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はじめに

　近年、学習は次第に舞台の中心に移ってきた。その背景には、いろいろな影
響力がある。特に強い推進力は、私たちの世界の大きな変化であった。情報通
信技術（ICT）の急速な進歩、知識経済への移行、そうした変化への成長のた
めに求められるスキルの重要視といった大きな変化である。そのような変化の
中で、世界中の学校や教育システムは、そのデザインや教授法、学習へのアプ
ローチを見直す必要がある。学校教育、教授法、そして最も重要な「学習」は、
この急速に変化する社会の中でどうなっていくのだろうか。
　同時に、人が学ぶ方法、心や脳の発達の仕方、関心の持ち方やその個人差な
どについての実証的研究が急速に発展してきた。これらの学習の科学において
強調される重要性は、次の点である。

何が教えられ、どのように教えられ、
学習がどのように評価されるか、を見直す。

　学習の科学は、最善の学習法についての理解を何よりも豊かにしてくれるし、
従来の学校のほとんどの学習環境が最善とは言いがたいことを示している。教
室や学校、教育システムはこうした状況を一晩で変えることはできないが、少
なくとも優れた学習を生み出すための環境を受け入れようとはするだろう。も
し、今日の学校が学習についての知識を活用するよう設計されれば、明日の世
代は、こうあってほしいと考える、もっとパワフルな学習者、熟練した働き手、
積極的な市民になるだろう。
　OECDの「イノベーティブな学習環境」（Innovative Learning Environments）
プロジェクトは、その可能性を実現するために役立つ資料を提供しようと試
みてきた。『学習の本質：研究の活用から実践へ（The Nature of Learning: 
Using Research to Inspire Practice）』と題した本書もその1つであり、学習と
その応用例の多様な面にわたる広範な研究成果に基づくものである。本書は、
21世紀の学習環境デザインのためのパワフルな知識ベースを提供する。
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　この付録は、『学習の本質』本編の要約であり、実践家や指導者、助言者、
政策担当者、そして学習環境デザインの改善に興味を持つすべての人を対象と
し、本編全体から重要なメッセージや原則を取り出して作成した。まとめられ
た原則は、教室現場での日常の実践、そして将来の教育プログラムやシステム
にも情報を提供する指針として役立つ。この要約は、「実践用ガイド」であり、
もっと詳しい内容を知りたい方は、『学習の本質』本編を読んでいただきたい。
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第1節　学習の基本的条件

　学習の科学は、私たちがどのように学んでいるかについての優れた理解をも
たらす豊かな研究領域である。その学習の基本的条件についての理解は、私た
ち学習者を学習の成功へ効果的に導いてくれる。

人はいかに学ぶか?
　20世紀を通じて、学習の概念は重要な変化を遂げた。現代の有力な考え方
は、社会構成主義である。この考え方では、他者との「社会的交渉」の中で「状
況」づけられ、「能動的に構成された」文脈により、学習が形成されると理解
される。この理解に基づけば、学習環境は次のような場となる。

 ●構成的で自己調整的な学習が育てられる。
 ●学習は文脈に敏感に応じる。
 ●時には協働的になりうる。

　理論的概念は教室へ応用するための具体的な形をとらないことが多いが、優
れた理論であれば、教師がその計画や教育的実践に柔軟に創造的に使うことが
できる。同時に、すべての学習が教室で生じるわけではなく、家庭、スポーツ
の場面、博物館などでも多くの学習が生じることもあれば（ノンフォーマル学
習）、時には、気付かないうちにたやすく生じることもある（インフォーマル
学習）。

適応的熟達化
　多様な科目の学習に関わる教授の究極の目標が、「適応的熟達化」（adaptive 
expertise）の力の獲得にあることを多くの学者が認めている。この力は、多
様な状況で学んだ知識やスキルを柔軟かつ創造的に意義深く活用する能力で
ある。これは、1つの教科や学問を固定的で型通りに学ぶような熟達化の獲得
を超える力である。むしろ、核となるコンピテンシーを変化させ、自分の熟達
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化の幅と深みを継続的に発展させる意思や能力を含んだものである。それゆえ、
適応的熟達化は、「生涯学習」にとって中核をなすものと言える。
　適応的熟達化の発達を促す各種の幅広い教育学的アプローチがある。

 ●指導型学習：フィードバックや意見、報奨を提供しながら、学習目標、学習
方略、成果の評価法など、関連する主な決定を教師が行う。
 ●行動学習：学習目的を決めるにあたり、指導型学習よりも学習者がいっそう
多くの能動的役割を果たす。このアプローチには、学習者自身による自己
組織化や自己計画化という強力な要素がある。
 ●経験学習：教師によって統制されるものではなく、あらかじめ決められた目
的もない。学習内容は、その文脈や学習者の動機づけ、学習者と接触する
他者、そこで発見されるものなどに依存する。学習内容は、参加した活動
の副産物である。

　適応的熟達化の向上的獲得を支えるために、この3つのアプローチの調和の
とれた統合的な活用が求められる。そのような調和によって、教師は必要に応
じて指導をしたり体制をつくったりでき、生徒も十分な自己調整・自己決定学
習を行うことが可能になる。学校や教室外などの多様な状況で生じる偶発的な
学習による意図せざる結果、つまり「表出効果」への開かれた機会を持たなけ
ればならない。

学習の守人：感情と動機
　「感情」は、学習の重要な守人（gatekeeper）である。感情と認知は、学習
を導き、脳の中で途切れなく働いている。肯定的な感情は、たとえば長期的な
想起をもたらすし、否定的な感情は、脳内の学習プロセスを妨げ、時には学習
が行われた後も生徒に学習の内容をまったくあるいはほとんど思い出させない
ようにしてしまう。
　このことは、教授と学習にとって重要な意味を持つ。否定的な感情の状態は、
生徒が学習環境にもたらす外部環境や教室環境の結果でもある。学習機関が学
習者の感情やその発達に関わるべきかどうかの議論は的外れであり、学習機関
が認知的な発達に責任を負うのであれば、同様に感情の発達についても責任が
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求められる。
　「動機」は、意味のある知識やスキルの習得を生徒に保証する。感動のように、
学習課題の取り組みに向かわせる積極的な動機の存在は、生徒を学習に熱心に
取り組めるようにする。生徒が動機づけの仕組みに気付き、動機が学習にどの
ように影響するかを知るよう助ければ、生徒はさらに優れた学習者になる。教
師は、生徒の進歩をそばで見続けて、生徒がいつも新しいことをできるように
する必要がある。教師の期待が生徒の成果に重要な影響を及ぼすので、教師の
期待は前向きでありながらもなお生徒の現実に即したものでなければならない。
生徒が用いた学習方略やその学習成果をどう感じたかを振り返るためにも、教
師は生徒に振り返りのための時間や場所、サポートを提供する必要がある。生
徒の経験がネガティブなものの場合、そのネガティブな経験がもたらす動機づ
けへのショックを補うために、十分な成功体験を提供する必要があるかもしれ
ない。さらに一般的に、学習環境は、生徒の個人的な関心や内在的な動機が明
確に理解され、育てられることをねらいとする必要がある。

動機づけの8つの主要原則

　生徒が学習に取り組むよう強く動機づけられるのは、次のような場合である。
1） 期待されていることをやりきる十分な能力があると感じているとき。
2） 行動と達成の間に安定した関連があると認識するとき。
3） 教科に価値を見出し、明確な目的意識を持つとき。
4） 学習活動に肯定的な感情を経験するとき、学習への取り組みがより強く動機

づけられる。
5） 学習活動に否定的な感情を経験するとき、学習から関心をそらす。
6） 感情の強さ、長さ、そしてその表出に影響を与えることができるとき、学習

に対する認知的リソースを自在に扱うようになる。
7） リソースを使いこなし障壁にうまく対処することができるとき、学習にがん

ばって取り組むようになる。
8） 環境が学習に望ましいと認識するとき、動機規律方略を用い、学習に取り組

もうと、より強く動機づけられる。
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　感情は、教師にとって診断的価値を持つ。というのも、感情は、その人が知
っていること（認知）、取り組んでいること（関わり）、興味を持っているこ
と（関心）に基づいて現れるからである。教師は、生徒たちの動機に関する考
え方について自覚的である必要があるし、かれらの感情に敏感である必要もあ
る。そのような情報が、生徒の学習プロセスの設計に役立つからである。教師
自身の行動やその教授活動、そして評価の実践は、生徒の特定の感情や動機づ
けを引き出す。逆に、生徒の感情は、そこで生じる学習の質に影響する。幸い
にも、感情の調節によって、否定的な反応を減らすこともできるし、感情規律
方略といった対処的方法（コーピング）をとることもできる。そこに関わる方
略は、再評価を含み、もっと肯定的な方法で状況を再構築するものであり、個
人の問題としてではなく（脱個人化）、あまりに個人的な挫折を生む結果をも
たらすものでもなく、むしろ自分に対して客観的であるように学習者を促すの
である。

量を超える質
　現代の認知科学によれば、知識と理解の質は、獲得した知識の量よりも重要
である。知識はまた多重的ないろいろな面を備えている。つまり、抽象的な概
念としての知識もあれば、日常的な問題を解決するのに有効な知識もあり、複
雑でダイナミックな問題状況を克服するための知識もある。こうした面のすべ
てが、一人の人間のコンピテンスに属しながら相互作用しているのである。あ
る領域（ドメイン）について非常に多くの知識の量があったとしても、その人
の知識の構造がうまく構成されないときは、自分が関わる現実の生活問題の解
決にその領域の知識を使うことはできないだろう。

　この研究から学習環境の構造と学習に関する横断的な成果が得られる。
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第2節　学習の7つの原理

　このプロジェクトでは学習の本質を探究してきたが、その探究は、学習環境
に多様な形で応用できる有意義な認知的、情動的、生物学的、その他の分析の
視点を通して行ってきた。21世紀の学習環境の発展へのガイドとして、この
研究の成果を7つの横断的な「原理」にまとめた。

原理1　学習者を中心とする

 ●学習者が学習環境の中心的なプレイヤーであり、いろいろな活動が学習者
の認知と成長を重点目標とする。
 ●学習活動は、生徒たちに積極的な参加や能動的な探究を通じて、自身の学
習を構成させるようにする。
 ●いろいろな教育方法の併用が求められる。指導型学習や行動学習を含め、
共同学習、調べ学習、サービス・ラーニングなどを用いる。
 ●この環境は、「自己調整的な学習者」の発達を目的とする。その学習者は、
－メタ認知スキルを向上する。
－自身の知識の獲得と活用状況を観察し、評価し、最適化する。
－学習のプロセスで自身の感情と動機づけを調整する。
－勉強時間をうまく管理する。
－自身の少し高めの特定の目標を設定し、その目標を観察できる。

　効果的な学習環境は、その中心的参加者として学習者を認め、学習者の活動

的な関わりを促進し、学習者としての自身の活動の理解をその内に育てていく。
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原理2　学習の社会性を重視する

 ●神経科学によると、私たちは社会的相互作用を通して学ぶ。学習の組織は
高度な社会性を持つべきである。
 ●適切に組織され構成された共同のグループワークは、成績の向上とともに、
行動面でも情緒面でも非常に大きな効果をもたらす。共同学習の方法がど
の生徒にも有効である理由は、学習者の持つ能力をうまく引き出すからで
ある。
 ●個人が行う調べ学習や自習も当然重要であり、生徒の成熟に応じて自律的
な学習の機会を増やさなければならない。

原理3　感情が学習にとって重要である

 ●学習は、感情や動機づけ、認知のダイナミックな相互的影響から生まれる。
 ●学習者の自己肯定感は、一般的教科や特定教科の深い理解と「適応的コン
ピテンス」にとって重要な要素となる。
 ●感情は「ソフト」とみなされる傾向があり、理論によれば、その重要性が
実践において認められるのは非常に難しい。
 ●生徒たちが持ついろいろな動機づけに注意することは、学習を最初から、
そしてその後も効果的なものにするが、学習の楽しさを増すものではない

（効果も楽しさもあることが望ましい）。

　効果的な学習環境は、学習の社会的本質の基礎となり、うまく組織化された

共同学習を積極的に促進する。

　効果的な学習環境内にいる学習の専門家は、学習者の動機づけや達成感情の

重要な役割を高度に調和させる。
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原理4　個人差を認識する

 ●生徒たちは、学習の基礎となるいろいろな方法に多様に対応する。既有知
識や能力、学習の考え方、学習のスタイルや方略、興味、動機、自尊心や
感情などにおいて。また言語的背景や文化的、社会的背景といった社会環
境要因においても多様である。
 ●既有知識は生徒たちそれぞれで多様だが、個人が上手に学ぶ方法に既有知
識は大きな影響を持つ。
 ●効果的な学習環境は、適応性を必要とする。適応性とは、各学習者やグル
ープ全体が学習を維持できる方法で、その個人差や生じた差異を振り返る
力である。「個人を全体に合わせる」という方法をとらないことがこの課題
解決につながるだろう。

原理5　すべての生徒を伸ばす

 ●個人差や個人のニーズの正確な把握を行うことにより、十分達成できる挑
戦的課題の提供につながり、達成した水準や能力以上の段階へ導くことが
できる。同時に、意義ある時間を持つためには、誰でも簡単にやれるよう
な課題を提供すべきではない。
 ●高い成績の生徒が低い成績の同級生の学習支援を通じて学び、それによっ
てすべての学習者の成長を伸ばすことができる。
 ●詰め込みや強制、過剰なプレッシャーは意欲を失わせるので、過度な負担
を避けることが必要である。

　効果的な学習環境は、学習者間の個人的な差異、既有知識を含む差異に非常

に敏感である。

　効果的な学習環境は、ハードワークを要求するプログラムや過度な負担を取

り除いて取り組めるプログラムなど、いろいろなプログラムを工夫する。
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原理6　学習のアセスメントを活用する

 ●効果的な学習環境では、何が期待されているか、学習者が何をしているか、
そして「なぜか」を明確に示す必要がある。そうしないと、生徒の動機づ
けが失われ、生徒は全体の知識枠組みの中でのバラバラな活動に適応でき
なくなり、自己調整的な学習者へと成長できない。
 ●形成的アセスメントを充実させ、きちんと正規の形で行い、有意義なフィ
ードバックを提供する必要がある。各学習者にフィードバックを行うととも
に、フィードバックから得られた知識は、効果的な学習環境の方向性と実
践の形成に役立てるようにすべきである。

原理7　水平的な関係をつくる

 ●学習の重要な特徴の1つは、階層化した知識内の多くの基本的要素を組織
化することで複雑な知識構造を組み立てていく点にある。その知識構造を
うまく構成できるなら、そうした構造は新たな状況にも転移できるような理
解の力を提供する。これが21世紀の重要なコンピテンシーとなるのである。
 ●学習者にとって、関係性と「水平的なつながり」を理解する力はまた、学
校の学習環境とより広い環境や社会とのつながりを理解する力として重要
である。この力が生み出す「真正の学習」こそ、深い理解を育てるのである。

　効果的な学習環境は、明確な期待を伴って作用し、そうした期待と一貫した

アセスメント戦略を展開する。そこでは、学習を支える形成的なフィードバッ

クが特に強調される。

　効果的な学習環境は、知識や教科の領域を超え、広い世界や地域にわたる「水

平的なつながり」を強力に促進する。
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第3節　21世紀の重要な変化

　大きな変化が生じている以上、学習環境をもう一度設計し直すことが重要に
なっている。その変化は、21世紀に生きる市民にとって重要なスキルと能力
を再定義することを求めている。その変化とは、テクノロジーと知識経済であ
る。

テクノロジー ▼ ▼ ▼

　将来にわたるテクノロジーの変化：さらに速まる変化を伴い、テクノロジー
はたちまち発展してきた。このことは、はるかに大きな結果をもたらしてきた。
情報革命は、私たちが働き、遊び、読み、書きする方法を変えていく。個々人
のレベルから世界規模まで社会や経済の本質を変えていく。私たちは、情報通
信技術の信じられない発明と成長時代に生きている。

知識経済 ▼ ▼ ▼

　「工業」経済から「知識」経済への激しい変容：大きな技術革新を伴いながら、
経済活動の中心的原動力は、今や知識である。他の国々や世界の各地域への移
転は、自分たち社会の「再技術化」に焦点があてられいる。知識が基本的な土
台となりつつあるということは、学習もまたそうなのである。

▼ ▼ ▼ 21世紀のコンピテンシーを伴う自律的な生涯学習
　新しい知識や技術を継続的に学び、活用し、自分のものとしていく力は、こ
れまであまり重要とされなかった。生徒や学生は、自律性を持った生涯にわた
る学習者になる必要がある。とりわけ、まだ存在しない仕事に備えて、発明さ
れていないテクノロジーを使い、問題として認識されていない問題解決に備え
るためにも。
　生涯学習――人が生涯にわたって継続的に発達させる能力――は、不可欠で
あり、その力によって市民は、自分が必要とする内容やコンピテンシーを学ぶ
ために重要な資源や支援を得ることができる。学び続ける力は、「適応的熟達
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化」の力の発達にとって根本的なものである。つまり、多様な文脈や状況の中
で柔軟かつ創造的に学んだ知識やスキルを意義深く活用する力である。
　生涯学習、21世紀スキル、「適応的熟達化」の3つは、絶え間なく高度化し、
高度な知的能力が求められる世界においてきわめて重要である。全体的な社会
や職場で重点がおかれるようになってきた高次のスキルは、次の能力を含む。

 ●複雑な情報を生み出し、処理し、分類する力
 ●体系的、批判的に考える力
 ●多様な形態の証拠や根拠を比較検討して決定する力
 ●多様なテーマについて意味のある問いかけを行う力
 ●新しい情報に対して柔軟に適応できる力
 ●創造的に取り組む力
 ●現実の世界に存在する問題を見定め、解決する力
 ●複雑な概念を深く理解する力
 ●メディア・リテラシー
 ●チームワークと社会的なコミュニケーションスキル

　生涯にわたる自律的な学習の基盤を築くことは、若い頃から始まる。生涯学
習に関する多くの議論は、人生後期の段階に焦点をあてるが、現実には、人生
の早い段階で獲得すべき知識やスキル、価値観、態度を生涯学習の習慣の基礎
として提供することが重要である。学校はそうした基礎を築くためのきわめて
重要な組織であるにもかかわらず、こうした視点からの働きが無視されてきた。
　21世紀のコンピテンシーの教育にとってもこのことは同様である。多くの
学校や教室で提供されている多くの教育モデルはなお、生徒を産業社会へ準備
することを目的としているが、知識を基盤とした組織や社会、経済の中心的な
活動とはあまりに異なっている。
　カリキュラムや学習経験、全体的な学習環境は、学習経験を通じて計画的に
組み合わされた21世紀スキルとともに、自律的な生涯学習のスキルや考え方
の育成を中心としなければならない。
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形成的アセスメント

　形成的アセスメントは、学習者や教師、学習それ自体の情報を継続的にもたら
すフィードバックの提供によって学習者を優れた成果に導く。
　そこには3つの重要な質問が向けられる。

 ●学習者は、学習のどこに位置しているか？
 ●学習者は、どこへ進もうとしているか？
 ●学習者は、目標を達成するために何をしておく必要があるか？

共同学習

　本質的に、生徒たちは、共に活動し、自身の学習と同じように他者の学習に責
任を持つ。考えることを重視し、高次の学習の増加につれて、能力別クラス編制
に代わるものとして、生徒たちに少ずつ共同活動の力を準備する方法として、共
同学習は一定の教育的利益を持ちつつある。

テクノロジーを活用した学習

　テクノロジーが使える学習への学習者中心アプローチは、学習者の力になるこ
とができるし、これまではできなかった優れた学習経験を活用できる。テクノロ
ジーはまた、効果的な学習環境内で他のブロックにとって重要な道具を提供する
こともある。個別化や共同学習、形成的アセスメントの運営や各種の調べ学習法
に役立つ。
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調べ学習

　生徒は高次の認知的スキルを発達させる機会を求めている。調べ学習は、そう
するための重要な1つの状況を提供する。調べ学習は、継続的な参加、共同、調
査、資源の管理、意欲的な行動や成果の発展を求める複雑で意義あるプロジェク
トにより行われる。関連した方法には次のものがある。

 ●プロジェクト型学習
 ●課題型学習
 ●デザイン型学習

サービス・ラーニング

　サービス・ラーニングの手法を用いた教育は、重要な学業教科の学習目標と一
体になったコミュニティサービスに生徒を取り組ませる。この経験的アプローチ
は、コミュニティの本当に現実的な世界に基づく状況に応じた学習経験を生徒に
提供することを前提としている。

家庭と学校のパートナーシップ

　家庭は私たちにとって、最初に大きな影響を及ぼす学習環境である。家庭と学
校の間に構築された環境は、学習者の成功にとってきわめて重要である。家族へ
参加を促す個人的な招待へと広げることも含めて、子どもの学校教育への家族の
積極的な参加もそこには含まれる。放課後プログラムや課外活動もまた家族とつ
ながる方法を提供し、家庭と学校のさらに大きな関係を提供する。
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第5節　結論

　本書『学習の本質』は、教育の実践にとって重要な教訓を明らかにするため
に、非常に広範囲の学習の研究をレビューしている。その教訓を、学習環境の
計画のガイドとするために一組の「原理」として要約し、次にまとめた。

 ●学習者を中心とする
 ●学習の社会性を重視する
 ●感情が学習にとって重要である
 ●個人差を認識する
 ●すべての生徒を伸ばす
 ●学習のアセスメントを活用する
 ●水平的な関係をつくる

　この「原理」には、あまり新しいものがないので対応しやすいかもしれな
い。本書『学習の本質』は何十年もの研究のレビューを行ったという点で、個々
の研究成果や提案の多くと必然的に親密な関係にある。その影響力と妥当性は、
個別に個々の研究から取り入れられたものではないが、また、なじみのない方
法で公式化されたものでもない。その影響力と妥当性は、全体として了解できる
ものから導かれている。

　さらに、主張しておきたい点は、次の通りである。

　すべての原理は、本当に効果的だと判断される学習環境の中に求められるべ
きである。
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　この観点からみれば、こうした「原理」で定義された課題は、実際に求めら
れるものであるにもかかわらず、多くの典型的な学校や教室にはほとんどみら
れない。「原理」は、多様な学習環境の中で同じようには実現されないし、異
なる時代の同じ学習環境でも実現されないだろう。それぞれの原理は状況に応
じて柔軟に順応する。しかし、その1つでも欠ければ、その他の原理に重点を
おいても、有効性がなくなってしまう。すべてが必要なのである。
　「原理」は、教育的な目的の説明を提供する。たとえば、「個別化」や「包摂
化」は、学習のために意義があると考えられる内容を通じて教育を改善する努
力への広い支援を求める。「自分で」学べと青少年に機会を単に提供するとい
うよりは、学習のデザインや調和のとれた組織化がいかに重要か、を原理が示
すのである。同じように、教師や直接的な関わりを持つ人々に、この原理は高
水準の専門性を求めている。
　この実践用ガイドは、教員や実践家、そして教育指導者といった人々、本書
から多くの利益を得る人々のために、膨大な学習に関する文献の中から重要な
メッセージや研究成果を提供するためにまとめられたものである。


