を使いこなせるような力を若い人たちにどのように

今日は「リテラシーの形成」ということで、新しいカ

つけていくのか、考える必要があるでしょう（図

リキュラムの在り方について、特にフィンランドの

24）。

教科書の分析などを通じて考えたいと思います。
日本の子どもの現状：学力調査から
PISA 調査で、学校で学習した知識・技能を日常
場面に活用する能力を測るリテラシーが、数学、
科学、読解の各側面で低下してきていると指摘さ
れています（図 1）。
図 24

私たちは今、生涯学習の分野で、子どもではあ
りませんが、失業された方々に対するセミナーな
どを通して、次のような知見を得ています。スキル
を教えてもほとんど意味がないのですが、セミナ
ーで、社会の構成や人とは一体何であるかとい
う、より本質的な議論をすることによって、受講者
は私たちとの対話の中で自己発見をし、自己を組
み替えていく力動性がとらえられているのです。

図１

こういうものをどう組み込みながら、社会がどんど
んフローになっていく時代において、主体として

それをもう少し心理学的に分析すると、実は

の子どもたち、または私たち自身がそこに存在す

PISA という課題の中でも、日常的な文脈を与えら

るということをどう保障するのかを考える必要があ

れているのですが、解き方が一つに決まるような

るのではないかと思います。

定型的な問題と、自由記述でいろいろな解答、い

生涯学習を胡散臭いといった院生その当の本

ろいろな考えを表現できるような問題が含まれて

人が、フロー化する〈わたし〉をとらえあぐねて、呻

います。そういうものをトータルに全国・学習状況

吟しているのではないか。私にはそう思えてなり

調査なども含めて分析すると、日本の子どもが得

ません。所与（さがすこと）ではなく、生成（うみだ

意なのは「できる学力」とまとめられます。これは、

すこと）こそが課題化される必要があるのでしょう。

一定の手続きやスキルを適用する、知っている事
実を再生するというものです。解き方が一通り定ま
るものを定型的問題と呼びますが、それを解決す

「リテラシーの形成―目標とカリキュラム―」

る、あるいは選択肢に対する判断を行うということ

藤村 宣之（教育内容開発コース）

です。それに対して日本の子どもは、知識を自由
に関連付けて、日常経験やほかの教科で学んだ

はじめに

こともつなげて考えて本質を理解していくような力

心理学の視点から、それぞれの教科の指導法
や学習方法、カリキュラムの問題を考えています。

や、それが反映されるような、解答が多様にある
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䈫䈇䈉䉮䊷䊅䊷䉅䈅䉍䉁䈜䈏䇮䈠䈖䈲ᖱႎ䈱䉋䈉䈭

ᄙ᭽䈭ⷞὐ䈪⺒䉂ข䉎䈖䈫䉕㊀ⷞ䈜䉎䈫䈖䉐䈏䈅

䈫䈖䉐䈪䇮ᦨᓟ䈮⏕䈎䉄䈱㗴䈪⚳䉒䉍䉁䈜䇯ᣣ

䉍䉁䈜䇯ቯဳ⊛䈭䈇䈪䈲䈅䉎䈱䈪䈜䈏䇮ⷞὐ䈲
ᄙ᭽䈪䈜䇯

ᧄ䈱ᣇ䈏䊕䊷䉳ᢙ䈲ᄙ䈇䈪䈜䈏䇮ౝኈ䈲䊐䉞䊮

ᣣᧄ䈱ᢎ⑼ᦠ䈱ಽᨆ
ෳ⠨䉁䈪䈮ᣣᧄ䈱䉅䈱䉅䈍䈞䈚䉁䈜䈫䇮ዊቇ4

䊐䉞䊮䊤䊮䊄䈱ᢎ⑼ᦠ䈱ಽᨆ㽳

ᐕ↢䈪᛬䉏✢䉫䊤䊐䈏 7 䊕䊷䉳䈓䉌䈇䈅䉍䉁䈜䇯

䈭ౝኈ䈏ᐲ䉅䈩䈐䉁䈜䇯䈢䈫䈋䈳䇮ᬀ‛䈱ᚑ
㐳䈏ᦨೋ䈲✭䉇䈎䈣䈦䈢䈔䉏䈬䉅ㅜਛ䈎䉌ㅦ䈒䈭

䈠䈚䈩ᣣᧄ䈱ᢎ⑼ᦠ䈪䈲ᦨᓟ䈮䇸䉇䈦䈩䉂䉋䈉䇹

䊤䊮䊄䈏䇮䉋䉍❗䈘䉏䈢ᒻ䈣䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯

䈠䉏䈎䉌䇮䊐䉞䊮䊤䊮䊄䈲䉴䊌䉟䊤䊦䈪䇮ห䈛䉋䈉

ห䈛䉋䈉䈭᳇᷷䈱䈫䈖䉐䈎䉌䉍䉁䈜䇯䈇䉐䈇䉐ૃ
䈢䉋䈉䈭䈇䈏䈅䉍䉁䈜䈏䇮․ᓽ䈫䈚䈩䇮䉁䈫䉄䈏

䈦䈢䈫䈇䈉䉅䈱䈏 ABCD 䈱䈉䈤䇮䈬䈱䉫䊤䊐䈮䈅䈢

䈅䉍䉁䈜䋨࿑䋷䋩䇯䇸᛬䉏✢䉫䊤䊐䈪䈲䇮✢䈱䈎䈢䉃
䈐䈪ᄌ䉒䉍ᣇ䈏䉒䈎䉍䉁䈜䇹䈫䈇䈉ታ⊛䈭⍮⼂䉕

䉍䉁䈜䈎䈫䈇䈉㗴䈏 6 ᐕ↢䈮䈅䉍䉁䈜䇯ᐲ䉅㘃
ૃ䈚䈢ౝኈ䈏⊒ዷ⊛䈮䈩䈒䉎䈱䈏․ᓽ䈪䈜䇯

䉁䈫䉄䈩䈇䉁䈜䇯䈖䈖䈪䈖䉖䈭䈖䈫䉕⠌䈦䈩䈇䉎䈱

䉅䈉৻䈧䇮Optional Themes 䈏৻⇟ᄢ䈐䈭․ᓽ䈭

䈮䇮㜞 1 䈮䈭䉎䈫䈭䈟䈅䉏䈣䈔䈪䈐䈭䈇䈱䈎ਇᕁ

䈱䈪䇮䈖䉏䈮䈧䈇䈩䈍䈚䈚䉁䈜䇯䈖䉏(࿑䋸)䈲䊐
䉞䊮䊤䊮䊄䈱䊃䉠䊦䉪䈫䈇䈉ㇺᏒ䈱ㄭ䈒䈱࿑䈪䈜䇯

⼏䈭䈱䈪䈜䈏䇯䈖䈉䈇䈉ᒻ䈪䉁䈫䉄䉎䈱䈏ᣣᧄ䈱
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Ⅳ⁁〝䉇䇮৻ㇱ䊐䉢䊥䊷䈮䈭䈦䈩䈇䉎䉅䈱䈏䈅

㗴䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈅䈫䈲䇮䈠䈱㗴㑆䈱㑐ㅪ䈏✭䉇

䉍䇮䈠䉏䉕䈦䈢㗴䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯䈇䉐

䈎䈭䉴䊌䉟䊤䊦䈮䈭䈦䈩䈇䉎䈫䈇䈉䈖䈫䈪䈜䇯

䈇䉐䈭䈇䈏䉁䉏䈩䈇䉁䈜䇯

࿑㧥

࿑㧤

㽲㽳䈲ᣣᧄ䈱ෳ⠨䈮䈭䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯㽴䈱䇸⸳

䈠䈱৻䈧䈏䇮〝䈱↪⠪ᢙ䇮↪บᢙ䈱䉫䊤

ቯ䈘䉏䈢ᄙⷞὐ䇹䈲䇮⑳䈲䈤䉊䈦䈫⇼䈪䈜䇯䈪䈐

䊐䈮ኻ䈚䈩䇮䇮ᄌൻ₸䇮ᐔဋ䈫䈇䈉ᒻ䈪䇮䈇䉐䈇

䉏䈳৻䈧䈱㗴䈱ਛ䈮䈇䉐䈇䉐䈭ⷞὐ䉕䈇䈣

䉐䈭㕙䈎䉌䈉䉅䈱䈪䈜䇯ోㇱ䈏ቯဳ⊛䈭㗴

䈚䈩䈇䈦䈩䇮䈠䉏䉕㑐ㅪઃ䈔䈢ᣇ䈏ሶ䈬䉅䈱ᔨ

䈪䈜䈏䇮䈇䉐䈇䉐䈭ⷞὐ䉕ਈ䈋䈩⠨䈋䈘䈞䉁䈜䇯

⊛ℂ⸃䈏ㅴ䉃䈱䈪䈲䈭䈇䈪䈚䉊䈉䈎䇯䈠䈉䈚䈭䈇䈫

ᢎ⑼ᦠ䈏䈠䈱ⷞὐ䉕⸳ቯ䈚䈩䈇䉎䈫䈖䉐䈏․ᓽ

⚿ዪ䇮䈢䈒䈘䉖㗴䉕䈚䈢ሶ䈏⥄⊒⊛䈮㑐ㅪઃ䈔

䈪䈜䇯

䉎䈱䈮છ䈞䉎䈖䈫䈮䈭䉍䇮䈠䈉䈜䉎䈫ቇജ㓚䈫䈚

䉅䈉৻䈧䇮࿑䉕䈉㗴䈪䈲࿑䈮〒㔌䈏

䈩䇮ᄙ䈒㗴䉕⸃䈒䊕䊷䉴䈮䈧䈇䈩䈇䈔䈭䈇ሶ䈱

␜䈚䈩䈅䉍䉁䈜䇯〒㔌䈱⿷䈚▚䈪ㇺᏒ㑆䈱〒㔌䉕
Ყセ䈘䈞䈢䉍䇮ᤨㅦ䈱㗴䈏䈅䈦䈩䇮〒㔌䉕᷹䈦

㗴䈏䈩䈒䉎䈱䈪䈲䈭䈇䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯․䈮㽴
㽵䈲㗴ᢙ䉕䈎䈭䉍ᄙ䈒䈜䉎䈖䈫䈮䈭䉎䈱䈪䇮䊐䉞

䈢ᓟ䈮䇮䈖䈱ᚲⷐᤨ㑆䈪ㅜਛ䈪ભᙑ䉕䈬䉏䈣䈔

䊮䊤䊮䊄䈱䉋䈉䈮㜞࿖ኅ䈪䈾䈎䈱ቇ⠌ⅣႺ䈏
䈠䉐䈦䈩䈇䉎䉋䈉䈭࿖䈲䈇䈇䈱䈪䈜䈏䇮ᣣᧄ䈱䉋

䉏䈢䈫䈐䈮ᐔဋᤨㅦ䈲䈬䉏䈒䉌䈇䈮䈭䉎䈎䈫䈇
䈉䈖䈫䈪䇮ㅦ䈘䈱㗴䉅䈖䈖䈮⚵䉂ㄟ䉖䈣䉍䈚䈩䈇

䈉䈭䈫䈖䉐䈲ኅᐸ䈱ᢥൻ⊛⾗ᧄ䈱㆑䈇䈭䈬䉅䈅䉎

䉁䈜䇯䈪䈜䈎䉌䇮৻䈧䈱䊁䊷䊙䈮ኻ䈚䈩ᄙⷞὐ䊶

䈱䈪䇮ኅᐸ䉇ੱ䈮છ䈞䈩䈚䉁䈉䈫䇮䈠䈖䈪ੱ
Ꮕ䈏ᄢ䈜䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉍䉁䈜䇯䈣䈎䉌⑳䈲㽲㽳

ⶄว⊛䈮䈉䈱䈪䈜䇯ᐞ䈧䈎䈱⾰䉕䈉䈩䈇䈐
䉁䈜䇯䈢䈣䇮㗴⸃䈱䊒䊨䉶䉴䈮䈇䉐䈇䉐䈭䊋

䈫䇮䈅䈫䈲ᄙⷞὐ䉕䉂䉖䈭䈪⠨䈋䉎䇮දห䈪តⓥ

䊥䉣䊷䉲䊢䊮䈏䈅䉎䈎䈫䈇䈉䈫䇮৻৻䉕䉂䉎䈫

䈜䉎䈫䈇䈉䈫䈖䉐䉕㊀ⷞ䈚䈢ᣇ䈏䉋䈇䈱䈪䈲䈭䈇
䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯

ቯဳ⊛䈫䈇䈉䈫䈖䉐䈏․ᓽ䈪䈜䇯
ᣣᧄ䈱ᢎ⢒䈮↢䈎䈚䈉䉎ⷞὐ䈲䋿

䊐䉞䊮䊤䊮䊄䈱䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈱ಽᨆ

䊐䉞䊮䊤䊮䊄䈱ᢎ⑼ᦠ䈱㗴᭴ᚑ䈱․ᓽ䈫䈚䈩䇮

䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈱ಽᨆ䈫䈚䈩䈲䇮↢ᶦቇ⠌䈮䈍䈇䈩

ᣣᏱᕈ䇮䊁䊷䊙ᕈ䈏䈅䉍䉁䈜䋨࿑䋹䋩䇯⸳ቯ䈘䉏䈢䇮

䈱ၮ␆䈫䈚䈩䈱䊥䊁䊤䉲䊷䈏㊀ⷞ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䋨࿑

ਈ䈋䉌䉏䈢ᄙⷞὐ䈱ⶄว⊛䈭㗴䇮ቯဳ⊛䈭

10䋩䇯䉁䈢䇮ሶ䈬䉅䈱ᵴേ䉇␠ળ⊛⋧↪䈮䈎
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䈎䉒䉎⋡ᮡ䈏⸳ቯ䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯䈠䉏䈏ℂ⸃䈮
ኻᔕ䈚䈩䈇䉎䈎䈫䈇䈉䈫䈖䉐䉁䈪䈲ᦠ䈎䉏䈩䈇䈭
䈇䈱䈪䈜䈏䇮⋧↪䈮䈎䈎䉒䉎䉋䈉䈭⋡ᮡ⸳ቯ
䉅䈅䉍䈉䉎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯

࿑ 11
䇸䉒䈎䉎ቇജ䇹䉕㜞䉄䉎䈢䉄䈱䇸දห⊛តⓥቇ⠌䇹
䈖䈖䈲䈚䈒䈲 2008 ᐕ䈱㜞ᐲൻ䉶䊮䉺䊷䉲䊮䊘
䉳䉡䊛䈪ႎ๔䈚䈩䈇䉁䈜䈱䈪䇮දห⊛តⓥቇ⠌䈫

࿑ 10

䈲䈣䈫䈇䈉䈖䈫䈮䈧䈇䈩䈲䇮䉋䉐䈚䈔䉏䈳䈠䈤䉌
䊥䊁䊤䉲䊷䈱ᒻᚑ䋺䈖䉏䈎䉌䈱ᣇะᕈ
ᓟ䈱ᣇะᕈ䈫䈚䈩䈲䇮ⷞὐ䉕ᢎᏧ䈏ਈ䈋䉎

䉕䈗ⷩ䈒䈣䈘䈇䇯ⷐ䈲ᄙ᭽ᕈ䈱䈅䉎䉋䈉䈭㗴䉕㒢
ቯ䈚䈩ਈ䈋䈩䈮តⓥ䈘䈞䇮䈠䉏䈮䈧䈇䈩ද

䈫䈇䈉䉋䉍䈲䇮㕖ቯဳ䈱䈇䉇䈠䉏䈮ኻ䈜䉎䊶

ห႐㕙䈪ᄙᢙᵷ䈱ሶ䈬䉅䈏䈇䉐䈇䉐⠨䈋䉕䈚

දหតⓥ䈭䈬䉕ㅢ䈛䈩䇮ሶ䈬䉅䈮⍮⼂䉕⥄⊒⊛䈮

ว䈉ਛ䈪䇮⍮⼂䈱㑐ㅪઃ䈔䉕࿑䉍䇮䉅䈉৻࿁ត

᭴ᚑ䈘䈞䉎䈖䈫䈏䇮ᷓ䈇ℂ⸃䈮䈲ᔅⷐ䈪䈲䈭䈇䈎䇯

ⓥ䉕㘃ૃ䈚䈢⺖㗴䈪ⴕ䉒䈞䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮䈠䉏

䈅䈫䈲䇮䉟䊮䉺䊤䉪䉲䊢䊮䉕ㅢ䈛䈢ੱ䈱ℂ⸃䈱ᷓ

䉕ੱ䈮ౝൻ䈘䈞䉎䈫䈇䈉ᣇᴺ䈪䈜䋨࿑ 12䋩䇯

䉁䉍䉁䈪䉕ⷞ㊁䈮䉏䈢䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈱ᒻᚑ䈏ᔅ
ⷐ䈪䈲䈭䈇䈎䈫⠨䈋䈩䈇䉁䈜䇯
ᔃℂቇ䈱ⷰὐ䈎䉌⑳䈲ቇജ䉕䊝䊂䊦ൻ䈚䈩䈇
䉁䈜䈏䇮䈠䈱࿑䈮⿒ሼ䈪␜䈚䈩䈅䉎䈱䈏࿁䈱
ᢎ⑼ᦠಽᨆ䈎䉌ෳ⠨䈮䈭䉎䈫䈖䉐䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜
䋨࿑ 11䋩䇯䇸䉒䈎䉎ቇജ䇹䉕㜞䉄䉎䈮䈲දห⊛តⓥ
ቇ⠌䈪㜞䉄ว䈉䈖䈫䈏ᄢಾ䈪䈜䇯䈠䈖䈪䊁䊷䊙ᕈ䇮
ᣣᏱᕈ䇮ᄙⷞὐ䈫䈇䈉䊐䉞䊮䊤䊮䊄䈱․ᓽ䈏↢䈎䈘
䉏䉎䈎䈫ᕁ䈇䉁䈜䇯
৻ᣇ䈪䇸䈪䈐䉎ቇജ䇹䉕㜞䉄䉎䈮䈲䇮♽⛔⊛䈭ቇ
⠌䈲䈅䉎⒟ᐲᔅⷐ䈪䇮䈠䈱䈢䉄䈮䈲ᚻ⛯䈐䉕ද
࿑ 12

ห႐㕙䈪䉅᭴ᚑ䈚䈭䈏䉌䇮䈠䉏䉕ㆡ↪䈚䈩䈇䈒䉋䈉
䈭ቇ⠌䈏ᔅⷐ䈮䈭䉍䉁䈜䇯䈠䈱䊔䊷䉴䈮䈭䉎䈱䈏

ዉ⺖㗴䈱䋺න䈅䈢䉍㊂
ౕ⊛䈭ౝኈ䈫䈚䈩䈲䇮䈋䈳න䈅䈢䉍㊂䋨࿑

දห႐㕙䈪䈱䉄ว䈇䈮䉋䉎䇸ቇ⠌䉕ᡰ䈋䉎ੱ㑆
㑐ଥ䇹䈣䈫⠨䈋䈩䈇䉁䈜䇯

13䋩䈪䈅䉏䈳䇮ㅢᏱ䈲ฝ䈱䉋䈉䈭ᒻ䈱ᢙ୯⸳ቯ
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䈪䈜䈏䇮䉇ඨಽ䈫䈇䈉䈱䈲ሶ䈬䉅䈮䈫䈦䈩㕖Ᏹ
䈮りㄭ䈭⠨䈋ᣇ䇮䈧䉁䉍ᣢ䈱ᣇ⇛䈭䈱䈪䇮䈠䉏
䈫න䈅䈢䉍䈫䈇䈉ᣂ䈚䈇ᣇ⇛䈱䇮ਔᣇ䈪⸃䈪䈐
䉎䉋䈉䈭㗴䇮ᄙ᭽䈭⸃ᴺ䈏䈅䉎䉋䈉䈭㗴䉕ዉ
㗴䈫䈚䈩⸳ቯ䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯න䈅䈢䉍䈫
䈇䈉䈱䈲‛䈱⾰䉕䈫䉌䈋䉎䈱䈮㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䈭
⼂䈭䈱䈪䇮䈠䈉䈇䈉䈫䈖䉐䈪දห⊛តⓥቇ⠌䉕ⴕ䈉
䈖䈫䈪䈜䇯

࿑ 14
ሶ䈬䉅䈱⊒㆐䉕ᡰ䈋䉎䉦䊥䉨䊠䊤䊛䇮ᬺ
䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈮㑐䈚䈩䈲䋬2009 ᐕ䈱㜞ᐲൻ䉶䊮䉺
䊷䉲䊮䊘䉳䉡䊛䈪䉅䈍䈚䈚䈩䈇䉁䈜䈱䈪䋬䉋䉐
䈚䈔䉏䈳䋬䈠䈤䉌䉅䈗ෳᾖ䈒䈣䈘䈇䇯ሶ䈬䉅䈱⊒㆐
䉕ᡰ䈋䉎䉦䊥䉨䊠䊤䊛(࿑ 15)䈫䈇䈉ὐ䈪䈲䇮䊐䉞䊮䊤
䊮䊄䈱䉋䈉䈭✭䉇䈎䈭䉴䊌䉟䊤䊦䈪㗴䈗䈫䈮㑐
ㅪઃ䈔䈩䈇䈒䈖䈫䉅ᄢಾ䈪䈜䈏䇮৻ᣇ䈪䇮䈬䈖䈏㘧

࿑ 13

べ䈱䊘䉟䊮䊃䈭䈱䈎䈫䈇䈉ౝኈಽᨆ䉕䈚䈦䈎䉍䈚䈢
䈪䇮⊒㆐ㆊ⒟䈮䈍䈇䈩₪ᓧ䈘䉏䈢⍮⼂䉕㑐ㅪ

ዉ⺖㗴䈱䋺ਃⷺᲧ
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䉰䉟䊮䇮䉺䊮䉳䉢䊮䊃䈣䈔䈪䈲䈭䈒䈩䇮りㄭ䈭䉴䊨
䊷䊒䈭䈬䈱䈐䉕䈫䉌䈋䈭䈏䉌ਃⷺᲧ䉕⠨䈋䈘䈞

䈫䉖䈪䈇䉁䈜䇯䊏䉝䉳䉢䈫䈇䈉ᔃℂቇ⠪䈏⊒↢
⊛⼂⺰䈫⸒䈦䈩䈇䉎䈱䈪䇮⑳䈲䉦䊥䉨䊠䊤䊛䉕⊒
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䈉⒳㘃䈱㊂䉕㑐ㅪઃ䈔䉎㕖Ᏹ䈮㊀ⷐ䈭නర䈪䇮ኻ
ᢙ㑐ᢙ䉇ਃⷺ㑐ᢙ䈱ℂ⸃䈻䈫䇮䈎䈭䉍⊒ዷᕈ䈏
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䉁䈜䇯
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