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Global competence
グローバルコンピテンスとは

グローバルな時代において求められる

• 地域、世界、そして異文化間の問題を考える

• 他者の視点と世界観を理解し、その価値を認める

• 異文化間の適切かつ効力のある交流に自由に参加する

• 共同体の幸福と持続可能な開発のために行動を起こす

能力である。

＊グローバルな時代；世界的規模でつながりが深まった時代

2



Asia
society

グローバルコンピテンスが必要な理由
Why Teach for Global Competence?

nexorable economic, cultural, technological, 
environmental, and political forces are affecting every 
society on earth and making nations and peoples 
more interdependent than ever before.

Responding effectively to these forces, lessening their 
damage or harnessing them for good, will require 
creative multinational solutions to be negotiated and 
carried out by individuals who can and do participate 
simultaneously in local, national, and global civic life.

Put simply, if individuals and their communities are to 
thrive in the future, schools must prepare today’s 
students to be globally competent.

容赦ない経済的・文化的・技術的・環境的・政治的な力が

地球上のすべての社会に影響を及ぼしており、国家そして

人々を、かつてないほど相互依存的にしています。

これらの力に効果的に対応し、被害を軽減するか、永久に利

用するためには、地方・国・世界の市民生活に同時に参加で

きる、そして参加する個人が、創造的な多国間の解決を交

渉し実行する必要があります。

簡単に言えば、個人とその共同体が将来繁栄するためには、

学校は、今いる生徒にグローバルコンピテンスを教えなければ

なりません。
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グローバルコンピテンスを育てるために①
Why Teach for Global Competence?

It is important to note that helping students become 
globally competent does not require adding new 
subjects to the curriculum. 

Instead, says Veronica Boix Mansilla, principal 
investigator of Harvard University’s Project Zero and 
one of the experts who developed the PISA framework, 
teachers should see educating for global competence 
as extending what they are already teaching, 
regardless of the subject. 

It is a matter of teaching students to ask about 
whatever they are learning, “why does this matter to 
me, to my people and place, and to the world,” she 
says. “It’s about the habitual orientation toward 
connecting the local and the global.” 

ハーバード大学のプロジェクトゼロの主任調査員であり、PISA

の枠組みを開発した専門家であるヴェロニカは言います。

学生にグローバルコンピテンスを身に付けさせるには、カリキュラ

ムに新しい科目を追加する必要はありません。すでに教えてい

ることを広げることが、グローバルコンピテンスを育てる教育であ

ると考えるべきです。

生徒に、彼らが学ぶ全てについて次のように尋ねてください。こ

れはなぜあなたにとって、そしてあなたの身の回りの人々と場所

にとって、さらに世界にとって重要なのですか、と。そうして、地

域と世界を関連付けて考える習慣を身に付けさせるのです。
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グローバルコンピテンスを育てるために②
Why Teach for Global Competence?

Although the challenge is great, and the need urgent, 
developing global competence through education does 
not require a massive infusion of resources nor does it 
call for heroic, extraordinary teachers. 

課題は大きく、緊急の必要性がありますが、教育を通じてグ

ローバルコンピテンスを開発するには、資源を大量に注入する

必要はなく、英雄的な並外れた教師を必要としません。
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グローバルコンピテンスを育てるために➂
Why Teach for Global Competence?

Teaching for global competence does not make the 
disciplines or subjects traditionally taught in school 
any less important. 

To be globally competent, students need to write and 
speak cogently and purposefully, be scientifically and 
mathematically literate, understand history, appreciate 
the arts, and be able to use technology. 

Adding a global perspective to the disciplines may 
even engage students more deeply in their learning 
and result in better outcomes overall.

グローバルコンピテンスを教える場合、学校で伝統的に教えら

れている学問や科目はそれほど重要な要素とはなりません。

それを身に付けるためには、生徒は人を説得できるように意図

的に書き、話し、科学的そして数学的教養をもち、歴史を理

解し、芸術を鑑賞し、科学技術を使用できる必要があります。

学問分野に世界的規模の視点を加えることで、生徒の学習

により深く関与し、全体としてより良い結果をもたらすことがで

きるでしょう。
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教師の役割
Why Teach for Global Competence?

The teacher acts as a facilitator, challenging students 
to alter their world views.

“Never stop when a student has given the ‘right’ 
answer,” Van Ingelghem says.

“Always ask if there is another perspective, another 
point of view, another explanation, another way to 
solve a problem, to stimulate critical thinking.”

教師はファシリテーターとして機能し、生徒が世界観を変える

よう挑戦します。

生徒が正しい答えを出した時に、決してそこで終わりにしない

でください。

別の観点、別の視点、別の説明、別の解決方法はないか、

常に生徒に問いかけます。批判的思考を刺激するために。
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貧困や正義に関する問題を理解するために、他の国に行く必要はありません。

最も近いコミュニティでそれらを見ることができます。
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