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I． 本調査研究の概要 

1 調査の必要性（背景）と目的 

 本委託調査の必要性（背景） 

 政府文書からの読み解き 

2018 年 6 月に閣議決定された第 3 期教育基本計画において、①グローバルに活躍する人材の

育成や、②イノベーションを牽引する人材の育成に向けた取り組みの重要性についての記載が

盛り込まれている。 

また、教育再生実行会議第 10 次提言においても、「価値創造力」と呼ぶべき資質の必要性、

価値創造人材育成の必要性が述べられている。 

さらに、イノベーションを生み出す大学改革の必要性については、経済財政運営と改革の基

本方針 2018 においても言及がある。 

このように、「イノベーション創出」や、「グローバル」に活躍し価値を創造できるような「突

出した意欲・能力」を有する児童生徒への支援の必要性について、政府関連文書で複数言及がさ

れている。さらに、第３期教育振興基本計画においては、前術の部分に加え「優れた才能・個性

を伸ばす教育の推進」として、理数分野等で突出した意欲・能力を有する児童生徒の能力を大き

く伸ばすための大学・民間団体等と連携した教育を行う機会や、国内外の学生・生徒が切磋(せ

っさ)琢磨(たくま)し能力を伸長する機会の充実等を図る旨も記載されている。 

このことから、「優れた才能・個性を伸ばす教育の推進」に関する政府の課題認識が高まっ

ていると言える。 

 本分野に関するこれまでの検討経緯 

ここからは、「優れた才能・個性を伸ばす教育の推進」に関連するこれまでの我が国の検討の

経緯を遡ってみる。 

1989 年に発足した第 14 期中央教育審議会において、「特定の分野などにおいて特に能力の伸

長が著しい者について大学入学の年齢制限緩和など教育上の例外的措置を講ずることの可否に

ついて検討する」とされた。これを受け、飛び入学制度は 1997 年から開始し、才能教育が例外

的措置とはいえ、様々なオプションとして展開することが期待された。しかし、最初の千葉大学

の他、現在に至るまで 7 つの大学しか制度を活用していない。（また 7 つ全ての大学で大々的

に実施されているとは言いがたいとの有識者の指摘1もある。） 

その後、2007 年には第 3 期科学技術基本計画が策定され、「才能ある子どもの個性・能力の

伸長」の必要性が初めて記載された。その後も 2011 年に第 4 期科学技術基本計画（2011）では、

「次代を担う才能豊かな子どもたちの継続的、体系的な育成」「優れた素質を持つ児童生徒の発

掘とその才能を伸ばすための一貫した取り組みの推進」が必要であることが明記された。 

                                                        
1 岩永氏インタビューより 
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 これを受け理数教育だけにとどまらず、第 2 期教育振興基本計画（2013）においても、成果目

標５（社会全体の変化や新たな価値を主導・創造する人材等の養成）、基本施策 14 優れた才能

や個性を伸ばす多様で高度な学習機会等の提供として、「才能ある子どもの個性・能力を伸長す

る」教育機会の必要性が明記された。しかし現状では、JST（国立研究開発法人 科学技術振興

機構）の主催する科学の甲子園2や、ジュニアドクター育成塾3などの取組が行われているが、国

としての体系的な取組とまでは言い難く、特に STEM4以外の文脈では、継続的な取組は少ない。 

図表 1 平成31年度入試における飛び入学実施大学 

大学名 実施学部 制度導入年度 

千葉大学（国立） 文学部・理学部・工学部 平成 10 年度 

名城大学（私立） 理工学部 平成 13 年度 

エリザベト音楽大学（私立） 音楽学部 平成 17 年度 

会津大学（公立） コンピュータ理工学部 平成 18 年度 

日本体育大学（私立） 体育学部 平成 26 年度 

東京藝術大学（国立） 音楽学部 平成 28 年度 

京都大学（国立） 医学部 平成 28 年度 

（出所）文部科学省 HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318/001/002.htm） 

 本分野に関する定義 

諸外国で実施される「優れた才能・個性を伸ばす教育」について、詳細の定義は各国により

様々だが、通常 gifted education と表現される。（なお、日本の既往研究では gifted education

を「才能教育」と翻訳している。） 

しかし、日本では法的な定義、政府の公式見解も示されていないため、本分野に関する定義が

なく、制度の側面から見ると発展途上段階にあると言える。 

 教育現場や研究の現状 

「日本の教育、医療の現場ではギフテッド5の認知度は非常に低く、発達障害と誤診されるこ

ともしばしばである」6、ともされており、gifted の正しい認識が国内に十分浸透していないこと

について林は課題と捉えている。 

このことは gifted 研究の文脈でも読み解くことができる。つまり、日本における gifted 研究は

数人の研究者が知見を発表している状況で、２Ｅ（Twice Exceptional:二重に例外的の意味）の研

究が中心になっており、主に日本ＬＤ学会で研究が発表されている現状である。「アメリカで

は、２E の割合は gifted 全体の 20%以内」と報告されており、gifted について調査を行う際に、

                                                        
2 JST HP（http://koushien.jst.go.jp/koushien/） 2018 年 12 月 8 日調査時点 
3 JST HP（https://www.jst.go.jp/cpse/fsp/index.html） 2018 年 12 月 8 日調査時点 
4 科学（Science）・技術（Technology）・工学（Engineering）・数学（Mathematics）の頭文字を取った理数系教育の総称

（ベネッセ 教育情報サイト https://benesse.jp/kyouiku/201804/20180405-1.html） 
5 このような「優れた才能・個性」を諸外国では「gifted」と呼ぶことが多い。このため、以下 gifted という表現を原文の

まま用いることとする。 
6 林 睦 ギフテッドの概念と日本における教育の可能性（滋賀大学教育学部紀要 No.67 2017） 
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発達障害や学習障害を併せもつ場合もあることに留意する必要があることは確かだろうが、日

本では gifted 全体を対象とした研究や教育も十分でない状況である。 

 委託調査の目的（目指すゴール） 

 発展途上段階にある、「才能ある子どもの個性・能力を伸長する」教育について、10 年以上

前からその必要性が述べられているにも関わらず、科学技術・国際分野において、断続的・部分

的に実施されているのみで、国全体の統一した才能教育が実施されているとは言い難い。 

本委託調査では、日本よりも 40 年近く前から先行的に進んでいる国外事例を中心に調査し、

現況を把握するとともに、「我が国への反映可能性」という観点から示唆を導出することを目的

とする。本調査研究により得られる基礎データ及び考察によって、次年度以降の制度検討が円滑

化することを目指すべきゴールに設定する。 

 

 

2 委託調査の概要 

 調査の全体像 

第 3 期教育振興基本計画においては、社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成

するために、①グローバルに活躍する人材の育成や、②イノベーションを牽引する人材の育成、

に向けた取組の重要性についての記載が盛り込まれている。 

本業務では、第 3 期教育振興基本計画中の記載を踏まえ「イノベーション」「価値創造」とい

う観点から、突出した意欲・能力を有する児童生徒への支援に必要な取組について、国内外の

事例（特に国外事例）の調査を行い、次年度以降の我が国の制度検討の基礎資料とすることを目

的とする。 

調査手法は文献調査、国内有識者インタビュー調査、国外現地訪問調査（フィンランド、アメ

リカ）を採用することとした。 

 

 調査上の仮の定義 

上述のとおり、本分野について、政府公式の定義はない。諸外国では「優れた才能・個性を伸

ばす教育」について、通常 gifted education と表現される。我が国の本分野の研究者は gifted 

education を「才能教育」と翻訳し、研究論文を発表していることから、本調査では、仮の定義と

して「優れた才能・個性を伸ばす教育」を「才能教育」とし、「優れた才能・個性を伸ばす教育」

を必要とする子どもを「才能児」と表現することとする。 

その他、頻出する用語については以下の定義で表現することとする。 
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図表 2 用語の定義 

用語 解説 出所 
早修 上位学年相当の科目を早期履修して単

位修得が認められる。（１） 
既存の教育プログラムを通常よりも速く、あ
るいは早期に履修させる教育的対応。
（２） 
※完全早修は飛び級、飛び入学があり、
部分早修には高校生が大学の単位を先
取りして修得するAPやDE（二重在籍）
といった取組などがある。 
 

（１）認知的個性 違いが活きる学びと
支援 
（新曜社） 
（２）才能と教育－個性と才能の新た
な地平へ（放送大学教育振興会） 

拡充 通常カリキュラムよりも体系的で深化した
幅広い内容の学習 

才能と教育－個性と才能の新たな地平
へ（放送大学教育振興会） 

２E 「発達障害の補償」と「才能の伸長」という
二重に特別な教育支援を必要とする
twice-exceptional（二重に特別な）
を指す 
 

認知的個性 違いが活きる学びと支援 
（新曜社） 

 

 調査フロー 

有識者インタビューを完了後、海外現地訪問調査を行い、中間報告で大きな論点に関する方向

性について改めて確認した。 

図表 3 調査フロー図 

 
 

専門家へのインタビューにより、海外

調査の調査設計・質問項目に関する指

摘を反映

２．有識者インタビュー１．公開情報調査

有識者・海外現地情報から派生する文

献・ネットワーク等に基づき追加調査

の実施

調査観点が漏れなく・かぶりがないか

再確認

４．追加の公開情報調査

９．報告書作成

既往文献等による公開情報調査

各事例の深堀調査の狙い、期待される

成果のイメージを整理

８．国内事例調査
（必要に応じヒアリング）

７．日本への反映可能性に関する
論点整理

中間報告及びそれに基づく意見交換

大きな論点に関する方向性を共通化

５．中間報告

中
間
報
告
に
向
け
て

最
終
報
告
に
向
け
て

３．フィンランド現地訪問調査

現地の政府教育委員会、高校等に訪問し、

現状を把握

中間報告結果を受け、さらに調査視点

を「日本への反映可能性」に収れんさ

せた米国調査を実施

６．アメリカ現地訪問調査
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 調査スケジュール 

（３）調査フローを月別の調査スケジュールに配置をしたものは下図のとおり。 

図表 4 調査スケジュール 

 

 調査体制 

以下、3 名のプロジェクトチームメンバーを中心とし、調査を実施した。 

・政策研究事業本部 社会政策部 主任研究員 家子 直幸 

・政策研究事業本部 公共経営・地域政策部 研究員 森下 美苗 

・政策研究事業本部 国際研究室 研究員 近藤 碧 

 

3 委託調査の調査対象 

3-1．文献調査 

下表の文献を中心に調査を行った。 

図表 5 文献調査対象 

 文献名 著者 公表時期 期待される示唆 
１ 認知的個性 違いが活きる学びと支援 

（新曜社） 
松村暢隆・石川裕
之・佐野亮子・小倉
正義 

2010 才能の定義 
２E 教育関連の取組、指導
方法 

２ 才能と教育 
－個性と才能の新たな地平へ 
（放送大学教育振興会） 

岩永雅也・松村暢
隆 

2010 日本における才能教育の歴
史的展開 
諸外国の才能教育の概観 

３ 韓国の才能教育制度－その構造と機能（東
信堂） 

石川裕之 2011 韓国における才能教育の概
要 

４ アメリカの才能教育－多様な学習ニーズに応
える特別支援（東信堂） 

松村暢隆 2003 米国における才能教育の概
要 

５ 発達障害と才能を併せ持つ子どものための教
育方法の工夫：2E(二重の特別支援)教育
の新しい支援のあり方 RTI について（アメリカ
教育学会紀要） 

野添絹子 2009 ２E 教育の必要性と米国の
状況 

１．文献調査　

２．国内有識者ヒアリング

4．中間報告

５．国外訪問調査

７．報告書作成　

６．論点整理
　　（必要に応じ国内事例訪問調査）

３．追加文献調査
　（有識者からの提供に応じ）

工程
11月 2月12月 1月 3月

▲既往文献（和訳）調査開始

▲ヒアリングアポ取り

▲海外文献翻訳開始

●

●

中間報告

▲報告書素案
報告書提出

▲ヒアリング実施

▲ヒアリング総括

▲和訳・外国語文献追加調査

▲ヒアリング②依頼状作成

▲ヒアリングアポ取り

▲ヒアリング②実施

▲ヒアリング総括

▲論点整理、協議

▲国内事例調査

（必要に応じ都内ヒア実施）

▲中間報告資料作成

▲ヒアリング①依頼状作成

▲ヒアリングアポ取り

▲ヒアリング①実施

▲ヒアリング総括
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６ Gifted education in Europe: 
implications for policymakers and 
educators 

Javier Tourón 
and Joan  
Freeman 

2017 ヨーロッパにおける才能教育の
概観 

７ Global Dimensions of Gifted and 
Talented Education: 
The Influence of National Perceptions 
on Policies and Practices 

Brian L. Heuser 
Ke Wang 
Salman Shahid 

2005 2013 年頃以降の諸外国の
才能教育の概要（英国、フィ
ンランド、アメリカ、韓国を含
む） 

８ シンガポールおよび韓国における才能教育の
比較研究：エンリッチメントとアクセラレーション
（京都大学大学院教育学研究科紀要） 

杉本均・石川裕之・
厳賢娥 

2004 シンガポールにおける才能教
育の概要 

９ How Finland Serves Gifted and 
Talented Pupils 

Kirsi Tirri and 
Elina Kuusisto 

2013 フィンランドにおける才能教育
の概要 

10 フィンランドの特別支援教育と学力 堀家 由妃代 2012 フィンランドの教育政策、個別
支援の概要 

11 イギリス労働党政府における学力向上政策の
展開―― 才能教育・飛び級・原級留置を中
心として―― 
（松山大学論集）（松山大学特別研究助
成金研究） 

藤井泰 2009 英国における才能教育（労
働党政権下）の概要 

12 gifted に対する補完的指導としての特別ニー
ズ教育 
（高知大学学術研究報告） 

松本 茉莉衣 
是永 かな子 

2013 諸外国の gifted 教育の概要
と才能の定義 

13 中国の才能教育の現状と課題 
（東洋文化研究 9 号） 

野添 絹子 2007 中国における才能教育の概
要 

14 中国における国際バカロレア導入の概況及び
その背景について（国立教育政策研究所紀
要 第 142 集） 

黄 丹青 2013 中国における才能教育の概
要 

15 Reflections on the implementation of 
the Gifted and Talented policy in 
England, 
1999–2011 

Maggie Brady 
and Valsa Koshy 

2012 英国における才能教育の変
遷（政権交代後含む） 

16 韓国の地方における才能教育の現状と課題 石川裕之 2016 韓国（地方部を含む）にお
ける才能教育の最新動向 

17 才能教育の国際比較 山内乾史  2018 諸外国の才能教育の 2018
年時点の概況 

 

 

3-2．有識者インタビュー調査 

以下の有識者にインタビューを実施した。インタビューにより得た知見についてはⅡ.3 を参

照されたい。 

図表 6 インタビュー調査 協力者（敬称略） 

 氏名 所属（調査時点） 当調査で期待した領域・研究分野 
対面インタビュー 石川 裕之 

 
畿央大学教育学部 
准教授 

韓国、ハンガリーをはじめとした才能教育全般 
松村氏と共著の才能教育関連図書あり 

杉本 均 
 

京都大学教育学部 
教授 

英国の才能教育、 
その他東南アジアの比較教育学 

松村 暢隆 
 

関西大学文学部 
教授 

米国２E 教育をはじめ才能教育全般、MI 理論、
２E 教育 
「才能と教育」（諸外国の才能教育比較などをま
とめた書籍）の著者 

山内 乾史 神戸大学・大学院 
教育推進機構・教授 

エリート教育を専門とし、比較教育学の観点から、
諸外国の才能教育の全体像に精通。「才能教育
の国際比較」を編著 
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岩永 雅也 放送大学 副学長 教育社会学を専門としつつ、松村氏と共に、才能
教育の研究を牽引しており、国内外の検討経緯
について精通 

その他 （電話インタビュー） 
渡邊 あや 

津田塾大学  
国際関係学科 
准教授 

フィンランドにおける教育実態 

（メールでの情報提
供） 
隅田 学 

愛媛大学 教育学部 教授 SSH の運営指導委員を多数歴任、 
その他科学の甲子園等の JST のプログラムの推進
委員会の委員も歴任しており、STEM 分野におけ
る実践に精通 
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II． 国外の才能教育の現況について（文献調査） 

1 全体像（概要） 
（★）の凡例 

資本投入形態：拠点型（特定の地域、学校に集中的に実施する） or 分散型（地域をあまり限定せず、広い範囲で実施） or 拠点・分散併用型（取組に応じて国内では併存） 

／主な教育提供形態：取り出し型（通常学校の外を中心に才能教育を実施する形態） or インクルーシブ型（通常学校内で時間、カリキュラム調整等により才能教育を実施する形態） or 取り出し・インクルーシブ併用型（取組に応じて国内では併存） 

／主な教育形態：早修型（上位学年相当の科目を早期履修して単位修得が認められる。完全早修は飛び級、飛び入学があり、部分早修には高校生が大学の単位を先取りして修得する取組などがある。） or 拡充型（通常カリキュラムの範囲を超えて学習内容

を「拡張・充実」させ、より広く学習する） or 早修・拡充併用型（取組に応じて国内では併存） 

 

 米 英 豪 独 フィンランド オーストリア デンマーク 中国 韓国 シンガポール 

開始 
時期 

1957 年本格開始 1997 年本格開始 
（1988 年から検討開始） 

1988 年 1990 年 1990 年代 1997 年（検討
開始は 1980 年
代から） 

2002 年 1978 年 1983 年 1983 年 
（ 検討開始 は
1981 年） 

国として
の政策 
（★） 

拠点・分散併用型／ 
取り出し・インクルーシブ併用型／ 
早修・拡充併用型 

分散型／ 
インクルーシブ型メイン／ 
拡充型メイン（早修も一部あり） 

拠点 ・分散併
用型／ 
取り出し型メ
イン／ 
早修 ・拡充併
用型 

拠点 ・分散併
用型／ 
取り出し・イン
クルーシブ 併
用型／ 
早修 ・拡充併
用型 

分散型メイン／ 
インクルーシブ型メイン／ 
拡充型 メイン （早修も一部あ
り） 

分散型メイン／ 
取り出し・インク
ルーシブ 併用型
／ 
早修・拡充併用
型 

分散型／ 
インクルーシブ型
メイン／ 
拡充型メイン 

拠点型／ 
取り出し型／ 
早修・拡充併用型 

拠点 ・分散 併用型
／ 
取り出し型／ 
早修型 

拠点型／ 
取り出し型（ク
ラス 取り出し）
／ 
拡充型 （早修
も一部あり） 

変遷と 
直近の

状況 

スプートニク・ショックを受け、科学技術分野の人
材育成の必要性から早修型教育が開始 
かつて才能の定義が狭かったこともあり不平等と
の指摘を 1972 年頃に受け予算が激減 
その後 2000 年に「NＣＬＢ（no child left 
behind)法」により全ての生徒に向けた拡充型
の才能教育 を拡大傾向 。現在も人種等の格
差是正の政策として才能教育を実施 
➡才能教育 の主眼を転換し、平等性と卓越
性のバランスを長い歴史の中で模索 
大学、研究機関 との協働で才能児の判断基
準や指導プログラム、教員養成カリキュラム等、
他国が参考にする先行研究を実施 

労働党政権下で、都市部における教育困
難な地域を中心に教育機会 の平等とし
て、才能教育を開始 
指定地域を中心に、集中的に予算投入を
実施 
政権交代後は予算支援が激減 
政策が頻繁に変化することや、定義につい
て現場が理解できないこと、教員養成が十
分でないこと等の理由から、現場が対応し
きれていないとの指摘あり 

連邦上院 にて
「才能児教育
特別委員会 」
設置 を起点 に
漸次的に拡大 
 
自由党政権 に
なり方針 が変
わり 、 拡大 。
2007 年以降
の状況は不明
（政権交代あ
り） 
各州で独自に
進んでおり、各
州政府の政権
交代によっても
政策は変化 

各州 で独自 に
取り組まれてお
り、それぞれの
州の与党によっ
て才能教育 の
どの 側面 に力
点を置くかが異
なる 
国の体系的支
援がなく 、また
州同士の情報
交換の場が乏
しい。インクル
ージョンや
PISA 等の調
査結果 に関す
る議論 が進ん
でいない 

平等主義 のため 、同一教室内
での教育を中心とする 
ナショナルコアカリキュラムの 改訂
後、一層個に応じた教育の必要
性、skillful な生徒への支援の
重要性を掲げる 
多様性 の尊重を基盤に、個に
応じた教育の一環として、拡充
型（一部早修 もあり）の教育
が展開 
近年はイノベーション 牽引として
gifted 教育強化の方針を表明 

政策検討当初は
ナチス 政権下 の
影響を受け「エリ
ート主義」的との
批判も有 
開始当初は特別
学校設立 など課
外活動的な取組
が中心だったが、 
現在は政策転換
をし、包括的・体
系的な才能教育
の実施 を目指 し
ている （教員養
成の重要性 にも
着目） 

2002 年に着手 
 
2016 年レポート
によれば 試験的
に実施中 

文化大革命後個性
に応じた教育の必要
性が訴えられ大学少
年クラスの 完全早修
の取組が展開 
1990 年代後半から
平等性・基礎力の定
着の必要性 から、国
全体の検討はやや下
火か 
「 test-taking な才
能」との 指摘もあり 、
予算 も 削減 される
中、各学校、地域で
独自に展開 

1983 年に科学高
等学校が設置 
エリート 主義的等 の
批判もあったが 
IMF ショックを通じ一
層加速。2000 年に
英才教育振興法制
定 
現在 は財政状況 の
悪化 に伴う自治体
間の格差 や教員確
保に課題を抱える 
量的には縮小傾向 

国家を牽引する
人材育成 の 目
的もあり 、米国
等を参照し開始 
当初 は 拡充型
のみとしていた
が、現在は一部
早修も実施 

法的 
定義 

有 
（1980 年代初頭まで IQ をベースとした運用 
その後定性的な広義の表現が政府、各州、各
学校区であり。但し実情はテストベースの 部分
的な識別との指摘もあり） 

有 
（定性的表現。gifted と talented を区
分して定義。但し実情はテストベースの 量
的・相対的基準に留まるとの指摘もあり） 

一部の州で有 
（州ごとに 政
策綱領 はあ
り） 

一部の州で有 
（定性的で講
義の表現 につ
いては共通した
理解あり） 

無 
（但し各教員 にて才能を多元
的定義として捉えられている場合
もある） 

有 
（多元的 かつ動
的 な 定性的表
現） 

無  無 
（IQ や全国大学統
一試験での成績など
狭義 。 北京 では
IQ130 以上 と 定
義） 

有 
（定性的表現） 

有 
（判断 はテスト
スコアやペーパー
ワークが主） 

備考 2006 年段階では全児童生徒の約 6.7%。 
以下の取組の他、飛び入学、州立寄宿制ハイ
スクールや 土曜プログラム 、夏季プログラム 、放
課後プログラム、オンラインプログラム 、カレッジハ
イスクールなどの取組も複数・多様にある 

対象者の割合は全体の５~10％程度 一部 の州では
小学校 5，6
年生の 4%が
対象
（2007） 

才能児の判定
にコンテスト 等
の結果 を採用
する州もあり 

2009-2012にLEOプロジェクト
という才能教育 に特化した研究
プロジェクトあり 
大学において、才能教育受講者
の追跡調査の実施を検討中 

州によって取組に
濃淡あり 

ある 自治体 では
対象者の割合は
全体の２～５％
程度 

才能教育 の文化自
体は伝統的 にあるも
のの、エリート主義的
で公教育 として 実施
することについて 疑義
もある 

対象者 の割合 は全
体の約 1.84% 
（2016） 
教員の推薦によるタ
レントサーチ 

対象者の割合は
全体の約 1%程
度に拡大 
（2003） 
選抜には小学 3
年生段階 の 児
童全員に共通の
一時試験 を 実
施 
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主な 
取組 
事例 

AP （ ｱﾄﾞ
ﾊﾞﾝｽﾄ･ﾌﾟﾚ
ｲｽﾒﾝﾄ ）プ
ログラム 

デュアル・エンロ
ールメント・プロ
グラム 
（二重在籍） 

SEM EiC 
プログラム 

サマースクー
ル・ 
マスタークラス 

イグナイトプロ
グラム （重点
中学校 プログ
ラム） 

Karg-Foun
dation for 
Gifted 
Education 

通常学校内で
の個別教育 

サマーキャン
プ 、 特別学
校等 

通常学校内での
選択科目授業
等 

カリキュラムに 追
加した放課後活
動等 

重点中学校 英才教育振興法 
関連政策 

GEP 
（ Gifted 
Education 
Programme
） 

概要 

学業成績
が優秀な者
に 大学
1~2 年次
レベルの 科
目を履修さ
せ、AP テス
トを 受検 さ
せ 5 段階
評価し、大
学への入学
審査・学力
判定、大学
での単位認
定に活用 

エクステンション
を通じて大学の
授業を履修でき
るもの 
AP 試験への合
格がなくとも 科
目を修了すれば
高校に在籍しな
がら単位獲得が
出来る 

1980 年代
半 ばから 普
通教育 と連
携した 拡充
型教育 を提
供 
対象生徒 を
約 15% に
広げ、「才能
児」とラべリン
グせずに 、
「カリキュラム
修正」などを
行う取組 

都市部 における 不利な
地域 を中心 に、卓越 し
た能力・不得意分野 の
克服のための 特別授業
を実施。 
EiC ビーコンスクールとし
て指定 された 学校へ政
府から補助金 
各学校では才能教育コ
ーディネーターを 任命す
ることが推奨 

特定の科目に
ついて （潜在
的 にも ） 才
能、能力 を持
つと判断された
子 どもを 集 め
集中的に専門
家の指導を実
施 

3 年間の教育
プログラムを 2
年に早修 する
特別学校 
この 他ＩＢ 特
化の特別学校
もあり 

保護者～教員
等の主体 によ
る才能教育 の
推進 、情報交
換の場の提供
により、総合的
に才能教育 を
支援 
（なお 、各州
では 、 特定 の
学校 での 特別
授業 や通常 ク
ラスでの 拡充
授業
（SEM）、飛
び 級 などの 多
様な取組 があ
り） 

ナショナルコアカ
リキュラムをベー
スとしつつ 、担
当教員により個
性 に 応 じた 学
習カリキュラムが
設定される 

ヘルシンキ 大
学や企業との
連携 により 、
学校外 での
特別学習 の
機会を提供 
特別学校 に
ついては 、高
校段階 が 主
でスポーツ ～
IB 、 市民教
育まで 幅広 く
卓越性 を 捉
えている 

現在はインクルー
シブ 型の個性 を
尊重 する 教育 を
メインとする 
その他特別コース
の設置、サマーキ
ャンプ 、飛び級な
ども実施 

基礎自治体ごとに
異なる gifted 教
育を実施 
放課後 の特別授
業の 他、年に数
回程度特別活動
を実施するものか
ら、IQ130 以上
を選抜する私学に
よる早修・拡充型
教育もあり、自治
体によって 濃淡あ
り 

才能教育実験 クラス
を有しており早修、拡
充型のタイプごとに 授
業を実施 
高校段階 ではこのほ
かにオリンピック 学校と
呼ばれるものもあり 

一般知能 、特殊学
問、創造的思考 、
芸術的才能 、身体
的才能、その他特別
な才能について英才
学級 、 英才教育
院、英才学校 で指
導を行う 
英才学級 を下層 に
し（機関数 の割合
も高い、）英才学校
を頂点にしたピラミッ
ド構造 

小学校3年生に
試験 を実施 し、
4 年生 からは
GEP クラスを 持
つ小学校 のいず
れかに 移り、20
名前後の特別な
クラスで英語、算
数、科学の拡充
型授業が実施さ
れる 

対象 
段階 

高校生 高校生 、社会
人など 

小学校 から
ハイスクール
まで 

公営の小中学校が基本 サマースクール
は第 6~9 学
年（日本の中
学校相当） 
マスタークラス
は小学校～中
学校 

中学生 
※ニューサウス
ウェールズ 州で
は才能教育学
級（小 5,6）
などを実施 

幼稚園～高校
生 

基本的 に不問
（幼稚園以降
のすべての 子ど
もだが、特に義
務教育段階 が
中心） 

特別学校 は
高校段階 が
主 
サマーキャンプ
は義務教育
段階 でも 実
施 

小学校段階以
降（大学段階 、
幼稚園段階は基
本的に対象外） 

公営の義務教育
段階が主 

幼稚園 ～高校段階
まで （ 主に 高校段
階） 

初等中等教育段階
（英才学級 、英才
教育院）～高校段
階（英才学校）  

小学校 4 年生
～6 年生  

実施場
所・ 

実施主
体 

カレッジボー
ド （ 非営
利団体 ）
が管理者  

アメリカのコミュニ
ティカレッジなど
の大学 
民間の NACEP
が質保証に向け
たガイドライン 等
を作成 

各学校（米
国政府 が主
導） 
ＳＥＭ モデ
ル自体 は国
立英才 ・才
能教育研究
所で研究 

英国の都市部を中心と
した地域 
 
英国政府が主導 

英国政府の方
針を受け、各
学校 、 各学
区、ラーニング
センター等で実
施 

サウスオースト
ラリア州 

ドイツ全域で非
政府組織 とし
て支援を実施 

政府 、自治体
の方針 のもと 、
通常 の学校 の
個別対応 の一
環 
※各教員 の指
導力に依存 

早修型 の 場
合 、 大学 の
講義 を 受講
することも 一
般的 （中学
生でも有） 

オーストリア 政府
とオーストリア 才
能教育研究 ・支
援 センター
（OZBF） 

各基礎自治体 が
実施 

中国 の大学付属校
や北京 、上海 などの
モデル校として立地 
近年合肥などの地方
部でも実施 

韓国政府が実施 
政府系シンクタンクに
よる支援も充実 

シンガポール 政
府が実施 

主な成
果や期
待され
る示唆
（○） 

・ 
主な課

題や 
調査の

限界
（△） 

○ 受検者
数 が 多 く 、
大学進学
に有利に働
くため 高校
生自身がモ
チベートさ
れる 
△ いくつか
の 名門高
校では、AP
を取 りやめ
ている 

△単位 の質保
証に課題あり 
△高校 を実施
現場 とする 場
合 、 指導者 の
確保が困難 

○他国 も本
モデルを 参
照して実践 
○拡充専門
教師の援助
を実施 

△低所得者対策 として
の色味も強く政権交代
による影響をかなり 受け
ている 
△才能教育コーディネー
ターは専任で指定される
ものは 2~3 割程度にと
どまる 

〇一般的な取
組である 
△英国政府の
政策変化が大
きく 、つぎはぎ
的との指摘あり 

△政策変化の
影響 をかなり
受け、各州 で
様子 がかなり
異なるため 体
系的把握は困
難か 

○内容や実施
主体 が多様 で
あり、才能を持
つ児童 の多様
性に対応可能 
△国としての方
針がなく 、州ご
とに 取組進度
もかなり異なる 

○教員がカリキ
ュラム作成で個
別対応 するた
め 、 柔軟性 が
高い 
△人口密度 の
低い地域 での
展開が課題 

〇 Nokia や
大学との連携
によるゆるや
かな 取り出し
の可能性 
△取り出し型
教育に対する
教員 の 批判
有 

〇インクルーシブ
を重視 した 教員
養成政策を政府
が開始 
△才能教育に関
する研究が量・質
ともに不十分との
指摘有 

○能力伸長 のみ
ならず 社会性補
償の視点がある 
△試験的実施中
のため、成果把握
に限界があるか 

△エリート 教育的要
素が強いとの批判あり 

○政府としての体系
的方針 が明確 で法
的拘束力もあり 
△社会的格差 の再
生産との指摘もあり 
△無償 の取組 の一
部有償化がある 

○ 追跡調査 を
実施 し、国家 や
社会への貢献の
必要性 を感じて
いる 
△ 政策展開 が
急速 で 国民的
議論が不十分と
の指摘あり 
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2 各国の才能教育の定義と取組内容（現地調査国を除く） 

2-1．英国（イングランド） 

 導入背景（社会的要請） 

1988 年に gifted 教育の新たな動きとして、イギリス政府ではナショナル・カリキュラムとナ

ショナル・テストの導入が行われた。このカリキュラムによって、教育実践は個々の児童・子ど

もの必要に応じて幅広く展開するものとなった。7 

1997 年に保守党に代わって政権に就いたブレア労働党政権により「現代の教育サービスは、

すべての子どもへの取り組みを継続するとともに、最も優秀な者が必要としているサポートを

提供して、才能児をもっと伸ばすことができなければならない」という考えが教育白書『教育の

卓越性』の中でも示された。8 

これを受け、具体的な才能教育施策を検討すべく、1999 年 1 月に議会内に特別委員会が設置

され、「Highly Able Children」に関する報告書が同年に刊行された。 

大多数のイギリスの学校では才能児のための教育は不十分であるという課題認識から、具体

的な政策として、才能児の教育支援に対する補助金を「学校全体の予算」の中に組み込むこと、

教育水準局が才能児に関する取組のデータを収集すること、教員養成段階において才能児教育

の在り方を重視すること、各学校に才能教育のためのコーディネーターが任命されるべきであ

ること等の提案がなされた。その後、才能教育の充実のための補助金事業（EiC）も 1999 年に

開始した。まさに、労働党政権によって「Gifted and Talented Education」（本稿では「才能教育」

と呼ぶ。）は「全ての子どもの個性」の伸長という観点から、検討が開始され、重要な政策とし

て牽引されはじめた。 

EiC（Excellence in Cities）事業（以下「EiC 事業」という。）は、都市部の教育困難地域を起

点とし、本格的に導入されたが、導入の主目的は「貧困世帯への社会保障政策」という観点が強

く、都市部の恵まれない地域から開始された。 

英国は一般の教育制度として、いわゆる私立の中等教育段階の学校という位置づけでのパブ

リックスクールがあり、優秀な子どもを選抜し受け入れる特別学校は従来から存在した。パブ

リックスクール自体は中世からある階級的な再生産を目的としており、貧富の差が如実に反映

されていた。しかしながら、国民の中で才能教育「的」なものは実施されている、という誤解も

あり、才能教育の開始時期が遅れたと考える有識者もいた。 

  

                                                        
7 なお、英国が米国と比して才能教育の検討が遅れた要因として、才能教育的と国民が捉えていることの背景にはパブリ

ックスクールが伝統的にあったことを挙げており、これにより、着手済みと考えていたとの有識者の意見もあった。 
8 藤井 泰「イギリス労働党政府における学力向上政策の展開」（松山大学論集 第 21 巻第 1 号 2009 年） 
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 法的な定義 

労働党政権の公式見解として、Gifted と Talented を区分し以下のとおり定義されている。 

 

Gifted：一つもしくは複数の科目（美術・音楽・体育を除く）において高い達成の証拠を示した

者 

Talented：芸術やスポーツなどの創造的・表現的活動において高い能力を示した者 

 

いずれも上述のとおり、定性的表現で多元的な考え方と読み取ることができる。但し「gifted 

and talented」という用語が特に EiC 事業の初期段階で障壁になったと述べられており、この用語

固有の曖昧さと、定義された意味合いから、現場の教員の抵抗感を生んだとの指摘もある。9 

実際に用いられる判断基準としては、ナショナル・テストの結果や、標準評価テスト、認知能

力テスト、芸術・スポーツテスト、教師の評価（推薦）などによって認定されることが一般的で

ある。10 

 取組対象（英国全体） 

4 歳～19 歳までを対象としている。政府の認定ガイドラインでは、才能児の比率を全ての学

校の当該年度の子ども集団のうち、5%～10%と広く想定している。（有識者インタビューにお

いては、対象を 10%と捉える者もおり、「才能」と呼ぶより「優秀」と呼ぶ方が良いほど、範囲

が広いとの指摘もあった。） 

なお、後述の EiC 事業は制度導入当初は貧困地域を中心にしていたが、徐々に対象を拡大し、

「2007 年度では約 1,800 万ポンドが交付」11され重点的な予算配分が行われていた。 

 取組体制 

 政府 

上述のとおり、労働党政権のもと、才能教育を強力に牽引できるよう、政策決定を行い、カリ

キュラム、教員養成、コーディネーター指定、それらに要する補助金等の予算確保を行っている。 

 政府の補助金事業による支援機構 

2007 年 11 月から民間の CfBT 教育財団が政府の委託を受けた「全国才能児プログラム」を提

供しており、才能教育を専門に扱う教育機関として「全国才能教育アカデミー」という名称で活

動していた。（後述のウォリック大学設置機関の後継組織。） 

4歳から19歳の才能児の情報を集積し、個々の才能児の教育を効果的に展開していくために、

才能児、学校、地方教育当局、保護者等を対象に支援事業を展開していたが、2010 年にこの事

業は終了した。12 

                                                        
9 Maggie Brady and Valsa Koshy  Reflections on the implementation of the Gifted and Talented policy in England,1999–2011  
10 脚注 8 
11 脚注 8 
12 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 
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 大学機関による支援 

ウォリック大学において、「才能児のための国際ゲイトウェイ」（International Gateway for Gifted 

Youth）が設置されており、才能児向けの夏季コースやオンライン学習教材を提供している。な

お、当大学では、2007 年まで、政府の補助金を受託し 11 歳から 19 歳までの才能児を対象とし

た「全国才能児教育アカデミー」が設置されており、アメリカの才能児センターをモデルとした。 

ウォリック大学のほかにもブルネル才能児教育センターが 1997 年にブルネル大学の教育学部

に設置されている。 

 民間団体による支援 

イギリスの民間団体である NACE（The National Association for Able Children in Education）（全

国才能児教育協会）は、1984 年に発足した、主に才能教育に携わっている教員の交流・研修等

を行うサポート機関である。gifted の子どもと保護者、教員、専門家などのネットワークも構成

しており、有望な子どもたちへの教育に不慣れな人や、この分野における国内もしくは国際的

な実践者たちが含まれている。ネットワークには心理学者なども含まれ、gifted 教育の様々な実

践を行っており、デンマークのオーデンセ市の gifted プログラムが参考としたものの１つとし

てもあげられている。13 

このほか、NACC（The National Association for Gifted Children）（全国才能児協会）は、特に才

能児の親や子どもを対象とした慈善団体で才能教育の必要性を訴えるロビイングなどを行って

いる。 

 取組内容 

 EiC プログラム 

i. 取組概要 

都市部における教育困難な地域を中心に、卓越した能力・不得意分野の克服のための特別授業

を実施している。EiC の開始時の主な目標は、①才能児のための学校方針を立て、学校内に特別

の教育プログラムを設けること、②才能児の学校外での学習支援の機会を提供する幅広いプロ

グラムを提供すること、であった。 

ii. 取組の実施体制 

学校内に「アドバイザー」を専任または兼任（副校長・教頭との併任）で設置し、アドバイザ

ーが主導的に放課後授業などの特別授業を実施している。 

iii. 選抜過程 

EiC ビーコンスクールとして指定された学校の子どもについて、イギリス政府の主導する才能

教育の選抜試験を共通に課したうえで、教職員による観察を行い、最終的に選抜される。 

iv. 取組の対象 

指定地域の公営の小中学校段階の子どもを対象としている。 

                                                        
13 NACE、NACC の日本語名称については、藤井泰「イギリス労働党政府における学力向上政策の展開」（2009）を参

照。 
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1999 年に 21 地区で導入されたが、その指定地域を拡大し、2001 年までに 59 地区が指定され

ている。その多くがロンドン、バーミンガム、リヴァプールなどの大都市とその近郊である。14 

対象者の割合は全体の 5%程度としているが、有識者ヒアリングによれば、対象者は全体の 10%

程度としており、もはや「才能」ではないとの指摘もある15。 

実際に 2006 年度までの 8 年間で 1,300 校の中等学校、3,600 校の初等学校が参加する取組とな

っている。 

v. 支援体制 

EiC ビーコンスクールとして指定された学校に対し、政府から補助金が支出されている。但し

労働党から保守党に政権交代があって以降、政府からの補助金は大幅に減少しており、実際に

「2007 年に国家戦略が導入された際には、一切の資金提供はなくなった」16。 

 学校内におけるその他の才能教育 

i. 取組の概要 

上述の EiC の他、各学校では、才能教育コーディネーターを配置している学校も多い。しか

しコーディネーターとして単独で任命されているものは 2 割から 3 割程度17であり、副校長や学

年主任、教科主任が兼任する場合が多い。 

イギリスでは、EiC を除くと、校内で才能児のみを対象とした特別な個別のカリキュラムを用

意するのではなく、教室内で先取り学習をさせたり、付加的な授業を提供したりしていることが

多い。 

また、飛び級については、法律上否定はされていないため、実際にごくまれな例外的事例とし

て、個別に対応されている。大学への飛び入学については、認められている。 

ii. 支援体制 

学校内のカリキュラム改善のために、政府や民間団体が多くの文書や手引書を刊行しており、

資格・カリキュラム機構（QCA）は才能教育の教育課程のガイダンスを作成している。 

 学校外におけるサマースクール、マスタークラスについて 

i. 取組概要 

特定の科目について（潜在的にも）才能、能力を持つと判断された子どもを集め、期間・時間

を限定し集中的（サマースクール）もしくは継続的（マスタークラス）に、学校外の場にて、専

門家の指導を実施している。 
マスタークラス 

小中学校において、特定の科目について才能を持つ、もしくは潜在的な才能を持つと判断され

た子どもを集めて、深い理解と高い技能を獲得させるために開催される集中コースである。 

一定の水準をクリアした才能児を対象として、放課後や土曜日の時間帯に、数学と情報の授業が

                                                        
14 脚注 8 
15 杉本氏インタビューより 
16 脚注 9 
17 脚注 8 
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学校や校外のラーニングセンターで開校されている。18 

1998 年から実施されている。19 
サマースクール 

才能児を対象として、「各学区に一つの学校や大学などに希望者を集めて」20、夏休みの 1、

2 週間で専門家の指導を受けて発展的な学習が行われる。第 6~9 学年の生徒を対象に実施されて

いる。 

1999 年から指定地域で開始され、2000 年には全国に拡大されている。21 

なお、これらの取組の他、1998 年からは、「数校の独立学校と公立学校群の間で、芸術、ICT、

スポーツ、才能教育などに関する交流授業を行うプロジェクト」22である独立/公立学校パートナ

ーシップや、才能教育を標ぼうしている公営学校もある。 

ii. 取組の実施体制 

英国政府が主導している。 

iii. 取組の対象 

サマースクールは第 6~9 学年（日本の中学校相当）が対象となっており、マスタークラスは小

学校から中学校が対象となっている。 

 取組効果・課題 

 定義による障壁 

課題としては「gifted and talented」という言葉に縛られていることの障壁が述べられてい

る。つまり、この用語自体の定義が曖昧な中、本当に個性重視的なものかどうか特に現場の教員

は懐疑的になっている。 

また国の政策がつぎはぎ的であり、一貫した政策理念がなく、結局「通知表」上の優秀な成績

の人間の能力を伸長する政策に止まってしまっているとの指摘もある。23 

62%の教員は子どもたちを「gifted」とラベル付けすることについて心地悪さを感じていると

の調査もある。（Thomas,Casey and Koshy,1996）24 

 教員養成の困難性 

イギリス政府では、才能教育を効果的に進めていくために、教員養成と研修を重視した。国の

責任において実施される包括的研修だけでなく才能教育コーディネーターの育成に特化した研

修（The National Programme for Co-ordinators of Gifted and Talented）が提供された。この研修は、

ブルネル大学やオックスフォード・ブルックス大学などが修士レベルで開設していた。学習領域

は、主に以下の 3 つである。 

                                                        
18 脚注 8 
19 杉本 均 英国における才能教育の動向：レディングスクールの事例より 2005（京都大学大学院教育学研究科紀要 

51 ｐ18-32） 
20 脚注 8 
21 脚注 19 
22 脚注 19 
23 脚注 9 
24 脚注 9 
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図表 7 才能教育コーディネーター向け研修の学習領域 

才能児の概要 才能児の定義、教員の児童生徒理解、才能児の識別方法、個別ニーズ 
教授と学習 才能児のための教授学習の開発、認知的カリキュラム、心理面の事項、エン

リッチメント及び学習支援の在り方、才能の開発 
才能児のための施策の運営 カリキュラム構成、グループ編成、評価とモニタリングの方法、施策と評価、施

策の運営 
（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 より作成 

図表 8 才能教育コーディネーターの位置づけ 

 

（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

 

しかし、現実には「才能教育コーディネーター」と名付けられアドバイザーとして指定される

教員は、専任で設置されることは少なく、兼任の場合は他業務との関係もあり、必ずしも才能教

育のスペシャリストにはなれないとの指摘がある。特に資金が潤沢に提供されるうちは、知識や

スキルの不十分な教員の技能向上が進められるが、資金が途切れた場合は、各学校の判断にゆだ

ねられてしまう可能性がある。 

 

 公共財としての提供理由 

才能教育を公共教育政策として実施すべきかという観点については、イギリスにおいても

「Elitism」（エリート主義）という課題を抱えており、「公平性」と「卓越性」の間のバランス

を保つことが重要と考えられている。 

この背景として、各学校にて最も優秀な 5~10%の人間が相対的な概念で「gifted and talented」

として指定されても、必ずしもその人間が別の学校で「gifted and talented」として指定される
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かどうかは分からないことも原因にある。さらに、学問的有能さ等の gifted と芸術やスポーツを

含む talented が同等に選抜されつつも、gifted に比べ talented の子どもに向けての学習環境の準

備が十分でないことも指摘されている。 

前述のとおり定義の曖昧さゆえ、教員及び保護者の「gifted and talented」を「より有能であ

ること（more able）」として捉える傾向も相まって、「gifted and talented」が機会均等では

なく、エリート主義と捉えられているとの報告がされている。 

 政策の統一性 

英国の才能教育制度については、取組が多すぎたことにより、基盤的な研究や概念が欠如した

政策になっているとの指摘もある。また政策転換のスピードも速く、現場がその変化に付いてい

けなかったとの指摘もある。25 

 政権交代後の影響 

前述のとおり、労働党政権下においては、集中的な予算投入により他国にも先進して才能教

育が進められていたが、2010 年の政権交代以降、才能教育について、特に学校現場のアドバイ

ザーに向けた予算については縮小傾向にある。 

国家戦略計画の期間も終了し、2011 年時点では、才能教育の政策的記述はないことが既往文

献では報告されている。現在の保守党政権下において、「労働党政権下で行われていた「gifted」

や「talented」という言葉を用いての才能教育に関する政策は見られない。」 

現在は「able children」等の言葉が用いられ、学力の高い児童生徒への教育活動が各学校で実

施されることが中心となっており、「学力面だけでない多様な側面での才能の伸長を重視した」

かつての才能教育からは転換が起きている。 

最近の動きとしては、2016 年 3 月に発表された教育白書『Education Excellence Everywhere』

では、「学力ある児童生徒への教育の充実と共に、社会経済的に不利益にある地域の児童生徒も

含めて全ての学力の高い児童生徒への高い学術的な教育機会を保障することが提言」されてお

り、不公平性の排除の傾向が引き続き確認できる。26 

2-2．オーストラリア 

 導入背景（社会的要請） 

1988 年に連邦上院に設置された「才能児教育特別委員会」の報告書を起点に漸次的に拡大し

た。注目すべきは、労働党政権下で政権としては拡大基調になかったものの、保護者や子どもか

らのニーズを受け、その署名活動を経たのちに、議会の中に特別委員会を設置したという特徴

がある点である。 

これにより、連邦各州が、系統的に才能教育を開始することとなったが、必ずしも各州での才

能教育は一気に加速せず、特別委員会が再度 2001 年 10 月に、連邦政府や各州政府に対する 20

項目の勧告等の報告書を出すこととなった。 

                                                        
25 脚注 9 
26 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 p44 
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なお、自由党政権に変わった 2007 年以降の状況は不明である。（有識者インタビューによれ

ば、それほどの状況変化はないとの推察があったが、詳細は不明。） 

 法的な定義 

全ての州、地域で才能教育が実施され、才能教育の政策綱領が作成されている27が、州によっ

て取組は千差万別である。 

したがって gifted の定義についても、各州において異なり、法律上に定義されている州もあれ

ば、そうでない州もある。 

 取組対象（国全体） 

一部の州では小学校段階から中学校段階までを対象としている。ある州では小学校 5、6 年生

の 4%が対象となっている。 

 取組内容28 

 イグナイトプログラム（重点中学校プログラム） 

i. 取組概要 

3 年間の教育プログラムを 2 年に早修する特別学校を指す。 

ii. 取組の実施体制 

サウスオーストラリア州が主導し、学校内にて早修の特別授業を実施している。州内の 3 つ

の拠点中学校でのみ実施されている。 

iii. 取組の対象 

主に 8 学年～10 学年の中学生を対象としている。 

iv. 政府の支援 

各州独自に進められており、政府としての予算支援等は確認できない。州政府においても、政

権交代による影響で才能教育の予算は浮き沈みがあり、イグナイトプログラムの旧プログラム

として 1993 年から「高い知的能力をもった子どもの重点学校プログラム（SHIP）」が開始され、

この重点中学校の才能教育コーディネーターが周辺の小学校に才能教育の実践校を配置し、ネ

ットワークを拡大させていた。しかし、2002 年の州議会総選挙で自由党政権から労働党政権に

代わり、「才能教育プログラムのための州財政は、大幅に削減され、小学校の才能教育プログラ

ムは廃止」29、中学校はイグナイトプログラムに改名しかろうじて存続したものの、学校数は大

幅に削減された。 

 オポチュニティー学級 

i. 取組概要 

公立小学校の「約 24 校に 1 校」30の割合で才能教育を行う特別な学級として設置されている。 

                                                        
27 岩永雅也・松村暢隆 才能と教育－個性と才能の新たな地平へ（放送大学教育振興会）（2010） 
28 有識者インタビューでは、アメリカへの視察等によりアメリカのモデルをある程度参考にしており、独自モデルが特

筆されるとは言えないとの指摘もあった。 
29 脚注 27 
30 脚注 27 
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ii. 取組の実施体制 

ニュースサウスウエールズ州が主導し、各公立小学校において実施されている。 

iii. 取組の対象 

主に 5 学年～6 学年の小学生高学年を対象としている。例えばシドニーにあるウーレイラ小学

校では、「毎年約 500 人の入学申請があるが、入学できるのは 60 人のみで、競争倍率は約 8.3

倍」と言われており、競争率が高いことが読み取れる。（詳細な選抜基準は不明） 

iv. 政府の支援 

州で独自に進められており、政府としての予算支援等は確認できない。 

 取組効果・課題 

政府としての体系的な支援の詳細や、最新の状況が既往文献からは読み取りにくいが、各州

で独自の取組が進められていることは言えよう。このことからオーストラリアという国全体に

ついて、体系的に取組効果や課題を抽出することは困難である。 

但し、これまでも自由党政権では比較的拡大され、労働党政権では拡大されていない。（この

点は州政府でも同様の傾向がある。）このように政権交代に伴い、才能教育の政策が大幅に転換

しており、このことは前述の英国とも同様だと言え、政権交代があっても、一定程度は才能教育

の基盤的財源が整うよう、その目的認識や国民的関心を高めることが必要である。 
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2-3．ドイツ 

 導入背景（社会的要請） 

1982 年秋の社民党からキリスト教民主党・自由党連合への政権交代を契機に、教育の基調と

しても、それまでの平等・一元化から個々人の教育目的にあった多様性の追求へと大きく方向

転換をした。さらに、1985 年にハンブルクで開催された「第 6 回才能者に関する世界会議」が

重要なきっかけとなり、才能教育に関する社会的関心が次第に高まった。 

このような社会的関心の萌芽を受け、連邦教育科学大臣は 1990 年 5 月に才能教育に関する答

申を行った。当時の連邦は「例外的に高い才能を有する若者にその才能を促進する教育機会を

提供することは、ハンディキャップを負った若者に十分な対応をすることと同様に必要とされ

る」とした。アメリカにおける才能教育理論の強い影響を受けながらも、「国際競争力を高める

人的資源を養成すること」を目標の第一に掲げており、当時のアメリカとは異なる意義で導入

されたと言える。 

1990 年、連邦政府から、才能教育は全人格の開発を目標とすること、両親、教員、学校内外

の機関などとの協力が必要である、隔離された個別教育としてではなく、共同体の中で他者と

共に行われるべきである、などの原則が示された。このような原則をベースに政府は積極的に

才能教育を推進しはじめたが、1990 年当時は州レベルの関心は総じて低い状況だった。（現況

は州レベルの取組は独自に進み、政府の体系的方針や支援がなくなっていることは後述する。） 

 法的な定義 

現在は法的な定義はないが、定義されている州もある。 

但し、1990 年の連邦政府の方針としては、アメリカの研究結果を受け、IQ だけによる判断基

準だけでなく、下図のような才能観で捉えられていた。 

 

図表 9 ドイツ連邦政府の導入当初の才能観 

 

（出所）財団法人 高等教育研究所 高等教育研究紀要（第 13 号）才能教育の現状と課題（1993）p137 

 

現在も各州において、環境要因（例えば、学校の雰囲気、指導の質）と同様に、非認知的パー
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ソナリティ特性（例えば、達成動機づけ、受講態度）なども含めた形で捉えられており、この考

え自体は全州で許容されている。31 

実際の gifted の取組対象者の判断基準は後述の各州の取組内容によって様々であるが、連邦

数学コンテスト、連邦環境コンテスト、連邦外国語コンテストなどの各種のアカデミックなコ

ンテストによって、能力が証明されていた。32現在でも、学校内外にて、アカデミックなコンテ

ストやサマーキャンプ、学校のネットワーク等により判断がされている。33 

 

 取組対象（国全体） 

一部の州では幼稚園から高校生まで対象段階となっている。 

 取組体制 

元々公教育について、連邦政府はそれほど強い権限を持たず、各州政府によって独自に進めら

れており、才能教育についても州ごとに独自の取組が行われている。前述のように、多様な非認

知的パーソナリティも含めた定義に対して、各州が寛容していることからも分かるとおり、SEM

（Schoolwide Enrichment Model）（アメリカの項を参照）などが積極的に採用されている。 

政府からの支援は確認できず、むしろ国としての共通方針が示されていないことから、先進

的・体系的に実施されていないとの指摘がある。34なお、非政府組織によっても支援されている。

35 

特に Karg-Foundation や Association for Education and Giftedness については、才能児への

支援や情報交換の促進に関する取組を行っている。この他、政府系、政党系の財団からも、奨学

金支援等が行われている。 

 取組内容 

 バイエルンでの取組 

i.  取組概要 

特別授業を 8 つの学校で提供し、通常の学習にプラスした追加的な学習機会を提供している。

類似の取組はバーデン・ヴュルテンベルグでも行われており、「PULSS－Studie」と呼ばれてい

る。なお、特別授業自体の取組はブランデンブルグ等の多くの自治体で行われており、ブランデ

ンブルグでは、中学校段階で言語、音楽、数学などの様々な科目の特別授業を行っているが、一

部の学校ではアメリカ発祥の SEM モデルが採用されている。 

 

ii. 取組の実施体制 

自治体の判断で、8 つの中学校で行われているが、学校現場だけでなく研究やカウンセリング

                                                        
31 Fischer and Muller(2014)_Gifted education and talent support in Germany 
32 財団法人 高等教育研究所 高等教育研究紀要（第 13 号）才能教育の現状と課題（1993） 
33 Brian L. Heuser Ke Wang Salman Shahid  Global Dimensions of Gifted and Talented Education 
34 脚注 31 
35 脚注 33 
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センターは自治体内の様々な大学に所属しており、特別な授業を受講する子どもへの支援が行

われている。 

iii. 取組の対象 

主に中学校の子どもを対象としている。 

iv. 政府の支援 

州で独自に進められており、政府としての予算支援等は確認できない。 

 ブレーメンでの取組 

i.  取組概要 

初等教育段階において、特定のテーマに共同で取組み、自主的な学習目標を達成する特別教育

プロジェクトが行われている。また通常のクラスにおいても、インクルーシブな環境において

gifted を発掘し、支援することが意識されている。 

ii. 取組の実施体制 

自治体の判断で実施されている。上記特別教育プロジェクトに関してはブレーメン大学と

Karg-Foundation の支援を受けて実施されている。通常のクラスにおける取組もカウンセリング・

支援センターの協力がある。この他、ドイツ航空宇宙センター等の外部機関による特別な研究プ

ロジェクトの提供もあり、外部機関からのリソースが多いことが特徴である。 

iii. 取組の対象 

主に初等教育段階の子どもを対象としている。 

iv. 政府の支援 

州で独自に進められており、政府としての予算支援等は確認できない。 

 取組効果・課題 

上記自治体の取組はあくまで一例で、例えばチューリンゲン州ではサマーキャンプのみであ

ったり、ベルリンでは 13 校の中学校で 8 年生の飛び級をする早修的な特別授業を行っていた

り、自治体によって取組は様々である。それぞれの州の与党によって才能教育のどの側面に力

点を置くかが異なっており、いくつかの取組にはアメリカの SEM モデルを採用するなど、特徴

も様々である。 

しかし、課題としては、政府としての体系的な政策（国家戦略）がなく、財政的支援も必ずし

も十分とは言えない。さらに州同士の情報交換の場が乏しく、才能教育におけるインクルージ

ョンや PISA 等の調査結果との関係性に関する議論も進んでおらず、国家的な議論が必要だとも

考えられる。 

2-4．オーストリア 

 導入背景（社会的要請）と検討の経緯 

 才能教育の国民的議論の萌芽 

1974 年に法制度上は義務教育段階で 3 回の飛び級が認められることとなった。但し本制度は

（統計はないものの）比較的なじみのない制度であり、1988 年の学校組織法の改正の際に、実
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質的な導入の検討が開始された。この法改正により選択科目やスクールクラブなどが明示的に

言及された。同じく 1988 年には、gifted 支援のための最初の大規模な欧州会議の一つがザルツ

ブルクで開催され、才能教育の必要性について、幅広い議論が喚起された。36ナチ政権の影響も

あり、第二次世界大戦後、「エリート」という用語に対する否定的な意味合いを強く持っている

こと、また才能のある子どもや大人は才能があるから特別な支援策を必要としていないと国民

が一般的に信じていること等の理由により、才能教育に反対する層もおり、1980 年代に才能教

育に関する国民的な議論が起こっていた。 

国民的議論を経た後、1996 年に旧連邦文部科学省により gifted and talented を担当するユニッ

トが設立された。また、このユニット設立の結果、各州の教育委員会により才能教育のためのコ

ンサルタントが指名されることとなった。（このコンサルタントは現在、州コーディネーターの

任務を果たしている。） 

 1990 年代～2000 年代まで 課外活動中心の取組 

1997 年にオーストリア北部で、サマースクールが初めて開催された。（現在は 9 州全域で開

催） 

また 1998 年にはウィーンに「サー・カール・ポッパー・スクール」という特別なグラマース

クールが設置された。さらに、学校教育法の解釈として 1998 年に連邦政府によって出された布

告により、通常の授業時間に、才能児が在籍する学校を離れ大学の課程を履修することができ、

その課程は単位化されることが認められた。（但しこのような学校の設立についても、強い批判

があった。） 

翌年の 1999 年には、才能児の判断やカウンセリングを行う場面での教員や保護者の支援を行

うことを設立目的として、Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented（以下

「ÖZBF」という。）という政府直轄の研究機関が設置された。 

2000 年代までは、gifted については課外活動中心であった。 

 2000 年代～2014 年まで 体系的かつ包括的なアプローチへ 

2010 年前後から政治家、エコノミスト、研究者などの重要なステークホルダーの間で才能教

育に対する関心は高まっている。 

2007 年に政府から出される「Initiative25」では、子どもへの個別化教育の重要性が主張された。

2008 年に才能教育を所管する 2 省庁（教育・女性問題省、科学・研究・経済省）と ÖZBF の専

門家による組織横断的な運営委員会（タスクフォース）が新たに設置され、「gifted 研究と才能

教育タスクフォース」（Giftedness Research and Gifted Education Task Force）という名前で、gifted

研究と才能教育に関する戦略を開発し、議論が進められた。 

2009 年には「才能促進に関する総令」が示され、才能の振興を学校文化全体で行うことを要

請し、才能についても定義された。 

                                                        
36 Claudia Resch（Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented (Österreichisches Zentrum 
für Begabtenförderung und Begabungsforschung – ÖZBF), Salzburg, Austria;）2014 National Policies and Strategies for the Support 

of theGifted and Talented in Austria 



 

23 

 

また上記タスクフォースにより 2011 年に「才能と卓越性に関する白書」が発表され、「課外

活動」から「学校内の体系的・包括的な活動」へと転換をしはじめている。 

 法的な定義 

「才能促進に関する総令」において、「人格や環境要因との相互作用によってのみ発達する卓

越した業績の潜在可能性」と定義している。 

 取組対象（国全体） 

取組の濃淡はあるが全ての州で実施されている。幼稚園から大学段階までが対象段階となっ

ているが、小学校から高校段階が主で、幼稚園や大学段階の取組は非常に少ない。 

 取組体制 

連邦政府により国としての方針が示され、この方針に応じÖZBFにより才能を促進する個人、

制度、取組を支援しており、実質的な才能教育を牽引する機関と理解することができる。 

なお、ÖZBF は教育・女性問題省、科学・研究・経済省の 2 省庁からの資金で活動をしている。

本組織の当初の設置目的は才能児の判断やカウンセリングを行う場面での「教員や保護者」の支

援を行うことだったが、才能教育に対する根強い反対意見（社会経済的背景の高い児童が対象と

なっていること）や教員一般の感じるニーズの低さ、才能児自身は課外活動だけでは不十分に感

じていることなどから、全ての機関に対する包括的・体系的なアプローチが出来るよう、教育戦

略の開発の他、全ての教育機関の教育者をトレーニングできるよう、カリキュラム開発なども行

っている。 

各州政府は、連邦政府からの大枠の予算配分を受け、才能教育に分配することが必要だと考え

る州では数十万ユーロを才能教育支援に充てているが、州コーディネーターが 1 名しかいない

州もある。教育政策自体、各州の裁量が多い国であることもあるが、州によって取組には濃淡が

ある。 

大学等に所属する研究者によっても、才能教育については研究がされているが、量的にも質的

にも十分でないとの指摘もある。 

 取組内容 

 取組の全体像 

個別の取組を詳述した最近の文献が多くないため、欧州委員会等の文献37により全体像を概括

する。 

才能児の識別メカニズムはあり、最も一般的なのは、教員による推薦や学業成績、精神測定検

査の高得点を示すような自己推薦によるものとなっている。 

早修は上述のとおり、飛び級が認められており、拡充についても、各学校はサマーキャンプや

特別コースを設けることが推奨されている。但しいずれも州によって取組の濃淡は異なる。 

                                                        
37 Brian L. Heuser Ke Wang Salman Shahid  Global Dimensions of Gifted and Talented Education 
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 教員研修改革に関する取組 

上述の「才能と卓越性に関する白書」において、才能教育における適切な教育訓練が重要な課

題となっており、教員研修の場に関して新たに改革が進められている。 

かねてより大学の教育学部において、才能教育の指導実践として、教員向けの講義やセミナー

を生涯学習プログラムとして開催している。大学院教育としては 10 以上の教育機関で、才能教

育に関するプログラムが提供され、これらの一部は教育・女性問題省から資金援助もされてい

る。 

現在進められている改革では、教員研修におけるインクルーシブアプローチに重点が置かれ

ており、通常の授業にインクルーシブされた才能児へ対応するための研修機会を提供している。

この研修機会の提供について、ÖZBF は才能教育推進に当たっての必要不可欠な要素として考え

ている。 

 取組効果・課題 

ナチス政権の影響も受け、エリート主義に対する根強い抵抗感がある中で、取り出し型で少

数の子どもしかアクセスできない課外活動が中心だったが、体系的・包括的な個に応じた教育

の中で才能教育を進める方向に転換している点は特筆すべき傾向だろう。転換に際しては、政

府として方向転換に関する白書などを発表しており、方針を明確に示している。現在は教育の

分離モデルはまれである。38 

一方で才能教育の促進を目的とした法律は、義務的なものではなく、あくまで勧告にとどま

っており、韓国等と比べると政府の才能教育の推進力がやや弱いと言える。包括的・体系的な才

能教育の実現に向け、教育・女性問題省、科学・研究・経済省の 2 省庁だけでなく、家族・青年

省、イノベーション省などの他の省庁に、人材支援の観点から才能教育に関連した内容をアジ

ェンダに含めるように働きかける必要性も指摘されている。39 

  

                                                        
38 Eva Reid and Bo˛ena Horváthová（Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia）Teacher Training Programs for 

Gifted Education with Focus on Sustainability 
39 脚注 36 
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2-5．デンマーク 

 導入背景（社会的要請） 

2002 年に検討着手があり、諸外国に比べると比較的検討着手が遅い国といえる。 

 法的な定義 

現在は法的な定義はないが、個性や個々人の違いを認識することは理解されている。40 

 取組対象（国全体） 

ある基礎自治体（シュノボーグコムーネ）では、0~16 歳の子どもを対象に行っている。2~5%

程度が才能児として対象になっている。 

既往文献では、義務教育段階（幼稚園最終学年＋小学校＋中学校の合計 10 年。）において才

能教育が実施されていることが示されている。41 

 取組体制 

各コムーネ（基礎自治体）で実施されている。一部の基礎自治体では、教育委員会から①「科

学ギフテッド教育担当主指導教員」、②メンターが 1 名ずつ派遣されている。 

また大学や地域の科学館などと連携している基礎自治体もある。 

 取組内容42 

 ムンケビンゲッツ学校での取組 

i.  取組概要 

当該学校の位置するコリングコムーネでは、どの領域にも 5%の優れた子どもがいると考えて

おり、イギリスやデンマーク国内の事例を融合させ、独自の gifted 教育を展開している。 

ムンケビンゲッツ学校では、子どもの 17%が外国の背景がある子どもであることもあり、個々

のニーズへの対応の一環として gifted 教育が行われている。 

具体的には 1 週間に 1 回 2~3 時間の放課後活動を行い、科学や環境など子どもの興味関心に

応じた多様な活動が用意されている。 

ii. 取組の実施体制 

自治体の判断で、各学校の教員によって行われている。なお、当該学校の gifted 教育担当教員

によれば、「特別教育と gifted 教育は「個別にニーズをもつ」こと、個別の対応の必要性、手法

としても構造化が必要なこと等でも同じであり、教授方法のアイディアなどで協働することは

あり得る」としていた。43 

iii. 取組の対象 

主に 3 年生以上で、全体の 5%程度が対象となっている。対象者はテスト結果で評価される。 

                                                        
40松本 茉莉衣、是永 かな子（2016）発達障害研究 第 38 巻 第 3 号 
41 脚注 40 
42 既往文献で紹介のあった学校を一部取り出して記載している。 
43 脚注 40 
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iv. 政府の支援 

自治体で独自に進められており、政府として特別な予算支援等は確認できないが、公立学校の

ため、通常の公立学校と同様の支援がされていると考えられる。 

 アテネ学校での取組 

i.  取組概要 

グラズサックセコムーネに位置する gifted 教育に特化した私立学校で、IQ130 以上の児童に対

し、通常と異なる内容を早く深く学ぶ授業を展開している。但し IQ はあくまで一つの基準であ

り、2E 児であっても入学可能となる。 

また、他の学校で不適応を経験した子どももおり、社会性補償に関連して、「成人の社会性を

高めるための指導である KoSo 教育プログラム」44が 7 年生、8 年生の段階で実施されている。 

ii. 取組の実施体制 

学校の判断で実施されている。なお、私学のため、「授業料毎月 2,000DKR（日本円にして約

30,000 円）であるが、国からの助成金により今年度は 3 人が授業料免除されている」。45（2013

年度の情報。子ども数は全体で 142 名。） 

iii. 取組の対象 

0~9 年生の義務教育段階の子どもを基本の対象としている。但し必要があれば 4 歳での就学も

可能としている。5 年生以上からの人数が多く、他の学校で不適応を経験した児童が転校してく

る事例もある。 

選抜に当たっては、IQ130 以上が一つの基準としてあるが、全員が発達検査を受けているわけ

ではなく、入学の際の 2 週間の試行期間などにより、本校の授業についていければ入学可能と

なる。 

 取組効果・課題 

各自治体で独自の取組が進められており、また法的定義がなく政府としては試験的に gifted を

対象とした教育が行われている段階のため、デンマークという国全体について、体系的に取組

効果や課題を抽出することは難しい。（なお、2017 年のアンケート調査では、拡充、早修、個

に応じた学習、オンライン学習、取り出し型学習のいずれも、ほとんど実施していないか、時々

実施している、という回答結果だった。）46 

但し、日本の既往調査では、デンマークの才能教育には、社会性補償の観点があること、また

上述の取組以外にも各基礎自治体で行われている取組の多くは公立学校、公教育において実施

されており、通常学校の機能強化、「個別のニーズへの対応」という観点で行われている点が日

本への示唆に繋がるとしている。47 

前述の 2017 年の調査でも、教員の認識として、「才能児は感情的な問題を抱えている可能性

                                                        
44 脚注 40 
45 脚注 40 
46 Tourón, J. & Freeman, J. (2017), 'Gifted Education in Europe:（Table4.5） 
47 脚注 4036 
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が高い」と選択した割合も高い。（最高値が５ポイントのところ、デンマークは 4.2 ポイントで

あり、ドイツの 2.1 ポイントやフランスの 1 ポイントから大きく引き離し、全体として見ても高

いと言える。）この点は、北欧諸国に共通する特徴として、平等主義的に均質な教育を重んじて

いたことが背景にあると考えられる。48 

図表 10 ヨーロッパ諸国のgiftedに対する教員の態度 

 
（出所）Tourón, J. & Freeman, J. (2017), 'Gifted Education in Europe 

 

2-6．中国 

 導入背景（社会的要請） 

文化大革命終結後の 1978 年に、文化大革命の混乱から立ち直り、現代化を進めるべく優秀な

人材を育成する必要があった。鄧小平が 1978 年の全国科学大会開幕式において「必ず慣習を打

破し、傑出した人材を探し出し、選抜し、育成する」という内容の講話を発表した。49 

これを受けて、1978 年から中国科学技術大学は 15 歳以下の大学レベルの学力を有する少年ク

                                                        
48 Tourón, J. & Freeman, J. (2017), 'Gifted Education in Europe: 
49野添絹子 中国の才能教育の現状と課題 東洋文化研究 9 号 
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ラスの募集を開始した。 導入当初は、北京や上海の都市部を中心に進められていた。50 

 法的な定義 

現在は中国全体での法的な定義はなく、北京においては IQ130以上という定義がされている。

51 

個別の取組においても、実施主体である各学校が才能児の認定を独自の判断で行っている。

中等教育段階では、知能テスト、知識を測るテスト、厳しいカリキュラムについていけるかどう

か判断するため心理面の測定を行うテストなどもある。中国ではほとんどの才能児が「test-taking」

もしくは「lesson-learnings」の才能を示すことが多いという。 

 取組対象（国全体） 

基本的に、初等中等教育段階において実施されている。北京においては、就学前教育段階でも

実施されている。 

図表 11 中国における教育段階別の才能教育の取組例 

教育段階 才能教育の形式 
高等教育 少年クラス、理科実験クラスプログラム 等 
中等教育 才能児実験クラス、理科実験クラス 等 
初等教育 早期入学実験クラス、才能児実験クラス 等 
就学前教育 実験クラス 等 

（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

 取組体制 

「教育法規、綱要、計画といった公的法令の中に才能教育に関する文言がないため」52、国や

地方政府からの資金援助はほとんど期待できず、各学校で独自に取組を進める必要がある。但

し、中国は教育費全体についても、深刻な不足状況にある。 

 

 大学少年クラス 

i.  取組概要 

1978 年に中国科学技術大学を皮切りに、15 歳以下の大学レベルの学力を有する少年クラスの

募集を開始し、北京大学、清華大学等の有名大学で次々に開設された、典型的な完全早修の取組

である。 

 

ii. 取組の実施体制 

各大学で独自に実施されている。但し、認定・選抜の難しさや、費用、才能児に対するケア等

の問題から、大学少年クラスは次々に閉鎖されている。1985 年には北京大学、精華大学など 12

                                                        
50 岩永氏インタビューより 
51 Brian L. Heuser Ke Wang Salman Shahid  Global Dimensions of Gifted and Talented Education 
52 脚注 49 
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大学で「少年クラス」を設置することが決定されたものの、清華大学や北京師範大学は 1988 年

に学生募集を停止、1990 年に北京大学でも募集停止を行った。 

 

iii. 取組の対象 

高等教育段階で機会提供がされており、その対象となる子どもは初等中等教育段階である。 

なお、北京市第八中学では、「少年クラス」の前段階の機会提供として中等教育段階でも類似

の取組が実施されており、「超常教育実験班」（小児クラス）の取組が 1985 年から開始され 2014

年までに 491 名の卒業生を送り出している。53 

iv. 政府の支援 

かつては政府からの予算支援があったが、現在は政府としての予算支援等は確認できない。 

 

 中等教育段階における取組 

i.  取組概要 

初等教育段階では、「重点中学」への入学を目指した早修又は拡充の教育機会が提供されてい

るが、中等教育段階では以下の 3 タイプの教育機会がある。 

①早修タイプ重点中学（「10 歳程度で重点中学に入学し、4 年間程度で重点中学卒業生と同じ

レベルに達することを目標とするもの」54） 

②拡充タイプ重点中学 

③オリンピック学校（「理科や数学などの特定の教科・科目に特化して、種々の教科領域のオ

リンピアード・コンテスト（国際オリンピック大会）用に高度な内容を学習するタイプ」55） 

ii. 取組の対象 

主に中等教育段階の子どもを対象としているが、初等・中等教育段階を通して、早期入学、飛

び級が学校の判断で行われている。 

 中国人民大学附属中学での取組 

i. 取組概要 

教育部（日本の文部科学省相当）の直接の管轄下に置かれ、才能教育の実践として全国トップ

レベルの質と量がある。実際に選択授業は 120 の用意がある。 

才能を顕在化させられるよう、実験クラスにおいて様々な試みがなされている。（例：朗読コ

ンテスト） 

ii. 取組の実施体制 

質の高い教員によって才能教育が実施されるよう、優秀な教員を配している。 

                                                        
53 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 
54 脚注 49 
55 脚注 49 
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iii. 取組の対象 

3 年生から 5 年生を毎年 10 クラス、6 年生を毎年 18 クラス募集している。（1 クラスは 40 名

前後。） 

選抜には論理的思考能力を重視する「超常児童総合素質調査」という試験が用いられている。 

2006 年度の応募条件としては、以下が示された。56 

①良好な知力、創造力、および素質を持ち、総合的に才能が発達するであろうと思われる者 

②学科や芸術、あるいは楽器演奏、書道、美術などの芸術領域や、演説、演技などの方面で素晴

らしい才能を持つ者。（証明できるものが必要となる。） 

 取組効果・課題 

1990 年代後半から平等性・基礎力の定着の必要性から、才能教育に関する予算は期待できず、

また代表的な取組であった大学少年クラスの急速な閉鎖など、取組自体は下火とも取れる。し

かし廃止されているという状態ではなく、必要だと考える地域、学校においては実施されてい

る。最近では、合肥という地方部でも才能教育を進める科学技術学校があり、これらの費用は保

護者によって負担されている。報道では、エリート主義的な才能教育による「効果」の部分が取

り上げられることもあるが、「影」の部分もあることに留意が必要である。57 

中国の才能教育は各学校の独自の判断で行われており、才能の認定が「試験用」（test-taking）

となっているとの指摘もある。一部の地域では、才能の定義が限定的であることが要因となり、

不平等性や、社会格差の再生産といった批判を受けやすいと推察される。 

 

  

                                                        
56 脚注 49 
57 岩永氏インタビューより 
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2-7．韓国 

 導入背景（社会的要請）と検討の経緯 

 科学技術分野での才能教育の萌芽 

1983 年に開校した京畿科学高校が、韓国において最初の本格的な才能教育機関である。この

設立背景の 1 つは、平準化政策に伴う高校教育の画一化の弊害解消である。具体的には、1969

年に中学校、1974 年に高校の入試禁止政策が開始されたことに伴い、国公私立の別を問わず、

各学校は子ども選抜権を失い、才能児に対する適切な教育機会の提供が困難となった。もう 1 つ

の背景には、「科学技術分野の高度なマンパワーに対する需要が高まっていたこと」がある。58 

 才能教育への批判の高まり 

上記科学高校を始めとし、外国語高校、芸術高校、体育高校がそれぞれの分野の才能教育をお

こなう特殊目的高校として指定を受けたが、特に科学高校や外国語高校の数が急増し、卒業生

の大学進学実績について、世間の注目が集まることとなった。これに伴い、特殊目的高校の「受

験名門校化」が進んだ。これにより、①少数の者を選抜することについての不平等、②社会経済

階層の再生産の助長（家庭教師等の課外授業の拡大に起因）、③受験競争等の過熟という主に３

つの批判があった。 

また、「才能教育を否定する意見として、才能教育をあえてやらずとも優秀な学生は勝手に育

つはずで、才能教育にリソースを割く必要はないとの指摘もあった。」59 

 IMF 危機による才能教育の急速な拡大 

上述のとおりの批判を受け、韓国における才能教育は低迷するかに見えたが、1997 年のアジ

ア通貨危機（IMF 危機）により、経済財政状況が急速に悪化したことを受け、才能教育に対する

見方が転換した。 

つまり、「才能教育関係者の間からは「21 世紀の知識基盤社会においては、1 名の卓越した才

能児が数万から数百万名の国民を養っていく力を持つ」といった言葉が盛んに出てくるように

なった」60とされており、国家・社会の発展に寄与する人材の育成という目的で才能教育が推進

されることとなった。 

 法的な定義 

2000 年に韓国初の才能教育関連法である英才教育振興法が制定され、2002 年に施行された。

この法律の中で「英才」（才能児相当）は「才能が優れた人間として、生まれついての優れた潜

在力を啓発するために特別な教育が必要な人間をいう。」としている。その上で、「英才教育」

（才能教育相当）とは、「英才を対象として、各個人の能力と素質に合った内容と方法で実施す

る教育をいう。」としている。 

また、英才については①一般知能、②特殊学問適正、③創造的思考能力、④芸術的才能、⑤身

                                                        
58 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 
59 石川氏インタビューより 
60 脚注 58 
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体的才能、⑥その他の特別な才能、のうち、いずれかに優れた能力を示すものを才能教育の対象

とすると同法において定められている。このことからも認知的能力に関わる分野だけでなく、

talented に関わる分野も公的な才能教育の対象としていると読み取ることが出来る。 

なお、英才教育振興法の他、才能教育の基本的な方向性や重要な内容については、5 年ごとに

「英才教育振興総合計画」が定められている。本計画の策定者は教育部長官（日本の文部科学大

臣相当）だが、各省庁の長官も同計画に基づいた施工計画を制定することが英才教育振興法施

行令において義務付けられている。 

なお、2018 年は、予定であれば第 4 次英才教育振興総合計画が始動する年であるが、2017 年

に起きた朴元大統領の弾劾に伴う政治的混乱により、不透明な状況となっている。 

 取組対象（国全体） 

小学校段階から高校段階までが前述の法律に基づき対象となる。 

図表 12 才能教育機関の類型・種類およびその特徴 

 

（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

 

 

 

 

法律に基づき多くの分野が才能教育の対象だが、実際に受講する割合のほとんどは科学・数

学の STEM に偏りがある。 
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図表 13 各分野の才能教育プログラムにおける教育対象者数の割合（2016年時点） 

 

（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

 

また、各取組の対象者数については、下表のとおりで、英才学級が半分以上の子ども数を占め

ることが分かる。 

図表 14 才能教育機関の現状（2016年時点） 

 
（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

 

 取組体制（国全体） 

教育部を中心とした総合計画の立案、各省庁における施工計画の立案により、政府全体とし

て才能教育の振興のための政策が立案されている。韓国は政治的リーダーシップが発揮しやす

い構造のため、才能教育の主要なステークホルダーは大統領と保護者といえる。 

これに加え政府系シンクタンクである KEDI（Korean Educational Development Institute）

には英才教育研究センターが設置されており、才能教育に関する基礎研究やカリキュラム・教

材開発、選抜試験や基準策定が推進されている。この機関では、研修プログラムや GED という

英才教育総合データベースも保有している。有識者からは、「韓国才能教育の中では、英才教育
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研究センターは存在感がある」との意見が確認できた。61 

 取組内容 

 全体像について 

下図のとおり、英才教育振興法を法的根拠に持ち、英才学校を上位に掲げたピラミッド的な才

能教育の取組が行われている。アジアで最も体系的、大規模に才能教育を実施しているとも言え

る。62 

このピラミッド型モデルについては、自然発生的に生じたものではなく、2000 年代以降に韓

国政府及び政府系シンクタンクによってある程度意図的・戦略的に形成されたものであった。現

実としても、2015 年に英才学校を卒業した子ども 493 名への調査によれば、彼らの 79.3%は初

等学校または中学校あるいはその両方で公的な才能教育を受けていたとされている。63 

図表 15 政府の目指す才能教育体制モデル 

 
（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

このモデル以外にも、初等学校児童及び中等学校生との早期進級・卒業制度や、5 歳での初等

学校早期入学制も 1996 年から全国的に実施されている。早期進級・卒業制度については、早期

履修対象者のための特別なプログラムの提供がないことなどの理由で不振であった。一方で、初

等学校の早期入学制については、幼児教育関係者からの批判もあったが、「才能児の早期発見及

                                                        
61 石川氏インタビューより 
62 石川氏インタビューより 
63 脚注 58 
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び教育の必要性に対する強い確信」64から実施され、申請数も一定程度あり、受け入れられた制

度といえよう。 

 英才教育学校 

i. 取組概要 

優秀な教員により、大学とそん色ない施設設備のもと、数学・科学分野に特化した高度な専門

教育を自由なカリキュラムに基づき受講している。いわゆるエンリッチメント的な取組と位置

づけられる。また全寮制でありながら授業料は一般の国・公立高校と同一であり、企業等の奨学

金も充実しており、事実上無償に近い条件で受講できる。 

ii. 取組の実施体制 

正規の教育課程として実施している。英才学校の教職員については、特段の資格などは不要だ

が、各自治体から、専門的知識を有する教員が配属されることが多く、一般的には、修士課程を

修了した教員が担当することが多いとされる。65後述の英才教育院、英才学級と異なり、正規の

教育課程で、週末等を中心としたプログラム提供でもなく、また、韓国の才能教育のピラミッド

構造の頂点に位置する取組でもあることから、教員自身のモチベーションは比較的高い。 

iii. 選抜過程 

子ども募集地域は全国単位で、中学校 1・2 学年修了からの飛び入学も許容されているが、基

本的には高校生を対象とする。入学定員は各校 100~140 名程度と小規模であり入学難易度も高

い。タレントサーチに当たっては、一次選考として教員が行っている。66 

iv. 取組の対象 

高校生を対象としている。入学定員は各校 100~140 名程度と小規模である。 

v. 政府の支援 

法律上規定されている取組でもあり、政府から予算支援がされている。国立もしくは都道府県

立で、前述のとおり、事実上無償に近い条件で教育を受けることができる。 

他方で李明博政権（2008～2013 年）以降、新自由主義的な教育改革を推し進めながらも、才能

教育に関する教育予算は全体として 2010 年をピークに減少に転じている。 

 

                                                        
64杉本均・石川裕之・厳賢娥（2004）シンガポールおよび韓国における才能教育の比較研究：エンリッチメントとアクセ

ラレーション（京都大学大学院教育学研究科紀要） 
65 石川氏インタビューより 
66 石川氏インタビューより 
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図表 16 市・道教育庁における才能教育予算総額の推移 

 
（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

 

但し、後述の英才教育院や英才学級に比べると、国の集中的な支援を引き続き受けているとい

える。67 

 英才教育院 

i. 取組概要 

放課後や週末、長期休暇等を利用した教育プログラムの提供で、主に中学生を対象に、1 年間

程度のプログラムが一般の教員によって行われる。 

ii. 取組の実施体制 

以下の 3 つの設置形態に分類される。一般的には①の教育庁英才教育院の数が多く、一般の

教員の追加教育サービスの提供という形で実施されている。 

①教育庁英才教育院：教育庁（教育委員会相当）の支援を受けて地域の協力学校等に附設される。 

②教育庁支援大学附設英才教育院：教育庁の支援を受けて地域の大学に附設される。 

③大学附設科学英才教育院：政府の支援を受けて全国各地の大学に附設され、数学・科学分野に

特化した教育をおこなう。 

iii. 選抜過程 

市・道・郡・区単位で募集がされている。 

iv. 取組の対象 

主に中学生を対象とする。 

 

v. 政府の支援 

原則参加者は無償で受講できることとなっており、自治体、政府、設置先の学校による予算支

援が行われている。 

                                                        
67 石川氏インタビューより 
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地方部における財源確保が難しい状況については、有識者からは、特に才能教育対象者が多い

都市部においてより顕著に見られるとの意見もあった。68 

 英才学級 

i. 取組概要 

放課後や週末、長期休暇等を利用した教育プログラムの提供で、主に初等学校高学年を対象

に、1 年間程度のプログラムが一般の教員によって行われる。 

ii. 取組の実施体制 

通学区単位で、一般的に地域の学校に放課後学級のような形で設置される。近隣の学校が共同

で一つの英才学級を設置・運営するケースも多い。 

iii. 選抜過程 

通学区単位で募集がされている。 

iv. 取組の対象 

主に初等学校高学年を対象とする。 

v. 政府の支援 

上述の予算削減の一番の対象となったのは、全才能教育対象者の半数以上を占める英才学級

である。特に英才学級については教育プログラムの一部を有償化する動きがソウル市、仁川市、

京畿道などの都市部を中心に進んでいる。「この背景に都市部は、才能教育の保護者ニーズも高

いため、ある程度有償化にも耐えられるという側面もある。また、地方部の方は対象者が少ない

ため、有償化の動きはそれほど目立たないのだろう。ただし、有償化の傾向は、私営の数学塾と

公教育である才能教育との間に違いがなくなってくるという懸念がある。」69 

 取組効果・課題 

上述のとおり、数学・科学分野に特化した教育プログラムが全体割合の 8 割弱となっており、

数学・科学分野に偏重していると捉えることが出来る。このことによる効果として、才能教育の

目的のひとつである国家的・社会的意義を重視した取組となっていると言えるが、才能児の能

力と適正に応じた教育機会の提供による「個人的・教育的」側面は二次的な目的とされる。 

国家的・社会的意義として捉えられる成果目標、例えばノーベル賞受賞などが達成できない

場合、才能教育の取組自体が批判にさらされることとなる。実際に韓国では、IMF 危機の前か

らあった批判が再燃しており、才能教育に関する予算は減少傾向にある。 

もちろん英才学校の前段にあった最初の科学高校である京畿科学高校の第 1 期生の 75%が科

学技術分野で活躍している他、国内大学最年少教授など、科学高校の卒業生により科学技術分

野の最年少記録は塗り替えられている等の成果もある。 

近年の変化として、才能教育の目的がこれまでの国家的・社会的意義だけでなく、文化的・社

会経済的に不利な立場にあるグループを上昇させようとする「社会矯正的意義」も持ち始めて

いる。実際に盧武鉉政権（2003~2008 年）以降、韓国では社会経済階層の二極化が課題として挙

                                                        
68 石川氏インタビューより 
69 石川氏インタビューより 
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げられ、2006 年以降、法律上特別な配慮による別途の選抜を可能としている。 

但し、この社会的配慮は主に経済的要因が中心となっていること、また入り口段階でのみの

配慮であること、特別な選抜ではなく、合格ラインの特別な引き下げによる対応が一般的であ

ることなどの課題もある。今後、2E の子どもへの配慮なども必要となる可能性を石川氏は示唆

している。 

図表 17 才能教育における社会的配慮対象者数と配慮類型（2016年時点） 

 

（出所）山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 

才能教育のリソースとして、予算削減に伴う教育プログラムの有償化が進んでいることや対

象者数の減少が起きていることを記載したが、これと関係して、英才教育院や英才学級の教員

リソースが足りないことも課題にあげられる。 

元々一般学校の教員が兼務することが多く、またプログラム提供時期は放課後や週末、夏期

休暇などで、教員の休みがなくかつ給与や昇進面でのインセンティブもないことから、最近で

は新任教員が才能教育を担当するケースも多いとのことである。70 

  

                                                        
70 石川氏インタビューより 
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2-8．シンガポール 

 導入背景（社会的要請） 

1979 年の能力別ストリームの導入に源流を持ち、「子どもたちに自らの学習ペースにあった

教育を保障する」という概念が生まれた。1981 年の文部大臣によるソ連、アメリカ、中国等の

実践の調査により、才能児に対するプログラム導入の必要性が強く認識され、才能教育の直接

的な検討が開始された。71諸外国が才能教育を進める中で、人口も少ない国において、「才能教

育を実施しない」ということに対する危機意識もあったとの指摘もある。72 

その後 1983 年にはコンセプトペーパーの草案及び、現在の才能教育局にあたる特別プロジェ

クトチームの結成があった。 

まずコンセプトペーパーの草案では、才能児プログラムの合理的根拠と目的が掲げられた。

具体的には、GEP（Gifted Education Progaramme）と呼ぶプログラムに必要性が述べられ、「知

的に恵まれた子ども」のためのプログラムの構造や教員の手配、児童子どもの選抜基準等に関

する提案がされた。この段階で、既にシンガポールの才能教育が拡充に傾倒する流れが如実に

なっている。 

次に特別プロジェクトチームの結成について、このチームは GEP の「プログラムを実施し、

その成果をモニターするだけでなく、GEP のための児童子どもと教員を選抜し、新しいカリキ

ュラム教材を開発する」73ことも目的として、創設された。このメンバーは、アメリカから招い

た専門家による訓練も受けることとなった。 

具体的な取組としては、1984 年に 2 つの小学校、2 つの中学校で GEP プログラムが試行的に

開始された。導入当初は、拡充のプログラムのみを実施する国であった。74 

 法的な定義 

政府（文部省の中の才能教育局）によって、「①心理学的報告、②達成度テストのスコア、③

学習成果のサンプル、④教員の推薦という 4 つの情報から判別される」75としている。法律上の

位置付けか、コンセプトペーパーでの位置付けかについては、一見できないが、国として共通の

判別方針を持っていることは言えよう。なお、国として共通の達成度テストについては後述す

る。 

GEP プログラムの目標について、政府は、才能ある若者の知的厳格さや高尚な価値観を発展

させ、変動する社会の責任ある創造的な指導力を養うこと、としている。また、政府は本プログ

ラムの目的には、「ナショナルな側面、道徳的側面」も含んでいるとし、個人の興味、能力にあ

った特別なプログラムや知的刺激の提供といった教育的要因だけでなく、国家の発展といった

                                                        
71 杉本均・石川裕之・厳賢娥（2004）シンガポールおよび韓国における才能教育の比較研究：エンリッチメントとアク

セラレーション（京都大学大学院教育学研究科紀要） 
72 杉本氏インタビューより 
73 脚注 71 
74 杉本氏インタビューより 
75 Brian L. Heuser Ke Wang Salman Shahid  Global Dimensions of Gifted and Talented Education 
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社会・政治的要因も含まれているとしている。 

 

 取組対象（国全体） 

GEP プログラムの対象は当初は初等教育の 4 年生から 6 年生、中等教育の 4 年間としていた。

（なお、中等教育については 2008 年にプログラム停止。） 

2002 年時点では、人口比の 1%程度に達しており、特徴的な点として、国として共通の達成度テ

ストについては、対象となる学年の児童子どもが全員受験し、その中でトップ 10%が追加の試

験を受けて選抜されていくことにある。 

さらに「同世代の 0.003％のごくまれな天才児を想定して「例外的に才能ある子どもたち」と

いう個別対応のシステム」も用意されている。76 

民間団体の行う取組として、GEP 対象前である小学校 3 年未満の児童やジュニア・カレッジ

なども対象に行われている。 

最近では GEP の他、高校段階の IB プログラム（国際バカロレア）などの特色のある学校も作

られている。また、拡充だけでなく、AP プログラムを模倣した学校もあり、早修のプログラム

も提供され始めている。（華中学院と南洋工科大学の間で早期卒業可能なプログラムの開発が

行われている。） 

2004 年には、一貫プログラム（Integrated Programme）が新たに導入され、これに GEP プログ

ラム中等教育部分の役割を代替させることとなりに、2008 年に中等教育レベルの才能教育プロ

グラムが停止されることとなった。2004 年に導入された一貫プログラムとは、これまでの中等

教育 GEP（標準 12~15 歳の 4 年間）をその後の普通中等後期教育（16 歳~17 歳）と提携させ 6

年一貫コースとするもので、「大学までの 6 年間をいわゆる直通列車のように一貫教育を行お

うというプログラム」77である。「学校に基礎を置く才能教育」と呼ばれている。78 

 取組体制 

シンガポールの代表的な取組と言える GEP プログラムについては、文部省の中の才能教育局

が実施している。シンガポール政府では、この他、音楽才能プログラム、美術的才能プログラム

も提供している。 

その他民間団体として、シンガポール才能児協会でも拡充プログラムが提供されている。例え

ばシンガポール才能児協会は、GEP プログラムの対象前である小学校 3 年未満の児童の才能開

発を行っている他、GEP プログラムに経済的理由により参加できない子どもに対する教材費等

の資金援助の支援も行っている。 

また、民族別 NGO のムスリム児童教育評議会（多民族社会であること、また民族グループご

との教育達成に大きな格差があることを背景に、政府と民間が協力して個別の民族グループの

子どもに教育・訓練を行う法人組織の一つ。）では、初等教育修了試験の成績上位 10%のムスリ

                                                        
76 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 p121 
77 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（東信堂）2018.12 p117 
78 脚注 77 
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ム児童に対して拡充プログラムが提供されている。 

 取組内容 

 GEP プログラム 

i. 取組概要 

通常の学校と同じシラバスに従いながら、カバーされるトピックをより深くし、「刺激的で相

互作用的な環境」79の中で拡充カリキュラムを、特定の学校内の別クラスとして提供するもので

ある。GEP 科目は通常の科目と大きく異なることはなく、高度な語学等の選択科目が用意され

ており、個人的関心に基づいた個人研究活動（IRS プロジェクト）なども励行されている。また

一部の学校では、社会性の涵養として、国民性教育や思いやり教育（奉仕活動や社会体験学習等）

も実施されている。 

2003 年で中学校は 7 校、小学校は 9 校があり、1984 年から漸次増えている。中等教育段階はプ

ログラムが停止されることとなったが、一部の中学校では、より個人の興味に応じた才能教育を

実施すべく、高校段階との 6 年間の直通コースへの転換が開始されている。（上述の一貫プログ

ラムを参照。） 

ii. 取組の実施体制 

本取組自体は文部省才能教育局によって実施されるが、実際の指導プログラムは各学校の教

員によって提供されている。また、GEP プログラムの教員については、政府主体の選抜が行わ

れており、政府（才能児教育局）及び GEP 学校の校長により予備選抜された教員に対し、面接・

授業観察という選考を経て、意欲と指導力のある教員を集めている。 

新規の GEP 教員は才能児教育についての基礎コースを受講し、才能児教育の概念などを理解

する。このほか新規・現職の GEP 教員のための年次大会も開催され、教員自身によっても、GEP

カリキュラムや計画が検討されている。 

また GEP プログラムを 3 年以上教えた教員を対象に、「才能児のためのカリキュラム分化」、

「才能児のための情緒教育」の 2 つのコースを修了しなくてはならない。これ以外にも、才能児

教育局の各科目係員と 1 年を通じて緊密に連絡をし、カリキュラム等について相談できる体制

が構築されている。 

専門性を持続的に向上させられる教員への支援体制も特徴的だが、ある学校では、教員／子ど

も比率も、GEP 専任教員のみでみても、約 5:1 となっており、クラスサイズも 11 名から 18 名と

いう小規模である。また、この他学校にはスクールカウンセラーも複数名常駐している。 

iii. 選抜過程 

小学校 3 年生全員に対するスクリーニングテスト（英語・数学）を行い、3000 人の児童が選

抜され、さらにそのテストの 2 か月後に P3 選抜テスト（英語・数学・一般能力）を受け、最終

的には人口の約 1%に当たる 500 人が選抜される。 

（なお、かつて実施していた中学校の GEP は、小学校の GEP 受講者と未受講者で選抜基準が異

                                                        
79 脚注 71 
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なっていた。） 

iv. 取組の対象 

現在は小学校 4 年生から 6 年生までの段階である。上記選抜過程を突破した者のみが受講可

能となっているが、GEP に参加するかどうかの最終決定は本人および両親が行うこと、小学校

3 年生段階のスクリーニングは全員に行われることが特徴的である。 

v. 政府の支援 

政府のプログラムのため、政府による全面的な支援が行われている。選抜テスト等も政府が作

成している。80 

 取組効果・課題 

プログラム開始 10 年目である 1994 年に、国内メディアでは、成果と問題点に関する一連の

報道が行われた。本報道では、GEP の成果としては GEP の子どもの初等教育修了試験でのスコ

アの高さがアピールされる一方で、①本来の才能教育の目的からかい離している、②社会的責任

や国家への奉仕精神を GEP 卒業生は有しているのか、といった指摘もあった。 

これを受け国立教育学院により、1988 年に 200 名程度の中学校の GEP 卒業者に対する意識調

査を行った。その結果、GEP 卒業者は、人格や労働態度、他の人種や宗教への涵養性において

抜きんでていることが明らかとなった。 

2003 年から、政府は、才能教育の複合的な評価フレームワークを採用している。評価フレー

ムワークの成果指標として、卒業生からのアンケート調査結果以外に、大学入学、論文発表、職

業選択、メンタリング報告、社会活動参加記録等の項目を政府は設定した。これらの指標は 1 年

から 3 年でデータを収集し、包括的評価となるよう設計された。この複合的評価から見ても、政

府は、才能教育について教育的観点だけでなく、社会・政治的観点も重視していることが推察で

きる。 

さらに特筆すべき点としては、対象年齢の国民全員を選抜対象とし、共通の尺度で選抜するこ

とにより、機会の平等性の担保を図っていることだ。この点については、シンガポールの国家の

規模ゆえに実現できているとも推察される。一方でシンガポールにおいては才能教育に対する

政策が急速で、国民に対して十分な議論、説明が尽くされたと言えず、社会として完全なコンセ

ンサスを持っているとは言い難い、との指摘もある。81 

  

                                                        
80 杉本氏インタビュー 
81 脚注 71 
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3 有識者インタビューからの示唆（要旨） 

 

3-1．才能教育の全体像について 

 才能教育の目的は「卓越性」と「平等性」という大きく 2 分する概念があり、どちらをより強く志向するかによって、取
りうる才能教育の手法は変わってくる。 

 平等性という観点で捉える場合、発達障害や２E といった考えを持って検討する必要がある。卓越性を目指すと、
格差の広がりはやむを得ない。 

 才能教育には、「広義」と「狭義」の定義に大きく 2 分割される。狭義の定義で捉える場合、対象者を厳しく選抜
する必要があり、公平性を担保しにくいのではないか。 

 提供機会（場所）から才能教育を捉えた場合、「選抜し取り出す」もの（取り出し型）と「同じ教室内で行う」
もの（インクルーシブ型）に大別される。 

 学習内容から才能教育を捉えた場合、「早修」と「拡充」に大きく分けられる。早修については、学年主義との不適
合や社会性涵養の困難さ等の理由から進んでいない国もある。（特に完全早修の場合、顕著に見られる傾向で
ある。）拡充については、新たな個別プログラムが必要なため、「コストのかかる」82 取組である。早修は（極論する
と）既存のプログラムで対応可能である。 

 才能教育の効果検証は難しい。例えばノーベル賞受賞を成果指標に設定することは、必ずしも適切とは言えない。 
 才能教育と混同される可能性のある用語として、「エリート教育」という用語がある。エリート教育は国家の指導

者育成を目的とするもので、指導者たる人格育成についても実践する。 
 

3-2．世界の才能教育について 

 検討のトレンド、歴史的経緯について 

 アメリカを除いた各国では、1980 年代から才能教育の取組が進められている。世界的トレンドが、必ずしも今高
まっているとは言えない。（なお、1980 年代～90 年代に各国の才能教育の取組が進められていることについて
は、冷戦による国力の増強が必要となったという捉え方も出来るとの意見もあった。） 

 才能教育の萌芽期は、各国で様々な違いがあった。現在は、特殊な学校を作る（中高一貫校など）形態か、
インクルーシブ型で行う形態かの 2 パターンに類型化されているように推察される。アジアは特殊な学校を作る
傾向にあるようにも見える。 

 アメリカが才能教育の先進的な国であり、アメリカを参考にした実践モデルを展開している国も多い。アメリカは、
当初軍事力の必要性といった国家的要請から才能教育を開始した。その後、政権交代等の影響を受け、個人の
権利・機会を尊重するための取組として、「目的を変えて」才能教育を進展している。アメリカは目的を転換したこと
で、才能教育を継続することができた。 

 一つの国の中での取組の変遷を見ると、①早修の部分的な取組が国民に受け入れられたのち、対象者や取組の
拡大の必要性が生じ、②拡充の取組が広がっていく、という流れがあると思う。まず①の取組が国民に受け入れら

                                                        
82 このコストについては、金銭的な意味合いを指すかどうかの詳述はなかった。 
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れるには、「学年主義に縛られていない」、という前提がある。国民文化として、異年齢と共に学ぶことが許容され
るか、という点が基盤にある。 

 アジア諸国では数十年前に才能教育の時代潮流があった。シンガポール、台湾、香港、インドネシア等で進められ
ている。（なお、香港については、国土返還後、才能教育を含めた高等教育について、混乱状態にあるように推
察される。） 

 才能教育のうち特に拡充については、特別なプロジェクトの構築や才能教育を実施できる教員の育成・確保など追
加的なコストがかかる。このため、コストに見合ったパフォーマンスが出せるか、またロスは少ないか、ということを十
分に検討する必要があるだろう。各国の才能教育は、政権交代の影響を受けやすい。このことから才能教育は常
に（国の文教政策の）メインストリームに有り続けるような性質の分野とも言えない。 
 

 各国の状況について 

 北欧（スウェーデン）については、平等主義が重んじられており、「個に応じた教育」という文脈の中で才能教育が
進展していると言える。フィンランドもスウェーデン同様、平等主義的な国のため、日本が参照できる部分も多いだろ
う。 

 社会主義国であるロシアや（特にかつての）中国は、国策として、指導者育成のための才能教育を実施している。 
 欧州は、学年主義の縛りが緩やかな国が多いため、早修的な取組については、どの国でもオプションとして持ってい

る。（但し、フランスでは大々的には実施されていないと推察される。） 
 シンガポールは対象学年の児童全員に共通の試験を課すことで「選抜の平等性」を担保している。また英国は経

済的・社会的に支援を必要とする地域を指定し、重点的に才能教育を実施することで、「格差是正のための教育
政策として」才能教育を実施している。「平等性」と一口に言っても、各国で違いがある。 

 ドイツ、中国、オーストラリア等の国は、現在は各州・地域ごとの取組が独自に進展しており、国家としての体系的
な理解が難しい。才能教育のニーズの高い州・地域では、才能教育の取組・研究が発展しているものと推察される。 

 中国の大学少年クラスの事例からは、極端な完全早修は、人格形成上のロスがあることを示した。 
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III． フィンランドにおける才能教育について 

1 総括 

フィンランドでは、通常の教室・教育の中で、才能児に対する個に応じた教育機会が提供され

ている。才能教育に関する法律上の定義がないものの、教員の質の高さによって暗黙知的に才

能教育が実施されており、平等性を重んじながらも多様な教育機会が提供されている。 

一方でフィンランド全土での体系的な才能教育は実施されていない。このため、今後は、（全

土での）才能教育の必要性に関する国民的議論を行うことが必要になるとの意見もあるが、国

民的議論のための研究・データセットが不足している。 
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2 教育制度の概観 

 国の概要 

フィンランド共和国の基礎データは以下のとおりで、日本よりやや小さい国土面積に、福岡県

と同程度の人口を抱え、人口密度の低さに特徴がある。また、外国の背景を持つ国民の割合は

6.2%である。83 

図表 18 フィンランドの基礎情報 

面積 33.8 万㎢ 
人口 約 550 万人（2017 年 1 月末時点）※福岡県と同等程度 
首都 ヘルシンキ市（約 63 万人 2016 年 12 月時点） 
言語 フィンランド語、スウェーデン語（※但し英語でのコミュニケーションも多い） 
歴史 1917 年 ロシアから独立し、フィンランド共和国成立。 

1948 年 対ソ戦争等を経てフィンランド・ソ連友好協力相互援助条約締結 
1995 年 EU 加盟 

政治 共和制、一院制 
首相は中央党のユハ・シピラ 
（出所）外務省 HP フィンランド共和国基礎データより作成（※部分は追加） 

教育政策としては、2000 年代からの PISA の結果により、教育大国として注目を集めている。

特に PISA2003 で世界一となったことも契機となった。個に応じた少人数教育、柔軟な学習集団

編成の他、高水準の教員養成（初等教育段階の教員にも修士課程レベルで教員養成が実施されて

いる）などの特徴がある。 

フィンランドの教育政策の特徴について、国家教育庁は、下図のとおり、9 つの特徴を挙げて

いる。具体的には、①高度に養成された教員、②教職が魅力的な職業であること、③年間の指導

時間が少ないこと、④試験よりも学習に焦点化していること、⑤ランキングがないこと、⑥支援

に焦点化すること、⑦選抜がないこと、⑧柔軟なグルーピング、⑨7 歳から基礎教育が始まるこ

と、である。 

図表 19 フィンランドの教育の特徴 

 

 
（出所）Education in Finland（Finnish National Agency for Education,2018）より作成 

特別支援教育についても日本での注目が集まっている。（既往文献によれば、「フィンランド

                                                        
83 Education in Finland（Finnish National Agency for Education,2018） 

エボリューション 公共財源 無償教育
中央での舵取り 地方の裁量 協働

教育優先 集権的非中央 信頼

高水準の教員養成
年間の指導時間の少なさ

教職の魅力度の高さ

テストより学習重視 ランキングなし

柔軟なグループ編成

支援重視

選抜なし
7歳から基礎教育開始
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では約 30%の子どもが特別ニーズ教育を受けており、学力世界一の背景に特別ニーズ教育の積

極的活用があることが指摘されている。」84としている。） 

また、就学前教育及び基礎教育については、給食代、教材費も含め、フィンランドの住民は全

て無償で教育を受けることができる85ことも特徴だろう。 

 

 学制について 

7 歳から 16 歳の 9 年間を総合制学校（Comprehensive school）への就学としている。また、総

合制学校の 1 年前の就学前教育についても 2015 年に義務化された86。総合制学校は、フィンラ

ンド国内に 3000 程度の学校がある。87 

総合制学校における基礎教育（図表 20 における BASIC EDUCATION）の後、90%以上の子ど

もが後期中等教育機関に進学する。通常、後期中等教育機関（general upper secondary）に 52%、

職業後期中等教育機関（vocational upper secondary）に 42%、その他に 6%となっている。88最近

では、職業後期中等教育機関に進む割合が高まっている。 

高等教育機関の進路先としては大学と言われる University と、応用科学大学と言われる

Polytechnic がある。就業経験を活かした継続的な生涯教育（成人教育）の機会も担保されてお

り、25 歳から 64 歳までのノン・フォーマルな成人教育に参加している人口の割合は 26.1%と EU

平均の 10.8%よりも高い。(2016 年)89 

                                                        
84 是永かな子、小曽湧司「フィンランドにおける 2000 年以降の教育改革の現状―特別支援の観点から―」（2017） 
85 Sonja Laine(2006)Finnish elementary school teacher’s perspectives on gifted education 
86 脚注 85 
87 OPH 提供資料より 
88 脚注 84 
89 Education in Finland（Finnish National Agency for Education,2018）によれば、生産年齢人口の教育レベルは 13%が基礎

教育、45%が高校段階、42%が高等教育機関という学歴である。 



 

50 

 

図表 20 フィンランドの学制について 

 
（出所）国家教育庁 提供資料 

 教育プログラムと関係機関について 

フィンランドの教育政策の決定に関わるステークホルダーは複数ある。 

まず、国レベルでは、中央当局として、教育文化省と国家教育庁の 2 つの担当部局がある。さ

らに、教職員の 9 割以上が加盟する教職員組合は、国の教育政策決定に関わる主要なステーク

ホルダーとして位置付けられている。 

各自治体には、市の教育担当部局があり、当該市の教育政策、予算、カリキュラムを決定して

いる。学校、子ども、保護者以外に関係するステークホルダーについて、図表 21 に図示した。 
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図表 21 フィンランドの教育政策の決定に関わるステークホルダーとその役割 

 

（出所）各種資料より作成 

 

 

また、カリキュラムについては、下図のとおり、3 段階の構造となっている。国、自治体のカ

リキュラムに基づきながら、学校現場ごとに最適化されたカリキュラムが子どもに提供されて

いる。 

図表 22 カリキュラムの位置づけ 

 
（出所）教育ジャーナル 2017 8 月号 p32 より作成 

 ナショナルコアカリキュラムの改訂について 

ナショナルコアカリキュラムは、国家教育庁においておよそ 10 年ごとに改訂される。具体的

には 1994 年、2004 年、2014 年に改訂されている。 
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現在のナショナルコアカリキュラムは、「可能性の最大化」と「全ての子どもは独特（unique）

である」という考えのもとに構成されている。 

図表 23 ナショナルコアカリキュラムの改訂の経緯 

年代 改訂の方向性 
1994 年 国家レベルでの規定を減らし自治体の裁量を拡大 

（国家的経済破綻による地方分権を背景に、「それぞれの教科を教えるための 
非常に広いねらいと内容だけしか示さなかった」90） 

2004 年 数学と母国語の最低授業時間数の増加、基礎教育の新たな評価基準として 
「grade 8（good）」が目指されることとなり、細かく規定されることとなる 

2014 年 
（2016 年度より実施） 

「何を学ぶか」から「いかに学ぶか」への転換 
横断的な能力の育成を意識し「学びを奨励するのみならず必要な知識を保証すること」を
目標としている91 
①思考力・「学ぶことを学ぶ」力、②文化的コンピテンス・相互作用・表現力等の 
7 つのコンピテンスを汎用的コンピテンスとして提示 

図表 24 コンピテンシーの再定義 

 

（出所）Education in Finland（Finnish National Agency for Education,2018）等各種資料より作成 

                                                        
90 堀家由妃代（2012）フィンランドの特別支援教育と学力 仏教大学教育学部論集 第 23 号 
91 酒井喜八郎（2018）フィンランドの社会科教育と教師教育の関連の特質 南九州大学人間発達研究 第 8 巻 
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 Step0 教育文化、社会経済の価値観 

既往文献では、フィンランドの教育の成功について、「フィンランドの柔軟な教育システムや

教師教育、独自の学力向上策などの目に見える仕掛けがある」一方で、「それらフィンランドの

成功を支える、パースペクティブや文化など、目に見えない仕掛けの部分」がある、との指摘が

ある。92 

 平等主義 

フィンランドにおける機会の平等を重んじる文化については、福祉国家的政策の文脈の中で

読み取ることができる。フィンランドは、北欧の福祉国家の一つであり、教育政策においても

「equality」と「inclusiveness」が中心的価値を占めている。93また平等主義的な考えについては、

フィンランド人が元来有している文化的な特性とも関係している、とする文献もある。その中で

は、農耕文化によって「平等」という概念が発達した、としている。94また、教職員組合へのイ

ンタビューでは、フィンランドの教育の特徴として、「どこに行っても平等に学びたいことが学

べる、という機会の平等に対する安心感がある」ことが挙げられた。 

 「信頼の文化がある」という共通認識 

保護者、自治体の教育委員会が教員を信頼し、教育については、プロである教員に任せるとい

うスタンスについては、既往文献でも指摘があるが、今回の現地訪問でも各インタビュー先で確

認できた。また既往文献では、「国家教育委員会95の職員は、「フィンランドは小さな国ですか

ら、すべての人がお互い信用しあって支え合って社会を維持していかなくてはならないのです」

とわれわれに語ってくれた。」との記載がある。 

実際の信頼関係が個々人の間で成立しているか否かに関わらず、「信頼の文化がある」という

共通認識があることがフィンランドの特徴的な価値観だと言える。 

特に教育の文脈では、優れた教員が子どもの個々のニーズを満たす高い質の教育を提供して

くれる、ということを信頼しており、保護者も教員に対して「教育内容」について注文を付ける

ことは一般的ではない。96 

 個性の認容 

フィンランドの教育政策は、元来平等主義的だったが、1990 年代以降、急激な変化を遂げて

いる。個性と選択の自由がより重視されており、全ての学習者の個人的な価値と独自性を受け入

れることが重視されている。ナショナルコアカリキュラムにおいても、プレスクール段階から、

「他者との違いを認容する」ことの重要性を規定している。実際に、タンペレ市においては、早

い段階（プレスクール段階）での多言語教育が実施されている。個性や他者との違いが認容され

る教育土壌が育まれていると推察される。 

                                                        
92 脚注 90 
93 脚注 85 
94 脚注 90 
95 国家教育庁を指す。（原文をそのまま引用している。） 
96 現地インタビューより 
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3 現状の取組について 

 Step1 才能教育に対するニーズについて 

 全体像 

才能教育の必要性について、「不必要」とまで言及する関係者はいなかったが、必要性が最も

高い分野とは言えない。この背景には、才能児への一定程度の対応は出来ている、という政府の

認識がある。つまり、ナショナルコアカリキュラムで育成すべきと設定されている、「個への対

応」や「skillful」という考え方の中で、才能教育は実施できていると政府は認識している。また、

この「個への対応」や「skillful」の育成については、フィンランド全土で政府が強力に主導し、

体系的に実施せずとも、既に、個々の教員の高いスキルによって暗黙知的に実施できていると政

府は認識している。 

さらに、緊急度という観点から、（才能教育よりも）特別支援の方がより緊急性が高く、必要

性も高く認識されている。 

必要性の喚起には国民的議論が必要で、この国民的議論の契機となる研究やデータセットが

必要だという意見も聞かれた。 

図表 25 関係者ごとのニーズの有無について 

関係者 ニーズの有無 

子ども・保護者 一部にニーズ有 

教員 一部にニーズ有（地域差も有） 

報道から見る世論 一部の議論は有 

政府 一部にニーズ有、一部対応済み 

研究者 一部にニーズ有、未対応部分散見 
国民的議論が必要 

 政府機関 

国家教育庁へのインタビューでは、「才能教育、特に優れた才能を持つ子どもへの個別の教育

機会の提供は必要である」とし、才能教育の必要性は認識されていた。但し、あくまで個に応じ

た教育の一つとして、才能教育は位置づけられており、「才能」についても「gifted」ではなく

「skillful」（フィンランド語では「taitava」）という風に捉えている。また、才能教育は必要で

はあるが、特別支援教育に比べると、緊急性は低いとの指摘があった。 

 報道（世論） 

1992 年から 2007 年までの Helsingin Sanomat （フィンランドで最も広く読まれている新聞）

及び Opettaja （教師のためのフィンランド最古の週刊誌。教職員組合が出版）における才能教

育に関する記事調査を行った既往文献97では、562 件の「giftedness」に関する記述があり、370 件

                                                        
97 脚注 85 
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の「gifted childen」に関する記述があった。この多寡については、一概に言えないが、少なく

とも一定の社会的関心があると同調査では示している。但し、報道で才能教育について取り上げ

られる機会はあるものの、才能教育の必要性について十分な国民的議論がされているとは言い

難いという意見も確認できた。98また、最も頻繁に報道されていることは、「才能の定義」に関

することであり、才能や才能教育について語るとき、人々は必ずしも同じことを語っているわ

けではないことも分かった。 

また、教職員組合のインタビューでも、才能教育は報道で取り上げられることもあるが、国民

的なニーズが一般的に高いとは言えないとの意見があった。さらに、同インタビューでは、伝統

的・歴史的に有名な学校が、エリート的な学校としてメディアの一部に取り上げられはじめてい

ることについても言及があった。また「学校ランキング」のようなものがメディアで作成されて

いる。このような報道に関連して、特に高校段階の子どもをもつ保護者は、地域の高校ではなく、

エリート主義的に有名な高校への進学を目指すような傾向がある。一部のメディアや政治家の

中には、「フィンランドでは基礎教育の終わりにテストをしたほうがよい」と主張する人もいる

が、政府、教職員組合、研究者もメディアによるランキング化や rating については否定的な見解

を示しており、フィンランド内では、ランキング化についてはメジャーな意見となっていない。 

 教員 

教職員組合へのインタビュー及び研究者へのインタビューでは、一部の教員は才能教育の必

要性を認識していることが確認できた。しかし、全ての教員が必要性を感じている訳ではなく、

教員によって、必要性の認識には濃淡があり、教員に共通した一般的な課題とまでは言えない

とした。 

また、フィンランドの小学校の教員（202 人）に対する、既往のアンケート調査では、教師が

才能児のニーズを考慮に入れて指導計画を立てる頻度について調査された。この調査によれば、

図表 26 のとおり、「少なくとも週に 1 回」（n=81,40%）が最も多く、さらに「毎日」検討する

者は 23%（n=46）に及んでいる。したがって教員の多くは才能児のニーズに応えるよう、考慮

していると言える。 

図表 26 才能児のニーズを考慮に入れて指導計画を立てる頻度 

 

                                                        
98 同調査の著者である研究者（Sonja Laine）のインタビューより 
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（出所）Sonja Laine(2006)Finnish elementary school teacher’s perspectives on gifted education 6.4 調査より作成 

 保護者、子ども 

研究者へのインタビューでは、一部の保護者、子どもには才能教育のニーズがあると感じて

いた。しかし、全ての保護者、子どもにニーズがある訳ではなく、偏在していることが推察でき

る。視察をした国際バカロレアコースを有する有名高校の校長へのインタビューでは、「有名高

校である本校は、他の高校に比べて才能児が多いと感じる」という発言もあった。また、教職員

組合でのインタビューでは、前述のとおり、一部の保護者の中では、名門高校や有名高校への入

学や、エリート主義的に競争を重んじる傾向も出始めている。 

 研究者 

研究者へのインタビューでは、ナショナルコアカリキュラムの「skillful」の概念では包含でき

ない gifted に相当する子どもが存在しており、体系的な才能教育の研究が必要になると考えて

いた。また、インタビューを行ったヘルシンキ大学の研究者からは、「才能教育の研究者は、ヘ

ルシンキ大学を中心に偏在し、研究の量も質も十分でない」との問題認識が確認できた。 

また、才能教育へのニーズ喚起には、研究者の果たす役割は大きいとし、研究者が新たな研究

やデータセットを提供し、そのデータを基にメディアへの打ち込みを行うべきだとする意見が、

研究者へのインタビューで確認できた。このようなデータセットを通じて、国民的な議論を起こ

すことを目指していた。 

実践の場である LUMA センターの研究者からも、才能教育についての議論は一部では起きつ

つあるが、gifted に相当する子どもに特化した取組は一般的ではないとの意見があった。一方で、

才能教育の研究の必要性について、ヘルシンキ大学の周辺では（10 年前に比べ）一定の理解が

得られるようになってきた、とする研究者の意見も確認でき、才能教育のニーズは一部では高ま

りつつあると推察できる。 
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 Step2 才能教育に求める目的、目指す方向性について 

 全体像 

i. 定義の必要性について 

フィンランドでは、現在、才能教育の概念や定義について、必ずしも国民的に共通した理解・

合意は形成されていない。 

このような中、研究者と政府では、定義そのものの必要性について見解の相違があった。政府

は法律上の文言までは必要ないという見解だった。一方で研究者は、定義や体系的な基準が必要

だとした。 

フィンランド全土での体系的な才能教育は実施できておらず、教員のスキル・余力の程度、保

護者の経済状況等によって才能教育の提供内容に差が生まれている。このような現状を踏まえ、

政府、研究者双方が、体系的な才能教育の展開に当たって、才能の概念も含めた一定の判断基

準の設定が必要となると認識していた。 

ii. 定義のための国民的議論 

研究者からは、学術領域から見ると、才能教育の定義は、多様であり統一的な定義は設定しに

くいことを踏まえ、国の文化的背景に応じた定義設定が望ましいという意見が聞かれた。さら

に、この定義設定に当たっては、国民的な議論を行い、国の文化に応じ、才能教育の概念（目

的）を明確にし、共通理解を得ることが必要だとした。 

 政府、世論 

現在、政府としては gifted についての法的定義や、gifted に関する特別な方針やガイドライン

を持っていない。一方で、国家教育庁とのインタビューでは、多様性や個性、個々人の違いに関

して認容することが教育上重要であるとの意見が確認できた。国家教育庁は、「ナショナルコア

カリキュラム上にも、多様性を認容できるような指導のポイントを散りばめている。」とした。

また、ナショナルコアカリキュラム上には、「gifted」と類似の概念として「skillful」という用

語も位置づけられている。 

したがって、フィンランド政府としては、国家的なリーダー育成や特別な分野の人材育成とい

う文脈で才能教育が認識されるというよりは、（法的定義こそないが、）個人の学びの多様性と

いう文脈で才能教育が認識されていると言えよう。 

また、国家教育庁へのインタビューでは、法的な定義について、画一的に文言として定められ

ている必要はない、という見解だった。他方で才能児に関する判断基準については、十分でない

との見解を持ち、研究に基づく適切な判断基準が必要とする意見が確認できた。 

国家教育庁へのインタビューでは、図表 27 のとおり、2005 年時点のフィンランドでは、才能

児に関する判断基準として、自己推薦もしくは施設固有のみであるとした。なお、現在は教員推

薦などが現場レベルでは行われているが、体系的な把握はされていない。 
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図表 27 諸外国の基準の有無一覧 

 
（出所）国家教育庁説明資料より作成 

また、前述の既往調査のとおり、gifted の定義に関する記事は多く、フィンランドの才能教育

の在り方や発展について、国民の関心があると推察できる。 

 研究者 

定義については、法律上、文言上で定める必要は必ずしもないとしている。この考えの背景と

して、「才能という概念は、学術的に見ると様々な理論や定義があり、統一的なものがない」と

いう認識が研究者にある。むしろ才能の概念は文化的背景に依存しており、フィンランドの文化

的背景に即した才能の「概念」が必要になると研究者は考えている。 

また、現在のフィンランドにおける才能教育は、個々の教師の関心、スキル、余力によって、

実践の程度に差があり、体系的な取組とは言えない。研究者はこのことに問題意識を持ってお

り、体系的な才能教育のためには、明確な判断基準が必要だとしていた。共通の概念や判断基準

がないことで、教員のスキルが高い場合は、むしろ教育実践の中で柔軟に取り組める部分もある

面もある。一方で、教員のスキルの高低によらず、体系的に取り組めるようにするには、「gifted

の概念には何が包含されるか」「才能児はどのような者までを包含するのか」といった一定の基

準が必要だ、とする研究者の意見が確認できた。 

この一定の基準については、前述のとおり、文化的背景に沿ったものであるべきで、そのため

には国民的な議論を行うべきだという意見も確認できた。さらに国民的議論の喚起のために、研

究者が出来ることとして、新たな興味深い研究データの提示を挙げており、具体的には LUMA

センターの対象児を追跡調査することなども検討している。いずれにしても、実情や研究データ
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学年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

学校外活動成果 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

到達度調査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

心理学的評価 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

観察/チェック項目 ● ＋ ＋ ● ● ● ● ● ● ●

教師推薦 ●＋ ● ＋ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

親推薦 ● ● ＋ ● ● ● ● ● ● ＋ ＋ 0 ＋ ● ●

専門家推薦 ● ● ● ● ＋ ● ● ● ● ● ● ● ●

第三者機関推薦 ● ＋ ● ＋ ● ● ● ● ● ●＋ ● ●

自己推薦 ● ＋ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

施設固有の基準 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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に基づいた国民的議論が必要だという一貫した主張が聞かれた。 
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 Step3 取組推進に必要となる支援について 

 全体像について 

財源、才能教育の実践段階で必要となる指導プログラム、教員を支えるためのインプット（余

力や教員向け研修やカリキュラム）等、いずれの支援もフィンランドにおいては不十分な状況で

ある。 

この要因には、Step1 のニーズが大きくないこと、また Step2 の才能教育の概念に関する議論

が行われていないことが挙げられる。 

支援のうち、特に財源確保について、フィンランドでは民間助成財団等からの資金拠出などが

見込みにくいことから、政府内で才能教育の重要性が感じられ、公的資金を獲得することが重要

となる。したがって、財源確保という観点からも、政府を巻き込んだ国民的な議論が肝要である。 

また、財源と同時に、才能教育を提供する教員の基礎的な態度も重要な要素である。一方で、

教員養成段階及び、教員に着任以降の段階の、いずれの段階の教員支援も十分ではないことが分

かった。 

一方で、才能教育の研究者の集積するヘルシンキ大学では、教員養成課程において、才能教育

も含めた個別カリキュラムの開発が進んでおり、改善基調にあることは確認できた。 

 財源について 

政府は、現時点で、才能教育に特化した予算を捻出できていない。なお、2009 年から 2011 年

までの間 LEO プロジェクトという時限的な才能教育に特化したプロジェクトが行われたが、そ

の後は財源の関係から継続していない。 
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LEO プロジェクトについて 
 概要 
「Gifted and Talent’s Education」の発展のためのプロジェクト 
 主な目的 
1．学校や幼稚園において、教員が gifted や talent を認識できる可能性を高める。 
2. 才能児を支援するため、学校での指導や教員支援資料などを発展・展開する。 
3. 才能児の両親に情報を提供し、学校と家庭の協力を促進する。 
4. 子どもたちが自分の強みを認識し、支援される。 
5. 学校において才能児に対する寛容性を高める。 

 
 プログラムの活動 

以下の 5 つの分野に分かれ、運営グループとコーディネーターによって活動が進められた 
I   知識とベストプラクティスの収集 
II  国家的な開発ネットワークの形成 
III 現職教員向け研修 
IV Web サービス(Web サイト、Web2.0、チャットなど) 
V  国際協力 

 
 参加した自治体 

都市部を中心にやや偏りがある。 
 

（出所）国家教育庁提供資料より作成 

政府は、地域の困難な状況99に応じ、教育予算の追加配分をしており、多くは教職員の人件費

として充当されている。政府は、優先度・緊急度に応じた予算配分を行っており、特に個に応じ

た教育の実施を、地域格差なく実現することを目指している。 

また、フィンランドで人口 3 番目の自治体であるタンペレ市においても、才能教育に特化し

た予算はなく、むしろ特別支援教育に重点を置き、個に応じた教育の充実を目指している。タン

ペレ市職員（基礎教育担当者）は、才能教育を重要なテーマとしつつも、現状は特別支援教育に

重点化していることもあり、才能教育のみに特化・限定した予算配分は難しいだろうとの見解で

ある。 

研究者からは、「フィンランドには民間助成財団のような資金提供団体はないため、教育予算

                                                        
99 国家教育庁のインタビューによれば、学力データの他、失業率等の社会データに基づき困難さを判断している。 
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は基本的に政府から受け取るしかなく、才能教育の推進の予算確保には政府に関心を持っても

らうことが極めて重要である」との意見が確認できた。 

いずれにしても、才能教育促進のための十分な財源確保ができておらず、財源の確保が今後

の才能教育政策のボトルネックになる可能性が推察できる。 

 指導プログラム、学習カリキュラムについて 

国家教育庁へのインタビューでは、個に応じた才能教育に関するメソッドはナショナルコア

カリキュラム上に散りばめられている100とし、暗黙知的に各教員には才能教育のノウハウが蓄

積されているとした。一方で体系的な才能教育の実施に当たっては、才能児への指導に関するガ

イダンスが必要となるとの意見も聞かれた。 

また、研究者へのインタビューでは、特に基礎教育段階は、3 つの理由（①全ての子どもが通

うこと、②多様性への寛容が十分ではないこと、③才能の早期発見が重要であること）から、体

系的なカリキュラムや指導に関するガイドラインを持つことが必要だとした。才能教育を実践

する教員からも、才能教育のためのガイドラインの開発が必要だ、とする意見も挙げられてい

る。 

 教員支援について 

国家教育庁、タンペレ市、教職員組合、研究者からは、共通して、才能教育が教員個人のスキ

ルに任せ過ぎている現状に対する危機意識が確認できた。 

国家教育庁、研究者は、一人の教員のスキルに任せ過ぎるのではなく、才能児の判断基準、才

能教育に特化した専門的な教員養成カリキュラム、教員研修、研究データを用意することで教員

の支援を適切に行うことが必要だとした。 

また、既往文献101では、才能教育において、才能の概念と同様に重要なものとして、「教員の

態度」が挙げられている。つまり、教員が才能児のニーズを正確に評価し、教員により適切な機

会と教育的介入が提供されるためには、教員の態度（才能教育や才能児に向き合う姿勢）が重要

だとしている。このことからも、教員が正確に才能教育の必要性を理解することは重要になると

推察できる。 

i. 教員養成課程におけるイニシャルトレーニングについて 

国家教育庁では、教員養成課程での体系的なイニシャルトレーニングが行われていないこと

については課題だと考えている。 

ヘルシンキ大学等の各大学の教員養成課程のカリキュラムは、才能児も含めた個別指導のス

キル向上を意識したものに変わりつつある。但し実際のカリキュラムは大学毎の裁量で内容が

決まるため、個別指導の部分がどこまで才能児に対応しているか、国家教育庁では把握できてい

ない。 

                                                        
100 国家教育庁へのインタビューでは、「ナショナルコアカリキュラムにも、多様な子どもを受け入れることについては

記載をしている。具体的には、個々人がそれぞれ違いつつも、価値ある存在であることを基盤に据えている。そのうえ

で、個々人が互いを受け入れ合い、共存することの重要性を理解することが重要だとしている。この点を育成するため

の、様々な提案・ヒントがナショナルコアカリキュラムの中に記載されている。」との意見が確認できた。 
101 脚注 85 
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ii. 教員研修について 

国家教育庁、タンペレ市、教職員組合、研究者からは、共通して、現職教員向けの研修の機会

の必要性が確認できた。特に教職員組合は、「フィンランドは教員になるまでの過程はハイレベ

ルだが、教員になってからの研修の機会は年間 3 日しかない。（なお推奨は 5 日間）」とし、課

題認識が示された。また現行の教員研修は学校運営に関するような内容のため、指導方法改善な

どに効果的とは言えない。また、地方自治体が独自に行う研修については、都市部と地方部で、

研修に提供できるリソースに差があることも問題提起された。 

タンペレ市からは、才能教育の推進には、個々の子どもに応じてアダプティブな教育機会を提

供できるだけの教員の資質の高さが必要であるとの意見が確認できた。訪問したタンペレ市の

ルセオ高校では、そのコースの一つに「European Studies」という特別なコースがあることから、

その学問領域に特化した研修機会や、大学の教員養成講座等への参加を促進するといった高校

独自の積極的な取組が確認できた。これらの研修機会への参加費用は高校側が賄っており、（研

修参加によって）不足した教員については代替教員派遣の制度を活用しており、研修に参加しや

すい環境作りの工夫が見られた。（一方で同じタンペレ市にあるサンポ高校では、研修機会確保

に関する特別な取組は確認出来なかった。） 

iii. 教員のノウハウ共有の場について 

国家教育庁へのインタビューでは、教員同士の協力・ノウハウ共有が足りていないことが問題

意識として示された。教員はクラスサイズの課題も含め、非常に忙しく、働き過ぎている部分も

あり、教員同士の指導ノウハウ等の知見共有によって、教員の職務効率化を図るべきという意見

が確認できた。2016 年からのナショナルコアカリキュラムでも、教員同士の授業計画策定の協

力や、学校活動一般での連携についても更に深く試みが進むように支援している。 

タンペレ市、教職員組合でも、教員のノウハウ共有については重要との考えが確認でき、チュ

ーターティーチャーという仕組みの紹介があった。チューターティーチャーは、特別支援等のホ

ットトピックとなっている教育テーマに関する指導スキルについて、他の教員を指導・支援でき

るスペシャリストを指す。チューターティーチャーは、自治体が設定し自治体 HP にてモデルと

して提示し、各教員が直接チューターティーチャーに相談できるような仕組みとなっている。 

また、小規模学校では、ある教科を担当する教員はその学校の中で 1 人のみというケースもあ

り、教員のバーンアウトの危険性からも、教科を超えた繋がりの重要性も確認できた。 

iv. クラスサイズ（ST 比率）について 

国家教育庁へのインタビューでは、クラスサイズは諸外国に比べるとフィンランドは小さい

が、（財政的な要因から、）かつてに比べややサイズが大きくなりつつあるとの意見が確認でき

た。クラスサイズが大きくなった状態では、才能児はじめ個別の対応が特に必要なケースでは、

教室運営が出来なくなるともしている。各学校や学校にいる子どもの状況に応じた、適切で柔軟

なクラスサイズが設定されるべき、との意見が国家教育庁では確認できた。 

また、教職員組合では、個に応じた教育の実現のためにも、ST 比率を改善し、教員の数を増

やすことが重要だとしている。具体的には 1 人の先生あたりの適切な子ども数として、初等教育
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では 18 人、中等教育では 20 人の子ども数が適切だと主張している。（なお、都市部では、雇用

機会の都市部への集中に伴う家族の移転の影響により、クラスサイズというよりも学校サイズ

自体が大きくなっている傾向も見られる。） 

ST 比率が悪化している、もしくは教員が多忙感を感じる要因として、教職員組合は、この 5

年～10 年で個に応じた教育の必要性（個々の目標に応じたカリキュラムや教育の必要性）が一

層高まったことを挙げた。つまり、個に応じた教育をするには、双方向的な教育を行う必要があ

るため、教員のマンパワーが不足し、各教員の負担感が増加するとした。 

一方で教員の忙しさの解消のために、ICT を活用し、子どもや保護者とのコミュニケーション

を効率化する動きもある。タンペレ市で訪問した高校では、コミュニケーションツール（ウィル

マ）を活用し、学校側からの情報提供は一元的にオンライン上に共有される形としていた。 

 その他の専門家、保護者について 

既往文献102では、フィンランドの才能教育においては、前述のとおり、教員の果たす役割が大

きく、教員が個々の子どものニーズを正確に把握し、子どもの成長と学習をモニターし評価する

必要があるとした。その際に、専門家や保護者の協力も重要であるとした。 

ここでいう専門家とは、主に①研究者、②政策担当者が挙げられるとした。但しフィンランド

では研究者も、政策担当者も、才能教育に関心を持つ一部の層の者しか議論に加わっていない

ことが課題である。 

また、国家教育庁へのインタビューでは、学校が外部の団体や組織と協力している、才能教育

以外の事例も紹介され（感情学習についてはメンタルヘルス協会との協働、いじめ予防プログラ

ムについてはもめごと仲裁協会や、マンネルヘイム児童保護連合等との協働）、才能教育につい

ても、外部との連携は有効だとしていた。 

 

  

                                                        
102 脚注 85 
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 Step4 効果的な取組について 

 全体像 

基本的には、インクルーシブ型の才能教育により、社会の中で適合しやすい才能児の育成を

目指している。また、このインクルーシブ型の才能教育に教育的効果を感じている。特にこれは

基礎教育段階の話でよく確認できた。（平等性を重視する文化もあってか、教員にもインクルー

シブ型が受け入れられやすいと推察できる。） 

一方で、アダプティブな選択肢も多様に提供されており、個の関心に応じて対応できるオプ

ションがあることが重要だとした。なお、才能児も対象とする教育は、基本的にいずれも無償

で、IQ 的な選抜が少ないこともフィンランドの取組の特徴である。 

LUMA センターの行う先進的な科学教育については、短期的な成果を求めるのではなく、個々

人の hobby-ism や関心を高め、フィンランド全土の子どもたちの関心を高めることに重要性を

持っている。この LUMA センターの取組については、卓越性よりも平等性を重んじていること

が確認できた。 

 政府 

国家教育庁へのインタビューでは、基礎教育については、「基本理念として、全ての子どもの

ニーズに応え、全ての子どもに適合した教育サービスを与える」ことが重要だと考えていると

し、才能児のための教育もこの理念で対応できているとした。 

2005 年調査103では、フィンランドにおいては既に下表の取組がオプションとして存在する、

としている。国家教育庁へのインタビューでは、現在では、下表の取組に加え、才能教育と捉え

られるオプションはさらに多くある、という意見が確認できた。例えば早修の一部には、ある教

科に限って別の学年のクラスに交わらせることもある。 

図表 28 フィンランドの才能教育のオプション 

学校内 学校外 
早修 拡充 

早期入学 ワークショップ コンペ 
飛び入学 企業や NPO との協働 心理カウンセリング 
上級学年への取り出し参
加 

追加カリキュラム サマーキャンプ 

グループ別早修 個別のメンター フェスティバル、展覧会、芸術やスポーツのパフォーマンスの機会 

自習 ISCED104レベル 4~6 のコースへの参加（高校専攻科から大学） 
Special schools 

（出所）国家教育庁提供資料より作成 

しかし、フィンランドにおける才能教育は、基本的には同じクラスの中で行うことをベースと

している。才能児に対しては、他の子どもとは別の課題や宿題を与えて個々人の学びを阻害しな

いよう、教員が配慮している。 

国家教育庁、教職員組合のへインタビューでは、「原則として同じクラス内で才能教育を行う

                                                        
103 Gifted Education in 21European Countries を 2005 に K.Tirriga 翻訳した情報を OPH が引用 
104 国際標準教育分類 
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ことで、才能児がそうでない子どもを助ける子ども同士での学び合いが生まれる」とし、その

教育効果を期待していることが確認できた。教職員組合のへインタビューでは、才能児がそう

でない子どもと共に学習し、お互いを助け合うことで、教育的な助け合いが生まれるだけでな

く、授業全体が発展的に展開していくという意見が聞かれた。 

また、才能児を集め、固定的なグループ構成にするのではなく、個々人の学びたいこと、知り

たいことに合致する内容を柔軟に提供しながら、子ども同士の助け合いが生まれることが必要

だとした。研究結果としても、才能児だけの同質性の高いグループを作った場合と、才能児以外

も含めてミックスしたグループの場合では、才能児自身の学習達成度に変化はなかったが、才能

児以外が集められたグループでは助け合いが生まれなかったため、全体の結果としては学習達

成度が悪かった、とするものも、教職員組合のインタビューで示された。 

国家教育庁、教職員組合の双方からは、才能児を過剰に崇めすぎず、あくまでそれぞれの目指

す目標が異なることの一つとして捉えることの重要性や、グループ学習をしたとしてもそのグ

ループを固定化しないことが重要だという意見が聞かれた。 

なお、フィンランドでは特色のある高校（Special Schools）が一般的で、基礎教育段階でも、

学校が重点的指導として音楽や視覚的芸術・科学・スポーツなどに特化することも可能である。

特に、特色化された音楽クラスについては、フィンランドでも長い歴史を持つ。このような

Special Schools（特色のある学校）については、子どもが試験によって選抜され、その他の学校

に比べて 1 週間当たりの授業時間が長い。特色のある学校の教育目標や教育内容は、地方公共

団体や各学校（教員）によって設定される。 

 

 地方自治体 

タンペレ市の基礎教育段階では、才能教育を特別に強く意識した政策はない。あくまで個に応

じた教育の中で才能教育を実施している。（また、個別化教育の一環では、特別支援教育に、よ

り重点を置いている。）一方で、タンペレ市は早期の言語教育を行っており、幼児教育における

語学シャワーとしてタンペレ大学の語学教師学生による就学前教育や、小学 1・2 年生の早期言

語学習（学年中に 4 つの言語を学び、無試験のポジティブフィードバックを実施）などにより、

多様性への理解や、個性への寛容の土壌を作っている。これらの言語教育についても、通常の教

育同様に、学習者中心（learner-centrated）とし、子ども自身の学習スピードに応じて展開してい

る。また日本の小学校 3 年生から中学校 3 年生相当までの子どもは、（タンペレ市ではその 1/3

程度が）多様な放課後学習を受けており、いずれも無償で受けることが可能となっている。 

タンペレ市では、特色のあるコースを持つ高校も複数あり、才能児特化とまでは言えないが、

才能児のニーズに応じた教育機会が提供されているとも言える。タンペレ市のルセオ高校の校

長からは、「他校に比べると才能児の割合が高いように感じる」との意見が確認できたが、この

ような特色のある高校でも、基本的には、才能児を取り出すことはせず、インクルーシブを基本

としている。子ども間の能力・興味にも開きがあるため、子ども同士で教えあうことを重視して

いる。 
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また、ルセオ高校に限らず、タンペレ市の高校は、いずれも「スクールガイダンス105」と位置

付けられた職員がいる。この職員によって、各子どもの学習計画や進路選択に関するアドバイ

ス・個別面談を行っており、個々の興味・関心を尊重する基盤が担保されていると考察できる。

実際にルセオ高校に在籍する子どもは、大学への部分早修や、高校の提供する特別科目について

必須の 10 単位を大幅に超えた 50 単位程度を習得するなど柔軟な教育機会を得られている。ル

セオ高校の子どもからは、自由な学びの機会が与えられていること、さらに言えば抑圧や強制が

ない文化が良いとの意見も聞かれた。 

なお、タンペレ市のサンポ高校では特別の追加入試はないが、ルセオ高校では一部のコースに

ついて追加入試106があり、入試を見ても、各高校に応じて、才能児に対する教育機会の提供方法

の詳細は異なることが分かった。 

 大学 

i. 実践の場として 

実践の場としての大学という観点で、LUMA センター（LUMA はフィンランド語で自然科学

と数学という意味で、STEM 教育を中心とした才能教育を行っている組織（担当者はヘルシンキ

大学所属））にもインタビューをした。その結果、特に基礎教育段階では、科学教育だけでなく

人文科学も含めた広い分野が必要だとした。またフィンランド全土において「興味関心」や

「hobby-ism」を高めるべく、本物に触れ合わせることや早期教育、指導者と子どもの間の教育

的なイノベーションや子ども同士の教えあいの機会が必要だとした。また、LUMA の取組には

企業からの資金的支援も部分的にあるが、企業は LUMA の取組について短期的利益を求めてい

ない。 

ii. 研究機関として 

研究機関としての大学という観点で、ヘルシンキ大学の研究者に話を伺った。ヘルシンキ大学

では、クラスティーチャーと協働しながら、教育現場での才能教育を先導的に推進している。し

かし、ヘルシンキ市内全体でみると総じて才能教育への対応はできていない。フィンランドにお

ける才能教育は、（特別支援教育と比較すると）小規模で限定的な取組みであるため、どの手法

が効果的かといった専門的な議論も及ばない状況である。研究者へのインタビューでは、「フィ

ンランドにおける才能教育とは子どもの可能性を引き出すこと」だとした。そのうえで、どの手

法が良いか研究者として特定の方法論を志向しておらず、手法（オプション）は単一であるの

ではなく、むしろ多様であるべきだとする意見が確認できた。 

フィンランドでは「才能教育」という名称を付けて取り組まれているわけではないものの、

実態として教員は才能教育的な教育実践ができているはずであるともし、才能教育の実態調査・

研究を進めるという方向性も確認できた。 

研究者によれば、一般的にフィンランドで採用される実践としては、個に応じた教育の延長

で、エンリッチメント的なものが多いとした。（なお、早修について、研究者がヘルシンキ市で

                                                        
105 サンポ高校ではスクールガイダンスと呼び、ルセオ高校ではガイダンスカウンセラーと呼んでいたが役割は同じ。 
106 但し、ヒアリングによれば日本の入試のような厳しい選抜、競争があるイメージではないとのこと。 
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インタビュー調査を実施した時は、初等教育段階では飛び級は行われておらず、入学年齢である

7 歳以前に早期入学している子どもも非常に少なかった。この背景には、フィンランドの基礎教

育段階は年齢通りに進級する文化があることも影響がある。） 

 

研究者へのインタビューでは、個別の教育手法やオプションについては、上述のとおり多様で

あるべきだと考えるが、実践される「場」については、インクルーシブ的であるべきだとの意見

が確認できた。 

セグリゲーション（具体的な基準を設定した上でテストにより発見した才能児を「分けて取り出

す」教育の場）について、フィンランドの教員は否定的である。一方で、Differentiation（他の

子どもと同じクラスのままで、インクルーシブな状態を保つ教育の場）については教員が必要

性を感じ、研究者は教育効果も感じている。 

なお、インクルーシブ教育のシステムでは、特別支援教育が必要な子どもについて、できる限

り他の子どもと同じクラスで教育をしようと努め、最終的に特別支援学校に進むというオプシ

ョンがある。才能教育においても、同様の順序で進められるべきであると研究者は考えている。

つまり、才能児は基本的に同じクラスで教育をしたうえで、通常クラスで「困り感」を抱えてい

る場合に、様々なオプションが検討され、そういった手順の最終形態としてセグリゲーションが

採用されることが望ましい、とした。 
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LUMA センターについて 
 概要 

3 歳～19 歳までを対象とし、科学、技術、工学、数学、教員養成分野におけるあらゆるレベルの関心を高めるため
の取組で 1996 年に始まった。現在は 40 程度の取組がある。 
 
かつては STEM 分野のみであったが、人文科学系である AinO Center と統合したことに伴い、ヘルシンキ大学の
LUMAセンターについては、分野を自然科学と数学だけに特化するのではなく、人文系（教員養成）の分野にも拡
大している。現象ベースの課題解決学習を行うことにより、教育学としてのイノベーションを生むことも期待している。 
 

 参加者 
2014－2017 年は約 100 万人 
 

 拠点 
ヘルシンキ大学を中心的な拠点とし、アルト大学、オウル大学、タンペレ
大学、トゥルク大学等、その他 12 の大学に LUMA センターはある。 
また 2017 年には中国にもセンターが設立されている。 
 

 財源 
教育文化省からヘルシンキ大学に配分される予算をベースとした資金が
中心となる。 
後述のガドリンという取組については、企業からの出資もある。 
個別のプロジェクトごとの基金はいくつもあり、主にフィンランド国内の出資によるものだが、LUMA センター全体に対す
る基金はない。 
 

 指導体制 
LUMA アンバサダーとしての役割を持つ大学生（教育実習生、未来の先生）と教科教員が主な指導者となってい
る。 
なお、ヘルシンキ大学の学生で数学科の教員になる履修課程には、LUMA の講師になることが含まれている。 
 

 ミッション 
1.国際協力の拡大、学習の充実 
2.子どもや青少年を対象としたノンフォーマル・フォーマルな科学教育を提供し、高等教育のための学生の採用を
支援 
3.LUMA 関連の研究を通じ、LUMA 分野をより魅力的にするための価値ある情報を提供 
4.就職前教育・現職教員向け教育の推進 
5.StarT プロジェクトを支援することで、LUMA 分野の子どもたちや若者たちにインスピレーションを与える 
6.LUMA Labs が STEM 活動のための施設・設備を提供 
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 特徴的な取組 
1.LUMA LAB 
LUMA LABS がフィンランドには 14 か所ある（うち 6 つヘルシンキ大学）学校のカリキュラム上に位置付けられながら
LUMA LAB を訪問し、科学技術に関する本物の体験をするだけでなく、指導者として、教員養成課程途中の未来の
教師もいることから、指導の体験の場となり、子どもと教員間での新たな教育的イノベーションが生まれることを期待してい
る。この中の一つに化学ラボのガドリンというものもあり、全ての学校段階に無償で提供されている。研究室の活動に訪
れるだけでなく、科学クラブやサイエンスキャンプも含めて受けることが出来る。過去 10 年間で 50,000 人以上の子ども
たちが訪れており、海外からも注目される取組の一つ。（2017 年にはオーストラリア、中国、シンガポール、アメリカ、韓
国などの国が視察。） 
 
2.SterT プロジェクト 
元々「ミレニアムユースクラス」という名前であった国際的な取組が資金継続が困難となったことから、新たに「Star T
（every child and youth can be a star through Teamwork）」という取組を行っている。 
国際的に、あらゆるレベルの教育段階で、学際的なプロジェクトベースの共同学習を支援しており、40 か国以上が参加
している。 
 
この他、「Pulmaario Workshops on Mathematics and Programming」の取組では、指導方法の体系化だ
けでなく、指導者を高校生にも拡大している。各地の公民館など大学でないところを拠点として高校生がより小さな子ど
もたちに、数学やプログラミングに触れ合う機会を提供している。実際に対面し、全土で一定の質の自然科学教育が行
われるよう、「高校生講師」の質の担保のために、現在数学科の教員資格をもつ研究者によって、「高校生講師」向け
の詳細なカリキュラムを策定しているところ。 
また、ヘルシンキ大学の授業は LEARNING MOOC でオンラインで受講できるため、高校生以下でも希望があれば、授
業を受けることはできる。 
 

（出所）LUMA センター提供資料より作成 
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4 今後の展開について 

 現状の課題認識 

フィンランドにおいては、平等主義的な文化の上に、インクルーシブ的な才能教育が実施され

ており、個々の教員のスキルによって進められているという特徴がある。才能教育の取組は、ナ

ショナルコアカリキュラム上で「個への対応」や gifted と似た「skillful」という概念が位置付け

られていることもあり、暗黙知的に行われている。一方で、教員のスキルや余力、関心等による

部分も多く、偏在的に行われている。 

しかし、教員のスキルや余力、関心によることなく、どの地域、どの教員であっても個に応じ

た対応をできるようにするためには、体系的な才能教育の概念や、政府をも巻き込んだ国民的

なニーズの喚起が必要である。 

また、才能教育に関する評価研究はこれまで実施されておらず、パイロット事業である LEO

プロジェクトも 2 年間の限定的な取組で、規模も小さく研究協力者が少なかったため、才能教

育の効果検証が出来ぬまま終了した。研究者からは、定義も判断基準もないフィンランドにおい

ては才能教育が必要な子どもの割合を算出すること自体が難しく、才能教育の効果検証は難し

いという意見が確認できた。 

この問題意識もあり、ヘルシンキ大学では、研究者が才能教育の効果について過去の実績ベー

スでの確認を行うべく、LUMA プロジェクトに参加した子どもへの追跡調査の実施を検討して

いる。 

今後は上述の効果検証の結果も受けることになるだろうが、現時点で才能教育のニーズは、

少なくとも小さくはなっておらず、むしろ才能教育の研究も含め、徐々に関心は高まりつつあ

ると推察できる。 

 必要となる取組について 

 国民的議論の必要性 

一部には才能教育のニーズはあるが、大勢を占めているとは言えない。一方で、国民的議論な

くしては、文化的背景に応じた才能教育の概念は得られず、フィンランドにおいては、国民的議

論のない状態で才能教育が進められる場合、「共通のコンセンサス（国民的理解）」の不十分な

「目的のぶれた」ものになる恐れがある。 

また、財源の中心が政府にあることからも、国民的議論の高まりは必要となるだろう。 

この国民的議論の喚起のためには、研究機関の果たす役割が重要であると言える。 

フィンランドで gifted の研究が開始された当初は、研究者はエリート主義的との批判を受け

ていたが、少しずつ関係者から理解されはじめている。しかし、いまだ国民的な議論にまでは至

っていない。 

研究者がメディアなどへの「新たな研究データ発表」を行い、才能児の存在やその判断基準

がないことへの問題提起を行い、国民的議論の契機を生み出す必要があるだろう。 
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 才能教育の支援の重要性 

才能教育の特徴として、特にフィンランドの採用する拡充は、（早修に比べ）コストのかかる

取組のため、財源ねん出はもちろんのこと、子どものための個別カリキュラムや、才能教育を提

供できる教員（指導者）の育成が必要となる。 

フィンランドの現状としては、財源、カリキュラム、教員のいずれも不足しているが、特に（才

能教育の実施上大きな責任を持つ教員は重要な主体であり、）教員育成や教員を支援する取組は

重要となるだろう。 

現在、フィンランドの教員は修士課程を経ており、専門性が高いとされているが、才能教育に

特化した教員養成カリキュラムは限定的である。また、教員になってからの学び直しの機会も

少なく、教員は多忙を極めており、教員間でのノウハウ共有も十分でない。 

このことから、才能児への指導が出来る教員を支える主なツールとして以下が今後必要とな

るだろう。 

 

Tool１．暗黙知的な指導プログラムを言語化・体系化 
 これまでもフィンランドでは一部の教員によって才能教育を同じ教室内でうまく実践していることから、これらの暗黙知を

見える化し、体系化することが必要。 
 教員の余力、スキルによることなく、どの地域、どの教員であっても個に応じた対応をできるよう、特にクラスに多様性が

あり才能発掘の必要性のある初等教育段階での指導実践のためのプログラム、ガイドラインが必要。 
Tool2. 教員養成カリキュラム改訂 

 どの教員であっても「gift」を見落とすことがないよう、また、才能児も含めた全ての子どもに多面的に対応できるよう、
心理学等の専門知識をベースとした教員の基礎スキルの育成が必要。これに伴い教職カリキュラム改訂が必要。 

Tool3. 教員の継続的支援の場 
 教員の資質向上のため、入り口段階だけでなく、途中段階での継続的・体系的な支援の機会の確保が必要。 
 大学との提携による専門的な学び直しの機会創出や、チューターティーチャーや教員同士をつなぐ場の確保が必要。 

Tool4．教員の時間的余裕の確保 
 教員が才能児に十分なケアができるよう、教員数を増やす等により時間的余裕を確保することが必要。 
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5 参考 フィンランドインタビュー先 一覧 

 

主な側面 組織名 概要 備考 

政策立案者 
＜中央＞ 

OPH 
（国家教育庁） 

 ナショナルコアカリキュラム（日本の学習指導要領相
当）の策定やその他教育に関する政策立案を援助す
る政府機関 

 教育文化省（日
本の文科省相当）
は教育に関する予
算 編 成 、 政 策 立
案・決定等を担って
いる。 

政策立案者 
＜地方＞ 

タンペレ市 
 小学校・中学校段階 
 ／高校段階 

 フィンランドで第 3 位の人口を誇る都市（首都ヘルシン
キ市より 2 時間弱） 

 行政機関として、予
算 配 分 や 市 の
gifted に関する政
策の現状把握をイ
ンタビュー 

政策支援者 OAJ 

 幼稚園から大学までの教職員の 9 割以上が加盟する
教職員組合 

 労働環境の改善の他、ナショナルコアカリキュラム策定
等の重要な教育政策立案に当たっての協議の場には
必ず代表者が参加 

 

研究者 ヘルシンキ大学 

 ヘルシンキ市に位置するフィンランドの最高峰の大学機
関 

 フィンランドにおける才能教育の第一人者で政府とも協
働している Tirri 氏の弟子である Sonja 氏と面談 

 過去に才能教育に
関する論文を複数
寄稿 

実践者 
＜高校段階＞ 

ルセオ高校 
（タンペレ市） 
サンポ高校 
（タンペレ市） 

 IB やスポーツ、メディア、citizenship 等の特殊課程を
もつ高校 

 サンポ高校は ICT
基盤がかなり整備さ
れている高校 

実践者 
＜ 全 段 階
（STEM）＞ 

LUMA センター 

 STEMを中心として、関心や深い学びを喚起するための
特別プログラムを提供する機関 

 中心的なセンターはヘルシンキ大学の中にあり、フィンラ
ンド各地の一部の大学も同様に各 LUMA センターを持
つ 

 国外にも開けた取
組も実施しており、
中国や韓国なども
現地訪問が行われ
ている 
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IV． アメリカにおける才能教育 

1 総括 

才能教育の最先進国107として現在も才能教育に関する研究、取組が継続している。才能教育の

長い歴史の中で、政府全体の大きな実施目的を変えながらも、各州、各学区、各学校レベルで多

くの取組が進められている。 

取組は、AP（アドバンストプレースメント）108や、早期入学制度、早期カレッジなどの早修

の取組と SEM モデルによるエンリッチメントクラスや、サマースクール、各種コンテスト、放

課後スクールなどの拡充の取組も幅広く行われている。 

一方で、各州、各学区、各学校によってその取組の質・量ともに差があり、全ての才能児に十

分な教育機会が提供されているのではなく、その教育機会は偏在している。現在は（イングリッ

シュラーナー（EL）も含めた）人種的マイノリティや貧困層に対して、才能教育の機会が十分

に提供できていないことが大きな課題となっている。 

また、長い歴史の中で各種取組は地域レベルで進められているが、これらの取組についてパッ

チワーク的だと指摘するものもいれば、地域のニーズにあわせて取組を行うべきとするものも

いた。総じて、共通の方針や課題認識が不十分との認識が確認できた。 

2015 年に出来た ESSA 法（Every Student Succeeds Act（ESSA））や特別支援教育への積極政策

など、「個性化教育」という文脈の中で才能教育を一層進めるべきとの新たな機運も高まりつつ

あり、才能教育に関する研究が進められていくことが予想される。但し、政府（もしくは各種財

団）からの予算獲得を目指す場合、（不文律として）その取組にはっきりとした効果があること

をエビデンスとして示す必要がある。その意味で才能教育の促進に向けて、予算獲得と、教育効

果を示す調査研究が重要な要素となる。 

特にこれまで各種の取組が進められてきたが、才能児の識別に関する研究や教員養成に関す

る研究が不足しており、特に教員の資質が不足していることは才能教育促進の大きな課題の一

つとして捉えられていた。才能児の識別については、テストなどの標準化で測れるスキルには限

界があり、全ての子どもを取りこぼすことのないようなユニバーサルスクリーニングであるべ

き、とした。才能の発露も多様であり、才能児をラベル化すること自体や、テストで測れるスキ

ルだけを向上させること以上に、個々人ごとの「成果」（インパクト）が生まれるかどうかとい

うことの方が重要とする意見もあった。 

また、才能教育促進の新たなキーアクターとして、保護者と心理的ケアを行うメンターの重要

性が訴えられていた。保護者は才能児の「躓き」に最初に気付ける存在であり、才能教育のニー

ズを強く感じる主体であるとの指摘もあり、アドボカシー109という意味においても重要だとし

た。（一方で保護者の要望には「面白ければ良い」という近視眼的なものもあることに留意すべ

きという意見も確認できた。）また才能児の心理的な支援が重要となることから、教員以外のメ

                                                        
107 教育再生実行会議有識者勉強会（2016 年 1 月 21 日）岩永雅也 発表資料 
108 カレッジボードの提供する部分早修の取組で、高校生段階で大学の単位を早修することができるもの。後述を参照。 
109 大辞林第三版では「主張。弁護。特に、権利擁護の主張。」と解説されている。 
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ンターといった理解者が必要になると考えられていた。 

日本とアメリカを比較した場合、教育政策の権限、規模、抱える構造的な課題（人種）、文化

が異なることから、一概にアメリカの実施する取組を日本に取り込むことは適切ではないと思

われるが、アメリカの各種の取組や研究成果については、才能教育を促進する場合には、参照す

ることができるだろう。 

才能教育という概念自体が、社会的に作られた概念であり、学術的に見ても多様な定義を有し

ている分野であることも踏まえると、才能教育はそれを必要とする社会や文化の上で適切な目

的設定、識別基準、取組が行われることが必要だとした。 
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図表 29 アメリカにおける才能教育の発展モデル 

 
（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 作成  
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2 教育制度の概観 

 国の概要 

アメリカ合衆国の基礎データは以下のとおりである。 

図表 30 アメリカの基礎情報 

面積 962.8 万㎢ 
人口 3 億 2,775 万人（2018 年 5 月時点） 
首都 ワシントン D.C. 
言語 主として英語（法律上の定めはない） 
歴史 1776 年 独立宣言  

1783 年 英国が独立を承認  
1787 年 合衆国憲法制定  
1789 年 初代大統領ワシントンの選出・就任  
2017 年 トランプ第 45 代大統領就任 

政治 大統領制、連邦制 
二院制 
ドナルド・トランプ（Donald J. Trump）大統領（2017 年 1 月～） 

（出所）外務省 HP アメリカ合衆国基礎データより作成 

教育政策としては、アメリカでは教育は基本的には現在でも州政府の権限事項とされている。

（合衆国憲法では、「憲法が合衆国に委任していない権限または州に対して禁止していない権限

は、各々の州または国民に留保される」と規定する条項に基づき、教育は基本的に州の管轄事項

とされ、連邦政府の権限は限定されていたことを背景とする。） 

「国家としての統一的な義務教育制度は存在せず、州ごとに多様な公教育が行われて」110お

り、義務教育の年限、修業年限も、公立学校の管理運営やカリキュラムについても州ごとで様々

である。また、初等中等教育については、「ローカル・コントロール」の理念に基づき、「学区」

ごとに多様な教育が提供されている。 

連邦教育省は 1980 年 5 月に教育省組織法を根拠にし、設立111されて以降、教育に関連した法

律や予算措置を行うが、前述のとおり、州教育委員会が基本的な権限を有している。さらに言え

ば、「州にあっても多くの場合、地方の「学区教育委員会」に「教育税」の徴税権も含めて移譲

して」おり、「教育課程（カリキュラム）や教科書採択についても州がガイドラインを定めるこ

とがあっても基本的には「学区教育委員会」の所掌となっている」112。なお「「学区（School 

Districts）」は市町村といった一般行政単位とは別に，学校管理のために組織された行政単位」

113であり、全国およそ 14,000 の数114がある。 

またアメリカの初等中等教育段階の公立学校については、原則授業料は無償で教科書貸与、ス

クールバスのサービスがある。 

                                                        
110 小池 治「アメリカの教育改革とガバナンス」（2011） 
111 連邦教育省 HP（https://www2.ed.gov/about/overview/）2019.2.20 調査時点 
112 NIER「教科書制度と教育事情」https://www.nier.go.jp/seika_kaihatsu_2/risu-2-203_america.pdf 
113 脚注 112 
114 教育再生実行会議（平成 25 年 11 月）二宮氏発表資料 
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課題としては、ドロップアウト・卒業延期が挙げられている。115 

 

 学制・子ども数について 

州によって異なるが 7 歳からを義務教育の開始とする州が多い。義務教育年限も州によって

異なるが、12 年とする州が多い。 

図表 31 アメリカの学制について 

 
（出所）文部科学省「諸外国の教育統計」平成 30（2018）年版 

初等中等教育段階までは、公立学校が主となっており、子ども数で換算すると、文部科学省「諸

外国の教育統計」平成 30（2018）年版によれば、初等・中等段階では 90.4%が公立学校に在籍して

いる。 

                                                        
115 脚注 102 
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図表 32 アメリカの学校数、子ども数等 

 

（出所）文部科学省「諸外国の教育統計」平成 30（2018）年版 

 

なお、公立の小中学校における 2006 年時点の才能児の割合に関する統計データ（National 

Center for Education Statistics）では、全米の 6.7%を才能児としている。しかし、オクラホマ州や

ケンタッキー州などの才能教育に積極的な州では 14%前後が該当するのに対し、マサチューセ

ッツ州やヴェルモント州では、1%を下回っており、州によるばらつきが多い。 

 

 教育プログラムと関係機関について 

国レベルでは、中央当局として連邦教育省があり、連邦レベルの法律案の制定や連邦予算の獲

得、各州への技術的助言を中心に行っている。「「教育機会の均等化」と「優れた教育の振興」

をミッションに掲げ 、教育の機会均等保障への支援（補助金事業・奨学金事業）や教育情報の

収集・提供、研究開発を主たる事業」としており、「現時点でも、「教育機会の均等化」と「優

れた教育の振興」という組織のミッションは変わら」ない116としている。 

才能教育について言及すれば、連邦教育省が実施する「Jacob K. Javits Gifted and Talented 

                                                        
116 文部科学省委託「諸外国における客観的根拠に基づく教育政策の推進に関する状況調査報告書」（2017 年 3 月）三菱

UFJ リサーチ&コンサルティング 
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Students Education Program」（以下「ジャヴィッツプログラム」とする。）について NCRGE（National 

Center for Research on Gifted Education）が支援をしており、才能教育に関する国家的研究を担っ

ている。（コネチカット大学内に設置されている。） 

 

アメリカの教育プログラムは前述のとおり、各州、各郡・市によって、その根拠法・取組が異

なっており、州によって学制も含めて異なるという特徴がある。また、各州からは各学区に権限

移譲がされており、「学区の運営については、地域住民が直接選挙で選定した教育委員で構成さ

れる学区教育委員会（School Board）が、同学区の教育行政を担って」いる。また、「地方分権

制の浸透により、学区によって制度等が大きく異なっており 、学区の裁量で決定可能な範囲が

広く、使用する教科書やカリキュラム等の教育方針の他、休日等も学区単位で決定されている」

117。 

特に才能教育については、州ごとのばらつきよりも、学区内でのばらつきの方が顕著であると

の有識者からの指摘がある。118 

 

図表 33 教育政策の関係機関 

 

（出所）各種資料より作成 

 

                                                        
117 脚注 116 
118 コロンビア大学 James Borland 教授インタビューより 
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 Step0 教育文化、社会経済に対する価値観 

 人口の急増に対する教育機会の平等性の確保 

トクヴィルの指摘によれば、19 世紀のアメリカの思想として、「財産と知性において平等」

を重んじていた。特にアメリカ文化が伝統的に有してきた平等性という思想については、「人間

の知性は等しくないが、知性を育てる手段は等しく利用できる」としており、教育機会の平等性

を確保することを目指している。「アメリカにおける平等主義は、機会の平等という考えに基づ

くものであり、それは誰もが人生において皆と同様に公平なチャンスを与えられるべきである、

という考え方」119だとされている。 

1890 年代から第一次世界大戦までの間、多くの移民がアメリカに移り住み、これにより 20 世

紀前半にアメリカの教育は過去に例を見ない拡大の時期を迎えることとなった。これに伴い、学

校運営についても、「機会の平等」を確保しつつも「効率的運営」が重視されるようになった。

効率的運営の一環として、才能児教育は受け入れられたが、当初は異質な者を学校の外に排除す

る、という政策が一般的となっていた。 

但しこの「機会の平等」についても、「画一的」とは異なり、以下②個性を尊重する文化に記

載のとおり、個性を尊重したうえでの機会の平等であることには留意が必要である。「均一でな

い人々を均一に扱うことほど不公平なことはない」という基本的認識がある。120 

 

 個性を尊重する文化 

①の機会の平等とも関係するが、「アメリカは平等という理念を重んじるが、それは伝統的に

個人を単位にした個人主義的平等主義（機会の平等）であ」121るとされており、「アメリカは「皆

が違う」ことを前提にした社会であり、そこでは個人個人の差異が顕在化して当然とされ」122る

とする既往文献がある。 

また、既往文献によれば、「カーネギー教育振興財団会長からは、教育制度の違いとして「集

団を高めようとする日本と個人を伸ばそうとするアメリカ合衆国」という違いの言及123があり、

個性を尊重する安定した土壌があるとも推察できる。 

このことについて、CTY センター（後述を参照）の 2 代目の所長であるウイリアム・ダーデ

ン氏は、1980 年代後半に、「奇妙な子」扱いされている子どもの捉えられ方を変える必要性を

述べていた。 

 

 所得、人種による格差に対する課題認識 

既往文献で紹介される国際比較研究によると、ヨーロッパの人々に比べ、アメリカの人々は、

                                                        
119 示村 陽一「異文化社会アメリカ」（2006）（研究社） 
120 山内乾史 編著「才能教育の国際比較」（2018 年 12 月）第 7 章 アメリカの才能教育 
121 脚注 119 
122 脚注 119 
123 脚注 120 
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所得格差に対して寛容であるが、格差を容認する条件として「機会の平等」が確保されている必

要があるとする。1242002 年の National Election Study は、社会の中で一部の人々がよい（悪い）

仕事を持ち、高い（低い）所得を得ている理由を７つ挙げ、一番重要と挙げられたのが「良い教

育を受ける機会がなかった」であり、55 ％の人々が「大変重要」と答えている。実際に、同調

査によると、格差拡大を認識している人々の 91 ％（2004 年、2002 年は 90 ％）が「格差の拡

大は悪いことである」という価値判断をしている（NES2002, 2004）125。  

一方で、世論としては、所得格差を認識しながらも、政策としては所得格差を是正する政策よ

りも自分自身の短期的利益を選択する政策が好まれていると指摘する文献126もある。 

特に教育の分野についていえば、既往文献では、昨今、アメリカでは「貧富の差に関係なく、

必要とする者全てに特別な教育サービスを与えるべきである、という考えにますます近づいて

いるようである」127としている。 

また、「アメリカでは情報公開が徹底して」いるが、その際には学力テストの平均点だけでな

く「人種構成」も公表される128ことからも、アメリカの人々にとって「人種」によって教育機会

に格差が生じていることについては、一般的な課題として認識されているとも理解できる。  

住環境の問題とも密接に関連するが、学校間格差は人種問題と結びついており、既往文献で

は、NCLB 政策129によって同じ学区でありながら学校によって人種に大きなばらつきが生じる

という傾向は、さらに拡大されたとしている。 

1960 年代の公民権運動の成果として、マイノリティの子どもたちに教育の機会を均等に保障

すべきと Elementary and Secondary Education Act（ESEA）法が 1965 年に制定されて以降、連邦

政府においては、人種による教育格差の解消のための資金援助を行ってきたとされる130が、

PISA2009「子どもの社会経済文化的背景指標」と読解力得点の関連などを見ても、白人とマイ

ノリティとの学力格差は顕著で、依然として大きな課題であると認識されている。今回アメリカ

の才能教育に関するロビイング団体にもインタビューを行ったが、人口動態の変化も相まって

差別・不平等の問題への関心は一層高まっているとの意見を確認できた。 

 

 教育行政の地方分権と各州に求められるアカウンタビリティ・システムの構築 

教育制度として、連邦政府が持つ権限は極めて限定的で、基本的には各州が教育政策のイニシ

アチブを取っていることは前述のとおりである。才能教育についても同様で、各州、各学区に非

常に多くの権限が委譲されており、各学区の必要とする政策を、基本的には各学区の決定する予

算配分の中で行っている。また学区によって取組の差が大きいことの背景には、税収にも大きな

ばらつきがあるということがある。このように、教育行政については、「各州、各学区、各学校

                                                        
124 Jocobs & Skocpol,2005 
125 アメリカの所得格差と国民意識（阿部 彩）（2007）（海外社会保障研究） 
126 アメリカの所得格差と国民意識（阿部 彩）（2007）（海外社会保障研究） 
127 脚注 120 
128 アメリカ公立小学校における学校文化（古谷喜美代）（神奈川大学心理・教育研究論集 第 24 号） 
129 脚注 128 
130 アメリカにおける学力向上をめざした教育政策の課題 
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の判断すべきこと」という共通認識を持っており、この点は、本調査インタビューでも共通して

確認できた。学校現場等の実践家のインタビューでは、「各学校の自治に、子どもも含めた関係

者にオーナーシップを持たせることが重要だ」との意見も確認できた。「各学校の必要とする取

組を各学校で進め、その取組促進のための予算獲得を目指し、各主体が積極的にアドボカシーを

行っていく必要がある」、という考えがアメリカの教育の中で根付いていると推察できる。 

一方で、各種取組のための予算獲得については、日本以上に「説明責任」や「取組の結果の評

価」を重要視する習慣があるといえる。NCLB 法（詳細は後述のとおり）と同じ 2002 年には、

「2002 年教育科学改善法（Education Sciences Reforrm Act of 2002）」が成立し、連邦教育省の政

策立案者と連携し、客観的根拠に基づく教育政策の実施が掲げられた。これに伴い、2002 年以

降、特に連邦教育省は州政府に対して「取組結果に対するアカウンタビリティ・システム」を強

く要求するようになっている。具体的には、「結果に対するアカウンタビリティの強化に向け、

NCLB 法では、連邦補助金を受給する州に対し、州内統一学力試験の実施と結果の公表、到達目

標となる教育水準の策定、試験結果に基づく学校の改善施策を各州に義務づけること」131が開始

された。現在の ESSA 法（詳細は後述のとおり）においては、NCLB 法から連邦政府の権限を弱

め、州政府への権限を強めているが、引き続き「子どもたちの置かれた状況別に学力等のデータ

を分析し、その結果に基づいて対策を検討することを各州や学区に求めている点は、NCLB 法と

共通している」132。 

各取組についてのアドボカシーをする場合であっても、「その取組の「効果・結果」を比較研

究によって明白に証明することが必要だ」と感じている。この点は学校現場をはじめとする実践

家の意見でも、確認でき、アメリカの「業績主義」的な文化を反映しているとも推測できる。 

  

                                                        
131 脚注 116 
132 脚注 116 
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3 才能教育の制度的変遷 

 法律・議会報告書上の規定からの紐解き 

 卓越性を志向した才能教育の萌芽 

国家的な才能教育への関わりとしては、1957 年のスプートニク・ショックが引き金となって

おり、数学や科学分野における優秀な子どもの教育に緊急に取り組むべき、との考えに至り、

1958 年の国家防衛教育法（National Defense Education Act）において以下の規定がされた。 

 

国家防衛教育法（National Defense Education Act）の概要 

・科学・数学・外国語の学力水準を上げるよう、カリキュラムの編代価を図る 

・それまで州や学区が独立した権限をもっていた学校教育に連邦政府が関与を強める 

 

これに起因して才能児特定のための財源が準備され、複数のプログラム（特に数学・理科の適

性を見いだし大学進学を促進する才能教育プログラム）が始動した。 

なお、連邦政府としての関わり以前にも、才能教育の取組は進められている。最も初期段階の

取組の一つは、1868 年のセントルイスの公立学区における柔軟な進級制度であり、6 年間のカ

リキュラムを 4 年間で修了しても良いとする早修の取組であった。 

その後 1901 年にはマサチューセッツ州ウースター市では、才能児のための特別学校が開校さ

れた。1920 年までには全米の 2/3 の主要都市ではギフテッドネスのための何らかの教育プログ

ラムが行われていた。133しかし、1920～1930 年代の「学校では、だれもが平等に基準に達する

ことが強調され、才能教育は一般に関心が薄かった」134。 

1930 年代には、連邦政府教育庁の中に優秀児・子ども局（Office of Exceptional Children and Youth）

が開設されたが、国家的な財政措置については、前述の国家防衛教育法制定まではなかった。 

国家防衛教育法制定以降、1960 年代は公民権運動が高まり、才能教育政策について「不利な

子どもたちがそこに公正に参加できないこと」が批判され、才能教育政策は下火となった。 

1972 年には、マーランド報告が提出され、「ごく限られた者しか特別プログラムの恩恵を受

けていない」と報告し、才能教育がいまだに不十分であるという懸念が示された。特にマーラン

ド報告では、それまで IQ による才能の定義をしていたところ、以下の才能の定義を行い、才能

児は全人口の約 5%を構成するとした。この定義自体は、73%もの学区で採用され、国家的な定

義となった一方で、実際の教育現場の大部分では、才能児の識別に知能検査の結果を適用してい

た。 

 

                                                        
133 脚注 120 
134 松村暢隆（2003）「アメリカの才能教育」 
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【才能の領域】 
一般的な知能、特定の学問的適正、創造的もしくは生産的思考、統率能力、視覚および芸術性、
精神運動的能力 
【才能児の定義】 
上記 6 つの領域のいずれかにおいて卓越した能力を発揮することができる 

 

マーランド報告の 2 年後である 1974 年には、教育庁内に「才能児・子ども局（Office of Gifted 

and Talented:OGT）」が設置することとされ、才能児に関するトレーニング、リサーチ、デモン

ストレーション・プロジェクトのための財源として、約 1,250 万ドルの予算が計上された。 

しかし、1978 年時点でも 14 の州では才能教育に関し、何の措置も行っておらず、法令用語と

しても定義がされていなかった。このような機運の低さも関係してか、1980年代初めまでにOGT

は閉鎖され、才能教育は各州の判断で行われる取組となった。さらに 1983 年には連邦審議会の

報告書「危機に立つ国家」（National Commission on Excellence in Education）が公刊され、普通教

育での学力の危機が叫ばれ、「back to basics」運動が展開した。これにより、才能教育は「エリ

ート主義、えこひいき、資源の不平等な分配、マイノリティに不利、才能児の隔離などと批判さ

れた」135。 

 平等性を志向した才能教育の拡大 

1988 年には、ジェイコブ・K・ジャヴィッツ才能児・子ども教育法（Jacob K.Jaavits Gifted 

&Talented Student Education Act）（以下「ジャヴィッツ法」と省略する。）によって、才能児・

子どもの識別における偏見を認識し、社会弱者層の才能児の重点化、才能児の子ども人口の拡大

を目指す内容が含まれることとなった。既往文献136によれば、1988 年のジャヴィッツ法及び後

述の 1993 年の「国家の卓越」の報告書によって、「民族的・社会経済的に不利、あるいは障害

をもつ子どもも含めて、すべての子どものための教育改善を要求」し、このことが新たな才能教

育政策である「SEM」モデルの展開を一層推し進めたとしている。換言すると、才能教育政策の

転換点があったとも言えよう。この法律に起因し、「特別助成金」という形で、才能児の新たな

特定基準の実現を希望する人々に資金提供がされ、実際の教育現場においても才能児の定義を

多様化する取組が促進された。 

 

【才能児の定義】 
「英才・才能ある子ども」という用語が意味するのは、知的、創造的、芸術的、リーダーシップの能力などの領域、あるい
は特殊な学問分野で、高度な遂行能力の根拠を示す青少年である。 
そして、そのような能力を十分に伸ばすために、ふつうは学校で提供されない指導や活動を必要とする者である。 

（出所）松村暢隆（2003）「アメリカの才能教育」p18 

 

                                                        
135 脚注 134 
136 脚注 134 
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OGT は才能児・子ども「教育」局（Office of Gifted and Talented Students Education:OGTSE）と

なり、連邦政府の才能教育プログラムへの助成金は増加した。 

1993 年には教育庁によって「国家の卓越：アメリカの才能を育てる（National Excellence A Case 

for Developing America’s Talent）」という報告書が出版された。 

図表 34 才能児の定義について 

■ジャヴィッツ法からの定義変更の背景 
「優れた才能」（outstanding talents）について、神経科学や認知心理学から得られた新しい知見（知能の拡大
された概念）によって新しい定義が必要となった 
 
■定義 
優れた才能のある青少年は、同年齢・経験・環境の他者と比較して、著しく高度な達成水準で遂行したり遂行できる
潜在能力を示す。この青少年は、知的、創造的かつ・あるいは芸術的領域で高度な遂行能力を示したり、並外れたリ
ーダーシップ能力をもっていたり、特殊な学問分野で優れていたりする。 
彼らにはふつうは学校で提供されない指導や活動が必要である。優れた才能は、あらゆる文化的集団の青少年に、あら
ゆる経済的階層にわたって、またあらゆる人間の事業分野で存在する。 

（出所）松村暢隆（2003）「アメリカの才能教育」p20 

 

1994 年には、ジャヴィッツ法は部分的に改訂され、初等・中等教育法となり、2001 年には No 

Child Left Behind Act（誰も落ちこぼれにしない法）（NCLB 法）の中で才能教育に関する規定が

存在している。なお、No Child Left Behind Act は、アメリカにおける学力格差是正のための「連

邦政府の役割を大幅に拡大した過去に例を見ない歴史的な連邦教育法」137 とされている。「学

力格差の是正を図ると同時に、科学的に実証された質の高い研究、すなわち、科学的エビデンス

を教育における政策決定に利用することを重視する施策」と言われており、「各州に対し前例の

ないレベルでのアカウンタビリティ・システムの構築が求められた」138としている。 

図表 35  No Child Left Behind Act（誰も落ちこぼれにしない法）について 

■主な概要 
子どもの全般的な学力向上、マイノリティや社会経済的に不利な層の基礎学力格差縮小を重点目標として、補助金を
分配 
（教育は州の専管事項であり、又、同法が連邦補助金事業に関する授権法であることから、連邦補助金受給の如何
すなわち受給条件として規定される教育政策の導入は制度上、州の任意（実際は全州が受給）） 
 
■取組の全体像一覧 

                                                        
137 吉良直（2009）「どの子も置き去りにしない（NCLB）法に関する研究―米国連邦教育法の制定背景と特殊性に着目

して」『教育総合研究』 
138 脚注 116 
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・学力の差の縮小  
・読解能力の向上 
・裁量を拡大し、官僚的な取扱いを縮減 
・成功に対する報酬と失敗に対する制裁の強化 
・親に対する情報提供と学校選択の拡大 
・教員資質の向上 
・21 世紀の学校安全向上 

（出所）中央教育審議会（第 16 回）参考資料 5 より作成 

その後 2015 年 10 月には NCLB 法を改正する「全児童・子ども学業達成法（Every Student 

Succeeds Act（「ESSA」と略記）」が成立し、2016 年 10 月 1 日より施行された。ESSA は、教

育者や保護者からの要求を受け、「すべての学生が大学やキャリアで成功するための準備を完全

に整える」という明確な目標に焦点を当てた法律とし、学生や学校の成功を助けるような条項が

含まれたものとなっている。 

図表 36  ESSAの主な概要 

・アメリカの不利な立場に置かれ、ニーズの高い学生にとって重要な保護を支持することで平等性をさらに発展させる 
・初めて、アメリカの全ての学生に高水準の学業水準を教え、大学やキャリアで成功する準備を整える。 
・州全体で毎年行われる評価を通じて、学生の高度な基準に向けた進捗状況を評価し、教育者、家族、学生、コミュ
ニティに重要な情報が提供される 
・「Investing in Innovation」と「Promise Neighborhoods」と整合性のとれた、地域の指導者や教育者によって
開発されたエビデンスに基づいた介入や場所に基づいた介入を含む、ローカルなイノベーションを支援し成長させる 
・高い品質の就学前教育へのアクセスを拡大するための歴史的な投資を維持・拡大する 
・学生グループが進歩していない、卒業率が長期間にわたって低い、パフォーマンスが最も低い学校において、説明責任
と行動が前向きな変化をもたらすことを期待する 

（出所）連邦教育省 HP（https://www.ed.gov/essa?src=rn）2019.2.20 調査時点 

 

National Association for Gifted Children （アメリカ才能児協会、以下「NAGC」とする。）のイ

ンタビューでは、冷戦終結以降から最近の世論に至るまで、才能教育については階級やボーダー

をなくす「平等性」に世論の関心が移っているとし、人口動態の変化も相まって差別・不平等の

問題への関心は一層高まっているとしている。 

現在では、NAGC（アメリカ才能児教会）において、才能児は「一つまたは複数の表現領域に

おいて、ひときわ優れたレベルのパフォーマンスを発揮する、もしくは発揮する潜在的可能性を

示す人のことである」と定義されており、国家的な定義とされている。139この定義は、州や学区

による才能の多様な定義や才能児特定のためのモデルを包含するものとなっている。 

  

                                                        
139 脚注 120 
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4 現状の取組について 

 Step1 才能教育に対するニーズについて 

 全体像 

特に人種的マイノリティや貧困層の才能児やその保護者は、才能教育の機会を十分に得られ

ておらず、才能教育に対するニーズがある。この背景には、アメリカの才能教育が、州、学区、

学校によって、（財政状況も異なり、これに起因して）取組の程度に差があることが挙げられる。 

保護者からのニーズが大きい要因は、才能児が通常のクラスで「つまらない」「適合しない」

と感じた場合、そのことに気付く最初の大人が、教員ではなく、保護者であることが多いためで

ある。（これは言い換えれば、才能児の判別や才能教育の実践が可能な教員が限定されていると

も言える。）しかし、世論全体として、大きなニーズがあるとは言い難い。 

最近は、特別支援教育に対する積極政策の流れもあり、「平等な教育機会の提供」、「全ての

子どもへの個別化した教育機会の提供」といった文脈でのニーズが高まりつつある。 

そのような中、現在のアメリカの才能教育においては、「エクセレンスギャップ」と言われる貧

困層や人種的マイノリティが才能教育の機会を十分受けられていないことが課題となっている。

特にその判断・識別基準に言語的テストだけを用いてしまう場合、その試験対策を出来る家庭か

どうかが識別結果に大きく影響をしてしまうことについて、行政、研究者、さらに教員をはじめ

とする実践家の間で、大きな課題として認識されている。 

このような課題認識も相まって、連邦政府としては、現在「個別化教育」を進めており、多様

な教育機会を提供している。個人のニーズに応じた柔軟な対応を行うことで、「機会の平等」を

目指している。 

一方で、政府や産業界からは国際競争力を高める人材を求める声もあり、数学や科学技術とい

った分野においては、卓越性を求めるニーズもある。 

 

 中央政府 

Institute for Educational Advancement が 2018 年 8 月に発表した有権者に対する世論調査（「PUBLIC 

ATTITUDES TOWARDS GIFTED EDUCATION」（才能教育に対する国民の意識））（以下「IEA

調査」とする。）によれば、民主党でも共和党でもどちらも才能教育に好意的であることが分かっ

たが、一方で、各議員のレベルになると関心は様々であることも分かった。 

連邦教育省への聞き取りでは、新しい世論のニーズとして、「全ての子どもへの個別化した教育

機会の提供」が特に重要なニーズとなっており、このニーズの高まりに対して、政府としては、教

員が「子ども（保護者）のニーズを受け止められ、学びをファシリテートできる」という役割を果

たすべきだ、という取組の方向性を確認できた。 

なお、全ての子どもへの能力に応じた教育を提供すべきという動き自体は政権交代による影響

はない。 
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 世論 

IEA 調査によれば、現在の制度によってすでに才能児のニーズを満たしているとする世論が

多く、他の教育分野に比べると、才能教育を重視していない人が大多数を占めていると示してい

る。実際に、才能教育に関する財源不足を最大の問題の一つとする者は 13%に留まっている。 

 

図表 37 各州における教育システムの大きな課題についての意識調査（「各州の教育システムの課題について、どの程

度大きな課題だと思いますか」という質問に対する回答結果） 

 

（出所）PUBLIC ATTITUDES TOWARDS GIFTED EDUCATION SUMMARY 

 

 地方政府 

ニューヨーク市教育委員会へのインタビューでは、ニーズには大きな変化がないことを確認

できた。過去 3 年の GT プログラム140参加のためのテストへの受検者数データを見ると、図表 

38 のとおり微減傾向にある。また、ニューヨーク市教育委員会のインタビューでは、GT プログ

ラム開始から現在までの 10 年間で、受験者数は徐々に少なくなっているが、このことに対して

ニューヨーク市教育委員会の担当者の課題意識は確認出来なかった。 

                                                        
140 ニューヨーク市独自のプログラム。後述を参照。 
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図表 38 ニューヨーク市GTプログラム受験者と受講者の推移 

 
（出所）ニューヨーク市提供資料より作成 

むしろ供給可能な GT プログラムの提供可能な籍の数に対して、ニーズは大幅に上回っている

状況である。このことについても、政治家も各学校、各教員も、プログラムの拡大・縮小に対し

て何らのインセンティブも持たない仕組みのため、特に取組を変更する兆しはないとの意見が

確認できた。 

 保護者、子ども 

NCRGE によれば、子どもも保護者も十分な才能教育の機会を得ているとは思っておらず、

日々の授業につまらなさを感じ新たなことを学びたいが、実態としては他の子どもに合わせざ

るを得ない。このため、学習機会を「待っている」ような状態であるとし、才能教育に関するニ

ーズは依然として高くあることが示された。 

保護者との意見交換を密接に行う NAGC の捉えでは、一般的な世論としても、才能教育に関

しては「平等性」の問題により焦点が当たっており、人種が多様な地域からの資金援助を受ける

こともあるとしていた。 

NAGC のインタビューでは、保護者のニーズは 2 点あり、①高いレベルの個性化教育を受け

たい、ということと、②どの地域であっても同等水準の教育機会を得たい、というものがあると

している。 

保護者のニーズについて、連邦教育省の見解として、「保護者は才能児への対応について、一

層インクルーシブ（通常の教室内）なものを求めている。」との意見があった。 

また NAGC へのインタビューでは、アメリカでは、現在、特別支援教育に関する取組が進め

られており、才能教育も特別支援教育の文脈の延長として拡大される機運があるとした。障害の

有無に関わらず教育機会が提供すべき、という取組は地方レベルで進み、政府レベルの取組にま

で発展した。このことも踏まえ、才能児への教育機会の提供についても、地方レベルも含めて保
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護者のニーズを一層主張することで変わっていくのでは、という NAGC の期待が確認できた。 

 教員 

NCRGE では、教員については、才能児への対応の必要性を感じながらも、スクールサイズが

大きく、個々の子どものニーズに対応する時間がないという意見が確認できた。 

また、教員養成機関をもつコロンビア大学へのインタビューでは、一概にニーズの変化は論じ

られないものの、比較的若い教員は才能教育のコンセプトを理解し、柔軟で多様なプログラムを

提供することの重要性を感じている、との意見が確認できた。一方で、多くの現場の教員は才能

児への対応を十分に出来ておらず、「才能とは何か」を理解すること、「才能児の定義は一つで

はないこと」を理解することから、始める必要があるとしていた。 

 研究者 

デイビッドソン才能開発研究所の記述（2009）によれば、才能ある若者（Gifted and talented  

Youth）を育てる必要性はアメリカの社会経済的課題と密接に関連しているとし、以下の 14 の

理由を掲げている。14 の理由を類型化すると、高校段階、大学段階の教育上の課題と共に、STEM

分野の人材不足に関する課題とそれに起因する産業発展に関する課題が挙げられている。 

このニーズは、いずれも国家としての課題という観点で挙げられていることに留意が必要だが、

教育機会の確保という平等性担保だけではなく、卓越性に関するニーズも 2009 年時点では十分

に有していると推察できる。（但し 2009 年の情報であることに留意が必要。） 

図表 39 アメリカの才能教育のニーズ概要と分類 

 概要 主な分類 
１ 高校でのドロップアウトによる直接的な経済的損失（毎年 3,000 億ドル） 高校段階の教育の課題 
２ 高校中退者が高校卒業をした場合の生涯賃金の間接的な経済的損失（年間 3,190 億

ドル） 
高校段階の教育機会の縮減 

３ 大学卒業者率の低下 大学段階の教育の課題 
４ （国際水準と比した場合の）15 歳の数学能力の低下 初等中等教育段階の教育の質の低下

（STEM） 
５ 教員の 81%が子どもへの特別な配慮の必要性を認識 初等中等教育段階の教育の質の低下 
６ （国際比較した場合の）サイエンスとテクノロジーの専攻者の低さ 大学段階の教育の課題 

（STEM） 
７ （国際比較した場合の）サイエンスと工学の学士号の少なさ 大学段階の教育の課題 

（STEM） 
８ （国際比較した場合の）大卒エンジニアの少なさ 大学段階の教育の課題 

（STEM） 
９ アメリカの特許の 45%は外国人が取得 産業発展の低さ（STEM） 
10 トップ 10 特許のアメリカの会社 1/3 産業発展の低さ（STEM） 
11 （国際比較した場合の）12 年生段階の数学とサイエンスのテストスコアの低さ 高校段階の教育の課題 

（STEM） 
12 サイエンス、技術の学位取得の必要条件を満たすアメリカ学生は 15%未満 大学段階の教育の課題 

（STEM） 
13 工学専攻者の減少（1992→2002 で 1/3 に縮減） 大学段階の教育の課題 

（STEM） 
14 高校中退者の中退要因は（単位は取得しているものの）退屈である 高校段階の教育の課題 

※STEM 関連についてグレー着色 

（出所）才能教育の国際比較（山内乾史 編著） p129-131 より作成 
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また、今回のコロンビア大学の研究者へのインタビューでは、子どもの才能教育のニーズにつ

いて、最初に気づくのは「保護者」であるとした。（その意味で保護者はこの分野での主要な主

体と言える。）才能児への対応が出来る教員と「たまたま」出会っていない限りは、教員よりも

先に保護者が「自分の子どもは才能児ゆえ、日々の学習につまらなさを感じている」と気づき、

才能教育の必要性を保護者が訴えることになるとした。しかし、このような保護者のニーズは、

一旦我が子が才能児だとラベリングされ、我が子にとって楽しいプログラムが提供されれば満

足してしまう。このため、保護者のニーズは慎重に捉える必要があり、ただ楽しいプログラムを

提供するだけではなく、才能児にとって、研究に基づいた学術的に体系だったプログラムを提供

するように、教員等の実践家は心がける必要があるとした。 
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 Step2 才能教育に求める目的、目指す方向性について 

 全体像 

i. 定義の必要性について 

現在、NAGC（アメリカ最大の才能教育に関するロビイング団体）において、才能児は「一つ

または複数の表現領域において、ひときわ優れたレベルのパフォーマンスを発揮する、もしくは

発揮する潜在的可能性を示す人のことである。」と定義されている。141 

この NAGC の定義は各州、各学区の多様な定義や取組を包含しうる広い定義となっているが、

各州の法的定義を見ても、連邦政府の識別の原則を見ても、定義自体は「高い能力を持つ」とい

う程度の内容で、この定義の存在自体がアメリカで効果的な意味を持っている状態とは言えな

い。現に法的定義の内容の違いと取組の義務化や予算付けには、大きな関係性はないと推察でき

る。（実際に NCRGE へのインタビューでは、才能教育に関する定義を各学区に義務化する州が

何らの取組も行っていないとの指摘があった。） 

漠然とした定義しかないことについて、コロンビア大学をはじめとする研究者等は、「才能教

育の（正確で狭い）国家的定義が必要」との主張をしていた。研究者からは、「教育行政は地方

分権化しているが、才能教育に関しては特に、連邦政府は地方に任せ過ぎている。」との指摘も

あった。 

今回のインタビューでは、政策的意義を持つ国家的定義が存在することによって、連邦全体の

共通の「マインドセット」を持つきっかけになることへの期待が確認できた。 

一方で、教育行政は基本的に各州の所掌であるため、国家的定義が、直ちに各州の取組を推し

進めるということは考えにくく、むしろ州によって抱える課題や財政状況にはかなりばらつき

があるため、その地域ごとのニーズを踏まえた目的設定、定義、識別が行われることが望ましい。

（教員やタレントサーチを実践する主体からも同様の意見が確認できた。） 

定義は政策実行の一つの側面でしかなく、行政機関以外の各主体は、あくまでこの国家的定義

が「才能教育の必要性に対する共通の基盤的なマインドセット」としての役割を果たし、このマ

インドセットのうえに、地域の実情、目的に応じた定義や識別が必要となると言えよう。 

ii. 適切な識別（定義）のための研究の必要性について 

才能教育の取組を始めるに当たって、対象となる才能児を決める必要がある。その際に才能教

育の定義そのものがそのまま識別基準になることもあれば（例えば IQ など）、定義と識別基準

を別に設ける場合も多い。連邦政府からの意見では「各州の設定する識別に課題がある」との認

識も確認できた。また、研究者からは、アメリカの才能教育の識別の大部分は、一面的な能力テ

ストが採用されており十分な識別とは言えない、との指摘もあった。ニューヨーク市の行うアビ

リティテストに関する懸念に関する意見も聞かれ、テストを行うニューヨーク市自身も「アビリ

ティテストは簡便な識別ではあるものの、測定できる側面が一面的である」とし、限界を感じて

いた。 

                                                        
141 才能教育の国際比較 p139 においてアメリカの国家的定義との記載がある。 
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正しい識別によって、人種や貧困にかかわらず才能教育を真に必要とする子どもに教育機会

を提供することが出来るということを証する実験も過去に行われており、研究者は、ユニバーサ

ルで適切な識別に関する調査研究が行われることが望ましいとした。 

そして識別は「識別自身やラベルのためもの」ではなく、「才能教育の大きな使命・目的」の

実現に叶うものである必要がある。このことについて、NCRGE では、「才能教育の目的は、テ

ストによるラベリングやテストで測れるスキルを獲得する、ということではなく、むしろ才能児

の興味・能力にあった教育機会の提供により、才能児が（個々人ごとに異なった）成果をもたら

すことである」としていた。 

 中央政府 

連邦教育省としては、「定義」というよりも「識別」を重要だと考えている。1988 年に才能

児の識別の基準が定められたが、大きくは変更されておらず、「才能児＝同年代と比べて能力が

有意に違うこと」とだけを指している。ESSA には、才能児に対する明文化した定義そのものは

確認できなかったが、ESSA の中では、後述のジャヴィッツプログラムの他、①地方教育の中で

各学校が gifted and talentedを識別することへの援助をすることや、②効果的な介入支援という文

脈の中で、州政府が gifted も含めた特別な学習ニーズをもつ子どもを識別できるようなスキルを

養成することなどの必要性が記載されている。（②の特別な学習ニーズをもつ子どもの中では、

障害をもつ子ども、イングリッシュラーナー、低い言語レベルの子どもとともに、才能児が並べ

られている。） 

なお、NAGC において、才能児は「一つまたは複数の表現領域において、ひときわ優れたレベ

ルのパフォーマンスを発揮する、もしくは発揮する潜在的可能性を示す人のことである。」と定

義されており、既往文献では、アメリカの国家的定義としていた。 

州に対する定義の制定について、連邦政府は法律上も義務付けていないが、各州では連邦政府

と類似の定義がされており、「定義」自体の果たす意味は、アメリカではそれほど大きくないと

も推察できる。 

定義からは才能教育の志向性や目的を見ることが難しいが、レズニックとグッドマンの研究

（1994）によれば、アメリカの才能教育に関与する政策立案者は 3 つのチャレンジと向き合っ

ており、ここから中央政府の 1900 年代以降の才能教育の「目的」を読み解くこととする。 

図表 40 の 1 つ目、3 つ目のチャレンジは卓越性を志向しているとも読み取れ、2 つ目のチャ

レンジはインクルーシブ的な対応、3 つ目のチャレンジは、奇妙な存在ではなく、才能児自身も

尊重される社会を志向しているとも読み取れ、卓越性と平等性をうまくバランスさせた目的設

定を志向しているように捉えることが出来る。 
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図表 40 1990年代後半の才能教育の3つのチャレンジ 

1．学校の内外で、若者の才能を育てる努力を支援し、同時に社会の中で開発された様々な才能の蓄積が世に出る
ことを押し進めるための努力を支援する社会文化を導くことを可能とする 
2．学校のプログラムを修正することである。そうすることで、彼らは一般的な生徒であるだけでなく、同世代の他の若者
が持っていない学力や個別の能力に関する興味や態度を発揮することが可能になる 
3．才能ある若者が学校内で目に見えて先導者となることができる。そうすることで、彼らは、彼らの能力に誇りを持つこと
ができ、同時に、何かしらの報償を期待することができる 

（出所）才能教育の国際比較（山内乾史 編著） p135 

 地方政府 

Support for Gifted Programs vary greatly from state to state142によれば、州ごとに定義の内容は少

し異なるが、才能教育の義務化や州による独自予算の有無にかかわらず、概ね連邦政府の識別と

大きく外れる定義ではない。ここでも、法的な「定義」自体の果たす意味は、アメリカでは必ず

しも大きくないと推察できる。州レベルでの定義について、研究者からは、漠とした内容がある

が、明確に定められている州は少ないとの指摘もあった。また、州レベルでの定義が曖昧なため

に、結局、各学区がそれぞれに定義をし、「geographical gifted」（地域的に定義された「ギフ

テッド」）の概念が生じてしまっているとの指摘もあった。 

図表 41 州ごとの才能教育の取組状況と定義 

州 
（プログラムの整備状況 

/予算状況） 

定義 

オクラホマ州（プログラムが
義務付けられている/完全

に負担されている） 

“‘Gifted and talented children’ means those children identified at the preschool, 
elementary and secondary levels as having demonstrated potential abilities of high 
performance capability and needed differentiated or accelerated education or 
services. For the purpose of this definition, ‘demonstrated abilities of high 
performance capability’ means those identified students who score in the top three 
percent (3%) on any national standardized test of intellectual ability. Said 
definition may also include students who excel in one or more of the following 
areas: 
 a.) creative thinking ability, 
 b.) leadership ability 
 c.) visual and performing arts ability, and  
 d.) specific academic ability. 
 A school district shall identify children in capability areas by means of multicriteria 
evaluation. Provided, with first and second grade level children, a local school 
district may utilize other evaluation mechanisms such as, but not limited to, 
teacher referrals in lieu of standardized testing measures;” 
(Oklahoma Stat. title 70, § 1210.301) 

オハイオ州 
（プログラムが義務付けられ
ている/州による一部負担が

ある） 

“‘Gifted’ means students who perform or show potential for performing at 
remarkably high levels of accomplishment when compared to others of their age, 
experience, or environment and who are identified under division (A), (B), (C), or 
(D) of section 3324.03 of the revised code.”  
(Ohio Rev. Code Ann. § 3324.01) 
 

ワシントン州 
（プログラムが義務付けられ

“As used in this chapter, the term highly capable student shall mean a student 
who has been assessed to have superior intellectual ability as demonstrated by 

                                                        
142 http://www.davidsongifted.org/Search-Database/entryType/3 （2019.2.22 調査時点） 
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ている/州による一部負担が
ある） 

one or more of the multiple criteria in WAC 392-170-040.  
 These students exhibit high capability in intellectual and/or creative areas, 
possess an unusual leadership capacity, or excel in specific academic fields, 
thereby requiring services beyond the basic programs provided by schools. 
Outstanding abilities are present in students from all cultural groups, across all 
economic strata, and in all areas of human endeavor.” 
(Washington Admin. Code § 392-170-035) 

ノースダコタ州 
（プログラムが義務化されて
いない/州による一部負担

がある） 

“‘Student who is gifted’ means an individual who is identified by qualified 
professionals as being capable of high performance and who needs educational 
programs and services beyond those normally provided in a regular education 
program.” 
(North Dakota Cent. Code § 15.1-32-01) 

コネチカット州 
（プログラムが義務化されて
いない/才能教育に関する

予算がない） 

“‘Extraordinary learning ability’ means a child identified by the planning and 
placement team as gifted and talented on the basis of either performance on 
relevant standardized measuring instruments, or demonstrated or potential 
achievement or intellectual creativity, or both. The term shall refer to the top five 
per cent of children so identified." 
 
“‘Gifted and talented’ means a child identified by the planning and placement team 
as  
 (1) possessing demonstrated or potential abilities that give evidence of very 
superior intellectual, creative or specific academic capacity and 
 (2) needing differentiated instruction or services beyond those being provided in 
the regular school program in order to realize their intellectual, creative or specific 
academic potential. 
 The term shall include children with extraordinary learning ability and children 
with outstanding talent in the creative arts as defined by these regulations.”  
 
 “‘Outstanding talent in the creative arts’ means a child identified by the planning 
and placement team as gifted and talented on the basis of demonstrated or 
potential achievement in music, the visual arts or the performing arts. The term 
shall refer to the top five per cent of children so identified.”  
(Connecticut Agencies Regs. § 10-76a-2) 

（出所）Support for Gifted Programs vary greatly from state to state 

さらに、現地インタビューを行ったニューヨーク市については、法的・制度的な定義を持た

ないまま、GT プログラムを行っている。GT プログラムに際しては、以下のような能力テスト

を希望する 4 歳児を中心に実施しており、このテストがニューヨーク市の実質的な識別基準に

なっている。このテスト自体は、テストベンダーなどと協力しながらニューヨーク市独自に作

成しているもので、毎年更新を行っている。識別のコンセプトとしては、「誰にとっても公平

で明確な選抜」になることを目指しており、なるべく自動的に識別されることを目指してい

る。 

ニューヨーク市は幼稚園教育の始まる 4 歳児を対象としているが、このテストには、図表 

42 のとおり大きく 3 つの課題があるとニューヨーク市の担当者へのインタビューで確認でき

た。 
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図表 42 ニューヨーク市GTプログラムテストの課題 

課題１ 特定の「テストが良くできる子」を選んでしまう偏ったテストであること 
（→格差の再生産に繋がる危険性があり、特にイングリッシュラーナーについてはこの危険性が顕著） 

課題 2 再識別ができないこと（4 歳児時点で一度才能児だと識別されると対象外となることがない） 
課題 3 保護者側からすると長期間の手間をかけても、プログラムの機会が提供されない可能性が高い 

（テストへの申請から実際のプログラムへの応募まで約 9 か月かかる） 
（出所）ニューヨーク市インタビューより作成 

ニューヨーク市だけの取組（後述のニューヨーク市 GT プログラムを参照）を見ると、必ず

しもこれらの識別基準が、才能教育の「目的」を反映したものとは言えない。才能教育の「目

的」についても、担当者へのインタビューでは、はっきりと意識付けされているもとは言えな

かった。他方で、公教育サービスの一つとして才能教育を実施していることもあり、なるべく

「公平に」機会を与えたいという意思を垣間見ることが出来た。 

また、NCRGE の所在するコネチカット州には、定義はあるが、州からは特段のプログラム

提供はなく、NCRGE の研究者からは、定義が無意味であるとの指摘があった。 

 保護者、子ども 

保護者と密接に接するロビイング団体からの意見としては、才能教育の国家的定義はは広す

ぎて、政策実行に資していないとの指摘があった。また、研究機関からの意見では、保護者の才

能教育の目的は、あくまで、「才能児である我が子にとってのニーズを満たすプログラム提供」

となっているとした。 

 教員等の実践家 

インタビューをしたエンリッチメントティーチャーからは、能力テストによる識別の向き・不

向きは、教科によってあると指摘した。能力テストで測れない部分こそ、各教員が個別の子ども

のニーズに向き合い、識別することが必要だとした。識別に当たっては、州の定義を積極的に使

いたいとは思っておらず、「定義」が政策的にも、現場の実務レベルでも有効に働いていない可

能性がうかがえる。 

1960 年代後半からタレントサーチを行う CTY センターでは、テストだけで全ての才能児を識

別することは困難だとした。また、現在の（トレーニングを受けていない）教員では、正確に「教

員による識別・推奨」はできないとし、（トレーニングを受けていない）教員は成績の高い子ど

もを才能児と単純に識別する可能性があると指摘した。 

CTY センターのタレントサーチには、現在 25,000 人が参加している。しかし、このタレント

サーチには、①テストだけではその才能を伸ばすことは出来ないこと、②テストの場合、その試

験準備が出来るか否かによって結果が左右され、この試験準備には経済格差が反映されてしま

うこと、という 2 つの課題があるとした。CTY のタレントサーチは現在も改良を続けており、

①実際の学年よりも上のスキルを測定すること、②子どもに挑戦させること、③複数の分野で能

力を見ること、の 3 つを原則にして研究を続けている。 
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図表 43 タレントサーチの流れ 

 

（出所）CTY センター提供資料より作成 

 

CTY センターへのインタビューでは、アメリカの教育政策は、人種も含めた地域の状況、地

域のルールで決まっていく部分が多いため、タレントサーチ等の識別テストも（リサーチに基づ

き）ローカルに決定される必要があるとした。 

 研究者 

NCRGE からは、テストデータには限界があり全ての能力を識別することは難しいとした。ま

た、政策立案者はテストを標準化しスクリーニングしたがるが、これは不適切だとした。アメリ

カの識別には 3 つの課題があるとした。1 つ目は全ての子どもを対象とできるような（つまり、

取りこぼしがない）ユニバーサルスクリーニングではないこと（イングリッシュラーナーを含

む）、2 つ目はスクリーニングが 1 回きりとなっており、継続的・複数回でないこと、3 つ目は

スクリーニングの時期が遅いこと（3 年生段階ではすでに遅い）を提唱していた。このうち 1 点

目と 2 点目のスクリーニングの課題ついては、ニューヨーク市も同様の課題を抱えていると言

えよう。 

また、コロンビア大学の研究者からは、才能教育という概念自体が社会的に作られた概念ゆ

え、全員の合意を得ることは難しい。また学術的に見ても「Conceptions of Giftedness」（Robert 

J. Sternberg, Janet E. Davidson 著）（2015）においても、giftedness には専門家の間でも定義が分

かれており、研究が進んでもなお、定義は曖昧なままである。アメリカに関して言えば、才能教

育は 1900 年代半ばまでは現場レベルでの各種取組があった。その一方で、才能教育の契機はス

プートニク・ショックであり、いわば外部からの脅威で一気に取り入れられた概念のため、定義

も不安定である。公共政策として才能教育を位置づける場合は、当然に定義が必要となるが、む
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しろ文化によって定義が異なる領域であることを理解することの必要性を強く訴えていた。 

定義の前提とも繋がる才能教育の「目的」について、アメリカは現在（貧困層や人種的マイノ

リティを中心とした）低学力層のアチーブメントギャップに課題を焦点化している。このことに

ついて、NCRGE では、才能教育の目的をめぐる「平等性と卓越性」のバランスについては、捉

えようによっては両立しうる概念だとした。つまり、平等を結果の平等と捉えるのではなく、機

会の平等として捉え、子どもそれぞれの卓越性が発揮され、その卓越性が「達成」されていくこ

とが重要だとした。 

  



 

100 

 

 

 Step3 取組推進に必要となる支援について 

 全体像について 

才能教育の促進に足りないリソースとして、大きく①財源、②教員養成、③調査研究が足りて

いないという見解が大部分を占めた。 

長い才能教育の歴史を持つアメリカでは、これまでも各州、各学区において、才能教育に関す

る各種の取組が進められている。そのため、才能教育に特化した教員養成マスターコースや教員

研修、カリキュラム、また能力識別のためのアンケート紙やテスト紙などのツールも存在してい

る。そして、才能教育の各種取組といった「実践」に関する調査研究は多いものの、才能教育を

促進する際に重要となる「教員養成に関する研究」や「適切な識別に関する研究」は必ずしも十

分ではない。 

また、教員養成や各種取組に必要となる「財源」については、（研究者や実践家からは特に「不

足している」との意見が多く聞かれたが、）連邦政府等の公的財源を獲得するには、はっきりと

した研究結果が必要となる143。アメリカの才能教育の各取組は、カレッジボードや CTY センタ

ーなど政府以外でも進められていることも実態であり、これらの政府でない主体は公的資金以

外を主な財源としている。政府でない主体が資金獲得をするには、アドボカシーが必要で、その

アドボカシーのためには、インパクトスタディが重要になるとした。 

IEA 調査によると、才能教育の最優先事項として、教育制度の最大の課題として「質の高い教

員を雇うための資金が不足している」と 43%が回答している。また、人種的マイノリティや低

所得者層の学生の才能を正しく識別することも、優先事項の一つとする結果である。 

「全ての」教員が、ユニバーサルスクリーニングによって才能児を適切に識別し、才能教育を

提供できるよう、教員養成訓練の充実が必要だとした。いずれにしても財源が必要となるため、

上述のとおり、各種の才能教育の取組に関する調査研究が重要となるだろう。 

また、各種取組を進めるに当たっては、才能児への心理面も含めたケアを行うことが必要で、

才能児を理解する保護者や教員の他、メンター、多様性を理解するクラスメイトが必要だとし

た。 

 

                                                        
143 文部科学省委託「諸外国における客観的根拠に基づく教育政策の推進に関する状況調査報告書」（2017 年 3 月）三菱

UFJ リサーチ&コンサルティング 
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図表 44 才能児を支える主体 

 
（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

 

 中央政府 

連邦教育省への聞き取りでは、才能教育の促進には、質の高い教員が必要だとした。現状では、

才能児を正しく判断することも含め、教員自身の才能児への対応の経験が十分でなく、戦略を持

って才能児に対応できているとは言い難い。①十分な教員養成、②対応可能なクラスサイズ、③

給与引き上げが必要なインプットだとした。 

また財源が限定的であることにも課題意識を持っており、現在進めるジャヴィッツプログラ

ムについては、2,000 万ドルと、シードマネー程度に留まっている。予算の拡充のためには、イ

ンパクトスタディによる、はっきりとした結果が得られることが必要だとした。 

また、才能教育の歴史が長い中で、依然としてはっきりとした結果を得られていない要因とし

て、現場ではこれまで才能児へのプログラム提供に特化しており、才能児の適切な（取りこぼし

のない）識別や、才能教育を実践できる教員養成などについての研究が不足しているとした。今

後、個性化教育の文脈で才能教育を促進していく場合、教員は特に「ファシリテーター」として

の役割が求められるとした。 
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図表 45 ジャヴィッツプログラムの概要 

Jacob K. Javits Gifed and Talented Students Education Program の概要 

 
【概略】 
11 州に 400 万ドル以上を配分し、才能教育プログラムに参加する少数民族やその他の学生の数（特に貧困層やイ
ングリッシュラーナー、障害のある学生に焦点化）を増やすことに重点を置いたプログラム。また、各州、各学区で効果が
証明されたモデルについて、複数の学校や地区に拡大する波及効果を目指す。 
 
【主な目的】 
経済的に不利な立場に置かれ、イングリッシュラーナーや障害のある学生への集中的な才能教育の機会提供を目指
し、実証プロジェクトや革新的戦略、科学的根拠に基づく研究を実施することで、全国の才能ある初等中等教育対象
者に提供されるサービス強化を目指す。 
 
【助成先】 
州もしくは各学区 
 
【助成対象となるプログラム例】 
•才能児を特定し、指導するための方法及び技術について、また、これらのプログラム及び方法を全ての学生に役立てる
ために用いるための科学的な研究を行い、技術援助を提供すること。 
•才能児の育成に携わる人材の育成 
•州の地域教育サービスセンター、高等教育機関、その他の機関を通じた教材やサービスの提供 
•より伝統的なプログラムではニーズを満たせない才能児にサービスを提供するために、革新的な戦略を用いてモデル・プ
ロジェクトを確立し、運営する。（これらの革新的なプロジェクトには、夏期プログラム、メンタリング、ピアチュータリング、サ
ービス学習、ビジネス、産業、教育を含むプログラムが含まれる。） 
•学区の子どもであって、才能教育にアクセスできない（そういった授業に資源を持たない）者を対象に、技術(遠隔教
育を含む)を通じたチャレンジングで高度な授業を実施し、普及させること。 

（出所）連邦教育省 HP 

 

 

 地方政府 

現地訪問をしたニューヨーク市では、才能教育の促進に必要なリソースとして、スクールサイ

ズの確保、財源、教員の素養（資格）が必要だという意見が確認できた。なお、ニューヨーク市

では、才能教育に関する追加の教育資格の認証制度を設けているが、資格がない状態で才能教育

を実施しても問題ではないため、実際には追加の資格制度は進んでいない。 
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 保護者、子ども 

NAGC というロビイング団体が才能教育促進のために実施する支援には 4 つの柱があり、こ

の 4 つの柱に基づき、リサーチ、統計、ガイドライン等の策定、アドボカシーを行っている。 

①アカウンタビリティ 
・短期的目標は ESSA の定義する才能児の数を学区ごとに把握し提供すること 
・長期的目標は各州にサポートオフィスを設置しリソースを適切に充当できるようにし、 
各州での取組に不満があった場合に表出させることができるシステムを構築すること 

②アクセラレーション 
③教員養成 
④識別基準 

（ロビイング団体の必要とする支援・リソースが、必ずしも保護者の必要とする支援・リソー

スと完全に一致したものと捉えることは出来ないが）少なくとも、保護者にとっても、実態把握

や教員養成、適切な識別基準については、重要な観点の一つと言えよう。 

また、ロビイング団体は、保護者に対して、広報誌やウェブサイトによる情報発信、parent day

等でのベストプラクティス共有などを行っている。この背景としては、才能児を持つ保護者に対

しては、保護者自身への社会的・心理的なサポートが重要だと考えているためである。 

実際に（アメリカは取組が非常に多様であり）保護者が適切な取組にアクセスできていないと

いう課題もあり、保護者へのサポートには「経験者から話を聞く」という、人と人との繋がりが

特に重要になるとした。 

 教員等の実践家 

今回訪問したマンスフィールド・ミドルスクールの教員自身も質の高い教員の確保が必要だ

と訴えており、（教員の雇用の保証も含め）教員の確保を学区全体で重要な課題だと認識してい

る地域文化が重要だとした。この地域文化があることで、教員採用のための財源確保に繋がると

した。才能教育のうち、特に拡充の場合は、才能児のニーズオリエンティッドなため、採用時に

示したスキル以上に柔軟な対応が必要とされ、より質の高い教員が必要となるとも指摘した。 

また一面的な評価指標に対する警鐘も鳴らしており、（州の法制のテストへの参加率が教育シ

ステムの成功の可否だとしている現状に対し）数値は簡単に公的理解を得ることが出来るかも

しれないが、一面的な評価指標は危険で、むしろ教育システムは地域レベルで回っているため、

地域での開かれた対話（オープンダイアローグ）の中で、適切な教育システムが採用されるべき

だ、とした。 

 研究者 

NCRGE では、才能教育が十分でない要因をリソース不足とし、才能教育に必要なリソースの

最初に、教員養成があるとの指摘があった。 

以下は NCRGE が調査研究するイングリッシュラーナーに関する才能教育の促進に関するロ

ジックモデルだが、ここではコミュニケーションの基盤のうえで、①教員養成があり、②才能児
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の識別に関する課題に気付き、③識別方法を公平（頻繁な機会、定義の拡大、準備機会の提供な

ど）にし、④プログラムサービスを調整し、⑤保護者の理解を得ていくというプロセスを踏んで

いくことを提唱している。 

また、才能教育の教員養成のためのカリキュラムを作った教授（Dr. Joyce VanTassel-Baska）に

よれば、教員養成は 1 日などの短期間では意味がなく、長期的なプログラムとする必要がある

とした。 

図表 46 イングリッシュラーナーの識別改善に資するロジックモデル 

 

（出所）NCRGE 提供資料より作成 

コロンビア大学でも、教員養成が重要であるとの認識を確認できたが、①教員養成課程で才能

教育に関する専門的知識の習得が必須になっていないこと、②継続教育の機会も十分でないた

め、才能教育に関する追加的な「免許」や「認証」という取組を行うべきだとの課題の提示があ

った。 

才能教育に関するマスターコースも有するコロンビア大学では、教員は具体的には以下の要

素を習得すべきだとし、このベースとして教職という職業自体がもっと尊敬されるべきだ、とい

う考えも示された。 

 

①GT とは何かを理解すること 
②定義が 1 つではないことを理解すること 
③子どもの学業的ニーズを理解すること 
④社会情動的なニーズを持つ子どもへの対応の必要性を理解すること 
（何が心地よくて何が嫌なのかを理解することの必要性を理解すること） 
⑤実践経験を積むために優秀な先生と共に OJT をすること 
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コロンビア大学では、リソース不足の大きな課題として財源不足を挙げており、これは連邦政

府レベルでも地方レベルでも財源が足りていないとしていた。これに加え、過剰な地方分権化の

影響も相まって経済格差が才能教育機会へのアクセス性に直接的に影響をもたらしているとし

た。（つまり、裕福な保護者だけが充実した才能教育の可能な学区（その学区は税収が豊富にあ

る）に移り住むという現象が起きている。） 

また、NCRGE では、特別支援教育の歴史や例を手本にすると、才能教育促進に関するコンセ

ンサスを得るという意味でも、才能児の親の意見をまとめるということが重要だとし、保護者が

キーアクターになるため保護者のアドボカシーが重要になるとした。 

 

さらに、NCRGE では、取組推進には心理面のケアをするメンターの存在が重要であるとし、

下図のような子どもの学習に向かう心理的側面も含めた個別のケアを行うことも重要とした。

下図は NCRGE が提供するメンターケア受講候補者の評価項目の例である。 

図表 47 メンターケア受講候補者チェックリスト 

 

学習トピックについての生徒の姿勢

ない まれに 時々 よく つねに

1
伝統的な教育方法・活動に困難を感

じていない
□ □ □ □ □

2
トピックについてのたぐいまれな語

彙力がある（積極的に話す)
□ □ □ □ □

3
現行の授業やカリキュラムでは説明

できないような質問をする
□ □ □ □ □

4
以前・現在も積極的な関与の姿勢を

示す
□ □ □ □ □

5
関連した課題に非常に集中・努力す

る
□ □ □ □ □

6 興味関心を持ち続ける □ □ □ □ □

7 責任感や自主性がみられる □ □ □ □ □

8
過程・方法論を知っている、知ろう

とする
□ □ □ □ □

9 指導や助言を受け入れる □ □ □ □ □

10 大人と対等に付き合える □ □ □ □ □

項目合計

比重乗算 ×１ ×２ ×３ ×４ ×５

合計

測定合計 /50
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（出所）Developing Mentorship Programs for Gifted Students (Del Siegle,Ph.D.144) 

また、NCRGE ではメンタープログラムの受講後には、メンタープログラムを受講した児童子

どもへのアンケートと、メンターへのアンケートを実施し、そのプログラムの効果を把握するこ

とを推奨している。 

図表 48 メンター向けメンタープログラム評価サンプル 

 
（出所）Developing Mentorship Programs for Gifted Students (Del Siegle,Ph.D.) 

  

                                                        
144 NCRGE でのインタビュー者 
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 Step4 効果的な取組について 

 全体像 

1 つの学校の中で早修の取組、拡充の取組の両方が行われているケースもあり、才能教育の実

践に当たっては唯一の最適解があるのではなく、個々人のニーズに幅広く対応できる多様な教

育機会があることが重要だろう。（なお、教育効果については早修、拡充ともに一定の効果があ

ることを研究者から確認したが、完全早修の場合には心理的な成長に留意することが必要だと

いうことが分かった。） 

実際の教育現場では、早修も拡充も両方実践されているケースもあるが、いずれも「取り出し

型」（pull-out）（才能児を通常の教室の外に切り出し、別の教育機会を提供する形態を指す。ア

メリカのインタビュー中は「pull-out」と表現されていた。以下アメリカの章においては同じ。）

で行われることが多い。最近では、研究機関や実施現場では、子ども同士の学び合いや支援の効

果を重要視しており、完全に「取り出し型」（pull-out）にするのではなく、インクルーシブ型

（通常の教室内で才能児とそうでない子どもが共に学習する形態を指す。以下アメリカの章に

おいては同じ。）を志向する傾向が確認できた。取り出すのではなく、通常の学級の中で多様な

教育機会が提供されることを目指しているが、現実的には、そのような個別対応が出来る教員が

広く存在していないことが課題となるため、前述の step3 のとおり、教員養成が必要だとした。 

効果的な取組に関する考え方として、特に step1 のニーズから貧困層や人種的マイノリティ

に対する教育機会の提供がアメリカの重要な課題となっているため、各種取組の中では貧困層

への対応も充実する傾向にある。 

また、アメリカの個人主義の文化の上においては、平等性は「機会の平等」ととらえられて

おり、個々人によって学びのポテンシャル、ニーズは異なることから、個々人に適した機会を

提供することが重要だと理解されていた。 

この機会の平等性と「個人の卓越性」の実現を目指すことは必ずしも二律背反の関係にはな

く、「機会の平等」を実現しながら、「個人の卓越性」を実現する取組はありうる、という研

究者の意見も確認できた。 

 

なお、アメリカの早修と拡充はいずれについても、多様なプログラムが提供されており、既往

文献によれば以下のような取組がある。実際の実践現場では、アメリカにおける早修は、才能教

育全体の 1 割程度で大都市部に偏在しており、才能教育全体の 9 割程度は、拡充型で、地域志向

やマイノリティ志向の強い取組ともいえ、公的に補助されることが多い。 

図表 49 アメリカにおける早修の取組一覧 

早期入園・早期入学 飛び級 
先取り学習 カリキュラム短縮 
テレスコーピング（期間短縮） 課外プログラム 
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通信指導 アドバンスト・プレースメント 
（中学・高校・大学への）早期入学  

（出所）教育再生実行会議有識者勉強会（2016 年 1 月 21 日）岩永雅也 発表資料より作成 

図表 50 アメリカにおける拡充の取組一覧 

個人学習・プロジェクト 教室内学習センター 
Junior Great Books 実地見学 
個人指導（mentorships） 土曜・夏期プログラム 
コンテスト/コンクール 全校拡充モデル（SEM） 
MI（Multiple Intelligences）スクール  

（出所）教育再生実行会議有識者勉強会（2016 年 1 月 21 日）岩永雅也 発表資料より作成 

 

 中央政府 

政府としては、インクルーシブ型と取り出し型がバランス良く行われるべきとの意見が確認

できた。（保護者ニーズとしては、インクルーシブ的な才能教育を一層求めている傾向にある。）

むしろどういった取組が必要かに関しては、研究機関の提供する統計データに基づいた国家的

な議論を踏まえる必要があるとしており、現在行っているジャヴィッツプログラムによって、適

切な手法が見えてくることを期待していた。 

才能教育の各種取組について、何が良いかは明確に示すことは出来ないものの、才能児は社会

性の涵養や心理面の発達に課題を抱えることも多いため、心理面も含めたケアも行った取組を

すべきとの指摘もあった。 

なお、２E 児への対応は IEP145も対象になるものの、必ずしも十分ではなく、才能の側面でも

障害の側面でも適切な理解やケアを受けられておらず、取組の必要性に関する課題認識が確認

できた。 

 地方政府 

地方政府の取組状況は前述のとおり、州によって大きなばらつきがあり、才能教育が義務化さ

れている州もあれば、そうでない州もある。 

                                                        
145 特別支援教育の領域で IEP（Individual Education Plan）が設けられている。これは、教員、保護者、学校精神科医／心

理士、看護師、（よい学校の場合は）生徒がグループになって、発達や学業の進捗を 9 週ごとに保護者と面談し、進捗

をチェックして改訂するもので無償。（連邦教育省インタビューより） 
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図表 51 各州の才能教育の義務化と、州予算の割り当てについて 

 
（出所）Davidson Institute HP(http://www.davidsongifted.org/Search-Database/entryType/3)より抜粋 

 

 

ニューヨーク市では GT プログラム（後述を参照）を行っているが、取組の成果評価は現時点

では特段行っておらず、どのような効果があるかは不透明な状況である。 
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ニューヨーク市 GT プログラムについて 

【プログラムの受験まで】 
・GT プログラムの受験に際しては、まず GT テストを受けることとなる。このテストについては、4 歳児のニューヨーク市民で
あれば、どの家族でも、オンライン上で申請をし、受検できるシステムである。テストは基本的には学校で受験可能で、授
業がある日か週末かで受検が可能となっている。 

図表 52 非言語テストの出題例 

 
（出所）ニューヨーク市提供資料 

図表 53 言語テストの出題例 

 
（出所）ニューヨーク市提供資料 
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【プログラムの対象】 
・GT プログラムはニューヨーク市の 90 の公立小学校（幼稚園から 5 年生まで）で行われている。 
 
【プログラムの内容】 
・上記言語テスト及び非言語テストで構成される GT テストをパスした者が応募できるシステムである。 
・プログラムの内容は 2 種類あり、学区 GT プログラムと、シティワイド（Citywide）GT プログラムのいずれも学校の先
生に委ねられている。 

1. 学区 GT プログラム 
公立小学校内で実施され、これらのプログラムの対象となる子どもは、主要科目においては、プログラム対象の子ど
もだけで授業を行うが、GT プログラムに属さない子どもとの交流は、体育や芸術といったいくつかの授業の中で発生
する。これらのプログラムは、特定のエリアに住む子どもを優先的に入学させるといった配慮も行われている。 
2. Citywide GT プログラム 
Citywide GT プログラムを提供する学校は、全員が GT プログラムに参加している。 
これらのプログラムは、ニューヨーク市内の子どもを受け入れており、子どもの居住地に基づく入学の優先順位を与え
るものではない。 

【対象エリア】 
下図のとおりいくつかの学区では、GT プログラムが提供されておらず、学区により GT プログラムの普及度合いには差があ
る。（実施している学区に紫色の●が付いている。） 

図表 54 ニューヨーク市GTプログラムの学区ごとの分布 

 
（出所）ニューヨーク市提供資料 
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 教員等の実践家  

i. 初等教育段階 

マンスフィールド・ミドルスクール 

コネチカット大学と地理的にも近いマンスフィールド・ミドルスクール（grade5~8 に相当す

る子どもの在籍する公立中学校。以下「MMS」とする）においては、拡充型教育モデルの一つ

である SEM モデルを実施している。 

SEM モデルについて 

SEM モデルとは、NCRGE の初代所長でもあるレンズーリ（Reszulli,J.S.）が提唱した全校拡充モデル
（Schoolwide Enrichment Model）である。「才能教育プログラムに起源をもちながらも、」「高学力でも
学習困難でも子どもの個人差を尊重して学習を個別化させ、真の平等を目指すもの」146であり、それまでの
多くの才能教育プログラム（「因習的・保守的な狭い才能の概念（IQ）に基づいて「才能児」をラベルづけ
て、特別クラスやコースに能力別学級編成をして隔離」）を批判し、新たに提唱された。 
 
このモデルは 1980 年代中頃に開発されたが、以下の理念に基づいて実践されている。 

・特別プログラムの対象を約 15%（従来は 3~5%）に拡大 

・才能教育プログラムと普通教育のカリキュラムを提携 

・対象を「才能児」と名付け隔離しないこと（拡充を通常学級にも適用すること） 

（出所）アメリカの才能教育（松村）（p124） 

 
SEM モデルの構造は 3 次元で解釈がされており、①組織の構成要素：誰がすることか、②学校の構成要
素：誰を対象にすることか、③指導実施の構成要素：何を指導することかという観点だとみなされている。 

                                                        
146 脚注 134 
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図表 55 SEMモデルの全体構造図 

 

（出所）アメリカの才能教育（松村）（p125128132） 

このうち③の指導実施は大きく 3 つで構成されており A から C へと繋がっていく。 

A:才能全体ポートフォリオ／B:カリキュラム修正技法／C:拡充の学習の実践 

 
A:才能全体ポートフォリオ 
子どもの能力や興味・スタイルの、個のみについての情報を体系的に集め記録する。 
これにより各個人に必要な学習の個性化計画を立案 

図表 56 才能全体ポートフォリオの次元 

 

（出所）アメリカの才能教育（松村）（p128132） 
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B:カリキュラム修正技法 
カリキュラム短縮、教科書分析による教科書の反復教材の摘出、発展学習によって、カリキュラムの能率化を
行う。これにより個性化計画の実践に必要な時間が生み出される。 
 
C:拡充の学習の実践 
タイプⅠ：一般探索活動、タイプⅡ：集団訓練活動、タイプⅢ：個人・小集団による現実問題の探求を組
み合わせた実践を行う。 

図表 57 拡充三つ組モデル 

 

（出所）アメリカの才能教育（松村）（p132） 

また、MMS では、飛び級のような完全早修については、社会情動的な成長の観点に十分留意

する必要があるとし、学業面の成果だけで完全早修が安易に取り入れられることへの懸念が聞

かれた。 

MMS では、エンリッチメントティーチャーという才能児に対するエンリッチメントクラスを

専門で受け持つ教員を 2 名配置しており、子どもの学びのニーズに応じた教育機会を提供して

いる。（なお、MMS の所在する学区では 1,000 名の子どもに対して 5 名のエンリッチメントテ

ィーチャーがおり、他地域と比較すると、手厚い対応となっている。） 

MMS では、SEM モデルを実践しているため、全ての子どもに「gift」があるという思想のも

と、エンリッチメントティーチャー以外の教員も、通常のクラスの中で、深い学びのための拡充

型の教育機会や、学習進度を進める部分早修の教育機会を提供している。子どもの学びのニー

ズと学習進度にあわせて、柔軟に学習機会を提供している。全ての子どもの学習進度を毎日個

別に見ることは出来ないため、子どもと教員のコミュニケーションツールとして、ICT を活用し

ている。ホームスクーリングや、子ども同士の学び合い・フィードバックという意味でも ICT は

有効に機能しているとの認識が確認できた。 



 

115 

 

この他、全米の数学コンテストへの応募は、エンリッチメントクラスに在籍しているか否か

に関わらず、積極的な応募があり、MMS 在籍の子ども数の約半数が応募している。 

MMS の子どもは、SEM モデルを活用する中で、「多様性を理解」出来るマインドセットを持っ

ており、子ども同士が互いに支援的に関わり合い、卓越した成果を子どもたち同士がお互いに

祝う文化が醸成されている。147 

 

エンリッチメントクラスの概要（数学の場合） 
【選抜】 
・学習単位ごとに通常の授業のスタートの前にプレテストを実施し、プレテスト段階で（授業を受ける前でも）
85%以上のスコアが取れた子どもについて、「testing out」として、エンリッチメントクラスで学習する機会を提
供している。 
 
【授業内容】 
・少人数クラスで、中学 1 年生段階で三角関数の授業等の発展的な学習を受けている。 
・エンリッチメントクラスの中でも、さらに進んだ学習を求める子どもについては、別にグルーピングをし、新たな課
題を与えている。 
・エンリッチメントクラスにおいても子ども同士の学び合いを尊重しており、教員が回答を示すのではなく、子ども
の質問に対して他の子どもが答えるようなシーンも多く見られた。 

 

MMS の子ども構成 
【基礎情報】 
・子ども数は grade5~8 において、530 名が在籍 
・教員数は 50 名がおり、教員：子どもの割合は 11：１となっており、コネチカット州の 13：１というレベルよ
りも手厚くなっている。 
 
【子どもの状況】 
・数学に優れた子どもの割合が 67%（州平均は 44%）、リーディングやランゲージに優れた子どもは 79%
（州平均は 58%）と高い。（2015 年-2016 年の実績） 
・MMS は通常の公立学校のため、特段の選抜はない。但し、多様な教育機会があることや Art に関するコー
スがあることなども影響し、毎年 15%程度の子どもが区域外から引っ越しをしてくる。 
 
【人種の多様性】 
人種的マイノリティは 26%（州平均は 44%）で、多くはヒスパニックかアジア系となっている。 
 

                                                        
147 MMS エンリッチメントティーチャーへのインタビューより。 



 

116 

 

図表 58 MMSの生徒の人種構成について 

 
（出所）MMS HP 

（https://www.publicschoolreview.com/mansfield-middle-school-school-profile）より作成（2019.2.28 時点） 

 

 
 

ii. CTY センター 

1970 年代に、ジョンズホプキンス大学を拠点に、コンピューターサイエンスの分野から才能

教育的な個別カリキュラムを提供したことに端を発し、現在は以下のような取組を通常の学校

の「補完的」立場として実施している。これらの取組の基盤には「子どもの好奇心に沿って学び

たいことを学ばせる」ということがあり、学業上だけでなく創造性の育成なども目指している。 

また CTY センターの役割は、これらプログラムの他、タレントサーチという才能発掘をする

ことも行っている。 

CTY センターへのインタビューでは、CTY センターの取組は、「（関心内容が人と違ってい

て通常のクラスでは隠してしまうかもしれないが）人と違っていても自分の関心を持ち、伸ばそ

うとすることは歓迎されるべきことである」という多様性を理解しあう文化があることが確認

できた。また、多様性を相互に受け入れあえるコミュニティを作ることを重要視していることも

確認できた。さらに、CTY センターの提供する取組を通じ、「自身のコミュニティへの信頼や

オーナーシップ」を培い、通常の授業や学校に対して「自分に出来ること」や「楽しさ」を見つ

けられるきっかけづくりとなることを、CTY センターが目指しているように推察できる。 
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図表 59 CTYセンターの主なプログラムの類型図 

 

注）図中 K2~K12 は「図表 31 アメリカの学制について」を参照。 

（出所）CTY センター提供資料より編集・作成 

 

なお、CTY センターでも、財源不足や研究者不足の課題、また貧困層への機会提供に関する

課題を抱えており、政府だけでなく財団等からの資金獲得も目指している。 

 

CTY センターの概要（2016 年時点） 
【ミッション】 
・アカデミックな才能や達成を支援し励ます世界規模の代弁者となること 
・全ての地域や国における人材の発掘・育成を助け、世界で最も優秀な若者たちを教育することに対する理解を発展さ
せるような、重要な研究に従事しコミュニケーションを行うこと 
 
【設立年】 
・1979 年 
 
【拠点】 
・オフィス：アメリカボルチモア（ジョンズホプキンス大学）及び香港 
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【参加者】 
・タレントサーチの参加者は全米 50 州および 60 以上の国に及ぶ 
・サマープログラムは 9,800 名が 20 か所以上で参加 
・オンラインプログラムは 14,500 名以上が受講 
・これまでの卒業生は 146,638 名にのぼる 
・人種的マイノリティの割合は 4 割弱で、アジア系アメリカ人とアジア人が約 24%、ラテン系やヒスパニックが約 5%参加
している 
 
【財政状況】 
・年間 580 万ドルの財政支援を受けている 
・なお、最新の収支構造は以下のとおりで、寄付などは 500 万ドルにとどまっている 

 
（出所）2018 Report of giving & gratitude (CTY) 

（出所）CTY センター提供資料より作成 

 

iii. 高等教育段階 

アーリー・バード・カレッジ 

アーリー・バード・カレッジとは、高校に進学する年齢の子どもに対して、早期高等教育の機

会を与える早期カレッジの取組を実施する公立高校で、運営はバード・カレッジという私立カレ

ッジが行っている。 

高校 1～2 年生の段階では、早修によって高校段階の学習を終え、高校 3 年生の段階からは大

学の内容を学べるようにしている。本校の教育目的は、単なる早修ではなく、知的な才能を持っ

た人に対して、知的刺激を提供し良質な高等教育を提供するという教育機会の確保である。 

現在、全米では 9 つのアーリー・バード・カレッジがあり、3,000 名の子どもが在籍している。 

今回インタビューを行ったニューヨーク市のアーリー・バード・カレッジは 2 ヶ所あり、300 名

の子ども枠に対して 7,000 名の応募がある。この状況は、ニーズ過多・受け皿不足と言えるが、
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これは資金不足に起因するものだとした。 

子どもの選抜については、1 対 1 のインタビュー形式で行っており、知的好奇心や学業的野

心、個人的責任を重視しており、学業成績などは審査対象外にするようにしているとした。また、

ニューヨーク市のアーリー・バード・カレッジに関しては、（過去に経済格差の再生産になって

いるとの指摘を受け）、現在は 2/3 程度がフリーミール（貧困地域）の子どもとなっており、こ

れは公教育としての性格がより強まっている。 

アーリー・バード・カレッジは、質の高い高等教育を提供するため、専門性の高さや、卓越し

た研究分野を持っている教員を採用するようにしている。実際にPhD取得者が教員全体の 8割、

マスター取得者は教員全員という状態である。学術的専門性に加え、高校生への教授法について

の研修も行っている。さらに、1 学期間に担当するコース数を少なくすることで、教員自身の研

究の時間を確保している。また、アーリー・バード・カレッジの運営委員会に教員自身が参加し

オーナーシップを発揮できる機会を設けている。これらの取組により、教員のモチベーションの

維持を図っているとした。（実際にも離職率が低いとの発言があった。） 

アーリー・バード・カレッジの取組は、デュアルエンロールメント148（以下「DE」とする。）

と混同されることもある。しかし、アーリー・バード・カレッジへのインタビューでは、「一般

的に DE は教育の質が低く、また汎用性が低いとされている」としたうえで、今後について、「本

取組が DE とは異なる、質の高い取組であることを明確に主張していく必要がある」とした。 

iv. アドバンスト・プレイスメント 

1899 年に、高大接続を目的とする非営利団体であるカレッジボードが誕生した。カレッジボ

ードにおけるアドバンスト・プレイスメントに関する組織的な研究は、1950 年代に開始された。

ハーバード大学、プリンストン大学、イエール大学の三つの研究型大学等による研究と、ケニオ

ン・プランと称される実践プログラム研究が統合され、1955 年に、正式にアドバンスト・プレ

イスメント（以下「AP」とする。）が開始された。開始の背景について、AP 担当者へのインタ

ビューでは、「Ivy リーグ149の大学の出身者の大半が白人であり、また、大学構成も偏ったもの

になっていることへの危機感から、（人種等に関わらず）高等教育の機会を拡大することを目指

した」としている。なお、カレッジボードは AP の他、SAT 試験の提供者でもある。 

AP には、AP テストと呼ばれる試験と AP コースと呼ばれるプログラムの大きく 2 つの取組が

ある。いずれの取組においても、カレッジボードが AP 教員養成、カリキュラム（テスト）の開

発、成績評価を行っている。 

AP テストについては、受験者である高校生が費用負担をすることとなる。テスト結果が各大

学で必要とするランクを満たした場合、そのテストの分野については、（その後進学する）大学

での単位として認定される仕組みとなっている。（通常 1~5 のうち 3 以上のスコアが認定要件

                                                        
148 本文中Ⅱ1 に詳述しているが、エクステンションを通じて各大学の授業を高校に在籍しながら履修し単位取得できる

もの。 
149 大辞林第三版によれば、「アメリカ合衆国東部にある名門私立八大学。ブラウン・コロンビア・コーネル・ダートマ

ス・ハーバード・プリンストン・ペンシルベニア・エールの八大学。また、その八大学で組織するスポーツ連盟。」の

こと。 
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になることが多いが、ハイレベルな大学の場合は 4 以上とする場合もある。）成績評価（スコア

付け）を行うのはカレッジボードだが、単位認定者は大学側である。 

AP テストの認定する単位について、AP 担当者は国際的にどこでも使える汎用なものだとし、

「パスポート」のようなものだとした。この汎用性が、DE と比較した場合の優位性だとした。

AP テストの効果（AP テストでスコア 3 以上の子どもと、それ以外の子どもとの比較結果）と

しては、以下の 4 点が挙げられている。 

 大学での GPA がより高い 

 大学での学部コースでの成果が高い 

 より多くのコースを受講している 

 5 年以内での卒業を実現しやすい 

2013 年段階の AP テスト受験者は 1,003,430 人で、下図のとおり、2003 年段階から比較すると増加してい

る。特に低所得者層における受験者層が拡大している。 

図表 60 APテストの受験者の推移 

 

（出所）AP 10 周年レポート（the 10th annual AP report to the nation）(2014.2.11)(College Board) 
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また、州ごとのテストスコア 3 以上の学級の割合は、下図のとおり違いがあり、最大で 25%

程度の開きがある。 

図表 61 APテストのスコア3以上の学級の割合（州別） 

 

（出所）AP 10 周年レポート（the 10th annual AP report to the nation）(2014.2.11)(College Board) 
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AP コースについては、AP 教員として認定された高校教員が大学レベルの専門的な授業（大

学 1-2 年次レベル）150を高校で実施するものとなり、受講開始から修了までの期間については、

AP 試験よりも長い取組となる。 

2013 年度までは、芸術（5 科目）、英語（2 科目）、歴史・社会科学（9 科目）、数学・コン

ピューターサイエンス、科学、世界言語・文化の合計 6 分野の 36 科目が開講されていた。この

うち、「世界言語・文化は AP 授業の特徴として、国際社会に対応できる人材育成を目指し、開

発される分野であると考えられ」151、日本語・日本文化のほか、中国、フランス、イタリア、ド

イツ、スペイン等の言語・文化のコースが開設されている。2014 年度と 2015 年度から、前術

の 6 分野に加え、AP Capstone と通称される 7 つ目の分野が開設され、学生の独立研究能力、

チームワーク能力、コミュニケーション能力という大学が最も求める能力を育成することを目

指している。 

現在は芸術（5 科目）、英語（2 科目）、歴史・社会科学（9 科目）、Interdiscipinary（AP Capstone

を含む 3 科目）数学・コンピューターサイエンス（5 科目）、科学（7 科目）、世界言語・文化

（8 科目）の合計 7 分野の 39 科目が開講されている。但し、AP コースの受講者は AP テスト

の受験者の 1/3 以下で、アドバンスト・プレイスメントにおいては、AP テストが主要な取組が

主要だと言える。 

APcapstone というディプロマプログラムについては、修得までの時間的なコストが少ない。

この点について、AP 担当者へのインタビューでは、「国際バカロレアプログラムと比較した場

合、優位性がある」とした。この他、プレ AP というプログラムも 2018 年秋より試行的に実施

されており、8 つのコースが提供されている。AP テスト対象段階よりも若い層を対象としてお

り、テキサス州、カリフォルニア州、ニューヨーク州を中心に、いくつかの高校（High School）

がプレ AP プログラムを採用している。 

また、直近では、ワシントン DC の 8 つの名門高校では、AP コースの受験をやめており、AP

コースの質の低さを背景に、「AP コースの意義が薄れ、在学生の興味関心に合った科目を、そ

れぞれの高校が独自開発する方が望ましくなった」152としている。 

 研究者 

NCRGE でのインタビューでは、早修については、学術的なデータでは有効なことが明らかで

あるが、感情的・心理的な部分でのリスク等については、リサーチエビデンスがない。それにも

関わらず、親は、早修型教育に抵抗感があることが多いとした。早修を促進するに当たっては、

教員や周囲が、早修対象となった子どもの心理的発達が必ずしも十分でないことについて、正し

く理解する点が重要だとした。 

一方で、拡充については、「関心を探すゲーム」とし、広くバラエティに富んだ学習機会を与

えることが重要であるとした。（これは子どもの関心に適合した教育プログラムの提供は、如何

                                                        
150 敦暁博（研究型大学における高大接続の可能性－アメリカの AP（Advanced Placement）プログラムに注目して－）

（2015） 
151 脚注 150 
152 国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター 船守（2018） 
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なる学習トピックであっても学習効果があることし、この点は研究成果からも明らかだとした。） 

NCRGE では、SEM モデルを支持しており、個々の子どもが興味を持つ学習トピックに対し

て、個別にプログラムを提供し、さらにその多様な教育機会が「同じクラス内」で行われ協働的

な学びを実現することは意義深いとした。現在、アメリカでは、取り出し型（pull-out）が一般的

となっているが、取り出し型以外の取組も進められる必要があるとした。 

個々人の学びたいと思うニーズを正確に捉え、子どものモチベーションを維持し、学習課題の

成功を実現するか、ということが重要だとした。その実現には、下図のモチベーションモデルの

とおり、①自己効力感、②価値のあるタスク、③適切な環境、の 3 点が揃うことが重要となる。 

図表 62 才能児の課題達成のためのモチベーションモデル 

 

（出所）Motivating Gifted Students （Del Siegle& D.Betsy McCoach）課題達成モデル（図１）より作成 

また、コロンビア大学へのインタビューによれば、早修については、1920 年代からリサーチ

データが多くあり、学業成果としては有効であることが分かっているが、現場の教員には（心理

的な発達の側面への懸念があり）普及していないとした。一方で、拡充は、早修に比べ、教育効

果に関する十分なエビデンスがないものの、アメリカで一般的な取組として普及しているとし

た。早修以外のプログラムについては、評価手法自体にも問題が多く、どういった手法が適切か

ということを示せていない、という指摘もあった。コロンビア大学の研究者の理想的な手法とし

ては、教員が通常の教室の中で個の学習ニーズに応じ、採用する教育手法を決定することだとし

た。このような個性化教育については、連邦教育省も開始しており、若い教員を中心に少しずつ

理解が進んでいるが、完全な実現は難しく、長期的に取り組む必要のある取組だとした。 
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5  アメリカ インタビュー先 一覧 

 

主な側面 組織名 概要 

政策立案者 
＜中央＞ 

連邦教育省 

 才能教育を含め、アメリカの教育政策に関する法律、予算、州への
技術的助言等を担当する政府機関 

 才能教育のモデル事業であるジャヴィッツプログラムを実施 

政策立案者 
＜地方＞ 

ニューヨーク市教育委員会 

 ニューヨーク州内にある教育委員会で、30 以上の学区がある 
 才能教育に関しては GT プログラムを 10 年前から市教育委員会

において実施 
 ニューヨーク州の中で特に才能教育に関する取組を先進的に実施

する主体として、ニューヨーク州より紹介あり 

政策支援者 

NCRGE 
（ National Center for 
Research on Gifted 
Education） 

 才能教育に関する国家的研究機関（現在もジャヴィッツプログラム
を政府と共同して支援している） 

 SEM モデルの開発を行った研究者が在籍していた機関でコネチカッ
ト大学内に立地する 

 現在はイングリッシュラーナーの才能教育に関する研究等を行ってい
る 

保護者 
（ロビイング団体） 

NAGC 
（National Association 
for Gifted Children） 

 才能教育促進に向け、調査研究やアドボカシー促進を行うロビイン
グ団体 

 才能教育の専門的研究を行うコネチカット大学やジョンズホプキンス
大学とも連携する 

研究者 

コロンビア大学 
（ Gifted Education 
program at Teachers 
College） 

 才能教育に関する研究を行う高等教育機関として長い歴史を有
する 

 才能教育に特化した教員養成のためのマスタープログラムが再教育
プログラムを有している 

実践者 
＜初等中等教育 
段階＞ 

マンスフィールド・ 
ミドル・スクール 

 エンリッチメントクラスを有し SEM モデルを実践する公立中学校 
 コネチカット大学に近接 

 
CTY センター 
（ Center for Talented 
Youth） 

 ジョンズホプキンス大学内に立地する才能児の識別と多様なプログ
ラムを提供する機関 

 才能児の識別に関する研究も行う 

実践者 
＜高大接続＞ 

カレッジボード 

 アドバンストプレイスメントテスト、アドバンストプレイスメントコースを
実施する非営利団体 

 100 年以上の歴史を有し、世界に活動拠点を持つが、主なオフィ
スはニューヨーク州に立地 
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アーリー・バード・カレッジ 

 4 年生の公立高校において準学士の学位が得られる早期カレッジ
を行う主体 

 ニューヨーク市を中心に取組を拡大 
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V． 日本における才能教育の今後の展開について 

1 総括 

1-1．現地訪問調査を経て 

フィンランドは多様性への理解の基、個性化教育が先進的に進んでいる国であり、個性化教育

の一つとして、才能児への対応も（暗黙知的に）通常の教室内でインクルーシブ的に行っている

ことが分かった。（現在のフィンランドでは特別支援教育が優先されているが、）2E 児も含め

た才能児への対応が必要だという課題認識は高まりつつあり、ニーズが萌芽しはじめていると

する意見もあった。 

研究者は才能教育の必要性に関する国民的な議論が足りていないとし、特にフィンランドで

は、才能児の適切な定義や識別、またそれらに関する研究が不足しているとしていた。それと同

時に、フィンランド政府は才能児を過剰にラベル付けし特別視しすぎることは避けるべきとし、

個性の一つとして才能児を捉えていた。 

 

アメリカは、国家的な STEM 人材育成のために才能教育を急激に進めた歴史を持つ国で、才

能教育の最先進国とされる。当初は国際競争主義153の側面から才能教育を志向していたが、現在

はその側面は弱まりつつある。 

長い歴史の中で才能教育の取組は各州、各学区、各学校などの地域レベルで多様に進められてお

り、取組の対象となる児童子どもを識別するテスト開発も含めて実践が進んでいる。しかし多く

の取組は地域間で偏在しており、人種的マイノリティや貧困層への才能教育の機会が足りてい

ないことが大きな課題となっている。アメリカは社会矯正主義的154な才能教育がこれまでも進

められていたが、現在でも格差の課題は残っている。 

また、多くの取組は「取り出し型」で行われていることも問題視されている。識別も不十分で

あり「ユニバーサル」な識別となっていないことに課題を抱えている。インクルーシブ型で対応

できる教員も含めた教員養成に関する研究や、識別に関する研究が不足している。 

このような中、才能教育の盛衰の歴史を持つアメリカは、現在、才能教育を（フィンランドと同

じ）2E も含めた適能教育主義的155な文脈も含めた「個性化教育」の一つとして志向する兆しが

ある。 

なお、既往文献では才能教育を①適能教育主義、②国際競争主義、③社会矯正主義と分類する

ものもあるが、「功利主義」と「最善の利益」156という目的で切り分ける考え方もある。この考

                                                        
153 杉本「才能教育の国際的動向」（2005）において、才能教育に対する社会的要請について①個々の子どもの能力に適
した教育を提供するという「適能教育主義」、②社会の活性を高め、国家の国際的地位を高めるための「国際競争主
義」、③文化的・社会経済的に不利な立場にあるグループを上昇させようとする「社会矯正主義」の 3 つのパターンに
分類している。（金 2017） 

154 脚注153  
155 脚注 154 
156 「「功利主義」の論拠は才能教育、つまりスーパー・ハイ・トラックの教育は、最も才能ある人たちの技能を発展さ
せるために必要であり、その人たちが国のリーダーシップを執り、経済的競争力を高め、国民全体の生活を改善するこ
とができるというものである。一方、「最善の利益」の論拠は才能児の利益に特に焦点化するものであり、特殊教育と
パラレルをなすとされる。すなわち、才能児は障害のある子どもと同じように「特例」として特別のニーズをもつもの



 

127 

 

え方も踏まえると、現在のアメリカもフィンランドもいずれも「最善の利益」を志向していると

言えよう。 

 

さらに、これまでのフィンランドは才能児を識別しない立場であったが、一部の研究者は「才

能児」を識別（ラベル化）しニーズに適合した取組みができていないことへの課題認識を示して

いる。一方でアメリカは才能児を識別し各種取組を進めてきたが、現在はテストスキルだけでの

識別に限界を感じ、「ユニバーサル」なスクリーニングや識別が必要とする研究者もいた。また

才能児をラベル化すること自体に意味を持たせるのではなく、才能児のニーズも個別ニーズの

一つとして捉え、個人ごとに違った成果（インパクト）があることが重要だとした。 

図表 63 2か国のラベル化重視の傾向 

 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

また、フィンランド、アメリカと共通して才能児に対応できる教員が才能教育推進の重要な主

体とされた。アメリカでは、才能児自身の感じる「つまらなさ」の発見という側面から、教員に

加え保護者が重要だとした。さらに才能児の心理的ケアのためのメンターなどが重要だとした。

一方で保護者の要望は近視眼的なものに陥るジレンマもあるとし、研究者は保護者の欲求や要

望にだけ焦点化することの危険性を訴えており、単に楽しい、面白いといったその場の欲求を満

たすだけの教育ではなく、体系的な教育システムが必要だとした。 

フィンランド、アメリカと共通して、才能教育の促進に当たっては、社会や文化の基盤の上に

目的を設定すべきであるとし、実際の取組を推進する場合には、研究と特に教職員の質（及び量）

の確保が重要になるとした。 

1-2．日本における「才能教育」の分野で、いま必要となること 

これらから、才能教育は、社会や文化の基盤の上に成り立つ「ニーズ」によって進められるべ

き取組であり、日本のこれまでの教育政策の変遷や現在の社会・文化的背景を十分考慮したうえ

で、国民的な議論を行う必要がある。この観点から、フィンランドやアメリカの際に提示した

step 図のような手順で才能教育の検討が進められるべきではないか。その際に各国の才能教育に

関する研究結果を参照することは有効となるだろう。（もちろん日本における才能教育の研究が

一層進む必要があることは言うまでもない。） 

                                                        
として見なされ、この人たちは教育機会の平等を享受するためには、特別に仕立てられたカリキュラムが必要であると
いうものである」（金 2017 において「Understanding Equal Educational Opportunity」ケネス・ハウ（大桃、中村、後藤 
翻訳）を再引用） 
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現在日本では、国際バカロレアだけでなく、AP 等の多様な取組への関心が広がりつつある。

各取組が多種多様に用意されていること自体は歓迎すべきことだが、日本は、才能教育に関する

ニーズの有無に関する全国レベルの調査も未実施の段階である。また才能教育に関する国民的

な議論もなされていない。このような段階であることも踏まえると、近視眼的な視点での取組を

つぎはぎ的に導入するのではなく、社会や文化の基盤の上で、「十分に議論された」、「体系的」

な教育システムが必要となるのではないか。 

まずは日本には、才能教育のニーズがあるのか、また（ニーズがある場合）どのようなニーズ

か、といった点に関するリサーチを踏まえた国民的議論が必要となるのではないだろうか。 

図表 64 日本で才能教育を進める場合のstep例 

 
（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 

日本で才能教育を進める際には、対象者の「識別」が論点の一つとなるだろう。才能児を単純

なテストスコアなどで一面的に識別することは本質的とは言えない。標準化されたテストだけ

で表れる見えやすい能力だけで識別するのではなく、才能の表出や発露は個々人によって異な

る道のりがあることも踏まえ、なるべく「ユニバーサルな識別」になるように取り組むことが必

要だろう。 

1-3．才能教育を取り巻く主体や対概念から見る 

下表のとおり、才能教育はそれを必要とする主体によって、必要とする「理由」は異なると考

えられる。今回調査対象とした各国の才能教育を取り巻く潮流を踏まえると、才能教育を必要と

する主体としては、図表 65 の「③学習者」に今一度目を向けなおすことが有用であろう。③学

習者を主体とした場合、才能教育を多様な教育ニーズの保障・機会提供を目的と捉えることとな

る。 

また日本の学年主義や、「才能」という言葉への抵抗感も踏まえると、「才能も学習者の個性の

早期履修
制度

早期卒業

サマー
キャンプ

柔軟なグループ構
成のインクルーシ

ブ教育

アフタースクール
プログラム

オンライン学
習ツール

IB等の
特色の

ある学校

科学
コンテスト

正規課程内で
の個性化教育

を定義し

Step 0
どんな社会・教育文化がある？

Step 1 ニーズはある？

Step 2
共通した理解・目的・定義があるか？

？

Step 4 どんな実践・ケアが必要？

リサーチに基づいた

国民的議論の必要性

Step3 才能教育を支えるインプット

SSHやSGH指定校への入学希望者は
多い？

ROCKETの人気も高い？

世論として「才能教育」が必要という大
きな動きは・・・？

例えば、、、

平等主義？

学年主義？

集団主義？
教員養成

多様な識別基準

取組の効果に関する研究

予算 など？

国民的議論を踏まえたうえで
「必要」と判断されて、はじめてstep2

以降に進むのでは？

早期入学

実践の一例
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一つ」として捉え、まずは多様性を涵養する教育環境を整え、個性化教育を行う基盤を醸成する

ことが重要なのではないだろうか。 

図表 65 主体別に見た才能教育の主な目的 

才能教育を必要とする 
「主体」 Who 

才能教育が必要な 
「理由」 Why 

既往文献での分類 

①産業界 特定の領域の人材育成 国際競争主義（杉本）もしくは 
功利主義（Kenneth） 

②国家 国家の指導者育成 
③学習者、教員 （貧困等にも関わらない） 

多様な教育ニーズの保障 
適能教育主義＋社会矯正主義 

（杉本）もしくは 
最善の利益（Kenneth） 

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 作成 

これまで、才能教育の分野では以下のような点が対となる概念として示されており、①～⑤に

ついては先行研究等でバランスをとることが重要だと指摘されている。 

図表 66 才能教育分野での対概念の一例 

①平等性と卓越性 
②早修と拡充 
③取り出し型とインクルーシブ型 
④先天的（potential）な知能と発達的（developmental）な知能 
⑤一元的識別と多元的識別 

この中でも特に「平等性」と「卓越性」については、調和しにくい概念のように捉えられてき

た部分もあるが、アメリカの研究者からは、多様な教育機会を平等に設ける「機会の平等性」と

個人の卓越した（バラバラの）学習欲求を満たすことは両立しうるという意見も確認できた。 

平等性と卓越性のバランス論について、「学習者」の視点に立ち、学習者それぞれが「機会の平

等」を感じつつ、（国家的な卓越性ではなく、）学習者自身が「卓越した学習欲求」を持つ場合

はそれにも対応できる基盤・環境を整えることが重要なのではないだろうか。 

図表 67 平等性と卓越性の概念 

 
（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 
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2 国外事例の類型化から見た日本版「才能教育」について 

前述のとおり、才能教育に関する対概念はいくつか存在し、各国の事例については、必ずしも

下図の 2 軸だけで捉えることは出来ないが、「平等性 or 卓越性」の議論を超え、才能教育を実

施する際に、最大の主体を「誰に」置いているか、という点を新たな軸として提案したい。 

また才能児の識別や効果的な手法については、なるべく多様・多元的であるべきという調査結果

を踏まえ、縦軸に「取り出し型」と「インクルーシブ型」という才能児と才能児以外の者への教

育機会の提供方法という軸を設定する。 

この 2 軸で考えた場合の国外の事例は、例えば以下のように類型化することも考えられる。 

なお、上述のとおり、才能教育の国際トレンド自体は、多様な教育機会の提供という側面が強い

ものの、それぞれの社会・文化的背景のうえに才能教育の目的は設定されるべきであることに留

意が必要である。 

図表 68 国外事例の類型化（例） 

 
（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

イギリスでは 2004 年から教育における平等（equity）と優秀さ（excellence）の調和的実現を

目指し、パーソナライズド・ラーニングと総称される改革が進められた。 

日本でも個性化教育の一つとして才能教育を目指す場合、「平等性 or 卓越性」の議論を超え、

今一度学習者に目を向け直す観点も必要ではないだろうか。機会の平等を実現する政策をとる

中で個人の卓越した学習欲求を目指し、個々の異なった才能同士の相互作用の働く教室を実現

することが望ましいのではないか。 

日本版「才能教育」がどこに位置づけられるべきかについては、国民的な議論、研究を俟たず

に結論づけることはできないが、少なくとも学習者を中心に据えた個性化教育を実現する中で、
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日本の社会や文化に馴染んだ日本版「才能教育」は少しずつ前に進むのではないだろうか。 



 

132 

 

3 国内の現状について 

3-1．総括 

海外文献157では、日本の才能教育は、①「勤勉であることは先天的能力を上回る」という強い

文化的なトレンドと、②才能教育がエリート主義と強く関連付けられる、といった理由から、日

本では才能教育はタブー視されているとしている。この点について、有識者インタビューから、

日本では政府主導もしくは体系的な才能教育は実施されていない、という見解が聞かれた。国内

外での認識は共通して、「日本では体系的な才能教育はない」ということが言える。 

一方で、STEM 教育の重点化という文脈では、海外文献においては、「国際競争性を高めるた

め、SSH などの特別な学習機会の提供はあり、微妙でかすかな政策転換がある」158こと（また、

この STEM 重点化の取組傾向については、取組の根底にある目的はナショナリズム的な性質で

あるとしている。）も示されている。しかしながら日本の主流はエリート主義を避け、平等主義

と努力を重んじる傾向であり、STEM に関連した取組については矛盾があることも指摘されて

いる159。 

また、有識者インタビューでは、国内での才能教育の定義は非常にあいまいで、「gifted」と

いう表現を使っている者の中でもその意味するところが異なっているとの指摘もあった。これ

は法的定義がないこととも関連するが、日本の才能教育については、その共通概念や、基準が明

確に示されていないことも共通した見解として確認できた。 

 

国内事例として有識者から紹介のあった「ROCKET」（後述を参照）へもインタビューを行っ

た。しかし、取組の趣旨を見ると、才能教育のみに主眼を置いている取組とは、必ずしも言えな

い。他方で前述のとおり、そもそも才能教育をどう定義するか、ということ自体が国内では曖昧

で、実践者自身も、その取組を才能教育と位置付けていいか正確に判断できない状況だと推察で

きる。 

「ROCKET」の取組は、自治体レベルでは、渋谷区を皮切りにオーダーメイド的に伝播してお

り、（才能教育をどのように定義するかにもよるが）日本では、少なくとも個に応じた教育、個

の尖った学びのニーズを満たす機会は徐々に広がっていく可能性がある。 

一方で、体系的に才能教育を実施する場合には、社会文化的背景に根付いた基準や概念が必要

で、そのためには国民的な議論、その喚起に寄与する研究が必要となると考える。この点につい

ては、有識者インタビューからも、同様の見解が聞かれた。国民的な議論の喚起のためには、

研究機関による新たなデータ・研究の発表も必要だとの指摘が有識者インタビューで確認でき

た。日本で新たな研究発表がない現状の要因としては、才能教育の実践者、実践事例が国内にほ

とんどないこと、これに伴い才能教育が研究分野として成熟しないこと、が挙げられる。 

 

                                                        
157 脚注 37 
158 脚注 37 
159 脚注 37 
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3-2．有識者インタビューからの示唆 

 

 日本のこれまでの才能教育の取組について 

 冷戦前後や、アジア諸国が才能教育を開始した時期でも日本では才能教育を体系的に実施していない。160 
 日本は例外的な取組として、飛び入学を実施しているが、強い学年主義もあり、広がっていない。実際に行われて

いる大学を見ても、「早修型教育プログラム」というよりは、実際上は「早修の形をした個別対応プロジェクトのある
拡充型教育プログラム」の提供を行っており、コストもかかっている。 

 ROCKET やジュニアドクター育成塾等の取組も行われているが、緩やかに細々と、対象限定的に進められている
という印象がある。 

 私立の中高一貫校については、諸外国での「Special Schools」とも呼べるが、興味があって、金銭的余裕の
ある家庭がアクセス出来る取組だろう。 

 

 日本の今後の才能教育の方向性について 

 平等主義的な日本での才能教育について 

 日本は人種的な不平等がそれほどない国であるので、アメリカのような「不平等是正」という文脈では才能教育は
進められない。むしろ「elitism」に対する批判があることや、「平等主義」を重んじる教育文化のため、「インクル
ーシブ」や「合理的配慮」という文脈で才能教育を進めることが望ましいのではないか。 

 特定の分野に特化した才能教育は不自然な形になりうり、卓越性を重視した才能教育の場合、格差が生まれて
しまう。障害の有無や、経済的要因、性別的要因に関係なく才能教育の機会を得られるような政策にすべきでは
ないか。 

 「個に応じた教育」という文脈で実施する場合、特に小学校、中学校段階への支援が必要で、通常のクラスの
中で、違いや個性を受け入れあえる環境を積極的に整えるべきである。 

 個別の取り出し型の国内の取組についても、一定の意義はあるが、通常のクラスの中で、つまらなさや困難を抱えて
いることにも課題認識を持つべきで、正規の教育課程の中で才能教育の観点を取り入れるべきではないか。 

 世界的にも、アジアで見ても、時代潮流があるとは言えず、あえてこのタイミングで才能教育を実施するのであれ
ば、その目的を明確にする必要がある。⇔ROCKET やジュニアドクター育成塾等の取組も始まり、才能教育に関
する関心は高まりつつある。ぜひ才能教育を進めるべきではないか。161 

 早修、特に完全早修については、学年主義が非常に強い日本では受け入れられにくいのではないか。（飛び入
学実施の取組についても、魅力的なモデルとして高校生やその保護者、他の大学に捉えられていない可能性があ
る。） 

 日本は平等性を重んじるといいながら、目に見えない成果だけでは発展していかない。むしろ一般には「何名が名
門大学に入学した」という点についての関心が強いのではないだろうか。 

 

                                                        
160 アジアで才能教育を実施していないのは日本のみだとする有識者もいた。 
161 この部分については、積極推進派と中立派の意見があった。 
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 才能教育を始める場合の強みについて 

 才能教育は韓国はじめ国外では進展しノウハウの蓄積もあることから、日本で才能教育を始める場合、①後発国
としてノウハウを活用しながら効率的に進められること、②元々の教員の質が高いことが強みになるだろう。また、理
数系を開口点にするのは現実的なのかもしれないが、継続性、普遍性が低いだろう。 

 才能教育の検討開始に当たって 

 才能教育の実施に当たっては、「どういった目的で才能教育を実施するのか」という国民的な議論が必要だろうが、
例えば京都大学の飛び入学についても、多くの人の目には止まっていないのが現状だ。日本では体系的な研究を
行っている研究者は 10 名ほどで、研究量自体も少なく、才能教育のみを専門にすることも難しい。才能教育の実
践者、実践事例が国内にほとんどないことが、研究分野として成熟しない要因の一つだろう。 

 国民的な議論のためには、研究機関による新たなデータ・研究の発表も必要だろう。国内に才能教育の対象児
がどれだけいるか、という調査を行うことで、ニーズがあることをデータとして明確化することも必要ではないか。 
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3-3．国内事例（ROCKET）インタビューからの示唆 

 取組の概要 

“ROCKET”は、“Room Of Children with Kokorozashi and Extra-ordinary Talents”の頭文字を

とったもので、日本財団と東京大学先端科学技術研究センター（中邑研究室）が主導している。

希望する小学生、中学生のうち選抜を通った者を対象に、多様な教育機会を原則無償で与えてい

る。志ある特異な（ユニークな）才能を有する子ども達が集まる空間を創出することを目指して

いる。 

日本財団の補助事業として当初 5 ヵ年を一区切りに開始し、現在 5 期目を迎えている。 

 取組の背景・目的 

i. 背景 

日本財団職員の問題意識から始められたプロジェクトで、数値的根拠や外部からのニーズを

もって事業を開始したわけではなく、日本財団内部の議論から生まれたものである。 

問題意識としては、（凹んでいる部分を平らにするアプローチとは異なる）、尖った部分をさ

らに引き上げるような凸の部分をさらに伸ばす、アプローチがあってもよいのではないか、と

いうことがあった。 

特に日本財団の発達障害児支援の担当をしていた職員の経験として、ユニークな才能を持っ

た子どもに出会うものの、そういった子どもたちは海外の大学に進学してしまうケースもある

という意見もあった。ユニークな才能が国外に逸出してしまうのでは国内の損失になるのでは

ないか、という問題意識もあり取組を開始することとした。 

ii. 目的 

ユニークな子ども達が彼ららしさを発揮できる ROCKET という空間を彼らとともに創造する

ことによって、結果としてユニークな人材が育つ社会的素地を生み出すことを目指している。

「gifted 教育」という意識をしていることはなく、「2E 教育」や「発達障害児支援」ということ

を意識している訳でもない。才能教育という位置付けではないとするものの、取組の位置づけは

必ずしも現時点では明確ではなく、むしろ学びの多様性を切り拓く挑戦として実施されている。

自らの志向性を起点に、重層的かつ体系的な理解を得るような学びの機会を提供することも目

指している。（図表 69 ROCKET の目指す教育モデルを参照。） 
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図表 69 ROCKETの目指す教育モデル 

 

（出所）日本財団ヒアリングより作成 

 具体的な取組について 

i. 取組の対象 

希望のある小学生 3 年生～中学 3 年生までを原則としている。今年度のスカラー候補生には、

SIG-X（スカラー候補生）、SIG（スカラー候補生）、ジュニアという枠組みがある。（いずれ

も包含関係にはない。）今年度は合計 32 人で、シグ X（7 人）、シグ（10 人）、ジュニア（15

人）の 3 群に分けている。 

応募自体は、スカラー候補生へ応募をし、日本財団側で下表の分類化をしている。一度、スカ

ラー候補生として取組対象となれば、「卒業」という概念はないため、第 1 期から第 4 期まで

の子どもたちも今期（第 5 期）の取組を受講することは出来る。 

 

図表 70 ROCLETの分類ごとの取組概要 

分類 規模 対象年齢 
（原則） 

概要 参加可能な PJ162 

SIG-X（スカラー
候補生） 

7 名 小５～中３ 元来からあった概念で、各期のテ
ーマについて探求したい精鋭を集
めている。 

全プロジェクト 
※補足：PBL、ABL、
SIG プロジェクト全てに
参加可能 

SIG（スカラー候
補生） 

10 名 小５～中３ 2～3 期生から始まったもので、
Special Interest Group の略
称である。スカラーよりも、限定的
な範囲の関心を持つ児童生徒に
対して、プログラミングやものづくり
等といったグループを作り、グループ
単位での取組を行っている 

シグ PJ 
トップランナートーク 

ジュニア 15 名 小３，４ 低年齢の児童（小 3～4）が増
えてきたことが契機とし、低年齢を
対象とした取組を行っている 

ジュニア PJ 
※補足：自治体連携
で実施する ABL に体
験的に参加可能 
トップランナートーク 

（出所）日本財団ヒアリングより作成 

                                                        
162 HP 上はシグなどの表現はなく、プログラムの種類は TT（トップランナートーク）の他 ABL、PBL、ST（Study 

Tour）などがある。 
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ii. 取組の規模と選抜基準について 

現在は、30 名規模で実施している。 

第 1 期は 600 名程度の応募があり 200-300 名を日本財団、東京大学先端科学技術研究センタ

ーのメンバーにより面接した。当初の計画では、10 名を採用する予定だったが、面接、その後

の内部の議論の結果 15 名を選抜することとした。（第 2 期も同様の規模である。） 

第 3 期から現在までは 30 名規模に拡大をした。これは、事務局体制や予算、あるいは教育方

法論（アクティビティベース、プロジェクトベース／等のタグ）が見えてきて、ノウハウが蓄積

されてきたことによる。 

選抜基準について、原則としては参加を希望する子ども自身に自発性があるところを重視し

ている。保護者に「無理やり連れてこられた」子どもを選抜することはなく、学校には行きたく

ないが、やりたいこと、探究したいことをはっきり持っている子どもを選抜している。 

iii. 取組事例 

以下の分類に応じた取組が展開されている。面接を通じ、子どもたちのやりたいと思ったこと

については、中邑研究室の有するネットワーク等も活用し、多様な学びの機会を用意している。 

いずれの取組も基本的には、平日の日中に行われ、原則無償としている。 

図表 71 主な取り組み事例 

取組分類 概要 事例 
Activity Based Learning 活動を通して知識や技を学び、知識を俯

瞰することを目指す 
「中山道を歩く」（江戸と京都を
結ぶ中山道を子どもたちは日本橋
を出発し、最終日のセミナー会場
である軽井沢を目指して歩くも
の） 
「自ら精麦した小麦でワッフルを作
る」 

Project Based Learning プロジェクトを通して物事の進め方を学び、
様々なミッションを通して、社会課題や人
生の問題に立ち向う態度や方法を考えて
いくことを目指す 

「北海道の原野で鹿の角をゲットし
て自分のフォークとナイフを作れ」
（北海道の原野を歩き回れるよう
馬に乗れるよう馬との信頼関係構
築も学ぶ） 

Top Runner Talk 一人孤独に走り続けるトップランナーが語
る強烈なメッセージを聞き、時に孤独に悩
む子どもたちが、前に歩き始めるための勇
気を得られることを目指す 

平田オリザ氏（表現すること） 
西川悟平氏（なぜニューヨークで
ピアノを弾いているのか） 

Study Tour 日本国内また海外の関心のある場所に出
かけ旅を通して多くの人と語り合い、家族
のことや自分を見つめなおす時間を提供す
ることを目指す 

「ポーランド、アウシュビッツ収容所
への研修旅行」 
「ヨーロッパ研修旅行」（アンティー
クへの関心から移民への関心） 

（出所）日本財団ヒアリングより作成 

iv. 取組の実施体制 

人員体制としては、日本財団のチームメンバー（専属は 2 名程度）に加え東京大学先端科学

技術研究センターの中邑研究室のメンバー（9 名程度）で行われている。 

資金としては、日本財団が年間 1億円程度を拠出していることが主な財政基盤となっている。
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これに加えて、ロケットの事業に賛同した遺贈寄付が 1,500 万円程度あった。 

 取組の今後の方向性 

i. 取組の効果 

取組効果については、担当者の感覚ベースでは、「効果はある」と考えているが、定量的・体

系的な効果の測定については検討中である。 

現在、担当者の感覚ベースで感じている効果は、スカラー候補生、個々人の成長に由来してい

て、これを一般化・モデル化するためには効果検証が必要だろう。効果検証がないままに日本財

団による支援を継続して、次の 6 期生に続けようということはしない。効果検証と持続可能な

社会システムづくりが、今後の論点になると担当者は考えている。 

ii. 今後の展開 

現在は対象が限定的だが、担当者としては、選抜基準を厳しくするなど、選抜に重きを置くべ

きとは思っていない。むしろ選抜自体は、モデル事業として選抜をせざるを得なかったという

のが実情であり、1 期生でも選抜しなかった 585 名への支援はしなくて良いのか、という指摘も

当初からあった。対象をなるべく広くすること、民間財団の限定的な取組に閉じず、公的で個に

応じた学習機会という形での発展を遂げることが重要な観点だという意見が聞かれた。 

今後、ロケット事業がモデル的な取組として一般化することも期待したい。 
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