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ⅰ 一人一人に平等で機会均等な教育 

ⅱ 自ら考えて学ぶことの重視 

ⅲ 学校、教員への絶対的な信頼 

ⅳ 授業料無償 

ⅴ 外部との連携の充実 

 

１ はじめに 

 「PISA 型学力の育成」をテーマに、フィン

ランドを訪問させていただいた。PISA 型学力

とは、「それぞれ持っている知識や経験を基に、

自らの将来の生活に関係する課題を積極的に考

え、知識や技能を活用する能力」と定義づけら

れている。フィンランドは、OECD において実

施されている PISA 調査の結果において、常に

高い到達度を達成している。これは、下位層の

割合が少ない上に到達度が高く、児童の格差が

少ないためである。このような結果を継続して

いるフィンランドの教育から、学習指導にはど

のような工夫があるのかを学び、今後の教育に

生かしていきたい。千葉市学校教育推進計画に

おける学校の役割である「わかる授業を推進し、

自ら学ぶ力を身に付けさせる」ことを十分に達

成できる授業を目指し、視察を行った。 

２ フィンランドの教育状況（教育制度等） 

 フィンランドでは、国家教育委員会が「コア

カリキュラム」（日本の学習指導要領にあたる）

を策定している。「every child is unique.」との

考えから、一人一人の能力を最大限に育成する

目標等が明記されている。そのコアカリキュラ

ムを基に各自治体、学校がその環境、実態に合

わせて教育を行っている。フィンランドの教育

では、次の５つ特徴が見られる。 

 教員の採用については日本との顕著な違いが

ある。採用は、学校にとって必要な人材を独自 

 

 

に公募し、学校の責任で採用している。校長は、

教員を信頼して採用し、大きな裁量を与える。

教員はそれに応え、自ら日々研鑽を重ね、コア

カリキュラムで求められている技能、知識を習

得させるための指導技術を身に付けて教育を展

開している。 

３ 学校訪問をして 

（１）ケバットクンプ小学校 

① 学習形態の工夫 

フィンランドでは、「将来確実に必要となる

社会性を、グループ・ワークなどの主体的・

協働的学習で身に付け磨いていく」という考

えがベースにある。ポルヴォー市のケバット

クンプ小学校では、グループによるディスカ

ッションの時間が十分に確保されていた。グ

ループは基本的に３～４人、児童の特質を考

慮した上で教員が意図的に構成する。その際、

社会性を育てることを目的に、様々な学力の

児童をメンバーにしている。また、各自が状

況を判断し、互いに支援する活動の過程を大 

切にしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動では、ウェビングなどから一人一人に

とって意味のある問いや課題が設定される。

多様な考えを持って調べたり話し合ったりし

ながら、児童がそれを探求する活動が行われ

ていた。 

訪問国：フィンランド 

研修テーマ：PISA型学力の育成 

所属名 千葉市立海浜打瀬小学校    

氏 名 杉 岡   潤        

【意図的に構成されたグループでの学習】 
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授業を進めるにあたっては、教員はあくま

でもサポーターであり、事前に児童の思考を

促すための材料を用意しているが、内容を教

えこむことはない。児童のディスカッション

と多様な考えが大切にされ、一人一人が意欲

を持って取り組み、課題を最後まで追求して

いた。一斉授業やグループ学習などの形態が、

学習の目的によって柔軟に設定されていた。

また、学習の内容によっては、児童が主体的

に学習形態を選択し、一人一人の知的好奇心

に基づいて、グループ学習や個人学習を自由

に行っている場面もあった。 

② 個に応じた支援の工夫について 

多くの授業を参観したが、そのほとんどの

授業で複数の教員による指導が行われていた。

主となって授業を進める教員の他に、特別支

援担当教員、学習支援員等が児童に支援をす

る体制が整っている。とくに支援が必要な児

童には３段階の支援プログラムが用意されて

いる。一度、教室から出てスクールコーチ(社

会福祉士)やカウンセラーのもとへ行き、個別

の指導を受けてから戻ってくることもあった。

その児童のための個別カリキュラムと豊富な

教材教具が用意されていた。 

フィンランドでは、Ａ班はテキストの読み

取り、Ｂ班は本の視写、Ｃ班は具体物を用い

てのディスカッションといった具合に、グル

ープごとに活動内容が異なっている場合が多

く見られた。複数の教員がそれぞれのグルー

プにつき、対応していくことで児童生徒に、

より効果的で即時的な指導をすることができ

ていた。 

フィンランドでは、課題追求の場における

個別支援の工夫によって、関心・意欲を高め

ることにつながると考えられている。 

「平等(個に応じること)」を教育理念として

掲げているフィンランドの教育では、まず人的

環境を整え、一人一人に寄り添う体制を整備し

ていた。そうすることで、それぞれの関心・意

欲を高め、自ら学ぶことのできる生徒を育成し、

「落ちこぼれ」を出さないようにすることが重

視されていた。 

③ 教室・備品等の学習環境の工夫について 

児童生徒用の机は日本のものより一回り大き

く、２人分のノートやタブレット端末が並べて

置ける広さがある。実際に資料を見せ合いなが

ら、話を進めることで、互いの考えを十分に伝

え合うことができていた。また、自分の関心や

目的に応じて自由に移動しながら学習を行うた

めに、床材には音を吸収し素足で歩いても心地

よい材質のものを取り入れる等、雑音を少なく

し、児童が学習に集中できる環境を作り出して

いた。 

また、技術室や音楽室、家庭科室などの特別

教室には、専門的な備品が充実しており、児童

はそれらを目的に応じて自由に選択し、活用す

ることで学習を深めていた。 

４ 研修成果の活用 

 フィンランドでは、インクルーシブ教育が浸

透し、個人を大切にする教育が行われていた。

また、３つの国と国境を接していることから、

公用語がフィンランド語とスウェーデン語の２

つあるという国際色豊かな国である。近年では

移民を多く受け入れているという状況から、他

国の文化の融合に寛容、というよりも、それは

むしろ当然のことのようであった。 

日本では、他者とは違う個を尊重する精神を

身に付けていくようにする必要がある。そのた

めには、多様な考えを練り上げていく学習や協

働的な学習を積極的に取り入れ、児童が自ら探

求し、創造していく学習を展開していかなけれ

ばならない。我々には、一斉授業によって児童

の学力の定着や向上をめざす指導技術がある。

そこにフィンランドの教育から学んだ、学びの

プロセスを大切にしながら、児童のより主体的

な学びを目指していきたい。 

【特別教室の専門的な備品】 
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１ はじめに 

南ドイツ２都市を「PISA 型学力の育成」を

テーマに訪問し、以下の４つに分けてテーマに

迫ろうと考えた。それは、 

・「PISA 型読解力の育成」について 

・「数学で育てるコンピテンツ」について 

・「ドイツの教育制度と教育課程」について 

・指導法について 

である。この中で特にドイツにおける教育制度

や教育改革等を調査し、我が国との違いを確認

しながら理解を深めるとともに、学校現場で何

ができるかを考え実践していく機会としたい。 

２ ドイツの教育状況（教育制度等） 

ドイツ連邦は2000年のPISAショックを受け

各州文部大臣会議（KNK）が 2001 年に「七つ

の行動分野」を教育課題として決議した。 

・就学前の子供の言語能力の育成 

・幼稚園から基礎学校への連結の改善 

・初等教育の充実（ドイツ語・読解力・自然科

学力の育成 

・外国人の子供への支援 

・学校教育の質の改善に向け統一テストの実施 

・教員研修の充実 

・全日制学校の拡大 

各州文部大臣会議は教育課程を、子供たちに

獲得させる内容を記述する従来の学習内容中心

型から到達水準を明確にする学習目標中心型に

変更し、教科特有のコンピテンシーと教科の枠

を超えた社会的能力を行使できるコンピテンシ

ーの育成をポイントに教育スタンダードを発表

した。これをうけ、各州では学習内容（何を教

えるか）の“レアプラン”と到達目標（生徒は

何ができるようになったか）の“ビルドュンク

スプラン”を作成している。 

ビルドュンクスプランには、到達目標に対し、

学年でできていなければならないことが明記さ

れている。知識だけでなく、学んだことを実践 

 

 

 

 

 

できる能力の獲得を目指している。 

 教育制度は１～４年生までが基礎学校、その

後は成績により基幹学校（州により名前は変わ

る）、実科学校、ギムナジウムと分かれる。５～

６年の基幹学校や実科学校を卒業すると職業に

関連する学校に進学し社会に出る。大学進学を

目的としているギムナジウムは、８～９年在学

する。一度進学するとほかの種類の学校に行く

のは容易ではなく、10 才で将来の職業の選択の

幅が狭められてしまうことに批判も出ている。

そこで州によっては１～10年生まで一貫して教

育する新しいタイプの学校も増えつつある。 

３ 学校訪問をして                     

シュツットガルト市では、教育機関と基礎学

校１校、統合学校１校、ギムナジウム２校を視

察した。ミュンヘン市では、教育機関、教員連

盟、基礎学校１校、基幹学校２校を視察した。 

（１）Ｍozartschule Neuhauzen 【基礎学校】 

１～４年生まで全 18 学級の大規模校で

あり、「言葉こそ世界に出ていく鍵」をコン

セプトに読解力や言語能力を高めることに

重点を置いていた。   

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドイツ語の発声や書き方の習熟】 

学校の前にある図書館を利用し、本を借

りてくるだけでなく、図書館で授業を受け

たりイベントに参加したりと本と接する

機会を多くつくっている。また、３年生が

１年生に読み聞かせをするなど表現力を

高める学習も行っていた。参観したどの教

訪問国：ドイツ 

研修テーマ：PISA型学力の育成 

所属名 千葉市立小谷小学校    

氏 名 仲 村 純 子     
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科でも、低学 年から自分の考えを発表す

る機会が多く取り入れられており、互いの

考えを伝え合う協働的な学習活動が工夫

されていた。さらに低学年より自然科学の

コンピテンツを高めることも重視してい

る。理科では実験を多く取り入れ、体験か

ら学び取ったことをまとめたり、実験コン

テストを開催したりなど意欲の向上を図

り、学校全体で科学的リテラシーを高めて

いる。 

（２）Grundshule am Hedernfeld 

【基礎学校】 

教育格差が大きい地域の学校であり、ド

イツ語の習得が不十分な移民や LD 等学習

に障害がある生徒が 35％在籍している。教

員だけでなくミュンヘン大学と連携し教育

実習生も指導に携わっている。元教員等の

ボランティアスタッフも入り、本の読み聞

かせや学習困難児への支援を行っている。 

この学校の特色は、障害のある子供たち

も同じ学級に入り学習するというインクル

ーシブ教育を推進していることである。子

供たちにとって、障害を「ハンディキャッ

プ」と捉えず「広がり」と捉える教育にあ

たっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本日の個別の課題】 

学習形態は一斉授業だけでなく、個別の

興味・関心や進度によって学習が選択でき

る形態がとられている。そのために別のス

ペースが用意されていたり、同じ教室内で

もヘッドホンをつけ集中できるようにな

っていたりと工夫がなされていた。また、

子供たちが一週間で習得すべき学習の内

容が設定されており、毎日一時間、教科も

自由に選択し個別に課題を進める時間が

設けられていた。廊下の一角に置かれた机

を使い一人で学習する子供数人が集まり

クイズ形式で進めていくグループ、パソコ

ンを使い調べ学習をする子供などそれぞ

れ違う方法で学習をしていた。どの子供も

自分に合った課題を進め、わからない時は

先生に質問し解決してから次に進んでお

り、自主的自立的に学習する力が身に付い

ていた。 

４ 研修成果の活用 

今回の視察では、ドイツが改革したコンピテ

ンツベースの教育課程と学習の個別化が、どの

学校でも効果を上げていると感じた。身につけ

るべき能力と、そのために発達段階で何をでき

るようにするのかがわかるようになっており、

保護者や子供たちに明示されていた。これらの

取組を参考に、ドイツで学んできたことを次の

ように活用していきたいと考える。 

〇学習のゴールを明確にした授業 

学習の到達目標を具体的に設定し、子供に何

ができるようになるのかがわかるようにしてい

く。段階的な指導計画の作成により一人一人の

学習状況がはっきり見えてくる。実態を把握し、

個々に必要な支援ができるよう、複数の手立て

を用意していかなければならない。また、子供

だけでなく保護者にも明示し、家庭と連携を取

りながら進めていくことも重要と考える。 

〇授業形態の工夫 

主体的・協働的な学習を進めていくために、

一斉授業だけでなく、個別の学習やペア、グル

ープなど様々な授業形態を工夫する。深い学び

を保障するために、指導計画の中で効果的に学

ぶにはどのような形態がよいのか柔軟に考えて

いく必要がある。教科の中心的な概念をしっか

り時間をかけて学び、それらを活用して問題解

決ができるような学習の設定、場の確保や考え

るための時間の保障など授業の工夫をしていき

たい。 
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１ はじめに 

PISA 型読解力調査の結果を見ると、日本の

児童生徒は自由記述の問題で無回答が多いとい

う結果が出ている。また普段の学習の際も積極

的に発言したり、根拠を明らかにして論理的に

話し合ったりする力が不足していると言われて

いる。 

今回訪問したカナダのオンタリオ州では、州

の示す学習到達度基準を大きく上回る児童生徒

を育成しており、PISA型学力の育成という視点

からも極めて大きな成果を上げている。そこで、

その具体的な取組と、教員の資質向上のための

方策を中心に研修した。 

２ カナダ・オンタリオ州の教育状況 

オンタリオ州では政府の公教育政策指針の中

核優先事項として「全体の学力向上」「学力格差

の縮小」「州民の公教育への信頼度の向上」の３

つを設定し、子どもの主体的な学習参加を促す

ための取組等が実行されている。教育の権限は

各州にあり、州教育省はカリキュラム基準の設

定、主な政策決定、資金の提供を担当し、各教

育委員会は年間予算の設定や独自事業の企画、

運営を行っている。 

オンタリオ州の教育は、教育省が作成する共

通カリキュラムに基づいて行われる。カリキュ

ラムは初等教育（幼稚園及び 1～8年生）と中等

教育（9～12 年生）に区分されている。このカ

リキュラムには、各教科を終えた時に身につけ

るべき知識や技能、テーマや実践例などが記載

されている。内容が時代のニーズに合っている

かを確認しながら 7～10年ごとに改訂が行われ

ている。また、教育の質を高めるという視点で

2003年に大きな教育改革が始まり、持続的な取

組として EQAO（Educational Quality and 

Accountability Office）がオンタリオ州統一学

力テスト（3、6、9年生）を実施することにな 

 

 

 

 

 

 

ったことも大きな特徴である。12年間もの間、 

一人一人の成績データを収集・管理しており、

教員が指導・支援を行う際に役立てている。 

３ 学校訪問をして  

（１）ヨーク大学 

ヨーク大学では 2015 年 9 月より教員養成 

課程を１年制から２年制に改編し、併修型（学 

士号取得と教職課程履修を並行して行う）、連 

続型（学士号を取得後、教職課程を履修する） 

ともに教員として学ぶべき内容を拡充した。 

①教員を目指す学生の教職課程について 

公費学校の教員として働く場合、学生はＯ

ＣＴ（オンタリオ州教員協会）によって認定

された教員資格が必要となる。ヨーク大学で

定められた必修科目としては教職に関する

科目として「教育原理」など 9科目、教科に

関する科目として「国語」など 6 科目、80

日間の実習、他には選択科目も履修している。 

PISA型学力という点では、特に選択科目の 

「言語的リテラシー」（読解）と「算数・数学」

（数学リテラシー）の２つが挙げられる。こ 

の科目を履修することにより、PISA型学力の 

向上に向けた指導法などの取組を学習するこ

とができる。どちらも、どのようなサポート 

が必要か、理解させる手立てにはどのような

ものがあるか、興味をもたせるための工夫な 

どについて確認をしながら学習している。 

②現職研修について 

教員向けの研修プログラムは OCTと協力し

ながら作成している。特に７年生頃の数学の

学力が低下していることから「Grade７and８

Mathematics」（７年生と８年生の数学指導法）

という科目が用意されている。その他にも教

育現場で必要な様々な指導法やスキルアップ

のための資格取得などの研修が行われ、多く

の教員が受講し、学んだ知識を生かして、児

訪問国：カナダ 

研修テーマ：PISA型学力の育成 

所属名 千葉市立こてはし台小学校    

氏 名 内 田 法 子     
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童生徒への日々の指導を充実させている。 

③教材開発と提供 

特に学力の低下傾向にある数学において、

理解が深められる教材を開発している。１つ 

の問題を示し、子どもの考え方や解き方を見 

て教員の指導法の改善策を考え、その指導法 

についての情報を提供している。各学校と連 

携を図ることにより子ども達の学びの質の向 

上を目指している。 

（２） アーチビショップ・ロメロ・カトリック 

中等学校 

①詩の授業（読解力の向上） 

全員で同じ詩を読み、自分の体験と照らし

合わせながら考えをまとめ、表現方法を工夫

しワークシートに記入した。 

次に班で発表し合い、考えの違いに気づい

たり、質問をして相手の考えを理解したりと

いった協働的な学びを通して読みを深めた。

最後は評価表をもとに本時の自分の活動を振

り返り、次時へのめあてをもった。 

②歴史の授業（根拠を明らかにした議論） 

  すでに学習している内容のため教科書は使

わず、歴史上の出来事に対してどのように考

えるか、手掛かりとなる発問を教師が行い、

考えを引き出していた。どの生徒も根拠を明

らかにし、自分の考えをしっかりともって説

得力のある伝え方をしていた。聞く側も要点

をとらえ、賛成、あるいは反対の意見を述べ

ていた。伝えたい思いを自分の言葉で巧みに

表現していた。 

 ③理科の授業（科学的リテラシーの向上） 

 

体験的な活動を大切にしており、実験や観

察を中心にカリキュラムを編成している。過

程を詳細にまとめることを通して、証拠に基

づき結論を導き出す能力を育んでいた。「書く

こと」「話すこと」「観察すること」を継続的

に評価し、この内容をもとに教え方の改善策

を常に考え、取り組んでいる。 

４ 研修成果の活用 

カナダでは PISA 型学力向上のために様々な

施策が講じられていた。 

まず、評価方法の工夫が図られていることで

ある。学習到達度をはかるために行う授業内評

価では、教師が授業中の活動の様子をもとに採

点するだけでなく、カリキュラムに沿って作成

された評価表を用いて自己評価を行わせること

に重きが置かれる。さらにその評価表を子ども

に返すことで、次の学習への意欲と、より明確

なめあてもたせるようにしていた。 

次に、児童生徒主体の問題解決型学習の導入

である。自ら課題を発見し、その解決に向けた

学習に積極的に参加する児童生徒の姿がいたる

ところで見られた。また、言語活動を適切に取

り入れることにより、一人一人が進んで発言を

し、主体的・協働的な学びが実現されていた。

このように、どの教科でも付けたい力に合わせ、

学んだことを活用する能力や応用力を身につけ

られるような工夫がなされていた。 

今後はこれらの学びを生かし、付けたい力に

合わせた最適な指導の在り方を追究するととも

に、活用力や応用力をさらに向上させるための、

個に応じた継続的な指導、支援の在り方を探っ

ていきたい。それには常に根拠を持って学べる

よう指導することや問題解決型の学習、適切な

評価とフィードバックによる学習意欲の向上が

重要だと考える。 

児童生徒の主体的な学びが実現されることを

目指し、学習プログラムの開発を進めていくと

ともに、これらの学びを校内及び本市の教職員

に広めていくよう努めていきたい。 
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