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背景 

• OECD東北スクール 
（OTS）プロジェクトの実際的および潜在
的な影響に関する調査 

• 今回の調査で検証された2つの重要な仮
説：  
– OTSプロジェクトに起因した教育の革新に関する
新規かつ独自のパターンの誕生 

– OTSによるイノベーションモデルは、日本や他の国
における教育の発展に対し、重大かつ潜在的な
影響を有している可能性 



テーマ 

• OTSプロジェクトの理解 
 

• OTSプロジェクトの影響および 

21世紀スキルの開発との関連性 
 

• 「東北変革モデル」 
 

• 日本やその他の国におけるOTS 

プロジェクトの潜在的影響 



OTSプロジェクトが有する 
特質の理解 

• OTSプロジェクトの特
質： 確認された具体的
な特質は16点 

• 日本の既存の教育ア
プローチを基にしたイ
ニシアティブ 



確認された特質/1 

–大災害後の尋常でない状況 

–外部（学校以外の）目標の重視 

–校外活動の重視 

–地域の協力に基づくモデル 

–外部ステークホルダーの深い関与 

 



確認された特質/2 

• 限定的な参加校の関与とそれらの学校
への影響 

• 生徒による管理 

• 多数の著名かつ重要な関係者の存在 

• 強力な国際的要素 

• ボトムアップ型のイノベーションモデル 



確認された特質/3 

• 適度に協力的な教育政策 

• 分野横断的な広がり 

• 概念的折衷主義 

• 内的多様性 

• 分散型リーダーシップ 

• ネットワーク化された組織構造 



OTSプロジェクトが有する 
特質の理解 

• OTSプロジェクトの特
質： 確認された具体的
な特質は16点 

• 日本の既存の教育ア
プローチを基にしたイ
ニシアティブ 



既存の物事をベースに構築 

• 学校での課外活動（特別活動、部活） 

• コミュニティスクール 

• 青年運動における教育 

• 統合的学習 
（総合的な学習：総合学習） 

• 積極的かつ協力的な指導方法 

• オルタナティブ教育（代替教育） 



OTSプロジェクトが有する 
特質の理解 

• OTSプロジェクトの特
質： 確認された具体的
な特質は16点 

• 日本の既存の教育ア
プローチを基にしたイ
ニシアティブ 



テーマ 

• OTSプロジェクトの理解 
 

• OTSプロジェクトの影響および 

21世紀スキルの開発との関連性 
 

• 「東北変革モデル」 
 

• 日本やその他の国におけるOTS 

プロジェクトの潜在的影響 



 
OTSプロジェクトの影響 

 
• 実際に見られた3つの影響 
–学校への影響 

–教師および教育手法への影響 

–生徒への影響 

• 21世紀スキルの開発におけるOTS
プロジェクトの関連性 



学校への影響 

• 影響は小さい： プロジェクトに 

参加する生徒が通う学校への 

影響のみ。 

• これらの学校のリーダーはプログラム
を十分に認識している模様で、その活
用も希望している。 

• 「総合学習」科目は、OTSプロジェクト
の成果を活用するための潜在的領域
とみられている。 



OTSプロジェクトの影響に関する 
担当教師による見解の分布 

 （N＝26） 

質問：「あなたの学校（現在勤務中の学校）に対する東北スクールプ
ロジェクトの影響は？」 

大きな影響なし 

わずかに影響あり 

大きな影響あり 

学校の在り方が完全に変化 

わからない／未回答 



 
OTSプロジェクトの影響 

 
• 実際に見られた3つの影響 
–学校への影響 

–教師および教育手法への影響 

–生徒への影響 

• 21世紀スキルの開発におけるOTS
プロジェクトの関連性 



教師および教育手法への影響 

• プロジェクト参加教師 
にのみ多大な影響  

• 教師と生徒との関係の抜本的な変化 

–教師による新たなスキルの獲得（プロジ
ェクトベース型学習の応用など） 

– 「生徒から学ぶ教師」 



教師によるOTSプロジェクト支援に関する意見 
 （N＝26） 

質問：「以下の文章をどう思いますか？」 「東北スクールプロジェクトは、プロジェク
ト参加校において教育および学習に対する教師の考え方に多大な影響を及ぼし
ている。」 



 
OTSプロジェクトの影響 

 
• 実際に見られた3つの影響 
–学校への影響 

–教師および教育手法への影響 

–生徒への影響 

• 21世紀スキルの開発におけるOTS
プロジェクトの関連性 



生徒への影響 
最も大きな影響あり。 
 

「開放的な状況下での新規かつ自主的な
問題解決方法の発見、自分の意見や希望
の明確な表明、より多くの聴衆の前での発
表といった能力に改善が見られている」  
 

（参加した教師のコメント） 



OTSプロジェクトに参加した学生と 
しなかった学生との差異 

（N＝26）  

質問：「東北スクールプロジェクトに直接参加した学生と参加しなかった学生との間に見られ
る違いは？」 

参加生徒の方
がより 

復興作業で 
直面する 
困難に 
関して 
理解を 

深めたようだ 

参加生徒の
方がより考え

方が 
大人に 
なった 
ようだ 

参加生徒の
方がよりモチ

ベー 
ションを 
高めた 
ようだ 

参加生徒の
方がより創造

性を 
高めた 
ようだ 

参加生徒の
方がより積極
的に授業に 

臨むようにな
った 
ようだ 

参加生徒の
方がより地域
コミュニティで
の生活に関わ
りを深めた 
ようだ 

参加生徒の
方がより起業
家精神を深め、 
経済活動へ 

の参加意欲を
高めた 
ようだ 

参加した 
生徒と 

参加していな
い生徒に 

大きな違いは
見られない 

同意しない 同意する 



参加学生による「OECDキーコン
ピテンシー」の開発 

（出典：田熊美保 ― OECD東北スクールでの学生による 
事前／事後自己評価の概要。 2013年11月15日） 

A. 相互作用的に道具を用いる A1.言葉、シンボル、テキストを 
双方向的に使いこなす力 

A2.知識や情報を双方向的に使いこなす能力 A3.技術を双方向的に使いこなす能力 

B. 異質な集団で交流する 
 

B1.他人といい関係を作る力 

B2.協力する、チームで働く力 B3.争いを処理し、解決する力 
 

C. 自律的に活動する C1.大きな展望の中で活動する能力 
 

C2. 人生設計や個人的プロジェクトを 
設計し実行する力 

 
C3. 自分の権利、利害、限界やニーズを 

相手に伝える力 

 

1：この点について、自分のスキルは大幅に向上した。大変得意である。 
2：この点について、自分のスキルは向上した。得意である。 
3：この点について、自分のスキルはある程度向上した。平均レベルである。 
4：この点について、自分のスキルは向上しなかった。あまり得意ではない。 
濃い青：OECD東北スクール参加前（2012年3月以前） 
薄い青：OECD東北スクール参加から1年（2013年3月） 
 



「OECDキーコンピテンシー」の向上  
総合スコアの上昇（％） 

（田熊美保によるデータを基にして計算 ― OECD東北スクールでの事前／事後自己評価の概要。 2013年11月15日） 

 

協力する、チームで働く 

他人といい関係を作る 

知識や情報を双方向的に使いこなす 

技術を双方向的に使いこなす 

人生設計や個人的プロジェクトを設計し実行する 

大きな展望の中で活動する 

争いを処理し、解決する 

言葉、シンボル、テキストを双方向的に使いこなす 

自分の権利、利害、限界やニーズを相手に伝える 



テーマ 

• OTSプロジェクトの理解 
 

• OTSプロジェクトの影響および 

21世紀スキルの開発との関連性 
 

• 「東北変革モデル」 
 

• 日本やその他の国におけるOTS 

プロジェクトの潜在的影響 



東北変革モデル 
• 危機的状況によって生まれた特別の 
機会の活用 

• 「イノベーション・フレームワーク」 
– 議論を通じて複雑な問題に対する共通のソリューションを発見
する開放的な場 

– 一定レベルの「戦略的なあいまいさ」および分散型リーダーシ
ップの維持 

– 外部関係者を含めた、公的システムと外部世界との境界線に
ある「グレーエリア」での活動継続 

• 比較的高レベルの変化忌避を伴った、教育
システムに関する変革モデル 



テーマ 

• OTSプロジェクトの理解 
 

• OTSプロジェクトの影響および 

21世紀スキルの開発との関連性 
 

• 「東北変革モデル」 
 

• 日本やその他の国におけるOTS 

プロジェクトの潜在的影響 



日本および海外における 
OTSプロジェクトの潜在的影響 

• 日本 
– 各種フォローアップ・シナリオの策定 

– その一つが、OTS学習モデルの主流化 
および大規模化 
（公的システム内のOTS学習モデル要素を活用） 

• 海外 
– 困難かつ危機的な状況を改善への機会として活用 

– 高度に規制されたシステムにおける変革ロジックの理解お
よび、それらの状況への変革戦略の適合 



テーマ 

• OTSプロジェクトの理解 
 

• OTSプロジェクトの影響および 

21世紀スキルの開発との関連性 
 

• 「東北変革モデル」 
 

• 日本やその他の国におけるOTS 

プロジェクトの潜在的影響 



レポート 

OECD東北スクールプロジェクト 
（日本における教育の変化と革新の例） 

ガボー・ハラス 

（2013年10月30日） 
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