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資格枠組のレベル定義（レベルディスクリプター） 

レ
ベ
ル

学習者 
プロフィール

知識と理解 汎用的な技能
職務上の技能 自律性と 

責任感
倫理観と 
プロ意識専門実践技能 対人技能＊1 分析技能＊2 管理・指導技能

8

学習者は、学問分野や
専門的実務分野の最前
線にある最先端の知見
について、批判的理解
を示す。 

新しく独創的な知見／
実務につながる高度な
研究を、主体的に実
施・管理・統率する。 

論文、特許、製品、新
規の高度な専門的実
務、先進技術、創造的
モデル、芸術作品や音
楽などの形で研究成果
を産み出す。 

専門分野の観点、主
張、アイディアを、知
識と自信をもって提示
し、正しいと証明する
能力を発揮する。 

学問分野または専門的
実務分野の最先端で、
課題となっている問題
について、包括的、体
系的、統合的で新しく
複雑な抽象的アイディ
アを実証する。 

分野横断的な観点・知
識・理解を持つ。

学問分野や専門的実務
分野の最先端にある新
しく複雑な抽象概念や
課題を、批判的に分
析・評価して、総合的
に対応する。また、既
存の概念や実務の高度
化を図る。 

高度な研究手法・解析
手法・技法を独力で用
いて、現代の複雑で抽
象的な新しい問題や課
題を解決し、学問分野
や実務分野の新しい知
見、理論、解決策、実
践方法を創造的に産み
出す。 

ピアレビューや国際基
準を満たす独創性の高
い研究により、新しい
知見、理論、解決策、
実践方法を産み出す。 

実用的・技術的な技法
／実践方法や科学的技
法を使いこなす高度な
能力を発揮する。この
ような能力は、複数の
分野の最先端におい
て、複雑で最新の問題
を解決するための技
法、技術や解決策を開
発するものである。 

複数の分野で、高度で
専門的な研究方法論を
設計／実施／改良する
能力を発揮する。

同業者、研究者コミュ
ニティや一般社会に対
して、当該分野の研究
成果を効果的に伝え
る。 

学習の場や職場の
人々、民族や職業が異
なるグループ・ネット
ワークに所属する多様
な人々に対応する。 

専門分野の情報、知
見、アイディア、課題や
その解決法について、
同業者、研究者コミュ
ニティや一般社会に説
得力をもって理路整然
と伝える。

研究・実務活動の質を
高めるために、既存の
手法／方法論を利用／
選択／改善する、ある
いは適切な新しい手法
／方法論を開発する。 

数値データや図表デー
タの批判的評価を行
う。

新しい知見を産み出
し、実務、プロセスや
製品の高度化に貢献す
る研究や資源管理につ
いて、主体性、自主
性、権限をもって取り
組む。 

リーダーシップ、プロ
意識、管理能力を発揮
し、多様なパートナー
と効果的に協力する。 

専門職／専門家レベル
の新たな問題につい
て、学術的および専門
職の観点から、社会
的、文化的進歩に貢献
する。 

自分自身の仕事につい
て、全面的に責任を負
う。必要に応じて、所
属する組織の運営管理
全般にも説明責任を負
う。 

生涯学習に対する知見
と、新しいアイディア、
解決策、システムの開
発・融合を図る。 

ベンチャー事業および
プロジェクトを起こし
たり、そのリーダーに
なったりする。 

法律上、職業上の行動
規範や、倫理的に健全
な行動規範を遵守す
る。 

倫理上、職業上の新た
な課題を見いだし、そ
の複雑さや、専門分野
における研究の進展や
社会全体への影響を明
らかにする。 

社会的、技術的、経済
的発展に専門的立場か
ら貢献する。
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Qualifications Framework Level Definition (Level Descriptors) 

L
e 
v 
e  
l

Leaner Profile Knowledge and 
Understanding Generic Skills

Professional Skills

Autonomy and 
Responsibilities

Ethics and 
ProfessionalismTechnical and 

Practical Skills
Interpersonal 

Skills*1 Analytical Skills*2 Management and 
Leadership Skills

8

Leaners will 
demonstrate a critical 
understanding of the 
most advanced 
knowledge at the 
frontier of their fields 
of study/professional 
practice. 

Independently 
conduct, manage and 
lead advanced 
research that 
contributes to new 
and original 
knowledge and/or 
practices. 

Produce research 
outputs in the form of 
theses, patents, 
products, new 
advanced 
professional practices, 
advanced 
technologies, creative 
models, works of art 
or music. 

Demonstrate with 
confidence and 
knowledge the ability 
to present and defend 
points of view, theses 
and ideas in their 
fields of 
specialization.

Demonstrate 
comprehensive, 
systematic, integrated, 
new, complex and 
abstract ideas 
relevant to current 
issues at the frontier 
of their fields of study/
professional practice. 

Adopt interdisciplinary 
perspectives, 
knowledge and 
understanding.

Critically analyze, 
evaluate and 
synthesize new, 
complex and abstract 
concepts and issues 
at the frontier of their 
fields of study/ 
professional practice, 
and refine existing 
concepts and 
practices. 

Solve complex, 
abstract and emerging 
issues and challenges 
by independently 
applying advanced 
research and 
analytical methods 
and skills to creatively 
generate new 
knowledge, theories, 
novel solutions and/or 
new practices in their 
fields of study/ 
practice. 

Create new 
knowledge, theories, 
solutions and 
practices through 
highly original 
research that satisfies 
peer reviews and 
international 
standards.

Demonstrate a 
mastery of practical 
and technical skills/ 
practices as well as 
scientific skills, which 
are, in turn, used to 
develop new skills, 
techniques or 
solutions to resolve 
highly complex 
problems emerging at 
the forefront of 
multiple fields. 

Demonstrate the 
ability to design, 
implement and/or 
improve highly 
advanced, specialized 
research 
methodologies in 
multiple fields.

Effectively 
communicate 
research findings in 
their fields of 
expertise to peers, 
scholarly communities 
and society at large. 

Work to deal with 
diverse people in 
learning and working 
communities as well 
as in ethnically and 
professionally different 
groups and networks. 

Convey cogently and 
coherently 
information, insights, 
ideas, problems and 
solutions relevant to 
their fields of 
specialization to 
peers, scholarly 
communities and 
society at large.

Use, select and 
improve existing 
methods and 
methodologies or 
develop new 
appropriate ones to 
enhance the quality of 
research and practical 
activities. 

Critically evaluate 
numerical and 
graphical data.

Work with autonomy, 
independence and 
authority in research 
and resource 
management, and 
contribute to the 
creation of new 
knowledge and 
advancement of 
practices, processes 
and products. 

Demonstrate 
leadership, 
professionalism and 
management skills, 
and cooperate 
effectively with various 
partners. 

From academic and 
professional 
perspectives, 
contribute to social 
and cultural progress 
in dealing with 
emerging issues at 
the professional/
expert level.

Assume full 
responsibility for their 
own work, and where 
relevant, be 
accountable for 
overall management 
of their organizations. 

Integrate knowledge 
for lifelong learning 
with newly developed 
ideas, solutions and 
systems. 

Initiate and lead 
entrepreneurial 
ventures and projects.

Adhere to legal, 
professional and 
ethically sound codes 
of practice. 

Identify emerging 
ethical and 
professional issues, 
and disclose their 
complexities and 
implications to 
advance research in 
their fields of 
specialization and 
society at large. 

Contribute 
professionally to 
social, technological 
and economic 
development.
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7

学習者は、学習／研究
／専門的実務を進める
ことにより、高度な理
論的知識、批判的思
考、創造能力や革新能
力に関する理解を基礎
として、学問／実務の
特定分野における高度
な知識を習得する。ま
た、課題に対して、新
しい解決策を産み出
す。 

世界でも、知識と能力
を生かして、自信をも
って行動する。

学問分野または実務分
野において、分析的・
批判的評価を行い、複
雑な情報や専門的な概
念・理論・手法・実務
をまとめ上げるため
に、独創性と主体性を
発揮する。 

高度な技術、手法、技
能を活用して、新しい
アイディア／画期的な
実践法を産み出すため
のアプローチを幅広
く、総合的に行い、知
識を批判的・統合的に
応用し、学問／実務分
野における複雑な課題
に対処し解決する。 

標準の専門的研究手法
／アプローチによっ
て、最先端の知識や学
問分野の最新動向から
得られる実務技能・手
法、研究手法を応用す
る。 

学問分野または実務分
野の複雑な問題や課題
に対処し解決する能力
を発揮する。 

最低一つの外国語を使
い、仕事や高度な学習
を行う能力を発揮す
る。

同業者、専門家、素人
に対して、最低一つの
国際言語で、適切な方
法を用いて、知識、技
能、アイディア、評論、
結論／論拠を明確に伝
える。 

学習の場や職場の多様
な人々や、民族や職業
が異なるグループ・ネ
ットワークと協力しな
がら仕事ができる。 

研究・実務活動の質を
高めるために、適切な
デジタル技術やソフト
ウェアを幅広く効果的
に利用する。 

新しい解決策／課題に
取り組むために、アプ
リケーションやシステ
ムを調整する。情報・
メディア・技術のアプ
リケーションを幅広く
利用して、学習／研究
／実務を支援する。 

数学的手法や他の定量
的・定性的手法を活用
して、学習／仕事の数
値データや図表データ
を分析・評価するな
ど、評価業務を設計・
立案する能力を発揮す
る。 

職場やクラスで、かな
りの自主性、主体性、
リーダーシップ、対人
技能を発揮する。 

複雑かつ予測がつかな
い状況下で、自分のチ
ーム内の作業や他チー
ムとの協働作業の企
画、資源管理、監督、
問題解決、作業管理に
相当の責任を持つ。 

研究者や職業人として
成長を続けることによ
り自己の向上を図る。 

ベンチャー事業あるい
はプロジェクトを起こ
したり、そのリーダー
になったりする。 

法律上、倫理上、職業
上の行動規範を遵守す
る。 

批判的洞察や倫理的配
慮に基づき、複雑な問
題について助言や決定
を行う自信を示す。 

国や世界の社会的、技
術的、経済的発展のた
めに、専門的立場で貢
献する。 

市民社会や世界が抱え
るさまざまな問題に、
自分の専門分野で取り
組む能力を発揮する。

6

学習者は、専門分野で
の研究開発、創造性や
革新が欠かせない準専
門職の仕事に求められ
る、広範囲で体系的な
知識と能力を理解す
る。 

専門職業人としての姿
勢・心構えと柔軟な対
応力を持ち、倫理観あ
る職場文化や持続可能
性に向けて取り組み、
日本の国家目標に沿い
ながら国際社会の一員
としての認識を持つ。

理論や技術について、
高度で総合的な知識を
言葉で説明し、関連す
る専門分野の能力、ま
たは学習／研究／仕事
／実務分野に関わる学
際的な能力を発揮す
る。

学習／研究／仕事／実
務の分野で、批評的・
分析的能力や評価能力
を用いて、当該分野の
知識の活用において知
的主体性を発揮する。 

複雑な用途を管理、解
明し、創造的で画期的
な解決策を用いて、予
測できない問題に対処
する。 

学習／研究／仕事／実
務の分野で、技能／知
識をさまざまなアプロ
ーチに応用する。 

広範囲にわたる複雑な
問題の解決に、基本的
な方法や手法を幅広く
応用する。 

専門分野に関する実務
や手法の見直し、調
整、監督を行う。

多様な他者に対して、
アイディアや考えを、
文書および口頭で、適
切な表現方法を用い
て、自信をもって正確
に理路整然と伝える。 

学習や仕事などの多様
なコミュニティの人々
や、地域や国が異なる
多様な人々と協力す
る。

多様なITツールやメデ
ィア、アプリケーショ
ンを幅広く使用し、学
習／仕事を支援する。 

数値データや図表デー
タ／視覚データを組み
合わせて学習／仕事に
使う。

多様な組織的枠組みや
制約の下で、自主的に
仕事をし、各種業務管
理でリーダーシップと
プロ意識を発揮する。 

自分や他者の業務につ
いて、相当レベルの責
任を負う。 

事前に定めた目標や成
果に向けて仕事をする
ことで、意思決定能力
とプロ意識を発揮す
る。

選んだプロジェクトの
中で企業家としての能
力を発揮する。 

自ら定めた方向で、生
涯学習や職業の実現に
向けて取り組む。 

地域／国／世界の社会
政治・経済・文化的に
幅広い課題について認
識を示す。 

専門分野で、説明責任
を果たす。 

社会的・職業上の多様
な環境や実務の中で、
倫理観を遵守し、倫理
上の課題を明らかに
し、倫理観を持って決
定し、専門職業人とし
て行動をする能力を発
揮する。 

地元や世界が抱える科
学、技術、ビジネス、
社会、環境の課題につ
いて、深い認識と知識
を示す。
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7

Based on strong 
theoretical knowledge, 
critical thinking, and 
an understanding of 
creative and 
innovative skills, 
learners will acquire 
knowledge in specific 
fields of study/ 
practice through 
continuous learning, 
research and/or 
professional practice, 
and be able to 
generate new 
solutions to problems. 

Act with confidence in 
the international arena 
backed by knowledge 
and skills.

Demonstrate 
originality and 
independence in 
undertaking analytical 
and critical 
evaluations and 
synthesizing complex 
information, 
specialized concepts, 
theories, methods and 
practices in their fields 
of study/practice.

Use advanced 
technologies, 
methods and skills to 
adopt a wide range of 
comprehensive 
approaches to create 
new ideas or 
revolutionary 
practices, apply 
knowledge critically 
and comprehensively, 
and manage and 
solve complex 
problems or issues in 
their fields of study/
practice. 

Demonstrate the 
ability to solve and 
manage complex 
problems or issues in 
their fields of study/ 
practice. 

Demonstrate the 
competency to work 
and undertake 
advanced study in 
one or more foreign 
languages. 

Through standard, 
specialized research 
methods and 
approaches, apply the 
practical skills, 
methods or research 
techniques learned 
from the most 
advanced knowledge 
and the latest 
developments in their 
fields of study. 

Demonstrate the 
ability to solve and 
manage complex 
problems or issues in 
their fields of study/ 
practice. 

Demonstrate the 
competency to work 
and undertake 
advanced study in 
one or more foreign 
languages. 

Use appropriate 
methods to clearly 
communicate 
knowledge, skills, 
ideas, critiques, 
conclusions and 
rationales to peers, 
experts, and non-
experts in one or 
more global 
languages. 

Work together and 
collaboratively with 
diverse people in 
learning and working 
communities as well 
as in ethnically and 
professionally different 
groups and networks. 

Competently use a 
wide range of suitable 
digital technologies 
and appropriate 
software to enhance 
the quality of study/ 
practice. 

Adapt applications 
and systems to deal 
with new solutions 
and problems, and 
use a wide range of 
information, media 
and technological 
applications to 
support study/
research/practice. 

Demonstrate the 
ability to design 
evaluation operation 
plans by applying 
mathematical and 
other quantitative or 
qualitative methods to 
analyze and evaluate 
numerical and 
graphical data for 
study/work.

Demonstrate 
significant autonomy, 
independence, 
leadership and 
interpersonal skills at 
work and in class. 

In complex and 
unpredictable 
situations, assume 
substantial 
responsibility in 
planning, resource 
management, 
supervision, problem 
solving and work 
management in their 
own teams or in 
collaboration with 
other teams.

Show self-
advancement through 
continuous academic 
and/or professional 
development. 

Initiate and/or lead 
entrepreneurial 
ventures and projects.

Adhere to legal, 
ethical and 
professional codes of 
practice. 

Demonstrate 
confidence when 
giving advice and 
making decisions on 
complex issues based 
on critical insights and 
ethical considerations. 

Contribute 
professionally to 
social, technological 
and economic 
development both 
nationally and 
internationally. 

Demonstrate he ability 
to engage 
meaningfully in a 
range of civic and 
global issues in their 
fields of 
specialization.

6

Leaners will 
demonstrate 
comprehension of a 
broad-based and 
coherent body of 
knowledge and skills 
for paraprofessional 
work that requires 
research and 
development, 
creativity and 
innovation in their 
fields of 
specialization. 

Demonstrate 
professionalism, 
resilience and a 
commitment to an 
ethical work culture 
and sustainability; and 
show an awareness of 
being a global citizen 
in alignment with 
Japan’s national 
aspirations.

Describe in words 
advanced and 
comprehensive, 
theoretical and 
technical knowledge, 
and demonstrate 
relevant skills in their 
fields of 
specialization, or 
those of a 
multidisciplinary 
nature related to their 
fields of study/work/ 
practice.

Demonstrate 
intellectual 
independence in 
applying knowledge in 
their fields of study/
work/practice by 
applying critical, 
analytical and 
evaluation skills. 

Manage and resolve 
complex applications 
and handle 
unpredictable issues 
with creative and 
innovative solutions. 

Apply skills and 
knowledge to a range 
of approaches in their 
fields of study/work/ 
practice.

Apply broad-based 
basic methods and 
procedures to solve a 
wide range of 
complex problems. 

Review, adjust and 
supervise practices 
and processes in their 
fields of 
specialization.

With confidence, 
accuracy and 
coherence, convey 
ideas and thoughts to 
diverse audiences in 
appropriate written 
and oral forms of 
presentation. 

Work together with 
different people in 
various learning and 
working communities 
as well as with diverse 
people from different 
regions or countries.

Use a broad range of 
information 
technology tools, 
media and 
applications to 
support study/work. 

Combine and use 
numerical and 
graphical/visual data 
for study/work.

Within various 
organization 
parameters, work 
autonomously and 
display leadership and 
professionalism in 
work management. 

Undertaken a 
significant level of 
responsibility for their 
own and others’ work. 

Demonstrate decision-
making abilities and 
professionalism by 
working towards pre-
determined goals and 
outcomes.

Demonstrate 
entrepreneurial 
competency in 
selected projects. 

Pursue self-directed 
lifelong learning and 
professional 
pathways. 

Demonstrate an 
awareness of a broad 
range of socio-
political, economic 
and cultural issues at 
local, national and 
international levels. 

Fulfill accountability in 
their fields of 
specialization.

Demonstrate the 
ability to adhere to 
moral values, identify 
ethical issues, make 
decisions in an ethical 
manner, and act 
professionally in 
socially and 
professionally diverse 
environments and 
practices. 

Demonstrate a deep 
awareness and 
knowledge of local 
and global science, 
technology, business, 
social and 
environmental issues.
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学習者は、相当量の理
論的・専門的知識を持
ち、職場で複雑な状況
に対処することがで
き、組織や職業で求め
られることを理解し、
それに従うことができ
る。 

学習者は、倫理的に
も、地域社会や世界で
働いたり生活したりす
る場合にも、持続可能
な方法を用いる能力を
持つ。

高度な専門知識が求め
られる分野で、予測不
可能な多様な任務／仕
事／学習に取り組むた
めに、理論、概念、技
術について広範囲の知
識と理解を有する。

一つの専門分野または
仕事において、専門
的・概念的・理論的知
識を詳細に認識し、解
釈、応用、分析、評価
する。 

曖昧で複雑な定型的・
非定型的な状況や、予
測できない状況でも、
限られた範囲のアプロ
ーチや自主性をもっ
て、問題や課題を解決
する。

実務能力を幅広く活用
して、多様な学習や複
雑な任務について、必
須の方法論や手法を用
いる。 

関連した実施方法やプ
ロセスの見直しや調整
を行い、他の人たちを
監督する。

社会的、学術的、職業
上の目的で、多様な聞
き手に情報、アイディ
ア、問題、解決策を伝
えるために、分かりや
すい方法で、説得力を
持ち、効果的にコミュ
ニケーションを取った
り交流したりする。 

最低二つの言語で、高
い会話力や文書作成力
を示す。

多様なITツールやメデ
ィア、アプリケーショ
ンを幅広く利用して、
学習／仕事を支援す
る。 

複雑で定型的、非定型
的な数値データや図表
データ／視覚データを
解釈して使用する。

相当な自主性をもっ
て、かなり個人責任を
負いながら仕事をす
る。 

職場で、資源の割り当
てや他者の成績に関わ
る判断について、単独
で経営的決断を下す。 

責任を取ったり、説明
責任を負ったりする能
力を示す。 

業務分野が明確でない
場合を含め、新しい環
境で、チーム・リーダ
ーシップを発揮する。 

関連する特定の状況
で、企業家的な能力を
発揮する。 

自ら方向を定めた生涯
学習に効果的に取り組
み、専門的な共同制作
や研究に自主的に参加
する。 

地域や世界で、複数の
言語が飛び交う多民
族・多文化の状況下
で、仕事や学習を行う
能力を発揮する。

社会的責任を果たす能
力を発揮する。専門職
業人に相応しい倫理的
慣行や持続可能な慣行
に従う能力を示す。 

地域や世界で、持続可
能な社会をつくるため
に貢献する。

4

学習者は、一般理論・
原理について幅広い知
識を獲得し、特定分野
の学習／訓練の能力を
発揮する。それによ
り、技術職・専門職・
経営職の分野のキャリ
アにつながる専門的な
仕事を行うことができ
る。 

学習者は、進学への関
心を示す。 

学習者は、倫理観ある
適切な行動を取ろうと
努力し、世界の中の日
本という視点で、日本
の目標への理解を示
す。 

当該分野の学習／訓練
の中で、複雑で定型的
／非定型的な任務／学
習を行うための複雑な
理論的知識・能力につ
いて、広範囲にわたり
体系的に把握・理解す
る。

学習／仕事の内容が明
確になっている場合、
最低限の監督を受け
て、一般概念／理論／
運用原理を認識・解
釈・適用・評価する。 

明確でありふれた問題
や、日常的に見られな
い性質の問題を解決す
る。 

実務能力、技法、手法
を限られた範囲で応用
し、求められた任務／
仕事を行う。 

定型的または非定型的
な任務に関する実務や
プロセスについて、必
要に応じて検討と修正
を行う。

他の学生や専門家、素
人などに対して、アイ
ディア、情報、問題、
解決策を、口頭でも文
書でも明確に伝える。 

単独、またはチームメ
ンバーの一員として、
管理者や同僚、部下と
効果的に交流する。 

日本語のほかに最低一
つの言語で、能力を発
揮する。

学習／仕事を支援した
り、仕事や学習に関す
るデータを調べて処理
するために、多様なデ
ジタルツールを利用す
る。 

所定の複雑な数値デー
タや図表データ／画像
データを解釈し活用す
る能力を発揮する。

さまざまな状況で実施
される明確で非定型的
な学習／任務につい
て、幅広い助言や指導
を受けて、かなりの責
任感と自主性をもって
仕事をする。 

職場で各種チームの統
率と管理を行い、問題
に対処する。

企業家的な活動につい
て調べたり参加したり
する。 

進学の可能性や自己研
鑽の取り組み方を明確
にする。キャリアや職
業について現実的な目
標を立てる。 

地元・地域社会づくり
につながる専門的活動
や市民活動に関心を示
し、参加する。

仕事において、組織の
倫理や職業倫理を理解
し、従う能力を示す。 
地域社会や世界で働い
たり生活したりする場
合、持続可能な方法を
適切に用いる能力を示
す。
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5

Leaners will have a 
significant amount of 
theoretical and 
technical knowledge, 
and be able to deal 
with complex 
situations at work and 
understand and meet 
organizational and 
professional 
demands. 

Leaners will 
demonstrate the 
ability to apply 
sustainable practices 
in an ethical manner 
in living and working 
in local and/or 
international 
communities.

Demonstrate a wide 
range of theoretical, 
conceptual and 
technical knowledge 
and comprehension to 
deal with varied and 
unpredictable tasks/ 
work/study in fields 
that require advanced 
specialized 
knowledge.

Identify, interpret, 
apply, analyze and 
evaluate detailed 
technical, conceptual 
and theoretical 
knowledge in their 
fields of specialization 
or at work. 

Solve problems and 
issues independently 
in broadly defined, 
complex, routine and 
non-routine contexts 
or under 
unpredictable 
circumstances, with a 
limited scope of 
approaches and 
autonomy.

Use a wide range of 
practical skills in 
applying essential 
methods and 
procedures to 
complete a variety of 
studies and complex 
tasks. 

Review and adjust 
relevant practices and 
processes and 
supervise other 
people.

For social, academic 
and professional 
purposes, 
communicate and 
interact with others 
effectively and 
cogently in a 
comprehensible 
manner to convey 
information, ideas, 
problems and 
solutions to diverse 
audiences. 

Display a high level of 
oral and written 
proficiencies in two or 
more languages.

Use a range of 
information 
technology tools, 
media and 
applications to 
support study and/or 
work. 

Interpret and apply 
routine and non-
routine, complex 
numerical and 
graphical/visual data.

Work with a 
substantial degree of 
autonomy and a 
significant level of 
responsibility. 

Make management 
decisions 
independently on 
resource allocation 
and the performance 
of others in the 
workplace. 

Demonstrate the 
ability to take 
responsibility and 
accept accountability. 

Demonstrate team 
leadership in new 
environments, 
including when the 
area of work is not 
well-defined.

Demonstrate 
entrepreneurial skills 
in relevant specific 
situations. 

Engage effectively in 
self-directed lifelong 
learning and 
participate 
independently in 
professional 
collaborations. 

Demonstrate 
competencies working 
or studying in local 
and/or global 
multicultural, 
multilingual and 
multiethnic 
communities.

Demonstrate the 
ability to fulfill social 
responsibilities and to 
follow professional, 
ethical and 
sustainable practices. 

Contribute to the 
development of 
sustainable local and 
global communities.

4

Leaners will have 
broad-based 
knowledge of general 
theories and 
principles, and 
demonstrate skills for 
study/discipline in 
specific fields, 
enabling them to 
undertake specialized 
work leading to a 
career path in 
technical, professional 
or management fields 

Leaners will express 
interest in pursuing 
further education. 

Leaners will be 
committed to 
appropriate ethical 
behaviors and 
appreciate Japan’s 
national aspirations 
from a global 
perspective.

Understand 
systematically a broad 
range of complex 
technical and 
theoretical knowledge 
and skills to undertake 
complex, routine and 
non-routine tasks/
study in relevant fields 
of study/discipline.

Identify interpret, 
apply and evaluate 
general concepts, 
theory and/or 
operational principles 
with minimal 
supervision when the 
content of study/work 
is well-defined. 

Solve well-defined 
common problems as 
well as irregular ones.

Apply practical skills, 
techniques and 
methods to a limited 
extent to meet the 
demands of tasks/ 
work. 

Consider and adjust, 
as necessary, the 
practices and 
processes to 
complete routine or 
non-routine tasks.

Communicate clearly, 
in oral and written 
form, ideas, 
information, problems 
and solutions to 
others including 
peers, experts and 
non-experts. 

Individually or as a 
team member, interact 
effectively with 
supervisors, peers 
and subordinates. 

Demonstrate 
proficiency in one or 
more languages 
besides Japanese.

Use a wide range of 
digital tools to support 
study/work as well as 
examine and process 
data relevant to work 
or study. 

Demonstrate skills to 
use and interpret 
given, complex 
numerical and 
graphical/visual data.

Perform work with a 
significant degree of 
responsibility and 
autonomy under 
broad-based guidance 
and direction on well-
defined, non-routine 
study/tasks performed 
in a variety of 
contexts. 

Lead and manage a 
variety of teams to 
handle issues at work.

Explore and engage 
in entrepreneurial 
activities. 

Identify self-
improvement 
initiatives and 
possibilities for further 
education, and 
develop realistic 
career and 
professional goals. 

Show interest and 
participate in 
professional and civic 
activities leading to 
local and region-wide 
community building.

Demonstrate the 
ability to understand 
and comply with 
organizational and 
professional ethics at 
work. 

Demonstrate the 
ability to apply 
sustainable practices 
in living and working 
in local and global 
communities.
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3

学習者は、中級レベル
の事実や原理原則につ
いて、基本的、理論的
かつ専門的な知識を獲
得する。必要に応じ
て、仕事に関するバラ
ンスの取れた能力を発
揮する。 

学習者の興味や仕事に
関連する学習や訓練に
興味を示す。 

年齢相応に地域社会に
参加し、世界の問題に
対して年齢相応の認識
を持つ。 

英語など、日本語以外
の一つの言語で、初級
の言語能力を獲得する 

ある学習や訓練につい
てかなりの知識を持つ
中で、基本的な原理原
則、理論、技能を言葉
で説明し、明確な各種
の定型的任務/仕事に取
り組む。

知識や、よく知ってい
る手法、スキルを活用
して、定型的任務／学
習の予測できる問題を
解決する。

教師の監督の下で、情
報、適切な手法やツー
ル、技術、材料を使っ
て、定型的・非定型的
な任務／問題への取り
組み／解決策を組織・
運用し、完了させる。

他の学生、専門家、素
人に対して、単独で、
あるいはチームで、口
頭または文書によっ
て、アイディア、情報、
問題、解決策を効果的
かつ明確に伝える。 

日本語以外に最低一つ
の国際語の初歩的能力
を養成する。

学習／仕事を支援する
基礎的なITアプリケー
ションを利用して、学
習／仕事に関連するデ
ータを調査、処理す
る。 

よく知っていて分かり
やすい数値データや図
表データを解釈し、活
用する。

最低限の指導監督で、 
かなり自主的に仕事を
する能力を示す。 

学習／仕事の枠内で、
相手に助言を与える。 

成果の質と影響につい
てかなりの責任を負
う。 

学習／仕事／任務の成
果や成績について、よ
く考え、責任を負う

最低限の指導監督下
で、学習による自己研
鑽やトレーニングを積
んだり、進学を希望し
たりする。 

日本および近隣諸国に
ついて、認識と一般的
知識を持つ。 

企業家に求められる知
識や能力について、基
礎的な理解を示す。

多文化環境の中で行う
学習／任務で、職業倫
理に従うことができ
る。 

地域社会や世界に役立
つ事柄（環境問題な
ど）について、地域社
会と積極的に関わる。

2

学習者は、一定の環境
で責任感と倫理観のあ
る職業人として仕事を
行うための知識と技能
を獲得する。 

進学や、積極的に生涯
学習に取り組むことに
関心を示す。 

地域社会に参加する技
能を高める。 

英語など、一つの外国
語の基礎的能力を高め
る。 

学習のため、あるいは
各種の定型・非定型の
任務／仕事に取り組む
ために、複数の主題／
分野の知識を言葉で説
明する能力を身に付け
る。

知識と技能を、明確な
定型的学習／任務に活
用する。 

明確な定型的学習／任
務において、よく知っ
ている解決法を応用し
て予測できる問題を解
く。

一般的な基本手法、材
料を用いて、指導を受
けて、明確な任務を計
画し、完成させる能力
を発揮する。

よく知っている日常的
な事柄について、単純
で直接的な情報のやり
とりが必要な限られた
状況で、コミュニケー
ションをとる。 

日本語以外の言語一つ
の基礎的能力を高め
る。 

進学準備に責任を持
ち、準備に取り掛か
る。

教師の監督の下で、所
定の任務を行うため
に、十分な、限られた
基礎的なアプリケーシ
ョンやITツールを利用
して、簡単なデータを
処理する。 

少量の単純でよくある
数値データや図表デー
タを解釈する。

体系化された活動にお
いて、監督の下で、ほ
とんど自主性なく、相
当な支援を受けて、作
業や仕事をする。 

責任や説明義務をほと
んど負わずに、チーム
で作業し、意見交換や
相手へのフィードバッ
クを行う。

教師の指導を受けて、
学習に一定の責任を担
い始める。 

任務や個人の行為・価
値観について考える力
を発揮する。

一定の個人の価値観を
学習／任務の中で生か
す能力を示す。 

自分以外の文化や価値
体系に触れ続けること
で、文化的多様性への
理解を深める。 

政治意識や社会意識を
高める。

 / 4 5



3

Leaners will have 
fundamental, 
theoretical and 
technical knowledge 
of facts and principles 
at an intermediate 
level, and 
demonstrate well-
balanced working 
skills as required. 

Show an interest in 
study/disciplines 
pertaining to their own 
interest or work. 

Engage in an age-
appropriate manner 
with local communities 
and display an 
awareness of global 
issues. 

Acquire an 
elementary level of 
proficiency in a 
language other than 
Japanese (e.g. 
English).

With a significant 
range of knowledge 
about a field of study 
or discipline, describe 
in words the basic 
principles, theories 
and skills to take on a 
variety of well-defined, 
routine tasks/ work.

Apply knowledge, 
familiar methods and 
skills to solve 
predictable problems 
in routine tasks/study.

Use appropriate 
methods, tools, 
technologies and 
materials to organize, 
operate and complete 
efforts and solutions 
to deal with routine 
and non-routine tasks/ 
problems under a 
teacher’s supervision.

Individually or as a 
team, communicate 
effectively and clearly, 
in oral and written 
form, ideas, 
information, problems 
and solutions to 
peers, experts and 
non-experts. 

Develop an 
elementary level of 
proficiency in one or 
more global 
languages besides 
Japanese.

Use basic information 
technology 
applications to 
support study/work to 
look at and process 
data relevant to their 
study/work. 

Interpret and use 
familiar and 
comprehensible 
numerical and 
graphical data.

Demonstrate the 
ability to work with 
considerable 
autonomy and 
minimal supervision. 

Provide guidance to 
others in the context 
of study/work. 

Undertake 
considerable 
responsibility for the 
quality and impact of 
outputs. 

Consider the 
outcomes and 
performance of study/ 
work/tasks and 
assume responsibility 
for them.

With minimal 
guidance, initiate self-
improvement through 
study or training and 
seek further 
education. 

Display an awareness 
and general 
knowledge of Japan 
and its neighboring 
countries. 

Demonstrate a basic 
understanding of the 
knowledge and skills 
required for 
entrepreneurs.

Demonstrate the 
ability to comply with 
work ethics in 
performing study/
tasks in diversified, 
multicultural 
environments. 

Pursue active 
engagement with local 
civic societies on 
matters of interest to 
local and global 
communities (e.g. 
environmental issues). 

2

Leaners will acquire 
knowledge and skills 
to carry out work as 
responsible and 
ethical professionals 
in a certain 
environment. 

Demonstrate interest 
in undertaking further 
studies and in making 
a commitment to 
lifelong learning. 

Develop skills to 
engage with local 
communities. 

Develop a basic level 
of proficiency in a 
foreign language (e.g. 
English).

Demonstrate the 
ability to describe in 
words the knowledge 
of subjects/disciplines 
for study and take on 
a variety of routine 
and non-routine tasks/ 
work.

Apply knowledge and 
skills to well-defined 
routine study/tasks. 

Apply familiar 
solutions to solve 
predictable problems 
in well-defined routine 
study/tasks.

Demonstrate the 
ability to plan and 
complete well-defined 
tasks using common 
basic methods and 
materials.

Communicate with 
others in a limited 
range of contexts 
requiring simple and 
direct exchanges of 
information on familiar 
and routine matters. 

Develop a basic level 
of proficiency in a 
language other than 
Japanese. 

Assume responsibility 
and initiate 
preparatory studies 
for further education.

Under a teacher’s 
supervision, use a 
limited range of basic 
applications and 
information 
technology tools 
adequate to perform a 
given set of tasks to 
process simple data. 

Interpret a small 
amount of simple and 
familiar numerical and 
graphical data.

Work under 
supervision in 
structured activities 
with almost no 
autonomy or 
substantial support. 

Work in a team and 
exchange views and 
feedback with others, 
assuming almost no 
responsibility and 
accountability.

With a teacher’s 
guidance, assume a 
degree of 
responsibility for 
learning. 

Demonstrate the 
ability to consider 
tasks and personal 
actions and values.

Demonstrate the 
ability to make good 
use of personal 
values in learning or 
carrying out tasks. 

Deepen the 
understanding of 
cultural diversity by 
continued exposure to 
different cultures and 
value systems. 

Develop political and 
social awareness.
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＊1　コミュニケーション技能等についても記述する。　　＊2　ディジタル・数的技能等についても記述する。 

各レベルの目安 
レベル8：専修学校（2）卒業後15～20年経過（35～40歳）、博士 
レベル7：専修学校（2）卒業後10～15年経過（30～35歳）、修士、修士[専門職] 
レベル6：専修学校（2）卒業後5～10年経過（25～30歳）、高度専門士、学士、学士[専門職] 
レベル5：専修学校（2）卒業後2～5年経過（22～25歳）、専門士、短期大学士、短期大学士[専門職]、準学士 
レベル4：専修学校（2）卒業後0～2年経過（20～22歳）、専門士、短期大学士、短期大学士[専門職]、準学士 
レベル3：高等学校卒業（18歳）、専修学校（1） 
レベル2：中学校卒業（15歳） 
レベル1：小学校卒業（12歳） 

1

学習者は、最低レベル
の基礎的な一般知識・
技能を獲得し、指導の
下で、基本的かつ極め
て定型的な任務を行
い、さらに学習を進
め、責任感と倫理観あ
る職業人になるための
準備をする。 

地域社会や、地方・国
の制度について認識
し、自分以外の世界に
好奇心を持つ。 

分野や対象の狭い範囲
内で、単純で基本的な
知識と技能を言葉で説
明し、非常に定型的で
予測できる任務および
学習を行う。

定型的で明確で予測で
きる任務において、指
導を受けて、基礎的な
知識を活用する。 

成果や成績について、
考え、改善する力を発
揮する。

明確な任務について、
各種の一般的な基本手
法や材料を使う初歩的
な技能を発揮する。

限られた状況の下で、
馴染みある日常的な表
現や簡単な言葉を伝え
る。 

基礎的な数学的手法
（記号など）を利用す
る力を示す。 

教師の指導の下で、与
えられた任務を行うの
に十分な、いくつかの
簡単な／基本的アプリ
ケーションを利用す
る。

直接指導の下、支援を
受けて、構成された活
動／任務に取り組む。 

単独またはチームで作
業や仕事をする力を発
揮する。

教師の働きかけと指導
の下で、学習に一定の
責任を担い始める。 

教師の指導の下で取り
掛かった／行われた任
務について、検討・反
省する力を発揮する。 

学習や任務の中で、生
かせる個人の価値観を
明確にする能力を示
す。

社会の責任あるメンバ
ーとなり、自分以外の
文化に対する配慮を示
す。
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*1 Communication-related and other skills are also included.   *2 Digital, numerical and other skills are also included. 

Level Criteria 
Level 8: 15-20 years after graduating from a specialized training college (2) (at the age of 35-40), Doctoral Degree 
Level 7: 10-15 years after graduating from a specialized training college (2) (at the age of 30-35), Master’s Degree, Master of xxx (Professional)  
Level 6: 5-10 years after graduating from a specialized training college (2) (at the age of 25-30), Advanced Diploma, Bachelor’s Degree, Bachelor’s Degree (Professional) 
Level 5: 2-5 years after graduating from a specialized training college (2) (at the age of 22-25), Diploma, Associate Degree, Associate Degree (Professional), Associate 
Level 4: 0-2 years after graduating from a specialized training college (2) (at the age of 20-22), Diploma, Associate Degree, Associate Degree (Professional), Associate 
Level 3: High school graduate (at the age of 18), specialized training college (1) 
Level 2: Junior high school graduate (at the age of 15) 
Level 1: Elementary school graduate (at the age of 12)
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Leaners will have 
basic, foundational or 
general knowledge 
and skills. 

Leaners will perform 
basic and highly 
routine tasks with 
guidance and prepare 
for further learning 
and for becoming 
responsible ethical 
professionals. 

Develop an 
awareness an 
awareness of 
community, local and 
national institutions as 
well as curiosity about 
the outside world.

Describe simple and 
basic knowledge and 
skills in a limited 
scope of fields/ 
subjects to undertake 
highly routine and 
predictable tasks/ 
study.

With guidance, apply 
basic knowledge to 
well-defined, routine 
and predictable tasks. 

Demonstrate the 
ability to reflect on 
and improve 
performance.

Demonstrate 
elementary skills in 
using a variety of 
common basic 
methods and 
materials for well-
defined tasks.

Use familiar everyday 
expressions and 
simple phrases in a 
limited range of 
contexts.

Demonstrate 
competency in using 
basic mathematical 
methods (e.g. 
symbols). 

Under a teacher’s 
guidance, use a few 
simple and basic 
applications adequate 
to perform given 
tasks.

Under direct guidance 
and support, work in 
structured activities/ 
tasks. 

Demonstrate the 
ability to work 
independently or in a 
team.

With a teacher’s 
encouragement and 
guidance, assume a 
degree of 
responsibility for 
learning. 

Demonstrate the 
ability to review and 
reflect on the tasks 
undertaken/performed 
under a teacher’s 
guidance. 

Demonstrate the 
ability to identify the 
personal values 
applicable to carrying 
out study/tasks.

Act as a responsible 
member of society 
and show sensitivity 
to cultures other than 
their own.

 / 5 5




