第5章

新たな学びと評価は日本で可能か
白水 始

本章では、21 世紀型スキルの教育と評価が日本の現行の教育制度で可能なの
かについて考えます。結論を先取りすれば、現行の教育課程（学習指導要領や
その解説、評価資料、教科書などのリソースを含む日々の授業の枠）や評価（入
試や指導要録を含む評価の枠）の中で、それを妨げる制度的な障壁はなく、十
分実施可能という答えを導きたいと思います。あとは、何が実際の障壁となっ
ているのか、それを乗り越えるために私たちの見方をどう変えてゆけばよいか
が焦点になります。21 世紀型スキルの生き生きとした教育と評価の具体例は、
第 6 章に展開されますので、ここでは、日本の教育の現状や経緯に照らして、
21 世紀型スキルとは何か、それを教育目標として取り上げる価値はどこにある
のか、その教育と評価は一体どのようなものなのか、それがもし価値ある取り
組みだと思うのならば、明日から私たち一人一人にできることは何なのかとい
った問いに答えることに主眼を置きます。
21 世紀型スキルとは何か？

─「生きる力」とどう違うのか

21 世紀型スキルとは何か？─この問いに答えるような簡潔で包括的な定義は
本書に見当たりません。代わりに、次のような複数のカテゴリや下位スキルが
提案されています。このリストを見ると、すでに私たちがよく見かける「問題
解決」や「学び方」、「コミュニケーション」といった目標が並んでいます。
思考の方法
1.

創造性とイノベーション

2.

批判的思考、問題解決、意思決定

3.

学び方の学習、メタ認知

働く方法
4.

コミュニケーション

5.

コラボレーション（チームワーク）

働くためのツール
6.

情報リテラシー
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7.

ICT リテラシー

世界の中で生きる
8.

地域とグローバル社会でよい市民であること（シチズンシップ）

9.

人生とキャリア発達

10.

個人の責任と社会的責任（異文化理解と異文化適応能力を含む）

これを、現在の学習指導要領の源となっている 1996 年の中央教育審議会答申
「21 世紀を展望した教育の在り方について」の「生きる力」の定義と見比べて
みましょう。
これからの子供たちに必要になるのは、いかに社会が変化しようと、自分
で課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよ
く問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人ととも
に協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性であると考
えた。……我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社会
を［生きる力］と称することとし、これらをバランスよくはぐくんでいく
ことが重要であると考えた。
下線は筆者がつけたものですが、21 世紀型スキルのリストの多くが含まれてい
ます。それらを包含した「スキル」が、ここでは「資質や能力」と呼ばれてお
り、知識の習得だけでなく、それを超えた力が、約 20 年前から日本では求めら
れていたと言えます。
そうだとすると、21 世紀型スキルの何が新しいのでしょうか？

一つは、本

書の中でたびたび言及されている「テクノロジの力を利用できること」でしょ
う。それは、例えば、第 2 章の要約で次のように述べられています。
（知識基盤社会では）複雑な問題を解決するために情報を伝達したり共有
したり利用したりできるかどうか、新しい要求や変化する環境に即して適
応したり革新したりできるかどうか、新しい知識を作り出すためにテクノ
ロジの力を集結させたり拡張したりできるかどうか、人々の能力や生産性
を拡張できるかどうかに、成功できるかがかかってくるのです（p.23）
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生きる力の提唱時に想定された「社会の変化」が、高度な情報技術を基盤とし
た知識社会への変化であることが明確になって、テクノロジの活用能力が明示
的に含まれるようになったと考えられます。21 世紀型スキルのリストを見直す
と、
「働くためのツール」のところに情報系のリテラシーしかなく、OECD のキ
ー・コンピテンシーや各国のナショナルカリキュラムによく含まれるような読
み書きの literacy や数的処理に関わる numeracy が含まれていません（国立教
育政策研究所, 2013）
。テクノロジで読み書き計算すら補償できると考えたかは
定かではありませんが、いずれにせよ、大きな特徴だと言えます。
しかし、テクノロジは道具でしかありません。大事なのは、その道具で何を
するか、目的の方です。上の記述を見直すと、テクノロジの利用は「新しい知
識を作り出すため」だと書かれています。上記リストでも、
「イノベーションと
創造性」が（トップの優先順位かどうかは別として）スキルの 1 番目に挙げら
れています。この知識の創出─イノベーション─の重視が、21 世紀型スキルの
もう一つの特徴です。生きる力における問題解決の結果（解）も知識の一つだ
と捉えれば、21 世紀型スキルは、知識基盤社会を知識創出社会と見定めて、問
題解決の意義を大きく見るようになったと言えます。
三つ目の特徴は、協調的な対話能力の重視です。リストの「働く方法」にコ
ミュニケーションやコラボレーションが優先的に入れられているように、職場
での協働の重要性が増すにつれ、教育現場でも協調的な問題解決能力が標準的
に求められるようになりました。
以上をまとめて、21 世紀型スキルはどのようなものだと定義できるでしょう
か？ 幸い、本書は、読み手一人ひとりが 21 世紀に必要なスキルを考え定義し
教育・評価することを推奨しています。このオープンさは、教育目標に関する
他の著書（例えば Rychen & Salganik, 2003; Trilling & Fadel, 2009）にない重
要な特徴です。論を進めるために、私たちも簡単に定義してみましょう。
21 世紀型スキル：他者との対話の中で、テクノロジも駆使して、問題に対
する解や新しい物事のやり方、考え方、まとめ方、さらに深い問いなど、
私たち人類にとっての「知識」を生み出すスキル
このように定義すると、考える方法や働く方法、世界の中で生きる在り方を貫
くものとして、協調的な知識創造が位置づけられます。これが一番鮮明に打ち
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出されているのが、スカルダマリアらの第 3 章です。知識創造と言うと、社会
全体を大きく変えるイノベーション（“Big-C”と呼ばれる Macro-creativity）が
イメージされますが、毎日の仕事のやり方や自分の生き方を尐し変えるイノベ
ーション（“small-c”と呼ばれる Micro-creativity）なら、誰にでも可能だし、必
要だということをスカルダマリアらは説いています。
21 世紀型スキルを知的エリートだけのものとしておくのではなく、誰にで
も使えるようにするためには、知識創造を支援する環境をすべての人に利
用可能なものにする必要があります。
「創成」の視点から見ると、課題とな
るのは、児童生徒が幅広い 21 世紀型スキル（アイディア創出、探求、コミ
ュニケーション、問題解決など）を自然と発揮できる環境へと変えていき、
今は知的エリートだけのものになっているアイディアの継続的な創出に参
画できるような環境に関わることができるようにすることです。（p.104）
21 世紀型スキルは、IT 会社がスポンサーをしたこともあって、経済社会的な
要求に応えられる優秀なシンボリック・アナリスト（Reich, 1991）を輩出する
ためのものだと言われることがあります。しかし、上記のように、スカルダマ
リアたちは、すべての子供の権利として、自分の考えを作りかえ知識を作り続
けるスキルが自然に使えるようになることを求めています。加えて、それらの
スキルは「すべての人がすでにある程度もっているもの」
（p.86）なので、白紙
から育成するのではなく、潜在的に持っているスキルを使える場面を準備し、
学校から社会へと継続的に、しかし尐しずつ高度化・自覚化させながら活用で
きる環境を整えることが鍵になります。
生きる力も、私たちが日々生きているという点ですでに持っている力だと言
えます。問題は、それを活用してどれだけよりよい人生を送ることができるか
でしょう。21 世紀型スキルとは、そうした目標を時代に合わせて具体化し構造
化して、実現可能にしようとする試みだと考えられます。テクノロジ活用のス
キルだと矮小化して捉えることは、その本質を見誤らせます。
21 世紀型スキルを取り上げる価値

─「確かな学力」では不足か

本書の特徴は、21 世紀型スキルのような教育目標が、実際どのように教育・
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評価可能かを示した点にあります（このような実践への言及は先述の類書には
無い特徴です）。Teaching を担う第 3 章を見ると、知識創造を 21 世紀型スキル
と見なした場合の教育について、次のように書かれています。
（「ソフト」スキルと呼ばれる 21 世紀型スキルは）イノベーティブな能力
の中核にあり……近年のカリキュラムスタンダードにも見られるものの、
スタンダードや評価で主に強調されるのは、言語や数の「ハード」スキル
や、どれだけ事実を知っているかという「ハード」な知識です。「ソフト」
スキルに注目することで、学校が説明責任を問われるような基礎的スキル
や教科内容の知識習得の努力が軽視されてしまうのではないかという心配
がなされるのです。学習科学の研究者間で一致した見解は、それら二つは
矛盾するものではないというものです。それらが相互に依存する関係にあ
ることは、図 3.1 が示している通りです。（pp.103-104）
（アイディアを継続的に創出する）知識構築プロセスへの参加を通して児
童生徒のイノベーティブな能力を高め、他者にとって価値ある公共的知識
を生み出し、知識の発展に対する集団責任を持つプロセスが根付きます。
このようにしてアイディアの改善は、深い領域の知識の学習へとつながり
つつ、知識構築の中核にたどり着くのです。このとき、21 世紀型スキルは
その実現に不可欠な鍵となります。（pp.104-105）
基本的知識や基礎的スキルの習得と、21 世紀型スキルの活用・獲得が一体的に
行えることを示した本書の図 3.1 は、“How people learn”（Bransford et al., 1999）
以来の学習科学の知見の集大成だと言えます。そのハイライトが、小学校の低
学年生や就学前児でも科学的な現象についての「理論構築」を行えることを示
した第 3 章の例でしょう。理論構築を「仮説検証」や「条件制御」といったハ
ードスキルに分割して積み上げるのでなく、有意味な目標に向けて知識習得と
スキル活用を一体的に行うことが、子どもの潜在的な有能さを引き出すことに
つながることが主張されています。
それでは、日本の生きる力を支える構成要素である「確かな学力」は、どの
学校教育法の改正第 30 条 2 項には「生

ように表現されているのでしょうか？

涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させる
とともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表
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現力その他の能力をはぐく(む)」と書かれており、思考力他の能力を基礎的な知
識及び技能の習得と「ともに」育むことが目指されています。ただし、知識・
技能には「習得」、能力には「活用」という語が当てられていますので、基礎的
知識・技能を「まず」習得して初めて、それを活用する思考力他の育成が可能
になるという「分離・段階モデル」を招きかねないおそれがあります。
学習指導要領を例に、この知識習得とスキル・能力活用の関係について考え
てみましょう。下記は、小学校理科の第 5 学年「電流の働き」に関わる目標を
抜粋（一部編集；下線筆者）したものです。一見、条件に目を向けて調べるな
どの科学的な活動（一重下線部）がスキル育成に当たるように思えますが、そ
の上位に、電流など科学的な事象についての自分なりの考えを持つことが目指
されています（二重下線部）。その具体的内容が波線下線部だという訳です。
1

（学年の）目標

（1）物の溶け方，振り子の運動，電磁石の変化や働きをそれらにかかわる
条件に目を向けながら調べ，見いだした問題を計画的に追究したりものづ
くりをしたりする活動を通して，物の変化の規則性についての見方や考え
方を養う。
2

内容

A（3）電流の働き
電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さの変化を調べ，電流の働きにつ
いての考えをもつことができるようにする。
ア 電流の流れているコイルは，鉄心を磁化する働きがある
教えるとは、このような内容を次々子供の頭に入れてゆくことだと思われがち
ですが、知識創造モデルでは、科学的活動を通して考え方を養った結果、それ
が理解できればよいことになります。小学校理科の学習指導要領解説（平成 20
年 8 月版, p.11）にも「理科の学習は，児童の既にもっている自然についての素
朴な見方や考え方を，観察，実験などの問題解決の活動を通して，尐しずつ科
学的なものに変容させていく営みである」と書かれており、内容が順次カバー
されるアイテムではなく、変容のターゲットであることが示されています。
もし子供が自分の経験や知識にもとづいて「鉄は磁石ではない」と思ってい
たとすると、その子供にとっては、授業の出発点での素朴な考えを、実験した
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り仲間と話し合ったり教科書を読んだりしながら、科学的な考え「鉄を磁石に」
へと作りかえていく過程が「学ぶ」ことになります。学びを、このようなダイ
ナミックなプロセスだと捉えると、具体的内容は、考えを作り変える「目安と
しての到達点」であり、その先にさらに考えを深めるための「通過点」になり
ます。子供が結果に驚き、
「鉄以外の物も磁石になるのか」といった新しい疑問
を持つ場面を想像すると、ゴールが通過点になり、次の学びへの出発点になる
イメージがつかみやすくなるでしょう。
、、
このように「確かな学力」をテストの得点を挙げることではなく、自分の考
、、、
えを作りかえる学びに従事できる「学ぶ力」だと捉えると、知識の習得と科学
的スキルの活用を一体として行うプロセスこそが、各自にとっての知識を創造
するという高次なスキル活用・育成の場となることが見えてきます。21 世紀型
スキルを教育目標に取り上げる価値は、学びを見直し、何のための内容かを考
え直し、教育目標に優先順位をつけて構造化することに役立ちます。それは同
時に、教育と評価のイメージも変えてくれます。つまり、子供が授業の最初に
比べて最後に「自分の考えが変わった、学んだ」と感じられるような教育を積
み重ねることこそが 21 世紀型スキルの教育であり、その連綿と続くダイナミッ
クなプロセスを記録し振り返り次に活用することが評価である、というもので
す。
これが、どの程度常識的に感じられるでしょうか？

特に、固定したゴール

に全員が同じように到達することを目指すのでないとすると、学びのゴールを
どう考えればよいのか、一人一人のゴールも次の出発点も違うとすると、その
多様性にどう対処するのか、一様に教えておいた方がよいこともあるのではな
いか、というあたりが疑問になるかもしれません。
21 世紀型スキルの教育と評価

─「指導と評価の一体化」と同じことか

21 世紀型スキルの教育と評価について、何を常識と感じ何に疑問を感じるか
の底には、私たちの教育や評価のモデル、広くは学びのモデル（学習観）があ
ります。そこをはっきり自覚して質を高めることが、明日の教育につながりま
す。そこで、まず複数の学習モデルを検討し、第 3 章の創発的アプローチを実
例も含めて吟味した上で、日本で言われる「指導と評価の一体化」や「言語活
動」とどう関係あるのかについて考えてみましょう。
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フォークペダゴジー
ブルーナー（Bruner, 1996）を参考に、表 5.1 の 4 つのモデルを対比してみ
ます。ブルーナーは、私たちが子供をどういう存在だと見なし、知識をどうい
うものだと考えるかによって、学びをどう援助するかが左右されると考え、こ
れを「フォークペダゴジー（教え方に関する直観的なモデル）」と呼びました。
表 5.1

4 つのフォークペダゴジー

モデル

子供の見方

ペダゴジー（教え方）

能力と対処法

１

模倣する者

モデリングによるノウハウの獲得支援

２

無知な受容者

一斉教授による命題的知識の教示

３

思考する者

発見や対話を通したモデル構築

４

知識の運営者

文化との対話も含めた客観的知識の生産

・スキル、才能
・さらなる見本と練習
・IQ などの心的能力
・ゴールの明示とテスト
・メタ認知能力
・課題や活動の見直し
・協調的メタ認知能力
・広い時空間への定位

（Bruner, 1996 より；一部筆者補足）

一つ目は、やり方を知らない子供はそれを見せられることで学ぶと考え、行
動で示すモデルです。重視される能力は、知識や理解よりもスキルや才能です。
うまく教えられないときは、さらなる演示と練習で対処します。二つ目は、子
供は無知で、満たされることを待つ受動的な存在だと考え、教えるべき事実や
ルールを告げるものです。絶対的に正しい知識が世の中には存在し、子供は無
垢なので、教えれば次々と知識は積み上がってゆくと考えます。上手くいかな
い子は、IQ など一般的な心的能力が低いとされ、ゴールを明示して出来るまで
テストされます。三つ目は、子供は自分の考えを持ち、それを発見や他者との
対話を通して作りかえながら世界に対するモデルを構築すると見る構成主義的
な見方です。教育は、協調的な学習活動のデザインと支援が中心になります。
子供の能力は、仲間との意見の違いに気づいて、根拠に戻って議論しあいなが
ら、自分の考えを見直せるメタ認知能力が重視されます。これは、子供が本来
持っている能力と見なされるため、教育がうまくいかないときには、授業者側
の課題や活動デザインが見直されます。四つ目は、子供が個人的な信念と文化
によって承認された知識を区別できるセンスを持ち、自分の作ったモデルも協
調的な吟味に掛けて客観的なものへと洗練することができると見るものです。
仲間同士の対話に、先人の知的遺産である文化（教材）や専門家との対話が意
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図的に組み込まれます。知識が歴史（生まれた過程）の中に基盤を持つことを
了解し、集合知を漸進させる能力を獲得することが目指されます。
ブルーナーは、これら 4 つの見方を融合して調和の取れた教育を実践すべき
だと主張します。彼がユニークなのは、あれかこれかという二項対立ではなく、
模倣や命題的知識が有効な文脈もあることを認める点でしょう。それを認めた
上で、やはり考えさせられてしまうのは、次の 3 点です。
・ 私たちは、モデル 1，2 を他の文脈に広く使いすぎているのではないか。そ
れが役立つ限られた文脈もあるが、その経験を頼りに誤用しすぎた結果、モ
デル 3，4 を示す子供の姿を見る機会を失っているのではないか。
・ モデル 3，4 のベースにある構成主義的な見方を取ると、子供が自分の知識
の枠組み（スキーマ）に基づいて自分なりに考えていること、したがって、
一人一人違った考え方をしていることが見えてくるのではないか。
・ しかし、教育の場が「同じ（みんなと同じ、正解と同じ）」を求める（と思
われがちな）ので、その「違い」が見えない、あるいは見えても不安を覚え
るのではないか。
モデル 1，2 と 3，4 の間に、概念変化と呼ぶべき大きなギャップがあるのでし
ょう。したがって 21 世紀型スキルも、モデル 1 のまま、スキルをトレーニング
したり、モデル 2 のまま、細分化し明示して覚えさせたりする教育が起きるか
もしれません。21 世紀型スキルを本当に教育したいのなら、モデル 3 や 4、あ
るいはさらに違うモデルに従った教育実践をもっともっと行い、対話によって
子供が学ぶ実態を示し、メカニズムを解明する研究が必要です。一人ひとりの
子供を考える主体と認めること、それによって、考えの違いを通して各自が考
えの抽象度を上げ適用範囲を広げることの二つを認める必要があるでしょう。
対話を通して抽象度を上げた考えが、科学的に正しい、あるいは社会文化歴
史的に承認された考えと一致するのかどうか、どのようなメカニズムで一致す
るのかは、まだはっきりとはわかっていません。ブルーナーは、そこで各自に、
より一般的な原理や共有可能な信念を判断できるセンスを仮定したのでしょう。
筆者は、そのようなセンスや外在的な規準によってではなく、人が自分の正し
いと思う考えを、違う視点に触れて見直す内省を通してしか抽象度は上がらず、
したがって、必ずしも正しいとされる考えに同じように到達するわけではない
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と考えています（皆がまったく同じセンスや規準を共有しているなら、文化の
進展も止まってしまうでしょう）。これは第 6 章で説明される建設的相互作用と
いう考え方ですが、いずれにせよ、この「違い」と「正しさ」の問題は、今後
教育実践の場で検証されるべき大きな研究課題になりそうです。
さらに、子供を考える主体と認めるかどうかのモデルは、私たち大人が自分
自身をどう見るかにもつながります。自分を考える主体と見なさなければ、21
世紀型スキルなどの教育目標も専門家が決めたものを教示されて従うだけにな
ります。しかし、自分も考える主体なのだとすれば、専門家の意見もあくまで
一案として、自分の考えの幅を広げたり、取り入れて試したりするリソースに
使えるでしょう。専門家の側も、自分と同じように相手も考えを持つと見れば、
現場教員の意見を聞くことや、教育改革の計画や実施過程に全面的に参加して
もらうことを求めるでしょう。
前向きアプローチと後戻りアプローチ
このような能動的主体と受動的客体の対比は、これまでも散々言われてきた
ことかもしれません（その良書として稲垣・波多野, 1989）。それでも再度持ち
出したのは、本書にもその相反する二つのトレンドが含まれているように感じ
たからです。それを最も的確に表したのが、第 3 章の創発的アプローチと後戻
りアプローチでしょう（Scardamalia & Bereiter, 2013 で前者をわかりやすく
「前向き（Forward）アプローチ」と呼んでいましたので、以降こちらを使い
ます）。第 6 章で詳述されるように、これは教育のゴールの決め方のアプローチ
ですが、それだけでなく、誰がゴールを決めるのかも絡んでいます。つまり、
後戻りアプローチが「他人が固定したゴール」から逆算する方法なのに対し、
前向きアプローチは「自分がゴールを変えてゆく」方法だと言えます（「自分」
には、教員だけでなく、子供も含め、現場の主体すべてが含まれます）。
本書が、第 1 章から「21 世紀型スキルを評価することで教育を変えることを
狙う」と繰り返し主張するとき、その内実が「21 世紀型スキルを【著者ら専門
家が定義し問題を作って】評価することで教育を変える」のか、それとも「【現
場が】21 世紀型スキルを【定義し】評価する【過程を専門家が支援する】こと
で教育を変える」のかに注意する必要があります。第 2 章で紹介される「短期
間で、とにかく ICT を使って、コンテンツ抜きの高次スキルを、シミュレイシ
ョンや主観評価でテストしようとする試み」は、容易に前者に陥る危うさを感
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じさせます。一方、第 4 章で紹介される「長期間かけて、子供たちの在籍校で、
仲間と一緒に、教科等の内容に根差した『豊かで面白い課題』を解く評価例」
は、後者の教育と評価の一体化を目指した例に見えます。本書がもし「テスト
が目的化する危険性」（p.27; p.82）を防ぎたかったのであれば、評価の具体例
の提供とともに、それをどう位置付けるのか、どのような教育と評価の在り方
を望ましいと考えているかのメッセージが全章で一貫しているとよかったと思
いました。そこで、前向きアプローチの一例としてスカルダマリアたちの実践、
そして、後戻りアプローチを誘発しかねない例として PISA2015 の協調問題解
決テストを紹介し比較検討しながら考えを深めてゆきましょう。
「前向き」授業例
第 3 章の実践例の一部は、スカルダマリアらの所属するトロント大学が持つ
実験校 Dr. Eric Jackman Institute of Child Study Laboratory School で得られ
たものです。幼稚園から小学校まで一学年 22 名の小規模校で、visible minority
（黒人やイヌイット）を優先的に入学させる関係で、毎年 3 割ほど学習支援が
必要な児童がいます。それでも小学 6 年生時点では州の統一テスト(CTBS)で学
校平均が 90 点以上となるなど、基礎学力を保証しながら、知識創造が可能にな
る活動に挑ませています。
例えば、小学 1 年生が「秋になると葉っぱが赤くなるのはなぜだろう」と呟
いたのを先生が拾い上げ、探究へと展開した授業があります（Scardamalia &
Bereiter, 2013）。子供たちは、思いついた答えや調べたこと、話し合ってわか
ったことを電子掲示板システム Knowledge Forum に書き込んでいきます。そ
の際、書き込みの支援として「私の考えでは」「もっと知りたいことは」「わか
ってきたことは」など、自分の書きたいことに合った「書き出し」を選んで文
頭につけます（図 5.1a）。投稿がある程度たまったところで各書き出しの使用頻
度をグラフで見せると、小学 1 年生でも「僕らは自分の考えばかり書き込んで
いるから、もっと証拠を探さないと」などと内省します（図 5.1b）
。図 5.1a の
児童のノートは「もともと葉が緑なのは、葉緑素が根っこから葉っぱに行って
いるから」という誤った内容なのですが、図 5.1b のグラフ背後の画面に見るよ
うに、こういったノートをたくさん互いにつなげて積み重ねて（build-on）、鳥
瞰する（rise-above）ことで、よりもっともらしい理由を作っていきます。そこ
にさりげなく教師が州の学習指導要領の内容をノートとして投入すると、児童
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は「『植物をサイクルで考えなくてはいけない』なんて、いいこと書いてある！」
と、さらに自分たちの考えの幅を広げてゆくそうです。そのほか、専門家が議
論に使う用語と自分たちの用語を比較してクラウド表示するツールや、語彙と
作文量の伸びを見比べられるツールもあります（pp.131-137 参照）
。

足場掛けの書き出し

証拠は

図 5.1a KF の書き出し支援

図 5.1b

私の考えでは

書き出しの使用結果の評価

テクノロジも駆使して、考えながら話し合い書き合う学習の積み重ねで、読
解力や語彙力などのハードスキルが身に付くだけでなく、協調的な問題解決ス
キルや探究スキルなどの 21 世紀型スキルが存分に発揮されます。そこから、
「理
論の仕事は因果的な説明をすることだ」と了解し、その説明力を上げる実験を
デザインするなど、協調的な知識創造が実践できるようになります。こうした
学びが「真空」の中でなく、皆で共有した問いにしっかり答えを出そうとする
文脈の中で行われることで、科学的な概念変化が起き、成功例では、学年以上
の内容を学ぶ力が付いたり、教師の期待を超える疑問が生まれたりして、学習
者主体の学びがさらに駆動される基盤が作られます。
評価は、まさに「前向き」な評価─学習しながら同時に行う（concurrent）、
状況に埋め込まれた（embedded）、変容的な評価（transformative）─の好例
で す （ p.131 ）。 具 体 的 に は 、 探 究 授 業 に お け る 学 習 支 援 シ ス テ ム の 中 で
（embedded）、書き出しを作文の足場掛けに使いながら（concurrent）、結果を
見て証拠を強化する方に学習活動の舵を切る（transformative）ものになって
います。授業で用いられた専門家の用語や指導要領の内容も、そこに誘導する
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ものというより、子供たちのすでに持つ考えとなるべく違うものを見せて、そ
の幅を広げるために使われています。前向き授業を行うクラスでは、発表の場
も、調べたことの報告会ではなく、自分たちの知識の進展を確認する機会とし
て機能し、学習の終わりでなく、次の探究の始まりになります（スカーダマリ
ア・ベライター・大島, 2010）。このように評価は、できる子を選んだりみんな
に順位を付けたりするためではなく、全員が集団として知識構築活動を行えて
いるのかのモニタリングと、その過程に対する一人ひとりの、その子らしい参
加・貢献の仕方ができているかを明らかにするために使われます。
あくまで実践のスケッチでしかありませんが、ここまで読んでどう感じられ
たでしょうか？

テクノロジを除いて、日本の伝統的な練り上げ授業や成功し

ている総合的な学習の時間と変わらない感じでしょうか？

実際、上記をスカ

ルダマリアらが語ったシンポジウムでは、一人の教員が「日本では明治時代か
らやっていた授業な気がする」とコメントしていました。それに対して、ベラ
イターは「最初の疑問を子供たちが出すクラスはたくさんある。しかし、その
アイディアを先生ではなく、子供たち自身が最後まで責任を持って改善してい
くクラスがなかなか無いんだ」と語り、スカルダマリアは「先生たちが『私の
授業は来年もっとよくなります、子供たちのパフォーマンスももっとよくなり
ますよ』と言ってくれるとき、知識創造環境の中で働いているなと感じる。そ
こには天井の感覚が無いの」と答えました。子供も教師も成長し続け、新しい
ゴールを見つけ続ける姿が、21 世紀型スキル教育の目指す一つだと感じます。
「後戻り」評価例
PISA2015 に、ATC21S プロジェクトのメンバーも作成に関わった「協調問
題解決（Collaborative Problem Solving；以下 CPS）」のテストが加わります。
PISA2018 まで実施予定で、すでに OECD から Draft Collaborative Problem
Solving Framework が 2013 年 3 月に発表されています。問題の枠組みと具体
例を見てみましょう。そこでは、協調問題解決能力が次のように定義されます。
協調問題解決能力とは、2 人以上のエージェント（行為者）が解に迫るた
めに必要な理解と努力を共有し、解に至るために必要な知識とスキル、労
力を出し合うことによって問題を解決しようと試みるプロセスに、効果的
に従事できる個人の能力のことである。（OECD, 2013, p.6）
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こう定義した上で、能力をさらに「共通理解を構築・維持する」
「問題解決に対
して適切な行動をとる」
「チーム組織を構築・維持する」という 3 つの下位能力
に分解し、すでに PISA2012 から実施されている「問題解決」の 4 つの下位プ
ロセス、すなわち、
「問題の探索と理解」
「問題の表象や定式化」
「プランと実行」
「モニターと振り返り」と掛け合わせて、12 の具体的スキルへと落とし込みま
した。コンピュータ・エージェント相手に 15～30 分程度で解ける問題に取り組
み、その過程での行動から、スキルの習熟度を判定して得点化します。
例えば、サンプルとして示されている「学校の玄関を明るくするために新し
く置いた水槽の水質を設定して、魚にとってベストにする」という水槽問題で
は、自分と違う変数を持つ Abby というエージェントと協力して全 5 回のチャ
ンスで水質を変えていきます。図 5.2 の上部の通り、自分は水の種類、背景、照
明の変数を変更でき、Abby はエサ、魚の数、水温を変更できます。変えた結果
は、下部のバーに表示されます。タイピングによって差が出ないよう、左側の
チャット画面は自動的に進むようになっていて、所々ラジオボタンで自分の発
言を選択します。図は課題状況を共有できたので、最初の変数設定をすべき場
面です。
「背景を変えてみよう」と「プラン」を提案し、実行前に相手の同意を
得て「共通理解」を構築できれば、得点が得られます。変数設定に進まなかっ
たり、同意を得なかったりすると得点を失います。こうやってエージェントと
やりとりしながら解決を進め、途中に Abby が結果の解釈を誤ったような場合は、
それを訂正します。終わったら、自分の協調の仕方を振り返ります。
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CPS skill(s) assessed across the items within the task
(A1) Discovering perspectives and abilities of team members; (A2) Discovering the type of collaborative
interaction to solve the problem, along with goals; (C1) Communicating with team members about the
actions to be/ being performed; (B1) Building a shared representation and negotiating the meaning of the
problem (common ground)
The following figure illustrates Task 1:
PISA 2015 Unit name: The Aquarium

Time remaining: 17 minutes
Control panel

Task 1 of 7
You and Abby have 3 minutes to decide how you
will find the best conditions for the fish to live in
the aquarium. Start with chatting to Abby.

?

Abby’s control panel

Water type:

Fresh

Sea

Food type:

Dry

Food blocks

Scenery:

Rocky

Plants

Fish:

Few

Many

Lightning:

Low

High

Temperature:

Low

High

CHAT

Tryout conditions

I’ll try to work with my control panel
You

Abby

Wait – let me share my control
panel with you first. Can you see
it? Click on ‘Share it’ so I’ll see
yours

Cool! Now it’ll be easier.
You

What should we do now?
Abby
o Are you ready to start?
o Let’s play with the control panel
o Let’s change the scenery
You

Results
Bad

OK

Great

Task 2: Enacting plans and monitoring the results

図 5.2

PISA2015 の CPS サンプル問題：水槽問題

Activity
Item 1: TT monitors if Abby followed the plan as discussed, while Abby’s controls show that she didn’t
follow the plan. TT shares his/her understanding of the result (fish conditions).
Item 2: TT has to offer a plan of how to proceed (e.g. "let’s change this variable"). If the TT doesn’t offer
an idea then Abby can prompt. If still no idea is offered then Abby will suggest an idea herself.
Item 3: TT asks Abby for her point of view before implementing the plan. If the TT doesn’t ask then Abby
shares her perspective with the TT.

これによって、領域知識を問わない、協調問題解決に関する認知・社会的ス
キルを測定しようとしたわけです。もう一つのサンプルであるロゴ問題は、そ
Convergence

の狙いがより明確に出ています。
「運動会の表彰用のロゴ」を作成する問題で、
There is a change in the aquarium variables. The
results of the trial are presented.
自分以外の二人のエージェントが作るロゴへのクラスの評価を見ながら、会話
55

で二人の作成過程をコントロールして、その質を上げていきます。自分はロゴ
のデザインすらしないわけです。
ご覧になって「これで協調的な問題解決力がばっちり測れそうだ」と思われ
るでしょうか？ 21 世紀型スキル教育の狙いや前向き授業の例も含めた協調的
な学びの実態からすると、次の点に注意をした方がよいように筆者は思います。
・ 「違いから学ぶ」など協調問題解決の多様な在り方や効果をカバーしたもの
ではなく、調整や監督能力に特化している。さらにそれをスキルに分解して
一つ一つの行動を得点化しているため、後戻りアプローチを誘発しかねない。
・ 評価のベースに「協調場面で人は互いの違いを解消して共通理解を得ようと
することで学ぶ」という収束モデルがある。しかし、収束しようとしている
ように見えても、詳しく調べると、一人ひとりの理解の過程や成果は違い、
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それが理解深化に繋がっていることが多い（Shirouzu, 2013）。立脚するモ
デルの幅を広げる必要がある。
・ 「一般的な」問題解決能力を調べるために、領域知識を問わない結果、問題
がまるでコンピュータ・ゲームのように人工的なものになっている（水槽問
題では、一般的にどのような条件が魚に良いのかを生徒が考えたりそれを評
価したりできない）。そのため、条件制御や人間関係の調整など下位スキル
だけをトレーニングした場合でも得点できる問題になっている。
グリフィンらが CPS を紹介した学会のワークショップ（Looi & Dillenbourg,
2013）に同席しましたが、学習科学研究者の反応は、厳しい制限の中で実行・
測定可能な課題を作成した成果は認めながら、その制限（正答を決めるなど）
ゆえに、CPS が本来持つ多様性が犠牲にされてしまう点などを懸念するもので
した。コメンターのペレグリーノ（第 2 章の図 2.1「評価の三角形」の提唱者）
は、
「今回の課題は協調問題解決という認知過程を調べるための一つの窓でしか
ない。一つでしかないことをみんなが了解して、これからも『この課題は何を
調べることになるのか』を考えながら、たくさんの窓を開ける方法を考えてい
くしかないだろう」とまとめていました。
たった一つの標準テストに私たちの教育目標を合わせ、本来伸ばせるはずの
協調的な問題解決能力を伸ばせなくなるのは本末転倒です。それよりも、どの
ような能力を引き出したいのかを見定め、教育方法を最大限工夫し、その質を
高めるような評価方法を探していきたいところです。そのような主体性を私た
ちが持っていれば、標準テストも、一つの目安に使えるでしょう。
日本における「指導と評価の一体化」は、「学習過程における評価を用いて、
後の指導を改善し、その成果を再度評価するサイクルを回す」
「それを子供にも
共有し振り返りの機会にする」
「そのために評価の基準を明確化する」などを狙
っていて、前向きアプローチにもフィットするものになっています。問題は、
現場が学習のゴールをどう捉え（固定か可変かなど）、学習者のゴールへの迫り
方の多様性を認めているかによって内実が左右される点です。「言語活動」も、
それ自体学びの支援であり、同時に話し合いを聞く評価にもなる格好の手段で
すが、
「正しい話し方」を訓練するなどの誤った使われ方もしかねません。ラー
ニングプログレッションズや発達段階も、使い方をよく考えるべき概念です。
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明日から私たちにできること
以上のように、21 世紀型スキルの教育と評価を日本の現状に照らしてみると、
制度的に強力な障壁となるものは尐なく、むしろどのような形ででも利用でき
る枠組みがある状態だと言えます。それを有効に利用するためには、どうした
らよいのでしょうか？

ここまでを踏まえ、簡単に提言をまとめておきます。

・ 学びのモデルの幅を広げる：学習観の幅を広げる必要があります。稲垣・波
多野（1989）が受動的で有能でない学習者から能動的で有能な学習者への学
習観の転換を「コペルニクス的転換」と呼んだように、私たちはラディカル
なシフトを急ぎすぎたのかもしれません。全面的に入れ替えるのではなく、
後者のモデルや自分のものにして子供の見方を尐し変えてみるところから、
モデルの使用頻度を増やしたり使い分けたり発展させたりすることが可能
になるかもしれません。
・ 一人一人が考える主体だと認める：そのための鍵は、学習者も教員も教育行
政関係者も、一人一人が考えを持っているかもしれないと認め、まずはそれ
を聞いてみようとする癖を身につけることでしょう。
・ 主体同士をネットワークでつなぐ：学習者も教員、教育関係者も全員が自分
の考えをよくできるかもしれないという信念で、互いにコメントし合えるネ
ットワークを同期・非同期で形成する必要があります。それが教育という難
しい問題を共有する協調問題解決ネットワークになります。
・ 豊富な実践例を共有する：授業を変えたいと思ったときに、さっと手の届く
ところに「具体的な学習活動まで制約する授業の型」があるとよいです。良
質な授業実践や学校内外の教育実践、教員の研修やワークショップなど、多
様な形態の協調学習の型と実践例を豊富に共有し、「考えを作りかえ知識を
創る姿」を目撃できる確率を高め、各自にとってのヒントをつかむ機会にす
る必要があります。
・ 一体化した改革を狙う：大人も子供も全員が学び続けるビジョンを鍵として、
ペダゴジーや教育、評価、教師教育などの諸要素を一体化させた改革を試み
る必要があります。一体化は必ずしも国、地方規模で行う必要はなく、小さ
なネットワークで集中的に行った方が良い場合もあります。つまり、教室の
「外からの改革」ではなく、「内からの改革」をどう起こせるのかを考えま
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しょう。第 3 章の例のように、自分たちなりの目標を定義し、あるべき教育
モデルを構想し、実践評価するなど、諸要素を切断せず、一体として行うこ
とが理想です。
・ 断片化とたたかう：知識とスキルを切り離した教育や、教育と評価の切り離
しなど、断片化しようとする圧力や欲求とたたかうことが必要です。学びの
ための豊富な文脈を作るためにリソースをどれだけ動員できるかを考えま
しょう。
・ 問いと目的をはっきりさせる：リソースの動員は際限がなくなるため、いま
その場で解きたい問いや達成した目的は何かを明確にし、そこに教材や支援
の方法、ICT、評価などの必要なリソースを集めるべきです。
・ 学習者の姿として仮説を明確にする：授業の最後に子どもが何を言えるよう
になって欲しいのかなど、学習者の立場で達成目標を明確にします。前向き
アプローチは決して目標を立てることを否定するものではありません。むし
ろ、目標を明確に立てるほど、それを超えた子供の学びや多様な到達点に気
づきやすくなります（p.94）。この目標の具体化を教師－子供の間だけでな
く、大人同士の何らかの教育場面でも徹底します。
・ 責めるためでなく、伸ばすために評価する：前向きアプローチへの転換は、
子供の欠損でなく、潜在的可能性に目を付けることも促します。構成主義的
な見方を取れば、子供は本来、言われたことを言われた通りに覚えることが
苦手なことがわかります。苦手なことをどれだけ無理してできるかで評価す
るのではなく、自分の考えを出して改変できるかで評価しましょう。
・ 教育と評価の距離を近づける：支援の記録をそのまま評価に使うなど、どれ
だけ両者の距離を近づけられるかを工夫しましょう。評価を見越した支援を
行うと言ってもよいかもしれません。例えば、第 4 章のようなパフォーマン
ス評価に ICT を活用してデジタルポートフォリオを作る試みが増えるとよ
いというのは、第 2 章で指摘されるとおりでしょう。第６章にも、この一つ
の具体的提案があります。
・ 選別よりまずは支援のための評価を考える：社会のあらゆる局面で希望者数
と定員間のミスマッチは起きるため、選別はどうしても必要になります。し
かし、そのことをもって選別や序列化を優先的に考え、公平性を重視するこ
とに頭を使う癖をやめましょう。その前に、対象者が個人的・集合的にどれ
だけ充実した教育を受けられるかのために評価を使うことを考えましょう。
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その学習活動の中で、参加の仕方や度合いが個人ごとに分かれてきますので、
その時間のかけ方や興味関心が、先に進む道とマッチすることを優先する仕
組みを工夫しましょう。
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