成などを行ってまいり

ました。また，国際調査コンソーシアムの一員として調査の発展に寄与しています。

　さて，こうしたPISAやTALISなどの国際調査は我が国の初等・中等教育政策や学校での実践にとって極めて重要な

示唆を含んでいます。日本では御承知のとおり，少子高齢化の進展や，地域社会，家族の変容などの影響を受け，学

校教育の現場で様々な課題が生じています。

　また，国際的にもグローバル化やイノベーションなどが進み，知識基盤社会をけん引する人材を養成することが求

められており，その一方で厳しい財政状況の中で教育政策への投資に対しては，その効果や有効性をより実証的に説

明していくことが求められるようになってまいりました。

　さらに，児童・生徒の学力や学習到達度に対して社会的に大きな関心が寄せられており，当研究所としても文部科

開会挨拶

（国立教育政策研究所長）

  大 槻   達 也
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開会挨拶

学省や国際機関とも連携しながら，こうした国民や社会からの教育への期待や要望に対して応えていく必要があると

考えています。

　こうした状況の中で国際調査や国際比較を通じて各国で，これまでの教育・教員政策が，どのように行われてきた

か。また，最新のPISA・TALIS調査の結果を踏まえ21世紀に必要とされる能力と教員の役割をどのように考えるのか，

教育内容や方法の改善のための取組，教員の研修等の環境や指導体制，今後の学校の在り方など，今後の教員・教育

政策の在り方について検討を行うことは極めて重要なテーマです。

　今回のシンポジウムでは国内外から６名の先生方をお招きしています。各先生には御多忙の中，本シンポジウムへ

の御出席を賜り心からお礼を申し上げます。

　まず，第１部基調講演は２名の方にお願いしていますが，はじめにPISAやTALIS調査の調査・設計の企画段階から

分析までの総責任者であり，各国の協力の現状にも詳しいアンドレアス・シュライヒャーOECD教育スキル局長より

効果的な学習・指導を形作る最適な方法について，調査結果や国際比較の分析から得られた知見を御講演いただき

ます。

　続きまして長く文部科学省の行政官として教育政策の企画立案に携わってこられ，この３月まで当研究所の所長を

務めておられ，その間PISAやTALISなどの国際調査の日本での実施や，全国学力・学習状況調査の実施を指揮してこ

られた尾﨑春樹学校法人目白学園専務理事より日本の教育・教員政策の現状と課題について御講演いただきます。

　第２部のパネルディスカッションでは，数学教育が御専門で本研究所でもPISAやTIMSSの調査の実施や分析に携

わってこられた長崎栄三元静岡大学教授にコーディネーターとしての役割を担っていただきます。まず，前半ではフィ

ンランド，シンガポール，韓国，中国から各国の教育・教員政策を御発表いただきます。

　フィンランドの事例はユヴァスキュラ大学教育研究所の教授であり，長年PISA調査の国内プロジェクトマネー

ジャーを務められ，OECDやEUの専門家グループの委員も歴任されてこられた，ヨウニ・ヴァリヤルヴィ教授に御紹

介いただきます。

　シンガポールの事例は，シンガポール国立教育研究所長であり，課題解決型学習や教師教育などを御専門にされ革

新的な取組をされている，ウン・セン・タン教授に御紹介いただきます。

　韓国の事例は，韓国教育開発院初等中等教育研究部長であり，教育政策分析や初等中等教育を御専門にされている

リュ・バンラン氏にお願いします。

　中国の事例は，中国教育科学研究院国際センター長であり，教育政策や教育社会論などが御専門で，国際機関とも

連携した研究をされているワン・イェン氏に御紹介いただきます。

　後半では各国の専門家からの御発表をもとに本日御登壇の皆様により今回のシンポジウムのテーマである「国際比

較から見る今後の教育・教員政策とは-PISA・TALISが与えた影響-」について，更に議論を深めていただきたいと思

います。

　PISA調査は来年度第６回目の本調査を迎えます。この本調査からコンピュータ型使用調査へと完全に移行する予

定となっています。また，TALIS調査は５年後の次回調査に向けて今後具体的な検討が行われます。これらの調査の

さらなる発展のためにも調査参加国がその結果をしっかりと分析理解し，調査結果と政策や，教育実践を結び付けて

いくことが求められます。

　日本国内では，国においても，教育委員会や学校においても，教育改革に向けた様々な議論や取組が行われており，

本シンポジウムから得られる示唆は極めて大きいと思います。本シンポジウムが子供たちの学びをより豊かなものと

し，学校や教員を取り巻く環境の改善に大いに寄与することを期待し，主催者としての御挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。



第１部　講演

基調講演１

　アンドレアス・シュライヒャー＊

　（経済協力開発機構（OECD）教育・スキル局長）

　「効果的な学習・指導を形作る最適な方法とは？」

基調講演２

　尾 﨑   春 樹
　（学校法人 目白学園専務理事（国立教育政策研究所前所長））

　「PISA・TALIS調査から見る日本の教育・教員政策の現状と課題」

●＊・印が付いている講演者は，当日英語で講演を行っており，本原稿は仮訳です。

●報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えていることがあります。

●所属団体，職名は2014年11月17日現在のものです。

●講演者の発表スライドは，国立教育政策研究所のウェブサイトにて御覧いただけます。
　http://www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/i_sympo26/index.html
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第１部　講演

　皆さん，こんにちは。まず，私の方から国立教育政策研究所の皆様に，このシンポジウムの開催に感謝申し上げま

す。また，特に日本の学校長の皆様方，教員の皆様方，生徒の皆様方，貴重な時間を割いて，PISA・TALIS国際調査

に御参画いただきましたことにお礼申し上げます。

　このような調査が非常に大きな影響を近年もたらした分野を挙げるとするならば，それは明らかに，世界で日本の

教育への関心が高まったということです。どのようにして日本は，成績の向上と教育機会の均等化に成功したのか。

非常に関心が高まっています。しかし，世界は急速に変化しています。その中で見えてきたのは，教えやすいもの，

テストしやすいもの，こういった分野はデジタル化，自動化，外注化をしやすい分野であるということです。

　日本の労働市場を見てみますと，非常に興味深いトレンドを見て取ることができます。分析作業，非単純分析作業

が増えていることがわかります。教わったことの再現ではなくて，自分が知っている知識を使ってクリエイティブに

いろいろな状況に対応する能力です。これは，他の多くの国にも見られるトレンドです。ある意味，近代社会におい

てはもはや，知識があるからといって報酬はもらえないのです。Googleが何でも教えてくれます。今では，自分が知っ

ていることだけではなく，知っていることで何ができるかが求められ，それが大きな違いを生み出します。

　更に急激に上がっているのは社会的技能，つまり他の人と協力したり，競争したり，つながったりする能力です。

こういった技能が強く求められるようになりました。その一方で，いわゆる単純的な認知作業が，その要望が少なく

なっています。学習して暗記して，その知識が役に立つのかどうかということです。そして，単純作業の需要は減っ

てきています。日本でもロボットが産業で導入されてきました。機械化が進んだということです。労働の需要のトレ

ンドが大きく変わっているということです。

　最近，私たちが行った，これはPISAでもTALISでもないのですが，第三の調査があります。これは成人労働者の技

能をテストしたものです。そこで成人が，つまり労働力がテクノロジーを使える環境でどのように問題を解決するか

ということです。

　デジタル環境における基本的問題解決能力の割合はこのようになっています。そして緑の部分は，高度な技能を必

要とする問題解決能力です。国によってかなり差はありますが，全体的に見ると，およそ成人の３分の１しか，こう

いった問題解決能力，近代のテクノロジー環境で必要とされる問題解決能力を持ち合わせていないことがわかります。

３分の１しかデジタル経済に対する準備ができていないということです。古い世代がテクノロジーについていけてい

ないだけの問題かもしれません。しかし，確かに若い世代では結果は良いのですが，大きな差があるわけではありま

せん。韓国などでは，全体と若い人の差は大きいですが，ただ韓国より上にある国を見るとアメリカがありますが，

基本的にはそんなに差があるわけではありません。若い世代が社会に出るときに，全体の人口，あるいは高齢者と比

べて，労働力としてより準備ができているかというと，そうではありません。

　なぜこれを取り上げるかと言うと，労働需要の進化から，重要なトレンドがわかるからです。基本的な問題解決能

力しか持ち合わせていない人の雇用は，まさに先ほど述べた理由から減少傾向にあることがわかるのです。コンピュー

タがどんどん導入された，機械化が進んだ結果，このような仕事が消えていっているのです。その一方で下位レベル

の問題解決能力を持っている人の雇用も一定です。日本経済でも他の経済国でも様々な職業がまだあります。高度な

基調講演１

効果的な学習・指導を
形作る最適な方法とは？

経済協力開発機構（OECD）教育・スキル局長

  アンドレアス・シュライヒャー
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スキルがなくても職につくことができます。しかし，今，雇用機会が本当に増えている分野は，いわゆる高い問題解

決能力を要する仕事です。つまり，私たちの経済の将来がこういった方向に進化しているということです。なぜ，私

たちが21世紀型のスキルを強化することが重要かということを示しています。社会がそういった技能を高く評価し

ています。

　人が成功する上で，最も重要とされる技能はどういったものでしょうか。日本で聞いてみると，１番最初に出てく

るのは，新しいアイディアを生み出すことです。自分自身のアイディアです。他人のアイディアを使うのではありま

せん。そして，定着している既存のやり方を疑う気持ち。あるいは，アイディアを提示すること。アイディアや意見

を主張すること。そして，問題を見いだして実践する，自分の意見を主張するということです。こういった技能が今

後更に重要になることが示唆されています。

　そういった技能が必要なのであれば，どのようにその技能を私たちは育てていくのでしょうか。ここからはTALIS

の問題です。私たちは教員に尋ねました。例えば，様々な21世紀型の技能の側面についてどのように思いますか，

その教授法についてどのように感じていますかと聞くと，ほとんどの国と同じように日本においても多くの教員が，

教師の役割は生徒の自らの探求を手助けすることにあると答えています。何かを教えるのではなく，自ら探求するこ

とを手助けするということです。

　また，実際的な問題について，先生が答えを教える前に自ら考える機会を与えるべきだといっています。日本では

10人のうち９人の教員がそういっています。他の国でも同じような結果が見られます。国によって多少の差はあり

ますが，そんなに大きな差ではありません。

　ここからわかるのは，ほとんどの教員がほぼどの国においても21世紀型の教授法はどんな方法であるべきかを十

分に理解しているということではないでしょうか。これはTALISの調査で明らかになった興味深い結果です。どうやっ

て教えたらいいかについては十分な認識があるということなのです。しかし，教室でそれを実践しているかというと，

全くその様相は変わってきます。様々な側面において，日本だけでなくOECD諸国でも。

　グループ作業での学習を例に取ってみましょう。社会的な技能を育てるためには生徒が協力して解決する練習が必

要になります。日本ですと，頻度としては，３分の１ぐらいの状況でしかそれは起こっていないことがわかります。

他の何か国かを見てみると，もう少し頻度が高いようですが，一般的に，グループベースの協調型・問題解決が，教

師の意識が強いにもかかわらず，はっきりそれが実践には出ていません。

　あるいは長期間かかるプロジェクトに生徒が携わることについても，深い学びには長期にわたって教師と生徒が協

調することが求められるわけですが，日本でも他の国でも余り見られる状況ではありません。これはどういったこと

を伝えているのでしょうか。「何が重要か」と教師に尋ねると，大体先ほどお見せしたスキルの需要の表が示す結果

と同様の答えが返ってきます。しかし，実際にやっていることを尋ねると，実際に行っている内容とやりたいと思う

ことの間に大きな差があるようです。ですから，この疑問に対する答えは，単に，教師教育を改善しようというもの

ではありません。教授法はわかっているわけですから，どうやったらそれが実施できるか。その作業環境あるいは指

導環境をより良いものにし，教師が大事だと思うことを実践できるような環境を提供するということです。

　PISA調査の結果の御紹介をしていきたいと思います。まずは各国の国際比較でどのようなランキングになってい

るか御興味のあるところだと思います。これは数学的リテラシーですが，かなり差があります。多くの国，日本を含

めて緑のエリアにあるということは非常に良い成績をあげています。

　黄色はまあまあというところです。赤い範囲は成績が余り芳しくなかったところです。これは国際比較の一部です

が，もちろんそれ以外にも，では教育機会の均衡はどうか，あらゆる社会的背景を持つ生徒たちがその才能を生かす

ことに，教育制度はどの程度成功しているか。そこで，もう一つの側面を加えてみました。一部の国々では，社会的

背景が学習成果に与えるインパクトが非常に強いということがわかります。他の国々では，もっと公平に分布してい

ることがわかります。だれでも，家庭の状況に関係なく，良い成績を出し，生徒には成功してもらいたいものです。

社会的格差は誰も望みません。

　そして，成績を犠牲にして格差をなくすとか格差の代償を払って成績を上げるのかという議論があるわけです。日

本は一つ目立った事例として挙げることができます。他の国も幾つかありますが，様々な社会経済的背景の生徒が成

功している。どこに住んでいても才能を生かすことができる，生徒の才能を社会経済的な地位にかかわらず生かして

います。全ての国でそんなことができるわけではありません。日本の強みの一つとして挙げることができると思い
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ます。

　もう一つ，この分析の中の一つの側面に金銭的問題があります。大槻所長が先ほどおっしゃいました。厳しい財政

状況，なかなか教育にリソースを使えないと。国の将来への投資ほど約束された投資はありません。将来の技能に投

資をすることほど良い投資はないのです。その議論を展開することは簡単です。

　この表は，教育費用と学習効果の関係を示しています。余り明確ではないかもしれません。もし，お金が学校シス

テムの質の全てを表しているのであれば，大きな丸は全て上の方にあり，小さな丸は全て下の方にあるはずです。例

えばルクセンブルクは，教育費用が最も高い国です。しかし，たくさん投資をしているのに成績はそれほど良くあり

ません。お金は重要な要素ではありますが，成績を保障するものではありません。実際に，財源を賢く使っている国

を見てみると，やはり指導や教育の質を重視していることがわかります。

　最後のポイントは，「変化」です。政治的にいろいろな変革がありました。文化的なコンテクストのために余り変

革は実現できないと言う人もいます。しかし，毎年毎年何も変わらないかというとそうではありません。上海，中国

は随分上がりました。シンガポールもそうです。良いレベルからグレートに上がりました。そして，下の方にあるト

ルコが上昇し，社会経済的格差を狭めました。ドイツは成績を上げて社会的格差も減らしました。イタリアも上がっ

ています。ポーランドも非常に感銘を受ける成績となりました。あるいは，ポルトガルもそうです。このように大き

な変革が見て取れます。PISA調査を何年も受けてきた国の間で，大きな動きが見て取れます。

　日本は興味深いケースで，全体のトレンドを見ると，成績はそれほど大きく変わっていません。近年少し上がって

きましたが，表面的にはさほど変化はありません。しかし，深く掘り下げてみると，その背後にあるものを見ると，

非常に興味深い変化が見られます。成績のパターンに変化が見られます。PISAでは，読解力と数学的リテラシーの

二つの側面を見ます。一つは，生徒が知識を再構築する力，多肢選択問題に回答する力。もう一つは，知識をどうやっ

てつくるか。自分自身でどのように自由記述の中で答えを書くかも調べています。OECDの分野で見ていくと，自由

記述・知識の構築においては少し増えています。クリエイティブなスキル，創造力においても少し伸びています。こ

れがOECDの平均です。21世紀型の技能に少し近づいたところです。

　日本はどうかというと異常に顕著な改善が見られます。日本において，知識の創出，問題解決の技能が大幅に上がっ

ています。大きな変革です。日本の全体の成績はほぼ変わらないのに，この技能の分野が大きく変わっています。非

常に良い方向に変わってきた，21世紀型のスキルに近い状態になってきました。内容をただ丸覚えするだけではなく，

より創造的な技能に重点が置かれるようになっています。このようにPISAは，全体の総合得点だけではなく，実際

に背後で何が起こっているか，どんな変化があるか，明らかにすることができます。

　もう一つ取り上げたいのは，生徒の「克服」についてです。様々な状況，社会的な背景の中で成功するためには，

困難を乗り越えるレジリエンスが必要です。こちらのチャートを見ると，これは社会的背景を順位ごとにPISAの成

績を照らし合わせたものです。メキシコでは，赤い点で示される貧しい家庭の子供たちは，裕福な家庭の子供たちよ

りも著しく成績が良くありません。チリではそれがもっとはっきりしています。厳しい社会状況では，やはり成績が

悪くなってしまいます。メキシコで同じ状況に置かれている場合よりもひどい成績になります。公共政策において，

このような不利な子供たちに政策を打つことができるわけです。

　いろいろな国を見ると，どれくらいの格差があるかを見て取ることができます。教育制度の才能を生かす能力も国

によって異なることがわかります。例えば上海においては不利な家庭の子供たちの10%がアメリカの裕福な子供たち

よりも良い成績を挙げています。日本も非常にうまくいっています。不利な状況にいる子供たちの才能をうまく生か

すことができています。私たちの教育制度によって大きな貢献をすることができる。機会の均等を行い，社会的に不

利な子供たちにもより良い教育を受ける機会を与えることができます。

　ここからどんな教訓を得ることができるでしょうか。日本のような優れた教育制度の中から，何を学ぶことができ

るでしょうか。政策への影響の大きいものから順番に並べたいと思います。ただ，改革にかかる実際の政治経済的な

コストにも留意したいと思います。誰でも，容易なこと，大事なことをやりたがるものです。すぐに手に入るものを

求めます。重要性の低いものやコストがかかることに，お金を費やしたくはありません。しかし，教育改革など，常

に重要なのは実現困難だけれども非常に重要な分野の実践を行うことが重要です。もちろん，安価にできる政策につ

いても行うことが重要です。この図の中で様々なパターンを見ることができます。各国間のパターンを一つずつ見た

いと思います。
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　まず，最初に見られるのは，成績の良い国は教育に対して深いコミットメントがあります。そして，学生は自分自

身で学ぶことができる，学力向上ができるという信念があります。数学で良い成績を取るためには何が重要か聞いて

みると多くの子供が，アメリカ，ヨーロッパにおいてはこう答えます。才能の問題だよと，数学の才能がなければ別

の教科を勉強した方がいいのではないかと答えます。しかし，上海のデータを見ると10人のうち９人の子供たちは

違う考え方をしています。頑張れば，一生懸命勉強すれば，先生が助けてくれるからきちんと数学もできるようにな

るという答えが返ってきます。子供たちの中に，学習する努力をすることにより成功できるという強い信念がありま

す。教育制度は苦痛であるという考えとは反対です。

　各国を見ると，成績の良い国の多くは，典型的に非常に高く野心的な標準をかかえていて，余り成績の良くなかっ

た国の教育で行われているような生徒の能力別クラス分けをしていません。幾つかのデータをお見せしましょう。一

つの軸にはPISA調査の生徒の成績，これが縦軸です。横軸はインデックス指標なのですが，難しい問題も乗り越え

られるという生徒の信念を測る指標です。自分で解決できないような問題に直面したとき，その状況を変えようとす

る自信があるかどうかです。

　これは重要な国内における生徒の成功の予測要素となります。各国間にも重要な関係があることも見て取ることが

できます。日本は非常に興味深い例外の一つです。韓国もそうです。この二つの国は，成績が非常に良いのに自信が

ない。自分の数学能力・問題解決能力に自信がないという結果が出ています。中には，これはアジアの典型的な特徴

なのではないかと言う人がいます。アジアではどこでも同様の傾向があるかというと，実はそうではないのです。シ

ンガポールや上海を見ると，この二つの地域においては成績が良い上，高い自己効力感を持っていることがわかりま

す。

　なぜ，このPISAでは自己効力感を重視するかというと，実生活では，これが非常に重要な一つの特性となるから

です。世界は非常に速いスピードで変化しており，これまでに見たことのないような問題に対応する能力や，そのよ

うな問題に対応しようという意欲が重要な結果をもたらすことになります。既に成績が日本は良いのですが，もっと

多くの子供たちが自分の能力に自信を持てるような方向に進む必要があるということです。それが日本の課題となり

ます。そして幾つかの国の共通の課題です。

　なぜ，こんな違いが出てくるのかですが，まず男女差，自己効力という点では非常に重要な側面となります。日本

をはじめ，どの国においても，通常，難しい数学の問題を解決できると思う自己効力感は男の子の方が高くなってい

ます。男子の方が女子よりも数学の成績が良いからだと思うかもしれません。この表では，それも考慮しました。も

し調整していなければ，この男女間のギャップは，もっと大きくなっていたでしょう。つまり，私たちの教育制度は

男子に対して与えている自信を女子に対しては十分与えてこられていないことがいえます。そういった自己効力感・

自信も，やはり成績に影響してきます。日本は良い例でしょう。他の国も同じような傾向が見られます。もし学校，

教員が同じレベルの自己効力感を，男女ともに提供できれば，数学の成績に男女差はなくなるはずです。このような

信念は重要です。

　科学についても同じことがいえます。PISAにおいては女子も男子も科学的リテラシーでは同じような成績を挙げ

ています。男女差はそれほど大きくありません。しかし，なぜ理工系に進む女子が少ないのか，そういった職業に就

く女子が少ないのか。これは成績では予測できないのですが，自己信念という側面から指標を見ると，女子の方がそ

ういったチャンスをうまく捉えることができないことが見てきます。このような側面を強調することが重要です。そ

して，教育制度がもっと良い仕事ができるであろう分野と言うことができます。

　15歳の生徒の，「数学を今後自分の人生で使いたい」と答えた人の割合を見ると，女子と男子の間で差があること

がわかります。国によっても少し差はありますが男女差があるということです。ここにも，教育制度によって改善で

きることがたくさんあるわけです。

　これをまとめると，基本的に，成功することは，学習を中心に据え，やる気と責任感を奨励することと関係が深い

ことがわかります。個々の生徒の違いに敏感に注意を払うことが必要です。それぞれが違う学び方をすることを理解

することです。ちなみに，私たちの調査では，クラスサイズは関係がないことがわかっています。国によって，学習

がとても大きなクラスの中で行われていて，個別指導化されているところもあれば，比較的小さなクラスでも余り個

別指導が行われていないところもあります。継続的なフィードバックを提供することが重要です。毎日どんな達成が

得られたか，そして何を改善できるかをフィードバックしてあげるということです。これは教師に対しても行う必要
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があります。また，高い水準を生徒に求めることです。PISAの結果でも出ているように，アジアの教育制度の強みは，

あらゆる社会経済的背景の子供に対しても高い期待があるということです。これは，今後の成功を予測する上で，非

常に重要な要素となるわけです。これがこの部分から得られる私たちの教訓です。

　次に進みます。明確で野心的教育目標を持つこと，それを教育制度の中で共有し，合否判定試験に関連付けること。

日本のような国では，多くの人が試験は大変だ，厳しいと不満を口にしています。人を試験勉強に執着させていると

いいます。そういった試験は生徒の成功の良い予測要因になります。何が重要か，明確な道しるべを国がもち，先生

も，生徒も親も，何が重要かを理解していれば，良い成果が出るものです。

　最も難しいのはこの左側に挙げていますように，教育現場の力量をどのように育てるかです。どのように魅力的な

先生を保持することができるか，先生が働きやすい環境をいかに提供することができるか，その潜在能力をいかに発

揮させることができるか，指導のリーダーシップや人材開発をどうするか。他の仕事でも同じですが，教えるという

職業をいかに魅力的な仕事にすることにできるか。知的で魅力的な仕事にするか。これが重要な変数となっています。

　幾つかデータを御紹介していきましょう。TALIS調査の中で教師に対して聞いています。すなわち，教職が社会的

にどの程度評価されていると思うかを聞いてみました。マレーシア，シンガポール，韓国，アブダビ（アラブ首長国

連邦）であればフィンランドでもそうですが，50〜80%の教員が教職は社会に高く評価されていると答えているの

です。日本はどうでしょうか。大体３分の１です。そして，フランスはどうでしょう。私の子供たちはフランスの学

校に行っていますが，100人中の５人しか社会的に評価されていると考えていないのです。これは本当に大きな問題

になっています。社会が教育に対して置く価値，そして教員に置く価値は，我々の社会の資産として最も重要だから

です。

　もしかしたら，これらは教員が不満をいっているだけで実態を映していないというかもしれません。しかし，PISA

調査と比べて見ましょう。水平軸の方は教職が社会的に高く評価されているか，相対価値です。そして成績を縦軸に

とっています。そうすると相関しているのがわかります。どうしてこういう相関関係になるのか原因はわかりません。

教員が社会の中で評価されると，やはり優秀な人たちが引きつけられて教員の質が高くなり，そして成績がよくなる

のかもしれません。逆かもしれません。すなわち，教員が良い仕事をするので，やはり社会が評価をするからという

ことなのかもしれません。どちらが先に来るのかわかりません。しかし，社会が教育をどれほど重要視しているか，

そして教師をそれほど重要視しているのかが結果の予測因子になるのです。多くの国で，そして日本でも，やはり改

善が必要なことを示唆しています。

　では，教師たちはどうやって学んでいるのでしょうか。一つ私たちが調査したのが，教員がどのように協力し合っ

ているか，協働作業をしているかということです。日本とOECD平均です。左側を御覧ください。日本ではインフォー

マルな交流，意見交換とか調整はよく行われています。インフォーマルな形，非公式な形で協力をして意見交換をし

てうまくいっています。多くの国でもそうです。ところが右側ですが，非常に深いレベルの専門的な協働，すなわち

専門職として能力を高めるための協働は少ないのです。

　例えば，チームティーチングは，他の国々よりも日本が得意とする分野です。しかし，その一方で職業能力開発で

の協働といったような要素ではどうでしょうか。このデータによればそれほど日本では行われていないということで

す。イスラエル，シンガポール，オーストラリア，あるいはアブダビ（アラブ首長国連邦）などを見ていただくと，

より典型的にそれらの国々では行われているという結果です。しかし全体にわたり，これでわかるのは，教育の中で，

教員がお互いにインフォーマルな形で協力することはよく行われているものの，より深いレベルの専門的な連携はま

だ十分には行われていません。こういった分野では改善できるということです。

　なぜこれが重要かというと，一つは，より頻繁に教員がこういった専門的な協力や協働に参加していると報告して

いればいるほど，自己効力感が高まっていることがわかっています。また，仕事へのやりがいを感じているというこ

とです。協働文化の中で職業的自律性が高いとその職場環境への満足度も高いと彼らはいっているのです。これは重

要なことです。

　また，先生たちにこう聞きました。職能開発でニーズが最も高い分野はどこですか。どこで自分の能力を高めたい

かを聞いたのです。とても興味深いデータです。これが平均です。しかし，これを細かく見ると，例えば，「特別な

支援を要する生徒への指導」，これは教員にとってとても重要です。こういった能力を高めたいといっています。あ

るいは「指導のためのIT技能」を高めたい，そして「職場の新しいテクノロジー」，そういったものがとても重要だ
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といっている，そこの能力を高めたいといっています。ただ，国によってバラつきがあるのです。

　日本と韓国は，ナンバーワンとナンバーツーです。多様な生徒に対応する能力を高めることが必要と回答する先生

が多いのです。日本，韓国の教員は実はうまくできているわけです。PISAの成績もとてもいいわけです。そして社

会的なバックグラウンドとは独立してそういった成績は良くなっています。しかし，先生たちはもっと能力を身に付

けたいと言っています。とてもプラスの側面です。

　その一方でイギリスとベルギー，これはすばらしい教育制度とは言えません。しかし，教員は更に職能開発が必要

だと思っていないわけです。ですから，日本の先生たちは自分たちの職能開発により注力したいといっているのは，

やはり日本の教育制度にとって大きな資産・財産だと思います。

　また，「指導法に関する能力」，韓国は１位，イギリスは回答の割合が最下位でした。指導法に関する能力に関して

はどの先生ももっと改善ができると思うのです。韓国ではかなりの割合の先生たちがそのようにいっています。イギ

リスの方はゼロに近いわけです。

　また，「カリキュラムの知識」にも同じようなパターンが見られます。韓国と日本では高いわけです。ところがス

ペインでは，私は既に必要な知識を全部持っているから改善は必要ないという答えです。この結果から得られる示唆

は，教育能力についてではありません。回答の割合が高ければ能力が低いということではないのです。しかし，この

結果からわかるのはどれほど意欲があるかということです。自分たちの能力を高める意欲はどれくらいあるかという

ことです。日本，そしてその他の国もそうですが，非常にそういった強みを持っていると思います。

　教員たちが職能開発をしたい場合にどういう参加障壁があるでしょうか。そういったことも問いました。日本では

時間のプレッシャーがあると，余りにもスケジュールが合わない，仕事が忙しすぎるといっています。OECDの地域

で教師に対して日本ほど負担の大きい国はないと思います。それを改善する余地があるということです。しかし，興

味深いそれ以外のデータもあります。例えば，先生たちはよくこう考えています。すなわち，自分たちの雇用者であ

る学校は適切にこういった職能開発を奨励してくれない。こういった意味では公共政策でより多くの機会を提供する

ことが重要だと思います。なぜ重要かというと，TALIS調査の結果によると，職能開発は一般的により良い指導につ

ながることがわかっているからです。また，職能開発はコストが高く難しいものです。

　しかし，こういった教授指導の能力をつけるためには教員のフィードバックがとても重要です。自分以外の人たち

から意見をもらうことがとても有益なのです。直接授業観察の後のフィードバックです。ブルガリア，ポーランドで

は，校長が教室にやってきて，授業を見学しいろいろ意見をくれるということが珍しくありません。日本でもそうで

す。ほとんど半分のケースでは校長などがそういうことをやっています。フランス，スペイン，オーストラリア，ア

イスランドでは，ほとんどそれは行われていないということです。教員はフィードバックを得られていないのです。

同僚や校長から得られていないということです。また，学校の管理運営者もそうです。自分以外の教員からのフィー

ドバックもとても重要です。フィードバックはいろんなところから得ることができます。ほとんどの国で改善が可能

であると思います。よりオープンで透明な文化にしていく，環境にしていく。校長や教員がお互いの経験を共有し合

う機会を作ることがとても重要です。

　なぜ，これが重要かというと，御覧のとおりこういう影響があるのです。個人的な能力を高めるだけではなく指導

上の能力の向上，あるいは職業能力を高めることにつながるからです。日本でもそうです。全体の平均よりも高い割

合を示しています。少なくとも教員たちはそういっています。すなわち，フィードバックを得ることはとても重要で

ある。予測因子であるといっているのです。行動の変化の予測因子になっているといっているのです。これは資源が

それほど必要ないということです。より深い職能開発よりもフィードバックの方がずっと安くつきます。

　それでは，フィードバックの結果，何が起きるでしょうか。ほとんどの国で日本も含めてですが，こういう結果に

なっています。フィードバックを得られると研修計画が立てられます。メンターが指名されることにつながります。

「教師の評価やフィードバックはほとんど影響しない」という点は，日本は余り該当しないようです。しかし，こち

らを御覧ください。先生たちに対して，学校で「最も良い仕事をしている教員は最も認められているか」ということ

も質問しています。シンガポールやポーランドなどの国ではそれが当てはまっています。先生たちは，すごく自分が

頑張れば学校に認めてもらえることを信じています。しかし，スペイン，ベルギー，フランスなどの国々では，ほと

んどの人はそう思っていないのです。自分が幾ら努力をしても，どれほど質の良い仕事をしたとしても認められない

と思っています。日本はその真ん中ぐらいです。



17

第１部　講演

　また，もっと極端な質問をしています。すなわち，「仕事の成果が芳しくない状態が続く教員は解雇されるか」を

聞きました。チリでは大半の先生はそう思っているようです。しかし，日本では余り違いはないと答えています。非

常にセンシティブな，しかし重要なポイントです。教員たちは，やはりキャリアの多様性を求めています。すなわち，

社会に認めてほしいと思っています。給与面で認めてもらうだけではなく，やはり自分たちの仕事を評価されたいと

思っているわけです。これらの国々で比較しています。約半分の先生たちは，フィードバックを１か所又は２か所か

ら受けていると言っているにすぎません。３か所以上からフィードバックを受けていると答えたのは，５人に１人し

かいませんでした。やはり教育制度の中でもっと改善の余地があると思います。

　では，大まかに，やる気，説明責任，知識の管理についてお話ししたいと思います。説明責任は，通常，教育シス

テムにおいて情報を上にあげること，生徒の成績に関するデータ収集を行うことだと考えられています。しかし，もっ

と重要なことがあります。すなわち，教育システムの中で教師たちが教育の革新を起こせるように支援する，自分た

ちの成績だけではなくて，同僚の成績も底上げするということです。そして，職能開発をすることにより教育実践を

良くしていくことなのです。ですから，良い成績を出している国の教育制度は，その二つの側面をうまくリンクして

います。すなわち，垂直的そして水平的な説明責任をバランス良く行っていることがわかっています。

　幾つかのデータがありますので，お話ししたいと思います。どれぐらい学校で自律性を持たせてもらっているかに

関するデータです。意外なデータかもしれません。縦軸が数学の得点です。そして横軸の方は，学校がどれぐらい裁

量を与えられているのかを示しています。すなわち学習環境，組織，カリキュラム，評価に関してどれほど自律性を

与えられているかです。日本はフロンティアです。ごく少数の国しかこれほど自律性を認められていないということ

です。ほとんどの国々は操作の余地もない状況に置かれています。

　しかし，どれぐらいの余地がそういったクリエイティビティに使われているかというと，それほど大きくはないの

です。日本は理論的にいえば最も独立している学校システムになっているということです。使える余地がたくさんあ

ります。しかし，現実的には違うこともわかっています。私は，しばらく東北地方のOECD東北プロジェクトで，幾

つかの学校と協力しています。本当に感銘を受けています。イノベーションがすばらしい。クリエイティビティが育

成されています。教員も学校も本当に工夫をしているのです。そして，最も革新的な教員あるいは学校は，世界を見

ても東北にいると思っています。しかし，全体の教育システムを見ると，理論的にはそうであっても，まだこの自由

裁量の余地は，地域レベルのイニシアティブにしか活用されていないと思っています。

　もう一つの側面があります。学校の自律性が成功の秘けつであることはよくいわれますが，上海を御覧ください。

彼らは本当に成績が良い。しかし，余り学校の自律性は認められていないのです。他の国もそうです。シンガポール

もそうです。学校の自律性は限られています。ところが成績はとても良いのです。ベトナムもそうです。すなわち，

学校の自律性だけでは成功の保障にならないということです。

　また，イギリスの学校を御覧ください。かなり自律性が高いが，成績はそれほど良くありません。ニュアンスの違

いを読み取る必要があります。これは面白いチャートです。何が良いパフォーマンスであるかについて共有された概

念がない環境では，自律性が高い学校でも成績が良くないことを示しています。逆に，良いパフォーマンスの概念が

共有されている場合には，学校の自律性が，成功の予測因子になっています。

　もう一つの次元で見てみましょう。学校の自律性が，校長が全てを決め，教師はその意思決定過程に参加しないと

いうことを意味しているのであれば，自律性はむしろ逆効果です。ところが，リーダーシップについての共通の概念

がある場合，教員と校長が方針を共同で決める場合には，自律性の高い学校の方が成績が良いことがわかります。す

なわち自律性と説明責任の相互作用が良い成績をもたらすということです。これらの要素が一つ一つバラバラの状態

では効果がないということです。

　もう一つPISAの中で，とても重要視した結果がこれです。赤がシンガポールです。これはPISA調査で最も良い成

績を収めている国です。包括的な質保証の制度を持っている国です。日本も成績の良い国です。緑色が日本です。う

まくいっているけれども，差がここで見てとれます。日本は中央集権化されたカリキュラムを持っています。しかし，

数学の教育方針を明確に理解しているかを聞くと，40%しかイエスといっていないのです。シンガポールでは100%

です。シンガポールでは外部の専門家とのディスカッションが活発です。コンサルティングを行っています。しかし，

日本ではそういうことは余り行われていません。また，データやエビデンスの利用に関しても余り行われていません。

日本は，質の保証に関しては良い制度を持っています。しかし，シンガポールなどと比べると包括的あるいはシステ
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ム化されたものになっていないということです。

　急ぎ足になりますが，重要なポイントがこちらです。成績の良い国は最も効果が出るところにリソースを投じてい

ます。これは，日本がとても得意としている部分だと思います。伝統的に，日本は地方の生徒にも質の高い教育を提

供しています。アジアの多くの国にも言えることです。効果的な出費の選択をしています。

　一つ，最も先生たちにとって気掛かりなことはこちらです。すなわち，どうやって時間を配分するかです。これを

いろいろな側面に振り分けてみますと，一つ日本が他の国を圧倒的に凌駕しているのが，どれぐらい先生たちが課外

活動に時間を費やしているかというデータです。生徒カウンセリング，クラブ活動などです。それらを合計すると８

時間以上になります。それが教師の負荷につながっています。これは指導に費やしている時間ではなくて，授業外の

課外活動，それ以外の活動の負荷が高すぎるということです。

　また同時に，多くの人たちが，私も含めて，教員の責任に対する非常に包括的な概念が，日本の教育制度の強みだ

と思っています。先生たちはただ授業を提供しているだけでなく，子供たちの社会的発達にもかかわっています。こ

れは強みだと思います。多くの学校，特に東北地方の津波経験後の学校で，私は実際に見ました。非常に感銘を受け

ました。教師たちができるだけ努力をして生徒たちを助けているのです。すごい強みだと思います。しかし，数字的

に見ると大きな負担であることもいえます。

　学習システムです。外に目を向けることが重要です。世界は急速に変化しています。やはり，教育の目と耳をつくっ

ていくことはとても重要です。また，政策と実践の一貫性がとても重要です。東アジアはそれを得意としていると思

います。今までのやり方，そして未来のやり方の一貫性があります。そして，国が決めたことを実行に移しています。

これがPISAの傾向にも見られています。創造的能力が高まっている。そして，分野をまたがる横断的な取組を要す

るタスクに関する生徒の能力が高まっています。これらは恐らく，2000年代の初めの総合的な学習の時間導入によ

る効果だと思います。多くの国々ではそういうことはしませんでした。諸外国の中には，改革が実際に授業に変換さ

れるまでに至らなかったものもあります。しかし，日本では，とても良い成果が出ているのではないかと思います。

　最後にまとめたいと思います。全体としてどういうことが起こっているでしょうか。国々の中で最も成績が良くなっ

ているところではどうでしょうか。伝統的に教育は限られた生徒が高いレベルの学習をするということで限定されて

いました。しかし，日本の例を見ると，また近隣諸国もそうだと思うのですが，全ての生徒が高いレベルの学習を達

成できることを示しています。

　カリキュラム，指導，評価に関してはどうでしょうか。過去においては決まりきった認知的な技能，あるいは暗記

学習にフォーカスが置かれていました。今は学習のための学習，思考法，問題解決，あるいは工夫，批判的思考，リー

ダーシップ，そういった能力が重視されています。また，働き方に関連する知識を付けるということです。この分野

も，日本ではとても有望な傾向が過去数年の間で見られてきたと思います。しかし，まだまだ改善の余地はあると思

います。特に産業先進国では，21世紀型スキルのアジェンダはまだ始まったばかりです。ギャップがまだあると思

います。社会が要請しているものと教育内容はまだ一致していません。

　またそれは，教師の質についても示唆するものがあります。過去においては，特定の知識を教える訓練を受けただ

けの教師に頼っていました。しかし，今は高いレベルの専門的な知識が必要です。知的労働者になっています。また，

他の専門職と同じように高度な知識が必要になっています。職場組織も改善しました。過去において教育は，産業モ

デルを模倣したものでした。今は水平的な平等のモデルになってきています。すなわち自律性と協働的な文化などが

組み合わされていると思います。もちろん，説明責任はとても重要になってきているわけです。

　こういった比較からわかることは，まず学習が時間の経過とともに大きく改善されてきたということです。カリキュ

ラムの変化，そして指導実践の変化が，時間の経過とともにより良い結果を生み出していることがわかります。日本

ほど良い例はないと思います。成功は社会経済的な背景とは関係なく達成できます。日本に関してもそれがいえます。

　また，リソースが重要というだけではない，お金が重要だということだけではない，公共政策あるいは教育実践を

善くしていくことが良い結果をもたらすのです。

　ありがとうございました。
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22 21世紀型スキル

背景

簡単に教えたり、テストできることは、デジ
タル化、自動化、外注化も簡単にできる。

11 国立教育政策研究所シンポジウム

効果的な学習・指導を形作る
最適な方法とは？

国立教育政策研究所シンポジウム
2014年11月17日 東京
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問題解決能力のレベルで分けた職業群の雇用推移
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イノベーティブな仕事に不可欠なスキル
（イノベーションのタイプ別）

イノベーティブな仕事に不可欠なスキル（イノベーションのタイプ別）：高等教育を受けた労働者で所属組織のイノベーション活動に
貢献する者は、イノベーティブではない者より高いスキルを要求されている。
出典： Avvisati, F., G. Jacotin and S. Vincent-Lancrin (2013), “Educating Higher Education Students for Innovative 
Economies: What International Data Tell Us”, Tuning Journal for Higher Education, No. 1, November 2013, pp. 223-
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0 20 40 60 80 100

生徒は完成に1週間以上かかる
プロジェクトに取り組む

生徒はプロジェクトや授業の中で

情報通信技術を使用する

学習困難な生徒や進度の速い生徒に

異なる課題を与える

生徒は、問題や課題に対する共同の解決策を

見い出すために小グループで作業する

生徒全員が内容を理解したと教師がわかるまで

類似課題を練習させる

新しい知識が必要な理由を示すために

日常生活や仕事上の問題に言及する

生徒のノートや宿題をチェックする

最近学習した内容のまとめを提示する

Japan 平均

Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.388 …が、実際の指導では必ずしもそれが反映されていない

下記の指導方法を「頻繁に」または「全て又はほぼ全ての授業で」使用していると報告した中学校教師の割合

Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.377 ほとんどの教師が21世紀型の教育を重視している…

「同意」または「強く同意」する中学校教師の割合：

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生徒は問題の解決策を自ら見つけることによって最もよく学習する。

特定のカリキュラム内容より、思考・推論のプロセスが大切である。

生徒は、実際的な問題について教師が解き方を示す前に

自ら解決策を考える機会を与えられるべきである。

教師としての私の役割は、生徒自らの探究を手助けすることである。

日本 平均

99 学校教育の成果

平等性と優秀さの結びつき

シンガポール
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マカオ
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ドイツ ベトナム

オーストリア オーストラリア
アイルランドスロベニア

デンマークニュージーランド
チェコ フランス

イギリス
アイスランド

ラトビアルクセンブルグ ノルウェー
ポルトガル イタリアスペイン

ロシアスロバキア アメリカ
リトアニアスウェーデンハンガリー

クロアチア
イスラエル

ギリシャ
セルビアトルコ

ルーマニア

ブルガリア
アラブ首長国連邦
カザフスタン
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… 中国上海はこのラインを上回っている（ 613）

… 12か国がこのラインを下回っている

15歳児の数学の平均成績
図 I.2.13
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2012年

学ぶ機会の社会的に
公平な分配

生徒の成績への
社会経済的影響が強い

学ぶ機会の社会的に
公平な分配

数学の成績が良い

数学の成績が悪い

15歳児の数学の平均成績

生徒の成績への
社会経済的影響が強い
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オーストラリアオーストリア
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教育において不利な状況を「克服した者」
社会的背景十分位数ごとのPISAの成績
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1717 「付加価値」の変化を追う

生徒が授業に出ることの方が生徒がどの

社会階層の出身であるかよりも重要な国がある
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2020

成
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上
位
国
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

全員の学力向上

試験、
教授システム

教育現場の力量

やる気の構造と
説明責任

最も成果が出る所に
リソースを投入

学習システム
一貫性

1919

成
績
上
位
国
か
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得
ら
れ
る
教
訓

成績上位群に追いつく成績上位群に追いつく成績上位群に追いつく

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐ手に入る
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金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

全員の学力向上

試験、
教授システム

教育現場の力量

やる気の構造と
説明責任

最も成果が出る所に
リソースを投入

学習システム
一貫性

教育の重視、そして能力は学習されうるのであり、
それゆえにあらゆる子供は達成できるという信念

多様な生徒集団への対応としての普遍的な教育基準
と個性化
… 生徒は期待の違いに応じて異なる進路に進むと

いう信念で、多様な生徒集団に対応するのとは反対
に。

誰が誰に対して生徒の成功を保証するのかの明確化
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26

26

26 支援の連続したつながり

学習を中心に据え、やる気と責任感を奨励す
る

個人差を敏感に捉える

形成的なフィードバックを伴った

成績評価を継続的に行う

全ての生徒に高い水準を求める

生徒が尊重され、包摂されていると感じるこ
と、学習が協働的であることを保証する

放課後に国語よりも数学の補習授業を受けようと考えている
女子と男子の割合
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試験、
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やる気の構造と
説明責任

最も成果が出る所に
リソースを投入

学習システム
一貫性

制度を通して共有され、試験や教授システムと
関連付けられた明確な意欲的目標

カリキュラムの目標を教授法、実践、生徒の学習
（意図、実施、達成）に生かす確固たる仕組み

高いレベルのメタ認知的内容の授業…
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質の高い教師と学校長を引き付け、育て、維持する
ことと、潜在力を引き出せる仕事の組織化

学校における教育的なリーダーシップと人材管理

教職の魅力ある専門職としての維持

制度全体に渡るキャリア開発…

Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.33030 教師が自分たちの職業は高く評価されていると考えている国々では、

生徒の到達レベルが高い

社会における自分達の職業の価値に関する中学校教師の見解とPISA2012における数学の最上位得点者の割合との関係
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Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.32929 教職の価値についての教師の認識

教職が社会において評価の高い職業であることに「同意」または「強く同意」する中学校教師の割合
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Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.33232 仕事に対する満足感をもたらすもの

同僚との協働作業に参加する

頻度が高いと報告している

教師ほど、 自己効力感が高い

このことは

仕事に対する満足感

についても同様である
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Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.33333 教師の専門的能力開発の必要性

以下の領域の専門的能力開発の必要性が高いことを示唆した中学校教師の割合

0 5 10 15 20 25 30 35 40

カリキュラムの知識

教科分野の知識

学校経営管理

教育学的能力

将来の仕事のための能力開発

教科横断的な指導スキル

生徒の評価・査定方法

生徒のキャリア指導及びカウンセリング

個別学習の取り組み

多文化・他言語環境における指導

生徒の行動及び教室の管理

職場の新技術

指導のためのITスキル

特別支援の必要な生徒の指導

平均

カリキュラムの知識

教育学的能力

Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.33434 専門的能力開発への参加障壁

以下の要素が自分が専門的能力開発活動に参加する障壁であることに「同意」または「強く同意」した中学校教師の割合
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専門的能力開発は自分の勤務スケジュールとバッティングする

日本 平均

Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.33636
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Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.33535 専門的能力開発の影響

…自分の参加した専門的能力開発
は授業に良い影響があったと報告し
ている。

·

内容にかかわらず、

４分の３を超える教師が
… 
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Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.33838 フィードバックと行動の変化

自身の仕事に関するフィードバックを受けた後、以下の課題について「中程度」または「大きな」プラスの変化が
あったと報告した中学校教師の割合
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Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.33737

教師のフィードバック：
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Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.33939 フィードバックの結果

以下に「合意」または「強く合意」する中学校教師の割合：

0 20 40 60 80

教師の仕事ぶりが相変わらず期待値を下回る場合は解雇される

本校で最高の実績を上げている教師は最大の評価を受ける

教師の査定やフィードバックは、教師が教室で授業をするやり方に

ほとんど影響しない

教師の指導方法の改善を支援する相談役が選任される

教師としての仕事を改善するために開発またはトレーニング計画が

立てられる

Japan 平均

Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.34040 教師とフィードバック

TALIS（OECD国際教員指導環境調査）対象諸国の平均で、

...３ヶ所からフィードバックを
受けた者は５人に１人だけで

あった。

指導法に関するフィードバックを
１ヶ所または２ヶ所から受けたと報
告した教師は半分強に過ぎず、
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42 自律性と説明責任を結びつける

問題はチャータースクールがいくつあるかではなく、全ての教師が
チャーター的自律性を引き受けることをいかに可能にするかである。

4141

成
績

上
位

国
か

ら
得

ら
れ

る
教

訓

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

全員の学力向上

試験、
教授システム

教育現場の力量

やる気の構造と
説明責任
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学習システム
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やる気、説明責任、知識の管理

やる気の構造

生徒にとって

入学試験が、それぞれの教育段階において、生徒のやる気の強さ、方向
、透明性、性質にどの程度の影響を与えるか

難しいコースや勉強を一生懸命することに対する生徒の動機づけの程度

学校にとどまることで良い成績を上げることの機会損失

教師にとって
教授法と/または組織に革新を起こす

自らの能力と同僚の能力の向上

より良い教育的実践につながる専門的な研修機会の活用

垂直的説明責任と水平的説明責任とのバランス

知識と広範な革新とを管理し、共有するための効果的な手法
（組織内のコミュニケーション、利害関係者とのコミュニケ
ーション）

権威と行動への正当性を伴う卓越したセンター

37 38
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標準化された

数学指導方針なし

標準化された

数学指導方針あり455
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自律性の高い学校

標準化された数学指導方針のある制度において、自律性の高い学校は
自律性の低い学校よりも成績がよい

得点

カリキュラムや評価に関する学校の自律性
x  システムが標準化された数学指導方針（カリキュラム、教材など）を実施している程度

図 IV.1.164343
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ほど数学の成績が良い傾向がある

出典：PISA 2012

協働の多い制度において、自律性の高い学校は
自律性の低い学校よりも成績がいい

教師は運営に参加しない

教師が運営に参加する
455
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465

470

475

480

485

自律性の低い学校

自律性の高い学校

得点

リソース配分に関する学校の自律性
x  制度上の教師の学校運営に対する参加レベル

図 IV.1.17
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学校のカリキュラムと教育目標を記載した学校概要

生徒の成績の評価基準を記載した学校概要

教師と生徒の出席率、卒業率、試験結果、教師の研修などの体

系的に記録されたデータ

内部評価／自己評価

外部評価

生徒からの書面での評価

（授業、教師、教材・設備などに関する）

教師に対する個別の指導

半年以上にわたる、１人以上の専門家による学校改善のための

定期的なコンサルティング

数学の教育方針の徹底（教師の研修を伴う、共通の指導教材を

使ったカリキュラムの採用など）

%

自校において品の保証や改善のために、次のような方法を用いていると校長が答えた学校の割合：

日本 シンガポール OECD平均

品の保証と学校改善 図 IV.4.1446

Mean mathematics performance, by school location, 
after accounting for socio-economic status Fig II.3.34848 教師が授業以外に行っていること

教師が平均的な週に以下の業務に費やすと報告した平均時間（60分）数

Finland Malaysia

Abu Dhabi (United Arab Emirates)Flanders (Belgium)

IsraelItaly Malaysia

JapanMalaysiaSweden

Finland Korea

Finland Malaysia

Finland Korea

Finland Malaysia PortugalSingapore

CroatiaFinland Japan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
時間数

School management

Communication with parents

All other tasks

Extracurricular activities

Student counselling

Team work

Administrative work

Marking

Planning

4747

成
績

上
位

国
か

ら
得

ら
れ

る
教

訓

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

結果への影響が弱い

結果への影響が強い

実現可能性が低い 実現可能性が高い

金食い虫

絶対に必要

安価

すぐに手に入る

全員の学力向上

試験、
教授システム

教育現場の力量

やる気の構造と
説明責任
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学習システム
一貫性

最も効果が出る所にリソースを投じる

主要な課題へのリソースの配分（例えば、最も優れた教
師に最も困難なクラスを任せる）

効果的な出費の選択（例えば、少人数学級にすることよ
り、まず教師の質の高さを優先する）

43 44
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Mean mathematics performance, by school location, after acc
ounting for socio-economic status Fig II.3.35050 困難度の高い学校と低い学校における経験豊かな教師の分布

社会経済的に恵まれない家庭出身の生徒が30％を超える学校
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図 IV.1.11

OECD諸国の数学の成績における分
散の30% は、恵まれた学校と恵まれ
ない学校との間の教育リソースの平

等性の程度で説明される

OECD諸国は、恵まれない学校に対し、恵ま
れた学校より多くはないにせよ、少なくとも同
等の生徒１人当たりの教師数を配分してい
るが、恵まれない学校は、能力の高い教師を
引き付けるのが非常に困難な傾向がある
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国際比較を続けるため、システムの外部への方向
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現在の成功に対する課題や潜在的な将来の脅威を
認識すること、そこから学び、対応策を策定し、
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55

55 御清聴ありがとうございました

55

私たちの研究の詳細はwww.oecd.orgで御覧ください

–全ての出版物
– ミクロレベルのデータベース一式

メール：Andreas.Schleicher@OECD.org
ツイッター：SchleicherEDU

そして、覚えておいてください：

実証的データに基づかずにものを言う人は、

個人的な意見を持った単なる一人の人間にすぎない

55
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　御紹介いただきました，尾﨑です。風邪のせいか，声をやられてしまいまして，お聞き苦しい点は御容赦いただき

たいと思います。

　わずか40分の時間しかありませんので，要点を絞ってお話しいたします。３ページを御覧ください。最新のデー

タはPISA2012で，数学的リテラシーを中心に問題解決能力も併せて調べた結果が出ています。

　PISAテストの今後としては，OECDとして新しい発展を考えているということで，これは後ほどシンポジウムで話

が出るのではないかと思います。今回の調査の結果，日本はどうだったか。４ページを見ていただくと，下の枠の中

にアンダーラインを引いてある記述のとおり，平均得点が過去と比べて，読解力，科学的リテラシー，数学的リテラ

シー，どの分野もみな最も高くなっています。また，下位層が減って上位層が伸びていているという非常に好ましい

結果が出ています。

　次の頁は主だった国をOECD参加国，非参加国含めて，その相対的な位置付けを抜粋したものです。今日，このシ

ンポジウムに参加をしてくださっている国は，上海，シンガポール，韓国とみな，大体上位にいます。

　過去の経年変化は６ページですが，オレンジ色が読解力です。2000年から2003年の頃に非常にPISAショックと言

われるくらいに成績が落ちまして，これはドイツもそうでしたが世間に論争を引き起こしました。しかし，そこから

うなぎのぼりに回復をしてきています。

　今回の2012年調査のメインになった数学的リテラシーは青色で表されていますが，これについても2003年〜６年

とやや調子が出なかったところを近年盛り返してきています。科学的リテラシーについても同様です。今回の調査結

果を日本の過去の教育政策との関連を見ると，主な点が，おおよそ三つほどあろうかと思います。

　図の下にコメントを書きましたが，まず一つは，2000年に総合的な学習の時間が導入されたということです。総

合学習は小学校３年生から実施されますから，2012年にPISAテストを受けた高校１年生は2005年の段階で小学校３

年生，ここで総合的な学習の時間を経験し始めたことになります。

　これは総合的な学習を導入してから５年後の時期です。御記憶にあると思いますが，総合的な学習の時間の導入当

初は，学校現場に対して「いろいろ工夫をしてください」と投げ渡しはしましたが，それを支える指導方法とか，あ

るいは教材とか，外部のアドバイスとか，そういう支援策が必ずしも十分ではありませんでした。

　国立教育政策研究所の大槻現所長が，当時，教育課程課長として学校外部から総合学習を支援する環境をつくるた

めに非常に努力をしていたことを思い出します。総合的な学習の時間は，そのような苦難の歴史から始まりました。

それが５年ほどたち，だんだん学校現場の実践が習熟して，子供たちをうまく誘導できるようになってきました。

　PISA2012で良い成績を挙げた子供たちは，総合的な学習の時間が軌道に乗り始めた頃から総合的な学習に親しん

できた子供たちであることが，第一の注意点かと思います。

　２番目として，図の一番下に示してありますが，2003年に「補充学習・発展的学習を学校現場でやってくださっ

ても結構ですよ」というように，学習指導要領の一部改定をもって学校現場の自由裁量の余地を拡大し，補充学習や

発展的な学習を奨励してきたことがあげられます。

　３番目には，シュライヒャーさんも触れましたが，日本の全国学力・学習状況調査，これが2007年から導入され

基調講演２

PISA・TALIS調査から見る
日本の教育・教員政策の現状と課題

学校法人 目白学園専務理事（国立教育政策研究所前所長）

  尾 﨑   春 樹
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ています。平成19年からです。これも基礎・基本を問うA問題だけではなく活用力を問うB問題が，まさにPISA型学

力が目指すものと同様のものを目指してきたということで，これが結局学校現場の実践を改革していく大きなきっか

けになったと思います。

　以上，申し上げた大きな過去の教育政策のエポックといいましょうか。こういったものが結果的には現在のPISA

の高成績回復につながってきているのではないかと考えるところです。世の中では，えてして，例えばゆとり教育が

どうだとか，脱ゆとり教育の成果だとか，そういったいい方をされることもあるわけですが，そういう見方が皮相に

すぎないことは画面でお示ししたとおりです。

　例えば，総合的な学習はゆとり教育の柱として導入された政策です。そういう意味では単純に「ゆとり」対「脱ゆ

とり」といった２項対立で割り切れる話ではなくて，事柄をデータを踏まえてきちっと見ていく必要があることが言

えるのではないかと思います。

　７ページは，これは主なPISA調査の参加国，今日のシンポジウムに参加してくださっているフィンランドや韓国，

その他の国の経年グラフです。これはやや失礼ながら，我々がフィンランドモデルでいろいろな学習をしてきた。そ

のフィンランドが2012年，意外と振るわなかったということ，その背景にあるいろいろな御苦労話を後ほど聞かせ

ていただけると思っています。

　ここで，国立教育政策研究所の専門家などとやり取りをして一つポイントになるかなと思っているのは，シュライ

ヒャーさんの話の中にありましたが，リソースの配分の自由度と現場の教育方法の自由度とは分けて考えなければい

けないということです。リソースの配分については，教育財源も含めて，学校現場にお任せするという形ではなく，

なるべくきちんと保障してあげることが重要です。

　そういった財源をきちんと保障してあげた上で，教育方法の自由度を高めることが高い成果につながると考えてい

ます。フィンランドは，聞くところによると，最近，地方基礎サービス費という形で福祉予算と教育予算を地方自治

体の段階で一緒にしているとのことです。これでは，生活や生死にかかわる予算優先という主張で，必要な教育予算

まで福祉に食われてしまう恐れがあります。

　これは振り返ってみると，日本で三位一体改革のときに教育関係者が苦労させられた改革と同様です。学校現場の

自由度を高めるときに，予算の自由度も，教育方法の自由度も全部を一緒に議論することは，耳ざわりはいいけど危

険であることが言えるのではないかと考えます。

　次の図は，先ほど御説明をした，日本の子供たちの場合，数学的リテラシーについてレベルの高いレベル５，レベ

ル６が増えており，他方，レベル１未満の子供たちの割合が減ってきています。こういった子供たちの学力の底上げ

策が大きな結果につながっています。なお，グラフには載せていませんが，読解力，数学的リテラシーについても同

様の傾向です。

　少し，PISAからは離れますが日本独自の調査「全国学力・学習状況調査」に触れます。これについても，シュラ

イヒャーさんが，総合的な学習の時間が教科横断的な活用力の向上に非常に効いているのではないかと，先ほどコメ

ントをしてくれました。

　このことを全国学力学習状況調査の分析結果で見ると，これは国立教育政策研究所の田村調査官が分析まとめをし

てくれたデータです。総合的な学習の時間の青色が全国データ，赤色が高パフォーマンスの結果で有名な秋田県のデー

タです。

　これは左上の黄色の部分に書いてありますが，子供たちに「総合的な学習の時間では，自分で課題を立てて，情報

を集めて整理をして，調べたことを発表するといった学習活動に取り組んでいますか。」を聞いたものです。

　この質問に示されている探求のプロセスは，まさにPISAが目指している，あるいはキー・コンピテンシーなどの

目指しているものと全く軌を一にするものだと思います。子供たちに聞いたアンケート結果で，「当てはまる」，「ど

ちらかというと当てはまる」と，肯定的な回答の合計のパーセンテージを見ると，秋田県が全国を圧倒して，小学校

で20ポイント，中学校で30ポイント差をつけて，総合的な学習の実践が実質的に効果のある形で行われていること

がわかります。

　この結果，無回答率を見ても，小学校の国語，中学校の数学で秋田県の無回答率が圧倒的に少ないです。それから，

平均正答率を見ても，国語・算数・数学，小学生・中学生全ての分野にわたり基礎から応用まで秋田県が全国を凌駕

しています。
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　結局，総合的な学習の実践が基礎，応用を通じて非常に大きな効果をもたらしていることがうかがわれると思いま

す。まさにPISA調査と，全国学力学習状況では，該当する子供たちこそ，高校１年に対して小６中３と違いますが，

結果的に同じような結果を裏付けていることが言えるのではと考えています。

　10ページは今回行われた問題解決能力について，これは数学的リテラシー以上に日本が高成績を収めているとい

うデータです。このことをOECDが11ページにあるように，分析・コメントしてくれています。

　薄く網掛けをしていますが，１段落目の最後のところにあるように，問題解決スキルの育成は教科の時間における

活用力育成の取組と，総合的な学習の時間における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

の両方によって行われているということです。

　それから，例えばこの最終段落のところで書かれているように，ゆとり教育の罪といわれたような単語数を減らす

方策などはあったが，そのときに目指していた本来の「考える力を育てる」政策が結果的に実を結んでいるし，最終

２行のところに書いてあるように，実社会の文脈での知識活用力に焦点を当てた全国学テが結果的に効果を上げてい

るという分析もされています。

　そういう意味では，過去実施してきた施策が結果的に，PISAショックを乗り越えて，今，実を結びつつあると言

えると思います。ただ，何も良いことばかりではありません。これもシュライヒャーコメントにありましたが，日本

の生徒アンケートから伺える課題があります。

　これは文部科学省の発表資料にある生徒アンケートの結果です。それを見ると，興味・関心や楽しみを持っている

かとか，自己効力感を持っているかとかいった質問に対する生徒回答を見ると黒の線のOECD平均に比べて，こうい

う生徒の内的な心持ちといったところが，非常に消極的です。

　次のページでもう少し詳しく申し上げますが，文科省コメントでは「過去に比べ有意に改善してきている」と，や

や言い訳めいたことを言っていますが，少し改善したところでOECD平均よりはるかに低い状況です。その中身をも

う少し詳しく13ページで見ます。

　まず13ページは左寄りにありますが，動機付けという分野です。これは①好き嫌いについて。②この科目を学習

することが役立つと思うかどうか，についての生徒アンケートの結果です。具体的な質問の例は画面では緑色で幾つ

かのサンプルを挙げています。

　例えば，数学についての本を読むのが好きかとか，数学を勉強しているのは楽しいからかなどを聞くと，日本の子

供たちは分析をした対象17か国の中で，ビリから２番目です。オランダに次いで最も否定的な答えが多い結果です。

　アンケート回答がネガティブでもテストの結果が良いから良いではないかという見方もあるが，実は日本の子供た

ち同士で比べると，やはりポジティブに答えている子供たちの方が良いパフォーマンスを挙げていることを思えば，

ネガティブな子供たちに対して，どうポジティブな心持ちに誘導できるかが学校現場での大きな指導の指針になるの

ではと思います。

　同じく好き嫌いだけではなく道具的な動機付け，これは役立つと思うかどうか。あるいは，これについて意義を認

めているか，意義を意識しているかという具体的な質問です。例えば，「将来の仕事の可能性を広げてくれるから算

数・数学は学びがいがあると思うか」という問いについても好き嫌いと同様，日本の子供たちの答えは17か国中最

低です。これも同じように日本の子供たち同士を比べると，ポジティブな答えをする子供たちの方が良い成績を挙げ

ています。やはり，これも大きな課題だといえます。

　次のページ，また別の分野です。三つの指標，自己効力感，自己概念，不安というようなものです。緑色の質問例

を見ていただければイメージが湧きやすいでしょう。例えば，「テレビが30%引きのとき元値より幾ら安くなったか

という問題を解く自信があるか」について，これはやはり日本は最低です。

　２番目，自己概念，あなたにどれぐらい当てはまるか，「例えば数学は得意か得意でないか」について，やはり得

意でないと答えています。

　ここで面白いのは②の自己概念のところですが，日本の子供たちは得点でいうと７位536点，名前を挙げて恐縮で

すが，アメリカはこの分野では最も自信を持っています。アメリカの高校生は自信があるかの質問にはトップの割合

でyesと答えているのですが，順位でいうと36位481点と日本より50点も低いです。

　これは国民性かもしれません。自信たっぷりのアメリカと何事も悲観的な日本という構図なのかもしれませんが，

それにしても余りにもネガティブすぎます。先ほど，シュライヒャーさんのグラフの中でも成績が良いのにネガティ
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ブだという結果が出ていました。これはやはり日本の子供たちのことを思うと，このまま放っておいていい話ではな

かろうということです。

　不安についても同様です。意欲関心を高めることを日本の今後の課題として据える必要があるということです。

　以上が生徒アンケートなのですが，学校の学習環境について聞くと今回は大体安心できる回答が返ってきています。

例えば，数学の授業の雰囲気はいいかとか，生徒と教師の関係はいいかについては，これは日本は余り心配しなくて

も良さそうということです。

　それから幼児教育，これが興味深いのですが，１年以上きちんとした幼児教育をやってきたかということと，数学

的リテラシーの間に有意の相関関係があるという結果が出ています。そういう意味で日本の幼児教育に１年以上通っ

た割合は他国を圧倒して高いので，こういった長所はきちんとサポートして維持すべき点だと思います。

　一つ注意を要する点が16ページの下の枠です。社会経済文化的水準という指標をとり，これは緑色の字で書いて

ありますが，保護者の職業あるいは保護者の教育歴，それから家庭の所有物，自分用のコンピュータがあるかとか勉

強部屋があるかとか，そういったことを聞いています。こういったものを合成した指標です。

　これと，このPISAの結果との相関というものを調べたところ，２つ目，３つ目のマルにあるように，日本は生徒

間のこの水準の差が少ない，要するに社会経済的な子供たちの格差が余りないのです。そして，日本はこの差が少し

あるといっても，それに関わらず相対的に平等性が高いということです。この差が広がると子供たちの学力に顕著な

影響が出るという結果が出ています。

　このことは，日本の学力テストの結果からもはっきり出ています。次の17，18ページを御覧いただきたいと思い

ます。日本の学力・学習状況調査の分析を挙げたものです。社会経済的，文化的指標の取り方は少し違いますが，ほ

とんど同じような取り方です。それで見たときに，要するにそれを階層に４段階で分類したときの学力テストの成績

が国語のA・B，算数A・B，国語のA・B，数学A・Bでどう分布をしているかです。

　グラフで見る方がもっとわかりやすいかもしれません。これで一番右に固まっているグループが，社会経済的な指

標で最も高いグループの子供たちです。一番左のグループが最も低い，ある意味では恵まれていないグループの子供

たちです。これを学習時間ごとにグラフで分類をしたものです。

　ここで皆さんに見ていただきたいのは，最も社会経済的指標で恵まれている一番右のグループの中の一番右側。こ

れは，家庭環境が恵まれているけれども，学習時間がゼロで，全く勉強しない子供たちのグループです。一番左，

Low・SES，社会経済的背景としては余り高い数値ではないけれども，それを学習時間によって分けたものです。

　その一番左は，３時間以上勉強する子供たちです。Low・SESで３時間以上勉強する子供たちが平均正答率で60%に

届いていないのに，最もHigh・SESの子供たちの１番勉強しない子供たちは６割に届いている。ということは，やはり

学校の指導の努力などは非常に大事な要素ではありますが，それだけでは克服できない要素があるということです。

　やはり学校現場の教育方法・指導の工夫改善と併せて，車の両輪のようにこの社会経済的なギャップを埋めていく。

社会経済的な背景で恵まれない子供たちに対して全力の支援をしていくことが結果的に子供たちのパフォーマンスを

上げていくことにつながります。

　もちろん，飽くまでこれは平均です。御覧いただきますとおり，頑張る子供たちはHigh・SESの子供たちを凌駕する

子供たちもいます。しかし全体の平均を見ると，やはり社会経済的な背景の影響を無視するわけにはいけない結果が

出ているということです。

　次のページです。ここからTALISの分析の中で，日本の特徴，日本の課題に簡単に触れてみたいと思います。19ペー

ジ，20ページにわたり書いてあります。これを見ると，まず左上ですが，このニコちゃんマークでオレンジ色になっ

ているのは，大体よかろうというところです。

　冷や汗をかいているマークのところは少し心配だという意味です。この左の枠を御覧いただきますと，校内研修や

授業研究，これが日本の伝統であり売りでもあるということです。これが要するに，先ほど専門的な研修が必要だと，

教師同士のインタラクティブな学び合いが必要だという話がシュライヒャーさんから出ていました。

　日本の先生の取り組み方は，やはり他の国よりも非常に高いです。例えば，他の教員の授業を見学して感想を述べ

合うというものが，参加国平均に比べて日本は94%がイエスと答えています。研修で他校の授業を見るというものに

ついても，非常に高い割合が出ているということで，これは日本の売りだということです。

　ただ，これも足元を脅かされつつあるのが心配の種です。それが右側です。研修への参加意欲は高いが，幾つかの
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ハードルがあります。そのハードルは業務が多忙であるとか，費用や支援について不足をしているという教員アンケー

トが返ってきています。

　このTALISの説明の一番上に書いてありますが，中学校約200校の校長・教員のアンケートの結果分析ですが，そ

れで見ていただくと，業務スケジュールと合わない，これは多忙であるか多忙を解消しなければ解決しないのです。

　もう一つ忘れてはならないのは，費用が高いことと雇用者からの支援不足です。雇用者の支援不足は中学校教員の

場合では例えば，研修に参加するための旅費とか，そういったことです。先ほど，フィンランドのことを取り上げて

地方基礎サービスの導入などによって，財政の保障をしなくなったことが危ないのではないかと，余計なことを申し

上げましたが，日本も他人事ではないということです。

　最近，例えば，県内でも教育センターに行って学ぶための旅費が出ないので参加ができないという話もいろいろな

ところで聞きます。結局，実地の学び合いを支えるのは皆でインタラクティブなやり取りをすることです。

　こういった研修参加のためのインフラを財政的にきちんと支えてあげて，教育方法は先生たちに任せてあげる。そ

ういう心持ちを持たないと日本のパフォーマンスの回復がいつまで続くかわからないということです。

　次のページを御覧ください。これもシュライヒャーさんが触れてくれました。生徒がネガティブな答えをするのと

同様に，日本の先生方もICTの活用とか，長い課題を与えて子供たちの可能性を引っ張り出すことについてはネガティ

ブな答えが結構返ってきています。こういったものについても改善をしていかなければいけないと思います。

　何よりも心配なのは教員の勤務時間です。これはグラフの一番上にありますが勤務時間合計で53時間です。他の

国を圧倒して日本の先生は勤務時間が長いです。これが授業時間と授業の準備だけで長ければまだハッピーなのです

が，子供たちに直接効果の及ぶ授業と授業計画，ここは他の国と大差はありません。

　実際の教員の勤務時間の長さを生んでいるのは，シュライヒャーさんが触れてくれたように課外活動，部活動です。

特に中学校の先生ですから，部活動が効いています。それから事務，学校運営業務といったものが非常に大きく先生

たちの勤務時間をつくり出しています。

　この背景に，日本の先生の独特の立場があると思います。日本の先生は小学校では特に，ほとんど全て，先生が授

業から，生徒指導から，事務作業から，部活動の指導から，学校運営業務まで全部こなさないといけません。数字で

見ると非常にわかりやすいのです。

　日本の小中学校の中で全ての教職員を合計して，その中で教員が占める割合を見ると82%です。これがイギリス

51%，アメリカが57%です。それを見ると，日本では圧倒的に先生の占める割合が高い。これを何とか改良して，学

校の中で専門的に，例えば生徒指導の分野で，カウンセリングの分野で，進路指導の分野で，あるいは部活動の分野

で，事務作業の分野で，それぞれの専門家が分担をしていくことにより教員が本来の授業，あるいは授業の準備，専

門的な研修にわたっていける体制をつくることが理想です。

　少人数学級をやるよりも，専門力量を高めることが先だという話がしょっちゅうOECDから出ています。そういっ

たサジェスチョンも踏まえ，今年，とりわけ文部科学省は，今年の８月の概算要求で「チーム学校」という形で，全

て先生におんぶに抱っこということではなくて，多様な専門家を学校に導入して，この82%の割合を下げていこうと，

いろいろな専門家によりチーム学校という姿をつくっていこうと，そのことにより先生が授業に専念できる体制を目

指そうという10か年計画を打ち出して概算要求をしているのです。

　聞くところによると，残念ながら財務省がこの話に乗る前に，だったら35人学級を先に辞めるようになどという

話をしています。空気を読んでくれいないわけです。チーム学校という仕組みを導入することが，やはり日本の来る

べき10年の成果を大きく左右すると文部科学省も考えているところでしょうが，これを何とか実現したいものだと

思います。

　ただ，気をつけないといけないのは，そのチーム学校がどれほど有効かと考えますと，御覧いただきますとおり，

TALISの調査は中学校です。部活動の負担は中学校の教員に圧倒的に高いのです。一方，小学校の先生は朝から夕方

まで生徒とべったりくっついています。

　その中で部活動こそ中学校ほどの負担はありませんが，中学校と同様に事務作業その他のいろいろな負担を抱え込

んでいる小学校の先生に対する解決策として，チーム学校は必ずしも万能ではないということだと思います。

　文部科学省もそこはぬかりなく，今年の概算要求の中で，授業改善をやる学校に対して定数措置をしていこうとい

うこともチーム学校と併せて概算要求をしています。これの目指すところは，まさに小学校の先生方のいろいろな負
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担などを軽減していって，本当の授業力を高めようということではないかと思うわけです。ここまで財務省がわかっ

てくれるように努力をしないといけないということではないかと思います。

　最後に，日本の強みと今後の教育政策の課題，これはシュライヒャーさんがおっしゃってくださったことと，幾つ

か重なります。これを２ページにわたり６点に整理しました。まず一つ目，これは日本の強み。生徒も親も教育者も

国も教育を重視して，優れた教員，それと家庭教育への支援を惜しまない。こういう伝統があります。

　先ほど，数学の成績を上げるためにはどうすればいいかについて，アジアの国は努力をすれば報われる子供が多い，

家庭が多い，親が多いという話がありましたが，まさにこの伝統が日本を支えています。ただ，これは理念だけでは

なく先ほど申し上げましたが，リソースをきちんと確保した上で，これを支えていかないといけないという意味で，

まさにこの教育財源の確保とか，そういったことが大事であろうということです。

　文部科学大臣は，このことについて御就任以来熱心にやっていただいていますが，ことこの点に関しては財務省と

当然のことながら非常に大きなバトルになるわけで，この未来の先行投資の重要性を再確認していく必要があるだろ

うということです。

　２点目。今，申し上げたように生徒は皆，高い水準に到達できる確信を持っているけれども，赤字で書いてありま

すように，日本はグラフの学テの分析から見たように，社会経済的な背景と学力の顕著な相関が出ていることを思え

ば，社会経済的な背景の向上策を忘れてはいけないということだと思います。青い字で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と書いてありますが，車の両輪として両施策を進めていく必要があるというこ

とかと思います。

　それから，上位層が伸びて，下位層が少なくなりハッピーという話をしましたが，上には上がいます。今日の参加

国はほとんどそうです。上海もシンガポールもフィンランドも皆，上位層が日本よりもまだ厚いということです。そ

ういうことであれば日本では，この平等さを誇ってきた伝統に，優秀な子供たちを更に伸ばすことをどう考えていく

かも課題だと思います。

　それから，３点目，現場の教育については結構，自由度が高い点で，日本は極めて例外的な国だということが触れ

られていますが，その現場の自由度を維持しながら目指すべきものを，今の学習指導要領では，どちらかというと学

ぶべき内容に軸足を置いて構成されています。

　それを例えば，OECDであればDeSeCoその他のキー・コンピテンシーのような考え方がありますが，日本流では

21世紀型の能力といういい方をしています。そういう能力・コンピテンシーに基づいて，どういった資質，能力を

子供たちに身に着けさせるのかという形で，学習指導要領の見通しをより良いものにしていくという我が国の学習指

導要領そのものの構造改革が非常に大事なポイントになります。

　このことについては，既に文部科学省の初等中等教育局と国立教育政策研究所で，二人三脚で議論が始まっていま

して，平成26年３月にこの構造改革のための懇談会の中間報告なども発表されています。今，中教審にこの議論が

委ねられていて検討スケジュールが非常にタイトな中で，この資質能力に軸足を置いた学習指導要領の構造改革がど

こまでできるかが非常に大きな課題になってくると思います。

　それから，４点目。これは先ほど意欲だとか自己効力感のところで申し上げたとおりです。調査で結構，良いパフォー

マンスを挙げているのに自信がない子供たちが多いわけです。その子供たちに自信を持たせるような，そういった施

策，現場の工夫を支援していかないとならないというのが４点目です。

　それから，５番目，ここが大事なところかと思います。先ほど申し上げたTALIS調査の関係です。二つ目の※印に

書いてありますが，専門性を高める研修を重視しなければいけないということです。今，教育再生実行会議でも議論

が始まって，現在の教員の養成，採用，研修を抜本的に見直そうという非常に大事な議論が始まっているところです。

　ただ，そこでもいろいろと気を付けないといけない点があると思います。個人的な見解を交えて申し上げますと，

例えば，研修の見直しをやる際にも，今から26年前，平成元年に初任者研修制度を導入しました。その初任者研修

制度を導入したときに１年間の研修義務付けということで，これが今非常に大きな成果を上げていると思います。

　子供たちがどんどん少なくなっている中で，より実効性の上がる初任者研修の在り方は，もう１回再検討をしなけ

ればいけないだろうと思います。それから，採用の見直しをやろうという議論も行われているようですが，これも非

常に気を付けなければいけません。単純に採用のハードルを上げれば済む問題ではないのです。採用のハードルを上

げるということは結局，大学で学び，教員採用試験に臨むための準備の段階，そこはコストを自己負担する自助努力
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の段階です。

　そこのハードルを上げれば上げるほど，より自己負担の少なく報酬の良い他の職種に優秀な学生を逃すことにもな

りかねません。採用のハードルを上げるのなら，採用後の処遇も伴うようにきちんと考えてあげないといけません。

学校の先生は決して自分がどういう処遇をされるかということだけで，職業選択をしている人種ではないと思います。

　それでもあえてわざわざ教員の分野だけハードルを上げて処遇を低いままにしておくのであれば，新たな優秀な人

材を他分野に逃しかねないことになります。それに目を配った議論が必要になると思います。

　それから，先ほども触れましたが，最後，３行ほど書いてありますが，財源の保障，学校現場で自由な専門的な力

量の向上や研修，指導方法の工夫改善，日本が誇ってきたこの伝統を支えてあげるための，例えば旅費とか教材費と

か，それから人材の配置とか，こういったものに目配りをしてあげないと，結局日本の先生も非常にぎりぎりのとこ

ろまで追い込まれてきている状況の中で，今後も良いパフォーマンスを挙げられる保障はないと思います。

　これも同じことの繰り返しですが６点目，少し言葉が悪いですが，中央集権と地方分権のバランスという書き方を

しました。中央集権という書き方はよくなかったかもしれません。これはもっと平たくいうと，教育財源やリソース

について，全て地方自治体にお任せという形で振るのではなく，そこはきちんとした保障をしなければいけない，そ

ういったリソースをきちんと保障した上で教育方法の工夫ですとか，そういったものについての自由度を高めること

が成果につながるということがOECDの調査結果で如実に出ています。そこを考えなければいけないということです。

　昭和の終わり頃に旅費とか教材費の国庫負担を止めて一般財源化したときでも，教員の給与も一般財源化したらど

うかという議論もありました。現在は旅費も教材費も一般財源化された中で一生懸命その交付税措置の積算面での位

置付けの努力を文部科学省もしていますが，学校現場が汗をかいて予算を取りにいかない限りは，地方交付税という

のは他の分野に奪い取られてしまうお金です。

　そういった形で学校現場に財源獲得の苦労を押し付けるのではなくて，なるべく学校現場がそういったところでは

安心してもらって，自分たちは専門的な力量の向上，あるいは指導方法の工夫改善に全力を傾注できるような環境を

作ることが，日本の教育のパフォーマンスの向上を更に進めることになるのではないかと思います。

　以上，非常に早い説明で恐縮でしたが，足らざるところは，またパネルディスカッション等で補いたいと思います。

御清聴ありがとうございました。
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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

2

﨑

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）

3

○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）

4

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

6

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

5

● 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

1 2

43

65
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8

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

0

5

10

15

20

25

30

レベル１未満 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６以上

生
徒
の
割
合

2003

2006

2009

2012

1 2 3 4 5 6 7

OECD
平均

（％）

2006年との比較に
おいて、統計的に
有意に上昇

7

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

「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

9

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）

10

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

12

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

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。

11

OECDの分析

7 8

109

1211
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14

【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。

13

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。

15

○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

16

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

18

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

【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）

17

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

13 14

1615

1817



39

第１部　講演

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

20

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

19

21

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

19 20

21



　



第２部　パネルディスカッション

テーマ
　「国際比較から見る今後の教育・教員政策とは―PISA・TALIS調査が与えた影響―」

　　コーディネータによる論点説明

　　長崎 栄三　（前静岡大学大学院教育学研究科教授）

１） 各国からの発表
　①フィンランド：
　　ヨウニ・ヴァリヤルヴィ＊（ユヴァスキュラ大学教育研究所長，教授）
　　　PISAと教育改革

　②シンガポール：
　　ウン・セン・タン＊（シンガポール国立教育研究所長，教授）
　　　複雑な環境においての教師教育：シンガポールの考え方

　③韓　国：
　　リュ・バンラン＊（韓国教育開発院初等中等教育研究部長）
　　　韓国，中国，日本における高い学習到達度の背景要因：情動的学習

　④中　国：
　　ワン・イェン＊（中国教育科学研究院国際交流センター長）
　　　中国の学習指導政策と実践 中国からの示唆

２） ディスカッション
　■コーディネータ
　　長崎 栄三　（前静岡大学大学院教育学研究科教授）

　■パネリスト
　　アンドレアス・シュライヒャー＊ ，尾﨑 春樹
　　ヨウニ・ヴァリヤルヴィ＊，ウン・セン・タン＊ 
　　リュ・バンラン＊，ワン・イェン＊ 

●＊�印が付いている講演者は，当日英語で講演を行っており，本原稿は仮訳です。

●報告書作成に当たり，当日の発言内容に修正を加えていることがあります。

●所属団体，職名は2014年11月17日現在のものです。
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第２部　パネルディスカッション

　ただいま御紹介にあずかりました長崎です。よろしくお願いいたします。今回のディスカッションのテーマは「国

際比較から見る今後の教育・教員政策とは-PISA・TALIS調査が与えた影響-」ということです。

　このテーマに沿いまして今回の御発表やディスカッションのポイントを整理しておきたいと思います。具体的には

次の３点を考えています。まず，一つ目は，それぞれの国でのPISAやTALIS等の受け止め方です。二つ目は，各国で

この約10年間にどのような教育政策を展開してきたということです。そして，三つ目は，各国における学力向上や

教員の資質能力向上の取組事例などということです。

　これらの点について考えていきたいということで，PISAなどの国際調査で優れた結果を残している国や，一緒に

考えていける御近所の国から，全部で４か国に集まっていただきました。そこで，お互いの経験をもとにいろいろと

考えていきたいと思っています。発表者の方にはそのほかにもいろいろなことをお聞きしたいことがあると思うので

すが，このような三つの点を意識しながらこのパネルディスカッションを進めていきたいと思います。

　なお，それぞれの方の御発表の後のディスカッションでは，フロアの皆様の御質問や御意見もお受けしたいと思い

ます。そこで，そのときのためにフロアからの御質問や御意見をこの御発表の後で集めますので，これまでのお二人

の御発表も含めて何か御質問や御意見がありましたら，お手元の用紙に御記入をお願いいたします。

　それでは各国の御発表に入っていきます。順番はフィンランド，シンガポール，韓国，中国の順番で，御発表はそ

れぞれ15分ほどでお願いしております。それでは，フィンランドのユヴァスキュラ大学のヨウニ・ヴァリヤルヴィ

教授に御発表をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

コーディネータによる論点説明

テーマ「�国際比較から見る
　　　　今後の教育・教員政策とは
　　　　−PISA・TALIS調査が与えた影響−」

前静岡大学大学院教育学研究科教授

長 崎   栄 三

• ＰＩＳＡやＴＡＬＩＳ等の各国での受け止め方

How each country has taken the surveys and 
their results?

• 各国はこの約１０年間でどのように教育政策を
転換してきたのかについて

How each country has changed the educational 
policy in the past 10 years?

• 学力向上や教員の資質能力向上の取組事例

Examples of improving academic development 
and teachers’ competencies

• （論点１）21世紀に必要とされる能力とカリキュラ
ム、評価・測定について
(Point 1) What should be the competencies 

necessary in the 21st century?

• （論点２）今後求められる教員の役割・資質能力
について
(Point 2) What should be the roles, qualities 

and capacities of teachers for the future?

• （論点３）今後の教育政策はどこに焦点を当てて
いくべきか。
(Point 3) How do we focus on education policies 
for the future?
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　御紹介どうもありがとうございます。日本に来られてとても光栄に存じます。久しぶりのことです。PISAが開始

されたときに日本の同僚の方，あるいは代表団の方がフィンランドの現場を見にきてくださり，今もそうなのですが，

12月の第１週には日本の専門家の一団の方が私どもの研究所に来てくれます。

　いつもお迎えできてとてもうれしいです。やはり経験，アイディアの交流を日本の方々とさせていただくのはとて

もうれしいものです。私の発表の中ではざっとフィンランドにおける教育改革の努力についてお話しさせていただき

ます。

　そして，それがどのようにPISAの結果を受けて行われてきたのか，またTALISもそうなのですが，ただここでフォー

カスしたいのは，むしろPISAの調査結果です。こちらの方が私にはなじみがありますので，御承知おきください。

　まず，数枚スライドをお見せします。その中でフィンランドのPISAの結果について，なぜ我々の観点からそれら

が心配される内容であるのかという話をしたいと思います。その前の発表者の方がおっしゃったようにフィンランド

は最初の３サイクル，PISAの調査2006年まで，ほとんど全てにおいて非常に良かったわけです。

　例えば2006年はピークでトップレベルだったのですが，その後ランクが落ちてきました。OECD平均値に比べれば

もちろん満足いく良い成績だったのですが，残念ながらこのトレンドはずっと過去２回において下落傾向なのです。

数学を見てみると2006年，2003年，2012年，比較すると生徒は2012年６か月しか学校に行ってない段階で測った

わけですが，2003年よりも下回っています。ですから，この下落は小さいものではないのです。非常に心配な結果

といえます。

　フィンランドの視点から見てもう一つ心配なのは，標準偏差もフィンランドのデータでは広がっています。従来，

教育政策として強調してきたのは平等性です。全ての生徒に平等にということを強調してきたのですが，そしてこう

いった生徒の間のばらつきが特に学習障害，特別なニーズのある生徒にフォーカスした指導をするということにおい

て，全体の底上げを図ってきたわけです。

　いろいろなレベルの問題に対して，いろいろな種類の問題に対して，対処しようという努力がなされてきたのです

が，御覧のとおり2012年の標準偏差ですが，この三つの全てのドメインにおいて今までにないほど高くなっています。

フィンランドは非常に幸運にも同時に我々の平均値はトップレベルに属していることを示すことができました。とこ

ろが，標準偏差を見ると学生レベル，多くの場合OECDの中では最少であるという状況だったのですが，今はもはや

そうではない状況です。

　このばらつきが増えたということで，最も下位であるレベル２，レベル１，そしてそれ以下の生徒の割合が増えた

ことになります。PISAの結果，レベル１以下の生徒は，リスクを持つ生徒とくくることができます。この場合数学

なのですが，その能力が余りにも低すぎて基準を満たしていない，あるいは近代社会の基準を満たさないリスクがあ

るからです。これらの生徒の割合は９年の間で２倍になっていることがわかります。しかし，OECDの平均に比べる

とずっと良いのですが，しかしシュライヒャー先生がおっしゃったように，OECD諸国の職種の中で，非常に低い教

育水準で満たせるような職種は常時減っているわけです。そういった意味で，こういった変化傾向は懸念されます。

１）各国からの発表①：フィンランド

PISAと教育改革

ユヴァスキュラ大学教育研究所長，教授

ヨウニ・ヴァリヤルヴィ
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ますます多くの生徒が必要なニーズ，社会のニーズに応えることができない結果を示しているからです。

　もう一つの指標，フィンランドでポジティブな結果を示してきた指標は，社会経済的な背景の影響度です。これは

増えています。しかし，OECDの平均に比べてずっと下回っています。しかし，2003年に比べると影響度は2012年

にはより強まっている大きな影響となっていることを示しています。これは警戒すべき教育政策への示唆があると思

います。我々は，教育はいろいろな背景，いろいろな家庭，いろいろな宗教，いろいろなリソースレベルの背景を持

つ生徒に平等であるべきだということを強調してきたからです。

　また，一方で生徒の姿勢を問う指標，特に教育に対する思考の指標を見ると，やはり経年変化が見られます。最も

重要な結果が今回のPISA調査結果でも見られています。明確に御覧のとおり，一つの例ですが，読書への関心が減っ

ているということがあります。

　下の方に書かれている指標ですが，2000年の男女の状況と2009年の男女の状況が示されています。両方の場合，

読書への関心がかなり明確に減退していることがわかります。また，男女ともに読書の多様性が減っています。この

読書の多様性は一つ実は以前はフィンランドの強みでした。それがあるから成績が良かったといわれてきたわけです。

　しかし，数学にも関連していますし，科学に関連してもいます。この三つのドメイン全てが相関しているからです。

密接に関連し合っているからです。特に女児の読書への関心度の高さ，あるいは学習への意欲が，フィンランドがと

ても認知的な成績が良かったという説明だったのですが，こういう状況になっています。

　このような得点がばらついている背景因子です。これは数学の結果を受けての背景因子なのですが，非常に数学に

おける自己概念，自己効力感，不安，興味・関心や楽しみが認知的なフィンランドにおける成績と関連しています。

OECDの諸国と比べても，なぜこういった側面を我々は関心があるのかがわかると思います。

　生徒の関心あるいは学習意欲を見ていかないとならないと思っています。やる気，意欲，そして自己効力感，自信

は学校で育成してあげるものだと思っています。ですから，認知的な成績を良くするためには，もっと学校でどうやっ

て彼らの関心を高め，どうやって彼らのやる気を起こしてあげないといけないかを考えないといけません。これは必

ず認知的な成績に影響を与えてくると思っています。

　このような変化が起こっているということです。フィンランドのような国で顕著です。しかし，いろいろな競合す

る活動が社会の中で展開されて生徒たちは学校とそれ以外の活動を選別しています。いろいろな学校以外の活動を選

んでより関心を高めている状況になってきています。

　そういった中で教育が社会の変化の一環である，一部であるという理解を持つ必要があります。若い人たちと社会

全体との関係がどのように今後変わっているのかを分析していく必要があります。テクノロジーの役割がこういった

意味でとても重要になってきています。フィンランドの学校では一つ大きな課題です。

　すなわち，まだ理解が十分できていません。どれぐらいテクノロジーなどが若い人たちの世界を変えているのか，

それが若者たちの姿勢をどのように形づくっているのか，きちんと把握しきれていないと思っています。それが教育

への関心度に影響があるわけです。

　それでは，どういう対策をとっているのかフィンランドの社会におけるいろいろな活動についてお話ししたいと思

います。我々はプラスの傾向に反転させたいと思っています。これらはフィンランドの教育政策の基本価値です。こ

れらもちろん今でも妥当だと思っています。

　しかし，今の社会の中では違う位置付けにもなってきています。また，違う解釈になってきています。もちろん自

由な無償な公平な教育は提供されなければならない，しかし，高い水準での教育が提供されなければなりません。ま

た，その財政的にも教育政策の中で都市とか自治体を区別し，より貧困の地方に対して予算の厚みを増すことをして，

全体の公平性を担保しています。

　また，質の高い教師を確保するために教師教育を推進しています。また，全国的な試験や監査を行わない体制も導

入しています。これらは教育のノウハウが学校にあるという信頼に基づいています。ですから教育，そして教師が自

分たちのノウハウを高めていく努力を日常の中で，それらの努力を行っていることを信頼しているからです。

　また，いろいろな改革も行っています。例えば今，全国的なコアカリキュラムの改革を行っています。今，検討し

ているのは教育の価値観，キー・コンピテンシー，どういう21世紀における重要な能力が必要であるかということ

も検討しています。我々はこういった検討・研究に参加しています。シンガポールその他の国々と，日本も含まれて

いたと思いますが，そのようなスタディに参加しています。21世紀のキー・コンピテンシーに関する研究です。



46

第２部　パネルディスカッション

　また，より深く理解しなければならないのはテクノロジーの果たす役割です。そして，そういった理解を学校レベ

ルに落とし込まなければなりません。そして，生徒の幸福を中心にしなければなりません。教育は認知的技能の学習

だけではなく，やはり生徒の福祉あるいは幸福に貢献しなければなりません。

　また，こういった改革の期限は2016年９月辺りなのですが，地方レベル，学校レベルにそれを落とし込んでいく

ことになります。また，教育省が打ち出した大きなプロジェクトがあります。すなわち，なぜPISAにおける順位低

下が起こっているのか，ジェンダーの差，男女差がどうしてまだ維持されているのか，それに対応するためのプロジェ

クトです。フィンランドの教育制度にとってはとても大きな課題です。

　数学においても学習成績において，やはり男子が女子に遅れている状況になっています。意欲，自信をどうやって

高めるのか，そして幸福をどのように学校レベルで担保するのかということです。

　二つの専門家グループを形成しまして，これらの課題に関していろいろなアイディア，いろいろなソリューション

を編み出そうとしています。これを協働的な形で行っています。学校の教員とともに協議しています。また社会のい

ろいろな代表者の方々，利害関係者の方々にも参加してもらっていることです。

　また，特別なプロジェクトが行われています。焦点を当てているのは学校での教授法・指導法ということであると

ともに，もう一つ重要なポイントとしては読書に対する楽しみとか意欲を高めるにはどうしたらいいのか。このプロ

ジェクトでは特に男子に対して読書の楽しみを教えます。そして，読書を若者のカルチャーに統合していくためのプ

ロジェクトです。

　読書をフォーマルな教育システム外でも楽しんでもらえるように，これは本当に初期からフィンランドの社会では

奨励されていたことです。これはとても重要なことだと思っています。若者の時間の中に読書を組み込んでいくため

のプロジェクトです。ここでも，テクノロジーの役割が非常に重要となります。

　いろいろなこういった領域における活動を行っています。オウル大学がコーディネーターです。フィンランドの図

書館システムと連携しています。また，その領域の専門家と協力して行っています。子供たち，若者の読書への関心

をどうやって高めるかを目指しています。

　もう一つは数学，そして理科に関してのプロジェクトです。LUMAというのはフィンランド語で数学そして理科と

いう意味です。そういったプロジェクトがあります。どのように若者の理数系への関心を高めるかを目指しています。

そして，前向きなやる気，姿勢を持ってもらうためのプログラムです。

　もう一つ，ICTに関する特別プログラムがあります。教育省の方で推進しています。いわゆるクラウドサービスを

開発しています。これは全ての学校がアクセスでき，そして教材を使えるようにするためのものです。PedaNetワー

クという我々の大学でのシステムなのですが，1000校以上のフィンランドの学校がつながっているネットワークも

その一つです。

　教員養成ですが，専門的能力開発，教員養成並びに現職教育をいかに推進していくか。特に，若い教員で，教員に

なったばかりの人たちのための養成プログラムを重視しています。私の大学には，教員メンタリングのシステムがあ

り，新任教員が社会に溶け込めるように支援をしています。

　また，インクルーシブ教育もとても大きな課題です。非常に深刻な学習障害を持っているような生徒を通常学級の

中にどう取り組むかということです。特に基礎教育のレベルにおいてです。学校内での暴力やいじめ防止の特別プロ

グラムもあります。その一環として，やはりどうやって若い人たちが教育から排除されること，ドロップアウトする

のを防止するのかというプログラムも含まれています。

　御清聴ありがとうございました。フィンランドが今までの前向きなPISAの結果に戻るために取り組んでいること

についてお話をしました。またTALISでも特定されたいろいろな課題，すなわち，教員養成システムが分断化してい

るという課題についてお話ししました。
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Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

8
教育政策と価値観

高い基準と公平性

万人のための無償教育

実情（実績）に応じた予算配分

全国的な試験や監査を行わない

義務教育の間は能力別学級編成を行わない

質の高い教師と教師教育

教育学的区別

特別支援教育は通常教育の一環として行われる

生徒の幸福

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

7

各指標による数学の得点分散の説明率
（フィンランド、OECD）

数学における
自己概念

数学における
自己効力感

数学に対する不安

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

生徒のSES

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER
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9

実施中の教育改革

1. 全国的コアカリキュラムの改革
教育の価値観

21世紀のキー・コンピテンシー
新しい学習環境
生徒の幸福

実例に基づく学習
共同学習の促進
期限：2016年８月

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

10

2. 将来の小中学校
PISAにおける順位低下はなぜか？
ジェンダー差
意欲、自信、幸福
プロジェクトにおける協調的で魅力的な
作業
２つの専門グループ
コンピテンシー、学習、社会的発達
意欲と指導

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

12

「読書の楽しみ」プログラムの目標

子供や若者の読み書き能力を向上させるための運用モデ
ルを生み出す
子供や若者の読み書きやメディア教育に対する関心を高

めるために教師や図書館員の意識、能力及び技術を向上さ
せる

豊かな読み書き体験に向け、子供や若者の関心やスキル
を向上させる

子供や若者が、様々な文章やメディアコンテンツを利用す
る機会を増やし、情報やコンテンツへのアクセスを促進する
（情報管理とメディアリテラシー）

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

10/12/2014
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3. 「読書の楽しみ」プロジェクト

生徒に読書を奨励する３年間の国家プロジェクト
教育文化省が資金を提供し、
オウル大学人文科学学部と教育学部が実施する
対象グループは、６歳から16歳の子供や若者、教師、

図書館専門職（司書）、保護者である

7 8

109
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Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

4. LUMAフィンランド・プログラム

理由：生徒の理数系教科の成績や関心、意欲の低下
自然科学、技術、数学の勉強やキャリアの魅力の低さ
6歳～16歳の子供たちが理数系に関心を持つようにす
るための新たな方法やリソース
探求型学習、教育における情報通信技術の利用、

知識基盤社会における就業機会やスキル及びコア・コ
ンピテンシーの進展・構築

学校における新しい指導方法、学習環境及び教材を設
計し、実施するための研究

研究や科学に関する実践的体験の提供を目標とする生
徒主体のアプローチ
学校と大学とのネットワーク作り（教師教育）

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

2014年９月１日：LUMAフィンランド
プログラムが開始されました

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

15

5. 全ての学校に向けたクラウドサービスの開発
テクノロジーの教育学的利用
新しい学習環境
デジタル教材
教師のコンピテンシーと意欲
生徒のクラウドサービスを利用する意欲と専門技能
ユヴァスキュラ大学：PedaNetネットワーク

Finnish Institute for Educational R
esearch (FIER

)

10/12/2014

16

6. 教師の専門的能力開発
新たな創造的問題解決能力
教員養成と現職教員教育の連続性
自己開発計画
共同体としての学校
教育におけるリーダーシップ
同僚間における指導・助言
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　国立教育政策研究所にこのような会議の開催を主導していただいたことにお礼申し上げます。備えのある人に対し

てチャンスはほほ笑む，そういった格言があります。日本からシンガポールはたくさん学びました。我々の備えは十

分，我々の社会はチャンスをとらえる準備ができていると思います。

　シンガポールは小さな国です。人材が鍵になります。教育は国の発展に欠かせない要素です。そこで四つのポイン

トを御紹介します。

　略称でEGAOといいます。最初のEは効率性，EfficiencyのE。GはGrowing�Teacher�Symbolism，教師の象徴性を育

むGです。そしてAuthentic�Learning，プロフェッショナリズムと継続学習といった真の学習，オーセンティックラー

ニングのA。そして，変化を受け入れる態度，オープンであることのOです。EGAOです。日本語読みでは「エガオ（笑

顔）」になりますね。この話の後，皆さんが笑顔になるといいと思います。

　長期的投資，これは教育だと思っています。建国においても，国づくりにおいても，適応能力を育てる上でも，価

値を創造する上でも，社会の根幹をつくる上でも，イノベーション能力を育てる上でも鍵だと思っています。

　シンガポールでは長期的なアプローチを持っていまして，教育の見方も同じです。実際に導入する政策のほとんど

は，持続可能かどうかという疑問からスタートするわけです。有用性については，常に発想の転換が重要だという認

識があります。このナレッジ・ベースの経済ですから，ナレッジ・ベースというのはグローバル化を理解する，技術

を理解する，また知性の性質を理解するということです。

　もう一つは若い世代の人たちに対して不確実な，また曖昧な世界に対して準備をしてもらうということです。ただ

単に分析的な技能だけではなくて，同時に全体像を見る力，そして分野横断的な学習ができる能力を身に着けてほし

いと思います。そして，また教育の中で変わらないものは何か，それも理解してもらいたいと思っているわけです。

　いろいろなパズルがあるわけですが，私たちはシンガポールの中でPを重視しています。パラダイムのP，これは

発想の転換，発想の部分です。そして，未来において教員も非常に重要な役割を果たす，教育の重要な要素となりま

す。また，私たちにいつも自問している内容は我々自信の信念，つまりフィロソフィーのPです。信念のP，子供た

ちが学習をして成果を挙げることができるか，その信念。そして，実用性。言ったことを行動に移すことができるか，

プラクティカビリティのPです。

　その他，方針，ポリシーのP，準備，プリパレーションのP，プラクティス，実践のPもあります。常にこの三つで

均衡を保っているわけです。しかし，全部を一気に実践というわけにはいきません。ですから，段階を経て，そして

忍耐を持って，根気強さを持って取り組むということです。

　21世紀型のコンピテンシーにおいてシンガポールはかなり時間をかけて考慮してきました。今，共通の理解，信

念として存在するのは問題解決力が必要です。これは基本的には批判的思考ということになります。協働作業，協調

性，チームで仕事ができるということです。それから，創造性，アイディアを生み出す力です。そして，コミュニケー

ションの重要性，自信，そして人とつながることの重要性も強調されています。

　ですから，シンガポールで用意したのはこのフレームワークです。フレームワークの真ん中には中核的な価値があ

１）各国からの発表②：シンガポール

複雑な環境においての教師教育：
シンガポールの考え方

シンガポール国立教育研究所長，教授

ウン・セン・タン
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ります。また，社会情動的な価値があり，そして批判的な思考，創造的な思考及びコミュニケーションという順番に

なっています。

　21世紀の教育は，まず，学習者が自分自身で学習できること。１人でも複雑な世界で学習できることが重要です。

第２に積極的に貢献ができること，人生や社会に対する積極的なアプローチが重要であるということ。そして，自信

を持つことです。

　何年か前には，シンガポールは西洋に比べて自信がないところがありました。我々の中で重要なのは，例えば，日

本やシンガポールでもそうですが，たくさんの知識があります。学生はたくさんの知識を学ぶことができます。例え

ば，90%知識があって，しかし仕事に行っても自信がないということであれば，もしかしたら90ポイント持ってい

るかもしれないシーンで10%しか使えないかもしれません。

　一方，アメリカの子供たちは持っている知識は50ポイントかもしれない，しかし自信があれば50ポイントの40%

使う，ということは利用率が高いのです。ですから，やはり自信を育てることは重要です。知識を使うためには，こ

んなに時間をかけて知識を身に着けてきたのですから，使うためには自信を持たなくてはなりません。

　最近，重点を置いているのが学生中心型の価値観です。生きるための学習，そして，価値ベースの視点を学習に持

ち込んでいます。リソースをうまく生かすためには教育省，学校，大学としてのNIEが緊密な連携をとる必要があり

ます。それによりリソースが不足していても利用できます。

　私たちNIE教育研究所は教員の免許を提供し，また教育研究，両方を行っています。様々な研究問題は現場ベース

で出てくるものです。つまり教授は学校に行って，どんな問題が教室にあるかを理解しなくてはなりません。

　そして数学の学習を，技術をもってどのように改善するのか。また言語学，言語をどのようにもっと効率的に学習

させることができるか。このようなことを研究して政策システムに反映するという緊密な連携が存在しています。

　ここにありますようにPISAは近年，非常に成績が上がっています。最近の結果は非常に良好です。シンガポール

は従来，数学，科学を重要視してきました。私自身も25年前に数学のカリキュラム開発に携わりまして，現実世界

の状況における問題解決能力を初期から強調してきました。この努力が実を結んだように思います。今，社会でもそ

れが強調されています。

　これは余り御紹介するつもりはないのですが，基盤を強化すること，そうすると知識を適用することができます。

そして，コンピュータ化された環境に順応することができます。PISAによって非常に役立ったのは私たちの分析面

においてです。このPISA調査を分析して，どのくらいPISAが本当に実社会のスキルをテストしているのか確認をし

ています。実は前は少し心配しておりまして，PISAは教科書的な知識を問うもので，問題解決能力を測れないので

はないかと。しかし実際に調べてみたところ，非常に真に評価するものであることがわかりました。実に重要な指標

です。

　我々の社会においては，やはり成績の低い生徒たちの対応も行っています。PISAでは，私たちが介入をすること

により下位成績者の成績を改善することができると信じています。ですから，システムにより，教育制度により，成

績優秀者が良い成績を出せるようにするだけでなく，成績不振の学生にも手を差し伸べることができました。

　同時に，私たちは学習そのものを多様化する必要があると考えました。関心の低い下の30%の生徒については，特

に近年は別の経路，つまり職業的，技術的な能力を身に着けるパスを提供しています。様々な複雑な経路地図ができ

るわけです。この中で主要なコンピテンシーも強調しています。御覧になれますように，学生の各割合ですが，学力

下位にいる学生ですが，OECDの平均と比較しても下位者の割合が減っています。

　最近では，より全体的な，生涯を通じた学習の価値を強調しています。例えば，体育や野外学習です。調査結果を

幾つか見ると，やはり身体的に活動の多い人は脳の活動が活発であることがわかりました。このようなホリスティッ

クなイニシアティブの大事な部分を少しお話ししました。

　そして，Growing�Teacher�Symbolism，教師の象徴性ということです。これは，日本から学んだことです。日本で

は先生が非常に尊敬されています。アジアにおいて，やはりそういった伝統を守ることが重要だと思っています。価

値観を維持し社会を育てることができます。ですから，国家レベルで先生たちをたたえる取組を，意識的に継続して

行っています。最近では，退任された先生方をこのように招待し，国づくりへの貢献に対する感謝の意を示しました。

つまり，教師は重要な存在である，教師が国をつくってきたのだというメッセージを社会に発しているのです。それ

を行い続けることが重要です。どんな投資をしても，キャリア開発をしても，社会の文化がそれを支援するものでな
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ければ意味がありません。

　常に強調しているのは，先生は専門家であるということです。三つの属性を強調しています。まず，教員は，学習

者に対する専門家です。教員は誰よりもどうやったら学習者を支援することができるかを知っています。第２に教員

は，個人として強いアイデンティティを持っています。教員自身も学習者なのです。そして，第３に教員はコミュニ

ティに属していて，常にコミュニティの中で他の人たちのメンターであり，自分自身もまた指導を受ける立場でもあ

ります。そういった価値観，準備の段階から開発・発展の段階までの全てを強調するという価値観に基づき，私たち

はそのための仕組みを提供しています。その成果が明らかにTALISの結果に表れています。

　TALISがすばらしいのは，私たちはいろいろな取組をしていますが，本当にやっていることは成果があるのかどう

か，それを確認する上でTALISは非常に役に立ちます。これにこのまま継続して投資をしていいのだ，これが正しい

方法なのだという自信を与えてくれます。例えば，教員養成が重要であるということ，専門的能力の向上や先生への

敬意を示すやり方が間違っていなかったことを確認することができます。シンガポールでは，全ての教育者に明確な

キャリアパスを示しています。先生は，教室で良い先生を続けることができます。そして，シニアティーチャー，リー

ドティーチャー，マスターティーチャー，プリンシパル・マスターティーチャーという段階を踏んで成長していくこ

ともできます。プリンシパル・マスターティーチャーというのは，実際に校長先生と同じぐらいの給与になることも

あります。校長先生と同等のランクなのです。また，ある特定の教科に非常に興味を持っていて，例えば物理学の知

識をもっと身に着けたい，という場合は，物理の専門家を目指すことができるわけです。通常，私たちは，教員が更

にマスター，博士号を取って，専門家としてカリキュラムの設計に携わることを奨励しています。しかし最初は先生

からスタートしているのです。もちろん，先生は，リーダーになるということもできます。そして最終的に学校の校

長先生になるパスもあります。教育システム全体を引っ張っていく存在になることもできます。こういったキャリア

トラックがあり，仕事ぶりは，このような形で認められるわけです。

　一般的に，先生たちへのサポート体制を，TEACHフレームワークと呼んでいます。教師という専門性，特性を重

要視しています。そして，教科ごとの部会，集まりも重要です。つまり，例えば数学，あるいは歴史の先生が，それ

ぞれの教科分野で協力し，スキルを磨けるように支援します。そして，自分たちで自発的に学習できるコミュニティ

も推進しています。先生たちのエンゲージメント，つまり学習者や保護者との関わり方も重要です。テストの成績だ

けではありません。あるいは，常に前進するという向上心。また，キャリア，そしてその中で重要な役割を果たすこ

と。さらに，システムとの全体的な調和も必要です。

　また，私たちは，継続的な学習を提供するシステムの構築に努めました。例えば，更なる能力開発のための奨学金

や更に教育を高めるための学資ローンの支給というようなはっきりとした形で支援しています。また，教師のための

ワークアタッチメント（短期的な外部組織への出向），研修コストの面でも支援します。シンガポール教員アカデミー

も設立しました。より専門生を高めるための支援です。

　そういった意味で今後，私たちはただ単に給与とか，いわゆる初期教員養成の構造，あるいは採用だけではなく，

教師の象徴性を強調していきたいと思っています。学級規模や教師の役割といった議論から離れ，教師の適性やコン

ピテンシーといった議論をしていく必要があります。量的な結果だけでなくて，積極的な専門的ケアに重きを置きた

いと思っています。学校運営や評価だけでなく，先生のリーダーシップ，インスピレーションといった議論にまで高

めていきたいと思っています。専門家として先生は，ただ規則や指針に従って動くのではなく，卓越性の文化を育て

る人であってほしいと思っています。

　シンガポールでは今，教員の数が目標を達しました。ですから，今度は質に重きを置きたいと思います。今，先生

になるのは大変なのです。競争率が高いのです。学者のレベルでなければなりません。こうして，若い人も引きつけ

ようとしています。

　駆け足になりますが，EPMSというものがあります。これは，教師を判断するシステムというよりも，教員が何を

開発したいのかを重視するシステムです。何が足りないかではなく，これから何を伸ばしたいかを明らかにするため

の評価ツールになっています。コーチングやメンタリング，指導，リーダーシップ，キャリア開発といった分野をカ

バーしています。

　最後のポイントは，TALISを通して得た情報でもありますが，変革をいかに受け入れるか，オープンになるかとい

うことです。先生の役割ですら変えてしまうのです。今，先生方は知識のクリエイターでなくてはなりません。学び
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のファシリテーター，促進者でなくてはなりません。そして，学習環境をつくる設計者，デザイナーでなくてはなり

ません。学習環境に，その学習者を引き込むような指導者でなくてはなりません。そういった意味で専門的な職能開

発において必要とされていることがたくさんあります。そして当然，教育改革のリーダーでなくてはならないという

ことです。

　ですから，価値観を重んじる一方で，変革が求められている今，そのバランスを取っています。社会の価値を守る

のが先生であり，生徒が自分の文化に根差しているほどグローバルに貢献ができると考えています。第２に強調した

いのは教授法の問題です。先生の発想の転換が重要です。アジアの生徒が得意とする習慣や模倣，模範による学習と

のバランスを取ろうとしています。強固な基礎を作るという点で，これはよいことではありますが，一つの側面に過

ぎません。一方で最近わかったことがあります。脳は認知認識の部分においては，習慣的なことからも刺激を受けま

すが，新しい経験から学ぶことによって非常に活性されるのです。そこで私たちは，指導において，探求的な質問を

投げかけることや協調性といったところに，またテクノロジーの利用というところに重きを置いています。この結果，

たくさんの「I」，イマジネーション，イマージョン，探求のインクワイアリー，洞察のインサイト，独創性のインベ

ンティブネスなど，「I」がたくさん必要だと思っています。

　21世紀型の教師が今，必要です。少し時間がなくなってしまいました。ここで少しだけ申し上げたいと思います。

カリキュラムの中では，たくさんの現実の世界を模した文脈で学習することが重要です。教師教育についても同じで

す。ですから複数の分野に触れること，複数の視点による思考，複数の知識の獲得方法が必要だと思います。

　残り時間がなくなってしまいましたが，最後に申し上げたいと思います。21世紀に向けて何度も同じことをやっ

ていては同じ結果しか生まれません。ですから，私たちはやり方を変えなければならないのです。
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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。

National Institute of Education

国立教育
研究所
(NIE)

複雑な環境においての
教師教育：

シンガポールの考え方

シンガポール国立教育研究所所長

タン・ウーン-セング教授

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

効率性、有効性、有用性

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）

1 2

43

65
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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

• 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

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

• 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

7 8

109

1211
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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

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

• 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

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。

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

13 14

1615

1817
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• 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

2019

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

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
“しっかりとした基礎力、

将来の学び”

26

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。

教師の象徴性を
育てる

19 20

2221

2423
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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

指導部への道

専門家の道

学習指導の道

Differentiated Career Pathways for Teachers

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

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

真の学習

25 26

2827

3029
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教育とは、

人生を変え、将来を創造するものである。
変化や多義性を
受け入れる態度

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… 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

もっと“I”を

55

• 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）

• 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

31 32

3433

3635
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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

2

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

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

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

• 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
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

37 38

4039

4241
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“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

43
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　御紹介いただき，ありがとうございます。私のプレゼンテーションのタイトルは『韓国，中国，日本における高い

学習到達度の背景要因（隠れた側面）』です。隠れた側面と申しましたが，誰も隠しているわけではありません。し

かしながら，余りよく知られていません。シュライヒャー氏のプレゼンテーションを聴き，私のプレゼンテーション

とかなり似通っていることに驚きました。３か国の高い学習到達度の裏にある情動的な学習法の特徴，また，情動的

な学習と学校や家庭の要因との関係をお話しします。そして最後に，幾つかの示唆を提示したいと思います。

　まず初めに，図を御覧ください。このスライドから，上海，韓国そして日本の学習到達度は世界に通用するもので

あることがわかります。実際にこの３か国は，優秀な学習到達度でリードしています。ところが，学習意欲は学習到

達度とはかなり異なって示されます。中国全体を表すことにはならないため上海はさて置き，日本と韓国の学習意欲

は非常に低いです。ここではこの劇的なギャップに注目します。学習到達度が高ければ意欲や自己効力感は低くても

よいのでしょうか。あるいはその逆の方がよいのでしょうか。もちろん学習到達度と意欲や自己効力感の両方が高い

に越したことはありません。

　研究者は学習意欲と自己効力感は学習到達度と同様に大事であると発表しました。学ぶことが大事なのは青年期に

は限らないからです。OECDの実施した成人識字率の調査によると，韓国の成人の識字率は非常に低いようです。16

歳から24歳の学校に通う年齢の学生の能力はフィンランドや日本の学生にわずかに後れを取っています。しかし，

16歳から65歳の学習者になると能力ははるかに後れています。同様に，韓国では16歳から24歳の学生の計算能力は

高いのですが，16歳から65歳となると，他のどの国よりも劇的に低くなります。

　ここでPISA・TALIS調査のデータを分析していく上での枠組みを提示します。情動的学習は，学生の学習到達度が

高いのに対して学習意欲や自己効力感が低いのは，学校での指導法や家庭での親とのやり取りに原因があると想定し

ます。そこで，学校と家庭の要因に注目します。この分析は数学関連の調査のみに基づきます。左の図はPISA調査

に参加した数々の国の学習意欲と学習到達度との関係を示します。右の方は，自己効力感を示します。上海の学生の

学習意欲は低く，韓国と日本もそれほど高くはありません。韓国と日本の自己効力感は学習意欲に比べて相当低いで

す。それとは対照的に，フィンランド，スイス，ドイツとカナダの自己効力感は高いです。次に，韓国，中国，日本

と比較するとスイス，オランダ，カナダ，フィンランドは学習到達度，学習意欲及び自己効力感の全てが高いです。

　それでは，分析の結果を御覧ください。この図は学生の意欲や自己効力感と様々な計算の関係を表しています。指

導法については，一般的に，多様な指導法は学生の意欲や自己効力感といい関係にあります。一方，日本の場合，指

導法と学生の意欲や自己効力感のいずれもが低いです。韓国はと言えば，多様な指導法にもかかわらず，学生の意欲

や自己効力感は低いです。

　このスライドは，学生の自己効力感や意欲と，指導法の研究や教員同士の勉強を含む教員の仕事に対する姿勢との

関係を示します。教員の仕事に対する積極的な姿勢が高くなるにつれ，学生の意欲や自己効力感も高くなることが，

この図でわかります。しかし，日本は教員の仕事に対する前向きな姿勢も学生の意欲や自己効力感も共に平均を下回

ります。韓国はといえば，教員の向上心は平均より若干高いですが，学生の意欲と自己効力感は低いです。

１）各国からの発表③：韓国

韓国，中国，日本における高い学習到達度の
背景要因：情動的学習

韓国教育開発院初等中等教育研究部長

リュ・バンラン
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　この表は韓国と日本の教員の特徴を示します。韓国では特に，質の高い教員は社会で高く評価されます。校長と教

員では違いがあるものの，TALISの平均を上回ります。一方，教員の仕事に対する満足度はTALISの平均を下回ります。

じっくり考えることや学習の価値を学生に指導できる教員も同様に平均を下回っています。

　教員の自己効力感と仕事に対する満足度はTALISの平均を下回り，特にカナダ，フィンランド，オランダやスウェー

デンなど学生の意欲や自己効力感の高い国の教員に劣ります。教員の勤務時間の点では，韓国と日本の教員は他の国

に比べて多くの時間を管理業務に割いています。学生の相談に多くの時間を割いてはいますが，学生の答案の採点や

修正に割く時間は平均を下回ります。校長はどうかと言えば，管理指数も指導へのリーダーシップ指数も比較的低い

です。

　次は親の要素です。母親の教育レベルは，特に韓国と日本では，学生の学習意欲といい関係にはないようです。自

己効力感ではそれが顕著です。韓国と日本では，母親の教育レベルが高いと，学生の自己効力感は大変低いです。恐

らく親が子供の学習到達度に非常に高い期待を抱くからでしょう。韓国の親は，子供と学校でのことを話し合うこと

や子供の宿題を手伝うことに余り時間を割いていません。これはドイツとは対照的です。韓国の親の数学に対する姿

勢もドイツとは対照的です。文章に対しても余り前向きではありません。これは完璧，あるいは正確な分析ではない

かもしれませんが，この結果から幾つかの示唆が提示できます。

　学生の学習や自己効力感に影響を及ぼしている要因が何であるかを検証するには，さらなる研究が必要です。一番

の貢献者である親の要因として，余りプレッシャーをかけず，生涯にわたる学習社会で競争力を保てるよう，親は子

供をサポートしていかなければなりません。学ぶことに対する意識も同時に変わらなければなりません。学ぶことの

目的は，単に高い得点を獲得することよりも，将来の進路を計画することにあります。学習到達度は，上位の学生の

試験には役立ちますが，卒業後に人生でキャリアを確立していく上では，学習意欲や自己効力感の方がはるかに役立

ちます。

　韓国は，学習意欲や自己効力感の重要性を認識していました。三学期制など，新しい政策の導入を試みています。

三学期制では，中学校の学生は，様々な文化的，芸術的活動，体育，キャリア開発プログラムで一学期間を自分たち

で創り上げます。時間も自由に，様々な指導法で授業は運営されます。このように試みても，親の子供に対する高い

期待，学習到達度の社会的プレッシャー，有名大学入学への強い希望といった障害因子があるため，なかなかすぐに

は成果が見られません。こういったことが，能力中心の社会になることを妨げています。

　PISAやTALISのデータを分析することで，韓国の教育の現状を客観的に把握できました。優秀な学習到達度に関し

て国際社会で余り注目されてこなかった韓国の教育について，このプレゼンテーション中にお聞きしたいと思います。

　この10年間で，我々は教育政策を何点か変更してきました。韓国の教育方針を，知識を与えることから能力を培

うことに修正しました。また，学生が教科を選択できる機会を増やし，学校に学校単位のカリキュラムを開発し，導

入できるよう，多様化と分散化を追求してきました。教育部は，成績責任を強化するための教育制度を導入してきま

した。教員評価を実施し，その結果に基づいて教員は能力給が支払われました。政府は，落ちこぼれてしまう学生の

数を減らすよう努力しました。

　韓国の教育の質を改善するために，政府は，学習到達度の低い生徒が多い学校には，放課後の講習を導入するため

の資金を出すことにしました。教員への取組としては，現職教員向けの研修プログラムをより重視してきました。政

府は高等学校の職員に財政支援を行い，指導以外の事務的な負担を減らせるようにしています。幾つかの地方教育庁

では，教員同士が協力して指導の質を高め合えるよう，教員の職業上のコミュニティーを支えているところもありま

す。

　どうもありがとうございました。
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情動的学習

習熟度

家族学校教育

7 8

109

1211
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Australia

Belgium (Fl.)

Bulgaria

Denmark

Estonia

Hungary

Iceland

Ireland

Norway

Poland
Slovak Republic Slovenia

Austria

BrazilItaly
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* Administrative Leadership Index: Average of the indices for Accountable management and Bureaucratic management.
* Instructional Leadership Index: Average of the indices for Management-school goals, Instructional management and Direct supervision in the school.
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　御参加の皆さま，こんにちは。このような時間帯でもあり，また二つのすばらしい基調講演，３か国からの有益な

発表の後では，御興味のある点についてお話しするのは難しいかもしれません。また，中国の広さや多様性を考える

と，我が国の教育改革の話や教訓について15分間で語るのはとても難しいのですが，精一杯努力いたします。

　御存じのとおり，中国・上海の生徒は2009年と2012年の学習到達度調査（PISA）で最も高い成績を収めました。

この結果は世界，そして中国にとっても驚きでした。その後私はその理由を考え続けました。非常に洗練された統計

分析を使っても，教育改革の規則性やパターンを全て捉えることはできない，という点は皆さんにも賛成していただ

けると思います。むしろ，定性的な調査の方がデリケートではあるものの重要な教育の改善と変革の関連性を明らか

にする助けになるかもしれません。ですから私は中国の教育システムの中で生活し，働いている利点を生かすことに

しました。政策担当者，教師，保護者，校長，官僚，研究者など私の周囲の人々と話をし，教育習慣の変化や，中国

の生徒がこのような高い学習成果を出すことに何が貢献したかについて質問しました。

　この中国の教育改革に関する一連の民族誌的研究の調査結果又は明らかになったことを皆さんにお伝えしたいと思

います。時間が限られていますから，数点をハイライトするにとどめます。

　生徒の高い学習成果に貢献している可能性のある要因の中で，人々が通常結び付けて考える要因から始めましょう。

中国・上海の生徒の成績は他より優れたものでした。これは中国では教師が授業に費やす時間が長いからでしょう

か？これらのデータを比較すると，中国の教師が他の国よりも授業に費やす時間が長いというわけではないことが分

かります。クラスのサイズが小さいか，又は教員に対する生徒の割合が低いのでしょうか？中国のクラスサイズの大

きさが有名なことは皆さん御存じのとおりで，フィンランド，日本，韓国などのOECD諸国の平均よりもかなり大き

なクラスです。若しくは，生徒が各教科に費やす時間が長いのでしょうか？この統計からは，中国の小学生が国語，

算数，理科に費やす時間が長いというわけではないことが分かります。中学生でも同様です。それでは理由は何でしょ

うか？

　調査結果をお伝えする前に，中国では生徒がどのように学習し，教師がどのように授業をするか御説明します。こ

れはある小学校の５年生の時間割です。御覧のように，国語（読み書き，文学），算数，体育など30年か40年前から

学校で教えられてきた科目を除くと，現在では，研究や課題に基づいた学習に加え，多くの自由科目や選択科目があ

ります。また，京劇のように私が小学校で勉強していたときには存在しなかった興味深い科目もあります。

　教師はどのような人なのでしょうか？教師の学歴はOECD諸国と比べて高いわけではないことにお気づきかと思い

ます。この８年間で教師の学歴はほぼ倍になりました。

　教師は学校でどのような指導を行うのでしょうか？全ての制度は異なる方法をとります。中国の制度はアメリカや

ヨーロッパの国々とはやや異なるやり方をとっています。これが学校の教員組織構造ですが，校長が道徳教育担当主

任と教務主任と共にトップに立ちます。この下に教育研究主任（教育研究），全学年の指導に責任を持つ学年主任，

授業準備主任がいます。そして，クラス担任，教科担任などがいます。

　教師は学校で何をしているのでしょうか。授業の他に，教育研究，授業準備，生徒の宿題やテスト答案のチェック

１）各国からの発表④：中国

中国の学習指導政策と実践�中国からの示唆

中国教育科学研究院国際交流センター長

ワン・イェン
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など多くのことをしています。中国の教師は，他のアジアの国々と同様に授業以外の活動に多くの時間を費やしてお

り，このことも生徒の高い学習成果に結びついている可能性があります。

　現場レベルについては二つのことをお話ししたいと思います。まずは教育研究についてです。中国は授業研究（又

は教育研究）体制を作り上げてきており，省，自治体，地方レベルで教育研究所があり，それらは基本的にそれぞれ

の教育当局の下にあって，全て税金で運営されています。教育研究所の研究員は何をするのでしょうか？彼らは授業

の分析，学校での研究プロジェクトの企画，学校訪問，授業準備における教師の支援，デモンストレーション授業の

企画を行います。このような教育研究は教師が授業を行うに当たっての強力な支援になります。教育研究所では，全

教員の研修を平均で年８回毎年行い，それとは別に指導教員又は主任教員の研修を年８回行います。これに加え，全

教員が地方レベルの教育研究活動，すなわち地方の教育研究所が企画する活動に毎週半日参加し，学校レベルの教育

研究活動にも半日参加します。こうした教育研究は全て教師の専門的能力の開発と質の高い授業に役立ちます。

　次に，試験又はテストについて見ていきましょう。これは非常に議論の的になるトピックです。試験の良い面につ

いて注目していただきたいと思います。すなわち，試験は生徒の学習の進捗について継続的にモニタリングする道具

になるのです。中国の学校では，モジュールテスト，中間テスト，期末テスト，学力テストなど多くのテストが行わ

れます。まず最初に，各モジュールについて地方の教育研究所が作成したテストがあり，これは教科担当教師が運用

し，結果を評価します。教師はこの結果を用いて生徒の学習をどう改善するかについて生徒や保護者にアドバイスし

ます。これはモジュールごと，あるいは２モジュールに１回行われるのですから，いかに徹底しているかが分かると

思います。２番目に中間テストがあります。このテストは学校が作成，運用し，結果は指導のために教務主任が評価

します。結果は学校や教師に教え方をアドバイスする際に用いられます。３番目に期末テストがあり，これは地方の

教育研究所が作成し，結果は学校レベルと地方レベル双方で評価します。結果は地方から学校，また学校から教師へ

指導の成果を改善するためのアドバイスに用いられます。４番目に学力テストが毎年年末に行われます。これは基本

的には学力調査テストで，自治体レベルの教育研究所が作成し，小学校５年生の２学期に行われます。

　現場レベル以上のところでは，注目していただきたい教訓が幾つかあります。既に述べたように，教育のように複

雑なことについては，生徒の学習成果に貢献する潜在的な要因はたくさんあると考えています。第一に教育に対する

文化的な価値観です。中国は，日本や韓国など他の多くのアジア諸国と同様に，教育に高い価値を置く文化であり，

教育について非常に真剣です。勉強の達成度は子供の成功の見込みや未来を意味するだけでなく，両親，またときに

は家族全体にとっての名誉・不名誉に結び付けられることがよくあります。したがって，全ての試験で高得点を取り，

最後に大学入学試験で成功して（一流の）大学に入学し，最終的にしかるべき仕事を見つけることができるよう，親

は自分の子供の教育を支援する努力を惜しみません。同様に，教師，学校長，教育当局は全て，生徒の学習成果とい

う共通の動機を持ち，生徒の学習の質という共通の目標に向かって一生懸命仕事をしています。

　第二の教訓は制度の改善に関係します。これはイスラエルのある同僚が教えてくれた観察です。過去数十年間を振

り返ると，我々の教育システムは継続的な自己分析，自己修正のプロセスを経験してきたことにお気づきかもしれま

せん。中国の国民，政府，教育関係者は自らに「我々の教育システムの何が問題なのか？他のシステムとはどう違う

のか？改善のためには何ができるか？」を問い続けてきたようなものです。彼らは特に他の国に目を向けることが多

く，新しい政策を策定したり，教育システムを変更する際には多くの国際間比較を行ったりしました。

　この10年間で中国の教育分野は大小の改革を数多く経験しました。例えば，９年間の無料の義務教育を全員が利

用できる法律，小学校・中学校で子供が何をどう学ぶかに抜本的な変化をもたらした義務教育課程改革，試験中心の

教育に対する戦いのような資質を伸ばすための教育への取組などが挙げられます。また，大学入学試験も大きな変更

が行われます。こうした継続的な自己分析，自己修正は全て，集中的で迅速，かつ緩やかな中国教育システムの変革

に進展しました。このスライドでは，21世紀に入って義務教育課程がどう変わったかをお見せします。また，教科

の時間配分，つまり各教科の授業時間にも変化があります。

　第三の教訓として，私は統一性と多様性のバランスをとることは非常に有益で意味のあることだと考えています。

中国は広大な国で，省，地方，地域ごとに非常に大きな多様性があります。教育課程基準の改革の結果，現在では中

央政府又は教育部は生徒が学習することのおよそ80%を義務としているだけで，残りの20%は地方政府及び学校に分

権されています。これは，学校や地方政府に，教師が何を教え，生徒が何を学ぶかを決定する自由を与えられている

ことを意味します。これにより，実験や刷新を行う余地が十分持てることになります。「共通の基礎と多様性のある
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選択肢」の原則の下，生徒は共通のしっかりとした知識の基礎を持ちながら，生徒自身の興味や個性だけでなく，地

域のニーズに応じた選択肢を持つことが可能です。

　まとめとして将来のことを考えると，我々は学校内外の改革，中国及び他国の改革など，改革に向かって教育シス

テムを開き，そのことによってシステムの改善を学び，そして規模の大小に関わらず様々な実験や刷新に取り組まね

ばなりません。その過程で，自己分析，自己修正に取り組んで問題を突き止め，向上や改善に向けた改革を行うこと

に意義があると思います。
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読み書き
および文学

数学 科学

Shanghai-China 613 570 580
Finland 519 524 545
Japan 536 538 547
Korea 554 536 538
Singapore 573 542 551
OECD平均 494 496 501

PISAの成績寸描

出典：OECD（２０１４年）, 

表1. PISAの成績： PISA 2012の平均得点

違いをもたらす中国の指導・学習の方針
ならびに実施慣行とはどのようなものか

ワング・ヤン

中国教育科学研究院

２０１４年１１月１７日

生徒の好成績に貢献し得るもの
小学校レベル 中学校レベル

China 492 430
Finland 680 595
Japan 731 602
Korea 812 621
OECD平均 790 709

教師は授業にどれぐらいの時間を費やしているか？

出典：OECD（2013年）：402頁

表2. 年間の授業時間数

読み書き
および文学

数学 科学

China 20-22 13-15 7-9
Finland 24 16 11
Japan 23 17 8
Korea 23 14 7
OECD平均 26 17 7

生徒は各科目につき何時間授業を受けているか？

表4. 小学校における科目当たりの授業時間

出典：OECD（2013年）；中華人民共和国教育省（2014年）

平均クラスサイズ 教員に対する生徒の割合

小学校 中学校 小学校 中学校

China 38.0 52.9 17.1 14.6
Finland 19.4 20.3 13.7 9.3
Japan 27.9 32.7 18.1 14.2
Korea 26.3 34.0 19.6 18.8
OECD平均 21.2 23.3 14.4 13.3

クラスのサイズはどれぐらいで、
教師に対する生徒の割合はどれぐらいか？
表3. 平均クラスサイズと教員に対する生徒の割合

出典：OECD（2013年）

1 2

43

65
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科目 学年 合計授業時間に対する割合

倫理道徳 １年生以上 7-9%

地理歴史 6-9年生 3-4%

科学 3年生以上 7-9%

読み書きおよび文学 20-22%

数学 13-15%

外国語 ２年生以上 6-8%

体育 10-11%

芸術 9-11%

中国では生徒は各科目につき何時間授業を受けているか？

表6. 小学校と中学校の科目および授業時間

注：３年生以上の科学は、物理、化学および生物である。

読み書き
および文学

数学 科学

China 20-22 13-15 7-9
Finland 12 12 19
Japan 11 12 11
Korea 12 11 14
OECD平均 16 13 12

生徒は各科目につき何時間授業を受けているか？

表5. 中学校における科目当たりの授業時間

出典：OECD（2013年）；中華人民共和国教育省（2014年）

中国における生徒の学習
および教師の授業の概要

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

集会 数学 数学 体育 数学

数学 体育 情報技術 数学 英語

英語 英語 体育 テーマ研究 体育

体育 中国語 科学 テーマ研究 音楽

芸術 選択科目 中国語 中国語 中国語

中国語 選択科目 労働 道徳 京劇

中国語 数学 英語 科学 中国語

中国では生徒は何をどのように学んでいるか？

表7. 北京のある小学校の５年生の時間割

学校の教員組織構造

校長

道徳教育担当ディレクター 授業担当ディレクター

学年主任

授業研究主任

クラス担任

授業準備主任

教科担当教師

誰が教えているか？
表8. 教師の学歴

全体に対する割合（％）

出典：中華人民共和国教育省開発計画部（2013）：136頁
注家事人民共和国教育省開発計画部（2004）：136頁

小学校 中学校

学士号 短期

高等教育

学士号 短期

高等教育

2011 28.28 53.58 67.36 68.21
2003 3.07 37.43 23.68 30.70

7 8

109

1211
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実践レベルで貢献し得る
２つの要素 授業

 教育学的研究

 授業準備

 生徒の宿題のチェック

 試験答案用紙のチェック

教師は学校で何をしているか？

 教育学的研究

 生徒の学習進度のモニタリングおよび介入

教育学研究所

 全教員のトレーニング：年８回

 指導教員（Master teachers）のトレーニング：年８回

教育学的研究活動

 地方レベルでの教育学的研究活動：週に半日

 学校レベルでの教育学的研究活動：週に半日

学校を拠点とする教育学的研究

 期末テスト

 テストの作成：地方の教育学研究所

 品質分析：学校レベルおよび地方レベル

 成果：（地方から）学校および（学校から）教師へのアドバイス

 概観テスト

 テストの作成：市町村の教育学研究所

 タイミング：小学校５年生の２学期

生徒の学習進度のモニタリング（続き）

 モジュールテスト

 テストの作成：地方の教育学研究所

 テストの運用：教科担当教師

 品質分析：教師

 成果：生徒と保護者に対する教師からのアドバイス


 中間テスト

 テストの作成：各学校

 テストの運用：各学校

 品質分析：学校の授業担当ディレクター

 成果：教師に対する学校からのアドバイス



生徒の学習進度のモニタリング

13 14

1615

17 18
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 教育を尊ぶ文化

 継続的に行われる体系的な試験と修正

 統一性と多様性のバランスを取る

実践レベルを超えて：
中国から学べること

 家族/保護者

 教育当局

 学校長

 教師

共通の動機：生徒の学習成績

生徒の学習を中心に据えた制度

 万民に対する９年間の基礎教育

 基礎教育カリキュラム改革

 質の高い教育イニシアチブ

 大学入試改革

 ……

自己検証と自己修正

科目および授業時間

表7. 小学校と中学校の科目および授業時間

注：３年生以上の科学は、物理、化学および生物である。

科目 学年 合計授業時間に対する割合

倫理道徳 1 年生以上 7-9%

地理歴史 6-9年生 3-4%

科学 3年生以上 7-9%

読み書きおよび文学 20-22%

数学 13-15%

外国語 2年生以上 6-8%

体育 10-11%

芸術 9-11%

総合実践活動、地域的カリキュラムおよび
学校ごとのカリキュラム

16-20%



基礎教育カリキュラム改革後に追加された科目
１年生～９年生/義務教育段階：

 科学
 総合実践活動/コース（情報技術、研究に基づく学習、地域社会

への奉仕、社会的実践）
 芸術
１０年生～１２年生/高校段階：

 総合実践活動/コース（研究に基づく学習、地域社会への奉仕、
社会的実践）

 技術（一般技術、情報技術）
 芸術
 選択コース

変化したカリキュラムの景観

19 20

2221

2423
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 変化を受け入れる—学びの源

 変化に携わる---実験とイノベーション

 診断と調整---修正と改善

未来を探索する統一性と多様性のバランスを取る

 全国カリキュラム：８０%
 地域・学校ごと：２０%

25 26
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　長 崎栄三　それでは，これまでの６名の方の御発表をもとに，パ

ネルディスカッションに入りたいと思います。そこで，今回の

パネルディスカッションのテーマである「国際比較から見る今

後の教育・教員政策とは」ということについて，ディスカッショ

ンの論点を挙げさせていただきます。

　　��　一つ目が21世紀に必要とされる能力とカリキュラム，二つ目

が今後求められる教員の役割と資質・能力，三つ目が今後の教

育政策はどこに焦点を当てていくべきかです。これらを念頭に

おきながらディスカッションを進めていきたいと思います。

　　��　なお，これからはパネルの皆さまの敬称を日本の学会のスタイルである「何々さん」という形で呼ばさせてい

ただきたいと思います。例えばワンさん，リュウさんというように呼ばさせていただきますのでよろしくお願い

いたします。

　　��　それではそれぞれのパネリストの方に５分間ほど，先ほどの三つの論点，又は他のパネリストの方の御発言を

受けての補足などを御発言いただきたいと思います。御発言の順番はこれまでの御発表と逆の順番とします。な

お補足などがないようでしたら，パスということで飛ばしていただいても結構です。それでは５分間，論点等に

ついて，まず中国のワンさん，お願いいたします。

　ワ ン・イェン　最初に21世紀に必要とされるコンピテンシーについてです。中国では，21世紀の能力に基づいた

教育課程改革のようなコア・コンピテンシーの取組が現在行われています。その中では，生徒のコンピテンシー

を社会参加，自己開発，文化的教養の三つの側面に分けます。これには，国際理解，社会的責任，学び方，問題

解決・革新，数学能力，科学情報技術など12の指標が含まれます。以前の教育課程と比べ，ソフト面でのスキ

ルと，社会参加，自己開発，文化的教養の側面での倫理や価値などの要件が増えたことにお気づきかもしれませ

ん。この計画はまだ策定途中で，結論は公開できません。近いうちに皆さまにお知らせできればと思います。

　　��　次に今後の教師の役割，質，能力についてです。東西の比較をすると，中国の文化，そしてアジアの文化でも，

教師は伝統的，歴史的に真実の体現者と見なされていました。ですから教師は生徒か

ら崇拝されていました。そして，教師は生徒に真実について語り，生徒は教師の言葉

を聞くものと考えられていました。これは生徒が創造性を養う妨げになっていたかも

しれません。生徒は教師の教えに体現された決まった答えにのみに従うことが許され

ていたからです。こうした教師に対する認識は西洋文化とは異なります。西洋では，

教師は生徒が一つの問いに対する多くの潜在的な解答の中から答えを見つけ出す手助

けをするファシリテーターと見なされています。ですから一つ確かなことは，特に我々

アジア諸国においては，教師の役割を真実の体現者から生徒が学んでいく上でのファ

シリテーターへと移行させるべきでしょう。

 ２） ディスカッション
　 コーディネータ 　 パネリスト

長 崎  栄 三 アンドレアス・シュライヒャー
尾﨑 春樹
ヨウニ・ヴァリヤルヴィ
ウン・セン・タン
リュ・バンラン
ワン・イェン
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　　��　最後は将来の教育政策についての質問です。これについては私のプレゼンテーションで既にお話ししたかと思

います。２点だけ付け加えます。まず，「良い学校とは何か？」ということです。中国の実験校についてお聞き

になったことがあるか分かりませんが，一つ非常に有益だと分かったことは，もっと生徒を学校に関わらせると

いうことです。もう一つは，生徒により多くの教科の選択肢，21世紀に求められ，必要とされることに適応し

た教科の選択肢を与えることです。

　　��　財源と予算配分をどう確保するか。私の申し上げたい点は，政府による教育への投資を増やす必要が絶対にあ

るということです。これは当たり前の要求です。一方で，様々な供給源からより多くの資金を持ってこられるよ

うな政策を行う必要があります。政府からの資金だけでなく，寄附や地域社会，民間セクターからの資金です。

今のところ，私の論点は以上です。ありがとうございます。

　長 崎栄三　ありがとうございました。それでは次に，韓国のリュさん，お願いいたします。

　リ ュ・バンラン　知識の性質だけでなく科学技術の変化も考慮すると，

韓国の教育界はただ知識の蓄積を与えるのではなく，コンピテンシー

を養う努力をするべきだと考えています。この意味で，韓国ではコ

ンバージェンス教育が関係者の注目を集めています。プレゼンテー

ションで申し上げたとおり，生徒にただ知識を与える代わりに，効

果的な学習，コラボレーション，コミュニケーション・スキルによ

り注目が集まっています。また，私たちは社会や情動の学習も重要

視しています。

　　��　御存じのとおり，韓国には高度に標準化された全国教育課程があ

り，教育システムは中央集権化されています。全国教育課程に柔軟性がないことへの批判に応えて，学校ごとの

課程については各学校により自律性を与える努力をしてきました。学校ごとの教育課程を導入するには，教育課

程を評価に一致させる必要があります。ですから，教師は様々な評価方法として成績評価ポートフォリオ等を利

用することを提言しました。

　　��　２番目のポイントですが，韓国の教師は質が高く，TALIS（OECD国際教員指導環境調査）のサービス・プロ

グラムへの参加に熱心です。しかし，教員教育ブログラムの中で，こうした質の高い教師は生徒の特性について

学ぶ機会が十分にありませんでした。韓国では，教師のほとんどが学生時代に優秀な生徒でした。ですから，彼

らは自分たちの優秀ではない，又は劣った生徒を理解することが難しいようです。教師は教職に就く前に，自分

たちの生徒を理解し，彼らとコミュニケ―ションを取るための能力を身に付ける必要があります。これが，教職

に就く前の教師に対し，教員教育プログラムの中で生徒の理解を助けるプログラムを提供するべきだと考えてい

る理由です。このため，教育学部は教育実習生に小学校や中学校でのベンチャー・プログラムに参加するよう奨

励しています。

　　��　３番目のポイントです。将来のリーダーを育成するためには，学校教育はもはや十分ではありません。学校は，

授業を学校の外に拡大するため地域社会と協力する必要があります。私は，学校がもっと柔軟性を持ち，地域社

会と関連した小規模な活動をする教育課程が導入されるようになると予想しています。近年，韓国の学校は，出

生率の低下に伴う生徒数の減少で，財務的な困難を抱えています。しかし，学校や研究者は，未来志向の教育シ

ステムのためには韓国政府がもっと財政支援を行うべきだと主張しています。ありがとうございました。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。それでは次に，シンガポールのタンさん，お願いいたします。

　ウ ン・セン・タン　これら三つの質問に対して，三つの言葉でお答えしたいと思います。まず１番目の質問である

コンピテンシーに関してですが，最近私は何人かの企業のCEOと交流する機会がありました。教育にとって，今

日の経営者や仕事の世界がどのような卒業生を望んでいるか知ることは非常に大切だと考えます。日本，韓国，

シンガポールなどアジアの教育システムは同じ問題を抱えていると思います。私たちの教育システムは同じこと
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を何度も何度もやりすぎます。つまり，生徒は学校に行き，分析スキルを学び，そして更に分析スキルを学ぶの

です。そのような学習の中で，試験が生徒の時間の非常に多くを占めています。そして同じことが更に続くので

す。ところが，職場で求められているのは弾力性の一言です。独立して学べる人材です。新しい知識分野，全く

新しい知識分野に立ち向かうことができ，学ぶ意志がある人材です。我々は多くの分野で構造的な失業に直面し

ており，特定の分野には仕事があるものの，そのような仕事をできる新卒学生はいないからです。ですから，試

験でたくさんの好成績をとっただけで新しいスキルを学ぶ能力がないのでは，問題があるのです。

　　��　教育システムがこれから本当に組み入れる必要があるコンピテンシーは，生徒が独立して学ぶ力の強化と，弾

力性だと考えます。国内における弾力性だけでなく，非常に複雑な状況に挑戦する意思があるグローバルな弾力

性です。そしてそのためには，生徒が働かなければならず，より実社会やプロジェクトベースのものに重点を置

く教え方に教育課程を移行させる必要があります。高等教育においても，このようなスキルを獲得するために，

実社会でのインターンシップのような経験がもっと必要とされています。

　　��　２番目の質問は教師の役割で，これには私はデザイナーという言葉を使います。今日，そして明日の教師は，

学習環境のデザイナーであるべきです。なぜなら，生徒がよく学べているときは，そうです，勉強への関わり方

と勉強時間に関係することが研究で分かっています。とはいえ，試験に備えた勉強時間は間違った種類の勉強時

間です。最も重要な勉強時間とは，生徒がいかに本当に価値と興味がある何かを学ぶかであり，学びの種類の中

でも非常に高い価値のある分野においてクラスの外で学ぶような学習環境を教師がいかに設計することができる

かです。つまり，教師は学習環境のデザイナーにならなければいけません。

　　��　３番目は難しい点です。リソースをどう扱えばよいのでしょうか。キーワードはパートナーシップです。私は

教育がリソースを取りすぎていると考えています。学校や教師に多大なプレッシャーがかかっていますが，私た

ちは皆，教育が成功するかどうかは実際には地域社会の努力であるということを知っています。ですから，全て

のレベルでのパートナーシップが推奨されるべきです。なぜなら，学校の問題の多くは地域社会の問題だからで

す。地域社会が弱いセクターを支援しながら，学習のために産業との強いパートナーシップがあるようなアプロー

チを取る必要があります。そして，政策レベルから校長のいる学校レベルを見ても，学校の指導者のトレーニン

グにおいて重点が置かれるのは，学校の指導者は地域社会を関与させる方法を知っているべきで，地域社会が学

習が遅れている生徒をサポートする支援プログラムに参加できることです。こうすれば，リソースを全て使って

教育界の仲間に全ての負担をかけることはありません。ありがとうございました。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。それでは，フィンランドのヴァリヤルヴィさん，お願いいたします。

　ヨ ウニ・ヴァリヤルヴィ　もう既に他の方がおっしゃったことを繰り返したくはありませんが，付随的な質問につ

いてコメントしてみたいと思います。こうした様々なレベルのコンピテンシーについて議論する際に真の課題と

なるのは，コンピテンシーをどう測り，どう評価するかです。なぜなら私たちは評価の役割も重要だと知ってい

るからです。測定されない物事は重要とは見なされません。私はPISAが非常に価値のある働きをしてきたと考

えており，これまでの国際調査と比較すれば，この分野で過去10〜20年間で起きたことは称賛に値すると言え

ます。このことによりPISAは信頼が置け，実生活に基づくものとなり，我々が学校で行った生徒への聞き取り

調査でも分かったとおり，生徒の動機付けにもなっています。PISAは本当に何か違うものを持っています。と

はいえ，私たちが議論しているコンピテンシーを本当に深めたいのであれば，まだ他にやることはたくさんあり

ます。

　　��　コンピュータ・ベースの評価に移ったとき，ここに多くの可能性，新しい革新的な可能性が見えます。新しい

タイプのテスト問題の可能性が広がります。同時に，学習やテストの状況におけるプロセスを分析するという新

しい可能性も広がります。例えば，新しいタイプのインタラクティブなテスト問題に解答するときに，生徒が数

学をどう考えるか追いかけるということです。コンピュータが現在よりもっと効果的に使われたときのこうした

国際調査を心待ちにしています。しかし，文化的な課題もあります。私たちが測ろうとしているコンピテンシー

は，価値観や態度，その他の文化的な特徴と関連しており，それらは国によって様々です。個々の多様性だけで

なく文化的にも多様なものをどのように扱うか，という問題です。別の国と比較をする際は，非常に注意深くな
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るべきです。例えば，この地域ではテストの態度は何を意味するでしょ

うか。可能ではありますが，非常に難しいと言えます。

　　��　次に２番目のポイントですが，前のスピーカーの方々が既におっ

しゃったとおり，教師は学習のファシリテーターかつサポーター，学

習の設計者だと考えています。経験のある教師が，現在及び将来の学

校には子供と若者が本当に必要だと強調していることがいまだに議論

されている中，これは教師教育において非常に重要になります。子供

や若者は学習を支援してくれる教師を本当に必要としています。環境

が変化する中で，教師の役割はこれまで以上に重要かもしれません。

例えば，どの情報に価値がありどれにないのか選択し決定する批判的

思考と能力です。このような実践には，教師の役割が非常に重要です。

私たちは教師の仕事のこのような側面をもっともっと強調し，対人関

係に集中し，対人関係が重要であることを認識するための支援をする

べきです。そして，テクノロジーを使うことが，より伝統的な分野の

学習に役立つと思います。

　　��　これは多くの教師にとって非常に難しいようです。だからこそ，教師が専門能力を開発し，教師としてのアイ

デンティティや個人としてのアイデンティティ，また同時に学校コミュニティの一員としてのアイデンティティ

の強化の支援を，非常に体系的に行う必要があるのです。他の専門家と一緒に働くというのは何を意味するでしょ

うか。また，彼らの社会に対する理解，社会で何が変化していて何が起きているかの理解は何を意味するでしょ

うか。

　　��　要約すると，教師は生徒にとって通訳者であるということです。教師は世界で何が起きているかを読み解いて，

生徒が学ぶスキルを強化することを手助けしているのです。もちろん，これは教師の非常に体系的な職能開発が

必要となります。そしてそこでは，異なるタイプのツールも必要です。例えば，教師個人の成長に向けた長期的

な計画に加えて，各教師，学校，コミュニティが共通の目的の下で活動に従事するような取決めも必要です。

　　��　３番目に関しては，ポイント又はコメントは二つしかありません。基本的に，この社会と教育政策の役割は何

でしょうか？それは先ほど申し上げたように，教師のキャリア開発を支援することです。しかし，同時に学校が

自信をつけるサポートもしています。インフォーマルな教育がより強調され，学校外で非常に質の高い学習の機

会がある中で，学校が自信を持つことは非常に重要です。ここで学校の教員は非常に重要な役割をします。これ

は私たちが支援できることかもしれません。

　　��　それはまた，質の高い教師をめぐって，教育に重点を置いている民間セクターやその他の組織と競争になって

いることから，学校を支援しなければならないということも意味します。将来的には彼らと競合して，若者が本

当に学校で教えたいと思うような魅力的な職場をつくる方法を見つける必要があるかもしれません。最後に，既

に述べたことですが，学校がオープンになること，双方向の自己分析はどうでしょうか？アンディ・ハーグリー

ブスがコメントしたように，学校の説明責任を強化することです。これは説明責任を意味します。これは，説明

責任は学校の外で始まるのではなく，学校の中で始まるということです。学校は，コミュニケーションを通じて

何をやっているかを伝えることがなぜ重要なのか理解しています。ありがとうございます。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。それでは日本の尾﨑さん，よろしくお願いいたします。

　尾 﨑春樹　まず論点１。必要とされる能力とカリキュラムということですが，PISAについて，ときどき教育学者

の中でもオールマイティーではないはずだとか，評価が偏っているのではないかとか，いろいろな御意見があり

ますが，もともとオールマイティーであるはずもなく，そこで測られていることは，非常に重要ではありますが

一部にすぎないのだと思います。

　　��　キーコンピテンシーと言われている中身を見ても，例えば社会的スキルといったもの全てを測りきれているわ

けではないのだろうと思います。
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　　��　ただPISAは今後更に調査内容を発展させようということで，シュライヒャーさんから御説明があるかもしれ

ませんが，協調型の問題解決能力を測っていこうといったことに来年チャレンジしていこうという段階にあるわ

けです。

　　��　ただ，その社会的スキルを考えたときでも，単純に考えてもいろいろな面があって，例えば考え方の異なる集

団同士で折衝する能力というのもあるかもしれないし，日本の総合学習で非常に重視されているように，いろい

ろな異なる発想の子供たちが知恵を出し合い，発想を持ち寄りながら質の高い考え方を打ち出していく。そして

それを発表していくというような集団・チームとしての社会的スキルもあるかもしれない。それがどこまで測れ

るかが，非常に大きな問題だと思います。

　　��　現に総合的な学習の時間では，数値による測定はなかなか難しいのではないかということで，客観的かつ多様

な評価をしようとしながらも，数値の評価は現実的に避けているわけであり，それが今後PISAの発展の中で，

どのように折り合いをつけていくかが我々としても非常に興味のあるところだと思っています。

　　��　２点目は，今後求められる教員の役割，資質，能力ということですが，これは今日の基調講演，先ほどのプレ

ゼンテーションでも申し上げたとおりで，まさに専門性に裏付けられた実践的な指導力を培っていかなければな

らない。

　　��　それに加えて，日本あるいはアジアに特有の子供たちが興味・関心を持てていない。あるいは意義を理解して

もらっていない。そういったものを楽しい方向に，意義をわからせる方向に，どう誘導していくかという力まで

備えてもらわなければ困るという非常に難しい課題を今から克服していかなければいけないということだと思い

ます。

　　��　それを教員になる前の養成の段階と，教員になった後の研修の段階に分けて考えたときに，日本の場合は伝統

的に，教員は学部段階で養成されてきていて，専門性を高めるために一部教職大学院という仕組みはあるわけで

すが，御承知のように，教科専門についてのスキルを高めるという組織構造にはなっていないし，量的にも多く

の教員を受け入れるキャパシティがあるわけでもないということで，教職大学院の有り様というのは，これから

非常に改革を要するわけですが，改革したところで決してオールマイティーな資質能力向上のプロセスではあり

えないだろうと。

　　��　そこの役割を質と量の両方をにらみながら，どのように位置付けていくかが一つの大きな課題だと思います。

ということは，教職大学院がオールマイティーでないということは，日本の伝統的な価値観の反映とも言えましょ

うが，オン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT），現場で鍛えられてこそ本当の実力になるのだという日本の根

強い伝統と信頼があります。そういう意味では，そのオン・ザ・ジョブ・トレーニング，実地の研修というもの

を日本では大事にしていかざるを得ない。

　　��　ただ，これについてもプレゼンテーションの中で申し上げたように，その基礎というものが例えば多忙化によ

り，あるいは，その研修をやるためのリソースの不十分さにより，だんだん日本も基礎がもろくなりつつある。

ここをどうやって立て直し，維持・強化していくかが日本の課題だと思います。

　　��　そのときに今日，各発表者の皆さんから出されているように，学校というものは政治家からも，地域住民や保

護者からも，常に注文をつけられるそばに立っていると。それが学校の多忙化を呼んでいるわけで，学校という

のは常に被告の側あるいは要求される側に置かれ続けているという状態から，どこかで脱却しなければならない。

　　��　そういう意味で地域のサポート，地域との結びつきも考えていかなければなりませんし，日本の場合は，極端

に今後子供の数が少なくなっていくという中で，地域との結びつきがだんだんとりにくくなる。この難しい方程

式をどのように解いていくかが日本の難しい課題だろうと思っています。

　　��　最後に，今後の教育政策はどこに焦点を当てていくのかということは，今日プレゼンテーションで申し上げた

ので繰り返しは避けたいのですが，リソースをきちんと確保してあげること，それと同時に現在目指している学

習指導要領の構造改革ということで，高い野心的なナショナルスタンダードをもっと現場にわかりやすく構造化

していかなければならない。

　　��　それと同時に，まさに現場の自由度，教育方法の自由度というものを維持しなければならない。ただ，この自

由度を維持するということは，どうぞ御自由にやってくださいということで投げ渡せば，昔，総合的学習の時間

でスタートしたような苦労をまた現場に押し付けることにもなりかねないので，いろいろな選択の権限を学校に
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委ねながらも，いろいろな選択肢，教育方法の選択肢というものを支援していくことが必要だと思っています。

大体，そんなところが今のポイントです。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。それでは最後に，OECDのシュライヒャーさん，お願いいたします。

　ア ンドレアス・シュライヒャー　幸い，これについては皆さんが既に多くのことを述べられ，私もコンピテンシー

の概念の重要性には全く同感です。知識を得るだけでなく，新しい問題に直面したときに認知的な社会的，感情

的側面を動かせるか。これがコンピテンシーの正に意味するところです。非常に，非常に重要なことです。これ

に付け加えるとしたら，生徒が学問の領域を超えて考え，次のイノベーションが来る場所の点と点を結び付ける

こともますます重要になっていますが，これは専門的に体系化されている伝統的な学校を基盤とした背景の中で

は実際にはそう簡単なことではありません。

　　��　もう一歩踏み込んでみたいと思います。異なる視点から世界を見ることができる能力はますます重要になって

きています。一つの規範や考え方で育つのではなく，他の人が異なる考え方，働き方をすることを尊重できると

いうことです。異なる価値，異なる文化，異なる考えを尊重できるということです。繰り返しますが，今日これ

は成功の非常に，非常に重要な側面だと思います。

　　��　最も難しいのは価値について議論することです。ここでも，ますます不確実で不透明で，不安定な世界では，

価値観が更に重要になってきます。なぜなら価値観は生徒が世界で道を見つけなければならないコンパスのよう

なものだからです。市民権とかそういうものについて話そうとしているわけではありません。そうしたものは，

考えられているほど価値観の概念にとって中心的なものではないと思います。私が言っているのは公正，誠実，

勇気，自己認識，尊敬，共感といった価値です。そのような基礎となるたたき台は，私たちが社会と関わること

を可能にし，新たなコンピテンシー領域に導くのです。タン教授が既に弾力性という論点に言及されました。私

はこれに強く同意します。ますます不透明になる世界で自分自身の方向性を再設定できる能力です。適応性，自

発性，好奇心です。小さな子供が得意とするものです。年齢が高くなるほど，こうした好奇心という側面をなく

していきます。しかし，私はこれが非常に，非常に重要だと思います。リーダーシップも非常に重要な側面です。

そのような価値指向の側面は定義することが最も難しく，測定するのが最も難しいと思います。しかし，私たち

が今生きている世界では，発達させるべき最も重要な側面かもしれません。これは気質であることが多いので，

スキルと呼べるかどうかは分かりません。しかし，非常に，非常に重要なことです。ある意味，このような知識

スキルとコンピテンシー，気質と価値によって，私たちが教師に期待すべきものは何か既に定義されています。

　　��　再度タン教授の言葉からですが，実際私は教師がデザイナーであるという考え方が気に入っています。勉強の

体系化，学習環境などの設計者です。非常によい表現方法だと思います。

　　��　政策に関しては，私たちは政策のインパクトを過大評価することが多く，専門化のインパクトを過小評価して

いると言わねばなりません。これに関しては自分自身にとても正直になる必要があると思います。実際に政策が

何を達成できるのでしょうか？

　　��　とはいえ，政策ができることも幾つかあると思います。一つは，イノベーションを奨励し，動機付けすること

です。豊富な経験と考えを持つ教師がどう組織を変革し，作り上げるか。最高の教育大臣でも何百万人もの生徒

たちの問題，何十万人もの教師の問題，そして何万校もの学校の問題を解決することはできません。しかし，教

育システムに存在する優れた考え，教師の間に存在する優れた考えを実際に結集することができれば，実は非常

に大きな可能性を生かすことができるのです。そのために適切なインセンティブを提供することは，公共政策の

非常に重要な側面です。

　　��　ここで２番目のポイントに導かれます。専門化のフレームワークです。これは有効なキャリア構造を伴う必要

があります。教師にキャリアの中で成長してもらう機会を与えるのです。教師自身の専門的能力開発に貢献し，

同僚の専門的能力開発にも貢献してもらうのです。これもまた，公共政策が現在よりも恐らくもっと多くのこと

ができる分野だと思います。教育システムの中の知識マネジメントです。教師はどうやって他の教師から学ぶの

でしょうか。学校はどのように他の学校から学ぶのでしょうか。教育システムは他の教育システムからどのよう

に学ぶのでしょうか。有効な知識活用の促進に関して政策ができることはもっとたくさんあるかもしれません。
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　　��　リソースについてです。政策は教育のために追加的なリソースをただ投入するわけにいきません。繰り返しま

すが，教育へ投資されたお金は，誰にでもできる最良の投資です。個人，社会，国にとってです。ただし，これ

だけではありません。政策にはまた，最も優秀な教師を最も難しい課題を抱えているクラスに導く助けをする責

任と可能性が大いにあるとも考えます。最も有能な学校長に最も難しい学校を任せることもそうです。このこと

をうまくやれるようになった国も幾つかあり，公共政策が現在よりももっと多くのことをできる分野だと思いま

す。

　　��　最後に大切なことで，既に他のスピーカーの方々が御指摘の点ですが，教育を全ての人の仕事にすることです。

学校や教師，保護者を非難するのではなく，生徒，教師，保護者，学校長，政治家など全ての人が，より良い学

習成果を促進するために何ができるかを自問するフレームワークを実際に見つけることです。そして働く場所も

同様です。スキルを使う人々は実際に何ができるでしょうか。スキル不足を嘆くだけでなく，それに取り組むの

です。ここでも，公共政策は重要な役割があると思います。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。この後，ディスカッションを更に進めていくのですが，そのために皆

さまに御質問や御意見を書いていただきました。とても多く約50名の方から御質問や御意見を頂きました。そ

れらを全部取り上げていると時間がなくなってしまいますので，私の方でそれぞれの方に一つぐらいずつ取り上

げていこうと思います。なお，全ての御質問や御意見につきまして，後ほどきちんと事務局の方で対応させてい

ただきます。

　　��　そして，パネルの方にお答えいただいた後でもう一度，皆さまの方でやはりこれはおっしゃりたいということ

がありましたら，挙手をしていただいて御発言していただくというように進めていきたいと思います。それでは，

まず中国のワンさんへの問いかけです。

　　��　この問いかけは，ワンさんへというよりも，できたら他の先生方も考えてほしいということです。どのような

な質問かというと，21世紀型のスキルを教える際，先ほどコンピテンシーイニシアティブという話があったと

思いますが，そのときに学校の先生は，そのスキルをどう身につけるかが大きな課題だと思います。学校の先生

が21世紀型のスキルを身につけるには，どうすればよいか。この問題をどう解決したらよいのか。ワンさんで

もよいですし，他の方でもよろしいです。いかがでしょうか。

　ワ ン・イェン　発表の中で，その問題には一部，触れたかと思います。二つの側面から取り組むことを提案します。

　　��　第一が制度です。21世紀に必要な能力は，生徒だけの問題ではありません。生徒が21世紀型能力を身に付け

ることを手助けするには，現在の教育制度を，継続学習のようなものを奨励する開かれた制度に変える必要があ

ります。シンガポールには，学ぶ国，学ぶ学校，という考え方があります。教師だけでなく，制度も変化させて

いく必要があります。教員養成のカリキュラムや教授法も，採用前と採用後両方の研修において，変更する必要

があります。

　　��　第二が教師の水準です。教師は，常に学び，能力を身に付ける必要があります。その意味で，教育研究や教授

法研究の制度は有用かもしれません。このような制度のおかげで，中国の教師は，毎日，毎週，毎月，毎年のよ

うに，その知識や能力を向上し続けることができます。成功事例や研修会などから学び，その能力を継続的に高

め，それを授業準備や実際の授業に生かそうとしています。以上です。

　長 崎栄三　今のお話を聞いていますと，日本の伝統的な授業研究を含めて，そのようなものを通して学校の先生も

コンピテンシーやスキルを身に付けていくということだと思いました。次に，韓国のリュさんへの問いかけです

ね。日韓で生徒の学習における関心や自己効力感の低さは同様であるにもかかわらず，大人のリテラシーにおい

ては日韓で大きな違いがあるということでした。この理由は，どこにあるとお考えでしょうか。

　　��　日本の結果を見ると，生徒の自己効力感の低下が，必ずしもその後の大人の低いリテラシーにはつながらない

ように思いますが，韓国ではいかがでしょうか，ということですね。

　リ ュ・バンラン　正確な要因はわかりません。教育的特性は大体，同じです。韓国の大人の読解力は低いですが，
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日本人の読解力は低くはなく，むしろ高いです。その理由はわかりません。現時点ではお答えできなくてすみま

せん。今後，研究・分析する必要があります。

　長 崎栄三　先日の国際成人力調査（PIAAC）はまだ１回目ですので，これから２回目，３回目と進む中で，今のこ

ともわかってくるのではないかと思います。それでは次に，シンガポールのタンさんへの問いかけです。シンガ

ポールは早期から複線系の学校制度を導入しており，能力によるコース分けが行われているということです。単

線型で習熟度によるグループ分けを行わないことで，学力格差を小さくしているフィンランドと異なりますが，

シンガポールが高い成果を上げていることについて，どのように分析されていますか。シンガポールとフィンラ

ンドを対照させながらの問いかけだと思います。

　ウ ン・セン・タン　フィンランドとシンガポールとを比較した研

究はありませんが，基本的に，シンガポールが早い時期に能力

別コースに分けたのは，教育のムダを減らすためです。Gohリ

ポートによれば，1978年には高い退学率が記録されています。

つまり，小学校から中等学校に進学する際や，進級時に学校を

辞める者が多かったのです。そこで，授業についていけない生

徒には長いカリキュラムと時間が必要と判断したのです。中等

教育を４年制と５年制にしたのはそのためです。目的は，生徒

のコース分けを行うことでした。生徒が試験を受けるのは，も

はや単なる競争ではなく，むしろ，生徒をペースに合った，最

適のコースに導くことでした。

　　��　しかしそれも80年代，90年代までのことでした。その後，能

力別コース分けにはある種の難しさがあることがわかりました。５年制のコースに分けられたものの，成績が良

く，実際は４年制のコースに編入させるべきだった生徒がいたのです。しかし，当初は柔軟性に欠けていました。

５年制に振るい分けられたことで悲観する人もいました。教育期間が長くなることを嫌う保護者から圧力がかか

ることもありました。５年制に行った生徒にも高等教育に進むチャンスは与えられていましたが，保護者は，子

供たちが学業を終えるまでの期間が長くなることを好みませんでした。現在はもっと柔軟な体制になっています。

４年制か５年制かを明確に分けてはいません。選択的移動が可能になっています。４年制コースに進んだ生徒は，

成績が振るわなければ５年制に移動でき，その逆も可能です。ですから現在はずっと効果的です。

　　��　現在は，更に進んで，おおまかな能力分けではなく，生徒一人一人の個性に注目するようになっています。数

学が得意な生徒もいれば，スポーツが得意な生徒もいれば，芸術科目が得意な生徒もいます。そこで，日本のよ

うに，芸術や数学に特化した高等学校を創設しました。このような学校に入れば，才能を伸ばすことができます。

我々はニーズを満たすことができ，生徒は学習において向上することができます。

　長 崎栄三　それでは，フィンランドのヴァリヤルディさんへの問いかけです。フィンランドについては，日本から

もいろいろな人たちが見に行って，非常に関心を持っていると思います。ただ先ほどもありましたように，PISA

の成績が下がってきているということですので，フィンランドがPISAの成績が下がってきている原因について，

どのように分析されているのか。もう少し詳しくお聞かせいただきたいということです。

　ヨ ウニ・ヴァリヤルヴィ　私の説明不足だったかもしれません。というのも，この問題に答えるのはとても難しい

からです。発表の中で述べたように，この10年間，学校が置かれた状況は劇的に変化してきました。フィンラ

ンドは，そのような変化が他のヨーロッパ諸国より少し遅れてやってきた国の一つでしょう。変化は，生徒の取

り組み方，とりわけ読書への関心を見るとき，わかります。それは発表でも示しました。御覧になったとおり，

態度のような要因は，認知能力と大きく関係するものです。生徒の価値観や学校に対する姿勢の変化は，学習結

果や学校教育への姿勢に明確な影響を与えるようです。
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　　��　ここで，要因を二つ，追加したいと思います。フィンランドでは明白と思われ，相互に関係しているものです。

生徒が教育に対していだく評価は，常に変化しています。以前は，初等教育での成績が良い生徒は，進学しまし

た。そうでない生徒は，職業に直結するような専門学校に通ったものです。10歳で，このような選択をしなけ

ればなりませんでした。このような二路線システムを，70年代まで採用していました。それ以降は，進路の選

択は，９学年の後，つまり後期中等教育への進学前の段階で行われるようになりました。成績優秀な生徒は進学，

そうでない者は職業学校に行くというのが長い間の伝統でした。しかし，現在はそう明確に分かれているわけで

はありません。職業訓練コースを取るか進学コースを取るか，どのような要因を考慮すべきか，慎重に検討する

生徒が増えています。生徒たちは選択の先にある可能性についてよく知っています。情報量が大幅に増え，価値

観や選択行動を左右します。ソーシャルメディアの影響もあります。若者は，それをよく話題にしています。生

徒が伝統的な学校教育に専念し，これを重視するとは，もはや言えないようです。それは学校での問題行動など

にも表れ，若者文化に何らかの変化をもたらしています。

　　��　もう一つの要因はテクノロジーとその役割です。若者はコンピュータ化された環境に大きな可能性を見出だし

ています。その可能性はこの10年で飛躍的に高まり，その傾向は今後も続きます。もしかしたら，学校制度や

教師はこのスピードについていっておらず，自分たちが共同学習者であると考えることができていないかもしれ

ません。双方向の学習をもっと行える可能性があるのです。生徒も教師も，積極的に参加することができます。

教科志向の伝統的教育システムは，今日，ある意味リスクがあります。教師が若者世界の変化を読み取り，いか

に対応すべきかを知ることは非常に困難です。教師はそのような取組を重視しています。人の影響力が最も大き

い部分です。

　長 崎栄三　ありがとうございました。恐らく何事でも先頭を走っていると，いろいろな予期せぬことが起きてくる

のではないかという感じでお聞きしておりました。次に，日本の尾﨑さんへの問いかけです。尾﨑さんのお話の

中で，日本の学校の教育システムの問題として，学校の先生におんぶに抱っこという状況を打開しなければとい

う御指摘がありました。日本の子供たちの成績がよかった要因は，教師が一人一人で子供の学習から課外学習や

生活習慣のチェックなどをしてきたためだと思います。海外からの文化としてのカウンセリングなどが確立して

いない日本の文化の中で，どうやってそういうチームなどを定着させていくのが適しているでしょうか。

　尾 﨑春樹　難しい御質問ですが，先ほども少し申し上げましたが，小学校と中学校で教育スタイルが違うというこ

とを前提に，どうやって子供たちがスキルを高める体制を作っていくかという注意点は違うと思います。

　　��　先ほど，チーム学校という話をしましたが，現実に学校の先生が授業研究，授業準備だけでなく部活動の指導，

生徒指導，進路指導，事務仕事，その他の雑用，保護者の対応，地域との対応，全てのことをやるという体制が

小学校でも中学校でも作られている。

　　��　ただ，それを支えている先生の体制というものが，中学校の場合は教科担任制で，いろいろな先生がチームで

教科ごとに入れ替わるという体制がとられているのに対して，小学校は学級担任制で，朝から夕方まで，べった

り子供たちと接しているという違いがあります。

　　��　それともう一つの大きな違いは，部活動の負担が小学校と中学校では違うということがあります。その中で確

かに子供たちと非常に密接に接することによって，きめ細やかなケアをやり，支えていくということは，典型的

には小学校で表れてきているのだと思いますが，中学校でもアチーブメントの高さで成功しているということが

わかるように，どちらのやり方でも，日本はこれまで成功はしてきたのだと思います。

　　��　ただ，勤務時間の長さや授業研究がもろくなってきているといった弊害を考えれば，改革をしなければならな

い。その改革のやりやすさは，中学校は教科担任制でスペシャリストがいろいろ寄りやすい体制であるが故に，

改革はある意味でやりやすい。例えば生徒指導の分野については，スクールカウンセラーやスクールソーシャル

ワーカーといった専門家の方々の助けを借りる。それから事務作業については今，学校の事務職員は小学校では

極端に少ないし，中学校も非常に貧弱ですが，これを充実することによって教育委員会との事務的なやり取りな

どについて，教員の負担を減らしていくことができるのではないかと。

　　��　一つ論争になるのは部活動ですが，これは専門家の間でも学校関係者の間でも意見が真っ二つに分かれており，
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とりわけ中学校の部活というものは今，学校のエネルギー，子供を学校に引きつける魅力という意味では，学校

に欠かすことのできない要素になっているので，これを外部の専門家に委ねるというのは，いかがなものかとい

う考え方が一つあります。

　　��　それに対して，そうは言っても，やはりもうパンクするでしょうという考え方があり，とりわけスポーツの分

野でいうサッカーや水泳などで典型的に見られるように，外部の専門家に委ねていくということが学校単位では

非常に短期的な区切りの中では，成果を急激に性急に求めるということなく，子供を健やかに導くことにつなが

るのではないかと意見が対峙している。アンケートをとっても，先生たちでも真っ二つに分かれていると。

　　��　実際には，教育行政関係者では，部活動は学校の魅力として欠かせないものだという意見の方が現在はやや強

く，御承知のとおり，前回の学習指導要領の改訂の中で，部活動を学習指導要領の中で教育課程の中に位置付け

るという動きにもなっているわけですが，ただ今申し上げた弊害を乗り越えるためには，そういった学校の中で

正規のものに位置付けながらも外部の助っ人を学校の中に呼び込んでいくというやり方の中で，先生が本来の教

育活動に当たれる体制を作ることが，まず大事ではないかと思っています。

　　��　小学校の場合は，これは非常に厄介で，学級担任制の中でべったり先生たちが子供たちに密着しているわけで

すが，いろいろな専門家を呼んできたところで，もちろん生徒指導の分野では助けになってもらいますが，部活

がもともと中学校ほどないということになると，小学校の先生は救われにくいということにもなりかねない。

　　��　現在，学制改革の議論が行われていて，小学校の５，６年のところで教科担任制が導入される可能性も出てき

ているということで，そこは様相を変えるかもしれませんが，やはり全体の授業力というものを１人の先生にお

んぶに抱っこということではなく，今後の改善の中でも，例えばチームティーチングや習熟度別学習をやってい

るときに，正面から目を据えてそれらを定数面でもバックアップしてあげるという形をとることによって，日本

の限界に近づきつつある先生方の指導の体制を，更に丈夫にできるのではないかと私は思います。

　長 崎栄三　ありがとうございました。最後にシュライヒャーさんに。たくさんの御質問や御意見があるのですが一

つだけ。ほとんどの教師が21世紀型の教育を重視しているにもかかわらず，実際の指導では必ずしもそれが反

映されていないという調査結果がありましたが，そのギャップを埋めるための具体的な方策はどうなのでしょう

か。恐らく今までの話にも十分出ていたのですが，改めていかがでしょうか。

　ア ンドレアス・シュライヒャー　重要な質問です。実際には，教師が21世紀型スキルに気付いていないとしても，

また十分に理解していないとしても，ギャップを埋めることはたやすいことです。教員研修をもっと充実させれ

ばよいだけです。しかし現実には，教師はどのようなスキルがあれば人は成功できるかよくわかっているようで

す。日本のような国々では，教師は，21世紀に求められる教育についてもよく理解しています。

　　��　では，何が実現を阻んでいるのでしょう？意図が具体化していません。検討を要する側面が幾つかあります。

その一つが学校の業務環境と業務組織です。例えば，教師がある教科を教えることになった場合，教科の垣根を

越えて働くことは非常に難しいプロセスとなります。たとえ教師が，それが自分のすべきことだとわかっていて

もです。日本の「総合学習」は，教科横断的授業を構築しようとした最初のモデルだったと思います。繰り返し

になりますが，これはPISAの結果にも表れています。教科横断的意識の構築に成功した事例です。しかし，教

師が教科の垣根を越えて協力するためにすべきことはもっとあると思います。これに関しては興味深い調査があ

ります。例えば，体育教師が体育の授業中に外国語を教えた方が，教室で座って授業を受けるよりも，ずっとよ

く外国語を習得できる，という研究があります。教師が教科の垣根を越えて協力すれば得られるものは多いと思

います。

　　��　二つ目の側面は，やはり業務組織です。カリキュラムがあり，教師がそれを組み立てて実行することを期待す

る産業的な労働組織を追及するなら，多くの国で見られるような結果が得られるでしょう。教師たちはこのモデ

ルに従っています。それを変えようとするなら，プロ意識を育てる必要があります。教師が独自の職業基準を持

ち，それを共有するプロ意識の高い業務組織。自分たちを，教育を行うだけでなく，教育システムを開発する者

と見る。私はそういった21世紀型スキルが生まれると思います。

　　��　三つ目の側面は，21世紀型スキルの多くは，学校といった環境ではなく，労働環境においてこそ習得される
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ということです。教師が教室以外の場所で実際に働く機会をもっと与えることです。労働の世界と学びの世界を，

もっと効果的に統合することです。私たちは教師に多くを期待します。彼ら自身が実際に経験していないことも

教えることを期待します。教師にもっと機会を与えること，教師にもっとプロフェッショナルとしての成長の機

会を設けること。それが重要です。

　　��　日本のデータを示しました。日本は21世紀型スキルに向けて最も速いスピードで制度を改善してきたと思い

ます。過去のPISAデータと比較すれば，大きく進歩したことがわかります。しかし多くの教育システムにおい

ては，まだまだ必要なことがあることは明白です。社会の要請と学校教育のギャップは小さくなるどころか，大

きくなっています。実行のギャップです。ギャップを埋める鍵は，適切な業務組織と教師のサポート体制を用意

することにあると考えます。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。それでは終わりの時間が近くなってきたのですが，フロアの皆さんも

まだまだお話したいことがあると思いますので，２，３名の方，御意見や御質問がもしあるようでしたらお受け

したいと思います。お話の際には，所属とお名前を先にお願いいたします。それでは御意見，御質問のある方，

挙手をお願いします。

　一 般参加者　私は教育行政の研究者ですが，お聞きしたいことは，シュライヒャーさんのパワーポイントの43ペー

ジ，それから尾﨑さんの20ページの辺りに，学校教育現場の自由度，自律性が高いという分析がありますね。

　　��　ただ日本の場合，割と自然科学の分野，数学などの教え方ではそういうところがあると思いますが，教科書の

検定基準などで，例えば政府見解を書きなさいということや，愛国心を書きなさいということや，道徳の教科化

といった分野では結構，やはり管理統制が激しいかなと。

　　��　それによって教員の専門性が若干低められて，TALISで教員の自尊感情が低いところにもつながっていると思

います。ですから，もう少し本当の自由度があるのか。それが結構，日本でも議論の分かれるところですので，

見解をシュライヒャーさんからお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。

　ア ンドレアス・シュライヒャー　学校教育を見ると，我々のデータによれば，日本の学校は，世界的に見れば，原

則として，他のほとんどの国より自律性が高いと言えます。同時に，私たちの目から見ると，多くの学校が認め

られた自由を活用していません。校長も教師もです。そこで，問い直してください。可能性と実施のギャップは

どこから生まれるかを。教師は多分に困難な状況に置かれています。物事のやり方を変える改革のために自由を

使いたいと望む一方で，結局のところは，保護者や社会は生徒が試験で良い成績を収めることを期待しています。

つまり，教師が許された裁量を十分に活用することを妨げる圧力があるのです。しかし，学校にもっと自由を認

める新しい法律を作ったところで解決にはなりません。日本では既に，他国に比べればずっと自由が認められて

いるのですから。

　　��　解決の糸口は，改革や創意工夫を奨励し，外圧を取り払うことです。実際のデータを示すことはできませんが，

日本が進めてきた興味深い改革の中で，総合的な学習の時間は良い例です。それは中等教育より小学校でずっと

うまくいきました。なぜでしょう？難しい問いですが，多分，中等教育学校には大学受験などの外的制約があり，

それが大きな障害となって，教師や学校ができたかもしれないことをできないでいるのでしょう。これが私の見

解ですが，私は部外者にすぎません。あなた方の方が，ずっと的確に判断できる立場にいらっしゃるでしょう。

　長 崎栄三　ありがとうございました。今終了予定の時間になってしまったのですが，まだお話をお聞きしたいので，

10分ほど延長させていただきますので，よろしくお願いします。では尾﨑さん，よろしくお願いします。

　尾 﨑春樹　先ほどシュライヒャーさんのデータの中で，日本の先生は，自分たちが余り社会で尊重されていると思っ

ていないというようなデータがありました。御質問者の意図とは違うかもしれませんが，先ほど申し上げるのを

失念した話を一つコメントしておきたいと思います。

　　��　二つと申し上げた方がいいかもしれません。日本の学力テストで，非常にパフォーマンスが高くて有名なのは



87

第２部　パネルディスカッション

秋田県と福井県なのですが，福井県の高学力の秘密

というと言い過ぎかもしれませんが，私自身が実地

にインタビューしたときの非常に印象深い経験は，

福井県では生活インフラが３世帯同居など，いろい

ろ，落ち着いているということも言われますが，学

校の先生について，よく学校現場で聞かされた話が，

「我々は県民から信頼されている」ということを福井

の学校では何度も聞かされました。

　　��　「だから，やめろと言うまで補習をやめないんです」

とか，「宿題を出して，それをきちっとフォローする

ことでも，もういい加減にしろと言うまでやめない

んです」とか，恐らく他の県の教育委員会の方が聞くとうらやましがるような話を聞かされることがありました。

　　��　この秘密はどこから来るのか，いろいろな分析をしていかなければいけないと思うのですが，一つ恐らくオー

ルジャパンで教育行政として，施策として考えるべき大事な話は，お金が全てではありませんが，教員の処遇と

いうのは忘れてはならない大事なポイントだと思います。

　　��　言い忘れていたのですが，日本では例えば公立小学校の先生は一般の地方公務員よりも給与上優遇しなければ

いけないという人材確保法という法律が1974年に成立しています。

　　��　その当時，それまで日本の学校の先生方の平均給与は一般の公務員よりも下だったのですが，この施策により

その後５年間ほどかけて，かなり革新的な改善が行われ，当時20％以上の優遇措置がとられた。

　　��　これは有名な田中角栄総理大臣のときの施策なのですが，これが残念なことにその後，今まで数十年間にどん

どん目減りをしていき，現在では法律違反にならないギリギリ0.5％の差しかないわけです。

　　��　御承知のように，教員の給与構造というものが，時間によって超過勤務手当を払うという仕組みになっていな

いので，先ほどの異常なまでの勤務時間を考えれば，この処遇は実質的には一般の地方公務員と逆転しているか

もしれない。これを何とか実際の貢献度，実際の苦労に見合うような給与に持っていかなければいけないという

ことで，文部省の時代からずっと財政当局とのバトルをやっているのですが，学校の先生の戦力を増やすことに

ついては，財務省もどこかで折り合わなければいけないと思ってくれるのだけれども，先生の給与を上げること

については，長い間デフレが続いたせいかもしれませんが，ほとんど聞く耳を持ってくれないということがあり

ます。

　　��　そういう意味で今日，シュライヒャーさんのデータで証明されたこともありますが，先生方をきちっと支えて

いく。それが優秀な人材を教育界に呼び込むことになるのだというコンセンサス作りを，文部科学省と財務省の

バトルだけでは済まない大きな問題だということで，まさに政治家の皆さんにも理解してもらえるように文部科

学省も頑張らなければいけませんが，そういった普及や考え方を定着させていくということが，恐らく日本に課

せられた大きな課題だと思っています。

　長 崎栄三　どうもありがとうございました。それでは他に，フロアの方で，何か御意見，御質問はありますか。

　　��　それでは，ないようですので，私から一つ，OECDのシュライヒャーさんに質問させていただきたいと思います。

　　��　確か今年の５月頃だったと思いますが，日本の新聞に，PISAは計測できる面だけを強調しているとか，伝統

や文化の多様性を偏った尺度で測定していると世界の教育学者が批判をしているというような記事が出ていまし

た。

　　��　シュライヒャーさんは，このことに関してどのようなお考えで，またPISAはどのような方向に進んでいくと

お考えになっておられるでしょうか。よろしくお願いいたします。

　ア ンドレアス・シュライヒャー　ありがとうございます。我々は常に教育成果の測定基準に疑問を投げかけるべき

です。PISAについてもその在り方を検証し続けるべきです。国の入試制度も検証し続けるべきです。こうした

方法論は進化しなくてはなりません。PISAも同じことが言えます。私たちは検証努力を惜しみません。大槻さ
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んは，親切にも私のことをPISAの設計者と御紹介くださいました。寛大ですが，それはちょっと大げさです。

私がOECDで行っていることは調整役にすぎません。PISAの開発には，世界中の専門家が協力して取り組んでい

ます。生徒が人生で成功するために必要なスキルは何か，一緒になって賢明に知恵を絞っています。どうやった

らそれを量的に評価できるか？簡単に答えは出ません。PISAがいまだ不完全であることに異論はありません。

本日，討議した21世紀型スキルの多くはまだ測定されていません。クリティカルシンキング能力しかり，問題

解決能力しかり，創造性しかり。しかし，社会的スキルや情緒的スキルの要素については，データで測ろうとす

るとエビデンスにおいて大きなギャップがあります。それを埋める努力が必要です。その意味で，批判は重要で

す。国際的な教育団体やエキスパートグループが手助けしてくれるでしょう。

　　��　少し，例を挙げます。2000年の時点で，読書は定義がとても簡単でした。読書は，本を手に取り，文章を読

み進めることでした。疑問があれば百科事典を調べれば答えが見つかり，それが真実であると信じることができ

ました。2014年の今，読書をしながらGoogle検索すると27,000個の情報が表示されます。その真偽はわかりま

せん。情報のナビゲートが必要です。情報を総合し，評価し，批判的に検討しなくてはなりません。読書は全く

違うプロセスになりました。それに伴いPISAの読書評価も進化しました。現在，生徒の批判的思考力を見るデ

ジタル調査も行っています。2000年時点では測定方法がわからなかった問題解決能力は，現在，PISAの測定対

象になっています。社会的能力の側面はまだ測定されていません。来年，PISAは，協同問題解決能力を初めて

測定します。完全なものとは言えないかもしれませんが，PISAの新たな試みです。

　　��　実際，先週，PISAプロセスを管理する国々の重大会議を開き，次回のPISAについて決めました。このことに

ついて話すのはこの場が初めてです。まだ公式発表していませんから，お知らせするのによい機会です。生徒の

幸福度（well-being）を初めて測定します。完璧な測定は無理でしょうが，生徒の幸福度の測定結果を文書化し，

国々が状況を幅広く把握できるようにします。2018年には，国々は，本日討議したグローバルコンピテンシー

といったものを評価できるか検討することでしょう。これは一貫した内省プロセスです。完全になる日は来るで

しょうか？多分，来ません。現実はいつも，方法論で考えるよりもっと複雑です。しかし，私たちは，PISAの

ような国際調査ができるだけ広範なものとなるよう，最大限，努力せねばなりません。同様に，国の入試制度も

できるだけ今日的で広範囲なものとすべく努力すべきです。このような批判・内省プロセスは，更なる発展を促

すためにとても重要です。

　長 崎栄三　はい。ありがとうございました。２時間を超える長時間だったのですが，本当にあっという間に時間が

たってしまいました。まだまだ議論をしたいこともあると思いますが，時間も過ぎております。ひとまず，ここ

で終わりにしたいと思います。

　　��　本日のパネルディスカッションを通して，改めて，PISAやTALISが国際的に大きな影響を与えていることがよ

くわかりました。

　　��　御参加の皆さんは，恐らくいろいろな視点から多くのことを考え，学ばれたのではないかと思います。本日は，

「国際比較から見る今後の教育・教員政策とは―PISA・TALIS調査が与えた影響―」というテーマで６名の方か

ら貴重なお話を頂きました。

　　��　OECDのシュライヒャーさんからは，PISAやTALISの調査の概要とともに，それに基づいた教育の在り方につ

いてお話しいただき，それに続いて，５名の方から，フィンランド，シンガポール，中国，韓国，そして日本の

状況についてお話しいただきました。そして，フロアからも貴重な御意見を頂きました。ここで，今回のパネル

ディスカッションのまとめとして，テーマの三つの論点から見て，私にとって印象的な御発言を簡単に挙げさせ

ていただこうと思います。

　　��　論点１「21世紀に必要とされる能力とカリキュラム，評価・測定について」では，何度も出てきましたが，

一つ目は「21世紀型スキル」や「21世紀型コンピテンシー」。それから二つ目は「デジタル」や「テクノロジー」。

それから三つ目に「情動」。そういったものが論点１に当たるものだと思いました。

　　��　論点２「今後求められる教員の役割・資質能力について」では，一つ目は「教師の専門的能力開発」，二つ目

は「教師の社会的地位」ということがありました。その中身はいろいろとあったのですが，大きくまとめるとそ

の二つだったと思います。さらに，それに関連して当然21世紀型のスキルやコンピテンシーなどがあるならば，
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教授法も21世紀型に変わっていくのだと。そういうこともあったと思います。

　　��　それから論点３「今後の教育政策はどこに焦点を当てていくべきか」に関しては，幾つか私の印象に残る言葉

がありました。一つ目は，「公正と卓越のバランス」。二つ目は，「自律性と説明責任」。三つ目は，「中央集権と

地方分権」。四つ目には，「学校に基盤を置く」とか，「保護者や家庭を考慮していく」ということ。そういうこ

とがあったのではないかと思います。

　　��　何より，これらの提言は，いずれもPISAやTALISの実証的なデータを伴っているということがすごく大事だと

思います。私にとっては，PISAが始まった頃の標語の一つである「学校を越えて」という言葉が忘れられません。

学校教育は学校教育を超えていかなければならないということ。そして，それぞれの社会や文化の中で，人間の

生涯に関わるものであるということを今日も強く感じました。

　　��　そして，その中心には，専門性を持った自律的で協調的な教師がいるのだということを忘れてはならないとい

うことも改めて感じました。PISAやTALISは，その調査の枠組みや内容自体に提案性を持っており，またその結

果の分析からも得ることが大きいと思います。

　　��　是非今日の御発表やディスカッションと，既に出ている報告書を照らし合わせて，改めてそれぞれの文脈でも

う一度考えてみる価値があると思います。本日は長時間，このシンポジウムに御参加いただき，ありがとうござ

いました。御講演いただいた皆様に，拍手で感謝の意を表したいと思います。
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●所属団体，職名は2014年11月17日現在のものです。
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経済協力開発機構（OECD）教育・スキル局長

　アンドレアス・シュライヒャー氏はOECD事務総長教育政策特別顧問兼教育・スキル局長を務めており，スキ

ルの開発と利用及びその社会経済的効果に関するOECDの調査研究の戦略的な統括も行っている。これには，生

徒の学習到達度調査（PISA），国際成人力調査（PIAAC），OECD国際教員指導環境調査（TALIS）並びに教育シ

ステムの成果に関する指標の開発や分析（INES）が含まれる。OECDに参加する以前は国際教育到達度評価学会

の分析部長を務めていた。ドイツで物理学を学び，オーストラリアで数学及び統計学の学位を受けている。「民

主主義への模範的な取組」に対しドイツ連邦共和国初代大統領の名において授与される「テオドア・フス」賞を

はじめ，数多くの受賞歴がある。ハイデルベルク大学の名誉教授の称号を得ている。

アンドレアス・シュライヒャー

学校法人目白学園専務理事，前国立教育政策研究所長

　福岡県出身。東京大学法学部卒，1982年文部省入省。初等中等教育局財務課長（2006年７月〜2007年６月），

大臣官房政策課長（2007年７月〜2008年６月），大臣官房審議官（スポーツ・青少年局担当）（2008年７月〜

2010年６月），大臣官房審議官（初等中等教育局担当）（2010年７月〜2012年７月）などを歴任し，長年にわ

たり，国の教育行政の重要な政策決定に関わってきた。2012年８月から2014年３月までは国立教育政策研究所

長を務める。日本でのPISAの調査実施機関である国立教育政策研究所の最高責任者として，テスト問題の開発

や調査の国際的な実施・調整等において，主要な役割を果たした。2014年７月より現職。主な著書に「教育法

講義�教育制度の解説と主要論点の整理」等がある。

尾　﨑　春　樹　
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シンガポール国立教育研究所長，教授

　ウン・セン・タン教授は，シンガポール国立教育研究所（NIE）の所長を務め，現在，NIEインターナショナ

ル（NIEI）及びシンガポール中国語センター（SCCL）の理事でもある。NIEでは教師教育部長でもあり，国内的

にも国際的にも画期的な教師教育の開発と革新とされている，21世紀の教師教育イニシアティブ（TE21）を推

進している。さらに，ハーバード大学教育学大学院が主導するグローバル教育イノベーションイニシアティブ

（GENII）におけるシンガポールチームの代表を務めている。タン教授は，シンガポール教育学会の会長（2005

－2008），アジア太平洋教育学会の会長（2008－2010）も歴任した。また，国際認知教育心理学会の副会長（ア

ジア環太平洋地域）も務めた（2008－2011）。シュプリンガー社が発行するジャーナル「Educational�Research�

for�Policy�&�Practice�（ERPP）」の編集長であり，世界教育学会（WERA）教師教育国際研究ネットワークの主催

者でもある。さらに，SEAMEOでは高等教育開発地域センターの運営委員会の理事でもある。

　タン教授の研究分野は，主に認知心理学，問題基盤型学習，教師教育等である。タン教授は，知識基盤経済の

ためのイノベーションに関するプロジェクトの共同開発で，シンガポール首相官邸よりエンタープライズチャレ

ンジ（TEC）イノベーター賞を受賞した。ワシントンDCで行われた全米科学財団（NSF）教育・人材部（EHR）

主催の特別講演，アメリカ教育学会年次大会における全体セッション及び国際教育サミットなど，アメリカ，ヨー

ロッパ，オーストラリア，日本，韓国，中国，香港，アラブ諸国，東南アジアの，これらの分野をテーマとする

主要な国際会議において，基調講演を行ってきた。

ウン・セン・タン

ユヴァスキュラ大学教育研究所長，教授

　ヨウニ・ヴァリヤルヴィ氏は，ユヴァスキュラ大学教育研究所の教授で，教育研究・開発を専門としている。

国際教育到達度評価学会（IEA）には，フィンランド代表として参画し，経済協力開発機構（OECD）のPISA調

査では，フィンランドの国内プロジェクトマネージャーを務める。カリキュラム，学校評価，教師教育，生徒の

福祉に関する国の研究プロジェクトを統括するとともに，国内及びOECDやEUといった国際的な専門家グループ

の委員も務め，この分野において数多くの出版物がある。また，これまでに，イギリス，アメリカ，オーストラ

リア，アルゼンチン，ドイツ，日本，フランス，ポルトガル，中国，ロシア，ブラジル，コロンビア，東ティモー

ル等の諸外国で開催された数々の国際会議に専門家として出席し，基調講演を行ってきた。

ヨウニ・ヴァリヤルヴィ
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中国教育科学研究院国際交流センター長

　王燕氏は，中国教育科学研究院のシニア・スペシャリスト兼国際プログラムコーディネーターで，研究分野に

は教育政策，教育改革，教育社会論，国際的調査，研究方法論が含まれる。国際機関や政府機関，研究機関と協

力し，様々な教育テーマに関する30を超える定性的・定量的研究プロジェクトを設計・実施してきた。また，

数多くの記事や報告書，学術論文，書籍の執筆，共同執筆，編集を行い，書籍「G20構成国・地域における教育

政策改革の動向」の編集者でもある。以前は，世界銀行のコンサルタント並びに北京教育科学研究院のカリキュ

ラム・スペシャリスト及び国際プログラムコーディネーターも務めた。香港大学で教育政策，管理及び社会学の

博士号を得ている。

王　燕（ワン・イェン）

韓国教育開発院初等中等教育研究部長

　リュ・バンラン氏は，韓国教育開発院（KEDI）初等中等教育研究部長兼シニア・リサーチ・フェローで，

KEDIの教育政策ジャーナル（KJEP）の編集委員会のメンバーでもある。研究分野は，教育政策分析と初等中等

教育。2010年の教育福祉指標の開発に関する調査や，2010年から2011年の教育優先ゾーンプロジェクトの縦

断的分析などを実施している。ソウル大学校で修士号及び博士号を得ている。

柳　芳蘭（リュ・バンラン）
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前静岡大学大学院教育学研究科教授

　1948年，東京都生まれ。中学校教員を経て，1980年に国立教育研究所に入り，2001年より国立教育政策研

究所教育課程研究センター総合研究官となる。2009年より静岡大学大学院教授となり2014年に定年退職。

　研究所においては，TIMSS，PISA，教育課程実施状況調査などに参画してきた。最近では2012年の第12回数

学教育国際会議において招待講演者として「数学的リテラシー」に関する講演をしている。

　現在，日本学術会議連携会員，独立行政法人科学技術振興機構科学コミュニケーションセンターフェロー，公

益財団法人教科書研究センター理事，国立教育政策研究所名誉所員，国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）国

内専門委員。

長　崎　栄　三
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　Good�afternoon�to�all�of�you.�I�am�the�Director�General�of�the�National�Institute�for�Educational�Policy�Research�

(NIER).�At�the�opening�of�the�International�Symposium�on�Educational�Reform�2014,� I�would� like�to�offer�a�few�

words�of�greetings�to�you.

　This�Symposium�has�been�held�since�2001�for� the�purpose�of� learning�from�the�experts�at� the� forefront�of�

education�reform�and�research� in�different�countries.�We� learn�from�them�so�as� to�reflect� their�experiences� in�

Japan ’s�educational�reform�efforts.�The�theme�of� this�year ’s�Symposium�is� “What�should�future�education�and�

teacher�policies�be,� in�the� light�of� international�comparisons?� :�The� impacts�of�PISA�and�TALIS�surveys� in�each�

country. ”�There�has�been�a� lot�of� interest�shown� in� this� theme.�We�have�attendance� from�members�of�many�

embassies�and�boards�of�education,�as�well�as�school�representatives.�A�total�of�nearly�500�people�registered�to�

attend.�I�thank�you�all�so�much�for�showing�such�great�interest.

　As�you�know,�the�OECD ’s�PISA�survey�program�of� international�student�assessment�is�a�measurement�of�how�

15-year-olds�make�use�of�the�knowledge�and�skills�acquired�at�school�in�issues�in�real-life�settings.�The�survey�has�

been�conducted�every�year�since�the�first�survey�in�the�year�2000.�In�Japan,�we�have�had�cooperation�from�the�

principals�and�teachers�of�840�schools�and,�a�total�of�28,400�students�have�participated�in�the�survey.�

　The�changes� in�performance�over� time�enable�analysis�of� the�strengths�and�challenges�of� the�participating�

countries.�The�results�and�survey�methods�have�significantly�impacted�curriculums�and�educational�policies,�as�well�

as�the�research�conducted�in�different�countries.

　In�June�of� this�year,� the�results� from�the�OECD�TALIS� (Teaching�and�Learning� International�Survey)�were�

published.� Japan�participated� for� the� first� time.�A� total�of�34�countries�and�regions� from�around� the�world�

participated.�From�Japan,�192�junior�high�schools,� including�the�early�course�of�secondary�schools,�participated.�

3,700�teachers�participated�and�responded�to�the�questionnaires.�It�is�not�an�exaggeration�to�say�that�the�quality�of�

education�is�determined�by�the�quality�of�the�teachers.�The�teacher�policy�is�considered�one�of�the�most�important�

themes�in�educational�reform.�

　This�year’s�survey�provided�valuable�data�on�teacher�training�and�teaching�practices,�as�well�as�work�hours�and�

teachers’�philosophies.�We�identified�the�various�strengths�that�Japan�has�as�well�as�the�issues�and�challenges�that�

lie�ahead.�Such�large-scale�surveys�based�on�international�cooperation�provide�precious�opportunities�for�us�to�share�

the�latest�research�and�survey�methodologies.�They�also�represent�an�opportunity�for�us�to�conduct� international�

comparisons� to�empirically�analyze� the�educational�policies� that�we�are� implementing�and� they�also�serve�as�

opportunities�to�discuss�educational�policy.�

　I�would�like�to�take�this�opportunity�to�thank�the�boards�of�education,�as�well�as�the�schools�that�showed�so�much�

understanding�and�offered�cooperation�and�support�towards�these�efforts.�

　NIER�serves�as�the�secretariat�for�the�conducting�of�the�PISA�and�TALIS�in�Japan.�We�liaise�with�schools,�compile�

Opening Remarks
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and�analyze�results,�and�create�a�Japanese�report.�As�a�member�of�the�international�survey�consortium,�we�have�

been�contributing�to�the�development�of�these�surveys�and�assessments.�International�surveys,�such�as�the�PISA�and�

TALIS,�provide�valuable�insights�for�primary�and�secondary�education�policy,�as�well�as�for�school�practices�here�in�

Japan.�

　Japan,�as�you�know,�is� in�the�midst�of�an�aging�and�reduced�population�with�a�low�birth�rate.�There�have�been�

changes�in�the�community�and�in�the�family�structure�and�school�education�is�facing�a�range�of�difficult�issues�and�

challenges.�The�world�is�globalizing�and�innovation�is�being�promoted.�The�world�now�requires�the�development�of�

human�resources�who�can�lead�a�knowledge-based�society.�However,�the�fiscal�situation�is�very�tight�in�all�countries�

and�investment�in�education�policy�demands�evidence�of�the�effectiveness�of�education.

　Society� is�keen� to�monitor� the�academic�achievements�and�proficiencies�of� the�children.�Our� institute,� in�

collaboration�with�MEXT�and�international�bodies,�must�respond�to�such�expectations�placed�upon�us�by�citizens�

and�society�of�education.�

　Against�this�backdrop,�it�is�extremely�important�to�analyze�the�past�education�and�teacher�policies�of�each�nation�

through�international�comparisons�and�surveys.�The�PISA�and�TALIS�results�should�also�be�analyzed�to�study�what�

competencies�are�required�in�the�21st�century,�as�well�as�the�required�roles�for�teachers.�How�should�we�improve�

educational�content�and�methods?�How�should�we�train�our�teachers?�How�should�we�guide�them?�What� is�the�

future�role�of�schools?�What�should�be� the� future�vision� for�education�and�teacher�policy?�These�are�all�very�

important�themes.�

　In�this�Symposium,�we�have�six�eminent�speakers�from�Japan�and�abroad.�I�would�like�to�take�this�opportunity�to�

express�my�sincere�gratitude�to�all�of�you�for�joining�us�in�the�Symposium�despite�your�busy�schedules.�In�the�first�

session,�there�will�be�two�keynote�speakers.�The�first�speaker�is�the�head�of�the�whole�process,�from�planning�and�

analysis�of�the�PISA�and�TALIS�at�the�OECD,�and�also�knowledgeable�about�the�status�of�education�around�the�world.�

He�is�Mr.�Andreas�Schleicher,�Director�for�the�OECD�Directorate�for�Education�and�Skills.�He�will�share�his�insights�

on� the�best�way� to�provide�effective� learning�and� teaching�based�upon� the�survey�results�and� international�

comparative�analysis.�

　The�second�keynote�speaker�served�as�an�official�of�MEXT,�and�was�involved�in�the�planning�of�education�policy�

for�many�years.�Until�March,�he�served�as�the�Director�General�of�NIER,�our�institute,�leading�the�implementation�of�

PISA�and�TALIS�in�Japan,�as�well�as�the�National�Academic�Ability�and�Learning�Status�Survey.�Mr.�Haruki�Ozaki�is�

now�the�Executive�Director�of�the�Mejiro�Gakuen�Educational�Foundation.�He�will�be�speaking�on�the�current�status�

as�well�as�the�issues�of�Japanese�education�policy�and�teacher�policy.�

　In�the�second�part,�we�will�have�a�panel�discussion,�which�will�be�chaired�by�Mr.�Eizo�Nagasaki,�former�Professor,�

Shizuoka�University,�who�is�an�expert�in�math�education�and�involved�in�PISA�and�TALIS�with�our�institute.�

　In�the�first�half,�there�will�be�presentations�on�education�and�teacher�policy�from�Finland,�Singapore,�South�Korea,�

and�China.�The�presentation�on�Finland�will�be�given�by�Professor�Jouni�Välijärvi�of� the�Finnish� Institute� for�

Educational�Research�at�the�University�of�Jyväskylä,�who�has�served�as�the�Finnish�project�manager�for�PISA�and�in�

various�expert�groups�of�the�OECD�and�the�EU.�The�presentation�on�Singapore�will�be�given�by�Professor�Oon-Seng�

Tan,�Director�of�the�National�Institute�of�Education,�Singapore,�who�is�an�innovator�and�expert�in�problem�solving-

based�learning,�as�well�as�teacher�education.�The�presentation�on�South�Korea�will�be�given�by�Dr.�Bang-Ran�Ryu,�

Director�of� the�Office�of�Primary�and�Secondary�Education�Research�of� the�Korean�Educational�Development�

Institute,�who�specializes�in�education�policy�analysis�in�primary�and�secondary�education.�The�Chinese�presentation�

will�be�given�by�Dr.�Yan�Wang,�Director�of�the�Department�for�International�Cooperation�of�the�National�Institute�of�

Education�Sciences,�China,�who�is�an�expert�in�education�policy�and�theories�on�education�and�society.�

　In�the�second�half�of�the�panel�discussion,�all�the�speakers�will�be�joining�us�for�a�discussion�on�the�theme�of�this�

Symposium,�which� is� “What� should� future� education�and� teacher�policies�be,� in� the� light�of� international�

comparisons?�:�The�impacts�of�PISA�and�TALIS�surveys�in�each�country.”
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　The�PISA�will�be�conducted�for�the�sixth�time�next�year.�There�will�be�a�full�shift�to�computer-based�surveys.�TALIS�

is�conducting�a�specific�review�toward�the�next�survey�to�be�held�five�years�from�now.�In�order�to�further�develop�

such�surveys,�the�participating�countries�need�to�conduct�a�full�analysis�of�the�results�and�link�them�to�improved�

policy�and�educational�practice.� In�Japan,� the�government,� the�boards�of�education,�and�schools�are�conducting�

various�efforts�and�discussions�for�educational�reform.�I�am�sure�that�we�have�a�lot�to�learn�from�this�Symposium.�

We�very�much�look�forward�to�that.�I�hope�that�this�Symposium�will�contribute�to�the�enriched�learning�of�children�

and�improve�the�environment�affecting�schools�and�teachers.�With�this,�I�would�like�to�conclude�my�remarks�as�the�

organizer.�Thank�you�very�much.
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　Haruki Ozaki*
　（ Executive Director, Mejiro Gakuen Educational Foundation/ 

Former Director General of NIER）

　" Current Status and Issues in Japan's Education and Academic Policies 
in Light of PISA and TALIS Surveys"

●�The�*�mark�indicates�that�the�original�language�of�the�speech�was�Japanese�and�that�the�transcript�is�a�tentative�translation�

based�on�the�simultaneous�interpretation�provided�during�the�symposium.
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●Please�visit�the�NIER’s�website�to�view�the�presentation�slides�by�the�speakers.

　http://www.nier.go.jp/06_jigyou/symposium/i_sympo26/index.html
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　Good�afternoon.�First�of�all,�I�would�like�to�express�my�deep�gratitude�for�NIER�for�hosting�this�Symposium�and�

putting�us�all�together�here.�But�I�would�also�like�to�express�my�special�thanks�to�the�Japanese�school�principals,�

Japanese�teachers,�and�of�course�the�Japanese�students�who�have�devoted�their�valuable�time�to�take�part�in�PISA�

and�TALIS,�our�international�surveys.�

　If�the�surveys�had�one�major� impact�over�recent�years,� it� is�certainly�that�they�have�raised�a� lot�of� interest� in�

Japanese�education�all�around�the�world.�People�are�asking,�“How�has�Japan�been�successful� in�raising�outcomes�

and�improving�equity�and�education�opportunities?”�There�has�been�tremendous�interest.�But�the�world�is�changing�

fast.�Certainly�one�of�the�things�that�we�see�is�that�the�kind�of�things�that�are�easy�to�teach�and�easy�to�test�are�also�

the�kind�of�things�that�are�easy�to�digitize,�automate,�and�outsource.�

　In�fact,� if�you�look�at�the�Japanese�labor�market,�you�see�some�really�interesting�trends.�You�see�an�increase�in�

non-routine�analytic�skills.�This�is�not�about�reproducing�what�you�have�learned�but�using�what�you�know�in�very�

creative�ways.�It�is�a�trend�that�we�see�in�many�countries.�In�one�way,�the�modern�society�no�longer�rewards�people�

just�for�what�they�know.�Google�knows�everything.�It�rewards�people�for�what�they�can�do�with�what�they�know�and�

that�makes�an�important�difference.

　We�see�an�even�steeper�rise�for�social�skills:� the�capacity�of�people�to�collaborate,�compete,�and�connect�with�

other�people.�There�is�a�very,�very�important�rise�in�the�demand�for�skills.�On�the�other�hand,�we�see�a�decline�in�

what�we�call�routine�cognitive�skills.�This�is�about�learning�something�and�remembering�it� later,�which�helps�you.�

And�of�course,�there�is�a�steep�decline�in�the�manual�skills.�We�all�know�that.�Japan�is�the�country�of�robots.�You�

know�there�is�a�lot�of�factory�work�that�is�much�better�done�by�machines�than�by�humans.�These�are�very�important�

trends�in�the�evolution�of�labor�demand.�

　One�of�the�things�that�we�did�quite�recently�–�this� is�not�about�PISA�or�TALIS�–� it� is�a�third�survey�where�we�

actually�tested�the�skills�of�the�adult�labor�force�–�compared.�We�asked�ourselves�how�well�adults�in�the�workforce�

are�equipped�to�solve�problems�in�technology-rich�environments.�This� is�the�share�of�people�with�basic�problem�

solving�skills�in�a�digital�environment.�The�green�part�is�the�share�with�more�advanced�skills.�You�can�see�that�there�

is�some�variability�across�countries�but�overall,�we�can�see�only�about�one�third�of�adults�possess� the�kind�of�

problem�solving�skills�that�the�modern�technological�environment�really�demands.�Just�one�third�of�the�labor�force�

is�prepared�for�the�digital�economy.�

　You�can�say�that�maybe�it�is�just�the�problem�of�the�old�generation�not�keeping�up�with�technology.�But�even�if�

you�look�among�the�younger�cohort,�the�picture�does�look�better,�but�not�so�much.�If�you�look�towards�Korea,�there�

is�a�big�difference�between�the�total�population�and�the�young�population.�But�if�you�look�at�the�country�just�above�

Korea,�here�you�have�the�United�States,�and�you�can�basically�see�that�they�are�not�actually�advancing�that�much.�

The�young�generation�entering�the�workforce� is�not�much�better�prepared�than�the�old�generation�or�the�total�

Keynote Speech 1

How�to�best�shape�effective�
learning�and�teaching?

Director, Directorate for Education and Skills, OECD

  Andreas Schleicher
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population.�This�is�a�very�big�challenge.�

　Why�do�I�highlight�this?�Because�when�we�look�at�the�evolution�of�labor�demand,�we�see�important�trends.�We�see�

a�decline�in�employment�among�people�with�only�basic�problem�solving�skills�for�the�reason�I�just�mentioned.�Those�

kinds�of�jobs�are�disappearing�because�computers�are�becoming�better�and�better.�We�see�quite�stable�employment�

among�people�with�very�low�problem�solving�skills�because�the�Japanese�economy,�most�economies,�actually�still�

have�a� lot�of� jobs�for�people�that�are�not�particularly�highly�skilled.�But�the�only�area�where�we�have�seen�real�

increases�in�employment�is�for�people�among�the�high�end�of�the�skill�distribution.�This�is�where�much�of�the�future�

of�our�economy�is�evolving.�So�this�is� just�an�illustration�of�why�it� is�so�important�to�strengthen�the�kind�of�21st�

century�skills�valued�by�our�societies.�

　If�you�ask�in�Japan,�“What�are�the�skills�that�are�most�critical�for�the�success�of�people?”�what�comes�out�on�top?�

“Come�up�with�new� ideas. ”�Not�somebody�else ’s�but�your�own� ideas.� “Willingness� to�question�the�established�

practice�of�our�times.”�Present�ideas�to�an�audience.�Defend�your�idea.�Again,�these�are�illustrations�of�the�kinds�of�

skills�that�are�becoming�increasingly�important.�

　If�those�are�the�skills,�how�well�are�we�developing�them?�This�is�where�TALIS�comes�into�play.�One�of�the�things�

that�we�ask�teachers�is�“What�do�you�think�about�different�dimensions�of�21st�century�skills�and�pedagogists?�In�

fact,�in�Japan,�as�well�as�in�most�other�countries,�you�can�see�that�most�teachers�see�that�the�role�of�a�teacher�is�to�

facilitate�students ’�own�inquiries.�Not�to�teach�something�but�to�facilitate�inquiry.�Students�should�be�allowed�to�

think�of�solutions�to�practical�problems�themselves�before�the�teacher�teaches�them.�Nine�out�of� ten�Japanese�

teachers�agree�with�this.�And�it�is�quite�similar�across�countries.�There�is�a�bit�of�variability�across�countries,�but�not�

very�much.�

　I�think�what� this� tells� is� that�most� teachers� in�most�countries�have�a�quite�good�sense�of�what�21st�century�

pedagogy�should�look�like.� It� is�a�very�interesting�kind�of�finding�from�the�TALIS.�When�you�ask�teachers�about�

pedagogy,� they�have�a� really�good�understanding.�However,�when�you�ask�what� teachers�actually�do� in� the�

classroom,�the�story�looks�quite�different�on�many�of�those�dimensions�–�in�Japan�but�also�across�OECD�countries.

　Take� the�example�of� learning� in�groups.� If�you�want� to� foster� social� skills,�you�have� to�give�students� the�

opportunity�to�work�together,�to�learn�together.�You�can�see�in�the�case�of�Japan�that�that�only�happens�in�about�

one�third�of�the�situations�on�a�frequent�basis.�In�a�couple�of�countries�it�is�a�bit�more,�but�generally�you�can�say�that�

the� idea�of�group-based� learning,�collaborative�problem�solving,� is�very�strong� in�the�minds�of� teachers.�But� in�

reality,�it�is�much�less�pronounced.�

　Or�if�you�look,�for�example,�at�students�working�on�extended�projects,�if�you�think�about�deep�learning,�it�requires�

quite�extensive�periods�of�collaboration�among�students�and�teachers.�You�can�see�in�Japan,�but�also�many�other�

countries,�that�this�is�not�so�common.�What�does�this�tell�us?�On�the�one�hand,�we�ask�teachers,�“What�is�important?”�

and�they�tell�us�more�or� less�what� is� in� line�with�the�previous�chart�on�skill�demands.�When�we�ask�what� they�

actually�do,�there�seems�to�be�a�gap�between�the�aspirations�and�the�reality.�So�the�answer�to�this�question�is�not�

simply,�okay,� let’s�train�teachers�better.�Teachers�seem�to�know�already.�It� is�about�implementation,�providing�the�

work�organization�an�instruction�environment�that�facilitates�teachers�practicing�what�they�believe�to�be�right.�

　Let�me�turn�to�the�results,�and�that�brings�me�to�the�PISA�study.�The�first�thing,�of�course,�that�everybody�wants�to�

know�is�how�countries�come�out� in�an� international�comparison.�This� is�basically�mathematical� thinking�skills,�

problem�solving�skills�–�so�you�can�see�there�is�a�lot�of�variability.�You�can�see�many�countries,�Japan�included,�in�

the�green�area�with�very�strong�overall�performance.�Countries�in�the�yellow�area�are�sort�of�so-so.�And�then�in�the�

red�area,�there�are�countries�with�less�strong�performances.�

　This� is� one�dimension�of�our� comparison.�The�other�question,� of� course,� also� is�what� about� equity�and�

opportunities?�To�what�extent�do�education�systems�succeed� in�mobilizing�the�talent�of�students�from�all�social�

backgrounds?�So�I�put�a�second�dimension�into�this.�In�some�countries,�the�impact�of�social�background�on�learning�

outcomes�is�very�strong.� In�other�countries,� learning�outcomes�are�much�more�equitably�distributed.�Everybody�
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wants�to�have�strong�performances�and�have�their�students�succeed,�irrespective�of�the�family�background.�Nobody�

wants�poor�performances�and�large�social�disparities.�

　And�then�you�can�ask�yourself,�is�it�better�to�do�well�on�average�at�the�price�of�large�disparity�or�do�you�want�to�

focus�on�equity�and�risk�that�overall�performance�is�poor?�The�interesting�finding�is�that�–�and�Japan�is�one�prime�

example�here.�You�can�see�that�in�the�case�of�Japan,�but�also�many�countries,�students�from�all�social�backgrounds�

succeed�quite�well.�Teachers�and�schools,�wherever�you�live,�are�able�to�mobilize�the�talent�of�student�populations.�It�

is�not�the�case�–�if�you�look�around�the�world,�not�many�countries�are�able�to�do�that.�But�I�think�this�is�certainly�one�

of�the�big�strengths�of�Japan.�

　I�want�to�add�one�more�dimension�into�the�picture�and�that�is�the�money.�This�is�very�important.�Mr.�Otsuki�just�

raised�the�issue�of�tight�fiscal�climates.�It�is�very�hard�these�days�to�mobilize�resources�for�education,�even�though�it�

is�the�most�promising�investment�in�the�future�of�a�country.�You�can�make�no�better�investment�of�your�resources�

than�investing�in�the�skills�of�the�future.�It�is�so�easy�to�argue�for�that.�

　If�you�look�at�this�chart,�you�can�see�the�relationship�between�spending�on�learning�outcomes.�It�is�not�so�clear.�If�

money�could�tell�you�everything�about�the�quality�of�a�school�system,�you�would�find�all�the�large�bubbles�at�the�top�

and�all� the� small�bubbles�at� the�bottom.�But� it� is�not� so�obvious� from� this.�Here�you�can�see,� for�example,�

Luxembourg,�which�has�the�most�expensive�education�system.�They�are�not�doing�so�well.�So�money�is�necessary�

but�not�a�guarantee�alone.�This�is�a�very,�very�important�finding.�In�fact,�when�you�look�at�the�countries�that�do�best�

in�terms�of�spending�their�money�most�wisely,� they�typically�focus�very�much�on�the�quality�of� instruction,� the�

quality�of�teaching.�

　The�last�point�I�want�to�make�is�basically�about�changes.�We�have�seen�very,�very�impressive�changes�over�time.�

Some�people,�of�course,�they�look�at�this�and�say,�“This�is�about�culture�and�context.�Not�much�you�can�do�about�it.”�

Well�if�that�was�true,�you�would�see�the�same�picture�year�after�year�after�year.�But�that�is�not�the�case.�In�fact,�you�

can�see�in�very�impressive�ways�–�Shanghai,�China�moving�up�further,�Singapore�moving�up�from�good�to�great.�Or�

look�to�the�bottom�of�the�screen�where�you�can�see�Turkey�moving�upwards�and�closing�socioeconomic�gaps.�Or�

Germany,�which�is�raising�performance�and�closing�social�gaps.�Italy�is�moving�upwards.�Poland�had�very�impressive�

performance�gains.�Or�Portugal.�So�you�can�see�that�there�is�an�enormous�amount�of�change�that�we�observe�among�

the�countries�taking�the�PISA�test�over�time.�

　Japan�is�an� interesting�case.� If�you� look�at� the�overall� trend,�you�find�that�more�or� less�the�performance�has�

remained�similar.�Over�recent�years,�there�has�been�a�slight�increase�in�student�learning�outcomes�but�that�picture�is�

not�so�pronounced.�But�when�you�look�beyond�the�surface,�underneath�the�surface,�you�see�some�really�interesting�

changes�in�performance�patterns.�

　PISA�looks�at�two�dimensions�of�reading�and�math�skills.�One�is�basically�the�capacity�of�students�to�reproduce�

knowledge�and�respond� to�multiple�choice� tasks,�and� the�other� is�where�we�ask�students� to�actually�create�

knowledge�–�to�synthesize,�produce,�and�respond�in�an�open�and�informed�way�to�questions.�What�we�have�seen�is�

that�when�you�look�in�the�OECD�area,�student�performance�has�increased�a�bit�on�the�reproduction�of�knowledge�

and�has�increased�more�on�the�more�creative�skills.�That� is�the�OECD�average.�So�in�a�way,�you�can�see�that�the�

world�has�moved�a�little�bit�towards�the�21st�century�skills.�

　But�when�you�look�at�the�same�picture�for�Japan,�you�can�see�a�much�more�pronounced�change.�Japan�has�been�

the�country�with�the�largest�increase�in�students’�capacity�to�create�knowledge�and�solve�problems�creatively.�This�is�

a�very�important�change.�Overall,�the�performance�in�Japan�remained�quite�stable,�but�the�skill�composition�in�the�

student�population�has�actually�changed.�It�has�changed�very�much�in�favor,�or�towards,�the�kind�of�21st�century�

skill�notion,�with�less�emphasis�on�the�reproduction�of�content�and�more�on�creative�skills.�So�PISA�allows�us�to�not�

just�look�at�the�total�aggregate�scores,�but�actually�look�underneath�what�is�actually�happening.

　The�last�point�I�want�to�raise�in�terms�of�showing�you�outcomes�is�about�student�resilience.�To�what�extent�do�

students�from�different�contexts�–�different�social�backgrounds�–�succeed?�Have�a�look�at�this�chart.�Here�I�have�
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mapped�performance�based�on�the�decile�of�social�background�using�an�international�standardized�distribution�of�

social�background.�You�can�see�that�the�poorest�kids�in�Mexico,�represented�by�the�red�dot,�perform�a�lot�less�well�

than�the�wealthiest�children.�That�is�perhaps�not�a�surprise.�But�if�you�look�to�Chile,�it�is�actually�more�pronounced.�

If�you�come�from�a�disadvantaged�background� in�Chile,�you�do�worse�than� if�you�came�from�the�same�family�

background�in�Mexico.�Public�policy�can�probably�do�more�about�disadvantage�than�we�actually�think.�And�when�

you�do�that�across�countries,�you�can�see�how�much�that�varies.�You�can�see�how�much�the�capacity�of�education�

systems�to�mobilize�the�talent�of�different�students�varies.�Most�impressively�on�this�measure�is�actually�Shanghai�in�

China.�You�can�see�that�10%�of�the�most�disadvantaged�children�perform�better�than�the�10%�of�the�children�from�

the�wealthiest�families�in�the�United�States.

　Japan�also� is�very�good�at�mobilizing�and�leveraging�the�talent�of�the�disadvantaged.�But�I�think�that�what�we�

learn�from�this�is�that�our�education�system�can�make�a�big�contribution�to�actually�leveling�the�playing�field�and�

ensuring�more�people�have�better�opportunities�to�benefit�from�education.�

　What�have�been�the� lessons�out�of� this?�What�can�we� learn�from�the�most�advanced�education�systems� like�

Japan?�I�want�to�order�the�things�by�the�impact�on�policy,�but�also�keep�in�mind�the�political�and�economic�costs�of�

reforms.�Everybody�wants�to�do�things�that�are�easy�to�do�and�very�important.�The�quick�wins.�Nobody�wants�to�

spend�money�on� things� that�are� less� important�and�more�expensive� to�do.�But�unfortunately,� if�you� look�and�

scrutinize�education�reform�carefully,�you�will�always�find�some�things�in�this.�It�is�always�important�to�move�into�

areas�that�are�really�hard�to�do�but�very�important.�And�you�can�pick�up�some�low-hanging�fruit�that�you�think�are�

maybe�not�so�important�but�that�you�can�get�them�very�cheaply.�So�if� I�now�fit�the�kinds�of�things�that�we�have�

identified�into�the�diagram,�I�can�see�a�number�of�patterns�across�countries.�I�am�going�to�go�through�them�one�by�

one.

　The�first�thing�that�we�really�see�is�that�high-performing�countries�have�a�deep�commitment�towards�education.�

The�belief�that�learning�is�something�that�students�can�master�by�themselves.�We�once�asked�students�a�very�simple�

question:�“What�do�you�believe�makes�you�successful�in�mathematics?”�You�had�many�students�in�the�United�States,�

but�also�many�European�countries,�typically�responding,�“Well,�it�is�all�about�talent.�If�I�was�not�born�as�a�genius�in�

mathematics,�I�had�better�study�something�else.”�Well,�if�you�look�at�the�data�from�Shanghai�in�China,�you�can�see�

that�nine�out�of�ten�children�tell�you,�“If�I�study�really,�really�hard,�I�trust�my�teachers�are�going�to�help�me�and�I�am�

going�to�be�successful. ”�So� there� is�a�very�strong�belief�on�the�part�of�children�that� investing� in� learning�will�

guarantee�success,�as�opposed�to�the�belief�that�the�education�system�is�just�torturing�them.�

　What�we�see�when�we�look�across�countries�is�that�they�typically�have�very�high�and�ambitious�standards�and�

they�do�not�track�stream�students�in�the�way�as�happened�in�many�of�the�more�mediocre�education�systems.�Let�me�

show�you�some�data�on�this.�What�I�have�done�here�is�put�student�performance�on�the�PISA�test�on�one�axis�and�on�

the�horizontal�axis,� I�have�constructed�an� index� that�measures� the�belief�of�students� that� they�can�overcome�

difficulties.�When�they�are�confronted�with�problems�that�are�unsolvable�for�them,�whether�they�are�confident�that�

they�can�make�a�difference.�

　This� is�a�very� important�predictor�for�student�success� inside�a�country.�But�you�can�also�see�that� there� is�an�

important�relationship�across�countries.�But�Japan�is�a�very�interesting�exception.�In�fact,�Korea�as�well.�Those�two�

countries�do�quite�well�but� students�do�not�have� this�kind�of�confidence� in� their�own�abilities� to�overcome�

difficulties.�Some�people�have�said,�well,� this� is�a�typical�Asian�trait,�you�know,�very�prevalent�in�Asia.�But�that�is�

actually�not�true.�You�can�look�to�Singapore�or�Shanghai�and�you�can�see�that�in�those�countries,�students�do�very�

well�and�they�have�this�high�degree�of�self-efficacy.�

　Why�do�I�emphasize�self-efficacy� in�PISA?�Because� in�real� life,� it� is�a�very,�very� important� trait.�The�world� is�

changing�fast�and�our�ability�and�our�capacity�to�address�problems�that�we�have�not�seen�before,�our�willingness�to�

engage�in�those�problems,�is�actually�a�very�important�outcome.�So�the�challenge�for�Japan�is�that�it�does�already�

extremely�well�on�the�outcomes�but�needs�to�move�into�that�direction�to�have�more�children�having�the�confidence�
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in�their�own�abilities.�But�this�is�a�challenge�for�several�countries�as�well.�

　Why�does�it�make�a�difference?�Well,�gender�differences,�for�example,�are�very�important�on�this�measure�of�self-

efficacy.�Boys�typically,� in�Japan�and�elsewhere,�have�a�greater�confidence� in�their�own�ability�to�solve�difficult�

mathematical�problems.�Now�you�will�tell�me,�well,�that�is�just�because�boys�do�better�in�mathematics�than�girls.�But�

in�fact,�in�this�chart,�I�have�already�taken�that�into�account.�If�I�had�not,�the�gender�gap�would�be�much�larger.�So�

our�education�systems�seem�to�be�doing�something�for�boys�that� they�do�not�do�for�girls,�namely�giving�them�

confidence�in�solving�unforeseen�problems.�That�confidence�has�an�impact�on�their�performance.�In�fact,�Japan�is�a�

good�example,�but�most�countries�are�as�well.�If�our�schools�and�our�teachers�could�succeed�to�give�boys�and�girls�

the�same�level�of�self-efficacy,�we�would�see�no�gender�differences�in�mathematics�anymore�in�the�performance�of�

students.�So�these�kinds�of�beliefs�are�very�important.�

　We�see�the�same�thing�in�science.�For�example,�one�of�the�things�that�PISA�shows�is�that�boys�and�girls�typically�

do�equally�well�in�science.�There�is�not�much�of�a�gender�difference.�But�then�you�ask�yourself,�why�do�women�not�

go�to�scientific�courses�in�university?�Why�do�they�not�go�into�scientific�occupations?�You�cannot�predict� it�from�

their�scientific�abilities�but�you�can�predict�it�from�their�self-beliefs.�Girls�seem�to�be�seeing�signs�of�something�that�

less�frequently�opens�new�life�opportunities.�It�is�very,�very�important�to�stress�those�kinds�of�dimensions�and�that�is�

certainly�something�in�which�education�systems�can�do�better.�

　This� is� just�the�percentage�of�15-year-olds�who�want�to�do�mathematics� later� in�their� lives.�As�you�can�see,� it�

varies�a�lot�across�countries,�but�it�also�varies�across�the�genders.�So�there�is�a�lot�that�our�education�systems�can�do�

to�improve�that.�

　If�I�summarize�all�of�this,�basically,�when�you�look�at�success,�it�has�a�lot�to�do�with�making�learning�central�but�

encouraging�student�engagement�and�creating�this�kind�of�ownership�for�learning�and�responsibility.� It�has�to�do�

with�being�acutely�sensitive�to�individual�student�differences.�Understanding�that�different�students�learn�differently,�

which�by�the�way,�according�to�our�research,�has�no�relationship�with�class�size.�There�are�some�countries�in�which�

learning� is�highly�personalized� in�very� large�settings�and�there�are�some�countries�with�relatively�small�classes�

where�learning�is�not�particularly�personalized.�It�has�to�do�with�providing�continuous�feedback,�giving�students�and�

teachers�everyday�a�sense�of�what�they�achieved�and�where�they�can�improve�–�being�demanding�for�every�student.�

One�of�the�great�strengths�of�most�Asian�systems�in�our�PISA�assessment�is�that�they�have�higher�expectations�for�

children�from�all�socioeconomic�backgrounds.�That�in�turn�is�a�very�important�variable�predicting�success.�So�those�

are�the�kind�of�lessons�that�we�can�take�out�from�this�part.�

　Let�me�move�to�the�next�part.�It�is�about�having�clear�and�ambitious�goals�in�education�that�are�shared�across�the�

system�and�that�are�aligned�with�high�stakes�gateways�in�the�system.�I�know�that� in�a�country� like�Japan,�many�

people�complain�about�exams,�that�they�are�very�tough�and�rooting�people�to�this.�But�at�the�very�same�time,�those�

exams�are�an� important�predictor�for�student�success.�Wherever�countries�have�very�clear�signposts�of�what� is�

important�and�teachers,�students,�and�parents�understand�what�is�important,�you�typically�have�better�outcomes.�

　Let�me�come�to�the�part�that�is�really�the�most�difficult�part.� I�put�it�very�much�to�the�left�of�the�chart.�That�is�

basically�building�capacity�in�the�classroom,�in�the�schools.�It�is�about�how�do�we�attract,�how�do�we�develop,�how�

do�we�retain�the�most�effective�teachers?�How�do�we�provide�a�work�organization�for�teachers,�where�they�can�use�

their�potential?�How�do�we�provide�instruction�leadership?�Human�resource�development�in�schools.�We�find�it�in�

many�other�professions.�How�do�we�keep� teaching�attractive�–� intellectually�attractive?�These�are�very,�very�

important�variables.

　I�want�to�show�you�a�couple�of�data�slides�on�this�that�are�really�important.�In�our�TALIS�survey,�we�ask�teachers�

what�they�believe�society�believes�about�them�–�to�what�extent�teachers�believe�that�their�profession�is�valued�in�

society.� If�you�are�in�Malaysia,�Singapore,�Korea,�Abu�Dhabi,�or�Finland,�you�can�see�that�between�50-80%�of�the�

teachers�say�that�teaching�is�valued�by�society.�If�you�get�to�Japan,�it�is�just�about�less�than�one�third.�If�you�get�to�

France,�where�my�children�go�to�school,� it� is�five�out�of�a�hundred�teachers�who�believe�that�society�values�their�
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work.�That�is�a�real�problem�because�the�value�society�places�on�education�and�on�their�teachers�is�one�of�the�most�

important�things�in�assets�of�our�societies.�

　You�can�say�that�this�is�maybe�just�teachers�complaining.�It�may�not�have�a�relationship�with�reality.�But�in�fact,�

let’s�square�this�with�the�PISA�results.�On�the�horizontal�axis�I�show�you�the�relative�value�of�teaching�in�society,�and�

on�the�vertical�axis�there�is�the�performance.�You�see�a�relationship�between�the�two.�We�do�not�know�what�the�

cause�or�nature�of�that�relationship�is.�Maybe�where�teachers�are�valued�in�society,� it�becomes�a�very�attractive�

profession.�It�will�attract�really�great�people�and�they�do�a�great�job�and�have�very�good�outcomes.�Maybe�it�is�the�

other�way�around.�It�could�be�that�where�teachers�do�a�very,�very�good�job,�society�will�pay�respect�to�them.�We�do�

not�know�what� the�cause�or�nature� is�but� it�seems�that� the�value�society�places�on�education�as�perceived�by�

teachers�is�an�important�predictor�for�outcomes.�It�is�certainly�an�area�where�many�countries,�Japan�included,�could�

see�improvements.�

　How�do�teachers�learn?�One�of�the�aspects�that�we�studied�was�actually�how�teachers�collaborate.�I�will�show�you�

here�the�average�in�Japan.�If�you�look�to�the�left�side,�informal�exchange�is�very�common�and�very�popular�in�Japan.�

Teachers�typically�collaborate�and�work�together�informally.�That�is�true�in�most�countries.�But�if�you�look�to�the�

right�side�of�the�chart,�the�kind�of�deep�collaboration�that�is�really�necessary�to�advance�the�profession�is�actually�

quite�rare.�

　Look�at�the�couple�of�examples.�You�can�look�at�team�teaching,�for�example.�That�is�an�area�where�Japan�does�

quite�better�than�other�countries.�But�if�you�look�at,�for�example,�collaborative�professional�development,�it�is�not�so�

common�in�Japan�according�to�this�data.�If�you�look�at�Israel,�Singapore,�Australia,�or�the�Emirates,�you�can�see�that�

that�is�a�more�typical�thing�to�happen�in�those�countries.�But�in�general,�across�countries�you�can�conclude�from�this�

that�educations�do�well�in�getting�teachers�to�work�informally�together�but�not�yet�well�enough�to�actually�engage�

teachers� in�deep�professional�collaboration�across�disciplinary�boundaries.�That� is�really� important.�So�this� is�an�

area�we�can�improve.�

　Why� is� it� important?�Because�one�of� the� things� that�we�see� is� that� the�more� frequently� teachers�report�on�

participating�in�collaborative�activities,�the�higher�the�level�of�self-efficacy,�as�well�as�the�higher�their� level�of� job�

satisfaction.�Teachers�feel�more�satisfied�in�an�environment�where�they�have�a�high�degree�of�professional�autonomy�

in�a�collaborative�culture.�This�is�very�important.�

　We�ask�teachers�also�where� they�see� their�greatest�need�for�professional�development.�Where� they�want� to�

advance.�The�data�on�this�is�very�interesting.�That�is�the�average.�But�let�me�talk�this�through.�As�you�can�see,�for�

example,�the�teachers�of�students�with�special�needs�is�a�very�important�thing�for�teachers.�They�want�to�advance.�

Or�technology.�ICT.�Technological�Work�Organization.�Those�things�are�really�important,�where�teachers�want�to�

advance.�But�it�varies�a�lot�across�countries.�

　Japan�and�Korea�are�Number�1�and�Number�2�on�the�list�where�teachers�express�a�great�need�to�basically�deal�

more�creatively�with�student�diversity.�But�what�does�this�data�mean?�On�the�one�hand,�you�can�say�that�actually�

Japanese�and�Korean�teachers�are�actually�doing�quite�well�on�this.�The�PISA�outcomes�are�quite�good�and�they�are�

quite�independent�of�social�background.�Teachers�still�want�to�do�better.�They�want�to�improve.�So�I�think�this�is�a�

very�positive�side.�By�contrast,�you�look�here�at�England�and�Belgium,�those�are�not�great�education�systems�but�

teachers�do�not�feel�much�need�to�improve�further.�So�I�think�the�aspiration�of�teachers�in�Japan�to�actually�invest�in�

their�profession�is�a�very,�very�important�asset�of�the�education�system�in�Japan�that�you�can�develop.

　Pedagogical�competence.�Korea�is�Number�1�and�England�is�last.�It�is�really�quite�amazing�when�you�think�about�

it.�Everybody�can�probably�improve�their�pedagogical�competence.� In�the�case�of�Korea,�actually,� there�is�a�high�

proportion�of�teachers�saying�so.�In�England,�it�is�close�to�zero.�

　Content�knowledge�has�the�same�pattern.�Korea�and�also�Japan�come�out�high�but�in�Spain,�teachers�believe�that�

they�know�everything� that� they�need� to�know,� that� they�do�not�need� to� improve.�Actually,� this�gives�you�an�

indication�not�on�the�pedagogical�competence.�You�cannot�interpret�this�in�the�sense�that�if�you�come�higher,�you�
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need�to�develop�more.�But� it�gives�you�a�sense�of� the�aspirations�of� the�teaching�force�to� improve�pedagogical�

practice.�I�think�this�is�a�very,�very�important�strength�of�education�in�Japan�and�other�countries.�

　So�if�teachers�want�to�develop,�why�do�they�not�do�it?�Well,�we�asked�them�that�question�and�you�can�see,�for�

example�in�Japan,�that�time�pressure�is�a�big�answer.�You�can�understand�this.�There�is�no�country�in�the�OECD�area�

where�teachers�have�a�higher�workload�than�in�Japan.�So�they�may�need�more�time�for�advancing�this.�You�can�see�

this�in�the�data.�But�there�are�other�areas�as�well.�What�I�find�really�interesting�here,�for�example.�Teachers�often�

believe�that�their�institutions�–�their�employers�–�do�not�put�the�right�emphasis�on�this.�So�probably�public�policy�

can�play�a�role�to�actually�provide�more�opportunities.�Why�is�this�important?�Because,� in�fact,�TALIS�shows�that�

professional�development�generally�leads�to�a�positive�impact�on�teaching.�Professional�development�is�expensive�

and�difficult�to�do�right.�

　Feedback� is�another�way�of�how�you�can� improve�teaching.�This� is�having�other�teachers,� the�principal,�and�

external�players�telling�you�something�about�this.�This�is�about�feedback�after�classroom�observations.�If�you�are�in�

Poland�or�Bulgaria,�basically�you�can�think�about�principals�who�visit�your�class�almost�always�telling�you�something�

about�this�and�providing�feedback.�In�the�case�of�Japan�also,�it�is�true�in�half�of�the�cases.�But�if�you�go�to�France,�

Spain,�Iceland,�or�Australia,�it�happens�very�rarely.�Teachers�do�not�get�feedback�from�their�colleagues�or�principals.�

Management� is�another�area,�and�then�of�course�you�have�other�colleagues�–�other�teachers.�Multiple�sources�of�

feedback.�But�I�think�that� in�most�countries,� further� improvement� is�possible.�Creating�a�more�open,�transparent�

culture�in�which�teachers�and�principals�share�their�experiences.�

　Why�is�this�important?�Because,�in�fact,�you�can�see�that�it�has�an�impact�not�only�on�the�personal�issues,�but�also�

on�pedagogical�aspects�and�also�more�deep�professional�issues.�That�is�true�in�Japan�even�more�so�than�on�average�

across�countries.�That� is�at� least� the�story� that� teachers� tell�us,� that�actually�getting� feedback� is�a�very,�very�

important�predictor�of�changes�in�the�behavior.�And�that�is�actually�quite�–�I�mean,�at�least�logistically�–�much�less�

resource-intensive�than�deeper�professional�development.�

　What�are�the�consequences�of�feedback?�We�looked�at�this�as�well.�You�can�see�that�in�most�countries,�Japan�as�

well,�feedback�often�leads�to�a�training�plan.�The�system�tells�you�what�you�can�do�better.�A�mentor�is�appointed�to�

help�you.�Teacher�appraisal�and�feedback�has�little�impact.�That�is�not�the�case�in�Japan.�But�look�at�this.�We�asked�

the�teachers,� “Will� the�best�performing�teacher� in�your�school�receive�the�greatest�recognition? ”� If�you�are� in�

Singapore�or�in�Poland,�you�can�see�that�is�the�case.�Teachers�typically�believe�that�if�they�do�a�great�job,�that�will�be�

recognized�and�rewarded.�If�you�are�in�Spain,�Belgium,�and�France�and�so�on,�basically�few�people�believe�that�the�

effort�that�you�make�and�the�quality�of�your�work�is�related�to�any�form�of�recognition.�Japan�is�sort�of�somewhere�

in�the�middle.

　Even�more�extreme,�we�asked,�“To�what�extent�would�consistent�underperformance�have�consequences�for�you?”�

If�you�are�in�Chile,�that�seems�to�be�the�case�for�the�majority�of�teachers.�But�if�you�are�in�Japan,�it�does�not�seem�to�

make�much�of�a�difference.�

　That�brings�me�to�a�very�sensitive�but� important�point.�Many�teachers�are�actually� looking�for�more�career�

diversity�–�better�public�recognition.�It� is�not�just�salaries,� it� is�about�recognition�for�their�work.�And�again,�if�you�

look�at�this�across�countries,�we�have�only�just�about�half�of�the�teachers�telling�us�that�they�receive�feedback�from�

one�or�two�sources�and�only�one�in�five�who�get�feedback�from�multiple�sources�–�three�or�more.�So�again,�this�is�an�

area�where�the�education�systems�can�probably�have�a�lot�of�potential�to�improve.�

　Very�quickly�on�incentives�and�accountability�and�knowledge�management.�Often,�accountability�is�about�shifting�

information�upward�in�the�system,�collecting�data�on�student�performance.�But�what�we�find�even�more�important�is�

the�capacity�of�systems�to�help�teachers�make�innovations�in�pedagogy,�to�improve�their�own�performance,�but�also�

the�performance�of�their�colleagues�and�to�pursue�the�kind�of�professional�development�that�actually�strengthens�

pedagogical�practice.�One�of�the�things�that�we�see�is�that�many�high�performing�education�systems�have�become�

very,�very�good�in�linking�those�two�aspects,�the�lateral�and�the�vertical�aspects�of�accountability.�
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　I�want�to�illustrate�this�with�a�couple�of�data,�where�we�actually�looked�at�the�degrees�of�freedom�that�schools�

have.�This�data�may�surprise�you.�On�the�vertical�axis,�as�usual,�I�show�performance.�On�the�horizontal�axis,�I�show�

you�the�discretion�that�schools� in�different�countries�have� in�terms�of�shaping�their� learning�environment�and�

organization,�curriculum,�and�all�of�those�kinds�of�things.�You�find�Japan�right�at�the�front�here.�Very�few�countries�

give�their�schools,�at�least�in�theory,�more�room�for�maneuvering.�And�then�you�ask�yourself,�what�room�is�actually�

used�for�that�creativity?�It�is�very�limited.�In�theory,�Japanese�schools�are�the�most�independent�schools.�They�have�

actually�a�lot�of�room�to�operate.�But�the�reality�is�very,�very�different.�In�fact,�I�have�been�working�for�some�time�

now�with�a�group�of�schools�in�the�Tohoku�area�with�the�OECD�Tohoku�project.�I�have�been�very,�very�impressed.�

Innovation�and�creativity�are�fostered.�How�creative�schools�and�teachers�become.�They�have�become�some�of�the�

most�innovative�schools�and�teachers�that�I�have�seen�anywhere�in�the�world.�But�if�I�look�at�the�system�overall,�in�

theory,�yes,�but�in�practice,�a�lot�of�that�room�is�still�used�for�initiative�at�the�local�level.

　I�also�want�to�show�you�another�aspect.�Some�people�say�that�school�autonomy�is�the�secret�of�success.�Actually,�

let’s�look�at�Shanghai�here.�They�do�really�well�but�they�do�not�have�much�room�for�schools.�In�other�countries�as�

well.�Singapore�would�be�another�example.�School�autonomy�is�actually�quite�limited�but�performance�is�very�strong.�

Or�Vietnam.�So�it�seems�that�school�autonomy�alone�is�not�a�guarantee�for�success.�Here�you�can�see�some�school�in�

the�UK,�for�example,�have�high�loads�of�autonomy�but�they�are�not�that�great�in�their�outcomes.�You�have�to�look�at�

this� in�a�more�nuanced�way.�Here� is�an� interesting�chart.�When�you�work� in�an�environment�where�there� is�no�

shared�notion�of�what�good�performance�is,�you�can�actually�see�that�the�more�autonomous�schools�here�actually�

show�lower�performance�stats.� If�you�work� in�an�environment� in�which�there� is�a�shared�notion�of�what�good�

performance�is,�you�can�actually�see�that�is�where�school�autonomy�becomes�a�predictor�of�success.�

　Another�dimension�is�also�interesting.�If�school�autonomy�means�the�principal�decides�on�everything�and�teachers�

are�not�part�of�the�decision�making�process,�you�can�see�that�school�autonomy�seems�to�be�working�against�you.�

However,�if�you�work�in�an�environment�where�there�is�a�shared�notion�of�leadership,�where�teachers�and�principals�

work�together�to�define�what�they�want�to�do,�you�can�actually�see�how�school�autonomy�becomes�a�predictor�of�

success.�So�it�is,�in�a�way,�the�interaction�between�autonomy�and�accountability�that�seems�to�produce�better�results,�

not�any�of�those�factors�in�isolation.

　Quality�assurance� is�another� important�aspect� that�we� looked�at� in� the�PISA�context.� In� red,� I�highlighted�

Singapore,�which�is�doing�best�on�this�on�the�PISA�test.�It�has�a�very�comprehensive�framework�of�quality�assurance.�

Japan�is�doing�quite�well�as�well.�You�can�see�this�here� in�green�but�there�are� important�differences.�Of�course,�

Japan�has�a�centralized�curriculum�but�when�we�asked�students�to�what�extent�there�is�a�clear�understanding�of�

what�good�mathematics�performance�is,�only�about�40%�of�the�school�said�there�was.�In�Singapore,�virtually�every�

school�said�there�was.�In�Singapore,�there�is�also�a�lot�of�discussion�with�external�experts.�Basically,�there�is�a�lot�of�

consultation.�This� is�not�so�common�in�the�case�of�Japan.�Or�the�use�of�evidence�and�data.�All� these�are�aspects�

where�on�the�one�hand,�you�can�say�that�Japan�has�a�well-developed�system�of�quality�assurance,�but�it�is�not�yet�as�

comprehensive�and�systematic�as�we�can�see�in�the�case�of�Singapore.

　The�point�I�go�through�very�quickly�--�but�it�is�very�important�--�is�that�high�performing�countries�are�very�good�in�

investing�resources�where�they�can�make�the�most�difference.�That�is�one�of�the�areas�where�we�see�Japan�very,�

very�strong.�Japan�has�a�great�tradition�of�making�sure�that�even�students�in�rural�areas�have�access�to�high�quality�

teaching.�We�see�that�in�many�Asian�countries�indeed.�And�the�systems�make�effective�spending�choices.�

　One�aspect�that�is�perhaps�most�of�concern�to�teachers�is�actually�how�they�spend�their�time.�When�you�look�at�

this�across�different�aspects,�one�area�where�Japan�beats�every�country�by�a�large�margin�is�the�amount�of�work�

teachers�have�to�do�outside�the�curriculum.�Student�counseling,�clubs,�a�lot�of�activities.�If�you�add�it�up,�that�is�more�

than�eight�hours�of�teaching.�That�is�where�the�high�workload�of�teachers�actually�comes�from.�It�is�less�instructional�

time�but�a�lot�of�those�kinds�of�non-teaching,�work�responsibilities�that�make�it�very�heavy�for�teachers�to�do�their�

work.�
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　At� the�very�same� time,�many�people,�myself� included,�also�view� the�very�comprehensive�notion�of� teacher�

responsibilities�as�a�great�strength�of�the�Japanese�education�system.�Teachers�are�not�just�delivering�instruction,�

but�they�are�responsible�for�the�social�development�of�children.�Again,�I�have�seen�this�in�many�schools,�particularly�

in�the�northeast�of�Japan�after�the�tsunami.�In�many�impressive�ways,�our�teachers�really�engaged�themselves�and�

did�everything�possible� to�help�the�children�to�succeed.� It� is�a�great�strength,�but� if�you�add� it�up� in� terms�of�

numbers,�it�is�also�a�very,�very�great�burden�on�individual�teachers.�

　I�am�going�to�skip�that.

　A�learning�system�that�keeps�looking�outward�–�this�is�very�important.�The�world�is�changing�fast.�Developing�the�

eyes�and�ears�of�education�systems�to�actually�move�forward�–� it� is�about�basically�coherence�of�policies�and�

practices.�The�great�strengths�of�most�East�Asian�countries�are�that�they�do�things�in�ways�that�are�coherent�in�what�

they�do�today�and�tomorrow.�They�have�a�strong�link�between�intended�and�implemented�practices�–�things�that�

your�country�decides�to�do�actually�get�done.�Again�you�can�see�this�in�the�PISA�trajectory.�The�big�improvements�of�

creative�skills�and�the� improvements�of�students�on�tasks�that�require�working�across�disciplinary�context.�This�

probably�has�to�do�with�the�strengthening�of�the�integrated�course�of�study�in�the�early�2000s�I�think�those�sorts�of�

things�actually�–�and�this�is�not�the�case�in�many�other�countries.�In�many�other�countries,�there�are�reforms�that�

are�basically�undone�before�they�are�actually�translated�into�the�classroom.�But�I�think�in�your�case,�there�are�a�lot�

of�very,�very�promising�examples.�

　Let�me�bring�my�presentation�quickly� to�a�conclusion.�What�have�we�seen�overall� in� the�countries� that�have�

actually�advanced�most?�First�of�all,�traditionally�education�was�often�about�selection�only.�Some�students�succeeded�

to�learn�at�very�high�levels.�What�Japan�illustrates,�and�many�of�your�neighbors�as�well,�is�that�you�can�actually�get�

virtually�all�students�demonstrating�performance�at�very�high�levels.�When�it�comes�to�curriculum�and�instruction�

and�assessment,�in�the�past�the�focus�was�on�routine�cognitive�skills�and�the�reproduction�of�subject�matter�counted.�

Today,�it�is�about�learning�to�learn.�It�is�about�ways�of�thinking�–�problem�solving,�creativity,�critical�thinking,�and�

leadership.� It� is�about�ways�of�working.�And�again,� this� is�an�area�where�Japan�has�seen�very,�very�promising�

developments�over�the�last�few�years.�But�a�lot�more�is�required�in�most�industrialized�nations.�The�21st�century�

skills�agenda�is�just�beginning�and�overall,�I�think�there�is�still�a�large�gap�between�what�education�systems�provide�

and�what�societies�are�demanding.�

　All�of� that�has� implications� for� teacher�quality.� In� the�past,�you�could�rely�on� teachers�who� just�have�been�

prepared�to�teach�a�specific�body�of�knowledge.�Today,�you�really�need�to�develop�the�kind�of�high�level�professional�

knowledge�workers� that�can�actually�advance� the�profession,�as�you� take� for�granted� in�any�other�high� level�

profession.�

　That�has�implications�for�the�work�organization.�In�the�past,�education�was�very�much�following�in�an�industrial�

model�of�work�organization.�Today,�it�is�about�creating�flat,�more�collegial�work�organizations.�It�is�about�combining�

high�levels�of�autonomy�with�a�collaborative�culture.�Of�course�that�has�implications�for�accountability.�

　I�think�one�of�the�things�that�we�have�learned�from�these�kinds�of�comparisons�is�that�you�can�see�significant�

improvements�in�learning�over�time.�Changes�in�curriculum�and�changes�in�instruction�practice�actually�translate�

into�better�outcomes�over�time.�There�is�no�better�example�than�Japan.�You�can�make�success�almost�independent�

of�the�socioeconomic�context�of�students.�That�is�a�very�encouraging�insight�for�Japan�as�well.�And�finally,�it�is�not�

just�about�resources.�It�is�not�just�about�money.�There�is�a�lot�that�public�policy�and�instructional�practice�can�do�to�

actually�achieve�better�results.�

　Thank�you�very�much.�
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Percentage of girls and boys who intend to take additional  
mathematics, rather than language, courses after they leave school 
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　Thank�you�very�much�for�the�introduction.�My�name�is�Haruki�Ozaki.�There�seems�to�be�a�cold�going�around�and�

my�voice�is�rather�sore.�I�apologize�for�my�voice�today.�In�the�interests�of�time,�I�will�be�skipping�certain�pages.�I�will�

be�skipping�“What�is�PISA.”�I�will�go�directly�to�page�three.�

　Latest�data.�As�you�are�aware,�PISA�2012�is�the� latest�data.�Mathematical� literacy�was�the�central� field�of�the�

survey�and�we�also�have�the�latest�data�on�problem-solving�abilities.�There�were�further�developments�in�testing.�I�

think�that�will�be�discussed�later.�

　 “What�is�the�result?”�on�page�four�shows�the�results.�I�will� just�be�covering�the�key�points�of�the�summary.�As�

you�can�see�in�the�bottom�box�of�the�results�summary,�Japan�is�underlined.�Every�score�was�compared�to�the�past.�In�

mathematical� literacy,�reading�ability,�and�scientific� literacy,� in�Japan�we�attained�the�highest�levels�and�there�are�

fewer�students�in�the�bottom�levels,�and�we�are�seeing�more�students�in�the�higher�ranks�or�levels.�

　We�can�also�see�other�member�participants.�We�have�relative�positioning.� In�addition�to�the�OECD�countries,�

particularly�Shanghai,�Singapore�and�Korea,�the�countries�presented�today�are�more�or�less�in�the�high�ranks.�If�we�

look�at�the�chronological�history�on�page�six,�in�orange�you�can�see�the�reading�abilities�from�2000�and�2003.�The�

PISA�is�also�shown�for�Germany.�But�in�Japan,�we�had�a�drop�in�the�results�and�society�was�very�much�concerned�

about�these�results.�However,�we�have�had�a�dramatic�recovery�since�then.�

　The�focus�this�time�was�on�mathematical�literacy,�shown�in�blue.�In�2003�and�2006,�we�were�not�doing�that�well�

in�Japan�but�we�have�since�been�recovering.�The�same�applies�to�scientific�literacy.�

　First-year�high�school�students�took�the�PISA�test�in�2012.�There�are�two�or�three�key�points�that�I�would�like�to�

mention�in�relation�to�the�past�as�far�as�Japanese�educational�policy�is�concerned.�As�written�at�the�bottom,�one�

point�is�that�in�2000,�we�introduced�comprehensive�study�time.�Comprehensive�studies�were�taught�from�the�third�

year� in�primary�school.� In�2005,�the�third-year�high�school�students�had�experienced�comprehensive�study�time.�

This�was�five�years�after�the�introduction�of�the�comprehensive�study�time.�As�you�may�recall,�when�we�initially�

introduced�comprehensive�study�time,�we�asked�schools�to�do�their�best�and�left�it�to�the�discretion�of�the�schools.�

But�the�various�teaching�methodologies�to�support�such�studies�and�the�necessary�teaching�materials�and�various�

external�devices�were�lacking.�Mr.�Otsuki�was�at�the�head�of�the�educational�curriculum�at�the�time,�and�there�was�a�

lot�of�hard�work�to�be�done.�We�started�with�this�difficult�history�but�after�a�number�of�years,�the�schools�became�

more�used�to�the�concept�of�comprehensive�study�time�and�were�better�able�to�adapt�to�guiding�the�children.�By�

2012,�when�the�children�attained�good�results,� it�was�about�the�time�that�comprehensive�study�time�had�been�

functioning�well.�These�children�who�took�the�test�in�2012�were�familiar�with�comprehensive�study�time.�

　The�next�point� is�that� in�2003,�we�added�advanced�studies.�We�approved�the�introduction�of�these�studies�by�

schools.�We�changed�the�curriculum�guidelines�partially�to�allow�for�the�schools ’�discretion�and�we�allowed�for�

supplementary�studies�and�advanced�studies.�We�actually�encouraged�this.�This�is�the�second�point.�

Keynote Speech 2

Current�Status�and�Issues�in�Japan ’s�Education�and�
Academic�Policies�in�Light�of�PISA�and�TALIS�Surveys

Executive Director, Mejiro Gakuen Educational Foundation/Former Director General of NIER

  Haruki Ozaki
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　The�next�point�is�shown�in�red.�As�Mr.�Schleicher�also�mentioned,�in�2007�we�introduced�the�National�Academic�

Ability�and�Learning�Survey�–�parent/guardian�survey�–�in�Japan.�This�not�only�asked�questions�on�basic�matters.�

We�also�introduced�bigger�questions�and�these�test�results�were�also�instrumental�in�improving�school�teaching�and�

learning�performance.�The�educational�policies�we�have�introduced,�we�think,�have�resulted�in�improvements�in�the�

PISA�results.�Japanese�society�at�large�talked�about�the�results�going�beyond�a�more�relaxed�approach�to�teaching.�

But�rather�than�that,�this�comprehensive�study�policy�was�introduced�to�put�a�stop�to�“relaxed”�study.�This�requires�

time,�and�we�should�continue�observing�for�two�quarters�or�two�years.�

　Page�7.�The�main�countries,� Finland,�Korea,� and�other�participants� today�are� included�here�and� this� is� a�

chronological�graph.�Sorry,� this� is�very�difficult� to�read.�We�may�be�coming�back�to�this� later�during�Finland ’s�

presentation.�We�talked�about�the�Finnish�model,�but�it�unexpectedly�did�not�have�the�good�results�we�thought�we�

might�be�hearing.�When�we�talk�about�specialists,�what�might�be�the�key�point� is,�as�Mr.�Schleicher�mentioned�

earlier,�the�separation�of�resource�allocation�and�discretion�of�teaching�in�the�field.�Instead�of�leaving�it�up�to�the�

schools,�we�need�to�guarantee�security,�inclusive�of�educational�funding,�and�then�give�more�discretion�and�freedom�

in�the�actual�teaching�methodologies.�This�will�lead�to�better�results.�

　For�Finland,�maybe�I�am�not�in�the�right�position�to�comment,�but�the�budget�for�basic�welfare�and�educational�

fees�are,�I�am�given�to�understand,�combined�together�at�the�local�level.�This�is�the�kind�of�difficulty�we�experience�

in�Japan�when�improving�the�budget,�government�finances�and�administration.�We�said�that�in�educational�reform,�

debating�everything�all�together,�including�the�budget�and�educational�methods,�can�be�dangerous.�

　Sorry�I�am�in�such�a�rush�but�this�is�what�I�referred�to�earlier.�The�mathematical�literacy�of�Japanese�children.�The�

higher�percentage�of�students�at� level�five�and�level�six�–�the�higher� levels,�and�fewer�children�with�level�one�or�

below�–�the� lower� levels.�The�disparity� in�ability� is�becoming�smaller,�giving�better�results.�The�same�applies�to�

reading�abilities�and�scientific�literacy�as�well.

　This�is�uniquely�Japanese�research.�This�is�the�national�academic�ability�and�learning�status�survey�and�I�would�

like�to�briefly�talk�about�this.�Mr.�Schleicher�also�mentioned�this.�We�introduced�comprehensive�study�time.�This�

may�be�working�well.�He�mentioned�cross-disciplinary�studies�and�when�we�look�at�the�results�indicated�by�Tamura-

san�from�NIER�who�conducted�an�analysis,�the�blue�is�nationwide�data�and�the�red�is�Akita�prefecture�data.�Akita�

prefecture�is�famous�for�its�high�academic�performance.�What�do�we�learn�here?�We�asked�children,�as�you�can�see�

in�yellow,�during�comprehensive� study� time,� “Are�you�working�on� learning�activities� such�as� setting�up�an�

assignment�by�yourself,�collecting�and�organizing�information,�and�making�presentations�on�what�you�examined�

during�comprehensive�study�time?”�

　This�is�precisely�about�setting�up�an�assignment,�collection�and�organization�of�information,�analysis�and�making�

a�presentation.�This� is�exactly�what�PISA�is�aiming�for� in�the�key�competencies.�We�asked�the�children�and�the�

children�responded,�“Yes,�we�are” ,�more�likely�than�not.�The�percentage�of�positive�answers�in�Akita�prefecture�was�

overwhelmingly�high.�20�points�in�elementary�school�and�30�points�in�junior�high�schools.�We�are�seeing�that,� in�

substance,�comprehensive�study�time�is�functioning�well.�

　Looking�at�the�answer�rate�of,�“No”�and�the�incorrect�answer�rate,�if�we�compare�Akita�to�other�areas�of�Japan,�the�

response�rate�of,�Akita�of�“No”�in�elementary�school,�the�rates�for�Japanese�and�junior�high�school�mathematics�are�

overwhelmingly�low.�Akita’s�correct�answer�rate�is�overwhelmingly�better�in�all�aspects.�Therefore,�comprehensive�

study�time�is�very�effective�in�basic�foundational�studies�and�applicational�studies,�we�think.�

　This�is�exactly�the�kind�of�thing�researched�in�PISA.�We�also�looked�at�the�National�Academic�Ability�and�Learning�

Status�Survey.�Although�we�asked�elementary�and�junior�high�school�students,�and�not�high�school�students�here.�

　Page�10�talks�about�problem-solving�abilities.�More�than�mathematical�literacy,�this�is�where�Japan�is�achieving�

good�results.�This�is�on�page�11�in�the�OECD�report.�

　Today,�I�spoke�very�quickly.�These�are�the�OECD�analysis�comments�and�this�is�for�your�reading�later,�but�where�I�

have�highlighted� in� light�blue,� the� last�part�of� the�first�paragraph,�problem-solving�skills�are�developed�through�
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student�participation�and�student-driven�activities�across�curriculums�for�both�subjects�and�comprehensive�study.�

　The�next�point� is� that� if�you� look�at� the� final�paragraph,� this�was�considered�as� �negative� for� the� “relaxed ”�

education�reduced�contents�and�vocabulary.�But�this�policy�ultimately�achieved�results�and�was�fruitful.�If�you�look�

at�this,�the�aim�was�to�promote�self-observation�and�self-worth�in�order�to�develop�problem-solving�skills�and�utilize�

knowledge�in�a�real�world�context.�Having�overcome�the�PISA�shock,�I�think�the�actual�benefits�and�fruits�are�coming�

more�apparent.

　But�not�everything�is�rosy,�as�Mr.�Schleicher�also�commented.�These�are�the�issues,�or�challenges,�we�have�found�

from�the�student�questionnaire.�This�is�a�quote�from�the�MEXT�comments.�This�is�the�student�questionnaire�result.�

Are�students�interested�and�having�fun�with�mathematics?�Do�they�have�instrumental�motivation�and�self-efficacy�

and�so�forth?�Compared�to�the�OECD�average�in�black,�we�can�see�these�inner�emotional�aspects�of�the�students�are�

quite� low.�The�next�page�goes� into� further�detail.�According� to� the�MEXT�comments,� there�has�been� “some�

improvement ”�and�“significant� improvement ”� in�some�areas�–�this�might�sound�like�an�excuse,�but�even�“some�

improvement”�means�it�is�lower�than�the�OECD�average.�

　Page�13�has�more�details.�On�the�upper�left-hand�side,�it�says�that�there�is�motivation.�Circle�one.�This�is�like�or�

dislike.�Circle�two�is�whether�studying�this�subject� is�useful�or�not.�How�did�the�students�respond?�Some�of�the�

question�examples�are�shown�in�green�on�the�screen.�Some�of�the�questions�are,�for�example,�“Do�you�like�reading�

books�about�mathematics?”�“Do�you�enjoy�it�or�not?”�The�result�of�the�Japanese�students�was�compared�to�the�17�

countries�analyzed.�Japan�was�second�from�the�bottom,�after�the�Netherlands.�Most�negative�answers�were�only�

better�than�the�Netherlands.�

　But�the�improvements�were�good.�If�we�compare�Japanese�students�who�gave�positive�answers,�they�had�a�better�

performance.�Therefore�what�can�we�do�about�those�students�who�give�negative�answers?�How�can�we�lead�them�to�

give�positive�answers?�I�think�this�will�provide�good�guidance�for�schools�and�instrumental�motivation,�whether�they�

believe�it�to�be�useful�or�not.�Whether�significance�or�meaning�is�found�or�sought.�

　Some�of�the�specific�questions�are�worth�considering�since�math�broadens�future�job�potential.�As�in�like�or�dislike�

questions,�the�Japanese�students’�answers�were�the�lowest�of�the�17�countries.�If�we�compare�Japanese�students�to�

other�students,�the�higher�or�the�more�positive�the�answer,�the�better�the�math�scores�and�performance.

　The�next�page�refers�to�other�aspects.�There�were�three�indices:�self-conviction,�self-concept,�and�anxiety.�If�you�

look�at�the�green�questions,�you�may�get�a�better�idea�of�what�they�are.�For�instance,�when�a�30%�discount�is�given�

for�a�TV,�how�much�cheaper�is�it�from�the�original�price?�Do�you�feel�confidence�in�solving�this�question?�In�Japan,�

out�of�the�participating�countries,�it�was�the�worst�result.�For�self-concept,�how�much�does�this�apply�to�you?�Are�

you�good�at�math�or�not?�Not�good�was�often�the�answer.�What� is� interesting� in�self-concept� is� that�Japanese�

children�were�7th,�score�wise,�at�536�points.�Sorry�to�give�specific�names,�but�the�U.S.,�in�this�aspect,�had�the�highest�

confidence�in�their�own�abilities.�US�was�at�the�top�and�Japan�had�486�points�to�the�US.�Maybe�this�is�a�national�

characteristic�where�the�U.S.�is�confident�and�Japan�might�be�prone�to�being�pessimistic.�

　But�nevertheless,� this� is� too�negative.�Mr.�Schleicher ’s�graph�showed�good�scores�and�good�performance�but�

negative�in�mentality.�We�should�do�something�about�this.�Something�has�got�to�be�done.�In�that�sense,�we�have�to�

motivate�students�to�be�more�confident.�That�is�one�challenge�that�we�have�to�deal�with.�

　So�I�have�talked�about�the�results�of�the�students.�There� is�another�survey�that�targets�teachers.�This� is�more�

comforting.�For� the�atmosphere� in�classes�and�relations�between�students�and�teachers,�we�tend�to�have�very�

positive�answers.�There�is�not�much�to�be�concerned�about�in�Japan.�

　We�also�looked�at�education�for�small�children.�We�actually� looked�at�students�who�spend�more�than�a�year�in�

preschools.�They�tend�to�have�higher�scores�in�mathematical�literacy�compared�to�other�countries.�We�have�a�higher�

ratio�of�those�students�who�attended�kindergarten�and�nursery�schools�for�more�than�a�year.�

　But�we�have�to�pay�attention�to�the�lower�part�of�this�page.�This�is�socioeconomic�status�taken�as�an�index.�As�you�

can�see�in�beige,�we�looked�at�parents’�occupations,�school�history,�as�well�as�household�assets�and�properties.�Do�
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they�have�their�own�PCs?�Do�they�have�their�own�room�to�study�in?�We�looked�into�different�indices�and�we�also�

looked�at�their�relation�to�the�PISA�results,�and�whether�there�is�a�correlation�or�not.�

　We�tend�to�have�smaller�disparities�in�terms�of�socioeconomic�status�and�backgrounds.�In�Japan,�although�there�is�

a�small�difference,�on�the�whole,�equal�opportunities�tend�to�be�given�to�children.�

　So�there�has�been�a�great�positive� impact�on�the�performance�level�of�Japanese�students.�This�result� is�more�

visible�in�the�national�academic�ability�study.�If�you�look�at�the�following�page,�these�are�the�results�of�the�Japanese�

academic�abilities�study.�

　We�also�looked�into�socioeconomic�status�as�an�index.�There�are�four�levels�in�scale.�We�tried�to�understand�how�

this�relates�to�the�completeness�level�of�the�Japanese�language�and�mathematic�A�and�B�questions.�I�would�like�to�

show�you�the�graph.�This�is�easier�to�understand.�The�group�on�the�right-hand�side�is�the�group�of�students�who�

tended� to�have� a�higher� socioeconomic� status.�The� left-hand� side�had� the� lowest� socioeconomic� status� –�

disadvantaged.�

　We�also�looked�into�the�hours�of�students’�study.�Please�take�a�look�at�the�right-hand�side�group�with�the�higher�

socioeconomic�status.�On�the�far�right,�they�have�a�great�socioeconomic�status�but�they�do�not�study�at�all.�On�the�

left-hand�side,�there�is�low�SES�(socioeconomic�status),�but�they�study�more�–�more�than�three�hours,�far�left.�The�

percentage�of�students�who�study�more�than�three�hours�has�not�reached�60%�but�the�group�that�did�not�study�

much�with�a�higher�socioeconomic�status�reached�60%.�So�this�is�the�area�where�we�have�to�improve�the�education�

system.�The�gap�among�socioeconomic�statuses�needs�to�be�rectified�through�the�education�system.�We�have�to�

provide�utmost�support�to�children�who�are�disadvantaged�in�terms�of�socioeconomic�status.�But�this�shows�the�

average.�There�are�students�who�study�more�and�do�even�better�than�the�students�with�a�high�socioeconomic�status,�

but�there�is�clearly�an�impact�due�to�the�socioeconomic�status�on�performance�level.

　The�next�page.�This�is�the�TALIS�analysis,�from�which�we�try�to�extract�the�characteristics�of�Japanese�teachers.�

This�page�and�the�following�page�show�the�results�of�the�TALIS�analysis,�starting�on�the�upper�left-hand�side.�This�is�

a�smiley�face�in�orange�and�indicates�a�good�result�but�the�purplish�grey�is�not�so�good.�In�Japan,�we�have�a�tradition�

of�school�training�and�lesson�study.�As�I�mentioned�earlier,�professional�teacher�training�or� interactive�teaching�

opportunities�are�required�for�learning�opportunities�for�teachers.�

　We�have�a�very�high�frequency�of�teachers�attending�other�teachers’�classes�as�observers.�94%�of�teachers�said�

that�they�observe�other�teachers ’�classes.�A�very�high�percentage�of�teachers�said�they�observe�teachers� in�other�

schools.�But� this�has�been� threatened�by� the� fact� that� is� indicated�on� the�right-hand�side.�They�are�willing� to�

participate�in�training�courses�but�there�are�hurdles,�which�include�busy�schedules,�high�costs,�and�lack�of�support.�

These�are�some�of�the�factors�that�could�present�challenges�for�teachers�taking�part�in�training�courses.

　This� is� the�result�of�200�principals�and�teachers.�Please�take�a� look�at� the�graph.�They�cannot�participate� in�

training�courses�because�their�schedules�do�not�allow�it.�High�costs�prohibit�them�from�taking�a�training�course.�This�

is�mostly�in�public�schools.�Namely,�the�travel�costs�that�they�need�to�pay�to�participate�in�training�courses.�I�talked�

about�the�Finnish�case.�We�have�exactly�the�same�situation�here�in�Japan�as�well.�Even�within�one�prefecture,�they�

cannot�even�travel�a�short�distance�because�expenses�are�not�paid.�Interactive�learning�opportunities�are�in�great�

demanded.�In�order�for�teachers�to�be�able�to�participate�in�training,�we�have�to�provide�the�necessary�infrastructure�

and�support.�At�the�moment,�we�leave�this�up�to�each�teacher.�Unless�we�do�this,�we�will�never�be�able�to�achieve�

performance�improvements�in�terms�of�teaching.�

　This�was�also�mentioned�by�Mr.�Schleicher�already.�Students�tend�to�give�negative�answers�about�their�confidence�

levels.�If�you�look�at�teachers,�they�also�have�lower�confidence�levels.�What�is�most�concerning�is�indicated�in�the�

right-hand�side.�The�long�working�hours�of�teachers�are�indicated�at�the�top�of�the�graph.�They�work�more�than�50�

hours�per�week.�As�you�can�see,� this� is�overwhelmingly� longer�than�in�other�countries.� It� is�not� just�classes�and�

preparation�for�the�classes�that�they�teach,�they�have�to�spend�time�after�school�–�if�you�look�at�the�breakdown�of�

how�they�spend�their�time.�Class�preparation�is�similar�to�the�average.�As�Mr.�Schleicher�said,�they�spend�more�time�
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on�afterschool�activities,�especially�in�the�middle�schools.�Paperwork�as�well�as�school�operations,�all�of�these�tasks�

require�teachers�to�spend�a�lot�of�time�on�them.�

　Japanese�teachers,�especially�in�elementary/primary�schools,�prepare�for�class,�give�instructions,�teach,�and�then�

go�to�afterschool�activities.�The�numbers�are�very�revealing.�Primary�and�middle�schools�are�82%�of� the� total�

employment� in�schools.� I� think� in�the�UK,� it� is�only�51%�and�in�the�US� it� is�57%.�As�you�can�see,�at�school,� the�

majority�of�employed�staff�are�composed�of� teachers.�Maybe�we�need�to�have�counselors�or� teachers� for�club�

activities�after�school.�For�these�activities,�we�need�to�have�experts,�rather�than�teachers,�who�would�also�contribute�

to� the�overall�educational�development�of�students.�Rather� than�having�smaller�classes,�we�have�to�establish�a�

system�where�experts�will�be�able�to�take�part�in�school�education.�This�is�part�of�the�advice�that�we�received�from�

the�OECD.�

　This�August,�we�actually�asked�for�a�budget�for�education�and�requested�that�we�be�allowed�to�introduce�expert�

education�so�that�we�will�be�able�to�reduce�the�workload�that�is�placed�on�the�shoulders�of�teachers�right�now.�This�

is�what�we�requested�this�August.�But�from�what�I�have�heard,�the�Ministry�of�Finance�has�actually�said�that�we�

should�try�to�increase�the�size�of�the�classes.�So�this�expert�education�team�should�be�introduced�in�schools.�I�think�

this�is�the�idea�the�Ministry�of�Education�is�also�working�on.

　But�we�also�have�to�be�careful.�How�effective�can�expert�education�at�school�be�expected�to�be?�The�TALIS�survey�

only�targets�middle�schools,�and�middle�school�teachers�spend�a�lot�of�time�on�afterschool�activities.�Primary�school�

teachers�also�spend�a�lot�of�time�with�the�whole�class.�Maybe�not�so�much�on�afterschool�activities.�

　To�help�primary�school�teachers,�maybe�an�expert�education�team�would�not�be�the�perfect�answer.�As�I�examined�

the�different�situations�of�schools,�I�found�that�if�schools�are�willing�to�improve�their�education�systems,�we�should�

be�able�to�provide�more�subsidies�and�extend�more�help.�This�is�what�we�actually�requested�in�August.�I�am�hoping�

that�the�Ministry�of�Finance�will�understand�the�current�situation.�

　Lastly,�on�Japan’s�strengths�and�future�issues.�This�has�already�been�mentioned�by�Mr.�Schleicher.�I�have�listed�six�

areas�of�strengths�and�issues.�First�of�all,�I�would�like�to�talk�about�Japan’s�strengths.�Students,�parents,�educators,�

and�the�government�place� importance�on�education.�They�are�willing� to�provide�extensive�help� in� the�area�of�

education.� In�Asian�countries�students�would�say�that� they�think�that� their�efforts� to� improve�performance� in�

mathematical�literacy�would�pay�off.�We�do�have�that�tradition,�which�has�supported�our�educational�system.�But�we�

have�to�make�sure� that� there�are�enough�resources� that�are�allocated�to� this,� including�financial�resources� for�

education.�

　Minister�Shimomura�of�MEXT�has�been�working�on�this.�Naturally,�there�will�be�a�big�battle�between�MEXT�and�

the�Ministry�of�Finance�to�make�sure�we�have�enough�financial�resources�for�the�educational�system.�

　We�all�have�confidence�that�students�can�actually�achieve�higher�levels�of�educational�performance.�Having�said�

that,�I�presented�a�graph�earlier�that�showed�that�socioeconomic�status�and�performance�do�have�a�clear�correlation.�

So�we�have�to�have�a�policy�to�support�improvement�in�socioeconomic�background.�

　As�you�can�see,�we�have�to�improve�teaching�methods�and�at�the�same�time,�narrow�socioeconomic�disparities.�

Earlier�on,�I�said�that�the�top�performance�share�increased�and�the�lower�performance�share�is�shrinking,�which�is�

all�good.�But�in�Shanghai,�Singapore,�and�Finland,�they�have�a�larger�share�of�top�performances�than�Japan.�We�do�

have�a�tradition�of�giving�equal�opportunities�to�students.�We�have�to�once�again�add�to�the�current�policy�ways�to�

improve�and�increase�the�share�of�the�top�performance�segment.

　Schools�are�given�enormous� freedom�to�design� their�education.�Japan� is�an�exception.�But�what�we�want� to�

achieve�is�to�maintain�this�level�of�freedom�enjoyed�by�the�schools.�At�the�same�time,�we�have�to�actually�place�more�

focus�on�the�content�that�is�taught.�For�example,�in�OECD�countries,�key�competencies�are�one�thing�to�focus�on.�We�

have�to�come�up�with�Japan’s�version�of�21st�century�education�skills�development�based�on�these�competencies.�

This�has�to�be�protected�in�our�curriculum�guidelines.�

　Structural� reform�within�curriculum�guidelines�has�already�been�demanded.�NIER�and�MEXT�started�a� joint�



129

Section 1: Keynote Speeches

discussion�in�March.�We�had�an�interim�report�issued�for��structural�reform�of�the�curriculum�guidelines.�We�have�a�

very�tight�schedule�but�we�are�trying�to�place�more�of�a�focus�on�competencies�as�we�try�to�come�up�with�new�

curriculums.�

　This�is�the�fourth�point.�Early�on,�I�talked�about�motivation�and�self-efficacy�being�areas�in�which�we�are�weak.�

Even�though�we�have�high�performance�levels,�we�have�to�have�better�policies�to�motivate�students�to�acquire�more�

confidence.

　Number�five�is�also�important.�This�has�to�do�with�the�TALIS�survey.�As�you�can�see,�the�second�line,�we�have�to�

focus�on�training�to�strengthen�expertise.�The�Education�Rebuilding�Implementation�Council�is�now�trying�to�review�

thoroughly�the� initial� teachers ’� training,�the�10�years ’� training,�and�license�renewal�courses.� In�fact,� the�current�

training�system�was�under�discussion�twenty-six�years�ago,�and�the�initial�teachers’�training�program�was�launched.�

All�newly�hired�teachers�are�now�required�to�go�through�one�year’s�training,�and�I�think�that�this�training�program�

has�been�very�successful.

　But�the�children’s�population�is�declining.�We�have�to�once�again�revisit�this�training�that�is�being�given�to�new�

teachers�to�make�it�more�effective.�We�are�also�trying�to�revise�the�standards�and�criteria�that�apply�to�employing�

teachers.�We�have�to�be�careful�because�this�does�not�simply�involve�raising�the�hurdle�for�teachers�to�be�licensed.�

From�the�preparation�stage�of�university�students�who�are� trying� to� take� the� test,�we�have� to�make�sure� that�

excellent�students�are�willing�to�take�the�teaching�qualifications�test�at�their�own�expense.�If�we�raise�the�hurdle,�we�

also�have�to�provide�the�conditions�that�students�need.��

　It�is�not�just�working�conditions�that�make�them�want�to�be�teachers,�but�if�we�are�going�to�make�it�difficult�for�

would-be�teachers�to�be�licensed,�we�have�to�give�due�treatment�--�better�treatment,�or�highly�qualified�graduates�

may�start�a�career�in�a�field�other�than�education.�We�should�take�that�into�account.

　As�you�can�see,�the�last�three�lines�indicate�that�we�have�to�make�sure�there�are�enough�financial�resources.�In�

order�to�improve�the�total�capabilities�of�the�schools�in�the�field�of�education,�we�have�to�make�sure�that�teachers�

will�be�able�to�travel�to�take�part�in�training�courses.�They�should�be�able�to�pay�travel�expenses.�There�should�be�

sufficient� subsidies.�There� is�no�guarantee,� otherwise,� that�we�will� be�able� to� continue�enjoying� the�good�

performance�levels�of�the�students.

　Number�six,�I�am�repeating�myself.�This�is�a�balance�between�centralization�and�decentralization.�When�I�say�this,�

I�don’t�mean�that�administration�of�education�resources�should�be�left�to�the�municipal�government.�Rather,�there�

should�be�a�guarantee�or�certain� levels�of�resources�that�are�given�to�the�municipal�government,�and�then�due�

freedom,�a�degree�of�freedom,�should�be�given�to�the�schools�or�municipal�governments.�

　A�long�time�ago,�we�had�a�reform�of�education�and�teachers ’�travel�costs�came�to�be�placed�under�the�general�

budget.�The�Ministry�of�Education�is�trying�to�make�sure�that�schools�are�given�financial�resources�but�we�really�do�

have�to�request�necessary�expenses.�Otherwise,�other�ministries�will�receive�the�budget....�So�we�have�to�make�sure�

there�are�enough�resources�and�to�always�maintain�good�student�performance.�

　Sorry�I�had�to�rush�through�my�presentation�but�whatever�I�wasn’t�able�to�explain�clearly,�I�would�like�to�explain�

further�during�the�panel�discussion.�Thank�you.



130

Section 1: Keynote Speeches

Objectives： To measure to what extent 15-year-old students who are at the 
completion phase of compulsory education can utilize learned knowledge 
and skills to deal with issues they face in various real-life settings.    

Target：15-year olds (First grade of senior high school in Japan) 

Fields：

“Reading Ability” 
“Mathematical Literacy” 
“Scientific Literacy” 
Problem-solving Ability （2003, 2012, …）

Student Question Sheet, School Question Sheet 
(questionnaires) 

１．What is PISA（Programme for International Student Assessment)?

I. OECD PISA Survey

2

Current Status and Issues in Japan’s 
Education and Academic Policies

in Light of PISA and TALIS Surveys

Former Director General of the National Institute for 
Educational Policy Research

Haruki Ozaki

November 17, 2014

1

Schedule 
Conducted every 3 years since 2000 

PISA2012
Conducted a computer-based survey, in addition to a pencil-and-paper 

survey (International option) 
Published Results 

December 2013 
Mathematical Literacy (central field), Reading Ability, Scientific Literacy
Digital Mathematical Literacy, Digital Reading Ability 

April 2014
Problem-solving Ability (2003 and 2012)

PISA2015
Shift to full-fledged computer-used survey
3 fields (Scientific Literacy as the central field) ＋Joint Problem-solving 

Ability

PISA2018
3 fields (Reading Ability as the central field) ＋Global Competency (under-

development)
3

○ To assess to what extent 15-year-olds, who are at the completion phase of compulsory education, can utilize 
knowledge and skills for issues they face in various real-life settings.

○ To conduct surveys in three fields comprising reading ability, mathematical literacy, and scientific literacy every 3 
years since 2000, and examine focusing on mathematical literacy as the central field in the 2012 survey.  

○ Approximately 510,000 people from 65 countries and territories participated.  In Japan, approximately 6,400 
people among first grade students in 191 senior high schools, upper secondary schools and specialized 
vocational high schools participated. (Conducted in June and July 2012.)

4

2. Overview of PISA2012 (Mathematical Literacy, Reading Ability, Scientific 
Literacy) 

Survey Summary

○ In all, the average scores in 3 categories - mathematical literacy, reading ability and scientific literacy - attained 
their highest levels since the surveys in which average scores can be compared. 
On the basis of levels of academic achievement, the data has also been showing that the ratio of the lowest rank 
segment of Level 1 or below is decreasing, and the ratio of the upper rank segment of Level 5 or above has been 
increasing since the 2009 survey.  

・ With respect to mathematical literacy, average scores have significantly increased since the 2006 survey, when 
average scores had dropped.  

・ With respect to reading ability, average scores have continued to increase significantly since the 2009 survey.  
・ With respect to scientific literacy, average scores have significantly increased since that of 2006, with which they 
can be compared.  

・ The percentage of students interested in mathematics, or who feel the usefulness of mathematics, has 
significantly increased, compared to the 2003 survey.  

Result Summary

6

Senior 
High 1

2000 Introduce comprehensive study time

2003 Add expletive study and advanced study 

* Ranking among OECD member countries. (Number in parentheses shows ranking among all 
participating countries and territories) 

*  With respect to mathematical and scientific literacy - results since the survey in which average 
scores can be compared over the years are shown.

(Average score) 

(Year the 
survey was 
conducted) 

Change in 
Average Scores and Ranking

Reading Ability

PISA Shock

Mathematical Literacy 
Scientific Literacy

Reading AbilityMathematical  Literacy    Scientific Literacy    

points

Rank

Rank

points

countries

points

pointspoints

points

points

points

points

countries

countries

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

Rank

Rank

countries

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

Rank

Countries)

countries

Countries)

countries

Countries)

points

Rank

points

points

Rank Rank/

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank/

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank

Rank

rank

countries

*Scores were converted based on reference value of  an OECD average 600 points at the 
time when each literacy was the central field
(Reading Ability in 2000, Mathematical  Literacy I 2003, Scientific Literacy in 2006) 5th year from 

introduction

522 Points
8 Rank / 28 Countries

(8 Rank / 32 Countries)

534 Points
4 Rank / 30 Countries

(6 Rank / 41 Countries) 531 Points
3 Rank / 30 Countries

(6 Rank / 57 Countries)

539 Points
2 Rank / 34 Countries

(5 Rank / 65 Countries)

547 Points
1 Rank / 34 Countries

(4 Rank / 65 Countries)

523 Points
6 Rank / 30 Countries

(10 Rank / 57 Countries)

529 Points
4 Rank / 34 Countries

(9 Rank / 65 Countries)

536 Points
2 Rank / 34 Countries

(7 Rank / 65 Countries)

498 Points
12 Rank / 30 Countries

(14 Rank / 41 Countries)

498 Points
12 Rank / 30 Countries

(15 Rank / 57 Countries)

Start Academic Ability SurveyElementary
1

Elementary
3

520 Points
5 Rank / 34 Countries

(8 Rank / 65 Countries)

538 Points
1 Rank / 34 Countries

(4 Rank / 65 Countries)

5

● Countries and Territories with Higher Scores than the OECD Average 
among all 65 Participating Countries and Territories

Mathematical Literacy Average 
scores Reading Ability Average 

scores Scientific Literacy Average 
scores

1 Shanghai 613 Shanghai 570 Shanghai 580
2 Singapore 573 Hong Kong 545 Hong Kong 555
3 Hong Kong 561 Singapore 542 Singapore 551
4 Taiwan 560 Japan 538 Japan 547
5 Korea 554 Korea 536 Finland 545
6 Macao 538 Finland 524 Estonia 541
7 Japan 536 Ireland 523 Korea 538
8 Liechtenstein 535 Taiwan 523 Vietnam 528
9 Switzerland 531 Canada 523 Poland 526
10 Netherlands 523 Poland 518 Canada 525
11 Estonia 521 Estonia 516 Liechtenstein 525
12 Finland 519 Liechtenstein 516 Germany 524
13 Canada 518 New Zealand 512 Taiwan 523
14 Poland 518 Australia 512 Netherlands 522
15 Belgium 515 Netherlands 511 Ireland 522
16 Germany 514 Belgium 509 Australia 521
17 Vietnam 511 Switzerland 509 Macao 521
18 Austria 506 Macao 509 New Zealand 516
19 Australia 504 Vietnam 508 Switzerland 515
20 Ireland 501 Germany 508 Slovenia 514
21 Slovenia 501 France 505 Britain 514
22 Denmark 500 Norway 504 Czech 508
23 New Zealand 500 Britain 499 Austria 506
24 Czech 499 U.S. A. 498 Belgium 505
25 France 495 Latvia 502

OECD average 494 OECD average 496 OECD average 501

*■ non-OECD  member country. 

1 2

43

65
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8

Reading Ability and Scientific Literacy 
also show the same tendencies

Change in Percentage by Levels of Academic Achievement

The lowest percentage of students with Level 1 or below after 2003, and the percentage of 
students with Level 5 or above has significantly increased, compared to the 2006 survey. 

Mathematical 
Literacy

0

5

10

15

20

25

30

レベル１未満 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６以上

生
徒
の
割
合

2003

2006

2009

2012

1 2 3 4 5 6 7

OECD
平均

（％）

2006年との比較に

おいて、統計的に
有意に上昇

Statistically significant increase 
compared to the 2006 survey

Average

Level 1 or below Level 6 or aboveLevel 1                    Level 2                  Level 3                     Level 4                     Level 5   

Percentage of Students

7

Change in Average Scores Per Country

Reading 
Ability

Mathematical 
Literacy

Scientific 
Literacy

Japan
Singapore
Finland
Korea
Germany

Japan
Singapore
Finland
Korea
Germany

Japan
Singapore
Finland
Korea
Germany

Are you working on learning activities such as setting up an 
assignment by yourself, collecting and organizing information 
and making a presentation of what you examined during 
“comprehensive study time”?

* Totals of 1. “Yes” and 2. “More likely than not.” 

1. Difference in efforts for “comprehensive study time” 

3. Difference in correct answer rate  

[Reference] According to the 2013 National Academic Ability and Learning Status Survey, 
Akita Prefecture has an extremely high percentage of children working on activities matching the point of “comprehensive 
study time”, and there are large differences in no answer rate and correct answer rate (particularly for B questions). 

2. Difference in no answer rate

* The above figures are the totals of no answer rates 
for each question. 

Difference of 20 points 

9

Difference of 30 points 

○ Elementary School, Japanese 
Language B

Akita 61.5
Nationwide 135.9

○ Junior High School 
Mathematics B

Akita 152.2
Nationwide 267.1

Difference of 5-10 points (particularly large differences with B 
questions)

Elementary
Japanese 
Language A

Elementary
Japanese 
Language B

Elementary
Arithmetic  A

Elementary
Arithmetic  B

Junior High 
Mathematics  B

Junior High 
Mathematics  A

Junior High
Japanese 
Language B

Junior High
Japanese 
Language A

Akita

Nationwide

Akita
Nationwide

Elementary 6 Junior High 3

10

3. Problem-solving Ability (PISA 2012)

○ The average score in our country’s Problem-solving Ability category is 552 points. Japan is ranked second 
among 28 participating OECD-member countries, and third among all 44 participating countries and territories.

○ With respect to levels of academic achievement, Japan has the second lowest percentage of low rank segment 
of Level 1 or below, and third highest percentage of upper rank segment of Level 5 or above, among all 44 
participating countries and territories.

Results SummaryResults Summary

■ Countries and territories scoring higher than the OECD average among the 44 participating countries

Name of Country Average 
scores Name of Country Average 

scores
1 Singapore 562 points 12 Estonia 515 points

2 Korea 561 points 13 France 511 points

3 Japan 552 points 14 Netherlands 511 points

4 Macao 540 points 15 Italy 510 points

5 Hong Kong 540 points 16 Czech 509 points

6 Shanghai 536 points 17 Germany 509 points

7 Taiwan 534 points 18 U.S.A. 508 points

8 Canada 526 points 19 Belgium 508 points

9 Australia 523 points 20 Austria 506 points

10 Finland 523 points 21 Norway 503 points

11 Britain 517 points OECD average 500 points
*■ non-OECD member country.

12

4. Student Questionnaire (PISA2012)

○ Five aspects surveyed through the student question sheet: “Interest and fun with 
Mathematics”, “Instrumental motivation in Mathematics”, “Self-efficacy in Mathematics”, “Self-
concept in Mathematics”, and “Anxiety about Mathematics.”
○ In Japan, “Self-concept in Mathematics” and “Anxiety about Mathematics” were at the same 
level as in 2003, but positive answers increased significantly in 3 indices, “Interest and fun in 
Mathematics”, “Instrumental motivation in Mathematics”, and “Self-efficacy in Mathematics”.

Change in Learning Motivation Impacting Mathematical Literacy

Change in Index Value in Japan

(Item example) 
・Often become worried if I cannot keep up in 
Mathematics class 

*Anxiety about Mathematics” Index Value is inversely 
related, and therefore the index value increases as 
anxiety weakens. 

(Item example) 
・Fun to take Mathematics class

(Item example) 
・Worth learning Mathematics because it 
broadens future jobs potential.

(Item example) 
・Be confident in calculating distance between two 
points on a 1/10,000 scale map. (Item example) 

・Get good grades in Mathematics 

Percentage of students giving 
positive answers increased compared 
to the 2003 survey

Japan (2012) Japan (2013) OECD average (2012) OECD average (2013) 

“Interest and joy 
in mathematics” index

“Instrumental Motivation in 
Mathematics”  Index

“Interest and joy 
in Mathematics” Index

“Anxiety about 
Mathematics”  Index

“Self-concept 
in Mathematics” Index

“Self-efficacy  
in Mathematics” Index

11

OECD Analysis
Box V5.7  Development of problem-solving skills and assessment in Japan: Comprehensive study time

Japan achieves top or close-to-top results in all subjects according to the PISA 2012 survey, and 'problem-solving' is 
no exception. Further, Japanese students who averaged 552 pts performed better than students at the same level in 
terms of mathematics, reading ability and science in other countries and territories.  This is significant in comparison 
with middle- and low-ranked students. In the problem-solving survey, Japanese students in level 4 or below in 
mathematics, reading and science, score 20pts. better than students at the same level in other countries. (Chart 
V.2.6: p.163-164)  A contributory factor is thought to be our focus on developing problem-solving skills among all 
students in Japan.  Such problem-solving skills are developed by student participation in student-driven activities 
through a cross curriculum for both subjects and comprehensive study.

The Japanese Government in the late 1990s introduced "the fortitude to live" approach in the revised curriculum 
guidelines, which meets Japan's curriculum standard.  The purpose of this approach was to make students think 
critically and creatively, identify problems themselves and develop their abilities to solve them.  This reform was an 
important innovative change in directing the flow to inquisitive and student-centered study.  The reform's core was the 
need to have students work eagerly and enthusiastically. 
The new approach also led to revised textbook contents.  The new curriculum reduced content by approximately 30%.  
For example, the number of English words to learn in junior high school was reduced from 1000 to 900.  The aim was 
to promote self-observation, nurture the mind to think and learn, seek autonomous decision-making, and generate time 
to deepen study through activities that develop problem-solving skills.  In 2007, the National Academic Achievement 
Test focusing on ability to utilize knowledge in a real-world context, began to be given to 6th and 9th grade students 
(3rd grade of junior high school).

7 8

109

1211
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14

[3 Indices Pertaining to Self-conviction]
①”Self-efficacy in Mathematics” 

Question item 《If you have the confidence to solve a question like…?》
Ex. When a TV is discounted 30%, how much cheaper is it from the original price? / Can you calculate the fuel consumption    

for a vehicle?
・Students in the 17 countries who respond they have confidence get higher scores.  This tendency is stronger in Japan. 
・However, Japan shows the lowest positive responses among the 17 countries, such as 4 answers out of 8 questions.

②”Self-concept in Mathematics”
Question item 《How much does the following … apply to you?》

Ex. Not good at Mathematics at all. / Have received good grades. / It is one of my favorite subjects.

・Students in the 17 countries who have confidence in their Mathematics ability get higher scores. 
・ Japan shows lowest positive answer among the 17 countries.

③”Anxiety about Mathematics”
Question item 《How much does the following … apply to you?》

Ex. – I become worried if I cannot keep up in Mathematics class at all. / feel very depressed when I do Mathematics homework.

・Students in the 17 countries who feel anxiety about Mathematics get lower scores. 
･Japanese students’ Anxiety Index is the highest among the 17 countries.  

⇒ In the PISA result, students strongly believing in their own abilities, for example in countries 
such as Singapore, show good grades in Mathematics.  Enhancing motivation and interest is worth 
referring to. 13

Relationship between Motivation, Self-conviction and Mathematical Literacy

[Motivation]
①”Interest and Joy in Mathematics” Index     *such as “like or dislike”

Question item 《Like reading books about Mathematics》 《Fun to take Mathematics class》
《Study Mathematics as I enjoy it 》 《Interested in what I learn from Mathematics》

・Positive correlation between this Index and Mathematical Literacy in the 17 countries analyzed ⇒Students who like 
and enjoy get higher scores.

・This tendency is relatively strong in Japan compared to other countries, but the average index is negative, and is followed  
by the Netherlands among the 17 countries.

②”Instrumental Motivation in Mathematics” Index      *such as “to believe it’s useful”
Question item 《Worth making an effort because it seems useful for a future job》

《Worth learning since it broadens future job potential》
《Why Math is important is that it’s needed for what I now want to study》
《Want to learn a lot in Mathematics, and make use of it when I get a job》

・Positive correlation in 16/17 countries (excluding Singapore) ⇒ Students who feel Mathematics is useful for getting 
higher scores.

・This tendency is relatively strong in Japan compared to other countries, but the average Index is the lowest among the 17 
countries.

⇒ Since being strongly motivated opens Math-related career options and opportunities in life, 
these aspects are also important.  

15

○As a result of the student survey with attached question sheet, Japan’s “atmosphere in Mathematics class” is 
favorable.  
・Answers indicating a favorable atmosphere in all items amount to over 80%.  
・Compared to the 2003 survey, answers indicating a favorable atmosphere have increased significantly. 

○As a result of the student survey with attached question sheet, Japan’s “relationship between students and 
teachers” has improved in a positive way.
・Compared to the 2003 survey, answers indicating a favorable relationship between students and teachers 

have increased significantly. 

Atmosphere in 
Mathematics Class Relationship between 

Students and Teachers
*Percentage of students answering each 

question negatively. 
* The greater the distance from the 

center, the more favorable the class 
atmosphere.

In 3 of 5 items, over 90% of 
answers indicate a favorable 
atmosphere, the highest among 
participating countries. 

Compared to the 2003 
survey, answers 
indicating a favorable 
atmosphere have 
increased significantly

Study Environment at School

*Percentage of students who answered 
each question positively. 

Compared to the 2003 
survey, answers 
indicating a favorable 
relationship have  
increased significantly. 

Japan (2012) Japan (2013) Japan (2013) Japan (2012)OECD average (2012) OECD average (2012)OECD average (2013) OECD average (2013)

Students are noisy and do not
behave properly during class .

Students are not so 
good at studying. 

Students do not start studying 
even after the class begins.

Students do not listen to 
what teachers say.

Most teachers listen to
what I say.

Many teachers are interested 
in if students are happy with 
class.

Students are getting 
along with most teachers.  

Teachers help me if I need 
help . 

Most teachers treat me fairly

Teachers have to wait a long 
time until students become quiet.  

16

〇 In all 17 countries, students who have Higher household socio-economic and cultural 
status* obtain higher scores.  

※ Combination of 3 indices: “Parent’s/Guardian’s Occupation”, “Parent’s/Guardian’s Schooling History” and “Household Properties”

〇 Differences in household socio-economic and cultural status among Japanese students is 
the smallest among the 17 countries.  
〇 Japan also guarantees relatively equal study opportunities, regardless of “student’s socio-
economic and cultural background.”

⇒ Need to be cautious of not widening education gaps. 

Study Environment Outside School 

○ The percentage of Japanese students who answered “attended kindergarten or nursery 
center for more than a year”, is the highest among all participating countries (65 countries 
and territories).  
○ In light of the status of Mathematical literacy scores, the average scores for students who 
answered “attended for more than a year”, are highest.

Study Environment at School 

18

2. Characteristics of Children who Overcome a Disadvantageous Environment 

Although there is a strong correlation between Household Socio-economic Status (SES) and the child’s
academic ability, low Household Socio-economic Status (SES), does not necessarily mean all those
children are of low academic ability.

A child’s study time is linked with academic ability in the entire Household Socio-economic Status (SES),
and study time is one of the measures that overcomes a disadvantageous environment.

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

Correct answer rate

Example of the relationship between amount of weekday study time and subject’s average correct answer rate 
(Elementary School/Japanese Language A)

3 hours or more

More than 2 hours but less than 3 hours 

More than one hour, but less than 2 hours

More than 30 minutes but less than one hour

Less than 30 minutes 

Do not study at all

[Reference] Analysis of 2013 National Academic Ability and Learning Status Survey (Parent/Guardian Survey) 
(Research outsourced from MEXT to Ochanomizu University)

17

１. Relationship between Household Socio-economic Status and Academic Ability
Children with high household Socio-economic Status (SES), have a tendency to correctly
answer a higher percentage of questions in each subject.

* Household Socio-economic Status (SES): Index used 3 variables; household income, father’s academic
background and mother’s academic background - based on parent/guardian survey results. The index
was divided into quarters, and was analyzed by sectioning the Highest SES, Upper-middle SES, Lower-
middle SES, and Lowest SES.

Elementary School Junior High School 

Japanese
Language

A

Japanese
Language

B
Arithmetic

A
Arithmetic

B

Japanese
Language

A

Japanese
Language

B
Mathematics

A
Mathematics 

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

13 14

1615

1817



133

Section 1: Keynote Speeches

Teachers are less confident in bringing about 
proactive learning, and the percentage of 
teachers with  ICT utilization is also low.

(Hours)

Total working hours

Class

After-school activities 
(sports/culture) 

Japanese teachers’ weekly working hours are the longest.
Class hours are at the same level of the average in participating countries, but 
coaching hours for after-school activities (sports, cultural activities) are 
particularly long, and the time teachers spend on paperwork, class planning and 
preparation is also long. 
Many principals highlight a shortage of teachers and support staff. 

Paperwork

Class planning, preparation

<Direction for Future Approach>
◆ Improve teacher quality through fundamental enhancement      

of recruitment, cultivation and training
◆ Promote education at which curriculum guidelines are 

targeted
◆ Strong promotion of education with ICT 
◆ Need to enhance the teaching structure

<Working Hours Per Week>

<Percentage of teachers who frequently conduct coaching practice>

<Percentage of teachers with confidence in bringing about proactive learning>

Promote critical thinking 

Make them confident in 
being  good at studying

Motivate students who do 
not show interest

Support to find value of 
learning

Give assignments which 
require at least one week

to complete

Give different assignments
according to progress

Formulate joint solutions 
through small groups 

Use ICT for student 
assignments and class 

activities 

Joint work/discussion 
with colleagues

School operations

Longest among 34 
countries/territories

Teachers’ working hours are by far the longest
among participating countries! Also, a big 
sense of shortage of manpower.

20

Through in-school training and class 
research, teachers regularly learn from each 
other, which leads to coaching improvement
and increased motivation

Highly motivated to participate in training 
courses, but deterrents are being too 
busy with work, cost and lack of support. 

Japanese schools have traditionally practiced in-school training and 
class research wherein teachers learn from each other, and a greater 
percentage receive support from an in-house trainer or get 
feedback from the principal or other teachers.  
Japanese schools have a higher percentage of effort such as class 
observation among teachers, self evaluation, and class 
questionnaires for students.
Effects of such efforts reflected in a higher percentage of teachers 
replying there is good impact on coaching practice improvement or 
job satisfaction and motivation, than the average among 
participating countries. 

Percentage of Japanese teachers participating in introductory 
teacher’s training is high, and in-school training is actively
conducted.
Despite high training needs in Japan overall, many teachers say 
their busy work schedule is an obstacle to participating, and that a 
busy work schedule makes it difficult to participate.

Japan
Average of 
participating countries

Observe other teacher’s 
class and give feedback

Observe other school’s 
class through training 

course

<Implementation Status of Class Observation>

<Obstacle to Participating In Training Course>

Does not meet work 
schedule 

High cost 

Lack of employer 
support

○ 34 countries and territories participated in the OECD survey
○ Questionnaire survey of approximately 200 junior high school principals and teachers (including
part-time teachers) in Japan (national and public 90%, private 10%)

5. Current Status and Issues among Japanese Teachers; in light of OECD’s Teaching and Learning 
International Survey (TALIS 2013)

19

21

1. Students, parents, educators, governments place importance on education ⇒Use excellent teachers and 
tradition to support household education

It is difficult to emphasize the importance on investing in education due to an aging society, natural disasters, etc. 
⇒Issues are to obtain a consensus that education is an upfront investment in the future, and secure educational 

funding
2. Conviction that all students can attain a high level of education
*Do not divide based on career options at an early stage.  Make it difficult to create economic and social disparities.  
Encourage identifying every students’ abilities.  

*Japanese students believe “academic ability is determined by effort, rather than being inherited.” 
High correlation between household socio-economic environments and each subject’s academic performance.     
⇒ Enhanced improvement of teaching methods & measures to narrow household socio-economic disparity

are important. 
Japan is a rare country that succeeded in increasing the percentage of students with high levels of academic 

achievement, but the upper-rank segment is still small compared to Shanghai, Singapore and Finland, etc. ⇒
Need to make efforts to strike a balance between distinction and equality.

3.  Clear and Ambitious Educational Standard (Curriculum Guidelines) 
*Establish a structure to learn essential concepts in a systematic way according to progress of the academic year, by 
setting up high-level cognitive assignments.

*Simultaneously, standing on tradition by following a subject syllabus. 
⇒ Need curriculum reform to convert the education process from a traditional approach based on subject, to an  

approach based on competency.

6. Japan’s Strengths and Future Issues Regarding Educational Policies

19 20

21



　



Section 2 : Panel Discussion

1） Presentations
　■Presentation 1 : Finland
　　Jouni Välijärvi
　　  （Professor and Director, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä）

　■Presentation 2 : Singapore
　　Oon-Seng Tan
　　  （Professor and Director, National Institute of Education, Singapore）

　■Presentation 3 : Korea
　　Bang-Ran Ryu
　　  （Director and Senior Research Fellow, Office of Primary and Secondary Education Research, 

Korean Educational Development Institute）

　■Presentation 4 : China
　　Yan Wang
　　  （Director, Department for International Cooperation, National Institute of Education Sciences 

of China）

2）Discussion

　■Moderator :
　　Eizo Nagasaki*
　■Panelists : 
　　  Andreas Schleicher, Haruki Ozaki*, Jouni Välijärvi,
　　Oon-Seng Tan, Bang-Ran Ryu, Yan Wang

Theme:" What should future education and teacher policies be, in the light of international 

comparisons? : The impacts of PISA and TALIS surveys in each country"

　Key Questions Presented by Moderator
　　Eizo Nagasaki*  (Former professor at Shizuoka University)

●�The�*�mark�indicates�that�the�original�language�of�the�speech�was�Japanese�and�that�the�transcript�is�a�

tentative�translation�based�on�the�simultaneous�interpretation�provided�during�the�symposium.

●The�transcripts�include�changes�made�after�the�symposium�for�purpose�of�publication.

●The�affiliations�and�professional�titles�of�the�speakers�are�as�of�November�17,�2014.
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　The�theme�for� this�panel�discussion� is� “What�should�future�education�and�teacher�policies�be,� in� the� light�of�

international�comparisons?�:�The�impacts�of�PISA�and�TALIS�surveys�in�each�country.”�Based�on�this�theme,�I�would�

like�to�raise�some�discussion�questions.�

　There�are�three�points.�The�first�is�how�each�country�will�accept�the�results�of�the�PISA�and�TALIS�assessments.�

That�is�the�first�point�that�we�will�discuss.�The�second�point�is�how�each�country�has�changed�its�educational�policies�

in�the�past�ten�years.�Thirdly,�we�would�like�to�discuss�examples�of�improving�academic�development�and�teacher�

competency.�

　We�have�international�assessments�such�as�PISA�and�some�countries�do�better�than�other�countries.�We�have�

representatives�from�four�countries�which�are�the�top�performing�countries�and�are�our�neighbors.�They�will�give�

presentations�so�that�we�can�deepen�our�discussions�together.�Again�we�want�to�focus�on�the�three�points�that�I�

raised�during�the�panel�discussion.�

　I�would�like�to�have�the�four�speakers�make�short�presentations,�which�will�be�followed�by�a�panel�discussion.�We�

will�be�collecting�questions� from� the� floor.� So� I�would� like� to� invite�you� to�ask�your�questions�on� the� two�

presentations�we�have�already�heard�and�also�the�presentations�of�the�four�representatives�that�we�are�about�to�

hear.�So�without�further�ado,�let�us�hear�the�presentations�in�the�order�of�Finland,�Singapore,�Korea,�and�China.�Each�

will�give�a�15�minute�presentation.�First�I�would�like�to�call�upon�Professor�Jouni�Välijärvi�from�Finland�to�give�us�a�

presentation.�

Key Questions Presented by Moderator

Theme : "What should future education and 
teacher policies be, in the light of 
international comparisons? : The impacts of 
PISA and TALIS surveys in each country"

Former professor at Shizuoka University 

Eizo Nagasaki

• ＰＩＳＡやＴＡＬＩＳ等の各国での受け止め方

How each country has taken the surveys and 
their results?

• 各国はこの約１０年間でどのように教育政策を
転換してきたのかについて

How each country has changed the educational 
policy in the past 10 years?

• 学力向上や教員の資質能力向上の取組事例

Examples of improving academic development 
and teachers’ competencies

• （論点１）21世紀に必要とされる能力とカリキュラ
ム、評価・測定について
(Point 1) What should be the competencies 

necessary in the 21st century?

• （論点２）今後求められる教員の役割・資質能力
について
(Point 2) What should be the roles, qualities 

and capacities of teachers for the future?

• （論点３）今後の教育政策はどこに焦点を当てて
いくべきか。
(Point 3) How do we focus on education policies 
for the future?
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　Thank�you�very�much�for�this�kind�introduction.� It� is�my�great�pleasure�to�be�here�today�in�Japan.�It�has�been�

many�years�since�I�have�been�here� last�time.�When�PISA�started,�Finland�was�a�very�popular�place�for�Japanese�

colleagues�and�delegates�came�to�see�Finnish�education.�Still�today,�we�have�many�visitors�from�Japan.�For�instance,�

in�the�first�week�of�December�we�will�have�a�group�of�Japanese�experts�visiting�our�Institute.� It� is�always�a�great�

pleasure�to�exchange�ideas�with�colleagues�coming�from�your�country.

　In�my�presentation�today,�I�will�very�briefly�speak�about�reforms�in�education�in�Finland�and�how�they�are�related�

to�PISA�and�TALIS.�But�here�the�main�focus�is�on�PISA,�because�that�is�more�familiar�to�me.�I�will�start�with�some�

slides�about�the�Finnish�PISA�results�and�try�to�figure�out�why�they�are�worrying�from�our�point�of�view.�As�we�saw�

already�in�the�previous�presentation,�Finland�was�doing�extremely�well�in�the�three�first�cycles�of�PISA.�2006�was�

the�top�year�for�our�country,�when�we�were�Number�1� in�almost�everything.�But�after� that,�we�have�had�some�

declines.�Still,�compared�to�the�OECD�average,�our�results�are�quite�satisfactory�but�unfortunately�the�trend�has�been�

negative�during�the�last�two�PISA�studies.�

　For�instance,�in�mathematics,�if�you�compare�2003,�2006,�and�2012,�in�the�2012�study�students�were�25�points,�

i.e.�more�than�half�a�school�year�behind�the�students�in�2003.�So�their�decline�is�not�small.�We�can�say�that� it� is�

really�worrying.�

　Still�worrying�from�the�Finnish�point�of�view�is�that�the�standard�deviation�seems�to�be�increasing�in�Finnish�data.�

Traditionally,�Finnish�educational�policy�has�very�much�stressed�the�equality�of�the�system�for�all�students.�The�

focus�has�been�very�much�on�the�decline�between�student�variation,�especially�helping�students�with� learning�

problems�and� investing� in�special�education�and� training�of� special� teachers�and�so�on.�We�have�quite�well�

developed�systems�for�this�in�the�different�levels�and�types�of�problems�that�we�face�in�schools.�

　As�we�can�see�here,�the�standard�deviation�in�2012�was�in�all�three�domains�and�bigger�than�it�has�ever�been�

before.�Earlier,�Finland�was�very�lucky�to�be�able�to�show�that�at�the�same�time,�our�average�is�on�the�top,�or�among�

the�top�countries.�And�at�the�same�time,�the�standard�deviation�on�the�student�level�is�among�the�smallest.�In�many�

cases,�it�was�smallest�in�OECD�countries.�Now�this�situation�is�no�longer�the�case�--�it'�opposite..

　Of�course,�when�variation�has�increased,�it�has�meant�that�the�number�of�students�on�the�lowest�levels�--�Level�2,�

Level�1�and�below�Level�1�--�has�increased.�We�can�say,�in�PISA,�these�students�who�are�at�Level�1�or�below�Level�1�

can�be�called�“students-at-risk ”�because�their�competencies,� in�this�case� in�mathematics,�are�too�low�to�meet�the�

demands�of�further�studies�and�the�demands�of�modern�society.�As�you�can�see,�the�number�of�these�students�has�

doubled�in�nine�years.�Still,�compared�to�OECD�countries,�we�are�doing�clearly�better�but�remember�what�Andreas�

Schleicher�said�earlier,� that�a�number�of� jobs� in�OECD�countries,�where�you�are�able� to�succeed�with�very� low�

education,�is�declining�all�the�time.�In�this�sense,�our�change�is�very�worrying�because�we�have�a�growing�number�of�

Presentation 1 : Finland

PISA and reforms in education

Professor and Director, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä

Jouni Välijärvi
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students�who�are�not�able�to�meet�the�demands�of�society.�

　One�indicator�where�the�results�traditionally�have�been�positive�in�Finland�is�the�impact�of�social�background�on�

results.�Now�the�impact�seems�to�be�increasing.�It�is�still�clearly�below�the�OECD�average,�but�compared�to�2003�and�

2012�it�was�clearly�stronger�and�bigger�than�earlier.� It� is�also�a�warning�indicator� in�Finnish�educational�policy,�

because�we�have� very�much� stressed� that� education� should�be� equal� for� students� coming� from�different�

backgrounds,�regions,�and�families�with�different�resources�at�home.�

　If�we�go�to�the�students’�attitudes�and�their�orientation�to�education,�we�can�also�see�some�changes�that�perhaps�

the�most�important�findings�in�the�present�PISA�studies.�There�seems�to�be�a�very�clear�decline�in�the�–�here�is�an�

example�of�the�students’�interest�in�reading.�If�you�look�at�how�it�was�in�2000�for�boys�and�girls�and�how�it�was�for�

2009�for�boys�and�girls�in�reading,�in�both�cases�their�interest�in�reading�has�declined�quite�clearly.�And�also,�the�

diversity�of�reading�has�declined�both�among�boys�and�girls.�This�diversity�has�been�one�strength�in�Finnish�data�to�

explain�the�good�reading�results�of�students.�But�it� is�also�related�to�mathematics�and�science�in�PISA�because�all�

these�three�domains�are�correlated�on�very�high�levels.�There�are�positive�attitudes�of�girls�to�reading�and�school�in�

general.�This�has�been�a�very�clear�explaining�factor�for�our�good�cognitive�results.�

　Here�is�a�combination�of�this�type�of�background�factors.�In�mathematics,� if�you�look�at�how�high�self-efficacy,�

self-confidence,�anxiety,�and�intrinsic�motivation�are�correlated�on�cognitive�results�in�Finland,�compared�to�other�

OECD�countries�you�can�understand�why�we�are�very�interested�in�this�side�of�students’�behavior�–�their�thinking�

and�their� learning�in�school.�Because�we�have�to�think�that�also�the�motivational�factors�and�self-confidence�are�

things�that�have�been�learned�in�school.�If�we�want�to�brace�our�results�in�the�cognitive�side,�we�have�to�focus�more�

and�more�also�on�the�effective�side�–�how�to�raise�the�interest�of�students�and�how�to�raise�their�engagement�in�the�

future,�in�order�to�have�a�positive�impact�on�cognitive�results.�I�will�say�that�this�is�the�change�that�is�taking�place,�at�

least�in�countries�like�Finland.�There�are�so�many�competing�activities�in�society�that�students�are�really�selecting�

between�school�and�other�activities�in�society.�More�and�more,�they�are�selecting�some�other�activities�than�those�at�

school.�That�is�why�it�is�extremely�important�to�try�to�understand�education�as�part�of�the�change�of�the�society�and�

how�the�culture,�the�relationship�between�young�people�and�society�in�general,�is�changing�and�will�change�in�the�

future.�

　Here,� technology� is�very�crucial.�This� is�one�of� the�challenges� in�Finnish�schools,� that�maybe�we�still�do�not�

understand�deeply�enough�how�much�technology�is�changing�the�world�of�young�people�and�how�it�is�reflecting�to�

their�attitudes�and�beliefs� in�traditional,� formal�education.�If� I�go�to�processes�which�are�taking�place�in�Finnish�

society�today�where�we�try�to�get�back�to�the�positive�track�in�cognitive�results.�At�least�we�have�some�basic�values�

of�the�Finnish�education�system.�We�get�different�meaning�in�the�present�situation�in�society.�We�still�believe�in�free�

education�and�at�the�same�time�high�standards�and�equity�in�education.�We�can�see�this�also�in�the�funding�of�the�

system.�We�use�educational�policy� that� is�positively�discriminating.�For� instance,�different� cities,�different,�

municipalities,�giving�more�state�support�for�poor�areas�and�cities.�In�this�way,�they�try�to�equalize�the�system.�

　When�tracking� the�quality�of� teachers,� there� is�no�national� testing�or� inspection.�These�are�all�very�closely�

connected�to�each�other.�We�really�believe�that�the�expertise�on�education�in�schools�and�it�should�be�supported�on�

that�level�in�developing�teacher�education,�and�these�are�possibilities�to�develop�their�expertise�of�teachers�as�part�

of�their�every�day�jobs.

　Some�examples�of�reforms�that�we�have�underway.�We�are�reforming�the�national�core�curriculum�just�now.�We�

are�discussing�the�values�of�education�and�key�competencies�of�the�21st�century.�We�are�also�participating�in�the�

study�on�the�21st�century�skills.�Some�other�countries,�like�Singapore�and�I�think�Japan�also,�are�participating�in�that�

study.�We�also�want�to�have�deeper�understanding�about�the�role�of�technology�to�take�this�understanding�to�the�

school� level� to�reform�their� learning�environments.�Also,� the�focus�on�students�will�be�education.� It� is�not�only�

learning�and�cognitive�skills,�but�also�taking�care�of�the�students’�well-being.�This�reform�should�end�by�September�

2016.�It�means�a�lot�of�activities�at�the�school�and�local�level.�
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　Two�big�projects�were�launched�by�the�Ministry�of�Education�to�ask�the�question�of�why�there�was�a�decline�in�

PISA�and�why�gender�differences�are�still�a�huge�challenge�for�the�Finnish�educational�system.�Even�in�mathematics,�

boys�seem�to�be�lagging�behind�girls�in�their�learning�outcomes.�How�can�we�strengthen�motivation,�self-confidence,�

and�also�well-being�at�the�school�level?�There�are�two�expert�groups�trying�to�find�new�solutions�and�ideas�on�these�

issues�and�doing�very�collaborative�activities,� for�schools,� teachers,�and�also� the�rest�of� the�society.�There�are�

different�actors�in�society.

　Two�special�programs�where�the�focus�is�very�much�on�both�the�teaching�methods�in�schools�and�also�on�the�

question�of�how�to�create�a�positive�impact�on�the�enjoyment�and�motivation�of�students.�In�this�case,�it�is�in�reading,�

especially�how�to�motivate�boys�to�read,�and�how�to�find�ways�to�integrate�reading�into�the�culture�of�young�people.�

So�that�reading�could�be�part�of�the�time�spent�outside�the�formal�educational�system,�as� it�used�to�be�earlier� in�

Finnish�society.�The�role�of�technology�is�once�again�very,�very�crucial�on�how�to�indicate�that�in�reading.�

　There�are�different�activities� in� this�area.�The�University�of�Oulu,�which�serves�as�a�coordinator,� is�working�

together�with�the�Finnish�library�system�and�many�experts�in�that�area.�Once�again,�the�challenge�for�the�schools�is�

how�to�boost�young�peoples’�interest�in�reading.�

　The�other� is,�which�was� just�started� in�math�and�science,�LUMA.�It� is�coming�from�“science�and�math ”� in�the�

Finnish�language.�They�are�very�similar�ideas�--�how�to�inspire�young�people�to�concentrate�on�math�and�science�

and�especially�how�to�have�a�positive�impact�on�their�attitudes�and�motivation.�

　One�special�program�on�ICT.�Our�Ministry� is�developing�so-called�cloud�services�that�will�open�possibilities�for�

schools�to�e-materials.�We�are�working�very�closely�together�with�them�on�our�PedaNet,�a�network�that�is�covering�

nowadays�more�than�a�thousand�schools�in�Finland.�

　Teacher�education,�especially� teachers ’�professional�development,�how�we�can�combine� initial�and� in-service�

training.�Here,� the� focus� is�very�much�on�young� teachers�who�are�starting� their�educational�careers.�At�our�

university,�we�have�a�program�on�teacher�mentoring,�to�address�how�to�help�new�teachers�to�integrate�into�society.�

　Then�I�must�mention�that�inclusive�education�is�a�big�issue�–�how�to�integrate�students�with�very�serious�learning�

problems�to�regular� learning�and�teaching�programs�especially� in�basic�education�and�one�special�program�for�

preventing�bullying�and�violence�in�schools.�Integrated�in�that�is�also�the�question�about�how�to�prevent�exclusion�of�

young�people�through�education�more�effectively�than�we�manage�to�do�nowadays.�

　Thank�you.�Here�are�my�examples�about�what�we�are�trying�to�do�in�Finland�to�get�back�to�the�positive�changes�in�

PISA�results�and�also�to�answer�some�challenges�that�TALIS�raised�about�the�fragmented�in-service�training�system�

in�Finland.�
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　My�thanks�again�to�NIER�for�the�initiative�to�organize�this�conference.�There�is�a�saying�that�opportunities�favor�

the�prepared�mind�and�I�think�we�have�learned�that�Singapore�has�learned�a�lot�from�Japan.�We�are�a�very�prepared�

society,�so�that�we�can�learn�from�the�best�opportunities.�

　Singapore�is�a�very�small�country,�so�human�resources�are�the�key.�Education�has�been�the�major�enabler�for�our�

national�development.�So�I�will�go�straight�to�share�four�major�points�using�the�acronym�EGAO.�First,� I�will� talk�

about�efficiency,�and�then�I�will� talk�about�growing�teacher�symbolism�and�the�importance�of�authentic� learning,�

which�covers�professionalism�and�continuous�learning.�The�last�point�is�on�the�openness�to�change.�I�think�EGAO�in�

Japan�means�smile.�So�hopefully�we�will�have�more�smiles�after�our�discussion�on�PISA.�

　Education�is�a�very�important� investment�for�the�long�haul,� in�terms�of�nation�building,� in�terms�of�preparing�

people�to�adapt,�value�creation,�and�also�to�preserve�the�roots�of�society�and�of�course�the�developing�capabilities�

for�innovation.�In�Singapore,�we�tend�to�take�a�very�long-term�approach�in�the�way�we�look�at�education.�In�most�of�

the�policies�we�implement,�the�question�we�always�ask�is�“Is�it�sustainable?”�In�terms�of�expedience,�I�would�say�that�

there�is�a�strong�recognition�that�we�constantly�need�to�have�a�mindset�shift�in�order�to�deal�with�this�knowledge-

based�economy.�It�is�not�just�about�being�knowledge-based,�but�about�understanding�globalization,�technology,�and�

the�nature�of�intelligence�and�learning.�

　The�other�is�to�prepare�this�young�generation�for�a�very�uncertain�and�ambiguous�world.�The�kind�of�learning�that�

students�need�to�have�is�no�longer�just�the�analytical�skills�but�also�the�ability�to�see�things�in�a�big�picture�and�to�be�

able�to�derive�multi-disciplinary�learning.�But,�at�the�same�time,�to�understand�what�the�things�that�anchor�education�

are.�

　There�are�a�lot�of�Ps�in�Singapore,�so�to�speak.�We�also�spend�a�lot�of�time�on�paradigms�and�always�ask�ourselves�

what�mindset�shift�is�needed�today.�A�lot�of�the�time,�this�mindset�shift�has�to�filter�all�the�way�down�to�the�teachers,�

because�the�teachers�play�a�very�key�factor�in�education.�The�other�question�that�we�always�ask�ourselves�is�about�

our�own�belief�system.�What� is�your�philosophy?�Do�you�believe�that�all�children�can�learn�and�achieve?�And�of�

course,�practicality,�which�means�that�every�talk�must�be�translated�into�action.�So�there�is�always�that�balance�of�

policies,�preparation,�and�practice.�

　But�we�also�believe�that�when�we�try�to�implement�something,�we�cannot�implement�everything�all�at�the�same�

time.�So�we�believe�in�faith,�we�believe�in�patience�to�wait�for�the�results,�and�perseverance�to�keep�on�doing�what�

we�think�is�a�good�practice.�

　I�think�we�can�all�agree�on�the�21st�century�competencies.�In�Singapore,�we�spend�a�lot�of�time�thinking�through�

this.�I�think�it�is�a�common�belief�now�that�we�believe�–�I�think�everybody�kept�talking�about�problem�solving,�which�

is�basically�good�critical�thinking.�Collaborative�work,�which�is�working�in�teams.�Creativity�is�the�need�to�be�more�

Presentation 2 : Singapore

Teacher Education in a Complex Environment : 
A Singapore Perspective

Professor and Director, National Institute of Education, Singapore

Oon-Seng Tan
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generative�in�thinking.�The�importance�of�communication�and�confidence�and�connectivity.

　So�we�have�this�framework�in�Singapore.�You�can�see�that�at�the�center�of� it� is�the�core�values�and�the�social�

emotional�values,�followed�by�the�critical�thinking�and�the�more�inventive�thinking,�as�well�as�the�communication.�

The�outcomes�that�we�believe�for�the�21st�century�at�the�education�level�at� least� is�to�produce�learners�who�are,�

number�one,�self-directed�learners.�Because�they�have�to�learn�a�lot�of�things�on�their�own�in�this�complex�world.�

Number�two,�they�have�to�be�an�active�contributor.�They�have�to�have�a�more�proactive�approach�to�life�and�society�

and�to�be�a�confident�person.�

　Actually,� in�years�past,�we�also�had�this� issue�where�we�found�that�Singaporeans�are�not�as�confident�as�their�

western�counterparts.�I�think�it�is�quite�an�important�factor�because�in�our�thinking,�it�is�like�–�for�example,�in�Japan�

and� in�Singapore,�you�have�the�high�content�knowledge.�So�the�students�are�quite�well-learned� in�terms�of� the�

knowledge.�But�for�example�if�you�have�90�points�of�knowledge�in�your�mind�but�go�to�the�work�world�without�

confidence,�you�are�using�maybe�10%�of�these�90�points�of�knowledge�that�you�worked�so�hard�to�learn.�But�an�

American�kid�may�only�have�50�points�of�the�knowledge,�but�because�they�are�confident,�they�use�the�40%�of�their�

50�points.�And� that� is�very�good�utilization.�So�confidence� is�an� important�development� in�order� to�use� the�

knowledge�that�you�learned.�Because�we�spent�so�much�time�in�the�learning�process.

　Recently,�we�have�emphasized�a�student-centric�values�perspective,�where�learning�is�for�life�and�we�also�believe�

in�a�very�strong�values-based�perspective� for� learning.� In�order� to�optimize�our�resources,�we�ensure� that� the�

Ministry�of�Education�and�NIE�as�a�university�work�in�very�close�partnership.�So�this�results�in�the�very�tight�use�of�

resources.�

　For�example,�we�at�the�National�Institute�for�Education�are�engaged�in�both�the�accreditation�of�teachers�as�well�

as�in�educational�research.�The�genesis�of�all�of�the�research�questions�has�to�come�from�the�ground,�which�is�that�

my�professors�have�to�be�in�the�school�to�understand�what�the�problems�of�the�classroom�are.�How�do�we�improve�

mathematics�learning�with�technology?�How�do�we�learn�language�by�lingualism�more�effectively?�So�these�are�the�

kinds�of�things�that�we�do�and�they�get�fit�back�into�the�policy�system�in�a�very,�very�tight�way.�

　We�do�quite�well.�That�is�in�PISA�and�in�the�recent�results.�Singapore�has�traditionally�had�a�strong�emphasis�on�

mathematics�and�science.� I�was� involved�more�than�25�years�ago� in�a�mathematics�curriculum�and�we�actually�

emphasized�problem�solving�in�real�world�situations�in�very�early�times.�And�I�think�this�effort�paid�off.�This�is�what�

society�is�emphasizing�today.�

　Well�I�will�not�spend�too�much�time�on�this,�my�first�key�finding,�which�is�that�having�a�strong�base�in�foundation,�

the�kids�in�fact�are�able�to�then�apply�the�knowledge�and�also�be�able�to�adapt�to�a�more�computerized�environment.�

One�of�the�key�things�that�PISA�really�helps�us�with�is�to�cause�us�to�do�some�analysis�–�well,�for�this�PISA�test,�we�

do�some�analysis� to�determine�how�authentic� it� is,� that�PISA�really� tests�real�world�skills.�We�were�a� little�bit�

concerned�at�one�point�that�perhaps�PISA�tests�what�is�still�really�textbook-oriented�and�that�it�does�not�truly�test�

problem�solving.�But�having�looked�at�the�kind�of�questions�on�the�test,�I�think�that�it�really�has�the�authenticity.�So�

it�is�a�quite�important�indicator.�

　I�think�one�of�the�greatest�helps�for�our�society�was�dealing�with�the�low�performance.�For�PISA,�I�think�we�have�

some�assurance,�that�some�of�the�intervention�that�we�did�with�the�lower�performance�students�yield�results.�So�we�

were�able�to�ensure�that�the�system�enabled�our�good�students�to�do�well�and�also�the�majority�without�neglecting�

students�at�the�lower�end�of�the�normal�curve.�

　We�also�realized�that�we�would�need�to�diversify�learning�for�the�bottom,�weaker�30%�of�the�students.�Especially�

in�recent�years,�what�we�have�done�is�to�provide�for�pathways�that�emphasize�vocational�and�technical�competencies�

for�this�group�of�students.�As�a�result�of�that,�we�have�created�many,�many�complex�pathways�to�the�work�world,�

emphasizing� the�key�competence.�As�you�can�see,� the�proportion�of� the�students,�although�they�are� from�the�

weakest�end,�but�they�actually�compare�well�with�the�OECD�average.�

　So�a�lot�of�emphasis� is�placed�now�on�the�more�holistic,� life-long�learning�values,� including�more�emphasis�on�
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more�physical�education�–�outdoor�physical�activity.�I�think�there�are�some�studies�to�show�that�actually�the�more�

students�that�are�more�holistic�and�more�physical�enhance�the�brain�and�thinking.�So�this�is�a�part�of�the�important�

holistic�initiatives�that�we�need�to�have.

　Very�importantly,�we�pay�attention�to�growing�teacher�symbolism.�In�fact,�we�learned�this�from�Japan�years�ago�

because�in�Japan,�the�sensei�is�very�respected.�So�we�think�that�it�is�a�very�important�thing�in�Asia�that�we�need�to�

preserve.�Because� it� is�always�true� in�principle�that�we�preserve�values�and�grow�the�society.�So�there� is�a�very�

constant,�conscious�effort�at�a�national�level�to�recognize�teachers.�So�for�example,�recently�we�recognized�all�the�

retired�teachers.�We�called�them�back�together�and�thanked�them�for�their�efforts�in�building�the�nation.�So�it�sends�

a�signal�to�the�society�that�teachers,�you�are�important,�you�are�the�nation�builders.�That�is�something�that�we�feel�is�

very�important�to�keep�doing�because�no�matter�what�we�do�in�terms�of�the�investment�in�the�career�track�and�so�

on,�the�culture�of�the�society�must�support�it.�

　And�we�keep�emphasizing�that�the�teacher�is�a�professional.�When�we�say�that�the�teacher�is�a�professional,�the�

three�key�attributes�that�we�always�emphasize� is� that�number�one,� the�teacher� is�an�expert� to�the� learner.�The�

teacher,�more�than�anybody�else,�cares�and�knows�how�to�help�the�learner.�That�is�number�one.�Number�two,�the�

teacher�has�a�very�strong�identity�as�a�person.�It�is�a�great�example�of�a�learner�himself.�Number�three,�the�teacher�

belongs�to�a�community�where�he�is�constantly�mentoring�other�people�and�also�being�mentored.�So�based�on�such�

a�value�system�that�we�emphasize�beginning�from�the�preparation�all�the�way�through�the�development,�we�provide�

the�structure.�And�I�think�the�fruits�of�this�view�are�made�evident�by�the�TALIS�findings.�

　I�think�the�wonderful�thing�about�this�TALIS�thing�is�that�while�we�were�doing�these�things,�how�do�we�know�that�

we�are�doing�alright?�Actually�TALIS�gave�us�a� lot�of� information.�That�gave�us�great�confidence�to�continue�to�

invest�resources�in�the�right�way.�For�example,�the�importance�of�teacher�preparation,�the�importance�of�the�way�to�

promote�professional�growth,�and�the�way�to�value�teachers.�So�in�Singapore,�one�of�the�key�things�we�have�is�a�

clear�career�track�for�all�educators.�A�teacher�can�continue�to�be�a�great�teacher� in�a�classroom.�And�he�can�be�

recognized�to�grow�as�a�senior�teacher,� lead�teacher,�master�teacher,�and�a�principal�master�teacher.�A�principal�

master�teacher�may�actually�enjoy�a�pay�as�high�sometimes�as�a�principal�because�it�is�of�the�same�rank.�Similarly,�if�

a�teacher�is�very�interested�in�his�subject�and�he�wants�to�grow�in�his�physics�knowledge,�he�can�go�on�to�become�a�

physics�specialist�and�normally�we�encourage�them�to�go�on�to�do�their�masters�and�their�PhDs�and�they�become�a�

specialist�to�help�design�the�curriculum.�But�they�came�from�being�a�teacher.�And�of�course�the�teachers�can�be�

leaders�and�grow�to�become�principals�and�also�to�lead�the�system.�So�these�are�very�key�milestone�career�tracks�

and�the�teachers�are�recognized�for�their�performances�in�this�way.�

　Generally,�the�key�support�is�only�called�the�teach�framework.�So�we�emphasize�teacher�professionalism,�namely�

the�ethos,�and�we�emphasize�what�we�call�subject�chapters.� In�other�words,� if� they�are�mathematics�teachers�or�

history�teachers,�we�encourage�the�ground-up�approach�for�them�to�get�it�together�to�sharpen�their�skills�in�each�of�

their�subjects.�And�of�course�to�promote�learning�communities�among�themselves.�So�we�recognize�the�teachers�in�

terms�of� their�engagements,�not�based�on�test�scores,�but� the�way�they�are�engaged�with�the� learners�and�the�

parents.�Their�aspiration,�in�terms�of�the�fact�they�are�always�advancing�themselves.�Their�career�and�being�able�to�

play�key�roles�in�one�of�these�tracks.�And�of�course,�in�the�overall�harmony�with�the�system.�

　We�tried�to�build�a�system�where�we�provide�that�continuous� learning� in�clear�ways,�such�as�scholarships�for�

further�development,�study�loans�so�that�they�can�further�their�education,�teachers’�work�attachment,�training�costs,�

and�of�course�we�also�set�up�the�Academy�of�Singapore�Teachers,�which� is�basically�to�support�more�and�more�

ground-up�professional�development.�

　So�in�a�sense,�we�feel�that�going�forward,� it� is�also�not� just�about�compensation�and�structure�within�the�ITP�--�

Initial�Teacher�Program�--�or�the�recruitment,�but�to�emphasize�teacher�symbolism.�To�move�away�from�arguments�

about�class�sizes�and�teacher�role�to�teacher�calling�and�teacher�competencies.�So�not�just�to�work�on�compensation,�

but�also�to�work�on�teacher�professionalism.�From�just�quantitative�results�to�a�proactive�approach�in�terms�of�the�
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professional�care�of� the� teachers.�From� just�management�appraisal� to�what�we�call� teacher� leadership�and�

inspiration.�And�we�want�to�feel�that�it�is�important�that�as�professionals,�they�function�not�by�rules�but�move�from�a�

rule�system�to�guidelines�and�to�a�culture�of�excellence.�

　So�we�also�have�moved�now�because�we�have�now�sort�of�reached�the�target�number�of�the�number�of�teachers�

that�we�need.�So�we�slowed�down�the�recruitment�rate�and�we�emphasize�instead�the�quality.�So�it�becomes�now�

very�competitive�to�become�a�teacher.�You�have�to�be�a�scholar.�And�that�is�how�we�draw�the�young�people�into�it.�

　So�the�Enhanced�Performance�Management�System�(EPMS),�very�quickly,�is�not�a�judgmental�system.�The�system�

is�to�emphasize�what�it�is�that�they�want�to�develop.�So�it�is�purely�developmental.�It�is�not�a�deficient�system.�It�is�

what�is�it�that�you�want�to�develop�further.�So�it�covers�all�of�this.�The�way�they�evolve,�how�they�are�involved�in�

coaching�and�mentoring,�their�performance,�leadership,�and�of�course�career�development.�

　The�last�point�is�that,�moving�forward,�part�of�the�information�that�TALIS�gave�to�us�is�the�need�for�the�openness�

to�change.�To�change�even�the�role�of�the�teachers.�Today,�we�see�the�teachers�as�needing�to�become�creators�of�

knowledge,�facilitators�of�learning,�and�more�importantly,�architects�of�the�learning�environment.�Because�it�is�how�

the�teacher�designs�the�learning�environment�to�engage�the�learners�that�is�key.�For�that,�there�is�so�much�in�the�

professional�development�that�is�needed.�And�of�course�leaders�of�educational�change.�

　So�we�take�a�balance�between�emphasizing�values�and�the�need�for�change,�because�I�think�societal�values�are�

very�important.�We�always�say�that�teachers�are�custodians�of�the�societal�values.�And�the�more�a�student�or�child�is�

rooted�in�their�own�culture,�the�more�they�can�contribute�globally.�Secondly,�I�think�we�place�a�lot�of�emphasis�on�

the�pedagogy�for�minds�that�change�in�teachers.�We�try�to�have�this�balance�of�what�we�call�the�traditional�routines,�

where�our�Asian�students�learn�very�well�by�habits,�learning�through�imitation,�and�modeling.�These�are�still�good�

because� they�provide�strong� fundamentals.�But� it� is�only�one�side.�Because�we�also� learned�a� lot� from�recent�

developments�in�cognitive�science�in�the�brain.�The�brain�is�highly�stimulated�not�only�by�habits�but�by�learning�

through�novelty.�That�is�why�a�lot�of�emphasis�has�been�now�on�pedagogy�of�inquiry,�questioning,�and�collaboration,�

as�well� as� interaction�with� technology.�And�hopefully�more� imagination,� immersion,� inquiry,� insights,� and�

inventiveness�that�is�currently�needed�for�a�more�creative�population.�

　So�this�is�the�balance�model�that�we�have�created�called�Teacher�21.�Now�that�my�time�is�up,�I�will�just�simply�say�

that� indeed,� in� the�curriculum�there� is�a� lot�more�contextualization�of�real�world� learning,�even�within� teacher�

education.�There� is�a�need�for�multi-disciplinary� learning,�multiple�perspective� thinking,�and�multiple�ways�of�

knowing.�So�with�that,�I�think�I�have�to�skip�up�and�say�that�indeed,�to�deal�with�this�21st�century�world,�we�cannot�

do�the�same�thing�over�and�over�again.�We�just�have�to�change�as�it�forms.�Thank�you�very�much.
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• An autonomous institute of Nanyang Technological University  (Ranked 
41st by QS and 2nd in Top universities under 50 years old) 

• NIE as an education college is ranked 13th in the world by QS in 2013 and 
ranked 1st in Asia.

National Institute of Education

National
Institute of 
Education
(NIE)

Teacher Education in a 
Complex Environment:

A Singapore Perspective

Professor Tan Oon Seng
Director, National Institute of Education

Singap  re
• A small country with limited resources
• Human resource is seen as the 

country’s most important asset 
• Education seen as the key enabler to 

build the nation and equip its people 
with 21st CC

• Pragmatism over ideological, emphasising 
effort and standards of excellence.

• Singapore developed education policies 
which emphasise meritocracy, science, 
mathematics, English.

Singap  re

Efficiency, Effectiveness, 
Expedience 

Overview (EGAO)
• Efficiency, Effectiveness, Expedience
• Growing Teacher Symbolism
• Authentic Learning: Professionalism and 

Continuous Learning
• Openness to change

1 2

43

65
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Efficiency

• Outcome perspectives (e.g. desired 
outcomes of graduands)

• Long-term outlook
• Sustainability

Education is the most important 
investment in the long haul and the quality 

of education impacts on

• Nation Building
• People’s Capacity for Adaption
• Value Creation
• Values Preservation
• Capabilities for Innovation

• Mindset Shift in dealing with education
• Smart Knowledge (understand 

globalisation, technology, nature of 
intelligence)

• Uncertainty and ambiguity
• Big picture and multi-disciplinary thinking 
• Invariants of education

21st Century Challenges of Education
Expedience PAP (P’s and P’s) of 

Singapore’s System
• Paradigms (mindset), Philosophy (belief 

system), Practicality (action)
• Policies, Preparation, Practice
• Phase, Patience, Perseverance

At the end of primary education, 
students 

At the end of secondary education, 
students

At the end of pre-university 
education, students 

are able to distinguish right from 
wrong 

have moral integrity are resilient and resolute

have learnt to share and put others 
first 

have care and concern for others have a sound sense of social 
responsibility

are able to build friendships with 
others 

are able to work in teams and value 
every contribution 

understand what it takes to inspire and 
motivate others

have a lively curiosity about things are enterprising and innovative have an entrepreneurial and creative 
spirit

are able to think for and express 
themselves 

possess a broad-based foundation for 
further education 

are able to think independently and 
creatively

take pride in their work believe in their ability strive for excellence

have cultivated healthy habits have an appreciation of aesthetics have a zest for life

love Singapore know and believe in Singapore understand what it takes to lead 
Singapore

Source: Ministry of Education

Desired Outcomes

• Critical Thinking (Problem Solving)
• Collaborative (Teamwork)
• Creativity (Flexibility & Innovation)
• Communication (Interpersonal Skills)
• Connectivity (Project Management & 

Systems Thinking) 

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

21st Century Competencies

7 8

109

1211
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Impact on Educational Policy

• A Good System Built on Sound 
Fundamentals

• Holistic Education
– Bilingual advantage
– Broad-based and Holistic Learning
– Good teachers and school leaders
– ICT-infused curriculum
– Partnership with Parents

21st Century Competencies Framework

Source: Ministry of Education

Impact on Educational Policy

• Student-Centric, Values-driven
– Applied Learning Programme
– Learning for Life Programme

• A Holistic Approach to Teacher 
Education 
– Values-based Education
– Tripartite Partnership

NIE/SPCS  © 16

NIE (University)

MOE Schools

Tripartite Partnership

Strong emphasis on 
Mathematics and Science

To equip students with the 
basic knowledge and 

analytical skills to move 
Singapore up the value-

chain, and retain our 
competitive advantage in a 

globalised knowledge-based 
economy. 

Singapore’s performance as  a system

• Ranked among the top in Reading, 
Mathematics and Science (PISA 2009)

• Ranked among the top in Mathematics 
and Science (TIMSS 2011)

• Ranked among the top in Literacy (PIRLS 
2011)

• Ranked among the top in the 2013 and 
2014 International Physics, Mathematics, 
Chemistry, Biology and Informatics 
Olympiads

13 14

1615

1817
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• Our strong performance shows our students:

• possess strong fundamentals 

• are adept at applying knowledge and skills in solving novel 
real-life problems

• can navigate in computer-based environments, work with 
less structured data, interact and uncover relationships

Students have the strong fundamentals to meet the 
challenges of employment and life-long learning in the 21st

century

Key Finding 1: Strong performance in applying
knowledge and skills in unfamiliar real-life situations

2019

Key Finding 1: Strong performance in applying
knowledge and skills in unfamiliar real-life situations

Mathematics literacy skills Reading literacy skills Science literacy skills
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 Average 494 OECD Average 496 OECD Average 501

Singapore’s secondary system provides different 
tracks and subjects to meet a range of abilities and 

needs. Some 30% of less academically inclined 
students take vocational and technical subjects, 

and schools build close links to institutes of 
technical education and polytechnics.

Some Education Reforms
“Strong Fundamentals, 

Future Learnings”

22

TALIS 2013 – Key Findings 
(Singapore)

• Strong teacher preparation enables quality teaching 
and learning

• Active participation in, and strong support for, 
professional growth throughout career

• A teacher workforce that is well-trained and dynamic
• Teachers are valued, are satisfied with their job and 

would still choose to be a teacher if they were to 
decide again

Growing 
Teacher Symbolism

19 20

2221

2423
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Support for Teachers

• Professional Development
– Scholarships
– Study loans
– Leave provisions for further studies

• Teachers’ Work Attachment
• Training courses and conferences
• Academy of Singapore Teachers

Leadership Track

Specialist Track

Teaching Track

Differentiated Career Pathways for Teachers

Human Resource 
Development Support

• Academy of Singapore Teachers
• ICT-Infused Curriculum
• Academic and Vocational Development

– Institute of Technical Education
– Polytechnics

Rising above structures, human as 
resources, standards and competition

Teacher’s workload
Teacher’s roles

Requirement, 
recruitment, ITP Teacher symbol

Teacher calling
and competencies

Compensation, 
Salary, Benefits

Teacher professional
development

Teacher leadership
and inspiration

School management
and appraisal

Results, accountability Professional care,
Proactive clinical practices

Development of Quality Teachers

EPMS

Self-
evaluation

Coaching 
and 

mentoring

Performance-
Linked 

Recognition
Leadership 

Development

Career 
Development

Enhanced Performance Management Scheme

EPMS is a holistic teacher evaluation tool

Authentic Learning

25 26

2827

3029
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Teaching is about 
transforming lives and creating the future.Openness to Change and 

Ambiguity

Creators of knowledge, NOT merely consumers

Facilitators of learning, NOT merely transmitters

Architects of learning environment, NOT merely 
implementers

Leaders of educational change, NOT merely followers

We Want You If You Can Be… Not creating value in education if we…

• Teach content and routines that 
becomes obsolete

• Impart skills that are not 
sufficiently transferable across 
situations

• Use learning processes that do 
not impact on life-wide learning

• Use learning environments that 
do not encourage motivation and 
independence

Education Must be Relevant

More I’s

36

• Imagination
• Immersion
• Inquiry
• Insights from observations
• Inventiveness

• Developing human intelligence is about 
learning to solve problems. 

• Problem solving in real-world contexts 
involves multiple ways of knowing and 
learning

• Harnessing intelligences 
– from within individuals, 
– from groups of people and 
– from the environment to solve problems

Education in the 21st Century

31 32

3433

3635
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Content and Real Contexts

• Strengthen Contextualize
• Require Contextualize 
• Contextualize – REAL world relevance
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“There is nothing that is a more 
certain sign of insanity

than to do the same thing over and 
over and expect the results to be 

different.”   

Albert Einstein
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　Thank�you�for�introducing�me.�The�title�of�my�presentation�is�Korea,�China,�and�Japan:�The�Hidden�Side�of�High�

Academic�Achievement.�I�say�the�hidden�side,�but�nobody�hides�it.�But�it�is�not�well�known.�I�was�surprised�with�Mr.�

Schleicher’s�presentation�because�my�presentation�is�quite�similar�to�his.�I�will�explain�the�characteristics�of�affective�

learning�behind�high�academic�achievement� in�three�countries�and�the�relationship�between�affective� learning�in�

school�and�family�factors.�Then�I�will�suggest�some�implications.�

　To�begin�with,� let�me�show�you�a�picture.�As�you�can�see�in�this�slide,�the�academic�achievement�in�Shanghai,�

Korea,�and�Japan�is�world�class�level.�In�fact,�those�three�countries�take�the�lead�in�excellent�academic�performance.�

However,� it� indicates� that� the� learning� interest� is�quite�different� from�academic�achievement.�Leaving�aside�

Shanghai,�as�it�does�not�represent�the�entirety�of�China,�learning�interest�in�Japan�and�Korea�is�very�low.�We�take�

note�of�this�dramatic�gap�as�high�academic�achievement�with�low�interest�and�self-efficacy�good?�Or�is�the�opposite�

better?�Of�course�we�know�that�both�high�academic�achievement�and�high�interest�and�self-efficacy�would�be�the�

best.�

　Researchers�said�that�the�learning�interest�and�self-efficacy�are�no�less�important�than�academic�achievement.�It�is�

because�the�importance�of�learning�is�not�confined�to�an�adolescent�period.�According�to�a�survey�of�adult�literacy�

conducted�by�the�OECD�program,� the�adult� literacy�rate� in�Korea� is�very� low.�The�performance�of�school-aged�

students�between�16�and�24�is�shortly�behind�that�of�students�in�Finland�and�Japan.�But�as�to�the�performance�of�

learners�between�16�and�65,�it�gets�far�behind.�Also,�the�mathematical�literacy�of�students�between�16�and�24�in�

Korea�is�high�but�for�those�aged�16�to�65,�it�gets�drastically�lower�than�any�other�countries.�

　Now�let�me�suggest�the�framework�to�analyze�PISA�and�TALIS�data.�We�assume�that�affective�learning�like�student�

low�learning�interest�and�self-efficacy�compared�to�high�academic�achievement�is�attributed�to�teaching�methods�in�

schools�and�the�interaction�with�parents�at�home.�So�we�focus�on�factors�at�school�and�home.�This�analysis�is�based�

only�on� the�mathematics-related� survey.�The�picture�on� the� left� shows� learning� interest� against� academic�

achievement�in�numerous�countries�that�participated�in�PISA.�The�right�one�shows�self-efficacy.�The�learning�interest�

of�students�in�Shanghai� is� low�and�in�Korean�and�Japan�it� is�not�that�high.�Self-efficacy�in�Korea�and�Japan�is�far�

lower�compared�to�learning�interests.�In�contrast,�self-efficacy�in�Finland,�Switzerland,�Germany,�and�Canada�is�high.�

Now�we�compare�Korea,�China,�and�Japan�to�Switzerland,�the�Netherlands,�Canada,�and�Finland,�where�the�academic�

achievement,�learning�interest,�and�self-efficacy�are�all�high.�

　Now�let�me�show�you�the�result�of�the�analysis.�This�picture�shows�the�relationship�between�student�interest�and�

self-efficacy�and�various�mathematics.�For�the�teaching�method,�generally�various�teaching�methods�have�a�positive�

relationship�with�the�student�interest�and�self-efficacy.�However,�in�the�case�of�Japan,�teaching�methods�and�student�

interest�and�self-efficacy�are�all� low.�As� for�Korea,�despite�various� teaching�methods,�student� interest�and�self-
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efficacy�are�low.�

　This� slide� shows� the� relationship�of� student� self-efficacy� and� interest� to� the� teachers ’� attitude� towards�

professionalism,�including�research�of�teaching�methods�and�interactive�learning�with�other�teachers.�As�shown�in�

the�picture,�the�more�positive�the�teacher’s�attitude�toward�professional�development,�the�higher�the�student�interest�

and�self-efficacy.�However,�in�Japan,�teachers’�positive�attitude�toward�professionalism,�the�student�interest�and�self-

efficacy�are�lower�than�average.�As�for�Korea,�while�teachers�have�a�positive�attitude�slightly�exceeds�the�average,�

student�interest�and�self-efficacy�are�low.�

　This�chart�shows�the�characteristics�of� teachers� in�Korea�and�Japan.�Especially� in�Korea,�quality�teachers�are�

valued�in�society.�There�is�a�difference�between�principals�and�teachers,�but�it�is�considerably�higher�than�the�TALIS�

average.�However,�teacher�job�satisfaction�is�below�the�TALIS�average.�Teachers�who�can�lead�their�students�to�think�

critically�and�to�value�learning�is�below�average�as�well.�

　Teachers ’�self-efficacy�and�job�satisfaction�are�below�the�TALIS�average,�especially�behind�those�of�teachers�in�

countries�where�student� interest�and�self-efficacy�are�high,� like�Canada,�Finland,� the�Netherlands,�and�Sweden.�

Regarding�teachers’�working�hours,�teachers�in�Korea�and�Japan�spent�more�time�on�administrative�work�compared�

to�other�countries.�They�spent�many�hours�on�student�counseling�but�hours�spent�marking�and�correcting�student�

work�is�below�average.�As�for�school�principals,�the�administrative�and�instructive�leadership�index�is�relatively�low.�

　Next� is�the�factor�of�parents.�Mothers ’�education�levels�and�student� learning�interest�seem�to�have�a�negative�

relationship,�especially� in�Korea�and�Japan.�As� to�self-efficacy,� it� is�quite�dramatic.� In�Korea�and�Japan,� if� the�

mother ’s� education� level� is�high,� student� self-efficacy� is� very� low.� It� is�probably�because�parents� set� their�

expectations�excessively�high�on�their�children’s�academic�achievement.�Korean�parents�spent�less�hours�talking�to�

their�children�about�how�well�they�are�doing�at�school�or�helping�their�children�with�homework.�This�contrasts�with�

Germany.�Korean�parents’�attitude�towards�mathematics�is�contrary�to�German�parents.�They�are�less�positive�about�

the�sentences.�This�might�not�be�perfect�or�accurate�analysis�but�we�can�draw�some�implications�on�this�result.�

　Further�studies�are�needed�to�examine�what�kind�of�factors�student�learning�and�self-efficacy�are�affected�by.�As�

to�factors�of�parents,�one�of�the�biggest�contributors,�parents�should�use�less�pressure�and�support�their�children�in�

helping�them�remain�competitive�in�this�life-long�learning�society.�Perception�of�learning�should�be�changed�as�well.�

The�purpose�of�study�should�be�about�mapping�out�a� future�career�path�rather� than�only�getting�high�scores.�

Academic�achievement�would�help�with�exams�for�upper�students,�but�after�graduation�learning�interest�and�self-

efficacy�would�be�far�more�helpful�for�learners�to�establish�their�careers�in�life.�

　Korea�has�been�aware�of�this�importance�of�learning�interest�and�self-efficacy.�We�try�to�introduce�policies�like�the�

three�semester�system�program.� In� the� three�semester�system,�students� in�middle�school�organize� their�own�

semester�with�various�cultural�and�artistic�activities,�physical�education,�and�career�development�programs.�Classes�

are�managed�with�more�flexible�time�and�various�teaching�methods.�Even�with�this�kind�of�attempt,�it�would�be�hard�

to�see�quick� improvement�because�some�obstacle�factors� including�parents ’�high�expectations�for�their�children,�

social�pressure�for�academic�achievement,�and�a�strong�desire�for�entering�prestigious�colleges�and�universities.�This�

hinders�stepping�into�a�competence-based�society.�

　Analyzing�PISA�and�TALIS�data�help�us�objectively�see�the�current�status�of�Korean�education.�In�the�presentation,�

I�would�like�to�hear�about�Korean�education,�which�has�not�garnered�much�attention�from�the�global�community�in�

terms�of�excellent�academic�performance.�

　We�have�made�several�changes�in�educational�policy�in�the�last�ten�years.�We�have�made�changes�in�the�direction�

of�Korean�education�from�delivering�knowledge�to�fostering�competencies.�We�also�have�pursued�diversification�and�

decentralization� in�order�to�provide�students�with�more�opportunities� for�selecting�subjects�and�provide�schools�

with�developing�and�implementing�school-based�curriculums.�The�Ministry�of�Education�has�been�implementing�

educational�policy� for�enforcing�accountability.�Teacher�evaluation�has�been� implemented�and�based�on�these�

results,�teachers�received�their�merit�pay.�The�government�has�made�an�effort�to�reduce�the�number�of�students�who�
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are�left�behind.�

　To� improve� the�quality�of�Korean�education,� the�government�will� fund� the� implementation�of�afterschool�

programs�for�schools�with�a�great�number�of� low-achieving�students.� In�order� to�approach�teachers,�we�have�

focused�more�on�in-service�teacher�training�programs.�The�government�provides�more�financial�support�for�higher�

school�staff�in�order�to�reduce�the�burden�of�non-teaching�related�paperwork.�Several�provincial�educational�offices�

support�the�teachers’�professional�community,�where�teachers�can�collaborate�with�other�teachers�to�improve�the�

quality�of�their�teaching.�

　Thank�you�very�much.



159

Section 2: Panel Discussion

Korea 

Shanghai-
China 

Japan 

277.7 

296.7 296.5 
292.9 

267.1 

287.5 

293.6 

272.1 

250

260

270

280

290

300

Germany Finland Japan Korea

Literacy 16-24 years old Literacy 16-65 years old

* Source: PIAAC 2013, OECD 

273.9 

284.8 
280.5 280.9 

269.0  

282.2 
285.7 

262.9 

250

260

270

280

290

300

Germany Finland Japan Korea

Numeracy Literacy 16-24 years old

Numeracy Literacy 16-65 years old

Korea 

Shanghai-
China 

Japan 

1 2

43

65



160

Section 2: Panel Discussion

Affective 
Learning 

Academic 
Achievement 

Family School  
Teaching 

  

7 8

109

1211



161

Section 2: Panel Discussion

 

Australia 

Belgium (Fl.) 

Bulgaria 

Denmark 

Estonia 

Hungary 

Iceland 

Ireland 

Norway 

Poland 
Slovak Republic Slovenia 

Austria 

Brazil Italy 

Korea 
Lithuania 

Malaysia 

Malta 

Mexico 

Portugal 

Spain 

Turkey 

-2.0

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

-1.4 -1.0 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1.0 1.4

Score on administrative 
leadership  index*  

Score on instructional leadership index 

1 Countries in green have a high average in principal involvement in decision making, while countries in red principals have lower than average. 
* Source: OECD(2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. 
* Administrative Leadership Index: Average of the indices for Accountable management and Bureaucratic management. 
* Instructional Leadership Index: Average of the indices for Management-school goals, Instructional management and Direct supervision in the sc  

13 14

1615

1817



162

Section 2: Panel Discussion

19 20

2221



163

Section 2: Panel Discussion

　Dear�colleagues�and�friends,�good�afternoon.� I�know�that�at� this� time�of� the�day,�after� two�fantastic�keynote�

presentations�and�three�informative�presentations�from�three�countries,� it�would�be�hard�to�speak�about�anything�

that�might�interest�you.�And,�given�the�size�and�diversity�of�China,�it�is�also�very�hard�to�tell�stories�or�lessons�about�

education�reform�in�our�country�within�15�minutes,�but�I�will�try�my�best.

　As�you�know,�students�in�Shanghai,�China�turned�out�to�be�top�performers�in�the�PISA�test�in�2009�and2012.�The�

results�surprised�the�world�and�also�surprised�China.�Then�I�kept�asking�myself�why.�I�think�you�will�agree�that�even�

very�sophisticated�statistical�analysis�cannot�capture�all� the�regularities�and�patterns�of�the�educational�changes.�

Rather,�qualitative�studies�could�help�identify�some�delicate�but�significant�associations�in�educational�improvements�

and�change.�So�I�take�advantage�of�living�and�working�in�the�education�system�in�China.�I�talk�to�people�around�me�-�

policy�makers,� teachers,�parents,�principals,�administrators,�and�researchers,�asking�them�about�the�changes� in�

education�practice�and�what�has�contributed�to�such�a�high�learning�performance�of�students�in�China.

　What� I�am�going� to�share�with�you�are� the� findings,�or� illuminations,� from�this�ethnographic�study� tour�of�

education�changes�in�China.�Because�of�time�constraints,�I�will�only�highlight�a�few�things.

　Let�me�start�from�the�common�factors�which�people�would�usually�manage�to�effect�changes�in�education�reform.�

The�students�in�Shanghai,�China�performed�better.�Is�it�because�teachers�in�China�spend�more�time�on�teaching?�By�

comparing�the�data,�we�know�that�teachers�in�China�spend�no�more�time�on�teaching�than�teachers�other�countries.�

Or�is�it�because�the�class�size�is�smaller�or�the�student-teacher�ratio�is�lower?�But�we�know�that�China�is�well-known�

for�the�big�class�size,�much�larger�than�the�OECD�average�and�countries�such�as��Finland,�Japan,�and�Korea.�Or�is�it�

because�students�spend�more�time�on�each�subject?�From�the�statistics�we�can�see�that�at�the�primary�level,�students�

in�China�spend�no�more�time�on�reading,�writing�and�literature,�mathematics�and�science�than�students� in�other�

countries.�Neither�do�they�at�the�lower�secondary�level.�Then�why�do�they�perform�so�well?

　Before�I�share�my�findings�with�you,�I�would�like�to�give�you�a�picture�of�how�students�learn�and�how�teachers�

teach�in�China.�This�is�the�schedule�of�the�Grade�Five�students�in�a�primary�school.�As�you�can�see,�apart�from�the�

subjects� that�have�been�taught� in�schools� for�30�or�40�years�such�as�Chinese�Language�(reading,�writing�and�

literature),�Math,�and�Physical�Education,�there�are�now�more�optional�courses�or�elective�courses,� together�with�

new�approaches� to� learning,�such�as�research-based� learning�and�project-based� learning.�Also,� there�are�new�

interesting�subjects,�for�example,�Peking�opera�that�was�not�available�when�I�studied�at�primary�school.

　How�do�teachers�teach�in�schools?�Every�system�works�in�a�different�way.�Our�system�works�in�ways�that�are�

rather�different�from�that�the�United�States�and�countries� in�Europe.�This� is� the�organizational�structure�of� the�

teaching�staff� in�a�school,�which� is� led�by�the�principal,�with�a�director� for�moral�education�and�a�director� for�

instruction.�Under�this�is�the�leader�of�teaching�research�(pedagogical�study),�the�grade�leader�responsible�for�the�
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teaching�of�the�whole�grade,�and�the�leader�of�lesson�preparation.�Then�there�are�class-based�teachers�and�subject�

teachers,�etc.

　You�will�notice�that�the�teachers�’�education�attainment�is�not�higher�than�that�of�teachers�of�the�OECD�countries.�

Within�eight�years,�their�qualifications�have�almost�doubled.

　What�do�teachers�do�at�school?�There�are�many�things�other�than�teaching,�such�as�pedagogical�study,� lesson�

preparation,�reviewing�students’�homework�and�test�papers.�Teachers�in�China,�like�those�in�other�Asian�countries,�

spend�a� lot�of� time�on�non-teaching�activities,�which�potentially�could�also�contribute� to� the�high� learning�

performance�of�students.

　On�the�practice� level� I�would�like�to�talk�about�two�things.�First� is�the�pedagogical�study.�China�has�created�a�

teaching�research,�or�pedagogical�studysystem,� that� is,� there�are� the�teaching�research� institutes�at�provincial,�

municipal,�and�district� levels,�basically�under� the�education�authority�at�each� level�and� fully� financed�by� the�

government.�What�do�the�researchers� in�the�teaching�research� institutes�do?�They�analyze�classroom�teaching,�

organize�school-based�research�projects,�visit�schools,�help�teachers�prepare�lessons,�and�organize�demonstration�

classes.�This�type�of�pedagogical�study�provides�strong�support�for�the�teachers’�teaching.�Each�year,�they�organize�

eight�training�sessions�for�all�the�teachers�on�average,�and�another�round�of�eight�sessions�of�teacher�training�for�

master� teachers,�or� leading�teachers.� In�addition,�all� the�teachers�should�devote�a�half�day�to� the�district� level�

pedagogical�study�activities�every�week,�i.e.�the�activities�organized�by�the�district�level�teaching�research�institutes,�

and�another�half�day�to�the�school-level�pedagogical�study�activities.�All�these�pedagogical�study�activities�contribute�

to�Chinese�teachers’�professional�development�and�teachers’�quality�teaching.

　Next,�let’s�look�at�the�examinations�or�tests.�This�is�a�very�controversial�topic.�I�would�like�to�draw�your�attention�

to�the�positive�side�of�the�examinations,� i.e.� they�serve�as�a�tool�for�the�ongoing�monitoring�of�students’� learning�

progress.� In�China,�there�are�many�tests� in�school,� including�module�tests,�midterm�tests,�end�of�term�tests,�and�

quality�surveys,�etc.�First�of�all,�for�each�module,�there�is�a�test�developed�by�the�district�pedagogical�study�institutes�

and�administered�by�the�subject�teachers�with�the�results�analyzed�by�the�subject�teachers.�The�results�would�be�

translated�into�teachers’�advice�to�students�and�parents�on�how�to�improve�a�student’s�learning.�You�can�tell�how�

intensive�this�is�because�it�is�for�every�module,�or�every�two�modules.�Then,�there�is�the�mid-term�examination.�This�

test�is�developed�and�administered�by�the�schools�with�the�results�analyzed�by�the�school’s�director�for�instruction.�

The�results�would�be�used�as�advice�for�the�schools�and�teachers�on�how�to�improve�teaching.�Third,�there�is�the�

end-of-term�test,�which�is�developed�by�the�district�pedagogical�research�institutes�with�the�results�analyzed�both�at�

the�school� level�and�district� level.�The�results�would�be�translated�into�advice�from�the�district�to�the�schools�and�

also�from�the�school�to�the�teachers�on�how�to�improve�their�teaching�performance.�Finally,�at�the�end�of�each�year,�

there� is�a�quality� survey� test,�which� is�essentially�a�quality�control� survey�organized�by� the�municipal� level�

pedagogical�study�institutes�during�the�second�term�of�the�Grade�Five�in�primary�schools.

　Beyond�the�practice�level,�there�are�several�additional�lessons�that�I�would�like�to�draw�your�attention�to.�As�I�said,�

I�believe�that� for� things�as�sophisticated�as�education,� there�are�many�factors� that�potentially�contribute� to�the�

students’�learning�performance.�First�is�the�cultural�value�of�education.�China,�like�Japan�and�Korea�and�many�other�

Asian�countries,�has�a�culture�which�highly�values�education�and�takes�education�very�seriously.�Not�only�does�

educational�attainment�determine�the�prospects�and�future�for� the�children,�educational�achievements�are�also�

oftentimes�linked�with�honor�or�dishonor�of�the�parents�or�even�the�whole�family.�Therefore,�parents�will�spare�no�

effort�to�help�with�the�education�of�their�children�so�that�they�can�get�high�scores�on�all� their�examinations�and�

finally�succeed� in�the�college�entrance�examination�to�get� into�a� (prestigious)�university�and�find�a�decent� job,�

eventually.�Likewise,� teachers,�school�principals,�and�educational�authorities�all�work�very�hard�toward�a�shared�

goal,�which�is�students’�learning�quality�with�a�common�incentive�of�students�learning�performance.

　The�second�lesson�relates�to�systematic�improvement.�This�is�an�observation�shared�by�a�colleague�from�Israel.�

Looking�back�into�several�decades�in�the�past,�you�might�find�that�our�system�has�gone�through�an�ongoing�process�
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of�self-examination�and�self-correction.�It�looks�as�if�the�Chinese�people,�governments,�and�educators�have�kept�on�

asking�themselves�“What�is�wrong�with�our�system?�How�different�are�we�from�other�systems?�What�can�we�do�to�

improve�ourselves? ”�Especially,� they�oftentimes� looked� to�other� countries�and�made�a� lot�of� international�

comparisons�when�formulating�new�policies�and�making�changes�to�the�education�system.

　The�past�ten�years�have�witnessed�many�major�reforms�and�minor�reforms�in�the�field�of�education�in�China,�for�

example,� the�provision�of�universal�access� to�nine�year�basic�education� free�of� charge,� the�basic�education�

curriculum�reform�which�brought�radical�changes� to�what�students� learn�and�how�they� learn� in�primary�and�

secondary�school,�and�the�quality�education�initiative�as�a�kind�of�battle�against�examination-driven�education.�There�

is�also�going�to�be�a�big�change�to�the�college�entrance�examination.�All�of�these�continuous�self-examinations�and�

self-corrections�turned�out�to�be�intensive,�fast-paced,�and�led�to�gradual�changes�of�the�education�system�in�China.�

This�slide�shows�how�the�basic�education�curriculum�was�changed�at�the�turn�of�the�century.�Also,�there�has�been�

change�in�allocation�with�time�for�the�subjects,�i.e.�instruction�time�for�each�subject.

　The�third�lesson�that�I�believe�is�very�useful�and�meaningful� is�about�balancing�unity�and�diversity.�China�is�a�

large�country�with�huge�diversity�across�different�provinces,�regions,�and�areas.�As�a�result�of�the�basic�education�

curriculum�reform,�now�the�central�government�or�the�Ministry�of�Education�only�mandates�about�80%�of�what�the�

students�learn,�the�remaining�20%�has�been�decentralized�to�local�governments�and�schools.�This�means�that�schools�

and�local�governments�are�given�the�discretion�to�decide�on�what�the�teachers�may�teach�and�what�students�may�

learn.�This�gives�them�ample�room�for�experimentation�and�innovation.�Following��the�principle�of�the�“common�

basics�and�diversified�options”�,�students�can�have�a�common�solid�foundation�of�knowledge�but�still�have�options�

that�fit�local�needs�as�well�as�the�students’�own�interests�and�personalities.

　A�fourth�lesson,�relating�to�the�controversial�issue�of�examination,�is�about�balancing�tradition�and�innovation.�We�

often�say�there�are�too�many�examinations�and�too�much�drilling�in�our�system.�Examination�is�sometimes�criticized�

as�a�scapegoat�for�the�failure�of�the�system�or�drilling�as�the�killer�of�creativity.�But�I�would�suggest�that�we�look�at�

the�issue�of�examination�and�drilling�from�two�sides.�Examinations�might�have�a�detrimental�impact�on�the�students’�

creativity�if�they�are�closely�linked�with�competition�and�success�and�failure.�But�in�fact�they�serve�as�the�instrument�

of�diagnosis�and�monitoring,�and�help�identify�problems�for�timely�intervention�in�students’�learning�progress.�So�in�

my�view,�only�by�keeping�and�sustaining�the�useful�functions�of�examinations�and�reducing�the�high-stake�factors�

linked�with�competition�and�failure,�can�we�improve�our�system�continuously.

　Looking�into�the�future,�to�summarize,�we�have�to�open�up�our�system�to�change,�i.e.�changes�within�schools�and�

outside�of�school,�changes� in�China�and�in�other�countries,�etc.� to�make�them�sources�of� learning�for�systematic�

improvement;�and�then�engage�in�various�forms�of�experimentation�and�innovation,�either�on�a�small�scale�or�a�large�

scale.

　In�that�process,� it�will�be�meaningful� to�engage� in�self-examination�and�self-adjustment�to�track�problems�and�

make�changes�towards�improvement.
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Reading, 
writing and 
literature 

Mathematics Science

Shanghai-China 613 570 580
Finland 519 524 545
Japan 536 538 547
Korea 554 536 538
Singapore 573 542 551
OECD Average 494 496 501

Snapshot of PISA Performance

Source: OECD, 2014 

Table 1. PISA Performance: Mean Score in PISA 2012

What Teaching and Learning Policies 
and Practices in China Make a Difference

Wang Yan 
National Institute of Education

November 17, 2014 

Potential Contributors to Students’ 
High Learning Performance

Primary level Lower secondary level 
China 492 430
Finland 680 595
Japan 731 602
Korea 812 621
OECD average 790 709

How much time do teachers spend teaching？

Source: OECD, 2013: 402

Table 2. Number of teaching hours per year 

Reading, 
writing and 
literature 

Mathematics Science

China 20-22 13-15 7-9
Finland 24 16 11
Japan 23 17 8
Korea 23 14 7
OECD 
average

26 17 7

How much time do students spend on each subject 
in classroom?

Table 4. Instruction time per subject in primary education 

Source: OECD, 2013; the Ministry of Education of the People’s 
Republic of China, 2014.

Average class size Ratio of students to teaching 
staff

Primary 
education

Lower 
secondary 
education

Primary 
education

Lower 
secondary 
education

China 38.0 52.9 17.1 14.6
Finland 19.4 20.3 13.7 9.3
Japan 27.9 32.7 18.1 14.2
Korea 26.3 34.0 19.6 18.8
OECD average 21.2 23.3 14.4 13.3

How big are classes and what is student-teacher ratio? 

Table 3. Average class size and ratio of students to teaching staff

Source: OECD, 2013

1 2

43

65
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Subject Grade As a percentage of total
instruction time

Ethics and Morals Grade 1 and up 7-9%

History and Geography Grade 6-9 3-4%

Science Grade 3 and up 7-9%

Reading, Writing and Literature 20-22%

Mathematics 13-15%

Foreign Languages Grade 2 and up 6-8%

Physical Education 10-11%

Arts 9-11%

How much time do students spend on each subject in 
classroom in China?

Table 6. Subjects and Instruction Time in Primary and Lower 
Secondary Education

Note: Science for Grade 3 and up are Physics, Chemistry and Biology.

Reading, 
writing and 
literature 

Mathematics Science

China 20-22 13-15 7-9
Finland 12 12 19
Japan 11 12 11
Korea 12 11 14
OECD 
average

16 13 12

How much time do students spend on each subject 
in classroom?

Table 5. Instruction time per subject in lower secondary education 

Source: OECD, 2013; the Ministry of Education of the People’s 
Republic of China, 2014.

Scenario of the Students’ Learning 
and the Teachers’ Teaching in China

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Assembly Maths Maths PE Maths
Maths PE IT Maths English
English English PE TR PE
PE Chinese Science TR Music
Arts Selective Chinese Chinese Chinese
Chinese Selective Labor Morals Peking Opera
Chinese Maths English Science Chinese

What do students learn in China and How? 

Table 7. Timetable of G5 Students at a Primary School in Beijing

TR: Thematic Research

Structure of Teaching Staff in 
Schools 

Who are the teachers?
Table 8. Educational attainment of school teachers

As a percentage of total

Source: Department of Development and Planning, the Ministry of Education 
of the People’s Republic of China, 2013: 136; Department of Development 
and Planning, the Ministry of Education of the People’s Republic of China, 
2004: 136. 

7 8

109

1211
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Two Potential Contributors 
On Practice Level Teaching 

 Pedagogical study
 Lesson preparation 
 Review students’ homework
 Review test papers 

What do teachers do at school?

 Pedagogical Study

 Monitoring of and Intervention into Student Learning 
Progress 

Pedagogical Research Institution 
 Training of all the teachers: 8 times per year
 Training of Master teachers: 8 times per year

Pedagogical Study Activity
 District-level pedagogical study activity: Half day per 

week
 School-level pedagogical study activity: Half day per week 

School-based Pedagogical Study

 End-of-term test 
 Test development: district pedagogical research institutions
 Quality analysis: school-level and district level
 Results: advice to schools (from district) and teachers (from 

school)

 Survey test
 Test development: municipal pedagogical research institutions
 Timing: 2nd term of Grade 5 at primary level 

Monitoring of Student Learning Progress (Cont’d)
 Module test
 Test development: district pedagogical research institutions
 Test administration: subject teachers
 Quality Analysis: teachers 
 Results: teachers’ advice to students and parents 

 Mid-term test 
 Test development: schools 
 Test administration: schools 
 Quality analysis: school director for instruction
 Results: schools’ advice to teachers 


Monitoring of Student Learning Progress 

13 14

1615

1817
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 Culture of Valuing Education

 Ongoing Systemic Examination and Correction 

 Balancing Unity and Diversity

Beyond Practice Level: 
Lessons from China

 Family/Parents 
 Education Authority
 School Principals 
 Teachers

A common incentive: students’ learning performance 

A System Centered Around Student Learning 

 Universal nine year basic education
 Basic education curriculum reform 
 Quality education initiative 
 College entrance examination reform
 ……

Self-examination and Self-correction

Subjects and Instruction Time

Table 7 . Subjects and Instruction Time in Primary and Lower Secondary 
Education

Note: Science for Grade 3 and up are Physics, Chemistry and Biology.

Subject Grade As a percentage of 
total instruction time

Ethics and Morals Grade 1 and up 7-9%

History and Geography Grade 6-9 3-4%

Science Grade 3 and up 7-9%

Reading, Writing and Literature 20-22%

Mathematics 13-15%

Foreign Languages Grade 2 and up 6-8%

Physical Education 10-11%

Arts 9-11%

Integrated hands-on activities, local curriculum and school-
based curriculum

16-20%



Additional Subjects After the Basic Education Curriculum Reform
G1-G9/Compulsory Education Stage: 

 Science
 Integrated Practical Activity/Course (Information Technology, 

Research-based Learning, Community Services, Social Practices)
 Art 

G10-G12/Upper Secondary Education Stage:
 Integrated Practical Activity/Course (Research-based Learning, 

Community Services , Social Practices) 
 Technology (General Technology, Information Technology)
 Art
 Elective courses

Changed Curriculum Landscape 

19 20

2221

2423
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 Open to changes—sources of learning 

 Engage in changes---experimentation and innovation 

 Diagnosis and adjustments---correction and 
improvement

Look into the FutureBalancing Unity and Diversity

 National curriculum: 80%
 Local and school-base: 20%

25 26
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     Prof. Nagasaki:　We�have�heard�the�presentations�of�six�speakers�

and�based�upon�them,�we�would�like�to�open�the�discussions.�

In� this�panel�discussion,� the� theme� is� “What� should� future�

education�and�teacher�policies�be,� in�the�light�of� international�

comparisons?�:�The�impacts�of�PISA�and�TALIS�surveys�in�each�

country.”

I�would� like�to�clarify�the�points�for�discussion�today.�The�

first�point� is�“What�should�be�the�competencies�necessary� in�

the�21st�century?�What�about�the�curriculums?”�The�second�is�

“What�should�be�the�roles,�qualities,�and�capacities�of�teachers� in�the�future? ”�Number�three� is�“How�do�we�

focus�on�education�policies�for�the�future?”�With�these�discussion�points�in�mind,�I�would�like�to�open�the�panel�

discussion.

When�I�address�your�names,�we�will�use�the�style�of�Japanese�academia�and�address�you�as�“-san”�instead�of�

your�official�titles.�For�example,�I�will�say�Ryu-san,�Wang-san,�and�so�forth�instead�of�your�official�titles.�I�ask�for�

your�understanding.

So,�I�would�like�to�give�five�minutes�each�to�the�panelist�members�to�speak�on�the�three�discussion�points�I�

mentioned.�These�three�points�are�on�the�screen.�Also,�any�additional�comments�you�would�like�to�make�having�

heard�the�comments�from�other�panelists.�The�order�will�be�reversed�at�this�time�from�the�first�presentation.�If�

you�do�not�have�any�additional�comments,�you�can�of�course�say�“Pass”�and�you�can�skip�your�turn.�

So�I�will�give�you�five�minutes�each�for�these�three�points,�starting�from�Wang-san�of�China,�please.

　Dr. Wang:　The�first�are�the�competencies�necessary�in�the�21st�century.�What�is�happening�in�China�now�is�that�

there� is�a�core�competency� initiative�which� is� like�a�21st�century�competence-based�curriculum�reform.� It�

divides�the�students’�competencies�along�three�dimensions:�social�participation,�

self-development,� and� cultural� literacy,� including�12� indicators,� such� as��

international�understanding,� social� responsibility,� learning� to� learn,�problem�

solving�and� innovation,�mathematical� literacy�and� science�and� information�

technology,�etc.

You�might�notice�that�compared�with�the�previous�curriculum,�there�are�more�

requirements�for�soft�skills�and�for�ethics�and�values�in�the�dimensions�of�social�

participation,� self-development,� and�cultural� literacy.�This�plan� is� still�being�

formulated�and�the�results�are�not�yet�ready�for�publication.�Hopefully�we�can�

share�this�with�you�in�the�near�future.

Discussion
　 Moderator 　 Panelists

Eizo Nagasaki  Andreas Schleicher
Haruki Ozaki
Jouni Välijärvi
Oon-Seng Tan
Bang-Ran Ryu
Yan Wang
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The�second�is�about�the�roles,�qualities,�and�capacities�of�the�teachers�for�the�future.�If�we�make�a�comparison�

between� the�East�and� the�West,� in� the�Chinese�culture�and�even� in�other�parts�of�Asia,� traditionally�and�

historically�teachers�were�regarded�as�the�embodiment�of�the�truth.�So�they�were�worshiped�by�the�students.�

They�are�supposed�to�tell�the�students�about�the�truth�and�the�students�are�supposed�to�listen�to�the�teacher’s�

words.�This�could�be�detrimental�to�nurturing�students’�creativity�because�students�must�follow�fixed�answers�

embodied�in�the�teachers’�teaching.�This�perception�of�teacher�is�different�to�that�in�Western�culture,�where�the�

teachers�are�regarded�as� facilitators�who�help�the�students�find�the�answers� in� the�form�of�many�possible�

solutions�to�one�question.�So,�I�think�one�thing�we�are�sure�of�is�that�there�should�be�a�shift�of�the�role�of�the�

teacher,�especially�in�our�Asian�countries,�from�the�embodiment�of�the�truth�to�the�facilitator�of�the�students’�

learning.

A�last�question�is�about�the�education�policies�for�the�future.�I�think�I�have�already�talked�about�this�in�my�

presentation.�Just�two�more�points.�One�is�“what�is�a�good�school?”�I�am�not�sure�whether�you�have�heard�about�

the�experimental�schools� in�China,�but�one�thing�that�has�been�recognized�as�very�useful� is� to�have�more�

student�engagement�in�school.�Another�is�to�offer�more�choice�in�courses�for�students�to�choose�from,�and�offer�

courses�oriented� to� the�demands�and�needs�of� the�21st�century.�How�to�secure� financial� resources�and�

allocations�of�budgets?�My�point� is� that�we�definitely�need� to� increase� the�government’s� investment� in�

education.�That� is�a�common�demand.�Meanwhile,�there�is�a�need�to�put�policies� in�place�that�could�bring�in�

more�resources�from�multiple�sources,�resources�not�only�from�the�government�but�also�from�the�community�

and�the�private�sector,�as�well�as�donations.�These�are�all�my�points�for�now.�Thank�you.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�Then,�from�Korea,�Ryu-san,�please.

　Dr. Ryu:　Given�the�rapid�development�in�science�and�technology�

as�well� as� the� nature� of� knowledge,� I� think� that� Korean�

education� should�make�more� efforts� to� foster� learners ’�

competencies� instead� of� only� delivering� accumulated�

knowledge.�In�this�sense,� in�Korea,�convergence�education�has�

drawn� attention� by� stake� holders.� As� I�mentioned� in�my�

presentation,�we�have�more�attention� for�affective� learning,�

collaboration,� and� communication� skills� instead� of� just�

delivering�knowledge�to�our�students.�We�also�emphasize�the�

social�and�emotional�learning.

As�you�know,�Korea�has�a�centralized�education�system�with�a�strongly�standardized�national�curriculum.�In�

response�to�the�criticism�on�the�flexibility�of�the�national�curriculum,�we�have�made�efforts�to�provide�individual�

schools�with�more�autonomy�for�school-based�curriculum.�To� implement�a�school-based�curriculum,� it� is�

necessary� to�align�curriculum�with�evaluation.� So� school� teachers�are�encouraged� to�use�performance�

assessment�portfolios,�etc.�as�various�ways�of�evaluation.

Point�two�is�that�Korean�teachers�are�quality�teachers�and�they�are�eager�to�participate�in�service�programs�

by�TALIS.�However,� during� teacher� education�programs,� these�quality� teachers�did�not�have� enough�

opportunities� to� learn�student�characteristics.� In�Korea,�most� teachers�were�excellent�students�during�their�

school�years.�So�it�seems�hard�for�them�to�understand�their�non-excellent�students�or�poor�students.�The�pre-

service�teachers�need�more�competencies�as�well�as�content�knowledge�in�order�to�understand�their�students�

and�to�communicate�with�them.�This�is�why�I�think�pre-service�teachers�should�be�provided�various�programs�

that�can�support�them�to�understand�students�during�the�teacher�education�program.�For�this,�teachers�colleges�

have�encouraged�the�student� teachers� to�participate� in�venturing�programs� in�elementary�and�secondary�
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schools.

Point�three.�To�foster�future�leaders,�education�confined�in�a�physical�school�is�not�enough�anymore.�Schools�

should�collaborate�with�local�communities�in�order�to�extend�education�outside�of�school.�I�expect�that�schools�

should�have�more�flexibility�to�implement�curriculum�with�small�activities�in�connection�with�local�communities.�

Recently,�Korean�schools�have�had�financial�pressure�because�the�number�of�students�has�been�decreased�due�

to�the�low�birth�rate.�However,�schools�and�researchers�argue�that�for�the�future-oriented�education�system,�the�

Korean�government�should�provide�more�financial�support.�Thank�you.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�I�would�like�to�invite�Tan-san�from�Singapore�to�speak.

　Prof. Tan:　Maybe�three�words�to�address�these�three�questions.�So�for�the�first�question�about�competence,�

recently�I�have�had�some�interaction�with�some�CEOs�of�companies�and�corporations.�I�think�it�is�very�important�

for�education�to�understand�from�the�employer’s�and�the�work�world�today�what�kind�of�graduates�they�want.�I�

think�in�the�Asian�system,�like�in�Japan,�Korea,�and�Singapore,�we�have�the�same�problem.�We�do�too�much�of�

the�same�things�over�and�over�again�in�the�educational�system.�So�the�students�are�going�to�school,�they�are�

learning�analytical�skills,�and�then�more�analytical�skills.�Testing�is�costing�them�so�much�more�time�in�that�sort�

of�learning.�So�you�are�doing�more�of�the�same.�But�what�the�work�world�is�looking�for�is�one�word:�resilience.�A�

person�who�can�learn�independently.�A�person�who�can�confront�a�new�area�of�knowledge,�a�totally�new�area�of�

knowledge,�and�is�willing�to�learn.�Because�we�are�facing�in�many�places�structural�unemployment,�where�there�

are�jobs�in�certain�sectors�but�there�are�no�graduates�who�can�do�the�job.�So�if�you�just�have�lots�of�good�exam�

grades�and�you�do�not�have�the�capability�to�learn�new�skills,�there�is�a�problem.

So� I� think� that�going� forward,� the�competencies� that� the�educational�system�has�built� in�really�have� to�

strengthen�the�student�ability�to�learn�independently�and�have�this�resilience.�Not�just�a�kind�of�local�resilience�

but�a�global�resilience�–�willing�to�take�on�very�complex�situations.�And�so�for�that,�the�curriculum�has�to�shift�

where�students�have�to�work�and�the�pedagogy�has�to�have�more�real-world,�project-based�focus.�Even�in�higher�

education,�more�real-world�internship�kind�of�experiences�are�needed�to�pick�up�these�skills.

The�second�question�was�on�the�role�of�the�teacher�and�the�word�I�would�use�is�designer.�Teachers�for�today�

and�tomorrow�have�to�be�designers�of�the�learning�environment.�Because�research�tells�us�that�when�students�

learn�best,�yes,� it� is�about�engagement�and�the�time�on�task.�But�the�time�on�task�preparing�for�exams�is�the�

wrong�kind�of�time�on�task.�The�time�on�task�that�is�most�important�is�how�the�students�engage�with�learning�

something�that�is�really�of�value�and�interest�and�the�teacher�is�able�to�design�the�learning�environment�in�such�

a�way�that� learning�takes�place�outside�the�classroom�in�areas� that�are�very�highly�valued� in� the�kinds�of�

learning.�So�the�teacher�has�to�be�a�designer�of�the�learning�environment.

Number� three� is�a�hard�one.�How�do�we�deal�with� resources?�So� the�key�word� I�would�give� to�you� is�

partnership.�I�think�education�is�taking�too�much.�A�lot�of�pressure�is�put�on�the�school,�the�teacher,�but�we�all�

know�that�for�education�to�succeed,�it�is�actually�a�community�effort.�And�so,�the�push�has�to�be�partnership�at�

all�levels.�Because�many�of�the�problems�of�the�schools�are�problems�of�the�communities.�So�you�need�to�take�

an�approach�where�there� is�a�stronger�partnership�with� industry�for� learning�with�a�community�to�help�the�

weaker�sector.�And�even�from�the�policy�level�down�to�the�school�level,�where�school�principals�–�in�our�training�

of�the�school�leaders,�the�emphasis�is�that�the�school�leader�should�know�how�to�engage�the�community�and�

where�the�community�can�come�in�to�work�on�intervention�programs�to�support�weak�learners.�In�that�way,�you�

do�not�draw�all�resources�and�put�all�the�burden�on�the�education�fraternity.�Thank�you.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you.�Välijärvi-san�from�Finland,�please.
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　Prof. Välijärvi　I�do�not�want�to�repeat�everything�that�has�been�said�

earlier,�but�I�will�try�to�comment�on�sub�questions,�maybe.�When�we�

are�speaking�about�these�competencies� in�different� levels,� the�real�

challenge�is�how�to�measure�how�to�assess�them,�because�we�know�

the�role�of�assessment�is�also�important.� If�things�are�not�measured,�

they�are�not�considered� important.� I�would�say�that�PISA�has�done�

very�valuable�work�and�I�really�admire�what�has�happened�in�the�last�

10-20�years�in�this�area�if�I�compare�it�to�earlier�international�studies.�

This�brings�tests�to�authentic,�real-life�context�which�also�motivates�

students,�as�we�have�found�it� in�our�studies�in�interviewing�students�

in�schools.�They�are�really�something�different.�But�there�is�still�a�lot�

left�to�do�if�we�really�want�to�go�deeper�into�these�competencies�we�

are�speaking�about.

Here,�I�see�a�lot�of�possibilities�–�new�innovative�possibilities�–�when�

we�move�to�computer-based�assessments.�It�really�opens�possibilities�

for�new�types�of� tests� items.�But� it�also�opens�possibilities� to�analyze�processes� in� learning�and� in� testing�

situations.�For� instance,�to�follow�how�students�think�about�mathematics�when�they�answer�the�new�type�of�

interactive�test� items.�Here�I�am�really�waiting�for�these� international�studies�when�computers�will�be�used�

much�more�effectively�than�today.�But�still�we�have�these�cultural�challenges.�We�know�that�competencies�we�

are�measuring�are�related�to�values,�attitudes,�and�other�cultural�features�differently�in�different�countries.�How�

to�handle�methodologically�variation�that�is�individual�and�cultural�at�the�same�time?�We�should�be�very�critical�

when�we�make�comparisons�of�other�countries.�For�instance,�what�does�test�behavior�mean�in�this�area?�It� is�

possible�but�really�challenging.

Then�to� the�second�point,�as� the�previous�speakers�have�already�said,� I�see� teachers�as� facilitators�and�

supporters�of�learning,�designers�of�learning.�It�should�be�very�important�in�teacher�education,�especially�when�

we�are�still�speaking�about�more�experienced�teachers�to�stress�that�the�present�and�future�schools�really�need�

children�and�young�people.�Children�and�young�people�really�need�teachers�for�supporting�their�learning.�The�

role�of�teachers�is�maybe�more�important�than�ever�before�in�this�changing�environment.�For�instance,�critical�

thinking�and�qualifications�to�select�and�decide�what� information� is�valued�and�what� is�not.� In�this� type�of�

practice,�the�teacher’s�role�is�crucial.�We�should�more�and�more�stress�this�part�of�the�teacher’s�work�and�help�

them�to�concentrate�and�realize�that�human�interaction�is�crucial.�And�then�use�technology�to�help�maybe�more�

traditional�areas�of�learning.

This�seems�to�be�very�difficult� for�many�teachers.�That� is�why�we�must�be�very�systematic� in�supporting�

teachers’�professional�development�to�strengthen�their�identity�as�teachers,�as�individuals�and�themselves,�but�

at�the�same�time�also�as�members�of�the�school�community.�What�does�it�mean�to�work�together�with�other�

experts?�And�also,�their�understanding�about�society,�understanding�what�is�changing�and�happening�in�society.

In�summing�up,�teachers�are�interpreters�to�students.�Interpret�what�happens�in�the�world�for�students,�and�

they�are�helping�them�to�learn��in�that�way�that�the�students’���learning�skills�are�strengthening.�Of�course,�this�

means�very�systematic�professional�development�of�teachers.�And�there�we�need�different�types�of�tools�also.�

For� instance,�very� long�perspective�plans� for�development�of� individual� teachers�but�also� �developmental�

contracts�where�individual�teachers,�the�school,�and�the�community�are�engaged�in�common�aims�and�activities.

For�the�third�one,�I�have�only�two�points�or�comments�on�that.�Basically,�what�is�the�role�of�society�here�and�

education�policy?�It� is�supporting�teachers’�career�development,�as�I�said�earlier.�But�it� is�also�supporting�the�

self-confidence�of�schools.�They�really�have�an�important�role�when�the�role�of�informal�education�is�stressed�

more�and�more�and�when�we�see�more�and�more�very�high�quality� learning�possibilities�outside�the�school.�
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School�teachers�have�very�important�roles�here.�Maybe�this�is�something�that�we�can�support.

But� it�also�means�that�we�have�to�support�schools�because�we�are�competing�for�good�teachers�more�and�

more�between�the�private�sector�and�different�organizations,�which�are�focusing�more�and�more�on�education.�

Maybe�in�the�future�it�means�that�we�have�to�compete�with�them�and�try�to�find�ways�of�how�we�make�schools�

so�appealing�as�working�places�that�young�people�really�want�to�come.�Finally,�what�was�said�already�earlier,�to�

encourage�openness�and�interactive�self-evaluations�of�schools?�As�Andy�Hargreaves�says:�To�strengthen�the�

clever�accountability�of�schools.�That�means�that�accountability.�That�means�that�accountability�does�not�start�

outside�of�school,�it�starts�inside�of�schools.�Schools�understand�why�it�is�important�to�interact�and�tell�what�we�

are�doing.�Thank�you.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�Ozaki-san�of�Japan,�please.

　Mr. Ozaki:　First�of�all,�point�number�one.�What�should�the�necessary�competencies�be?�On�PISA,�the�education�

specialists�sometimes�say�PISA�is�not�necessarily�almighty�and�that�the�evaluations�are�skewed.�But�nothing�can�

be�almighty.�What� is�being�measured� in�PISA�is�very�effective�but� limited.� In�reality,�comparison�of�what� is�

required�in�key�competencies�such�as�social�skills�vs.�all�these�competencies�is�necessary.�PISA�is�not�necessarily�

measuring�everything.�But�PISA� is�going�to�develop�and� improve�going�forward.�For� instance,�cooperative�

problem-solving.�This�ability�will�be�the�new�challenge�that�PISA�is�going�to�take�up�measuring�next�year,�we�

understand.�Mr.�Schleicher�might�be�talking�about�this�further.�

When�we�talk�about�social�skills,� for� instance,�the�ability�to�negotiate�between�groups�that�have�different�

ways�of� thinking.�Or�what� is� considered� in� Japanese�comprehensive� studies� is� children�with�different�

backgrounds�and�different� ideas�will�come�up�with�different� ideas�and�wisdom�and� jointly�come�up�with�

excellent�ideas.�This�might�require�social�skills�and�might�be�necessary.�How�can�this�be�measured?�Numerical�

measurements�can�be�quite�difficult.�Therefore,�objective�and�varied�evaluations�are�what�we�want�to�conduct.�

But�numeric�measurements�have�been�avoided�so�far.�But�how�can�this�be�measured� in�PISA,�as�PISA�goes�

forward?�We�are�very�interested�in�this�topic.

Point�two:�what�should�the�roles,�qualities,�and�capabilities�of�teachers�be�in�the�future?�On�this,�we�heard�

presentations�earlier,�and�also�as�I�have�said,�we�need�to�consider�the�professionalism,�expertise,�backing,�and�

pedagogical�abilities�of�the�teachers.�Plus,�Japan�and�Asia’s�uniqueness,�that�children�do�not�have�an�interest�or�

an�understanding�in�the�significance.�We�must�guide�children�inciting�more� interest�and�excitement�so�that�

children�understand�the�significance.�This� is�a�difficult�challenge�that�we�need�to�overcome.�This� is�what�the�

teachers�need�to�be�able�to�do.�When�we�consider�this,�we�need�pre-qualifying�teacher�training,�post-qualifying�

teacher�training�and�in-service�training.� In�the�case�of�Japan,�traditionally�we�have�trained�teachers�for�pre-

teacher�training�in�the�universities.�Although�graduate�schools�provide�further�training,�this�is�not�designed�so�

as�to�further�enhance�the�subjective�teaching�abilities�of�the�teachers�or�do�not�accommodate�many�teachers.�

Therefore,�the�teacher�education�departments�of�the�universities�require�reforms.�But�they�cannot�be�almighty�

(finite�and�all-encompassing).�Therefore�in�terms�of�quality�and�scale,�we�need�to�look�at�both�aspects�and�we�

need�to�determine�what�they�should�be�like.�This� is�one�big�challenge.�Teacher�development�departments�of�

universities�should�not�be�almighty�(finite�and�all-encompassing)�–�what�does�this�mean�exactly?�This�means�we�

still�need�on�the�job�training,�which�is�also�in�line�with�traditional�Japanese�ideas.�Being�trained�on�the�job�is�

something�that�we�strongly�believe�in�in�Japan.�OJT�–�we�have�to�continue�to�cherish�this�concept.�There�is�no�

other�way.

But�as� I�mentioned� in�my�presentation,� this�necessitates�certain�requirements.�That� is,� if� teachers�are�too�

busy,�they�cannot�attend�training�or�go�through�training.�And�if�there�are�not�enough�resources,�a�foundation�

cannot�be�established.�How�are�we�going�to�bring�about�a�turn-around,�I�think,�is�the�challenge�for�Japan.
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As�the�speakers�today�have�mentioned,�schools.�As�we�can�see,�in�politics�and�in�the�opinions�of�the�parents,�

schools�are�where�people�face�criticism.�Schools�are�where�people�continue�to�make�more�and�more�demands.�

We�should�break�away�and�become�positioned�as�something�different�from�the�accused�or�the�defendant.�We�

have�to�reposition�schools,�while�the�number�of�children�will�be�much,�much�less.�The�position�of�the�schools�in�

the�community�will�become�more�and�more�difficult.�I�think�this�is�the�challenge�in�Japan.

Point� three.�What� is� the�point�of� focus� in�the�education�policies�going�forward?�This� is�something�that� I�

already�mentioned�in�my�presentation.�I�will�avoid�repeating�it,�but�we�need�to�secure�resources.�At�the�same�

time,�curriculum�guidance�structural�reform�is�necessary.�We�need�to�have�ambitious�national�standards�but�

these�should�be�structured�and�should�be�made�easily�comprehensible�for�the�schools.�At�the�same�time,�we�

need�more�flexibility�in�the�field�and�in�the�way�of�providing�instructions.�But�flexibility�does�not�mean�you�can�

do�whatever�you�want.�This�can�cause�the�kind�of�difficulties�we�experience�when�we�initially�introduced�the�

comprehensive�studies.�We�should�give�schools�options�to�choose�from.�But�we�should�also�provide�various�

support�and�various�options�and�assistance�to�the�schools�in�the�manner�in�which�they�implement�education.�

Roughly,�these�are�my�views.�These�are�my�points.�Thank�you.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�Schleicher-san�from�the�OECD,�please.

　Mr. Schleicher:　Fortunately,�my�colleagues�have�said�a�lot�about�this�and�I�agree�with�them�on�the�centrality�of�

the�concept�of�competency.�Not�just�to�know�but�to�be�able�to�mobilize�cognitive�social�and�emotional�aspects�in�

a�new�problem�context.�That�is�really�what�competence�is�about.�That�is�very,�very�important.�I�would�add�to�

this�that� it� is� increasingly�important�also�for�students�to�think�across�disciplinary�boundaries,�to�connect�the�

dots�where�the�next� innovation�will�come�from,�which�actually� is�not�so�easy� in�a� traditional�school-based�

context,�which�is�very�much�disciplinarily�organized.

　　��　I�would�even�go�one�step� further.�The�capacity�of�students� to�see� the�world� through�different� lenses� is�

increasingly�important,�not�to�do�just�grow�up�with�one�set�of�norms�and�ideas,�but�to�be�able�to�appreciate�that�

other�people�think�and�work�differently.�To�appreciate�different�values,�different�cultures,�different�ideas.�Again,�

I�think�that�is�a�very,�very�important�aspect�of�success�today.�

　　��　The�most�sort�of�difficult�area� is�concerned�when�you�talk�about�values.�Again,� I� think� in�an� increasingly�

uncertain,�ambiguous,�and�volatile�world,�those�values�will�become�increasingly�important�because�they�are�sort�

of� the�compass�which�students�will�have�to�find�their�way�through�the�world.� I�am�not�going�to�talk�about�

citizenship�and�those�kinds�of�things.�I�think�actually�that�they�are�far�less�central�to�the�concept�of�values�than�

they�are�often�taken.�I�am�talking�about�values�like�fairness,�integrity,�courage,�self-awareness,�respect,�empathy.�

Those�kinds�of� fundamental�building�blocks� that�allow�us� to�engage�with� society�and� they� lead� to�new�

competency�areas.�Prof.�Tan�already�raised�the�point�of�resilience.�I�very�much�agree�with�this.�The�capacity�to�

reorient�yourself� in�an� increasingly�ambiguous�world.�Adaptability,� initiative,�and�curiosity.�Something�that�

small�children�are�best�at.�The�older�they�become,�the�more�they�lose�that�kind�of�aspect�of�curiosity.�But�I�think�

that�is�very,�very�important.�Leadership�is�a�very�important�aspect�as�well.�I�think�those�kinds�of�value-oriented�

aspects�are�the�hardest�to�define,�the�hardest�to�measure.�But�perhaps�in�the�world�in�which�we�are�living�now,�

the�most� important� aspects� to�develop.� I� am�not� sure�you�can�call� them�skills�because� they�are�often�

dispositions.�But� I� think� they�are�very,� very� important.� In� a�way,� those�kinds�of�knowledge� skills� and�

competences,�dispositions,�values,�are�already�defining�what�we�should�expect�from�a�teacher.�To�develop�these.

　　��　I�actually�like,�again�from�Prof.�Tan,�the�concept�of�the�teacher�as�a�designer.�A�designer�of�the�kind�of�work�

organization�and�learning�environment.�I�think�that�is�a�really,�really�good�way�of�expressing�it.

　　��　On�the�aspect�of�policy,�I�must�say�that�we�often�overestimate�the�impact�of�policy�and�we�underestimate�the�

impact�of�professionalization.�I�think�that�is�–�we�need�to�be�very�honest�to�ourselves.�What�can�policy�actually�
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accomplish?

　　��　But�this�being�said,� I� think�there�are�a� few�things�that�policy�can�accomplish.�One�thing� is� to�encourage�

innovation,� incentivize�innovation.�How�teachers,�who�have�a�lot�of�expertise�and�ideas,�to�change�and�invent�

learning�organizations.�The�best�minister�of�education�cannot�solve� the�problems�of�millions�of�students,�

hundreds�of�thousands�of�teachers,�and�ten�thousands�of�schools.�But� if�you�can�actually�mobilize�the�good�

ideas�that�are� in�the�education�system,�the�good�ideas�that�are� in�the�teaching�profession,�you�can�actually�

harness�an�enormous�potential.�Providing�the�right� incentives�for�that� is�a�very� important�aspect�of�public�

policy.

　　��　This�bring�me�to�the�second�point�here.�The�framework�for�professionalization.� It�has�to�do�with�effective�

career� structures.�Giving� teachers� the�opportunities� to�grow� in� their� careers.�Contribute� to� their�own�

professional�development�and�to�the�professional�development�of�their�colleagues.� I� think�again�that�this� is�

something�where�public�policy�can�probably�do�a�lot�more�than�what�we�currently�see.�Knowledge�management�

in�the�system.�How�do�teachers�learn�from�other�teachers?�How�do�schools�learn�from�other�schools?�How�do�

education�systems� learn� from�other�education�systems?�Policy�could�do�a� lot�more� to� facilitate�effective�

knowledge�mobilization.

　　��　Resources.�Policy�can�not�only�mobilize�additional�resources�for�education.�Again,�you�know,�money�invested�

in�education�is�the�best�investment�anyone�can�do.�An�individual,�a�society,�a�country.�But�that�is�not�the�only�

thing.� I� think�policy�also�has�a� lot�of�responsibility�and�a� lot�of�potential� to�help�attract� the�most� talented�

teachers�to�the�most�challenging�classrooms.�And�to�get�the�most�effective�school�principals�into�the�toughest�

schools.�Some�countries�have�become�very�good�at�that�and�I�think�that�is�an�area�where�I�think�public�policy�

can�probably�do�a�lot�more�still�than�what�we�currently�see.

　　��　Last�but�not�least,�and�this�point�was�already�given�by�my�colleagues�as�well,�making�education�everybody’s�

business.�Not�putting�the�blame�on�a�school�or�a�teacher�or�parents,�but�actually�finding�a�framework�in�which�

everybody�will�ask�themselves,� the�student,� the�teacher,� the�parent,� the�school�principal,� the�politician,�you�

know,�what�can�I�do�to�facilitate�better�learning�outcomes?�And�the�work�place�as�well.�What�can�those�who�use�

the�skills�actually�do?�Not� just�to�complain�about�skill�shortages�but�addressing�them.�Again,� I� think�public�

policy�has�an�important�role�to�play�in�that.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much�for�those�comments.�So�after�this,�we�hope�to�continue�this�discussion�but�

to�do�that,�we�have�collected�questions�from�the�audience.�There�are�a� lot�of�questions,�more�than�expected.�

About�150�people�have�submitted�questions.�If�we�go�one�by�one,�of�course,�we�do�not�have�enough�time.�So�I�

would� like�to�select�one�question�for�each�of�the�speakers.�After�that,� if� there�are�any�pressing�questions,� I�

would�like�to�open�the�floor�to�directly�ask�the�questions.�So�that�is�how�I�would�like�to�proceed�from�now.

So,�first�of�all,�a�question�to�Dr.�Wang�of�China.�However,�I�am�sorry.�This�is�not�just�directed�to�Dr.�Wang�but�

this�is�addressed�to�other�speakers�as�well�at�the�same�time.�So�the�21st�century-type�skills�and�competencies�–�

when�you�educate�the�students�on�that.�The�competency�initiative� is�what�you�mentioned�in�your�speech.� In�

doing�that,�how�the�teachers�are�going�to�acquire�those�skills�and�competencies�is�also�a�big�challenge.�So�for�

the�teachers�to�acquire�the�21st�century-type�skills�and�competency,�what�should�be�the�approach�and�how�

should�we�solve�this�issue?�Of�course�Dr.�Wang�can�respond�to�that�but�I�welcome�others�to�respond.�Starting�

with�Wang-san,�please.

　Dr. Wang:　I�think�I�have�partly�answered�this�question�in�my�presentation.�I�suggest�to�look�at�this�at�two�levels.

The�first�view�is�at�the�system�level.�The�21st�century�competencies�are�not�only�an�issue�for�students.�To�

help�students�acquire�skills�and�competencies�for�the�21st�century,�we�need�to�change�our�learning�system�into�

an�opened-up�system�that�can�offer�incentives�to�foster�a�kind�of�ongoing�learning.�As�in�Singapore,�there�is�the�
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notion�of�a�learning�nation�and�learning�schools.�So,�not�only�the�teachers,�but�also�the�system�needs�to�engage�

in�continuous�change.�For�example,�the�curriculum�and�the�pedagogy�for�teacher�education�need�to�be�changed,�

in�both�pre-service�training�and�in-service�training.

Secondly�is�at�the�teacher�level.�Teachers�need�to�keep�on�learning�new�competencies�in�schools.�I�think�the�

teaching�research�or�pedagogical�study�system�might�be�something�useful� in�this�aspect.�The�system�helps�

teachers�in�China�to�keep�on�updating�their�knowledge�and�competencies�on�a�virtually�daily,�weekly,�monthly�

and�yearly�basis.�They�learn�from�the�demonstration�of�best�practices,�training�sessions,�etc.,�so�that�they�can�

update�their�competencies�continuously�and�apply�them�in�their� lesson�preparation�and�classroom�teaching.�

That�is�all,�thank�you.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you.�While�listening�to�your�response,�it�seems�that�class�research,�which�is�a�tradition�in�

Japan�as�well,�has�been�used�to�brush�up�the�skills�and�competencies�of�the�teachers.�Thank�you.

Ryu-san�of�Korea.�In�Japan�and�Korea,�interest�in�studies�and�self-efficacy�rate�low,�both�countries�score�low�

there.�But�there�is�a�high�rate�of�literacy�in�adults�and�numerical�literacy�in�adults,�in�this�aspect�there�is�a�big�

difference.�What�do�you�perceive�to�be�this�difference?�In�Japan,�low�self-efficacy�does�not�necessarily�lead�to�

low�literacy�and�lower�numerical�literacy.�How�is�it�in�Korea?

　Dr. Ryu:　Very�good�question.�It� is� interesting�to�see�the�difference�in�adult� literacy�between�Korea�and�Japan,�

despite�lots�of�similar�characteristics�in�terms�of�educational�system.�Unfortunately,�I�am�not�sure�why�Koreans’�

adult�literacy�is�low�while�Japanese’s�are�not�that�low.�I�think�we�need�to�dig�in�further�the�link�between�self-

efficacy�and�adult�literacy�and�different�aspects�of�education�system�between�Korea�and�Japan�to�answer�your�

question.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�This�is�still�just�one�research�study�conducted�among�adults.�The�second�

and�third�round�of�research�and�surveys�of�adults�will�be�held�–�I�think�we�will�have�more�answers�then.�

Tan-san�of�Singapore,� from�early�on,�you� introduced�a�new�school�system.�You�actually�provide�multiple�

courses�depending�on�the�progress�the�student�makes.�So�you�have�multiple�courses�to�reduce�–�this�is�different�

from�Finland.�They�have�one�single�course�provided�but�are�still�successful� in�reducing�disparity.�So� if�you�

compare�Finland�and�Singapore,�what�is�the�reason�for�the�difference?�How�do�you�compare�them?

　Prof. Tan:　Well,�we�do�not�have�any� international�comparative�

studies�on�this�between�Finland�and�Singapore.�But�basically�in�

Singapore,� in� the�early�years,� the� initiative� for� the�different�

streaming�actually�was� to� reduce� educational�wastage.� So�

historically,� it�was� that� in�1978,�with� the�Goh�Report,�where�

there�was�a�high�attrition�rate.�That�means�high�school�drop-

outs�from�primary�to�secondary�and�between�levels.�So�because�

of�this�high�attrition,�we�decided�that�we�needed�a�streaming�

policy�so�that�the�students�who�were�not�coping�well�could�have�

a� longer�curriculum�and�a� longer�time.�So�that� is�why�we�had�

the�different�streaming�of�a� four�year�system�and�a�five�year�

secondary�school�system.�So�the�purpose�actually�was�that�the�

students�would�then�be�placed.�Each�time�they�took�the�tests,� it�would�no�longer�just�be�a�competition,�but�it�

was�more�a�placement�of�where�they�could�–�which�is�the�best�pace�for�them.

But�that�was�in�the�’80s�and�the�’90s.�Later�on,�we�found�that�the�streaming�had�some�challenges.�Because�
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there�were�students�who�were�streamed�to�a�five�year�secondary�school�system�but�they�performed�well�and�

should�actually�have�been�moved�to�the�four�year�stream.�But�in�the�initial�years,�it�was�not�very�flexible�and�it�

was�not�so�good.�It�created�a�little�bit�of�a�negative�effect�on�the�people�who�felt�that�“Oh.�I�am�in�a�five�year�

stream.”�And�also�some�pressure�from�the�parents�who�did�not�like�their�children�to�be�in�a�longer�stream.�But�

for�the�students�who�went�through�the�–�who�took�a�year�longer,�for�example,�the�pathway�was�still�there�for�

them�to�move�to�higher�education.�But�the�parents�were�not�so�happy�that�they�were�taking�a�longer�time.�So�

now�we�have�made�it�more�flexible.�So�it�is�not�so�clear�as�to�a�four�year�or�five�year.�It�is�more�that�as�we�place,�

there� is�a� lot�of�electoral�movement.�So�a�student�who� is� taking�a�so-called� faster�stream,� if� they�are�not�

performing�well,� they�are�allowed�to�now�move�to�take�a� longer�route.�Similarly,� those�taking�the�five�year�

system�can�also�move�to�the�four�year�system.�So�it�is�actually�much�more�effective.�

But�now�we�have�even�moved�one�step�further,�which�is�that�it�should�not�be�based�on�broad�streaming,�but�

rather�that�different�students�have�different�subject�capabilities.�So�for�example,�we�realized�that�there�are�some�

students�who�are�very�good�in�mathematics,�some�students�who�are�very�good�in�sports,�and�some�students�

who�are�very�good�in�the�arts.�And�that�is�why�we�have�created�art�schools�and�mathematics�high�schools,�much�

like�Japan.�So�that�these�people�can�have�greater�development�based�on�their�talents.�So�that� is�the...� I� think�

because�of�the�way�in�which�we�are�able�to�meet�the�needs�–�they�are�also�able�to�move�up�in�terms�of�learning.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�Välijärvi-san,�there�is�a�question�for�you.�In�Finland,�from�around�the�year�

2000,�you�had�a�lot�of�visitors�from�Japan,�You�gained�a�lot�of�interest�from�us�in�Japan.�But�as�you�mentioned,�

your�performance�outcome�is�declining.�So�the�question�is�that�in�Finland,�there�is�a�decline�in�the�outcome�of�

the�PISA�survey,�what� is�your� interpretation�–�once�again,�can�you�be�a� little�bit�more�specific�about�your�

interpretation�of�the�declining�results?

　Prof. Välijärvi:　Maybe�I�was�not�specific�enough�because�it�is�very�difficult�to�answer�this�question.�But�I�would�

say,�as� I� said� in�my�presentation,� that� in� ten�years,� the�context�where�schools�are�working�has�changed�

dramatically.�Maybe�Finland�is�one�of�those�countries�where�the�change�has�taken�place�a�little�bit�later�than�in�

other�European�countries.�We�can�see�this�when�we�are�looking�at�the�engagement�of�students,�especially� in�

their� interest� in�reading,�which� I�showed� in�my�presentation.�As�you�saw,� this�attitude� factor�very�highly�

correlates�with�cognitive�results.�So�the�change�in�the�values�and�orientation�to�school�of�students�seems�to�

have�a�very�clear�impact�on�learning�outcomes�and�how�students�are�orientated�to�formal�education�in�general.

Here�I�would�like�to�add�two�factors�which�seem�to�be�quite�obvious�in�Finland,�which�are�related�to�each�

other.�How�students�are�valuing�education�is�changing�all�the�time.�Earlier,�it�was�very�obvious�that�if�you�were�

doing�well�in�primary�education,�you��continued�studies�on�academic�track�in�middle-�and�secondary�level.�The�

others�went�to�vocational�schools�orientating�to�working�life.�You�had�to�make�this�choice�at�the�age�of�ten.�

Finland�used�to�have�this�two�track�system�until�the�70s.�After�that,�the�selection�has�been�moved�to�take�place�

after�grade�9,�before�they�continue�to�upper�secondary.�After�that,�ninth�grade�on�the�upper�secondary�level.�It�

has�been�a�very,�very�long�tradition�that�all�well-performing�students�go�to�academic-oriented�studies�and�the�

rest�go�to�vocational.�But�now�it�is�not�so�clear�anymore.�There�are�more�and�more�students�who�are�considering�

much�more�carefully� if� they�should�take�vocational�or�academic�and�what� factors� to� take� into�account.�So�

students�are�much�more�aware�of�these�possibilities.�There�is�much�more�information�that�this�impact�in�their�

values�and�selection.�There� is�social�media.�Young�people�are�discussing� it�a� lot.� It�seems�that� it� is�not�self-

evident�anymore�that�students�want�to�concentrate�and�value�traditional�formal�education.�It�is�also�indication�

of�more�behavioral�problems�in�schools�and�so�on,�which�are�bringing�some�changes�in�the�culture�of�young�

people.

Of�course,� the�other� factor�here� is� technology�and� its� role.�That�young�people�see�more�very� tempting�
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possibilities�in�computerized�environments.�The�quality�of�these�possibilities�has�dramatically�developed�in�ten�

years�and�this�continues�also�in�the�future.�Maybe�it�is�so�that�our�school�system�and�our�teachers�are�not�able�

to�react�on�these�changes�fast�enough�to�think�of�themselves�as�co-learners.�To�have�more�interactive�learning�

in�that�type�of�learning�possibilities.�Also�students�can�be�active�participants�and�maybe�also�teachers.�Maybe�

this�very�subject-oriented�tradition�of�our�educational�system�is�some�kind�of�risk�today.�That�it�is�very�difficult�

for�teachers�to�see�the�changes�in�the�world�of�young�people�and�how�they�should�react.�They�are�all�focusing�

on�that�type�of�activity,�where�the�human�impact�is�the�most�effective.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�Probably�as�you�continue�to�run�ahead�at�the�top�of�the�pack,�various�

things�might�be�happening.�So�next�is�a�question�for�Ozaki-san�of�Japan.�According�to�what�Ozaki-san�presented,�

the�educational�system�of�Japanese�schools�has�the�problem�of�too�much�reliance�on�the�school�teachers.�The�

school�teachers�do�everything.�This�situation�has�to�be�overcome.�But�one�of�the�reasons�that�Japanese�students�

perform�well� is�that�the�teacher� looks�after�everything�for�the�children,� from�their�studies�to�extracurricular�

activities�to�day-to-day�habits�and�customs.�This�is�different�from�other�countries.�We�do�not�have�a�separation�

of�counseling�versus�studying.�But�how�is�this�team�system�expected�to�take�root� in�Japan.�What� is�the�best�

way?

　Mr. Ozaki:　That�is�a�difficult�question�to�answer.�But�as�I�mentioned,�in�primary�school�and�secondary�school,�the�

education�styles�are�different.�Once�we�have�an�understanding�of�these�differences,�we�can�better�understand�

how�the�children�can�enhance�their�skills.�What�can�we�do?�What�should�be�the�way�to�set�it�up?�I�think�the�

points�are�different.�I�talked�about�team�schools�earlier.�

　　��　In�reality,�school�teachers�look�after�classes�and�prepare�for�classes�and�do�class�research�but� in�addition,�

they� look�after�extracurricular�activities,�counseling,�administrative�work,�and�form�a�relationship�with�the�

community.�Everything�is�done�by�the�teachers�in�the�elementary�and�secondary�schools.�The�teachers�do�all�

this.� In�the�case�of�middle�schools,� the�teachers�teach�subjects.�But� in�the�elementary�schools,�we�have�the�

homeroom�system�and�the�children�keep�in�touch�with�the�same�teacher.�In�the�secondary�schools,�there�are�a�

lot�more�extracurricular�activities.�The�extracurricular�and�club�activities�burden�is�different�in�primary�schools�

vs.�secondary�schools.�But�having�the�teachers�provide�everything�in�support�and�provide�meticulous�support�is�

typical�of�elementary�schools�in�Japan.�But�also�in�the�middle�schools,�we�are�seeing�success.�I�think�in�both�

approaches,�we�have�been�successful.�But�work�hours�being� long�and�class�research�endangered�–�we�need�

reform.

　　��　In�the�middle�schools,�we�have�a�specialist�system�and�we�have�single�subjects�taught�by�teachers.�Therefore�

it� is�easier�to� introduce�changes.�School�workers�and�social�workers�can�be� introduced.�They�can�help.�For�

administrative�work,�although�very�weak,�today�we�can�strengthen�administrative�exchanges�with�the�boards�of�

education.� It�can�be� taken�care�of.� It�will�be�much�easier� for� the� teachers.�The�extracurricular�activities,�

especially� in�the�middle�school,�are�considered�to�be�a�highlight� in�attracting�students�in�the�middle�schools.�

Using�external�specialists�for�extracurricular�activities�might�be�an�answer.

　　��　But�the�other�view�is�that�we�have�reached�the�limit�to�how�much�teachers�can�do,�like�swimming,�soccer,�and�

football.�Leaving�that�to�the�external�experts�can�be�effective�without�seeking�specific�results.�When�we�receive�

answers�to�the�surveys,�the�opinions�are�split�amongst�teachers�too.�In�the�survey�results,�there�is�a�strong�view�

that�extracurricular�activities�are�important�as�a�policy�in�middle�school.�We�revised�the�curriculum�guidance.�

We�considered�–�there�was�a�move�to�position�extracurricular�activities�also�as�subjects�in�schools�too.

　　��　But�although�we�positioned�extracurricular�activities�as�a�more�formal�part�of�the�schooling,�by�bringing�in�

external�support�I�think�the�teachers�can�focus�more�on�what�they�should�be�doing.�In�the�case�of�elementary�

schools,�it�is�more�complicated.�As�long�as�we�have�the�school�homeroom�teacher�system,�the�students�are�very�
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closely�attached�to�the�teachers,�even�if�we�do�bring�in�external�experts,�yes�they�can�provide�support�too.�But�

there�are�not�as�many�extracurricular�activities� in�the�elementary�schools.�There� is�not�much�relief� for� the�

elementary�school�teachers.

　　��　There�is�a�discussion�and�a�debate�going�on.�There�can�be�subject-specific�expert�teachers�introduced�in�the�

fifth�and�sixth�grades.�This�can�be�a�change.�But�for�all�of�the�subjects,�we�should�rely�on�one�teacher.�Team�

teaching�can�be� introduced�and�streaming�can�be� introduced.�There�can�be�some�backups�provided�for�the�

Japanese�teachers.�We�are�approaching�the�limit�to�the�burden�of�the�teachers�in�Japan.�I�think�we�can�support�

the�teachers�and�reinforce�the�teaching.�Thank�you�very�much.

　Prof. Nagasaki:　Lastly,� to�Schleicher-san,� I�have�many�questions�right�here�but� I�would� like�to�pick�one.�The�

majority�of�teachers�do�recognize�that�21st�century-type�education�is� important.�Having�said�that,�this� is�not�

practiced�to�that� level.�This�was�presented�by�one�of�the�survey�results.�How�can�we�actually�close�this�gap?�

What�are�some�of�the�specific�means�to�close�this�gap?

　Mr. Schleicher:　A�very�important�question.�Actually,� if� teachers�would�not�be�aware�of�21st�century�skills,�or�

would�have�not�the�necessary�understanding,�closing�the�gap�would�be�very�easy.�We�would�just�provide�more�

teacher�training.�But�in�fact,�teachers�do�seem�to�be�quite�well-aware�of�what�those�kinds�of�skills�are�that�will�

make�people�successful.�They�also�have�a�really�good�understanding�generally�on�21st�century�pedagogies�in�

countries�like�Japan.

So�what�is�the�barrier�for�why�this�is�not�happening,�why�the�intentions�are�not�materializing?�I�think�there�

are�several�aspects�that�we�need�to�consider.�One�is�the�work�environment�and�work�organization�in�school.�For�

example,�if�teachers�are�asked�to�teach�a�subject�matter�discipline,�it�becomes�a�very�difficult�process�to�work�

across�disciplinary�boundaries.�Even�if�teachers�know�that�that�is�what�they�should�be�doing.�In�fact,�I�think�the�

course�of�integrated�study�in�Japan�was�the�first�model�of�actually�trying�to�build�that�kind�of�cross-disciplinary�

practice.�Again,�you�see�this�in�the�PISA�results.�It�was�a�quite�successful�effort�to�actually�build�that�awareness.�

But� I� think� there� is�more� to�do� to�bring� teachers� from�different�disciplines� together.�There� is� interesting�

research�on�this.�For�example,�there�are�studies�that�show�that�you�learn�a�foreign�language�much�better�if�a�

sports�teacher�teaches�it�during�a�sports� lesson�than�if�you�sit� in�a�classroom�learning�that� lesson.�So�I�think�

there�is�a�lot�we�can�actually�gain�from�bringing�teachers�across�disciplinary�contexts�again.

The�second�aspect.�Coming�to�work�organization�as�well.�If�we�pursue�an�industrial�work�organization�where�

basically�we�have�a�curriculum�and�we�expect�teachers�to�develop�it�and�deliver�it,�we�will�get�pretty�much�the�

result�that�we�see�in�many�countries.�We�get�teachers�following�that�model.�If�we�want�to�change�this,�we�need�

to�have�a�much�greater�professionalization.�Professional�work�organization,�where� teachers�own� their�

professional�standards,�share�their�professional�standards.�See�themselves�not�only�as�delivering�education,�but�

actually�developing�the�education�system.�I�think�this�is�where�21st�century�skills�are�born.

A�third�aspect.�Many�of�the�21st�century�skill�components�are�actually�probably�learned�best�not�in�a�school-

based�context�but�in�a�work-based�context.�To�provide�more�opportunities�for�teachers�actually�to�work�outside�

the�classroom.�To�integrate�the�world�of�work�and�the�world�of�learning.�More�effectively.�I�think�we�expect�a�

lot� from� teachers,� to� teach� things� that� they�have�not� experienced� themselves.�Again,� creating�better�

opportunities,�more�professional�development�opportunities�for�teachers.�I�think�that�is�a�very�important�aspect�

there.

Again,�I�showed�you�the�data�for�Japan.�I�think�Japan�has�been�the�most�rapidly�improving�system�towards�

21st�century�skills.�If�you�compare�the�earlier�PISA�data�and�the�later�PISA�data,�there�has�been�a�lot�of�progress�

on�this.�But� there� is�clearly�a� lot�more�required� in�my�most�education�systems.�The�gap�between�what�our�

societies�asks� for�and�what� schools�deliver� is�not�becoming�smaller�but�actually�becoming�wider,� this�
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implementation�gap.�I�think�the�answer�really� lies� in�providing�the�right�work�organization�and�structures�of�

support�for�teachers�to�close�the�gap.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much�for�that.�So�we�are�approaching�the�time�to�close�but�I�am�sure�that�people�

on�the�floor�are�not�that�satisfied�with�simply�the�six�questions�asked.�So�I�would�like�to�turn�to�maybe�one�or�

two�people�on�the�floor�if�you�have�any�questions,�to�directly�ask�a�question.�When�you�ask�a�question,�please�

state�your�name�and�affiliation.�Please�raise�your�hand�if�you�have�a�question.�Can�you�bring�the�microphone�to�

these�people,�please?�Thank�you.�

Yes,�please�wait�for�the�microphone.

　A participant from the floor: 　May�I?�Thank�you.�My�name�is�Oda,�researcher�in�educational�administration.�On�

page�43�of�Mr.�Schleicher�and�page�20�of�Mr.�Ozaki’s�presentation,�there�is�a�high�autonomy�in�certain�schools�

and� in�certain�countries.� In� the�case�of�Japan,� in�natural�science�and�mathematics,� there� is�some� level�of�

autonomy�given�to�the�schools.�But�according�to�the�standard,�what�is�the�government’s�opinion?�In�the�areas�of�

ethics�and�morals,� for�example,� there� is� a� lot�of� standardization�and� less�autonomy.�That� leads� to� less�

professionalism�of�the�teachers�and�less�self-efficacy�feelings�of�the�teachers.�So�is�it�really�autonomous?�Can�

we�call�it�autonomous�in�Japan?�If�Mr.�Schleicher�has�any�comments�on�this�issue,�please.

　Mr. Schleicher:　If�you�look�at�the�formal�framework�of�education,�according�to�our�data,�schools�in�Japan�have,�

in�principle,�more�autonomy�than�schools�in�most�other�nations�around�the�world.�At�the�very�same�time,�what�

we�also�see� is� that�often�schools�do�not� fully�utilize�the�degrees�of� freedom�that� they�already�have.�School�

principals�do�not�and�teachers�do�not.�Then�again,�you�can�ask�yourself� the�question,�where�does�the�gap�

between�the�possibilities�and�actual� implementation�come�from?�I�think�often�teachers�are�in�a�very�difficult�

situation.�On�the�one�hand,�they�want�to�use�room�for�innovation�for�doing�things�differently.�At�the�very�same�

time,�at�the�end�of�the�day,�parents�and�the�society�expect�that�students�do�well�on�the�exams�and�the�tests.�So�I�

think�there�are�pressures�that�prevent�people�from�fully�utilizing�the�room�they�have�already�for�discretion.�But�

I�do�not�think�the�answer�lies�in�creating�new�laws�that�enable�schools�to�take�more�freedom.�They�exist�to�a�

great�extent�in�Japan�than�they�exist�in�most�countries.

The�answer�really� lies� in�encouraging� innovation,� incentivizing� ingenuity,�and�putting�away�the�external�

pressures�on� the�system.� I�cannot� really�put�data� to� this,�but� for�example,�out�of� the�many�of� the�really�

interesting�reforms�that�Japan�has�pursued,�the�integrated�course�of�study�is�a�good�example.�They�have�worked�

far�better�in�the�early�years�of�schooling�than�in�secondary�schooling.�Why?�It�is�a�difficult�question.�But�maybe�

it�is�secondary�school�all�this�kind�of�external�constraints:�the�university�entrance�exams,�all�of�those�things�play�

a�very�dominant�role�and�they�basically�discourage�teachers�and�schools�from�actually�doing�what�they�could�be�

doing.�That�is�my�reading,�but�I�must�say�that�I�am�an�outsider.�You�would�be�a�much�better�judge�in�a�position�

to�judge�those�things.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�We�would� like�to�extend�our�time�by�five�or�ten�minutes.� I�would� like�

Ozaki-san�to�respond.

　Mr. Ozaki:　One�of�the�data�Mr.�Schleicher�showed�indicated�that�teachers�do�not�think�that�they�are�respected�in�

society�in�Japan.�Maybe�this�is�not�what�the�question�is�trying�to�find�out,�but�I�would�like�to�make�a�comment�

on�this.�There�are�two�things�I�want�to�say.�I�showed�you�a�representation�that�Akita�and�Fukui�prefectures�are�

quite�successful� in�terms�of�academic�ability�study.� I�actually�did�an�interview�directly�with�school�people� in�

Fukui�prefecture.�The�life-related�infrastructure�is�quite�advanced�and�school�teachers�actually�told�us�that�they�
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think� they� are� trusted� and� relied� upon�by�

society.� So� they�would�give�extra� studies� to�

children,�give�homework,�and�follow�up.�This�is�

something�that� is�envied�by�other�prefectures.�

What� is� the�secret?�We�have� to�analyze�why�

these�two�prefectures�are�successful.

When� you� look� at� the� overall� national�

educational�policies,� it� is�not�money�that�does�

everything.�But� it� is� important�to� improve�the�

treatment�that� is�given�to�teachers.�I� forgot�to�

mention�early�on.�We�have�a�law�in�Japan.�For�

example,�teachers�in�primary�and�middle�public�

schools�get�better�treatment�than�other�public�servants.�This�was�passed�in�1974.�Up�until�then,�the�salary�level�

of�teachers�was�lower�than�the�standard�public�servants.�It�took�five�years�to�bring�about�this�reform.�30%�is�

actually�–�their�salary�really�improved�by�20%.�They�calculate�[inaudible].�But�since�then,�the�salary�level�has�

declined�so�that�there�is�only�a�0.1%�difference�if�you�compare�teachers ’�salaries�to�those�of�public�servants.�

Overtime�pay�is�not�given�to�teachers.�So�think�of�the�long�hours�that�Japanese�teachers�give�to�schools.�Maybe�

the�actual�effective�salary�is�lower�than�the�public�servants.�So�we�really�have�to�raise�the�conditions�that�the�

teachers�will�be�able�to�enjoy�in�terms�of�treatment.�I�have�argued�with�the�Ministry�of�Finance.�The�Ministry�of�

Finance�understands�there�is�a�reason�to�fortify�the�resources�for�school�teachers.

As�Mr.�Schleicher’s�data�presented,�we�have�to�be�ready�to�provide�support�to�teachers�and�make�sure�that�

excellent,�high-quality�teachers�will�be�produced.�This�is�a�major�issue.�This�is�bigger�than�an�argument�that�the�

Ministry�of�Education�and�the�Ministry�of�Finance�can�deal�with.�This�recognition�–�the�fact�that�we�have�to�

increase�the�level�of�teachers�–�needs�to�be�shared�widely.�

Are�there�any�questions?

　Prof. Nagasaki:　If�there�are�not,�I�have�a�question�to�Mr.�Schleicher�of�OECD.�In�May�of�this�year,�I�think,� in�a�

Japanese�newspaper�article,� it�said�that� the�PISA�only�emphasizes�measures.�The�diversity�of� tradition�and�

culture�is�measured�in�a�skewed�manner�and�pedagogists�are�criticizing�this.�I�was�shocked�with�this�article.�So�

reading�this�article,�what�was�your�opinion�and�what�do�you�think�is�the�future�direction�of�PISA?

　Mr. Schleicher:　Thank�you�very�much.�Actually,�I�believe�that�we�should�always�question�the�metrics�by�which�

we�judge�success�in�education.�We�should�continue�to�question�PISA.�I�think�we�should�continue�to�question�

national�entrance�exams.�I�think�those�metrics�need�to�evolve.�I�must�say�that�in�PISA,�we�work�very�hard�on�

that.�Mr.�Otsuki�introduced�me�kindly�as�the�architect�of�PISA.�That�is�a�very�generous�exaggeration.�All�I�am�

doing�at�the�OECD�is�moderating�a�process.�But�if�you�think�about�the�ways�in�which�PISA�is�developed,�there�

are�experts�from�all�of�the�countries�working�together�on�this.�Together,�they�are�thinking�very,�very�hard�–�

what�are�the�right�skills� that�matter� for�student�success?�How�can�we�make�them�amenable�to�quantitative�

assessment?�None�of�this�has�easy�answers.�Actually�it�is�quite�right�that�PISA�is�still�quite�incomplete.�Many�of�

the�21st�century�skills�we�discussed�here�are�not�yet�being�measured:�critical� thinking�skills,�yes;�problem�

solving� skills,� yes;� aspects�of� creativity,� but�when� it� comes� to� social� skills� and�emotional�kind�of� skill�

components,�actually�there�are�big�gaps�in�the�evidence�base.�We�need�to�work�on�them�to�fill� them.�In�that�

sense,� I� think� those�criticisms�are� important.� I� think� the� international�academic�community�and�expert�

community�help�us�to�fill�them.

I�will�give�you�a�few�examples.�In�the�year�2000,�reading�was�actually�very�easy�to�define.�Reading�was�about,�
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you�know,�you�get�a�book�and�you�read�text�in�a�linear�way.�You�have�a�question,�you�pick�up�an�encyclopedia,�

you�can�find�the�right�answer,�and�you�can�believe� it� to�be�true.�Today,�reading� in�the�year�2014,�you�look�

something�up�on�Google�and�you�get�27,000�different�answers.�You�have�no�idea�what� is�true.�You�have�to�

navigate�your� information.�You�have� to�basically� integrate,�evaluate,�and�critically�reflect�on� information.�

Reading�has�become�a�totally�different�process.�So�the�PISA�assessment�of�reading�is�totally�evolved.�Today�we�

have�a�digital�assessment�that�is�looking�at�critical�reflection�of�student�competence.�In�2000,�we�did�not�know�

how�to�assess�problem�solving�skills.�We� introduced� that� in�PISA.�Today�we�do�not�have�aspects�of�social�

competencies.�Next�year,�PISA�will�have�the�first�assessment�–�you�mentioned� it�already�–�of�collaborative�

problem�solving�skills.�Probably�not�perfect.�But�it�is�an�attempt�to�tap�into�those�kinds�of�things.

In�fact,�last�week,�we�had�a�very�important�meeting�of�the�countries�that�govern�the�PISA�process�and�decided�

for�the�next�PISA�round�–�and�actually�you�will�be�the�first�to�hear�this�because�we�have�not�yet�made�a�public�

announcement�of�this.�So�this�is�a�good�moment�to�do�that.�We�will�have�a�first�volume�of�student�well-being�in�

PISA.�Probably�not�measured�perfectly.�But�those�aspects�of�student�well-being�that�we�are�able�to�actually�

measure,�we�will�document�so�that�countries�get�a�broader�and�broader�picture.� In�2018,�countries�will�be�

thinking�about� if�we�can�assess�the�kind�of�global�competencies� that�we�discussed�here.�This� is�a�constant�

process�of�reflection.�Will�it�ever�be�complete?�Probably�not.�The�reality�is�always�more�complex�than�what�we�

can�reflect�in�metrics.�But�I�think�we�have�to�give�all�our�best�effort�to�make�sure�that�international�assessments�

like�PISA�are�as�broad�as�possible.�In�the�same�way,�we�should�always�try�to�make�our�national�exam�systems�as�

relevant�and�broad�as�possible.�So�I�think�this�process�of�criticism�and�reflection�we�got�is�very,�very�important�

to�encourage�further�development.

　Prof. Nagasaki:　Thank�you�very�much.�Time�flew�very�quickly.�Although�we�did�have�a�lot�of�time�–�more�than�

two�and�a�half�hours�–�but�time�did�fly.�We�understood�very�well�that�PISA�and�TALIS�are�having�a�big�impact�

globally.�Participants�–� I ’m�sure�you� thought�about�and� learned�many� things� from�various�aspects�and�

perspectives.�Today,�based�on�the�theme�written�there,�we�heard�valuable�talks�from�the�six�panel�members.�Mr.�

Schleicher�from�the�OECD�talked�about�the�PISA�and�TALIS�surveys�and�the�ways�of�education�–�how�education�

should�be�based�upon�the�survey�results.�We�also�heard�from�five�panel�members�too.

As�a�summary�of�the�panel�discussion�this�time,�from�the�three�points,�I�would�like�to�briefly�mention�what�

has�been�very�impressive.�You�probably�thought�this�too.�But�the�first�point,�21st�century�style�skills�–�21st�

century�style�competency�–was�mentioned�a�number�of�times.�Then,�also,�digital�and�technology�are�effective.�I�

think�these�things�belong�to�point�number�one.�

For�discussion�point�number�two,� the�teachers ’�professionalism�and�expertise�development�and�the�social�

position�of�the�teachers�were�mentioned.�There�were�various�things�mentioned,�but�broadly�speaking,�I�think�

these�were�the�two�key�points.�The�21st�century�skills�and�competencies�mean�the�pedagogy�has�to�be�21st�

century-style�too.

For�discussion�point�number�three,�my�strong,� lasting� impression�was�of� fairness�and�excellence�and�the�

balance� between� the� two.� The� second� is� autonomy� and� accountability.� Third� is� centralization� and�

decentralization.�Fourthly,�leaving�the�foundation�to�the�schools�and�taking�into�consideration�the�schools�and�

parents.�These�proposals,� in�any�event,�were�followed�by�the�empirical�data�of�PISA�and�TALIS.�This� is�very�

important.�For�me,�when�PISA�initially�started,�one�slogan�was�“Beyond�the�School.”�I�cannot�forget�this�phrase,�

“Beyond�the�School. ”�School�education�has� to�go�beyond�the�school.� In� the� individual�society�and�culture,�

education�is�something�that�really�matters�for�individuals’�lives.�This�I�also�strongly�felt�today.

At�the�center�are�the�teachers,�who�have�the�expertise,�autonomy,�and�cooperative�abilities.�I�also�felt�that�the�

existence�of�teachers�is�necessary�and�important.�PISA�and�TALIS�suggest�that�there�are�possibilities�for�further�

development� in�terms�of�a�survey�framework�and�the�contents.�We�can�learn�a� lot�from�the�analysis�of�the�
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survey�results.�We�need�to�further�it�again�and�we�will�consider�it�based�on�today’s�presentations�and�reports.�

Thank�you�very�much�for�your�participation�in�today’s�Symposium�and�a�big�round�of�applause�for�the�speakers�

today,�please,�to�express�our�appreciation.
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