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はじめに

現在，教育再生が内閣の最重要課題とされており，また，教育再生実行会議

においては，平成２７年５月から現在までの間に，これからの時代に求められ

る資質・能力と，それを培う教育，教師の在り方について（第七次提言），教育

立国実現のための教育投資・教育財源の在り方について（第八次提言），全ての

子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育へ（第九次提言）が出されまし

た。これらを踏まえて中央教育審議会における審議や様々な制度改正が集中的

に進められるなど，グローバル化や少子高齢化，科学技術イノベーションなど

が加速度的に進む中，一人一人が豊かな人生を送り，活力ある社会を作ってい

くための基盤として，幼児教育から高等教育までの一体的な教育改革が進めら

れています。また，教育に関する総合計画である「第３期教育振興基本計画」

の策定に向けた議論が開始されています。

こうした取組や検討が実効あるものとして効果的に進められていくために

は，改革の裏付けとなる様々なデータや国内外の好事例の収集・分析など先行

的な調査研究の実施や，教育施策の検証を行い，分かりやすく社会に説明して

いくことがこれまで以上に重要となっています。本研究所は，教育に関する我

が国唯一の政策研究所として，教育政策に資する調査研究を実施し，その研究

成果を積極的に発信し，政策の立案や政策の実現へ一層貢献すべく努めている

ところです。

この「国立教育政策研究所年報」は，平成 27 年度における本研究所の研究・

事業活動や組織運営に関する詳細な記録であると同時に，その姿を広く所内外

の方々に伝える広報資料でもあります。

御一読いただき，御意見や御提案を頂戴できれば幸いです。

平成 28 年 12 月

国立教育政策研究所長

杉野　剛
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第 1章　平成 27 年度国立教育政策研究所の動き

１．プロジェクト研究,事業活動等について

「プロジェクト研究」では ,13 件の調査研究を

展開した。

このうち ,「初等中等教育の学校体系に関する

研究」「「学校いじめ防止基本方針」がいじめの未

然防止に果たす効果の検証～中学校区が共通に取

り組む事例を中心に～」「インクルーシブ教育シ

ステム構築に向けた学校施設に関する基礎的調査

研究」「大学生の学習実態に関する調査研究」「大

学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研

究」「多様なパートナーシップによるイノベーティ

ブな生涯学習環境の基盤形成に関する研究」は ,

研究の最終年次である平成 27 年度に成果を取り

まとめ , 終了した。

一方 , 新たな研究課題として , 「教育の効果に

関する調査研究」「非認知的（社会情緒的）能力

の発達と科学的検討手法についての研究」「全国

学力・学習状況調査の結果の二次分析に関する研

究」「小学校英語教育に関する調査研究」「幼少接

続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究」

「児童生徒の資質能力を育成する教員等の養成，

配置，研修に関する総合的研究」を設定し ,調査

研究を開始した。

これらのプロジェクト研究については進捗状況

のヒアリングを定期的に行うとともに , 平成 26

年度に終了したプロジェクト研究について研究成

果報告会を開催した。

「国際研究協力活動」では ,OECD 関係では「生

徒の学習到達度調査（PISA）」,｢ 国際成人力調査

（PIAAC）｣,「国際教員指導環境調査（TALIS）」,IEA

関係では「国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」

の各調査に取り組んでいる。

２．各部・センターの活動等について

教育研究情報センターでは ,本研究所の調査研

究成果を公開する「研究成果アーカイブ」の運用

及び教育関係情報をデータベース化した「教育研

究情報データベース」の提供を継続して行った。

また , クラウドコンピューティングの活用によ

り , 初等中等教育段階の教職員の交流や教材・指

導資料等の情報共有を目的とした「教育情報共有

ポータルサイト」の運用を行った。教育図書館に

おいては , 本研究所の調査研究活動の支援 , 一般

公開を実施するほか , 文部科学省の教科書検定結

果の公開展示を行った。

教育課程研究センター研究開発部では , 平成

27 年度全国学力・学習状況調査を実施し , 解説

資料 , 報告書 , 授業アイディア例の作成・配布を

実施するとともに , 平成 28 年度調査の実施に向

け,調査問題,解説資料の作成等の準備を行った。

また , 研究指定校事業による実践的な調査研究 ,

学習指導要領実施状況調査については , 平成 24

年度に小学校 , 平成 25 年度に中学校を対象に実

施し , 平成 27 年度は小学校・中学校の調査結果

を分析し , 高等学校を対象に調査を実施した。

生徒指導・進路指導研究センターにおいては ,

生徒指導関係として , ピンポイントで現場のニー

ズに応じた解説や提案を行う新しい形の生徒指導

資料「生徒指導リーフ」シリーズを平成 23 年度

から発行している。平成 27 年度は , 第 19 号から

第 21 号を発行し , ホームページに掲載するとと

もに , 教育委員会や各学校に提供した。また , 不

登校やいじめを生まない「魅力ある学校づくり調

査研究事業」は平成 22 年度から２か年指定で実

施している。進路指導関係では，実態調査により

明らかになった課題を踏まえ，個に応じたキャリ

ア教育実践に関する研究を実施し，将来の社会的・

職業的自立に向けた一人一人のキャリア発達を促

すための意図的なコミュニケーションの重要性の

説明と，個に応じた働きかけの事例からなる支援

資料 ( パンフレット ) を発行した。

社会教育実践研究センターでは ,社会教育主事
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の養成等の在り方に関する調査研究 , 高齢者の

地域への参画を促す地域の体制づくりに関する調

査研究 , 地域の教育力とボランティアに関する

調査研究を実施した。また ,全国の社会教育関係

者・研究者等の参加を得て ,社会教育が直面して

いる今日的な諸課題をテーマにした研究交流会や

研究セミナーを開催したほか ,文部科学省との共

催による社会教育指導者の資質向上のための事業

などを実施した。

文教施設研究センターでは ,学校施設等に関す

る今日的課題として ,環境 ,防災機能に関する調

査研究 ,文教施設整備に関する情報の収集や報告

書の作成・配布 ,講演会やセミナーにおける調査

研究成果の発表 ,海外教育関係機関との交流など

を行った。

このほか , 各部・センターでは , 平成 27 年度

においても ,それぞれの設置の趣旨にのっとって

研究活動 ,事業活動等を進めたところであり ,そ

の活動の詳細については ,第 3章で紹介する。

３．成果の普及活動

諸外国の教育改革の最前線で活躍する専門家を

招き ,各国の経験から学び ,教育改革の実践に生

かしていくため , 平成 13 年度から「教育改革国

際シンポジウム」を開催している。平成 27 年度

は , 「初等教育段階における英語教育を考える～

グローバル人材の育成に向けて～」をテーマとし

て ,平成 28 年 1 月に開催された。

また，教育公開シンポジウムは，「小中一貫教

育の制度化と展開～小中一貫教育の先導的取り組

みを踏まえて～」をテーマに , 平成 27 年 8 月に

開催された

このほか ,生徒指導・進路指導研究センターの

「生徒指導研究推進協議会」,「全国キャリア教

育・進路指導担当者等研究協議会」, 社会教育実

践研究センターの「全国生涯学習センター等研究

交流会」等各種の研究セミナーや連絡協議会を開

催し ,研究成果の普及に努めた。

前年度の主な研究成果については ,本研究所の

広報（ＮＩＥＲ　ＮＥＷＳ）で紹介しており ,こ

の広報も含め各種の研究成果は本研究所のホーム

ページ（http://www.nier.go.jp）で公開している。

前年度に終了したプロジェクト研究については ,

研究成果の概要を簡潔にまとめた資料を作成し ,

ホームページへの掲載や関係機関への送付等を積

極的に行うほか ,文部科学省職員及び研究所職員

を対象とした研究成果報告会を開催し ,研究成果

の一層の普及に努めた。

また , 次年度（平成 28 年度）のプロジェクト

研究のテーマや目的 ,研究内容等について企画調

整を行った。



- 3 -

第２章　プロジェクト研究・事業活動

国立教育政策研究所における研究・事業活動の

形態

本研究所における研究活動の形態は，プロジェ

クト研究などの共同研究と基礎研究（各個研究）

に大別される。さらに，それらの経費が何によっ

ているかによって次のように分類される。　

すなわち，本研究所の予算に計上されているも

のとして，①プロジェクト研究，②国際研究協力

経費による研究，③各センター事業経費による各

センターの研究・事業があり，加えて外部資金を

利用した研究活動として，科学研究費補助金によ

る研究がある。

〔プロジェクト研究〕

教育行政上の政策課題について，本研究所とし

て取り組むべき研究課題を設定して予算を確保

し，広く所内外の研究者の参加を得て，プロジェ

クトチームを組織して行う，比較的規模の大きい

研究活動である。

研究期間は，概して２年程度である。

〔国際研究協力経費による研究〕

本研究所が我が国を代表して，国際連合教育科

学文化機関（ユネスコ），国際教育到達度評価学

会（ＩＥＡ），経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）な

どの国際共同調査事業に参加して実施する研究で

あり，所内外の研究者の参加を得てプロジェクト

チームを組織して行う，比較的長期にわたる研究

調査活動である。

各種プロジェクト研究・事業活動の平成 27 年

度の活動状況については，それぞれの研究課題・

事業活動ごとに，以下に説明する。なお，各セン

ターによる研究・事業については第３章に記載す

る。

各種プロジェクト研究・事業活動の平成 27 度

の活動状況については，それぞれの研究課題・事

業活動ごとに，以下に説明する。なお，各センター

による研究・事業については第３章に記載する。
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１．初等中等教育の学校体系に関する研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 26 ～ 27 年度の第２年次）

（２）研究組織

研究代表者　渡邊　恵子

　　　　　　（教育政策・評価研究部長）

所内委員　11 名

所外委員　7名

事務局　植田みどり（総括研究官）

　　　　宮﨑　悟（主任研究官）

（３）目的と成果

ア．目的

教育再生実行会議において「学制改革」の議論

がテーマの一つとなり，中央教育審議会にも諮問

され，審議が行われた。このように喫緊の政策課

題である「学制改革」という課題への基礎資料の

提供を行うとともに，より中長期的な学制改革議

論にも資する知見の探究を行うことが，本研究の

目的である。

具体的には，①小中・中高一貫教育に関する先

行事例の成果と課題の検証，②義務教育制度・期

間や無償期間に特徴のある海外事例の分析（義務

教育の年限延長及び中等教育の多様化を中心とし

て），③ 1970 年代以降の「学制改革」に関する提

言が政策形成に与えた影響の分析，の３点の研究

を進めることによって，全体的な研究成果を得る。

イ．成果

上記に挙げた３点に関して主要な研究の進捗を

示す。

（ア）  小中・中高一貫教育に関する先行事例の成

果と課題の検証

平成27年度前半においては小中一貫教育に焦点

を当て，前年度から行ってきた全国の20市区町村

への訪問調査を基に，小中一貫教育の導入及び推

進体制，教育課程の編成，学校の組織と運営等を

分析することにより，成果と課題を検証した。さ

らに，文部科学省が中央教育審議会における審議

の参考とするために実施した「小中一貫教育等に

ついての実態調査」のデータを二次分析した。

以上の研究成果を報告書２「小中一貫教育の成

果と課題に関する調査研究」として取りまとめ，

平成27年 8月 24日に開催した教育研究公開シン

ポジウム「小中一貫教育の制度化と展開　～小中

一貫教育の先導的取組を踏まえて～」において発

表した。

平成27年度後半においては中高一貫教育に焦点

を当て，制度化から15年が経過した現状における

成果と課題について訪問調査及びアンケート調査

により分析した。この成果については，（ウ）の中

高一貫教育の政策形成過程に関する分析の成果と

併せて，平成28年 3月に報告書３「中高一貫教育

の現状と制度化の政策過程に関する調査研究」と

して取りまとめた。

（イ）  義務教育年限の延長及び中等教育の多様

化に特徴のある海外事例の分析

前年度の就学前教育の無償化に関する海外事例

の分析に引き続き，平成27年度は，中等教育段階

の改革動向に焦点を当てて調査研究を行った。

諸外国においては，ドロップアウトや若年無業

者への対応，多様な教育ニーズへの対応などの課

題を解決するために，中等教育段階において，そ

の年限延長や，多様な学校種や教育課程の導入な

ど様々な学校制度改革に取り組んでいる。

そこで，義務教育の年限延長と中等教育の多様

化の２つに焦点を当て，この２つの視点から改革

に取り組んでいる，アメリカ，カナダ，イギリス（イ

ングランド），フランス，フィンランド，韓国を研

究対象国として取り上げ，①各国の中等教育の学

校制度改革の原理や理念を解明すること，②その

原理や理念の実現のためにどのような制度設計が

どのような政策形成プロセスの中で行われている
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のかという特徴を解明すること，③日本の中等教

育段階における学校制度改革を考える上での知見

を検討すること，とした。その成果は，国立教育

政策研究所紀要第145集の特集として公表した。

（ウ）  1970 年代以降の「学制改革」に関する提

言が政策形成に与えた影響の分析

平成27年度には，1970年以降の中教審等におけ

る「学制改革」に関する提言と関連する制度改正

や施策の整理を文献等により行った。また，中高

一貫教育の制度化等に関し，当時の政策担当者へ

のインタビューを実施した。以上の資料等を用い

て，政策変容を説明する政治学的アプローチに依

拠しつつ，中高一貫教育の政策理念の変遷，中高

一貫教育に対するメディアの関心，中高一貫教育

の制度化を支えたアイディア等について分析を進

めた。

これらの成果の一部は，平成27年 10月 11日に

開催された日本教育行政学会（於：名古屋大学）

で口頭報告を行った。更に（ア）の中高一貫教育

の先行事例に関する研究と併せて報告書３「中高

一貫教育の現状と制度化の政策過程に関する調査

研究」に成果を取りまとめた。

（４）評価

【研究目的の達成状況】

考えうる学制改革の幅広さから，課題を焦点化

し，ほぼ予定通り進められた。小中一貫教育の制

度化と時期を併せてシンポジウムを開催し，その

場で報告書を配付するなど，政策動向に応じた柔

軟な対応も行った。

【研究成果の普及状況】

小中一貫教育に関する研究成果については，シ

ンポジウムにおいて約300名の教育関係者を前に

報告を行うなど，その普及に努めた。さらに，同

報告書を再編集した書籍を平成28年度に東洋館出

版社より出版することとなり，小中一貫教育の導

入を検討・推進する教育委員会や学校への成果普

及が期待される。

国立教育政策研究所紀要第145集の特集として

刊行されることとなった義務教育年限の延長及び

中等教育の多様化に特徴のある海外事例の分析に

関する成果は，報告書としてまとめる場合と比較

して，学界において参照される機会が相対的に多

くなることが期待される。

【政策の企画立案に際しての活用状況】

報告書２「小中一貫教育の成果と課題に関する

調査研究」と，平成 27年 8月 24日に開催した教

育研究公開シンポジウム「小中一貫教育の制度化

と展開　～小中一貫教育の先導的取組を踏まえて

～」の資料等が掲載されている当研究所のホーム

ページは，小中一貫教育の導入を検討・推進する

教育委員会や学校の参考になるものとして，小中

一貫教育の推進に関する文部科学省のホームペー

ジからリンクが貼られている。
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２．教育の効果に関する調査研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 27 年度～平成 29 年度の第１年次）

（２）研究組織

研究代表者　高橋雅之

　　　　　　（研究企画開発部長）

　　　　　　平成 27 年 8 月 4 日まで

　　　　　　渡邊恵子

　　　　　　（（併）研究企画開発部長）

　　　　　　 平成 27 年 8 月 4 日より 

9 月 10 日まで

　　　　　　田口重憲

　　　　　　（（併）研究企画開発部長）

　　　　　　平成 27 年 9 月 10 日より

所内委員　11 名

所外委員　16 名　研究補助者　2名

事務局　渡邉倫子

　　　　（研究企画開発部総括研究官）

　　　　妹尾渉

　　　　（教育政策・評価研究部総括研究官）

（３）目的と成果

ア．目的

政府財政の逼迫により，公的教育財政支出に際

しても，その費用対効果の検証が厳しく求められ

ている。このようなことから本調査研究は，①教

育の効果に関する国内外の実証研究を収集・整理

し，政策決定に資する基礎資料を提供するととも

に，これらの実証研究を踏まえ，国内データの分

析による教育効果に関する新たな実証研究を行う

こと，②調査に伴う各種負担も大きいため，現在

のところ，国内には就学前から成人期までを追跡

した教育に関する縦断調査は存在していないが，

教育効果の測定に縦断調査は不可欠であることか

ら，就学前から始める縦断調査を試行し，国内で

の長期の縦断調査の実行可能性を探ることとした

ものである。

イ．成果

（ア） 国内データを用いた実証研究

27 年度は調査研究活動の 1 年次目として，国

内外の実証研究に係る資料を収集・整理するとと

もに，国内データの分析による教育効果に関する

研究を進め，以下の 3つのテーマについて，ディ

スカッションペーパーとして国研のホームページ

にて公表。

・教育投資が社会保障給付に与える効果の検証

・ 世帯所得と小中学生の学力・学習時間 ―教

育支出と教育費負担感の媒介効果の検討―

・地方自治体における教育支援・負担と出生率

平成 28 年度においても，順次，研究成果を，ディ

スカッションペーパーとして公表予定。

（イ） 縦断調査の試行

縦断調査の試行に関しては，1 年次目として，

縦断調査の枠組みについて検討を行った。

具体的には，3 歳児に達する子を有する保護者

を対象に，子の発達状況等や保護者の状況を調査

することとした。

調査方法としては，自治体調査と全国 WEB 調査

を実施することとした。自治体調査については，

平成 27年度中に，調査先への協力要請を行い，7

市町からの協力が得られることとなり，調査規模

として約 1万 2千人となった。

自治体調査及び全国ＷＥＢ調査については，平

成 28 年度に第 1回目を行い，平成 29 年度に，同

一の保護者に対する第 2回目の調査と，子供たち

が進学した幼稚園・保育所等に対する質問紙調査

を計画している。

（４）評価

ほぼ予定通りに進めている。研究成果を早期に

公表していくことを目指し，一定の成果が出たも
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のについては，ディスカッションペーパーとして

国研ホームページで公表する新たな取組を行っ

た。
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（１）区分

プロジェクト研究

（平成 26 年～ 28 年度の第 2年次）

（２）研究組織

研究代表者　梅澤　敦

（教育課程研究センター長）

所内委員　19 名

所外委員　14 名

事務局　 基礎研究部長／総合研究官／研究開

発部長／初等中等教育研究部長／ 

後藤総括研究官／松尾総括研究官／

白水総括研究官／西野総括研究官／

福本総括研究官／松原総括研究官／

本田総括研究官／小田研究員

（３）目的と成果

本研究は，前プロジェクト「教育課程の編成に

関する基礎的研究」を継承・発展し，資質・能力

を育成する教育課程の在り方を総合的に検討し，

教育課程に関する政策の企画立案に資する知見を

提供する。社会の変化の主な動向等に着目しつつ

今後求められる資質や能力を効果的に育成する観

点から，必要な教育目標・内容・方法・評価等の

一体的，実証的な検討をする。具体的には，研究

開発学校等の事例の分析や国際調査等を通じて，

将来の教育課程の基本原理等を構想することによ

り，今後の教育課程の編成に寄与する選択肢や基

礎的な資料を得ることなどを目的としている。

平成 27 年度は，資質・能力を育成するため「ア

クティブ・ラーニングの視点からの授業改善」に

資する学習指導や評価等の在り方を重点的に検討

し，資質・能力の育成に関する総合的な資料提供

を目的とする。また，「目標・内容」，「方法評価」，

「学校・教師支援（カリキュラム・マネジメント）」

の各観点から，国際比較研究と国内の実践事例研

究に基づく分析を進める。

なお，次期学習指導要領改訂に向けた審議動向

を踏まえ，文部科学省の関連部局と連携を図りな

がら，審議に資する資料提供の準備を進められる

よう，適宜，研究課題を見直し，それに応じた研

究体制を整えていく。

イ．成果

（ア）  資質・能力を育成する教育課程に関する理

論的検討

資質 ･ 能力育成の意義と実践上の指針につい

て，学校現場における理解を深めるため，「なぜ

資質 ･能力の育成が重視されるのか」，「資質・能

力をどう理解するか」，「世界各国で資質・能力の

育成はどのように進められているか」等について

より具体的な検討するとともに，アクティブ・ラー

ニング等の学習過程が資質・能力の育成にどう関

わるかを検討した。

 研究成果について，「なぜ資質 ･能力の育成が

重視されるのか」「資質・能力をどう理解するか」

については，国研ライブラリー『資質・能力』（東

洋館出版社）（平成 28 年 1 月）として取りまとめ，

広く周知されることとなった。

（イ）   諸外国の教育課程と学習活動の整理（全

体編）

「世界各国で資質・能力の育成はどのように進

められているか」については，『「資質・能力を育

成する教育課程の在り方に関する研究」研究報告

書２～諸外国の教育課程と学習活動～』（平成 28

年 3 月）として取りまとめた。

学習活動の視点から，主な概要を示す。基準な

どにおける学習・指導方法や学習活動の示し方と

しては，イギリスやアメリカ合衆国，カナダでは，

国や州の基準で学習活動の例示はなされていな

い。ドイツでは州によって対応が異なる。その他

の国では，学習活動が例示されたり，推奨する学

習活動が示されたりしている。教育課程の基準で

学習活動を例示していない国のうち，イギリスで

３．資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究
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は，16 歳時で実施される GCSE 試験の実施団体が，

各教科の試験に対応した学習活動例をウェブで提

供している。カナダでは，各州教育省がオンライ

ンで学習活動例等を提供している。

学習・指導方法や学習活動の普及・支援は，国

によって様々で，国や州による研修を充実させて

いる国もあれば，大学や民間団体等に委ねている

国もある。多くの国で，ウェブサイトを通じた学

習活動に関する情報提供（事例や教材，学習・評

価ツールなど）が実施されている。

資質・能力を育成する学習活動の展開における，

特徴的な取組や新たな方向性としては，各国とも，

育成すべき資質 ･能力に対応した学習活動の検討

が進んでいる。探究やプロジェクトベースの学習，

協働学習を重視する傾向がほぼ各国共通に見られ

る。また，ドイツに見られるように，インクルー

ジョンに対応して個に応じた授業を推奨している

国もある。「アクティブ・ラーニング」という語

を用いている国もあれば，そうでない国もあるが，

いずれの国においても，求められる資質・能力を

育成するための授業改善として，子供の主体的な

学習活動や協働的な学習を推進するなどの工夫，

学習評価の改善などが既に定着していたり，現在

明示的に推進されていたりしている。

（ウ）  諸外国の教育課程と学習活動の整理（理

科編）

「世界各国で資質・能力の育成はどのように進め

られているか」における，具体的な教科（理科）

について，『資質・能力を育成する教育課程の在

り方に関する研究」研究報告書３～諸外国の教育

課程と学習活動（理科編）～』として取りまとめた。

学習活動の視点から主な概要を示す。生徒たち

が主体的に学習に取り組めるような活動的な授業

のデザイン（生徒全員がミニホワイトボードに自

分の考えを書き込み，教室内で他者と意見を交流

することや，理由を説明させること，学習した知

識を活用して，新しい解決策やアイデアを考え出

させるといった授業の展開）（イギリスでの事例），

「コミュニケーション」については，学習者をペア，

小グループ，クラス全体と柔軟に学習集団を変え

ることにより，生徒間のコミュニケーションと実

験操作の機会を確保，また，話合いを促進させる

手法とし，「プレースマット」「考えを口に出して

言う」を利用（カナダでの事例），「科学の探究ス

キル」における「コミュニケーションすること」

に関しては，学際的カリキュラムにおいて複数の

教科の内容や見方・考え方について意見交換や議

論をする場面を用意（オーストラリアでの事例），

グループ活動を中心とする授業により，科学的意

思疎通能力を育成（韓国での事例）論題に対する

自分の立場を決め，自分の意見を自由に，妥当性

をもって発表し討論することによって批判的思考

力などの科学的思考力と科学的意思疎通能力を育

成（韓国での事例）が挙げられた。

（４）評価

ア．研究目的の達成状況

目標に沿って順調に研究が進められている。平

成 28 年度は，最終年度に当たり，全体の取りま

とめを計画している。

イ．研究成果の普及状況

求められる資質 ･能力とそれを実現する教育課

程の在り方について，学会発表や学校訪問等にお

いて説明を重ね，全国の学校や教育研究所・セン

ター，教育研究者から高い関心が寄せられた。寄

せられた意見やレヴューを反映して，より具体的

でわかりやすい説明を教育関連雑誌等に掲載して

普及に努めた。
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４．「学校いじめ防止基本方針」がいじめの未然防止に果たす効果の検証

〜中学校区が共通に取り組む事例を中心に〜

（１）区分

プロジェクト研究

（平成平成 26 〜 27 年度の第２年次）

（２）研究組織

研究代表者　頼本 維樹（生徒指導・進路

　　　　　　指導研究センター長）

所内委員　５名

所外委員　８名

事務局　滝　　充（生徒指導・進路指導研

　　　　究センター総括研究官）

（３）目的と成果

ア．目的

平成 25 年の「いじめ防止対策推進法」の制定

に伴い，日本のすべての学校は「学校いじめ防止

基本方針」（以下，「学校基本方針」）を策定する

とともに，それを実行に移すことが求められた。

この「学校基本方針」が従来のいじめ対策マニュ

アル類と大きく異なるのは，いじめの未然防止が

重視されている点と，PDCA サイクルに沿って実

効性のあるものにしていくことが求められている

点にあると言える。

ところで，中学校におけるいじめの未然防止は，

実効性を期待するならば，中学校の前段階である

小学校の取組から始めていく必要がある。例えば，

小中間の取組に齟齬があるような場合や同一中学

校区内の小学校間で取組に温度差があるような場

合，中学校におけるいじめの未然防止はより困難

なものとなるからである。すなわち，「学校基本

方針」は，各学校が独自に策定するよりも，同一

中学校区内の全小中学校において一貫性を持って

策定されることが望ましいと考えられる。また，

PDCA サイクルにおける検証についても，小中学

校をまたいで行われる必要がある。そうでなけれ

ば，小学校段階で問題が顕在化しなければよいと

いう，中学校への問題の先送りでしかない一時し

のぎ的な取組で終わる小学校が続出しかねない。

そこで，本研究では，中学校区単位で「学校基

本方針」を策定・実施することが，いじめの未然

防止等に対してもたらす効果を検証し，「学校基

本方針」のより望ましい策定の在り方や実効性の

ある PDCA サイクルの進め方を模索することを目

的として実施するものである。

なお，中学校区の取組による成果を検証するに

当たり，以下のⓐⓑの調査を，その分析に資する

ようⓒⓓⓔの調査を行う。（各調査の実施時期に

ついては次ページの図を参照）

ⓐ いじめ質問紙調査：いじめの経験率を正確に測

定するため，生徒指導・進路指導研究センター

の「いじめ追跡調査」で実施している質問紙を

用いた調査を年に２回ずつ児童生徒を対象に実

施する。

ⓑ 取組評価アンケート調査：「学校基本方針」に

即した取組を検証するため，生徒指導・進路指

導研究センターの「魅力ある学校づくり調査研

究事業」で実施している質問紙に準じた調査を

各学期末に児童生徒を対象に実施する。

ⓒ 観察調査：小中が合同で行う「学校基本方針」

に関する協議の際の教職員の様子，「学校基本

方針」に即した取組を実施中の児童生徒の様子

などについて，観察法によるデータ収集を行う。

ⓓ 取組記録用紙による調査：「学校基本方針」に

即した取組の実施中の児童生徒の様子，実施後

の教職員の評価などについて記録してもらい，

「学校基本方針」通りの実施がなされたかの確

認と分析の参考とする。

ⓔ ヒアリング調査：年に数回，各学校の研究担当

者を招いたヒアリングを行い，分析の参考とす

る。
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イ．成果

上記目的を達成するために，1 年次目に引き続

き，以下の日程で調査を実施した。

・ 平成 27 年５月

 ⓔ第４回ヒアリング調査

・ 平成 27 年５〜６月

 ⓒ第５回観察調査（省略）

・ 平成 27 年６月下旬

 ⓐ第３回いじめ質問紙調査

・ 平成 27 年７月中旬

 ⓑ第４回取組評価アンケート調査

・ 平成 27 年８月

 ⓒ第６回観察調査

・ 平成 27 年９月

 ⓔ第５回ヒアリング調査

・ 平成 27 年 11 月下旬

 ⓐ第４回いじめ質問紙調査

・ 平成 27 年 12 月中旬

 ⓑ第５回取組評価アンケート調査

・ 平成 28 年１月初旬

 ⓒ第７回観察調査

・ 平成 28 年１月下旬

 ⓔ第６回ヒアリング調査

・ 平成 28 年１月中旬

 ⓑ第６回取組評価アンケート調査

・ 平成 28 年 3 月下旬

 ⓒ第８回観察調査

（４）評価

ア .研究の進行状況

前述の通り，計画に従って順調に調査を実施し

た。

イ．期待される成果

平成 26-27 年度の調査結果から，中学校区単位

で「学校基本方針」を策定・実施することが，い

じめの未然防止等に効果をあげることが検証され

た。

サイクルで取り組んだ具体的な内容や検証結果

については，平成 28 年 6 月に作成予定の生徒指

導支援資料の中でとりあげ，平成 28 年度の夏季

休業中における各学校の校内研修で活用できるよ

うにする予定である。
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５．インクルーシブ教育システム構築に向けた

学校施設に関する基礎的調査研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 26 ～ 27 年度の第２年次）

（２）研究組織

研究代表者　磯山武司

　　　　　　（文教施設研究センター長）

所内委員　6名

所外委員　10 名

（３）目的と成果

ア . 目的

平成 24 年 7 月に公表された中央教育審議会初

等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けた

インクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育の推進（報告）」では，障害のある幼児児

童生徒と障害のない幼児児童生徒が，できるだけ

同じ場で共に学ぶことを目指すべきであり，その

ための環境整備が必要との方向性が示されてい

る。また，「障害者差別解消法」の平成 28 年 4 

月 1 日の施行により，国や地方自治体等における

合理的配慮の提供が義務づけられる。施設面にお

いても，障害のある幼児児童生徒が，公立小中学

校の普通教室などを含む一般の学校施設を利用す

るに当たり，障害種に応じた合理的配慮の提供が

必要となる。

本調査研究は，学校施設・設備に焦点を当て，「合

理的配慮」及びそれの基礎となる「基礎的環境整

備」に関する知見を得ることを目的に実施した。

イ . 成果

文部科学省の「インクルーシブ教育システム構

築モデル事業」の採択校を対象としたアンケート

調査等を行い，障害種に応じた学校施設に関する

合理的配慮及び基礎的環境整備について，施設・

設備の種類，設置場所，経費等の情報を得た。調

査対象校で先行して行われた施設・設備に関する

合理的配慮等の内容を，障害のある児童生徒等の

障害種別（※）に整理・分析した結果，いずれの

障害種においても，主に校内の移動や学習・生活・

安全面に即した施設・設備の整備が，合理的配慮

として提供されていることが明らかとなった。

例えば，肢体不自由のケースでは，段差解消の

ためのスロープ，多機能トイレ，手すり，体温調

整のための空調設備，高さ等の調節可能な机・椅

子，児童生徒の交流を意識した教室配置などの取

組が見られた。

基礎的環境整備では，スロープ，エレベーター，

手すり，トイレ等，基本的なバリアフリー対応が

実施されていた。

事例分析を踏まえ考察した結果については，学

校設置者等の検討の参考に資するよう，以下の観

点から，施設・設備の合理的配慮の提供に当たり

留意すべき事項として提示した。①施設の計画・

設計プロセスの構築，②合理的配慮と基礎的環境

整備の検討，③校内環境のバリアフリー化，④発

達，障害の状態及び特性等に応じた配慮，⑤災害

時等への対応，⑥交流及び共同学習を支えるため

の配慮，⑦施設整備によらない創意工夫による対

応

また，分析対象とした 109 事例を収録したデー

タベース「インクルーシブ教育システム構築支援

学校施設データベース」を開設した。対象児童生

徒等の障害種，在籍状況，合理的配慮の観点，施

設・設備の整備状況それぞれの項目で検索が可能

である。

（※） 視覚障害，聴覚障害，知的障害，肢体不自由，

病弱・身体虚弱，言語障害，自閉症，情緒障害，

学習障害（LD），注意欠陥多動性障害（ADHD）

（４）評価

施設・設備に関する合理的配慮等の具体的な整
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備内容及び検討に当たって留意すべき事項を明ら

かにすることができた。報告書及びデータベース

については，報道発表と併せ各都道府県教育委員

会や国立大学法人等に周知し，データベースは国

立特別支援教育総合研究所と相互リンクさせた。

報告書の概要は教育関係のメディアに掲載され

た。
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６．非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究

（１）区分

プロジェクト研究（平成 27 ～ 28 年度）

（２）研究組織

研究代表者　遠藤 利彦（総括客員研究員）

所内委員　10 名

所外委員　17 名

オブザーバ　4名

事務局： 大塚 尚子（国際研究・協力部）

 篠原 郁子（生徒指導・進路指導

 研究センター）

（３）目的と成果

ア．目的

人の生涯に亘る適応を支える能力として，旧来

は学力に代表される認知的能力に関心が向けられ

てきた。しかしながら近年，生涯適応を予測する

ものとして，認知的ではない側面の能力，「非認

知的能力」こそが持つ重要性が注目されている。

ただし，「非認知的能力」とは一体どのようなも

のなのか，その整理は十分に進んでおらず，「非

認知的能力」が指す内容，子供たちにおける発達

や実態について知見をまとめることが必要だと考

えられる。

本研究では，非認知的能力と称されるものにつ

いて，特に社会情緒的コンピテンスに着目し，第

１の目的として関連する学問領域における先行知

見の整理と専門的知識の収集を行う。第 2の目的

として，子供達を対象に代表的なコンピテンスに

ついて測定を試みる。科学的知見・専門的知識の

収集，整理，さらには国内での予備的測定を行う

ことで，非認知的能力についての具体的議論，国

内課題の明確化，今後の調査設計に資する知見を

得ることとする。

イ．成果

第１の目的について，子供達の社会情緒的コン

ピテンスの発達と内容については発達心理学，教

育心理学，発達科学等の分野，非認知的能力の効

果についは教育経済学等の分野で研究の蓄積が進

んでおり，それらの知見を幅広く収集して整理を

行った。平成 27 年度においては，乳児期，幼児期，

児童期，青年期の各発達の時期ごとに，発達と行

使が認められる主要な社会情緒的コンピテンスの

具体的な内容の明確化を行った。さらに，各コン

ピテンスについて，これまでの実証研究で用いら

れている科学的測定や記述の手法について情報を

収集した。

第二の目的について，乳児，幼児，児童・生徒

を対象に社会情緒的コンピテンスの測定を実施し

た。乳児，幼児については言語能力に依存しない

行動観察，個別の実験等の方法を用いて，小サン

プルではあるが発達早期のコンピテンスの測定と

記述を行った。児童・生徒については自己報告式

の質問紙への回答が可能となることから，小・中・

高校生を対象に一定規模における調査を実施し

た。

（４）評価

乳児期から青年期に亘り漸次的に発達する社会

情緒的コンピテンスの具体的内容について，各発

達段階ごとの様相を示すとともに，発達段階をま

たいだ全体像をとらえるという視点からも整理を

行った。特定の発達段階のみならず，その前後を

見渡した発達の進み方を理解し，それを支える教

育について検討する際に有効な資料となるよう工

夫した。また，幅広いコンピテンスについて，自

分に関わる領域，他者に関わる領域，自他関係に

関わる領域という 3つの領域に整理し，社会情緒

的コンピテンスの具体像の把握がすすむように示

した。

測定実施について，乳幼児期については実験や

観察を行うことでこの時期のコンピテンスを客観

的指標に基づき記述できること，さらに，測定結
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果に基づいて個人や環境の特徴との関連について

分析が可能になることを示した。小・中・高校生

の調査について，平成 27 年度の調査の後，28 年

度にも追跡調査を実施予定であり，2 時点の調査

に基づいて子供たちのコンピテンスの実態把握

と，社会的適応との関連について知見を得ること

としている。
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（１）区分

プロジェクト研究

（平成 27 年度～平成 28 年度の一年次）

（２）研究組織

研究代表者　梅澤　敦

　　　　　　（教育課程研究センター長）

所内委員　８名

所外委員　14 名

事務局　 銀島文（教育課程研究センター総

合研究官）， 

小久保智史（同センター学力調査

課長）， 

間嶋哲（同センター学力調査課専

門職）

（３）目的と成果

ア．目的

本研究は，全国学力・学習状況調査の調査結果

を基に，複数年度に渡るデータ分析を実施するこ

とで，データ活用方法の開発を行うとともに，デー

タの二次分析から得られる知見を明らかにするこ

とを目的とし，次の研究課題を設定して実施した。

「①学校や教育委員会における学力向上に効果

的な取組に関する事例研究」については，調査結

果の経年変化を概観し，データ活用の観点から，

学校や教育委員会を対象としたケーススタディを

実施し，学力向上に効果的な取組を明らかにする

こととした。「②調査結果のデータベースの構築

及び多様な二次分析のための基礎研究」について

は，教科に関する調査結果と質問紙調査結果との

相関分析，国語と算数・数学の相関分析，記述式

設問の詳細分析等，多様な二次分析を試行するこ

ととした。

イ．成果

（ア）  学校や教育委員会における学力向上に効果

的な取組に関する事例研究

複数年度に渡る調査結果を概観し，次の事項を

基準として学力向上の取組の成果が上がっている

と推測される学校を選定し，試行的に訪問調査を

行った。

・  就学援助率が一定以上の学校において教科に

関する調査結果が比較的良好

・  通塾率が一定以下の学校において教科に関す

る調査結果が比較的良好

・  過去の調査で見られた課題に関連する問題の

解答状況が比較的良好（小学校国語：引用に

関する理解，小学校算数：割合に関する理解）

その結果，各学校が，児童生徒等の実態を踏ま

えた取組を行いながらも，授業改善の方向性を全

校で共有し，一体的・組織的に取組を進めるとと

もに，個々の教科に関するつまずきの生じやすい

ポイントについては，教材や発問を工夫したり，

単元や学年を超えて計画的に繰り返し指導したり

するなど，児童生徒の意識を高める指導の工夫を

行っていることが具体的に明らかになった。今回

の試行的な調査の結果を踏まえ，二年次において

実施する調査を通じて，より精緻な分析を行って

いくこととしている。

（イ）  調査結果のデータベースの構築及び多様な

二次分析のための基礎研究

・  教科に関する調査結果と質問紙調査との相関

分析や国語と算数・数学の相関分析につい

ては，過去の調査結果のデータを概観し，分

析の視点や今後の分析の課題について確認し

た。特に，質問紙調査の結果については，（ア）

に関連し，訪問調査校に係る教科の学習に関

連する質問紙の調査結果を概観することで，

二年次の訪問調査の際，学校の選定に際して，

質問紙調査の結果を選定の基準に含めること

の有用性を確認した。

・  記述式設問の詳細分析については，過去の調

７．全国学力・学習状況調査の二次分析に関する研究
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査における記述式設問の解答を整理し，デー

タベースを構築した。

（４）評価

研究目的の達成状況については，研究期間の一

年次として，これまでの調査結果に係るデータの

整理を行いつつ，試行的な調査や分析を行うこと

により，二年次の分析に向けて視点を整理し，課

題について確認することができた。
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８．小学校英語教育に関する調査研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 27 年度～ 28 年度の第 1年次）

（２）研究組織

研究代表者　大野 彰子（国際研究・協力部長）

所内委員　10 名

所外委員　10 名

事務局　 国際研究協力部 沼野総括研究官 

教育課程研究センター 直山教育課

程調査官

（３）目的と成果

ア．目的

平成 23 年度より小学校において第 5・6学年（高

学年）で外国語活動が必修化された。今後の学習

指導要領改訂において，外国語活動を小学校第 3

学年（中学年）への導入と拡大し，高学年の外国

語活動を，教科として実施することが検討されて

いる。

そのような状況に当たり，現在，研究開発学校

（英語教育強化地域拠点校を含む。以下同じ）に

おいて，低 ･中学年からの外国語教育活動の導入，

また教科としての外国語教育を実施する等の研究

がなされ，更に教育特例校においても同様の実践

がなされている。そこで，本研究では，中央教育

審議会の審議を踏まえ，これらの先進的な取組の

状況を把握分析することを試みる。把握分析に当

たっては，特に英語教育実施の際に，現場で有用

な情報とされる目標，指導方法，指導者（人材の

育成と指導力の向上，外部人材の活用を含む），

評価の四つの観点を中心に行う。同時に諸外国の

取組事例についても調査する。また小学校の英語

教育に係わる諸課題についても整理し，それらの

分析も試みる。

これらを基に，目標，指導法，指導者，評価の

在り方の事例を，小中連携の視点及び目標 ･指導・

評価の一貫性といった視点から客観的な立場にお

いて整理分析することで，小学校における外国語

教育について有用な（情報）エビデンスを提供す

ることを目的とする。

イ．成果

（ア） 管理職・教員対象 Web 調査

平成 27 年 6 月 8 日から 7月 20 日にかけて管理

職・教員を対象とした Web 調査を実施した。調査

対象校は小学校外国語教育に関係する研究開発学

校及び教育課程特例校 2042 校（悉皆）。この内対

象外の学校が 11 校あったため，最終的な依頼校

は 2031 校であった。

調査協力校数は 1495 校で，学校参加率は 73.6%

であった。また管理職調査の有効回答数は 1393，

回答率は 68.6% であった。教員調査の回答数は

11760，回答率は 87.3% であった。

管理職・教員調査の結果については，速報とし

て平成 27年 12月に本省関連部局への提供を行っ

た。

（イ） 児童対象質問紙調査

平成 27 年 10 月 19 日から 11 月 13 日にかけて，

外国語教育をうける児童を対象とした児童調査

を実施した。調査対象児童は，先に実施した管

理職対象 Web 調査の結果に基づいて抽出した 100

校 519 学級の児童 15629 名である。学校参加率は

100%，学級参加率は 99%，児童参加率は 97% であっ

た。

児童調査の結果については，速報として平成

28 年 3 月に本省関連部局への提供を行った。

（ウ） 国内の先進事例

小学校外国語（英語）教育において，先進的試

みを実施している都道府県市の内，岐阜県，高知

県，広島県，京都市，鳴門市の先進事例について，

開始時期・カリキュラム・指導者・教員研修・小

中連携の実施状況・成果・課題の 7つの観点から

事例をまとめた。
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（エ）諸外国の実施状況文献調査

英語を外国語として小学校のカリキュラムに取

り入れている国の中から，韓国，タイ，台湾，中

国，フィンランドの実施状況について文献調査を

行った。

（４）評価

管理職・教員対象 Web 調査から，研究開発学校・

教育課程特例校における小学校外国語（英語）教

育の実施状況を把握することができた。

児童対象質問紙調査からは，「授業の好き嫌い」，

「授業への積極的参加」，「授業内容の理解」，「授

業内容への興味」等に関する知見が得られた。

管理職・教員対象 Web 調査，児童対象質問紙調

査のそれぞれの結果については，今後内容を精査

し分析を進めることとしている。
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９．幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 27 年度～平成 28 年度：１年次）

（２）研究組織

研究代表者　掘越　紀香

　　　　　　（初等中等教育研究部　

　　　　　　総括研究官）

所内委員　　８名

所外委員　　14 名

事務局　 山田亜紀子（研究企画開発部　総

括研究官）， 

一見真理子（国際研究・協力部　

総括研究官）， 

本田　史子（教育課程研究センター

基礎研究部　総括研究官）

（３）目的と成果

ア．目的

現在日本では 5 歳児の 95％が幼稚園，保育所，

認定こども園等に通い，家庭外での幼児教育を経

験しており，より望ましい幼児期の教育・保育を

提供し，育ちと学びを保障する必要がある。その

ためには，幼児期の教育・保育の質（構造の質と

保育プロセスの質）を高めるための方策の検討と

同時に，その質を捉えるための共通指標が求めら

れる。また，幼小接続期は，国際的にも重要な時

期として注目され，就学前教育と学校教育をつな

ぐ質の高いカリキュラムが重視されており，日本

でも子供の実態に沿った教育・保育内容やカリ

キュラムの再検討が求められている。政府は，段

階的な幼児教育無償化の実現などを重要政策課題

として掲げているが，そのエビデンスを得るには

幼児期から児童期にかけての縦断研究が必要であ

る。本プロジェクトでは，縦断研究に向けた基礎

的な知見を得ること，幼小接続期に関して幼稚園

教育要領改訂や保育所保育指針改定に資する研究

を行うことを目的とする。具体的には，１）全国

の幼小接続期のカリキュラムの収集・分析と，育

ち・学びを支える力を捉える手法の検討，２）幼

児期の教育・保育の質を捉える評価指標の検討と，

園内研修での活用について研究する。

イ．成果

（ア）  全国の幼小接続期カリキュラムの検討，幼

小接続期の育ち・学びを支える力を捉える

指標の検討 

全国の幼小接続期カリキュラムを作成した自治

体のカリキュラムを収集し，その共通点や着目す

べき点を分析した。幼小接続期カリキュラムは，

平成 20-23 年度から平成 24-27 年度にかけて約 2

倍に増加していた。適切に構成されているカリ

キュラムは，目指す子供の姿や育てたい力が明確

であり，アプローチカリキュラムとスタートカリ

キュラムを貫く柱立てが設定され，つながりが明

確だった。

また，幼小接続期の「育ち・学びを支える力」

（社会情動的スキル）等を客観的に捉える指標（案）

を作成した。その指標を含む質問紙調査を，協力

園 5園で 5歳児の担任保育者と保護者を対象に実

施した。次年度 1年生調査を実施予定である。

さらに，幼小接続期カリキュラムの作成・実践

に取り組む K市教育委員会を訪問し，聞き取り調

査を行った。「人をつなぐ・組織をつなぐ・教育

をつなぐ」をキーワードに，担当者が 4月に市内

全域の 1年生を訪問する等して，研修や研究を意

欲的に進めていた。

（イ） 教育・保育の質を捉える評価指標の検討

国内外で使用されている幼児期の教育・保育

の質を捉える評価指標（ECERS，SSTEW，CLASS，

SPARK）について文献調査を行った。また，日

本の幼児教育・保育の質を適切に捉えるため，

ECERS3等の評価指標と面接調査を協力園で実施

し，海外との学びの捉え方の相違等の課題を明確
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化した。

（４）評価

上記のような成果が得られたことから，プロ

ジェクト研究の 1年次における目的は達成したと

考えられる。なお，（ア） 全国の幼小接続期カリ

キュラムの検討結果については，「幼児教育研究

センター」のホームページに一部公開した。
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１０．児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成， 

配置，研修に関する総合的研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 27 年度～平成 28 年度の第一年次）

（２）研究組織

研究代表者　  大杉昭英　 

初等中等教育研究部長

研究副代表者　 渡邊恵子　 

教育政策・評価研究部長

所内委員　13 名

所外委員　29 名

事務局　 藤原文雄 

（初等中等教育研究部総括研究官）

　　　　　 小松幸恵 

（生涯学習政策研究部総括研究官）

班長　 【教員等の養成・研修に関する研究班】　　　　　　　

松尾知明 

（初等中等教育研究部総括研究官）

　　　 【教職員等の配置に関する研究班】 

藤原文雄 

（初等中等教育研究部総括研究官）

（３）目的と成果

ア .目的

本研究は，我が国の教育改革の進展を踏まえな

がら，これからの教育を担う教員の資質・能力と

学校組織全体の総合力を高めるための方策検討に

資する知見の提供を目的として，次の①から④の

課題について研究を進めることとした。なお，「教

員等の養成・研修に関する研究班」が課題①・②

を，「教職員等の配置に関する研究班」が課題③・

④を担当した。

①教員・管理職等の養成・研修内容及びシステム

② 諸外国における教員養成及び研修の基準である

教師教育スタンダード

③我が国の教職員配置と教育効果

④ 学校組織全体の総合力を高める教職員配置とマ

ネジメント

課題①では，教員の養成・研修の改善や管理職

等の養成 ･ 研修に関する課題について検討する，

課題②では，諸外国における教員養成及び研修の

基準である教師教育スタンダードの設計とその運

用について検討する，課題③では，どのような教

員配置のもとで学級編成がなされ，どのような評

価が行われることで教育効果を高めるかについて

検討する，課題④では，我が国や諸外国において，

学校組織全体の総合力を高めるためにどのような

教職員配置と教職員を生かすマネジメントを実施

しているかについて検討することとした。

イ .成果

（ア）「教員等の養成・研修に関する研究」

先の課題①の教員の養成・研修に関しては，学

習科学研究のレビューから，教員研修プログラム

の質を向上するだけではなく，プログラムを包含

するシステム全体を検討対象にする「社会的デザ

イン実装研究」が重要だということを確認し，「同

じ内容の教員研修プログラムであっても，研修に

おける学びの持続性・重層性・発展性を保証する

観点でプログラムをデザインし，それらの条件を

満たすシステムも形成した方が『学び続ける教員』

を生み出しやすい」という仮説を設定し，２県の

教育センターの研修を取り上げて研究を進めた。

その結果，システム面での「持続性」や「重層性」

が受講者の自発的な「発展性」を生み，様々なラ

イフステージにある教員が互いを学びのリソース

としながら継続的に学び続けることを促すことが

示唆された。

次に，課題②に関しては，米国，英国，ドイツ，

フランス，フィンランド，オーストラリア，シン

ガポール，ニュージーランドの教師スタンダード

を研究対象として分析を行った。そして，教員養

成（ドイツ），採用試験（フランス）など，教師
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スタンダードを特定の目的で活用している国もあ

るが，米国や英国では教員のライフコース全体を

踏まえた共通のスタンダードを使用しているこ

と，また，オーストラリア，ニュージーランド，

シンガポールなどは初任・熟達・指導教員などの

資質 ･能力を重層的に示していることなどを明ら

かにした。さらに，英国では活用のしやすさを考

慮してシンプルな基準に改定している点，米国，

オーストラリア，ニュージーランドでは基準とと

もにルーブリックを設定している点，そして，シ

ンガポール，ニュージーランドでは職能開発と教

員評価とを密接に関連付けている点などを特徴と

してまとめた。

（イ）「教職員等の配置に関する研究」

課題③に関しては，形成的評価に着目して，効

果的なフィードバックを行うために必要な評価基

準の準備をはじめとした学習計画等の教師同士に

よる共同と，これらの準備を踏まえた実施が，配

置される教員数及び学級規模によって違いが見ら

れるかについてどのような方法で測定ができるか

について研究を進め，ウェラブル・センサーを活

用する方法を開発した。第二年次において，この

方法による調査を行うこととした。

課題④に関しては，「チームとしての学校」を

よりよく運営する上で重要な役割を果たす副校

長・教頭の機能強化に関わる調査研究を行った。

そして，副校長・教頭による学校運営事務・業務

については，高等学校・特別支援学校よりも小学

校・中学校の方が幅広く関与していること。また，

意識面においても高等学校・特別支援学校よりも

小学校・中学校の方が理想的な関与の仕方と現実

の関与の仕方との間に差があることなどを明らか

にした。さらに，一般行政採用よりも教育行政採

用の学校事務職員の方が管理職の方針を踏まえた

戦略的行動及び支援的関わりの程度が大きいと副

校長・教頭が認識していることなども明らかにし

た。　

（４）評価

上記のような成果が得られたことから，プロ

ジェクト研究の第一年次における目的を達成した

と考えられる。

なお，研究成果のうち，課題①については，「教

育委員会と大学の連携による教員研修プログラム

に関する調査報告書」としてまとめ，また課題④

についても「副校長・教頭の職務状況に関する調

査研究報告書」としてまとめ，それぞれ文部科学

省関係局課に提供したほか，ウェブで公開した。



- 24 -

１１．大学生の学習実態に関する調査研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 25〜 27年度の第 2年次）

（２）研究組織

研究代表者　濱中義隆

            （高等教育研究部総括研究官）

所内委員　　４名

所外委員　　４名

事務局　　　濱中義隆

（３）目的と成果

ア . 目的

1990 年代以降の大学改革の取組の中で，大学

教育改善のための様々な施策（教育課程の体系化，

組織的な教育の実施，授業計画の充実，全学的な

教育マネジメントの確立など）が進展する一方，

これらの制度改革が十分な実効性を上げるために

は，学習の主体である学生の学習行動，とりわけ

自律的な学習時間の確保・増大が不可欠であると

の認識が政策的にも高まってきた。

本研究は，全国の大学生を対象とする大規模調

査により，学生の学習行動の実態を把握するとと

もに，大学における教育課程の編成や授業の在り

方など環境的要因と学生の行動・意識との間の相

互作用を分析することにより，今後の大学教育に

対する政策的支援や制度改革を考える上で有用な

知見を提供することを目的とする。

イ . 成果

（ア） 大規模調査（本調査）の集計結果の公表

平成 26 年度に日本学生支援機構の『学生生活

調査』と共同で実施した，全国の大学生・短期大

学生約4万3千人を対象とする大規模調査の集計・

分析結果を公表した。大学・昼間部についての主

な知見は以下の通りである。

･  １週間あたりの平均学習時間は，授業への出

席約 20 時間，授業の予習・復習等約 5時間，

授業と関係のない学習約 2.5 時間（いずれも

１・２年生の平均値）であり，東京大学大学

経営・政策センターが 2007 年度に実施した

「全国大学生調査」の集計結果と比較してほ

とんど変化していない。

･  1 学期に 15 科目以上履修している学生が１

年生で 35％，２年生で 26％。３年生の前期

までに半数以上の学生が卒業要件の８割に相

当する単位を修得している。授業の予習・復

習の時間の不足と併せれば「単位の実質化」

が進展しているとは言い難い。

･  一部の学生の経済的状況の困窮を背景とし

て，アルバイト時間の過多が社会的に注目さ

れているが，長時間のアルバイトは，授業の

予習・復習の時間には影響しているものの，

授業への出席を大きく妨げてはいない。また，

学生の家庭の経済状況と学習時間，大学での

成績の間には明確な相関は確認されない。

･  理解がしやすい教授方法の工夫，グループ

ワーク等の参加型の授業形態，教員からのコ

メントの返却等，授業内容，教授方法，授業

形態面での改革は進行している。

･  専門分野に関する知識経験だけでなく，「問

題を見つけ解決方法を考える力」，「ものごと

を批判的に考える力」等，いわゆるジェネリッ

クスキルの獲得に対して授業の経験が役立っ

ていると回答した学生は 60％以上。授業の

経験が役に立ったと考える学生の比率は増加

している。

･  自身の能力に対する自己評価は，外国語を除

き，学年の上昇とともに向上。授業の経験が

役に立ったとする項目ほど能力の向上も大き

い

（イ） 試行調査の再分析

平成 25 年度に実施した試行調査のデータを，



- 25 -

「大学における教育内容等の改革状況調査」とマー

ジすることにより，各大学・学部における教育改

善の取組が学生の学習行動等に与える影響の分析

を行った。

その結果，学生の自主的な学習時間を増加させ

る取組は極めて少なく，学生各人の学習に対する

構えや態度に依存するところが大きいこと，ただ

し本プロジェクトが実施したような学修行動調査

の実施は，授業の予習・復習，授業と関連のない

学習の時間を有意に増加させること，「教育課程

を通じ，キャリアに関して身につけるべき知識や

能力の明確化と到達度の評価」，「学問や大学教育

全般に対する動機付けのためのプログラム」の実

施は，各種の能力の獲得に対する授業の経験の役

立ち度に対して安定的にプラスの効果を有するこ

と，などを明らかにした。

（４）評価

大規模調査の集計・分析結果については，社会

的に注目されているトピックを扱っていることも

あり，公表後，複数のマスコミ報道で取り上げら

れる等，社会的にも一定の評価を得られたものと

考える。

また，本プロジェクトを通して収集した調査

データは，中央教育審議会大学分科会での配布資

料（基礎データ集），私立大学等の振興に関する

検討会議での報告資料として等，文部科学省の審

議会，有識者会議等において，プロジェクト期間

終了後も活用されている。したがって，同種の調

査を継続的に実施し，大学教育の現況に関する信

頼性の高いデータを継続的に収集・分析していく

体制の構築が望まれる。

この点に関して，本プロジェクトでは，調査対

象となる大学，学生各位の負担の軽減を図るため

に，日本学生支援機構が継続的に実施してきた『学

生生活調査』との共同調査を企画した。しかし，

初めての試みであったがゆえに，調査票の作成，

実査，データ処理等における役割分担，データの

利用範囲，公表の時期や方法において，事前の十

分な準備が不足し，実施計画にやや遅れが生じた

ことは否めない。本プロジェクトの成果を発展し，

継続的な調査研究の実施体制を構築するために，

今回の調査で得られた教訓を活用していくことが

必要である。
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１２．大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 26 年度～ 27 年度の第２年次）

（２）研究組織

研究代表者　 川島啓二 

（総括客員研究員，元高等教育

研究部長，九州大学基幹教育

院教授）

所内委員　5名

所外委員　12 名

事務局　　 高等教育研究部　朴澤泰男総括 

研究官，立石慎治研究員

（３）目的と成果

ア．目的

本研究の目的は，近年政策的関心が高まってい

る大学のガバナンスに，①機関レベルにおける組

織運営改革，及び②改革の担い手，という二つの

視点からアプローチし，その実相を解明すること

にある。高等教育機関の機関レベルでの組織運営

改革は強く推進されている一方で，改革の進捗及

びこれがもたらした結果を包括的に検証する試み

が十分行われているとは言い難い。また，マネジ

メント人材の重要性が繰り返し強調されながら

も，今後の高等教育機関の運営においてどのよう

な人材が必要になるのか，人材，さらには彼／彼

女らが持つ能力を生かす適正な配置・処遇とはど

のようなものになるのかということは，依然，焦

眉の急の課題として残されている。本研究は，正

にこうした研究上の空白に迫るものであり，また，

今後の政策形成や教育改革，各大学の取組を支援

するものでもある。

研究の実施に際しては，組織及びその意思決

定の在り方に大きな影響を与えるガバナンス

の在り方とともに，機関研究（Institutional 

Research: IR）や教職員の能力開発（Professional 

Development），など，組織としての大学に新たに

備わった，あるいは，その重要性の認識がますま

す強まった機能に特に着目する。これらが高等教

育改革全体の中にどう関連付けられているか，そ

してそれらを担う人材に求められているのはどの

ような能力であるのか。これらを切り口とするこ

とで，高等教育機関の組織改革の具体を描き出し，

その実相を解明する手掛かりとする。

イ．成果

組織運営改革の中でも，教育組織，教員（研究）

組織の分離（教教分離）を行った大学を対象とす

る聞き取り調査（11 大学）の結果をまとめた中

間報告書を刊行した。

また，大学（大学院大学や通信教育課程のみを

置く大学等を除く。）の学長を対象とする質問紙

調査を実施して，教教分離にとどまらない，広く

大学の組織運営に関する我が国の実態の把握に努

めた。

以上の事例研究の結果と質問紙調査の結果に加

え，大学の組織運営改革に関する多面的な考察を

深めた論考を収録した最終報告書を刊行した。

①　組織運営改革

同じ教教分離であっても，各大学の特徴や文脈

に応じて，改革の目的や過程が異なっていること

が明らかになった。教育ニーズに対して学部学科

制では対応しきれないとの認識の共有から実施さ

れたケースや，人員配置の合理化など，教学，経

営の双方の要因が見いだされた。

質問紙調査の結果からは，国公私立の全体とし

て「新しい教育プログラムを作りやすい」，「学際・

融合分野の教育が充実する」などを理由とする教

教分離が多い一方，国立に限定すると，「人員削

減に対応しやすい」という理由による改組を行う

場合も少なくないこと等が明らかになった。

聞き取り事例に基づく考察から，2000 年代後
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半に行われた教教分離においては「教育の論理」

に立って実施に至った事例が散見されていたの

が，2010 年代に実施された事例については人員

配置の「合理化」「効率化」といった側面も見て

取れることが示唆された。

②　改革の担い手

組織改革の担い手に必要な能力という点で検討

を行った。訪問調査事例において見いだされた改

革を実現にこぎ着けた人物の特徴として，対話型

リーダーシップや，改革に対する一貫した姿勢

（“ぶれない”という表現が多用される），学内情

勢への深い理解などが挙がった。

事例研究では，学長を支える人材として，当該

大学出身者や初職から当該大学に勤めていると

いった，在職経験が長い教員，そして，学部長を

経験することで当該大学の状況を熟知している教

員が，学長の改革を進める上で大きな役割を担っ

ている事例が見られた。改革の方向性や内容を共

有する学外人材が，改革をリードする事例も見ら

れた。

質問紙調査からも，以上の知見と整合的な事実

が明らかとなっている。学長になるまでに，管理

職（特に部局長，評議員，副学長，他大学の管理

職）として実力を発揮した人物が後年，学長となっ

ていくプロセスの存在が示唆された。

聞き取り事例に基づく考察からも，教教分離の

実施を担当した学長は当該大学での職務経験を有

する内部昇格者で，かつ，組織の内部に精通して

いることが改革を実施する上で重要な意味を持っ

た面があることが見受けられた。

（４）評価

事例研究により，強く推進されている高等教育

機関の機関レベルでの組織運営改革の実相は，個

別具体の文脈を含み込みながらも明らかにするこ

とができた。

こうした個別機関の実相についての理解を基盤

としつつ，質問紙調査によって，我が国の全国的

な実態について把握できた。質問紙調査は，調査

対象 747 校のうち 512 校（68.5％）から回答を得

ており，郵送調査としては高い回収率を達成でき

た。

さらに，既に得ている事例調査のデータを利活

用して分析・考察を重ねることにより，組織運営

改革について多面的な理解を深めることができ

た。

報告書は，大学団体や，高等教育研究関連機関

を中心に配布した。実際に教教分離改革を検討し

ている大学から問合せを受け，研究成果に基づく

知見を提供した。
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１３. 多様なパートナーシップによるイノベーティブな

生涯学習環境の基盤形成に関する研究

（１）区分

プロジェクト研究

（平成 26 ～ 27 年度の第２年次）

（２）研究組織

研究代表者　 岩崎久美子 

（生涯学習政策研究部総括研究

官）

所内委員　11 名

所外委員　11 名

（３）目的と成果

ア．目的

グローバル化 , 高齢化や高度な情報化が進み，

社会が複雑化・多様化する中で，社会的課題に応

じた学習の必要性がますます強く認識されるよう

になっている。このような社会的要請を受けて，

学習資源を有効に活用し，問題解決に至る継続的

で優れた学習環境の基盤を形成するため，様々な

学習機関では，地域内だけではなく，地域を越え

た公共・民間の事業体や専門家のコミュニティと

の多様なパートナーシップを模索するようになっ

た。

その理由の第一は，学校教育・社会教育・生涯

学習機関は，多様な主体とパートナーシップを結

びネットワークの基盤を形成することで，教育の

制度的・組織的・地域的限界を越え，国内外の社

会関係資本，高度で専門的な知的資源や文化的資

源を，地域の学習環境に導入することができる。

第二は，その資源の蓄積や交流を通じて，優れた

社会的成果や教育効果が生まれ，地域の発展に貢

献できるイノベーティブな学習環境（技術革新だ

けではなく，社会デザインの革新を含む）の創出

が可能となる。

以上のような学習環境の充実を達成するため，

①教育機関間のパートナーシップの実態把握

② パートナーシップ形成による教育的効果や社会

的成果の検証

③ イノベーティブな学習環境の創出条件の分析

④ イノベーティブな生涯学習環境を形成する先進

的政策モデルの開発を行い，日本の教育政策発

展のための新たなパースペクティブを提供する。

イ．成果

（ア）質的調査

・国内の先進的事例調査

国内で先駆的と考えられる取組を選び，他機関

との連携の目的，連携に至った経緯，連携が進展

した条件，連携のメリットと効果，連携を進める

上での課題等，について訪問聴取し，34 件の事

例を取りまとめた。その内容に従い，１「行政主

導のまちづくり」，２「市民による地域活性化」，

３「連携支援」，４「子育て支援」，５「教材提供」，

６「青少年育成」，７「公民館・図書館・博物館

を中心にした教育連携」，８「芸術振興」，９「大

学による地域連携」，10「国際連携」の 10 領域に

分類し，事例集に収録した。

・海外の先進的事例調査

OECD によるイノベーティブな学習環境に関

するプロジェクト（The Innovative Learning 

Environments,ILE）で取り上げられた事例 38 校

を参照し，そのうち，際立った特徴を持つ７校

（オーストラリア２校，カナダ１校，ドイツ１校，

フィンランド１校，スペイン１校，メキシコ１校）

を取り上げ，翻訳の監訳作業を行い，事例集に収

録した。

（イ）量的調査

生涯学習環境に寄与するメゾレベルの環境や実

践に対する連携・協働に関し，昨年度実施した①

中間支援組織調査に加え，本年度は，②企業調査

（教育 CSR 活動により表彰等の対象になっている

企業），③行政調査（都道府県，市区町村：悉皆
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調査）を実施し，その結果を分析して，報告書と

して取りまとめた。

（４）評価

教育における行政と企業，NPO 等との連携・協

働に関し，中間支援組織や，教育 CSR 活動を実施

している企業を対象に行われた大規模調査は類が

ない。また，都道府県と市区町村対象の悉皆調査

として実施した行政調査では，回収率が都道府県，

市区町村ともに約 8割から９割と高く，いずれも

実態把握のためのデータの取得がなされた。

これらのデータを，平成 27 年 12 月に出された

答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向け

た学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進

方策について」に基づく施策等を裏付けるデータ

として，更なる分析により活用されることが望ま

れる。
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１４．ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（PISA）

（１）区分

国際研究協力経費

（平成 12 年度～）

（２）研究組織

OECD － PISA 調査プロジェクト・チーム

調査総括責任者　大野彰子

　　　　　　　　（国際研究・協力部長）

所内プロジェクト・チーム　38 名

事務局

大塚尚子（国際研究・協力部）

今岡二郎（国際共同研究室　係長）

（３）目的と成果

ア．目的

OECD（経済協力開発機構）が進める PISA 調

査（Programme for International Student 

Assessment）は，多くの国で義務教育修了段階に

ある 15 歳児を対象に，将来生活していく上で必

要とされる知識や技能をどの程度見に付けている

かを測定することを目的としている。2000 年か

ら 3年ごとに，読解力，数学的リテラシー，科学

的リテラシーの 3分野で実施され，そのうちの一

つが中心分野として詳細に調査されている。

本研究所は所内プロジェクト・チームを中心に，

文部科学省と密接な連携をとりながら，我が国に

おける PISA 調査の運営及び実施に当たっている。

また，関連の各種国際会議に出席し，調査の国際

的，全体的な運営を始め，調査問題の開発，各国

における調査の実施とその調整，データの分析等

に当たっている。

イ．成果

PISA 調査ではこれまで，2000 年，2003 年，

2006 年，2009 年，2012 年，2015 年と６回にわたり，

それぞれ読解力，数学的リテラシー，科学的リテ

ラシーを中心分野とする本調査を実施。また，そ

れぞれ１年前の 1999 年，2002 年，2005 年，2008

年，2011 年，2014 年には調査問題確定のための

予備調査を実施した。

2015 年調査はコンピュータ使用型調査に全面

的に移行し，科学的リテラシーを中心分野としつ

つ，読解力・数学的リテラシー・協同問題解決

能力調査を実施した。平成 27 年度には，平成 27

（2015）年 6～ 7月に PISA2015 年本調査（調査問

題・質問調査）を全国の高等学校 197 校（198 学科）

で実施し，約 6,700 名のデータを収集，国際セン

ターに提出した。さらに，PISA2018 年調査の準

備を開始している。

今年度の PISA 関係業務は以下のように列挙さ

れる。

〇 PISA2015 本調査関連： 調査対象生徒の抽出（4

月），調査対象校への説明会（5 月），調査問題等

の確定・学校連絡（4-6 月），学校での実施支援（6-7

月），採点・データ提出（8-9 月）

〇 PISA2018 年調査関連：　革新分野（グローバル・

コンピテンス）の枠組み開発や新規読解力問題開

発への国際的な参画（10-1 月），翻訳準備（2-3 月）

PISA の調査結果は，毎回，本調査実施の翌年

12 月に公表され，各国の教育行政担当者や学校

関係者等に様々な影響を与えている。PISA2015

年調査の国際結果公表は，主要三分野が 2016 年

12 月，協同問題解決能力が 2017 年に予定されて

いる。

調査の成果のうち，本研究所による主な刊行物

は『生きるための知識と技能―OECD 生徒の学習

到達度調査（PISA）2012 年調査国際結果報告書

５―』（明石書店，平成 25 年 12 月）他，『PISA

の問題できるかな？』（明石書店，平成22年10月），

『PISA から見る，できる国・頑張る国２　未来志

向の教育を目指す：日本』（明石書店，平成 24 年

３月）多数あり，教育関係者に活用されている。

また，PISA 調査の結果に対する反響が大きい

ため，調査結果及び研究の成果の普及にも力を入
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れている。これまで，公表後に調査の国際的な

総括責任者であるシュライヒャー OECD 教育・ス

キル局長を招いた講演会を行うとともに，平成

26 年度は OECD 及び 4 か国から専門家を招いての

教育改革国際シンポジウム「国際比較から見る

今後の教育・教育政策とは－ PISA・TALIS 調査

が与えた影響 -」を開催した。平成 24 年度から

は，OECD による調査結果の分析として毎月 PISA

調査のホームページに掲載されている「PISA in 

Focus」を随時翻訳し，日本語版として同じホー

ムページに掲載し，日本向けの情報発信にも取り

組んでいる。

（４）評価

【政策の企画立案への反映の観点から】

OECD-PISA 調査はその着想当初から，客観的に

自国の教育をみるという各国政府の政策的関心や

必要性に応えることを，調査の開発，実施，分析

の方針としてきたが，我が国においても，その分

析結果は，学習指導要領の改訂など文部科学省の

各種施策や中央教育審議会等の議論に生かされて

きた。例えば，PISA2006 年調査結果（2007 年 12

月公表）を踏まえ，学習指導要領の改訂におい

て，授業時間数を増やすことや算数・数学及び理

科の内容を一部前倒しで実施すること，子供の学

習意欲や興味関心を高めることが基本方針とされ

た。『第 2期教育振興基本計画』（平成 25 ～ 29 年

度）においては，「『生きる力』の確実な育成」の

成果目標において，PISA を含む国際的な学力調

査の平均得点を調査参加国中トップレベルにする

ことや，習熟度レベルの上位層の増加，下位層の

減少などが，今後目指すべき成果指標として挙げ

られた。また，PISA 調査の概念や調査手法，調

査問題等は，文部科学省の全国学力・学習状況調

査など様々な学力テストに影響を与えており，コ

ンピュータ使用型調査，更に問題解決能力を測る

調査である点が，現在検討中の高大接続改革にお

ける新テストにおいても参考とされている。

【教育委員会・学校等での活用及び影響の観点から】

PISA 調査が評価しようとする能力について，

重要性が広く認識されるようになり，都道府県や

市町村等で実施されている学力調査問題や入試問

題の開発に当たり，PISA 調査で用いられた問題

例を参考にするところも少なくないほか，教員採

用試験や各種研修資料に PISA 調査の問題が活用

されている。

【学術研究の観点から】

これまで妥当性，信頼性のあるデータや指標に

よって，生徒の学習到達度に焦点をあてて教育の

成果を客観的にみるということが十分行われてお

らず，世界的にこうしたデータや指標に対する要

請が高まっている。PISA 調査はこれに学術的に

応えるものである。これまで国際的に行われてき

た IEA（国際教育到達度評価学会）の調査手法を

はじめとする学術的な成果の評価を基に，OECD

を中心に我が国を含む加盟国の専門家が新たにそ

の開発に努力してきたものが PISA 調査である。

こうした国際的な協力を必要とする大規模な調査

に，本研究所の関係者が直接かかわることによっ

て，世界的な学術的関心，最新の学術成果，さら

には国際比較の手法について学ぶことができる。

最近では，PISA2009-2012 年調査におけるデジ

タル読解力・コンピュータ使用型数学的リテラ

シー・問題解決能力調査（いずれもオプション）

などの国際的な経験を通じて，日本においてもコ

ンピュータ使用型（CBT）の学力調査や ICT 活用

能力の調査に対する学術的な関心が高まるといっ

た影響をもたらしている。

【研究成果の社会への還元の観点から】

PISA 調査の結果公表の際に，新聞各紙が第一

面で調査結果を取り上げたほか，テレビ等のメ

ディアにおいても調査結果が大きくとりあげられ

ている。また，調査結果は学術論文をはじめ各種

論考，雑誌論文，記事，メディア等で学力に関す

る分析では必ずといってもよいほど引用されてい

るほか，高い成績を収めている国について様々な

研究者，教育関係者，その他関心のある人がそれ

ぞれの視点から分析するなど，多方面に多様な関

心と分析のきっかけを与え続けている。
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１５．ＯＥＣＤ国際成人力調査（PIAAC）

（１）区分

国際研究協力経費

（平成 21 年度～）

（２）研究組織

研究代表者　 笹井宏益 

（生涯学習政策研究部）

事務局　　　 小松幸恵 

（生涯学習政策研究部）

所内委員　　5名

所外委員　　7名

（３）目的と成果

ア．目的

国際成人力調査（PIAAC）は OECD（経済協力開

発機構）が進める 16 ～ 65 歳の成人を対象とする

調査で，各国の成人が日常生活や職場で必要とさ

れるスキルをどの程度身に付けているか，またス

キルの活用状況等について明らかにすることを目

的としている。

国際成人力調査では，成人一般に求められる汎

用的スキルのうち，「読解力」「数的思考力」及び「Ｉ

Ｔを活用した問題解決能力」の３分野のスキルに

ついて直接測定する他，対象者の学歴，職歴，学

習活動への参加状況などについて尋ねる「背景調

査」を実施した。

我が国における調査実施機関は当研究所であ

り，生涯学習政策研究部及び国際研究・協力部で

実務を行う一方，その時々の課題に関する専門

的な助言を得るため，所内外の専門家からなる

PIAAC 国内調査の実施に関する研究会を組織し，

国内調査の準備・実施に当たってきた。

イ．調査結果の概要

日本では 2011 年８月から 2012 年２月に実施調

査を行い，11,000 人を対象者として抽出し，そ

のうち約5,200人が調査に参加した。調査終了後，

当研究所内に専属メンバーからなる PIAAC 事務室

を設置し，調査結果の分析や報告書の作成に向け

た準備を進め ,2013 年 10 月に OECD から結果発表

と併せて，我が国でも同日，日本版報告書の刊行

を行った。

（『成人スキルの国際比較 -OECD　国際成人力調

査（PIAAC）- 報告書』（平成 25 年 10 月）を参照）。

今回の調査結果では，日本の成人は読解力と数

的思考力において，世界トップレベルのスキル習

熟度を有していること（平均得点で参加国中第 1

位），IT を活用した問題解決能力については，コ

ンピュータ調査を受けなかった者を分母に含めれ

ば OECD 平均並みであるが，コンピュータ調査を

受けた者の平均得点では参加国中第 1位となって

いる。

（４）評価

【調査研究事業の達成状況】

国際的に定められたスケジュール及び技術基準

に従って必要な作業を進めた結果，日本のデータ

は信頼性が高いことが OECD によって確認されて

おり，適切な調査結果を得ることができた。

【調査研究成果の分析状況】

これまで，背景調査とのクロス分析をとおして，

分析の深化を図ってきた。例えば，全般的に年齢

との関係ではどのスキルも 30 歳前後でピークを

迎え，徐々に低下していく傾向にあるものの，我

が国は加齢にもかかわらず高い水準を維持してい

るという傾向を明らかにしたリ，他国との比較に

おいて，我が国は，学歴や職業，両親の学歴によ

るスキル習熟度の差が他の参加国と比べて小さい

こと，全ての年齢層で高いスキル習熟度を維持し

ていること等を明らかにしたりした。

平成 27 年度においては，これまでの成果を踏

まえつつ引き続き PIAAC 二次分析を行い，その成

果の一部は，シンポジウムにより一般に公開した。
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１６．ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査（TALIS）

（１）区分

国際研究協力経費

（平成 23 年度～）

（２）研究組織

研究代表者　山田亜紀子（研究企画開発部）

所内研究協力者　10 名

事務局　 松原憲治（教育課程研究センター

基礎研究部）

（３）目的と成果

ア．目的

OECD の国際教員指導環境調査（Teaching and 

Learning International Survey：TALIS）は，学

校の学習環境と教員の勤務環境に焦点を当てた

OECD の国際調査である。教員及び校長への質問

紙調査を通じて，職能開発などの教員の環境，学

校での指導の状況，教員への評価やフィードバッ

クなどについて，国際比較可能なデータを収集し，

教育に関する分析や教育政策の検討に資すること

を目指している。当該データの国際比較分析によ

り，参加国は自国と共通の課題に直面している国

があることを知り，その国の政策アプローチを参

考とすることができる。

我が国においても，このような国際比較分析は

有用であることから，平成 25 年に実施した第２

回調査（TALIS2013）から参加しており，当研究

所が我が国における調査実施機関となっている。

イ．成果

日本では平成 25年２月から３月にかけて，全

国の中学校及び中等教育学校約 200 校の校長・教

員併せて約 3,700 人を対象に調査を行った。当研

究所は，本調査の準備・実施に当たるとともに，

調査結果の分析や国内報告書の作成を進め，平成

26年６月，OECD による国際調査結果の公表に併せ

て国内報告書を刊行した（『教育環境の国際比較

－ OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）2013

年調査結果報告書』（平成 26 年６月））。

この調査結果では，日本の教員は校内の指導者

による支援や他の教員からの指導に関するフィー

ドバックを受けている割合や，教員間の授業見学

などの実施割合が高く，かつ，そのことが指導実

践の改善や仕事の満足度に大きく好影響を与えて

おり，教員が学び合う校内研修や授業研究などの

伝統的な実践が指導の改善や意欲の向上につな

がっていることが確認された。研修については，

日本では高い学力にもかかわらずなお多くの教員

が様々な分野で研修の必要性が高く，自己研さん

への意欲の高さがうかがえるが，実際の参加日数

は比較的短く，参加への障壁については業務との

兼ね合いをあげる教員が特に多いなど，職務の多

忙さが職能開発への参加を困難にしている状況が

分かった。また，日本の教員の１週間あたりの勤

務時間の合計は54時間と参加国中最長であったが

（参加国平均は38.3時間），授業時間は平均よりや

や少なく，その他の業務（課外活動，事務業務，

授業計画・準備など）の時間が長いことが示され

た。特に，課外活動は参加国平均2.1時間に対し

日本は7.7時間で最長であった。校長への質問では，

教員や支援職員等人材の不足を指摘する校長が参

加国平均を大きく上回っていた。さらに，指導に

関する教員の自己効力感については，「批判的思考

を促す」「勉強ができると自信を持たせる」など

主体的な学びを引き出すことについての教員の自

己効力感が参加国に比べてかなり低く，また，生

徒がICTを活用する割合は参加国中最低であった。

平成 27 年度は，参加国会合（BPC）に出席し，

TALIS の長期戦略や 2018 年調査の方向性などに

ついて参加国の間で議論した。

（４）評価

国際調査結果の公表に合わせて国内報告書を刊

行し，全国の教育委員会や学校関係者に配布する
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とともに市販本により広く普及を図ることがで

き，目標を達成した。調査結果は新聞等でも大き

く報道され，教育委員会や学校関係者からも勤務

時間に関する結果について多くの問合せがなされ

るなど注目を集めた。

また，その後文部科学省において，教職員定数

における予算要求の資料として活用されたり，中

央教育審議会における教員養成に関する議論や，

「チームとしての学校」に関する議論で資料とし

て使用されるなど，教員政策や学校運営に関する

政策の企画立案に貢献した。

なお，2018 年調査では，日本は，コア調査で

ある中学校のほか，オプションである小学校につ

いても調査参加予定である。
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１７．ＩＥＡ 国際数学 ･理科教育動向調査（TIMSS）

（１）区分

国際研究協力経費

（平成 25 ～ 28 年度の第３年次）

（２）研究組織

研究代表者　銀島文（総合研究官）

所内委員　　20 名

所外委員　　43 名

事務局　　　松原憲治（総括研究官）

　　　　　　（平成 27 年３月まで）

　　　　　　萩原康仁（総括研究官）

（３）目的と成果

ア．目的

「国際数学・理科教育動向調査」（TIMSS，通称ティ

ム ズ： Trends in International Mathematics 

and Science Study）は，国際教育到達度評価学

会（IEA： International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement，本部：

オランダ）が企画，実施する国際共同研究調査で

ある。1964 年実施の第１回国際数学教育調査か

ら続くもので，1995（H7）年以降 4年ごとに実施

されている。

TIMSS の目的は，児童生徒の算数・数学及び理

科の教育到達度を国際的な尺度で把握し，指導方

法や学習環境等の諸要因との関係について調査研

究を行うことである。我が国においても，客観的

データに基づく国際調査研究が教育の向上・改善

に寄与するものであることから積極的に参加して

おり，国立教育政策研究所が日本の代表機関と

なっている。

国立教育政策研究所は，日本における IEA 加盟

機関として昭和 36 年に加盟して以来，50 年以上

にわたって IEA による国際共同研究調査に参加し

ている。これまでに我が国が参加した，TIMSS 関

連の調査には，下記のものが挙げられる。

・  第 1 回国際数学教育調査（FIMS）（昭和 39 

（1964）年実施）

・  第 1 回国際理科教育調査（FISS）（昭和 45 

（1970）年実施）

・  第 2 回国際数学教育調査（SIMS）（昭和 56 

（1981）年実施）

・  第 2 回国際理科教育調査（SISS）（昭和 58 

（1983）年実施）

・  第 3 回国際数学・理科教育調査の第 1段階調

査（TIMSS1995）（平成 7 （1995）年実施）

・  第 3 回国際数学・理科教育調査の第 2段階調

査（TIMSS1999）（平成 11 （1999）年実施）

・  国際数学・理科教育動向調査の 2003 年調査

（TIMSS2003）（平成 15 （2003）年実施）

・  国際数学・理科教育動向調査の 2007 年調査

（TIMSS2007）（平成 19 （2007）年実施）

・  国際数学・理科教育動向調査の 2011 年調査

（TIMSS2011）（平成 23 （2011）年実施）

イ．成果

現在，TIMSS2015 年調査が進行しており，世界

の約 60 カ国／地域が参加し，小学校約 9000 校か

ら約 26 万人，中学校約 8000 校から約 24 万人が

参加している。

我が国においては，小学校150校，中学校150校，

合計 300 校を対象として，平成 27（2015）年 3

月に調査を実施した。調査対象校の学校長，教師，

児童生徒，保護者，都道府県・政令指定都市の教

育研究所・教育センター，教育委員会，全国教育

研究所連盟等にも御協力を頂いている。

平成 27（2015）年度は，平成 27（2015）年 3

月に実施した本調査の採点とデータ処理を行っ

た。国際結果の公表は平成 28（2016）年 11 月に

予定している。

ウ．研究経過

【本調査実施後の資料確認】

平成 27 年 3 月に実施した本調査では，調査
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実施に必要な基本情報の Web 登録を可能にする

「TIMSS 登録システム」を開発して使用した。調

査実施後に回収した資料の確認作業においても，

「TIMSS 登録システム」が活用された。

【本調査の採点・データ入力】

本調査後に回収した調査資料について，教科

の問題については採点及びデータ入力を実施し，

質問紙調査についてはデータの入力を実施して，

データ処理を行った。

【カリキュラムに関する調査】

各国のカリキュラムに関する調査と，算数・数

学と理科の問題ごとのカリキュラムの扱いに関す

る調査が実施され，我が国の解答を国際本部に提

出した。

（４）評価

我が国における算数・数学及び理科の学力への

関心は高く，これまでの TIMSS に関する調査結果

は，中央教育審議会等（総会や教育課程部会，算数・

数学専門部会，理科専門部会等）において参考資

料として提出され，教育課程改訂の審議に資する

資料となった。TIMSS2015 年調査の結果も，これ

までと同様に我が国の算数・数学及び理科教育の

在り方を評価・改善する指針となり得るものであ

り，社会に与える影響が大きいものと考えられる。

TIMSS は教育課程研究センター及び基礎研究部

が中心となり，教育課程研究センター研究開発部，

研究企画開発部，国際研究・協力部の研究官や教

育課程調査官，学力調査官が参画する全所的プロ

ジェクトである。所外の国内専門委員として研究

者や教員，教育委員会の指導主事等も参画してお

り，所内委員を含む国内専門委員会で調査方法や

問題の検討・調査結果の分析を行う体制をとって

いる。

調査内容や結果の概要等は，国立教育政策研

究所及び文部科学省のホームページにおいて閲

覧可能である。2011 年調査の結果は，国内報

告書『TIMSS2011 算数・数学教育の国際比較』

『TIMSS2011 理科教育の国際比較』として公刊し

ている。
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１８．教育改革国際シンポジウム

（１）区分

シンポジウム

（２）研究組織

国立教育政策研究所国際研究・協力部

（３）テーマ・開催日時・会場

「初等教育段階における英語教育を考える

 ―グローバル人材の育成に向けて―」

平成 28 年１月 19 日（火）13:00 ～ 17:00

文部科学省３階講堂

（４）目的と成果

ア．目的

社会の急激なグローバル化が進展する中で，国

際的に活躍し，我が国の成長の牽引力となる「グ

ローバル人材」の育成は急務であり，こうした背

景から，政府の各方面でグローバル人材育成に関

する各種提言が出されている。こうした提言など

を受け，文部科学省では英語をはじめとする外国

語教育の強化に取り組んでおり，特に小学校にお

ける英語教育に関しては，現在５年生から行われ

ている外国語活動の導入学年の早期化や，教科化

などについて検討を進めている。こうした状況の

中で，小学校における英語教育に関する政策の動

向をはじめ，その成果や課題，今後の英語教育の

在り方について，国内外の先進事例を共有し，こ

れからの学校現場において求められる取組につい

て知見を広げ，議論を深めることを目的として，

シンポジウムを開催した。

イ．成果

第一部では，上智大学言語教育研究センター 

吉田研作センター長から「これからのグローバル

人材育成と小学校における英語教育」と題する基

調講演が行われた。まず，児童生徒の英語力に課

題があることのほか，海外留学や海外勤務に対す

る若者の意欲の低さや英語に対する自信のなさな

どの現状について説明がなされた。次に，我々日

本人は「ネイティブ・イングリッシュ」を目指す

べきかという問題提起がなされ，ノンネイティブ

であっても，英語に多く触れることで英語に対す

る積極的な態度が育成されるという研究成果も踏

まえ，「国際共通語としての英語」の習得の重要

性が述べられた。また，最近の施策の動向とし

て「グローバル化に対応した英語教育改革実施計

画」について紹介があったほか，小学校高学年に

外国語活動を導入したことの成果として，児童生

徒の外国語に対する積極的な態度が育成されたこ

と，英語に慣れ親しむことができたことなどが各

種調査結果を用いて紹介された。その上で，指導

者の育成が小学校英語の今後の課題として述べら

れた。

続いて各国・地域の発表として，台湾，タイ，フィ

ンランド，岐阜県からそれぞれの国・地域におけ

る英語教育の取組について講演が行われた。

台北教育大学 ヤミン・タイ副教授は，「台湾の

初等教育段階での英語教育」と題して講演を行っ

た。台湾においては 2005 年より小学校３年生か

らの英語教育を導入していること，導入に当たっ

ては，質の高い教員や英語を使う機会の確保，教

員の能力差の解消や補習プログラムの実施などと

いった均質な英語教育の保証に課題があることに

ついて紹介があった。こうした課題への対策とし

て，英語を母語とする教員の確保や英語村の整備

等といった環境整備の取組について紹介があっ

た。

シーナカリンウィロート大学 ポンピモン・プ

ラソンポーン講師は，「タイの初等教育段階での

英語教育」と題して講演を行った。タイにおいて

は，2008 年の基礎教育コア・カリキュラムに基

づき，初等学校１年生から英語教育が必修になっ

ていること，英語教育の水準を向上させる上で

「ヨーロッパ言語共通参照枠」（CEFR）を取り入れ
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ていることについて紹介があった。一方，大部分

の児童生徒は英語を使用することに自信がないな

どといった課題があることから，英語力を強化さ

せる取組として，会話を積極的にプログラムに取

り入れていること，英語キャンプやコンテストな

どコミュニケーションの実践を推進し，語学の才

能を伸ばすための環境整備を行っていることにつ

いて説明があった。

フィンランド国家教育委員会 アヌ・ハルバリ

参事は，「言語の学びと教えの変容―フィンラン

ドにおける基礎教育コア・カリキュラムの改善」

と題して講演を行った。フィンランドにおいては

2016 年８月に基礎教育段階へ新たなコア・カリ

キュラムの導入を予定していることや，フィンラ

ンドにおける英語の位置付けについて紹介があっ

た。その上で，言語教育は生涯にわたるプロセス

であるとして「全ての教員が語学教員であるべき」

との提言がなされたほか，何のために英語を学ぶ

のかを常に問い続け，英語教育の目標を明確化す

ることの重要性について説明があった。

岐阜県教育委員会 山田誠志指導主事は，「小・

中学校を通じた系統的な英語教育の実現に向け

て」と題して講演を行った。岐阜県における英語

拠点校区事業の取組や成果のほか，英語教育に系

統性を持たせるため，小・中学校で一貫性のある

目標を設定していることについて事例を交えて説

明した。さらに，継続性のある指導方法として，小・

中学校における英語の読み書きの指導について具

体的な取組の紹介があった。

第二部は関西外国語大学 新里眞男教授をコー

ディネーターとし，第一部の講演者をパネリスト

とするパネルディスカッションが行われた。休憩

中に回収された質問票により多数の質問が寄せら

れ，これらにパネリストが回答するという形で進

行した。質問は第一部の講演内容を踏まえ，指導

者の在り方やその研修，授業で扱う内容，教材，

教授法，目標設定と評価など，多岐にわたった。

パネリストからは，国際共通語としての英語を身

につけるためには自分の言葉で伝えるなどの実践

が重要であること，英語で何ができるかを明確に

することが大事であること，教員と子供又は子供

同士のインタラクションが重要であること，教育

の成否を担う教員が最も重要であり学校種を超え

て学び合いながら英語教育に取り組んでいく必要

があるなどの意見が出された。

（５）評価

参加者は 354 名（申込者 467 名）と非常に盛況

であった。その内訳は，一般（教育委員会・教員

含む）299 名，大使館関係者 14 名，文科省・国

研 36名等であった。

参加者からのアンケートでは，「大変参考になっ

た：53.8％」「ある程度参考になった：43.4％」

と合計約 97％の参加者から良い評価を得た。

具体的な意見としては，「海外の具体的な取組

が参考になった」「今後の英語教育の方向性や現

場で取り組むべき課題が明らかになった」等の肯

定的意見が多く寄せられた。一方で，「パネルディ

スカッションではパネラー同士の横のつながりが

あるともっと良かった」「教員養成や研修につい

ても取り上げてほしかった」等の意見もあった。
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１９．教育研究公開シンポジウム

（１）区分

シンポジウム

（２）研究組織

教育政策・評価研究部

（３）テーマ，開催日時，会場

テーマ： 「小中一貫教育の制度化と展開～小

中一貫教育の先導的取組を踏まえ

て～」

日　時： 平成 27 年８月 24 日（月） 

14:00 ～ 17:30

場　所：文部科学省講堂

（中央合同庁舎７号館３階）

（４）目的と成果

ア．目的

小中一貫教育については，教育再生実行会議の

第５次提言や中央教育審議会答申「子供の発達や

学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な

教育システムの構築について」において制度化が

提案され，学校教育法の改正が行われた。これに

より，小中一貫教育を行う新たな学校種である義

務教育学校が制度化され，義務教育学校に準じた

形で一貫した教育を行う小中一貫型小学校・中学

校も制度化された。

研究所のプロジェクト研究である「初等中等教

育における学校体系に関する研究」（研究代表：

渡邊恵子教育政策・評価研究部長）においても，

このような政策動向を踏まえ，小中一貫教育の円

滑かつ効果的な導入に資するために，その成果と

課題について調査研究を行った。

本シンポジウムは，この調査研究の分析を基に，

小中一貫教育の狙いを生かした効果的な教育活動

を進めるためにどのような取組が必要なのか，ま

たその取組を行うに当たっての課題は何かなどに

ついて，参加者とともに考えることを目的として

開催された。

イ．成果

全国から，小・中学校や教育委員会の関係者な

ど 285 名の参加があった。

冒頭，大槻達也所長から，シンポジウムの開催

趣旨説明を交えた挨拶が行われた。

続く第１部では，文部科学省初等中等教育局初

等中等教育企画課教育制度改革室の今井裕一室長

から，「小中一貫教育の制度化について」と題す

る基調講演が行われ，小中一貫教育の背景，全国

的な小中一貫教育の広がりと取組の実態，小中一

貫教育の成果・課題等が文部科学省の「小中一貫

教育等についての実態調査」などに基づいて紹介

された。また，義務教育学校には前期課程６年，

後期課程３年という法律上の区分が設けられてい

ること，国会ではエリート校化しないよう配慮す

るなどの附帯決議がなされたことなどが解説され

た。

第２部は，先述のプロジェクト研究「初等中等

教育の学校体系に関する研究」の一環として実施

した「小中一貫教育の成果と課題に関する調査研

究」を基に，青森中央学院大学の高橋興教授，当

研究所の名誉所員であり大阪体育大学教育学部長

である工藤文三教授及び教育政策 ･評価研究部の

屋敷和佳総括研究官の３名による研究報告が行わ

れた。

まず，高橋教授は，「小中一貫教育　導入のね

らいと手順」と題して報告を行った。小中一貫教

育導入の狙いについては，今井室長の説明に加え，

学校統廃合との関わりが見られる場合もあると述

べるとともに，訪問調査事例から，標準的な導入

の手順を整理した。

次いで工藤教授は，「教育課程の編成と運営の

視点から」と題し，小中一貫教育の先導事例では，

教科担任制や乗り入れ授業の実施など，授業を展

開する場面に大きな特色があること，学年段階の
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区分の設定については多様な意味づけがなされて

いることを明らかにし，今後の課題を指摘した。

さらに，屋敷総括研究官は，「小中一貫教育　

学校の組織と運営」と題して，小中一貫教育が成

果を上げるためには学校組織の一体化が鍵になる

こと，小中一貫教育の取組には大きく三つの段階

があること，そして，学年段階の区切りの運営が

大事であることなどを報告した。

後半の第３部では，奈良市教育委員会の石原伸

浩参事と呉市教育委員会の寺本有伸教育部長によ

る実践報告の後，渡邊恵子教育政策 ･評価研究部

長をコーディネーターとし，基調講演者，研究報

告者も加わり，パネルディスカッションを行った。

まず，フロアからの質問に対しては，質問票を

介して 53 件も寄せられたことから，各パネリス

トからまとめて答える形をとった。質問は多岐に

わたったが，教員定数，乗り入れ授業の実際，９

年間の目標やカリキュラム作成の方法など，小中

一貫教育の導入や実践に直結するものが多かっ

た。

次に，義務教育学校や小中一貫型小学校・中学

校を導入する場合にポイントとなる教育委員会の

学校支援の在り方についてディスカッションを

行った。パネラーからは，小中一貫教育の導入に

際して重要なことは，教育委員会が教職員の声を

聞きながら主導して進めること，地域との関わり

を大切にすること等であり，また推進・充実のた

めには，教育ビジョンに組み入れた自治体として

の体制づくり，教職員研修の充実，教員の成長実

感を高める仕組み等が必要であるとの発言がなさ

れた。

（５）評価

ア．参加者からのアンケート

「大変参考になった」（52.2％）と「ある程度参

考になった」（42.4％）を合わせた割合は回答者

の 95% に達し，全体として高い評価を得た。アン

ケートの自由意見の記述からは，全国における小

中一貫教育の全体像が明らかにされたこと，そし

て，詳細な実践報告が奈良市と呉市の教育委員会

からなされた点がとりわけ好評であったことがう

かがえる。

イ．新聞記事

『読売新聞』（平成 27 年８月 27 日）と『教育新聞』

（平成 27 年９月 7日）の２紙によりシンポジウム

の内容が記事に取り上げられた。教育新聞は社説

で紹介し，小中一貫教育校の実践を参考に「中１

ギャップ」を解消することが重要だとしている。

ウ．講演依頼

シンポジウムの後，小中一貫教育の推進を検討

する全国数か所の教育委員会・学校から，小中一

貫教育推進連絡協議会等への講師派遣の依頼を受

けている。

エ．文部科学省ホームページからのリンク

シンポジウムの資料を掲載する当研究所ホー

ムページには，文部科学省のホームページ「小

中一貫教育の推進について」（http://www.mext.

go.jp/a_menu/shotou/ikkan/1357575.htm）から

リンクが張られている。
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２０．日中韓国立教育政策研究所会議

（１）開催日時，会場

○平成 27 年 11 月 25 日

○韓国教育開発院（KEDI）（韓国ソウル）

（２）目的と成果

ア．目的

平成 23 年５月，日中韓サミットにおいて「日

本国 ， 中華人民共和国及び大韓民国の三国間で

の人的・文化交流を活発化させ，国民レベルのき

ずなを深めることが重要である」と確認された。

本会議は，これを踏まえ，平成 23 年 11 月に，

日本国の国立教育政策研究所長，中華人民共和国

の中央教育科学研究院長及び大韓民国の教育開発

院長が一堂に会し，各国における教育課題の所在

やこれらの課題に対する各研究機関の取組につい

ての共通認識を深め，研究課題の設定や効果的な

研究方法の開発を行うとともに，三国間の研究協

力の推進によるネットワークの拡充を図ることを

目的とし発足した。

イ．成果

これまで日中韓所長会議における議題は，平成

23 年の第一回会議における「各研究機関の組織

や活動範囲」，平成 24 年の第二回会議における「各

国における教育課題の所在と各研究機関における

取組」，平成 25 年の第三回会議における「各研究

機関のマネジメントとイノベーション，研究の

重点と内容，研究方法とその技術について」，平

成 26 年の第四回会議における「各国の教育政策

の動向と各研究所の最近の取組」及び「児童生徒

の学習に関する共同研究の進捗状況と今後の方向

性」であった。

今回平成 27 年の第五回会議では，本年 5 月に

開催された世界教育フォーラムの成果に基づき

「2015 年以降の教育アジェンダからの示唆」につ

いて各研究所からの説明があり，その後「日中韓

国立教育政策研究所間の今後の協力の在り方」を

議題として討議が行われた。

この討議では韓国から今後は学問的な合同会

議・セミナーを開催すること，また日中韓のみで

なく東南アジアの教育研究機関との協力へ拡大す

ることが提案された。この提案は我が国の考えに

極めて近く，今後の発展が期待されるものとして，

賛意を表明した。中国からも，この提案に賛意が

示された。

その結果，今後は所長による会議のみでなく，

研究者による学問的な合同会議・セミナーを開催

することや日中韓の枠を拡大し東南アジア各国の

教育研究機関（UNESCO バンコク事務所や東南ア

ジア教育大臣機構（SEAMEO）等を含む）との協力

へ拡大することの方向性が合意された。

次回の第六回会議については，平成 28 年 11 月

頃に中国北京で開催される予定である。
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第３章　各研究部（センター）の研究・事業活動

１．研究企画開発部

研究企画開発部は，本研究所の研究・事業活動全体の企画・調整，及び国内の研究機関や教育関係団

体等との連携に係る連絡調整を主な業務としている。

プロジェクト研究については，平成 23 年 11 月に定められた「国立教育政策研究所プロジェクト研究

実施要項」に基づき，新規研究のテーマや研究内容等についての企画調整を行い，平成 28 年度の年度

計画を取りまとめるとともに，実施中のプロジェクト研究についての所長ヒアリングを行った。また，

平成 26 年度終了プロジェクト研究について，研究成果報告会を開催し，研究成果の普及に努めた。

事業活動では，本研究所のシンポジウムの企画調整を行い，平成 27 年 8 月に教育研究公開シンポジ

ウム「小中一貫教育の制度化と展開～小中一貫教育の先導的取組を踏まえて～」，平成 28 年 1月に教育

改革国際シンポジウム「初等教育段階における英語教育を考える～グローバル人材の育成に向けて～」

が開催された。また，平成 28 年度に実施するシンポジウムについて，テーマや企画案の検討を行った。

研究・事業活動

高橋　雅之（部長）　平成27年 8月 3日まで

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 年度～）研究代表者

渡邊恵子（併・教育政策・評価研究部長）平成27年 8月 4日より9月 9日まで

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 年度～）研究代表者

田口　重憲（併・部長（教育研究情報センター長））　平成27年 9月 10日より

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 年度～）研究代表者

山田　素子（総括研究官）　

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 年度～）研究分担者：事務局担当

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 年度～）研究分担者

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成の研究」

（平成 26 年度～）研究分担者

渡邉　倫子（総括研究官）　平成27年 9月 1日より

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 年度～）研究分担者：事務局担当

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 年度～）研究分担者

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成の研究」

（平成 26 年度～）研究分担者
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山田　亜紀子（総括研究官）　

・国際研究・協力活動による研究「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）2018」研究代表者

・ プロジェクト研究「『地域とともにある学校』の推進に向けた教育行政の在り方に関する調査研究」（平

成 26 年度～）研究分担者

・ プロジェクト研究「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究」（平成 27 年度～）研究分

担者

・文部科学省初等中等教育局視学官と併任

篠原　真子（総括研究官）　

・文部科学省生涯学習政策局情報教育課情報教育調査官と併任

小暮　聡子（総括研究官）　

・総務部企画室長

亀田　徹（総括研究官）　

・文部科学省初等中等教育局視学官と併任

福田　光宏（総括研究官）　平成27年 1月より
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２．教育政策・評価研究部

教育政策・評価研究部は，これまでの教育政策の歴史的展開とこれからの展望を踏まえ，教育政策の

立案・実施・評価の基礎となる実証的な調査研究を進めている。

最近の主な研究内容は，急激な社会変化に対応した教育行財政や学校システム構築の在り方の制度・

実態・将来像に関わる基礎的な調査研究や，我が国の文化や歴史などに適合的な教育政策及び教育行財

政の評価の在り方に関する研究と評価手法の開発などである。

具体的な研究手法としては，国内外の実情や理論動向についての分析，歴史的分析，統計分析などを

用いている。

平成 27 年度には，当研究所のプロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」を主に担い，

小中一貫教育の成果と課題の分析，中高一貫教育の現状やその制度化の政策過程の分析，諸外国におけ

る義務教育の年限延長と中等教育の多様化の概要や政策形成プロセスの調査分析を行った。

要請される政策的研究課題に，各研究官の専門性を十分に発揮して組織的に対応できるように，研究

部全体でその条件づくりを目指している。

研究活動

渡邊恵子（部長）

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究代表者

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）副研究代表者

・教員養成教育の評価等のあり方に関する調査研究

植田みどり（総括研究官）

・ プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者・海外

事例班長・事務局

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「ネットワーク組織の手法を活用した学校経営モデルの開発に関する日英比

較研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究代表者

・ 科学研究費基盤研究（B）「『新しい公共』枠組みの下のソーシャル ･ ファイナンスを通じた教育資源

調達手法の研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（B）「人口減少社会における地域共生に資する学校規模・学校適性配置に関する

研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

妹尾渉（総括研究官）

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 ～ 29 年度）研究分担者・事務局

・ プロジェクト研究「非認知能力の発達と科学的検討手法についての研究」（平成 27 ～ 28 年度）研究

分担者

・ 科学研究費基盤研究（B）「学校外教育が学校選択および職業キャリアに及ぼす影響に関する実証分析」
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（平成 26 ～ 30年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（B）「「復興」期における被災コミュニティ再編と子どもの学校生活・　進路に

関する追跡的研究」（平成 25 ～ 29 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「教員の勤務環境とその変化が職能形成に及ぼす諸影響の解明と実践的対応

策の検討」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

橋本昭彦（総括研究官）

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・国際研究・協力活動「日中韓教育政策研究所会議共同研究」（平成 25 ～ 27 年度）分担者

・ 科学研究費挑戦的萌芽研究「学童保育の『質』の検証・評価の手法開発に関する試行的研究」（平成

27 ～ 28 年度）研究代表者

・ 科学研究費基盤研究（A）「多種多様なデータに基づく統計的評価法の総合的研究」（平成 25 ～ 28 年度）

研究分担者

・地方教育通史の刊行状況調査

・学校評価における評価者養成に関する実践的研究

・近世～近代における学校の組織化に関する研究

本多正人（総括研究官）

・ プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者・政策

過程分析班長

・ 科学研究費基盤研究（B）「近年の教育行政関係法制の改正と地方教育行政の変化に関する調査研究」（平

成 27 ～ 30 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「都市自治体の新しい教育政策管理手法の導入・展開・効果に関する研究」（平

成 25 ～ 28 年度）研究代表者

・ 科学研究費基盤研究（B）「効果的な学校運営のための学校財務の実証的研究」（平成 25 ～ 27 年度）

研究分担者

屋敷和佳（総括研究官）

・ プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者・一貫

教育事例班長

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成に関

する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的調査研究」（平

成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「人口減少社会に向けた自治体教育計画の策定と課題に関する研究」（平

成 25 ～ 28 年度）研究代表者

・ 科学研究費基盤研究（B）「人口減少社会における地域共生に資する学校適正規模 ･ 学校適正配置

に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「小学校におけるオープン型教室の変容とその要因構造に関する実証的

研究」（平成 26 ～ 28 年度）連携研究者
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宮﨑悟（主任研究官）

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26～ 27年度）研究分担者・事務局

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費若手研究（B）「市町村合併や圏域化による義務教育行政の広域化に関する研究」（平成 27

～ 29 年度）研究代表者
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３．生涯学習政策研究部

生涯学習政策研究部では，生涯学習社会の実現に向けた政策の企画・立案に資するため，国民の学習

に関する意識やニーズ，成人の知識や技能のレベル・内容，多様な学習活動の評価等に係る基礎的な調

査研究を行うとともに，高齢化，情報化，グローバル化等の社会の変化に伴い生じている様々な課題の

解決を図るための方法や仕組み等についての調査・分析等を行っている。また，OECD（経済協力開発機構）

による国際成人力調査（PIAAC: ピアック）の分析等に関する作業や生涯学習政策の国際比較研究を行っ

ている。

研究・事業活動

笹井　宏益（部長）

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成に関す

る研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ 国際研究・協力活動「OECD 国際成人力調査（PIAAC）」（平成 21 年度～）研究代表者

・資格と学習成果に関する調査研究

・ESD と社会教育行政に関する調査研究

・ボランティアと社会参加に関する調査研究

岩崎　久美子（総括研究官）

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成に関す

る研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究代表者

・ 科学研究費補助金基盤研究 （B） 「教育格差是正のための社会的セーフティーネットシステム形成に関

する総合的研究」（平成 27 ～ 30 年度）研究代表者

・ 科学研究費補助金基盤研究（B）海外学術調査「学校を場とする放課後活動支援の評価と格差是正へ

の効果に関する国際比較研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費補助金基盤研究（B）一般「フランス保守政権下の教育改革に関する総合的研究」（平成

25 ～ 27 年度）研究分担者

小松　幸恵（総括研究官）

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成に関す

る研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究（平　

成 27 ～ 28 年度）事務局

・ 奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開発「地域の教育力とボランティアに関する調査研究（平

成 27 年度　社会教育実践研究センター）委員

・ 国際研究・協力活動「OECD 国際成人力調査（PIAAC）」（平成 27 年度）事務局

福本　徹（総括研究官）

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度） 

研究分担者
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・ 科学研究費補助金基盤研究 （C）「病院訪問教育におけるＩＣＴを活用した思考力・判断力・表現力育

成に関する実践的研究」（平成 27 ～ 29 年度）研究代表者

・ 科学研究費補助金基盤研究 （C）「教員養成と 21 世紀型スキルを考慮した ICT 活用指導力向上プログ

ラムの開発と評価」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 国立特別支援教育総合研究所基幹研究「知的障害教育における『育成すべき資質・能力』を踏まえた

教育課程編成の在り方―アクティブ・ラーニングを活用した各教科の目標・内容・学習評価の一体化

―」（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ 情報教育に関する研究

・デジタル教科書・教材に関する調査研究

・特別支援教育（知的障害，病弱・身体虚弱，等）に関する研究

事業活動

OECD 国際成人力調査（PIAAC）の本調査の結果分析等にかかる作業を行った。
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４．初等中等教育研究部

我が国の初等中等教育にかかる教育政策の企画・立案に資する基礎的調査研究を行うことを目的として，

学習指導や教育評価の改善の在り方，学級編成や教職員配置，学校運営，教員等の養成の在り方などを

中心に，我が国及び諸外国を視野に入れながら調査研究に取り組んでいる。

研究活動

大杉　昭英（部長）

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質 ･能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究代表

・ 科学研究費基盤研究（Ｂ）「社会系教科目における価値学習の開発研究」（平成27～ 29年度）研究代表

・ 科学研究費挑戦的萌芽研究「知識観の特長を生かした社会系教科目の指導と評価の改善に関する研究」

（平成 26 ～ 28 年度）研究代表

松尾　知明（総括研究官）

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質 ･能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者

・ プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境の基盤形成に関す

る研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ 「高大接続システム改革会議「『思考力・判断力・表現力』を構成する能力概念等の検討に関する作業

グループ」委員

・ 科学研究費基盤研究（Ｂ）「コンピテンシーに基づくナショナルカリキュラム開発に関する国際調査

研究」（平成 25 ～ 28 年度）研究代表

・キーコンピテンシーと教育課程のデザインに関する研究

・多文化教育に関する研究

山森　光陽（総括研究官）

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質 ･能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 ～ 29 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「インクルルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的研究」（平

成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（Ｂ）「学級規模と指導・評価方法等が児童生徒の学力の経年変化に与える影響

に関する研究」（平成 25 ～ 28 年度）研究代表

・学級規模が児童生徒に与える影響に関する教育心理学的研究

・形成的フィードバックについての研究
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藤原　文雄（総括研究官）

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質 ･能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「地域コーディネーターと地域連携担当教職員の研修プログラムの開発に関する調

査研究」（平成 28 年度）研究分担者

・ 「中央教育審議会初等中等教育分科会チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会」委員

・「教職員等の指導体制の在り方に関する懇談会」委員

・「小中一貫教育に関する調査研究協力者会議」委員

・イギリスの教職員改革に関する研究

・教職員の人的資源開発，キャリア ･デザイン

・校長，教頭，事務職員に関する研究

白水　始（総括研究官）

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質 ･能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者

・ 高校教育改革 PT「多様な学習成果の評価手法に関する調査研究」事業の評価・支援委員

・「情報活用能力調査に関する協力者会議」委員

・中央教育審議会学校段階別・教科等別ワーキンググループ等（情報ワーキンググループ）委員

・ 「高大接続システム改革会議「『思考力・判断力・表現力』を構成する能力概念等の検討に関する作業

グループ」委員

・ 科学研究費基盤研究（Ａ）「持続的な学びを支える学習科学ポータルサイトの開発と評価」（平成 26

～ 28 年度）研究代表

掘越　紀香（総括研究官）

・ プロジェクト研究「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する調査研究」（平成 27 ～ 28 年度）

研究代表

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質 ･能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（Ｃ）「幼小接続期における戸惑いへの対処とそれを支えるシステムの構築」（平

成 26 ～ 28 年度）研究代表

・幼児教育の質に関する研究

・幼小接続に関する研究
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５．高等教育研究部

我が国の高等教育に係る教育政策の企画・立案に資する基礎的調査研究を行うことを目的として，研究

活動を展開している。とりわけ，グローバルな環境の中での高等教育の質保証が政策の重要課題として

焦点化される中で，学生の主体的な学びを促し，学士課程教育の質的転換を図るための基礎的知見の整

理・分析に努めている。平成 27 年度は，大学の組織運営改革と教職員の在り方，国際的なテスト問題

バンクの普及，大学生の学習実態といったテーマで研究を進めた。

研究活動

深堀　聰子（総括研究官（命）副部長）

・ プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究

分担者

・プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

・ 国際研究・協力事業による研究「チューニングによる大学教育のグローバル質保証‐テスト問題バン

クの取組」（平成 27 年度～）研究代表者 

・チューニング情報拠点（Tuning Japan National Centre） （平成 27 年度～）代表

・ 科学研究費基盤研究（B）「大学の教学マネジメントにおける教育情報の実践的活用及び公表のシステ

ムに関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「若者の自立プロセスと教育の効果に関する研究」（研究分担者）（平成 25

～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（A）「グローバル社会におけるコンピテンシーを具体化する高度教養教育の開発

研究」（平成 26 ～ 29 年度）連携研究者

・大学教育学会課題研究「学士課程教育における共通教育の質保証」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

濱中義隆（総括研究官）

・プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究代表者

・ プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究

分担者

・ 科学研究費基盤研究（B）「教育費負担と進路選択における学生支援の在り方に関する調査研究」（平

成 27 ～ 30 年度）連携研究者

・ 科学研究費基盤研究（B）「人文社会科学系大学教育の内容・方法とその職業的レリバンスに関するパ

ネル調査研究」（平成 25 ～ 29 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（A）（一般）「キャリア・職業教育による高等教育の機能的分化と質保証枠組み

に関する研究」（平成 25 ～ 29 年度）研究分担

・ 科学研究費特別推進研究「2015 年社会階層と社会移動調査研究会」「少子高齢化からみる階層構造の

変容と格差形成メカニズムに関する総合的研究」（平成 25 ～ 29 年度）連携研究者

朴澤　泰男（総括研究官）

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 ～ 29 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究
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分担者

・プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

・ 文部科学省先導的大学改革推進委託事業「経済的理由による学生等の中途退学の状況に関する実態把

握・分析等及び学生等に対する経済的支援の在り方に関する調査研究」（平成 27 年度）研究分担者

・科学研究費研究成果公開促進費「高等教育機会の地域格差」（平成 27 年度）研究代表者

・ 科学研究費若手研究（B）「大学生の中途退学の背景・帰結・抑制政策に関する基礎的研究」（平成 26

～ 28 年度）研究代表者

・ 科学研究費基盤研究（B）「教育費負担と進路選択における学生支援の在り方に関する調査研究」（平

成 27 ～ 30 年度）連携研究者

立石 慎治（研究員）

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 ～ 29 年度）研究分担者

・ プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究

分担者

・プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費若手研究（B）「初期ならびに中期キャリアにおける大学教員の能力形成過程に関する質的

研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究代表者

・ 科学研究費基盤研究（B）「大学教育の内部質保証を担うミドルマネジメント人材の専門性開発に関す

る国際比較研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（B）「高等教育機関における FD・SD を目的とした OR 支援型 IR システムの開発」

（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費挑戦的萌芽「日本の大学生の「留学離れ」の再検討と現状打開に向けた研究と提言の試み」

（平成 26 ～ 28 年度）連携研究者

・ 科学研究費基盤研究（C）「大学生の学習活動との関係に見る成績評価の適切性」（平成 25 ～ 27 年度）

連携研究者

高等教育政策セミナーの開催

ア．		駐日欧州連合代表部・文部科学省・国立教育政策研究所共催「高等教育の現代化に向けた欧州連合の課題と展望」
アダム・タイソン氏（欧州委員会教育文化総局「教育の現代化Ⅱ」担当局長代行）（平成 27年 12月 10日（木）
11:00 ～ 12:30）駐日欧州連合代表部

欧州高等教育の現代化は，３段階の学位システムの導入や欧州単位互換累積制度の共有に基づく欧州

高等教育圏の確立といった観点から， 著しい成果をあげてきた。欧州連合は今後，高等教育の現代化に

向けた優先課題として掲げられている「教育・学習の質と妥当性の向上」「学生や教員の移動や国境を

越えた協働の促進」 「教育・研究・革新の関係性の強化」との関連において，高等教育をどのように発

展させたいと考えているのか。欧州連合によるエラスムス・プラス等の補助金事業は， これらをどのよ

うに推進しようとするものなのか。欧州連合の政策執行機関である欧州委員会における教育政策の責任

者であるアダム・タイソン氏より， 欧州高等教育の現代化の課題と展望について御講演いただいた。当

日は，国内外から 91 名の参加を得て，活発な議論が展開された。詳細は，国立教育政策研究所のホー

ムページ（http://www.nier.go.jp/koutou/heps_nier6.html）に掲載している。
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イ．		哲学教育研究会キックオフミーティング兼研究会	「高等教育における哲学教育の意義」（平成 28年３月３日（木）
13：00～ 17：00）霞山会館青花の間

「学生が何を知り，理解し，実行することができるか」という観点から大学教育のアウトカム（成果）

を明らかにし，その実現に向けて教育課程を体系的に編成する必要があるという考え方は，日本でもか

なり定着してきている。欧州では，欧州連合の支援を受けた国際チューニング・アカデミーが，アウト

カムに基づく大学教育の質向上を目指す活動を展開してきたが，国立教育政策研究所はこの国際チュー

ニング・アカデミーの依頼を受けて，平成 27 年度より日本のチューニング情報拠点として，アウトカ

ムに基づく大学教育の在り方に関する情報普及に努めている。

そうした取組の一環として，哲学教育のアウトカムに関する共通理解形成，社会的意義に関する考察，

教育手法の開発・研修に取り組もうとしている哲学教育研究会（発起人：田中一孝・京都大学特定助教）

の立ち上げを支援する目的で，講演会・パネルディスカッションの機会を設けた。当日は全国から 22

名（講師 5名・指定討論者 1名を含む）の参加を得て，活発な議論が展開された。詳細は，国立教育政

策研究所のホームページ（http://www.nier.go.jp/koutou/heps_nier7.html）に掲載している。
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６．国際研究・協力部

本年度は，日本の教育に関する基礎的情報（英文）発信事業を実施した他，国際共同研究プロジェク

トとして，経済協力開発機構（OECD）の「生徒の学習到達度調査（PISA）」及び「国際教員指導環境調

査（TALIS）」を，各部 ･センターと協力しながら進めた。また，教育改革国際シンポジウム「初等教育

段階における英語教育を考える～グローバル人材の育成に向けて」の開催や，第 5回日中韓国立教育政

策研究所長会議への参画を行った。同時に，各部員の専門性を生かしながら，科学研究費等による研究

調査を実施，推進した。 

研究活動

大野 彰子（部長） 

・プロジェクト研究「小学校英語教育に関する調査研究」（平成 27 ～ 28 年度）研究代表者

・ プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究」（平成 27

～ 28 年度）研究分担者

・国際研究・協力活動「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～）調査総括責任者 

・国際研究・協力活動「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）」（平成 22 年度～）研究分担者

一見真理子（総括研究官） 

・ プロジェクト研究「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究」（平成 27 ～ 28 年度）事務局・

所内委員

・OECD・Starting Strong 3 共同翻訳事業事務局・監訳担当 

・中国の基礎教育に関する動向調査 

・東アジア地域の就学前教育に関する調査研究 

・日中教育交流に関する教育史的検討

 

大塚 尚子（総括研究官） 

・ 国際研究・協力活動「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～）研究分担者及び事務局

担当 

・ プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究」（平成 27

年度～）研究分担者及び事務局担当

 

沼野 太郎（総括研究官） 

・プロジェクト研究「小学校英語教育に関する調査研究」（平成 27 ～ 28 年度）事務局・研究分担者 

・国際研究・協力活動「日中韓教育政策研究所会議共同研究」（平成 25 年度～）事務局・研究分担者 

・我が国の教育基本情報に関する英文発信事業（平成 22 年度～）事務局・編集担当 

・ICT を活用した教授学習支援に関する調査研究

・教員養成に関する調査研究 

袰岩 晶（総括研究官） 

・プロジェクト研究「小学校英語教育に関する調査研究」（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者 
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・国際研究・協力活動「OECD 幼児教育・保育従事者調査（TALIS 3S）」（平成 27 年度～）研究分担者

・我が国の教育基本情報に関する英文発信事業（平成 22 年度～）事務局・執筆担当 

・ 科学研究費基盤研究（C）「PISA 調査の検証に基づく大規模教育調査実施方法のモデル構築」（平成 27

～ 29 年度）研究代表者 

 

卯月 由佳（主任研究官） 

・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」（平成 27 ～ 29 年度）研究分担者 

・プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成 , 配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）事務局・研究分担者 

・国際研究・協力活動「OECD 国際成人力調査（PIAAC）」（平成 21 年度～）研究分担者 

・ 科学研究費若手研究（B）「世帯収入が子供の発達・学習環境とアウトカムに与える効果に関する日英

比較研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究代表者
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７．教育研究情報センター

教育研究情報センターでは，本研究所の研究成果や，教育実践及び教育研究に関する多様な情報をホー

ムページやデータベースで公開し，広く提供している。

また，本センターには，教育関係の図書，資料を約 53 万８千冊所蔵する教育図書館が設置されており，

研究所内外の研究活動を支援している。

このほか，本研究所の研究活動全体の基盤となる情報システムの整備及び運用・管理を行っている。

事業活動の概要

（１）研究成果アーカイブ

本研究所で行われてきた調査研究の成果をまとめた報告書等を広く公開し，各方面で活用していただ

くことを目的とした「研究成果アーカイブ」を平成 21 年３月から運用している。

平成 28 年３月現在で，平成４年度以降に発行された報告書と『国立教育政策研究所紀要』第 131 集

～第 144 集の書誌情報約 1,500 件を登録している。このうち，報告書約 800 冊と紀要論文については，

インターネット上で報告書の本文まで見ることができる。

（https://nier.repo.nii.ac.jp/）

（２）教育研究情報データベース

本センターでは , 関係機関の協力を得て , 教育に関する情報を収集してデータベース化し , イン

ターネットにより提供している。（http://www.nier.go.jp/database/）

現在公開しているデータベースは次の 7種類であり , 収録件数は合計約 58 万件である

（平成 28 年 3 月現在）。

①  教育研究所・教育センター刊行論文

②  初等中等教育諸学校における実践的教育研究主題

③  地方教育センター等における教職員研修講座

④  高校入試問題

⑤  教育学関係博士・修士学位論文題目

⑥  学習指導要領データベース

⑦  全国小中学校研究紀要（学習指導案）

（３）みんなでつくる被災地学校運営支援サイト（平成23年４月～）

東日本大震災で被災した学校及び教育活動の復興支援のため，過去の災害の被災地における教育課程

の編成を始め，学校運営・学習指導・教育相談の工夫等に関する情報を収集・提供するサイトを国立情

報学研究所と協力して構築し，当センターで運用している。（http://www.hisaichi-gakkoushien.nier.

go.jp/）

（４）教育情報共有ポータルサイトの運用

クラウドコンピューティングの活用により，初等中等教育（幼稚園・小学校・中学校・高等学校）に

携わる教職員及び教育関係者が参加して交流しつつ，教材・指導資料など教育に関する様々な情報を共

有し，日々の授業や学校運営に役立てることを目的とした「教育情報共有ポータルサイト」を運用して
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いる。

平成 27 年８月から教育課程研究センター指定校サイトを本サイトに統合し，ブログ等による教育活

動の発信，教材・指導資料等コンテンツの共有，グループの形成，掲示板での情報交換などの機能を有

している。また，平成２７年度末のコンテンツ数は 17,663 件登録されているが，相当数の質の高いコ

ンテンツを集めることが課題であり，引き続き，関係機関への広報活動などを行っていく。

（５）統計集計専用環境の整備

本研究所と文部科学省との連携の下，新たな切り口やより多角的な視点に立った研究分析を行い，教

育政策の企画・立案に有意義な知見を集約・提示するとともに，統計データの一層の有益な分析に資す

るため，本研究所内に専用パソコン２台を設置している。本年度は，システム更新作業で利用できない

期間が発生したため，のべ 12 人の利用となった。

（６）教育図書館　

本センターには教育図書館が設置されており，本研究所における調査研究活動を支援するとともに，

一般にも公開している。平成 27 年度の年間利用者数は 5,094 人，年間利用冊数は 23,164 冊であった。

蔵書数は平成 27 年３月末現在，約 53 万８千冊である。

所蔵資料をもとに，教育に関する学術論文の書誌情報を登録したデータベース「教育研究論文索引」

を作成しており，平成 28 年３月末の登録件数は 217，114 件である。また，国立国会図書館運営の「レ

ファレンス協同データベース」に 76 件の事例登録を行い，国立国会図書館長より貢献に対するお礼状

が授与された。さらに，本研究所の研究環境を充実させるため，平成 27 年度使用の小学校デジタル教

科書を導入した。

平成 28 年１月には，図書館蔵書検索をリニューアルし，絞り込み検索等の新機能を追加した。また，

平成 28 年３月には，利用者の利便性向上のため，文部科学省図書館の蔵書検索と統合した。（http://

nierlib.nier.go.jp/）

その他，閲覧室で，次年度使用中学校教科書の申請本等，文部科学省教科書検定関係資料の公開展示

や，「アクティブ・ラーニング」「チーム学校」をテーマとした展示を行った。

研究・事業活動

吉岡　亮衛（総括研究官）

・所内における研究情報の共有化推進プロジェクト（平成 24 年度～） 主査

・国際研究協力経費による研究「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～） 研究分担者

・ 国際研究協力経費による研究「第 2回 IEA 国際情報教育 2006 年調査（SITES2006）」（平成 17 年度～）

研究分担者

・国際研究協力経費による研究「国際成人力調査（PIAAC）」（平成 21 年度～）研究分担者

・ 研究分担者国際研究協力経費による研究「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）」（平成 25 年度～） 

研究分担者

・ 科学研究費基盤研究Ｂ「科学知識の理解に関するメタ認知能力の役割についての日独比較研究」（平

成 26 ～ 28 年度）研究代表者

・ 科学研究費挑戦的萌芽研究「日本の成人の読解力と数的思考力が世界一であることの理由の解明」（平

成 27 ～ 28 年度）研究代表者
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・ 科学研究費研究成果公開促進費「教育研究所・教育センター刊行論文データベース」（平成 27 年度）

委員長

・ 科学研究費基盤研究Ａ「イノベーティブ人材を醸成する「卓越性の科学」の教育課程の開発に関する

実証的研究」 （平成 24 ～ 27 年度） 研究分担者

・教育研究情報データベースの構築

坂谷内　勝（総括研究官）

・研究官等研究業績情報管理システムの運用管理

・国際研究・協力活動「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～） 研究分担者

千々布　敏弥（総括研究官）

・教育情報共有ポータルサイトの構築

・ 科学研究費基盤研究Ｃ「授業研究の「グローバル化」と「ローカル化」に関する実証的研究（平成

26 ～ 28 年度）」研究分担者

榎本　聡（総括研究官）

・教育情報共有ポータルサイトの構築

・「デジタルコンテンツデータベース」の構築

江草　由佳（総括研究官）

・所内における研究情報の共有化推進プロジェクト（平成 24 年度～）

・ 国際研究・協力活動における研究「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 26 年度～） 研究分担

者

・ 科学研究費補助金「探索型検索前後の知識の変化をとらえる評価手法の開発」（平成 25 年度～平成

28 年度） 研究代表者

・ 科学研究費補助金「書誌記述の新しいデータモデル FRBR 及び RDA に基づく書誌情報システムの研究」

（平成 26 年度～平成 28 年度） 連携研究者

・ 科学研究費補助金「学習者のウェルビーイングに資するノンフォーマル教育の国際比較研究」（平成

25 年度～平成 27 年度） 連携研究者

・図書館システム・図書館サービスにおける調査研究

・教育に関する情報のデータベースの研究開発

・震災における社会教育施設情報の収集・提供に関する研究
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８．教育課程研究センター

教育課程研究センターは，基礎研究部及び研究開発部の二つの部と総合研究官から構成されている。

基礎研究部では，長期的な視点に立った教育課程の基準の改善に関する基礎的な調査研究をはじめと

した指導行政の企画・立案に資する調査研究を主に行っている。

研究開発部では，主に学校における具体的な教育活動を踏まえたより実際的な研究や教育委員会・学

校等に対する教科指導等に係る専門的な助言・支援，それらを裏付けるための調査研究等を行っている。

総合研究官は，科学教育等の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査研究等を行っている。

８－１．教育課程研究センター基礎研究部

研究活動の概要

基礎研究部では，国際研究協力経費による研究やプロジェクト研究等全所的なプロジェクトとして，

次の（１）（２）を中心的に研究している。また，他の研究部が事務局となって行う「OECD-PISA」等の

全所的なプロジェクトに関わっている。

（１）IEA 国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）

（２）資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究

その他，「持続可能な開発のための教育（ESD）」に関するフォローアップ研究，教育課程研究センター

の主たる事業である「研究指定校事業」「学習指導要領実施状況調査」等にも関わっている。また，科

学技術振興調整費や文科省委託研究費による研究に参加し，さらに，科学研究費補助金による研究を進

めている。これらの研究成果は主として教育課程改訂のための基礎資料として活用されている。

研究・事業活動

今関 豊一（部長）

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究副代表者

・ 科学研究費基盤研究（C）「体育科ナショナルスタンダード策定のための概念的記述による指導内容可

視化の検討」（平成 26 ～ 28 年度）研究代表者

後藤 顕一（総括研究官）

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者：事務局担当

・ 国際協力研究経費による研究「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～）研究分担者：

理科担当

・ 国際協力研究経費による研究「IEA 国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」（平成 14年度～）研究分担者：

理科担当

・ 教育課程研究センター事業「学習指導要領実施状況調査」理科担当，「教育課程研究指定校事業」（論

理的思考力，ESD 担当）

・科学研究費基盤研究（C）「相互評価表を用いた学習活動の進展」（平成 26 ～ 28 年度）研究代表者

・科学研究費補助金基盤研究（B）「科学の有用性を意識させ科学的な態度を育成する持続発展教材の国
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際協働研究」研究分担者

・ 財団法人教科書研究センター委嘱研究「教科書・教材のデジタル化に関する調査研究（その２）」（平

成 24 ～ 28 年度）理科部会委員

五島 政一（総括研究官）

・国際研究協力経費による研究「OECD『生徒の学習到達度調査』（PISA）」（平成 12 年～）研究分担者

・ 国際研究協力経費による研究「IEA 国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」（平成 14 年～）研究分担者：

理科担当

・個人研究「理科の基本概念「地球」の再検討とその育成を図る地域教育資源の開発に関する研究」

・個人研究「「ESD」にアプローチする「地域・世界遺産教育」の創造」

・個人研究「防災教育チャレンジプラン」

二井 正浩（総括研究官）

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者

・ 科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「ビッグストリーに着目した歴史教育内容開発研究」（平成 26 ～

28 年度）研究代表者

・ 科学研究府補助金基盤研究（C）「歴史的思考と理解の一体的形成を促すエンパシーの指導と評価に関

する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 科学研究費補助金挑戦的萌芽研究「知識観の特長を生かした社会系教科目の指導と評価の改善に関す

る研究」（平成 26 ～ 28 年度）研究分担者

・ 教育課程研究センター事業「教育課程研究指定校事業」「学習指導要領実施状況調査（高等学校・世

界史）」

・個人研究「グローバルヒストリー教育論研究」

・個人研究「世界史カリキュラム構成に関する研究」

・個人研究「英国 GCSE 歴史試験問題分析」

西野 真由美（総括研究官）

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者：事務局担当

・ 科学研究費補助金基盤研究（C）「21 世紀型資質・能力を育成する道徳教育カリキュラムの開発と実

践に関する研究」（平成 27 ～平成 29 年度）研究代表者

萩原 康仁（総括研究官）

・ プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合的研究」

（平成 27 ～ 28 年度）研究分担者

・ 国際協力研究経費による研究「IEA（国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」（平成 14 年度～）研究

分担者

・国際研究協力経費による研究「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（C）「カリキュラムの被覆状況に着目した TIMSS 理科調査のテスト項目の比較分

析」（平成 25 ～ 28 年度）研究代表者
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・ 科学研究費基盤研究（C）「TALIS2013 質問紙の授業実践指標を基にした理科授業ビデオ研究」（平成

26 ～ 28 年度）研究分担者

本田　史子（総括研究官）

・ プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者：事務局担当

・ プロジェクト研究「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究」（平成 27 ～ 28 年度）研

究分担者：事務局担当

・ 国際研究・協力活動による研究「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）」（平成 27 年度～）研究分担者：

事務局担当

松原 憲治（総括研究官）

・ プロジェクト研究「資質 ･ 能力を育成する教育課程の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 28 年度）研

究分担者：事務局担当

・ 国際協力研究経費による研究「IEA（国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」（平成 14年度～）研究分担者：

理科担当

・ 国際研究協力経費による研究「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年度～）研究分担者：

理科担当

・ 国際研究協力経費による研究「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）」（平成 22 年度～）研究分担者：

事務局担当，サンプリング／データ管理者（NSM ／ NDM）

・ 科学研究費基盤研究（C）「TALIS2013 質問紙の授業実践指標を基にした理科授業ビデオ研究」（平成

26 ～ 28 年度）研究代表者

安野 史子（総括研究官）

・ 科学研究費補助金基盤研究（A）（一般）「高大接続に資する多面的・総合的な学力評価・測定を行う

ための新たな技術的基盤の構築」（平成 25 年度～平成 29 年度）研究代表者
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８－２．教育課程研究センター研究開発部

事業活動の概要

（１）全国的かつ総合的な学力調査等の実施

学習指導要領の下での児童生徒の学力を総合的に把握し，教育課程の基準や各学校における指導の改

善・充実等に生かしていくため，ペーパーテストや質問紙等による全国的な調査を実施している。平成

27 年度は，以下の調査研究を実施した。

ア．全国学力・学習状況調査

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力や学習状況を把

握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図ること，学校における児童生徒への教

育指導の充実や学習状況の改善等に役立てること，そのような取組を通じて，教育に関する継続的

な検証改善サイクルを確立すること等を目的として，文部科学省が，学校の設置管理者等（教育委

員会，学校法人等）の協力を得て，平成 19 年度から実施している。

教育課程研究センター研究開発部では，本調査のうち，教科に関する調査の問題やその解説資料

の作成，調査結果の分析，報告書・授業アイディア例の作成等を担当している。

平成 27 年度は，４月 21 日に調査を実施（３年ごとに行う理科について 24 年度以来２回目，悉

皆調査としては初めての実施）し，８月 25 日に結果を公表した。

また，解説資料，報告書，授業アイディア例を作成するとともに，説明会を東京（文部科学省）

と宮城県で開催したり，学力調査官等が教育委員会等の主催する研修会等に出席したりするなど，

調査及び調査結果に基づく全国への指導助言を行った。

さらに，平成 28 年度調査（いわゆる本体調査に加え，25 年度以来２回目となる経年変化分析調

査を行う）の実施に向けて，問題作成などの作業を進めた。

　　

イ．学習指導要領実施状況調査（旧教育課程実施状況調査）

学習指導要領の各教科等の目標や内容に照らした児童生徒の学習の実現状況，それらに係る指導

等の各種状況を把握及び分析することにより，次期教育課程基準の改善に際しての根拠データや資

料を得るとともに，各学校における指導の改善に資することを目的としている。

新学習指導要領（平成 20 年告示）に基づく調査については，名称を「教育課程実施状況調査」

から「学習指導要領実施状況調査」と改め ,新しく加えられた学習内容や課題があると指摘されて

いる学習内容の検証を中心に，平成 24 年度に小学校，平成 25 年度に中学校を対象に実施し，平成

26 年度は，小学校の調査結果を一部公表した。平成 27 年度は，小学校・中学校の調査結果の分析，

高等学校を対象に調査を実施した。

（２）研究指定校事業

教育課程の基準の改善に必要な資料を得るとともに，各学校における指導方法等の改善充実に資する

ため，次のような研究指定校事業による実践的な調査研究を実施している。成果の普及を図るため「平

成 27 年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会」を平成 28 年２月２日～

２月５日の４日間，都内会場で開催した。指定校や教育委員会のみならず，広く全国の学校関係者にも

公開し，４日間で延べ約 3,800 人の参加があった。
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① 平成25・

26・27年度

及び平成26

年度指定教

育課程研究

指定校事業 
【継続】

以下の研究課題において，研究指定校による実践的な調査研究を実施した。

（平成25・26・27年度）

５　学習指導要領の実施を踏まえた，学校全体での教育課程の編成，指導方法等の工

夫改善に関する実践研究

（３） 特定の教科等に依拠しない社会生活の中で活用される論理的な思考や，それら

を表現する力の育成を目指し，学校全体としての目標設定とそれに向けた各教

科等における取組の連携を図り，それらの成果を学校として評価するための実

践研究（１校を指定）

（平成26年度指定）

２　各教科等に係る研究課題

【高等学校（共通教科）】

学習指導要領の実施を踏まえた教育課程の編成，指導方法等の工夫改善を中心とす

る生徒の学習意欲を向上させる授業づくりに関する実践研究（20 校を指定）

【高等学校（専門教科）】

学習指導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に

関する実践研究（29 校を指定）

３　学校全体で取り組む研究課題

（１） 学校全体としての各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育課程の

編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究（５校を指定）

（２） へき地教育における教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

（１校を指定）

（３） グローバル社会や高度情報化社会などで活用される教科横断的な論理的思考

や，それらを表現する力の育成を図るため，学校全体としての目標設定とそれ

に向けた各教科等における取組の連携を図るための教育課程の編成，指導方法

等の工夫改善に関する実践研究（６校を指定）

（４） ＥＳＤを学校全体で体系的に推進するために，各教科等の連携により，持続可

能な社会づくりに関わる課題を見いだし，それらを解決するために必要な能力

や態度を児童生徒に身に付けさせるための教育課程の編成，指導方法等の工夫

改善に関する実践研究（６校を指定）

以下の研究課題において，研究指定校による実践的な調査研究を実施した。

１　幼稚園教育に係る研究課題

幼稚園修了までに育つことが期待される心情・意欲・態度などの評価方法の工夫，

及び評価に基づいた指導内容や指導方法の工夫改善に関する実践研究（２園を指定）

２　各教科等に係る研究課題

【小学校】

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指

導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実

践研究（31 校を指定）

【中学校】

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，学習指

導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実

践研究（29 校を指定）
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② 平成27年度

指定教育課

程研究指定

校事業 

【新規】

３　学校全体で取り組む研究課題

（１） 学校全体としての各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育課程の

編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究（４校を指定）

（２） へき地教育における教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

（２校を指定）

（３） グローバル社会や高度情報化社会などで活用される教科横断的な論理的思考

や，それらを表現する力の育成を図るため，学校全体としての目標設定とそれ

に向けた各教科等における取組の連携を図るための教育課程の編成，指導方法

等の工夫改善に関する実践研究（８校を指定）

（４） ＥＳＤを学校全体で体系的に推進するために，各教科等の連携により，持続可

能な社会づくりに関わる課題を見いだし，それらを解決するために必要な能力

や態度を児童生徒に身に付けさせるための教育課程の編成，指導方法等の工夫

改善に関する実践研究（４校を指定）

（５） 幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続を図るための指導計画の工夫，及び

指導内容，指導方法等の工夫改善に関する実践研究（２地域を指定）
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８－３．教育課程研究センター総合研究官

総合研究官は，科学教育等の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査研究等を行っている。

研究・事業活動

銀島　文（総合研究官）

・ プロジェクト研究「全国学力・学習状況調査の結果の二次分析に関する研究」（平成 27 年～ 28 年度）

研究分担者：事務局担当

・ 国際研究協力経費による研究「 IEA 国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）」（平成 14 年～） 

研究代表者，調査実施責任者（NRC）

・ 国際研究協力経費による研究「OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）」（平成 12 年～） 

研究分担者：数学担当

・ 国際研究協力活動による研究「OECD 国際成人力調査（PIAAC）」（平成 20 年～） 

研究分担者：数学担当

・ 科学研究費基盤研究（A）「イノベーティブ人材を醸成する「卓越性の科学」の教育課程の開発に関す

る実証的研究」（平成 24 ～ 27 年度）研究代表者

・個人研究「数感覚（Number Sense）の発達と育成に関する研究」

・個人研究「科学の教育課程に関する研究」

・個人研究「指導と評価に関する研究」
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９．生徒指導・進路指導研究センター

生徒指導は，一人一人の児童生徒の人格を尊重し，個性の伸長を図りながら，社会的な資質や行動力

を高めるようにするための指導・援助である。

また，進路指導は，児童生徒が自己の生き方を考え，将来の進路を主体的に選択していく能力や態度

を育成するための指導・援助である。

生徒指導・進路指導研究センターでは，生徒指導・進路指導行政の企画立案に資する調査研究に取り

組むとともに，教育委員会や学校等に対する専門的な援助や助言を行っている。

研究活動

頼本　維樹（センター長）

・ プロジェクト研究「『学校いじめ防止基本方針』がいじめの未然防止に果たす効果の検証～中学校区

が共通に取り組む事例を中心に～」（平成 26 ～ 27 年度）研究代表者

滝　充（総括研究官）

・ プロジェクト研究「『学校いじめ防止基本方針』がいじめの未然防止に果たす効果の検証～中学校区

が共通に取り組む事例を中心に～」（平成 26 ～ 27 年度）事務局

・ 科学研究費基盤研究（Ｂ）「非社会性の改善による反社会的行動の抑制に関する研究」（平成 24 ～ 28

年度）研究代表者

・ 科学研究費挑戦的萌芽研究「学校用『いじめアンケート』の限界と効用に関する実証的研究」（平成

27 ～ 29 年度）研究代表者

藤平　敦（総括研究官）

・ プロジェクト研究「『学校いじめ防止基本方針』がいじめの未然防止に果たす効果の検証～中学校区

が共通に取り組む事例を中心に～」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費基盤研究（Ｃ）「『中 1不登校』解消に向けた『小中学校兼務教員』の配置効果に関する研究」

（平成 26 ～ 29 年度）研究代表者

・個人研究「公立高等学校の中途退学発生要因に関する研究」

中野　澄（総括研究官）

・ プロジェクト研究「『学校いじめ防止基本方針』がいじめの未然防止に果たす効果の検証～中学校区

が共通に取り組む事例を中心に～」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・個人研究「不登校の未然防止に関する研究」

・個人研究「文部科学省調査を活用した不登校の効果に関する研究」

篠原　郁子（主任研究官）

・ プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究」（平成 27

～ 28 年度）事務局

・ 科学研究費若手研究（Ｂ）「子どもの視点に立った養育とアタッチメントの発達：母親の視線解析に

基づく縦断検討」（平成 26 ～ 28 年度）研究代表者
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・個人研究「乳幼児期における社会情緒的発達」

・個人研究「乳幼児期（就学前）の環境と教育による，発達的帰結への影響」

・個人研究「乳幼児期の子供の発達，親の発達，親子関係の発達」

立石　慎治（研究員）

・ プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究

分担者

・プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究分担者

・ 科学研究費若手研究（Ｂ）「初期並びに中期キャリアにおける大学教員の能力形成過程に関する質的

研究」（平成 25 ～ 27 年度）研究代表者

・ 科学研究費挑戦的萌芽研究「日本の大学生の『留学離れ』の再検討と現状打開に向けた研究と提言の

試み」（平成 26 ～ 28 年度）連携研究者

・個人研究「キャリア教育の評価に関する研究」

事業活動

ア．生徒指導関係

（ア）生徒指導のより効果的な取組のための調査研究

現代の児童生徒の意識や行動の変化，家庭や地域社会における児童生徒の健全育成に関する課題，学

校における生徒指導の現状と課題など，総合的な実態について調査・分析し，生徒指導の抱える課題を

明確にするための調査研究を進めている。

生徒指導に関して短時間でポイントを把握したいという現場のニーズに応えるべく，今，学校現場が

知っておきたい話題などにスポットを当ててピンポイントで解説や提案を行うＡ４見開きの生徒指導資

料「生徒指導リーフ」シリーズを，平成 23 年度から作成・発行している。

平成 27 年度は，第 19 号から第 21 号を発行し，ホームページを通じて教育委員会や各学校に提供した。

また，生徒指導支援資料５「いじめに備える」を平成 27 年７月に発行し，ホームページに掲載すると

ともに，教育委員会や各学校に提供した。

（イ） 「学校いじめ防止基本方針」がいじめの未然防止に果たす効果の検証～中学校区が共通に取り組む

事例を中心に～【プロジェクト研究】

「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」）を中学校区単位で策定・実行することが，い

じめの未然防止に対してもたらす効果を検証し，学校基本方針の望ましい策定の在り方や実効性ある

PDCA サイクルの進め方に関する知見を得ることを目的に平成 26 年度から 27 年度の２年間調査研究を

実施した。

平成 27 年度は，特に中学校１年生に現れる効果に着目することにより小中一貫した取組を連続して

取り組むことの効果について比較検証を実施した。成果報告については，平成 28 年度に取りまとめ，

公表する予定である。

（ウ）魅力ある学校づくり調査研究事業

いじめ，不登校の問題行動等の未然防止は中学校のみで解決するものではなく，中学校区の小学校と

の連携を中心に，家庭や中学校区内の地域社会の様々な関係機関・団体等が一体となり，連携していく
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ことが必要との認識に基づき，新たな不登校やいじめを生まない魅力ある学校づくり事業を，平成 22

年度から２か年指定で実施している。

さらに，研究目的の周知と研究成果の発表の場として，年２回の連絡協議会を５月と２月に開催すると

ともに，本事業の各指定地域での取組を深め，その成果等を全国的に広げていくため，本事業の関係者

等が集まり，取組等についての報告，協議等を行うブロック協議会を，平成 27 年度は，10 ～ 11 月に

秋田県，愛知県，宮崎県にて開催した。

（エ）生徒指導研究推進協議会

全国の生徒指導担当者等が一堂に会し，児童生徒の問題行動や健全育成などについて当センターから

の情報提供や参加者相互の情報交換，研究協議を行う会議を毎年開催している。平成 27 年度は，６月

５日（金）に東京で開催した。

イ．進路指導関係

（ア）キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査

平成 24 年度に実施した「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」の分析結果を基に，平

成 27 年度は，実態調査により明らかになった課題を踏まえ，個に応じたキャリア教育実践に関する調

査研究等を実施し，将来の社会的・職業的自立に向けた一人一人のキャリア発達を促すための意図的な

コミュニケーションの重要性の説明と，個に応じた働きかけの事例からなる支援資料（パンフレット）

を平成 28 年３月に発行した。

（イ）全国キャリア教育・進路指導担当者研究協議会

今後のキャリア教育・進路指導の改善に資するため，都道府県教育委員会や小学校・中学校・高等学

校の進路指導担当者等を集め，キャリア教育・進路指導の在り方等について，研究協議や情報交換を行

う会議を毎年開催している。

平成 27 年度は，５月 28，29 日に東京で開催した。

（ウ）職場体験・インターンシップ実施状況等調査

中学校における職場体験活動と高等学校におけるインターンシップの実施状況について，全国の国・

公・私立の中学校及び高等学校を対象に毎年調査を実施している。

なお，平成 26 年度調査からは，事前指導・事後指導等に関する設問の追加を行って調査を実施して

おり，平成 27 年度は，11 月に平成 26 年度の実施状況結果を公表し，各都道府県・指定都市教育委員

会等に通知するとともに，ホームページに掲載した。

ウ．非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究【プロジェクト研究】

生涯の適応に広く関わる能力として，認知的ではない側面の能力，「非認知的能力」あるいは「社会

情緒的能力」（以下「非認知的能力」）が注目されている。

本研究では，非認知的能力に関わる科学的知見・専門的知識の収集，整理を行うことで，非認知的能

力について具体的な議論を進めるための枠組みの提案，国内課題の明確化と調査設計に資する知見を得

ることを目的としている。

平成 27 年度は，関連する学問領域における先行研究の整理と専門的知見の収集を行った。
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１０．社会教育実践研究センター

社会教育実践研究センターでは，地方公共団体における社会教育事業の活性化に資するため，全国の

社会教育活動の実態調査や，社会教育事業のプログラム開発，社会教育指導者の育成・資質向上に資す

る調査研究などを行っている。

また，新たな研究課題の抽出や研究方法の改善を図る研究セミナーを開催しているほか，文部科学省

との共催で社会教育指導者のための研修事業等も行っている。

研究・事業活動の概要

（１）調査研究事業

ア．社会教育主事の養成等の在り方に関する調査研究

平成 25 年９月に報告された中央教育審議会生涯学習分科会「社会教育推進体制の在り方に関する

ワーキンググループにおける審議の整理」における指摘を受け，社会教育主事講習の科目の見直し

（案），カリキュラム内容，カリキュラムモデル等について検討し，平成 28 年中に文部科学省へ報告

することとしている。

イ．高齢者の地域への参画を促す地域の体制づくりに関する調査研究

高齢者の学びを通した経験や学習成果を地域の諸活動に生かし，地域社会への参画やつながりを促

進するため，多様な主体との連携による地域資源を活用した地域参画の方策についての実践的な調査

研究として，モデル事業を実施することとした。モデル事業の実施に向けて，先進的な取組の情報を

収集し，全国６か所の取組についてヒアリング調査を行った。

ウ．地域の教育力とボランティアに関する調査研究

平成 27 年 12 月の中教審答申を踏まえ，コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的・効

果的な推進に向けて，学校と地域をつなぐ地域コーディネーター及び地域連携担当教職員等の育成及

び研修に関するモデルプログラムを開発するため，それらキーパーソンの役割や必要な知識・技術

（案），履修項目（案）等についてまとめた。

（２）研究交流会及び研究セミナー等

ア．研究交流会・研究セミナー

（ア） 全国生涯学習センター等研究交流会（平成 27.6.4 ～ 6.5　2 日間，参加者 63 名）

生涯学習センター等の相互の連携協力を推進するため，都道府県及び指定都市が設置する生涯学

習センター等の代表者及び職員を対象に実施した。

（イ）地域教育力を高めるボランティアセミナー（平成 28.3.3 ～ 3.4　2 日間，参加者 151 名）

都道府県及び指定都市が設置する体験活動ボランティア活動支援センターの担当者，自治体のボ

ランティア支援担当者，ボランティア団体のリーダー等，「学校支援地域本部事業」に係る担当者，

学校関係者などを対象に，「学校と地域の連携・協働の推進～支援から協働に向けて～」をテーマ

に実施した。

イ．社会教育主事講習（文部科学省が当センターに委嘱して実施）

（ア）社会教育主事講習［A］（平成 27.7.22 ～ 8.26　36 日間，参加者 73 名）
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社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とした講習を実施した。

（イ）社会教育主事講習［B］（平成 28.1.20 ～ 2.26　38 日間，参加者 232 名）

社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とした講習を実施した。（社研及び新潟，静

岡，鳥取，島根（東，西），広島，福山，愛媛，沖縄を会場として実施）

ウ．社会教育研修事業（文部科学省が当センターと共催で実施）

（ア）公民館職員専門講座（平成 27.5.19 ～ 5.22　4 日間，参加者 54 名）

公民館主事及び公民館・公民館類似施設の職員，都道府県，指定都市及び市町村教育委員会の公

民館運営に関わる社会教育主事等を対象に実施した。

（イ）図書館司書専門講座（平成 27.6.15 ～ 6.26　12 日間，参加者 47 名）

図書館に勤務する司書で，勤務経験が概ね７年以上の指導的立場にある者等を対象に実施した。

（ウ）博物館長研修（平成 27.10.7 ～ 10.9　3 日間，参加者 41 名）

主として登録博物館，博物館相当施設又は博物館類似施設の館長・副館長に就任し２年未満の者

を対象に実施した。

（エ）社会教育主事専門講座（平成 27.11.10 ～ 11.13　4 日間，参加者 47 名）

都道府県及び指定都市教育委員会の社会教育主事等を対象に実施した。

（オ）博物館学芸員専門講座（平成 27.12.9 ～ 12.11　3 日間，参加者 34 名）

登録博物館，博物館相当施設又は博物館類似施設に勤務する学芸員若しくは同等の職務を行う職

員で，勤務経験が概ね７年以上で指導的立場にある者を対象に実施した。

（カ）新任図書館長研修（平成 27.9.1 ～ 9.4　4 日間，参加者 235 名）

新任の図書館長等に対し実施した。

（キ）メディア教育指導者講座（平成 27.11.16 ～ 11.20　5 日間，参加者 33 名）

学校教育及び社会教育におけるメディア教育の指導的立場にある者に対し実施した。

（３）研修資料の作成，情報発信

ア．社会教育情報番組「社研の窓」の制作

公民館職員専門講座や社会教育主事講習で取り上げた地方創生に資する地域課題解決に向けた取組の

事例（広島県大竹市立玖波公民館「『学びのカフェ』～ひとが変わりまちが変わる～　公民館の活動か

らまちの活性化へ発展した取組」，島根県浜田市立安城公民館「自主防災の活動から郷土に伝わる保存

食等の 6次産業化への取組」）を社会教育情報番組「社研の窓」としてインターネットで配信した。

イ．基礎資料，データ等の収集整理と情報提供

社会教育指導者向けの「博物館に関する基礎資料」，「図書館に関する基礎資料」，「公民館に関する基

礎資料」等を作成した。

ウ．文部科学省のメールマガジンにおける情報発信

当センターに係る様々なニュースやトピックスを，文部科学省の ｢マナビ―・メールマガジン ｣の中

の「社研通信」コーナーにて配信した。また，当センターホームページに「社研通信」コーナーを設け

て掲載した。

エ．レファレンス等への対応

都道府県・市町村の社会教育担当者からのレファレンスへの対応を行うほか，職員を地方自治体に派

遣して指導・助言を行うなど，地域の社会教育活動の活性化に寄与した。
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オ．社会教育関係雑誌を通じた情報発信

雑誌「社会教育」（発行：財団法人日本青年館）や「社教情報」（発行：一般社団法人全国社会教育委

員連合），「月刊公民館」（発行：公益社団法人全国公民館連合会）の企画・編集への協力等，全国規模

の社会教育関係団体との連携を図った。

カ．「上野の山文化ゾーンフェスティバル」事業への参加

平成 27 年 11 月 26 日に，「上野の山文化ゾーンフェスティバル」の一環として，上野公園地区にある

歴史的建造物について，意外と知られていない建造物や，建物にまつわるエピソードなどについて学ぶ

事業「ＢｕＲａＬｉ（ぶら～り）ｅ上野～こんなとこあったの ?!『意外と知らない上野の建物探訪パー

トⅡ』を実施した。事業実施に際しては，上野観光連盟の共催，国立科学博物館，東京藝術大学，東京

国立博物館，上野の山文化ゾーン連絡協議会の協力を得た。15 名が参加。

（４）全国体験活動ボランティア活動総合推進センターの活動

奉仕活動・体験活動の推進・定着を図るため，外部の研究者，有識者の協力を得て，奉仕活動・体験

活動に関する情報収集・提供，調査研究を行い，全国の自治体が設置する体験活動ボランティア活動支

援センターへの支援を行った。
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１１．文教施設研究センター

文教施設研究センターでは，安全・安心な学校づくりや環境対策等の学校施設が直面する今日的な課

題に対して適切な実態把握とこれに基づく解決策を検討し，もって学校施設に関する施策の企画・立案

に資するため，専門的・技術的な調査研究を実施している。また，調査研究の成果を広く内外に普及・

広報するとともに，海外の関係機関との交流活動を行っている。

研究活動

磯山　武司（センター長）

・ プロジェクト研究「インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的調査研究」

（平成 26 ～ 27 年度）研究代表者

・プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」（平成 26 ～ 27 年度）研究分担者

・文部科学省「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」特別協力者

・ 文部科学省「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議　学校施設と他の公共施設等との複合

化検討部会」特別協力者

・ 文部科学省「今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議専門部会」特別協

力者

・国際研究・協力活動「OECD/GNEELE（効果的な学習環境に関する各国専門家会合）」研究分担者

・国際研究・協力活動「日韓学校施設比較調査」研究協力者

・今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究（平成 24 ～ 27 年度）事務局担当

・学校施設の環境に関する基礎的調査研究（平成 17 年度～）事務局担当

・学校施設の防災機能に関する実態調査（平成 18,23 年度～）事務局担当

・東日本大震災からの学校施設の復興プロセスに関する調査研究（平成 27 ～ 28 年度）事務局担当

西　博文（総括研究官）

・ プロジェクト研究「インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的調査研究」

（平成 26 ～ 27 年度）事務局担当

・国際研究・協力活動「OECD/GNEELE（効果的な学習環境に関する各国専門家会合）」事務局担当

・国際研究・協力活動「日韓学校施設比較調査」研究協力者

・今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究（平成 24 ～ 27 年度）事務局担当

・学校施設の環境に関する基礎的調査研究（平成 17 年度～）事務局担当

・「文教施設研究講演会（国際シンポジウム）」（平成 19,22 年度～）事務局担当

福手　孝人（総括研究官）

・ プロジェクト研究「インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的調査研究」

（平成 26 ～ 27 年度）所内委員

・国際研究・協力活動「日韓学校施設比較調査」研究協力者

・学校施設の防災機能に関する実態調査（平成 18,23 年度～）事務局担当

・東日本大震災からの学校施設の復興プロセスに関する調査研究（平成 27 ～ 28 年度）事務局担当

・「文教施設研究講演会（国際シンポジウム）」（平成 19,22 年度～）事務局担当
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・文教施設整備に関するデータベース（平成 17 年度～）事務局担当

平川　英洋（専門調査員）

・ プロジェクト研究「インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的調査研究」

（平成 26 ～ 27 年度）事務局担当

・国際研究・協力活動「日韓学校施設比較調査」研究協力者

・今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究（平成 24 ～ 27 年度）事務局担当

・学校施設の環境に関する基礎的調査研究（平成 17 年度～）事務局担当

・東日本大震災からの学校施設の復興プロセスに関する調査研究（平成 27 ～ 28 年度）事務局担当

・「文教施設研究講演会（国際シンポジウム）」（平成 19,22 年度～）事務局担当

・文教施設整備に関するデータベース（平成 17 年度～）事務局担当

研究・事業活動

ア．学校施設の環境に関する基礎的調査研究

地球温暖化の防止と教室内環境の改善という観点に立って，平成 17 年度から学校施設の環境に関す

る基礎的調査研究を実施している。

平成 24 年度から，文部科学省が進めるスーパーエコスクール実証事業に採択された学校を対象に，

環境に配慮した改修整備を行う学校施設における改修前後の建物仕様，運用実態及びエネルギー使用量

等に関する継続調査を行い，その相関性を分析把握することにより，今後の学校施設整備に係る文教施

設施策に資することを目的とした調査研究を行っている。

平成 27 年度は，平成 24 年度にスーパーエコスクール実証事業に採択された，京都市立金閣小学校及

び生駒市立鹿ノ台中学校のエコ改修後の現地調査及びヒアリングを実施し，環境対策推進方策に関する

調査研究を行った。

イ．学校施設の防災機能に関する実態調査

学校施設は，児童生徒の教育の場であるとともに，災害時には地域住民の応急避難所としての役割を

担っており，東日本大震災においてもピーク時に 622 校が避難所となり，地域住民の避難に大きく貢献

した。その一方で，避難所となった学校では，電気や水の確保，暖房設備の不足，通信の途絶など様々

な課題が生じた。このような状況を受け，平成 18 年度及び 23 年度以降毎年度，全国の公立学校を対象

に，学校施設の防災機能に関する実態調査を行っている。

平成 27 年度の調査の結果，公立学校の 91％（31,246 校）が避難所に指定されていることや，備蓄倉

庫，非常用発電設備等の防災機能の整備状況が明らかとなった。

本調査結果は，国及び各自治体において今後の学校施設の防災機能の強化に向けた検討の基礎的デー

タとして活用されている。本調査結果は，平成 27 年 11 月に公表し，全国の教育委員会に配付するとと

もに，ウェブサイトに掲載した。

成果物：「学校施設の防災機能に関する実態調査の結果について（平成 27 年 11 月）」

ウ．東日本大震災からの学校施設の復興プロセスに関する調査研究

東日本大震災の津波被害を受け学校施設の移転等が必要となった自治体の取り組みを記録し，今後，

津波被害が想定されている地域の自治体等へ情報発信することにより，安心安全な学校づくりに資する
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ことを目的として，学校施設の復興プロセスに関する調査研究を実施している。

エ．今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究

小中学校施設を対象として，昨今の学習空間及び利用実態を把握し，その課題を明らかにするととも

に，その成果を文教施設施策に反映させていくことを目的として，平成 24 年度から平成 27 年度まで，

今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究を実施した。

平成 27 年度は，これまでの学習空間や施設利用実態の調査結果等をもとに，報告書の取りまとめを

行った。

成果物：「今後の小中学校の学習空間の在り方に関する調査研究（報告書）（平成 27 年 5 月）」

オ．国立教育政策研究所文教施設研究講演会の開催

平成 27 年度は，今後の日本の「インクルーシブ教育の特色を活かした学校づくり」について，フィ

ンランドの先進的な経験から学ぶことを目的に，フィンランドから学校建築の専門家である国家教育委

員会チーフアーキテクトのレイノ・タパニネン氏，日本からは，フィンランドの教育政策・制度研究に

取り組む津田塾大学准教授の渡邊あや氏と，著名な学校建築研究者である首都大学東京学長の上野淳氏

を招き，「インクルーシブ教育の特色を活かした学校づくり－日本とフィンランドの学校建築－」と題

した講演会を開催した。

同講演会には全国から教育関係者や学校建築の関係者など 140 名が参加した。アンケートでは，約

91％から「非常に役立った」又は「ある程度役に立った」，約 97％から「今後も開催が必要」又は「ど

ちらかといえば必要」との肯定的評価を得ている。本講演会の報告書は，ウェブサイトに全文を掲載した。

成果物： 平成 27 年度国立教育政策研究所文教施設研究講演会 

「インクルーシブ教育の特色を活かした学校づくり－日本とフィンランドの学校建築－」報告書

カ．講演会等における調査研究成果の発表

学校設置者，教育委員会担当者，学校教職員，設計実務者等を対象とした会議，研修会，セミナー，

講演会等を活用して，調査研究成果の普及と啓発に努めている。

平成 27 年度は，文部科学省主催の公立文教施設担当技術者連絡会議等で研究成果を発表した。

キ．文教施設に関する情報の収集及び情報提供

毎年度，文教施設に関する文部科学省通知，基準，調査研究報告書等を体系的に収録した DVD を作成し，

関係機関に配付してきたが，平成 26 年度からは，専用のホームページを立ち上げ，公立学校関係情報デー

タベースと国立大学関係情報データベースを作成し，都道府県及び政令指定都市の教育委員会，国立大

学法人等に閲覧用のログイン ID 及びパスワードを通知した。

成果物：「文教施設整備に関するデータ　2015」

ク．OECD の効果的な学習環境に関する各国専門家会合（GNEELE）への参加

当センターは，平成 18 年度から，OECD に設置された学校施設に関する国際的組織に参加している（現

在の名称は，OECD/GNEELE：効果的学習環境に関する各国専門家会合）。

平成27年度は，10月にフランス・パリで開催されたGNE会合に出席し，LEEP（学習環境評価プログラム）

事業に関する検討に参加するとともに，我が国における学校施設整備に関する研究成果や関係施策に係

る情報の提供及び参加国からの情報収集を行った。
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また，OECD/GNEELE が行った調査「Survey of Guidelines on Design Norms and Standards for 

School Buildings」に関する我が国の状況について回答した。

成果物：  「Guidebook for Earthquake Protection for Nonstructural Members of School Facilities 

(Revised Edition)」

  「Report of the Investigative Research on the Reconstruction of Schools in Conjunction 

with Community Development　- Records and Examination of the Process of School 

Facilities’ Reconstruction from Tsunami Damage after the Great East Japan Earthquake -」 

「Survey of Energy Use, etc. in School Facilities in the Super Eco School Demonstration 

Program　- Report on a Fundamental Study of School Facility Environments -(2013 

Summary)」

ケ．韓国教育開発院（KEDI）との交流

平成 18 年度から，韓国教育開発院（KEDI）との交流活動を続けている。

平成 27 年度は，平成 24 年度から開始した共同研究の一環として，平成 27 年８月に日本の幼稚園施

設に関する現地調査を行うなど，日本と韓国の幼稚園における学習空間等の比較研究を実施した。また，

11 月には，韓国教育開発院の依頼を受けて訪韓し，日韓国際交流セミナーで講演を行ったほか，これ

らの機会を通じて，両国の学校施設に関する情報交換を行った。
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資　料
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5/15 
平成 27 年度魅力ある学校づくり調査研究事業第１回連絡協議会 
＜旧文部省庁舎６階第２講堂＞

5/19 ～  5/22 平成 27 年度公民館職員専門講座＜社会教育実践研究センター＞

5/26 ～  5/27 OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）2015 年本調査実施説明会＜文部科学省３階講堂＞

5/28 ～  5/29
平成 27 年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会＜国立オリンピック記念青
少年総合センター＞

6/4 ～   6/5
〔平成 27 年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会〕 
〔ホテルアウィーナ大阪（大阪府大阪市）〕

6/4 ～   6/5 平成 27 年度全国生涯学習センター等研究交流会＜社会教育実践研究センター＞

6/5 平成 27 年度生徒指導研究推進協議会＜文部科学省３階講堂＞

6/15 ～  6/26 平成 27 年度図書館司書専門講座＜社会教育実践研究センター＞

6/23
平成 27 年度外部研究者等講演会「教員の専門性を高めるリフレクション（省察）につい
て」＜所内第一特別会議室＞

7/10 社会教育実践研究センター 50 周年記念講演会 <社会教育実践研究センター >

7/27
外部研究者等講演会「Measuring What Matters Most: 資質・能力の評価を考える」 
<文部科学省 3階講堂 >

7/22 ～  8/26 平成 27 年度社会教育主事講習［A] < 社会教育実践研究センター >

8/7
平成 26 年度プロジェクト研究「少人数指導・少人数学級の効果に関する調査研究」 
成果報告会 <文部科学省 3階講堂 >

8/21 平成 27 年度第 1回評議員会 <所内第一特別会議室 >

8/24
平成 27 年度教育研究公開シンポジウム（小中一貫教育の制度化と展開～小中一貫教育の
先導的取組を踏まえて～）<文部科学省 3階講堂 >

9/1 ～   9/4 平成 27 年度新任図書館長研修 <社会教育実践研究センター >

9/7
平成 26 年度プロジェクト研究「子供の論理的な思考力の育成に係る調査研究」 
成果報告会 <文部科学省 3階講堂 >

9/7
外部研究者等講演会「英国の困難な地区における地方教育行政当局の学力向上等に向け
た先進的な取組み」<所内第一特別会議室 >

9/16
平成 26 年度プロジェクト研究「教員養成等の改善に関する調査研究」成果報告会  
<東館 3階試写室 >

9/28
平成 27 年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向け
た説明会 <文部科学省東館 3階講堂 >

10/2
平成 26 年度終了プロジェクト研究「「地域とともにある学校」の推進に向けた教育行政
の在り方に関する調査研究」成果報告会＜所内第一特別会議室＞

10/5
平成 27 年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向け
た説明会＜ TKP ガーデンシティ仙台（宮城県仙台市）＞

10/7 ～  10/9 平成 27 年度博物館長研修 ＜社会教育実践研究センター＞

１．年譜
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10/14
平成 26 年度終了プロジェクト研究「外国人児童生徒の教育等に関する国際比較研究」 
成果報告会 ＜所内第一特別会議室＞

10/19
平成 26 年度終了プロジェクト研究「国際的なテスト問題バンクの開発と国内的普及に 
よる大学教育のグローバル質保証ー AHELO フィージビリティ・スタディの成果を踏まえた 
国際共同研究」成果報告会 ＜所内第一特別会議室＞

10/22 ～10/23 平成 27 年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（東部地区）＜秋田県＞

10/29～10/30 平成 27 年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（中部地区）＜愛知県＞

11/5 ～  11/6 平成 27 年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（西部地区）＜宮崎県＞

11/5 ～  11/6 平成 27 年度全国教育研究所連盟研究協議会 ＜コラッセふくしま（福島県福島市）＞

11/4 ～  11/7
韓国教育開発院教育施設環境研究センター（KEDI ／ EDUMAC）との研究交流事業 
＜韓国教育開発院（KEDI）＞

11/10～11/13 平成 27 年度社会教育主事専門講座 ＜社会教育実践研究センター＞

11/16 ～11/20 平成 27 年度メディア教育指導者講座 ＜社会教育実践研究センター＞

11/25 第 5 回日中韓国立教育政策研究所長会議 ＜韓国教育開発院（KEDI）＞

11/26
BuRaLi（ぶら〜り）e上野〜こんなとこあったの ?!『意外と知らない上野の建物探訪パー
トⅡ』＜社会教育実践研究センター＞

12/9 ～ 12/11 平成 27 年度博物館学芸員専門講座 ＜社会教育実践研究センター＞

12/24
平成 26 年度終了プロジェクト研究「実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に
関する調査研究」成果報告会＜所内第一特別会議室＞

1/15 平成 27 年度第 2 回評議員会 ＜所内第一特別会議室＞

1/19
平成 27 年度教育改革国際シンポジウム（初等教育段階における英語教育を考える 
〜グローバル人材の育成に向けて〜）＜文部科学省 3階講堂＞

1/20
平成 27 年度文教施設研究講演会（「インクルーシブ教育の特色を活（い）かした学校づ
くり」−日本とフィンランドの学校建築−）＜文部科学省 3階講堂＞

1/21 ニュージーランド教育省施設担当者との意見交換会＜所内第二特別会議室＞

1/20 ～  2/26 平成 27 年度社会教育主事講習［B］＜社会教育実践研究センター＞

1/26 全国教育研究所連盟委員会 ＜文部科学省 5F 会議室＞

2/2 ～    2/5
平成 27 年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会 
＜文部科学省３階講堂，旧文部省庁舎６階第２講堂，航空会館＞

2/19
平成 27 年度魅力ある学校づくり調査研究事業第２回連絡協議会 
＜文部科学省３階講堂＞

3/2
ＰＩＡＡＣシンポジウム２０１６-成人のキャリア形成と教育の在り方を考える - 
＜霞が関ナレッジスクエア＞

3/3～3/4 平成 27 年度地域教育力を高めるボランティアセミナー＜社会教育実践研究センター＞
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３．評議員・現職員
（１）評議員
【任期：平成25年11月 15日～平成27年11月 14日】
会　長 木村　　孟 国立大学法人東京工業大学名誉教授，全国都道府県教育委員会連合会会長　
副会長 佐藤　禎一 国際医療福祉大学大学院教授

秋田喜代美 国立大学法人東京大学大学院教育学研究科教授
安藤　大作 株式会社 Believe 代表取締役，公益社団法人日本 PTA 全国協議会副会長
小川　正人 放送大学教養学部教授
宍戸　和成 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
嶋田　晶子 武蔵野市立桜野小学校長，全国連合小学校長会監事
鈴木　眞理 青山学院大学教育人間科学部長
角南ちえみ 京都府総合教育センター所長
髙岡　信也 独立行政法人教員研修センター理事長
橋本　　都 青森県教育委員会教育長
濱名　　篤 関西国際大学長
藤沢　久美 シンクタンク・ソフィアバンク代表
細谷　美明 東京都港区立御成門中学校長，全日本中学校長会会長
無藤　　隆 白梅学園大学子ども学研究科長
吉田　　文 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

【任期：平成28年1月1日～平成29年12月 31日】
会　長 小川　正人 放送大学教養学部教授
副会長 無藤　　隆 白梅学園大学子ども学研究科長

秋田喜代美 国立大学法人東京大学大学院教育学研究科教授
秋山美栄子 目黒区立東山小学校長，全国連合小学校長会監事
石﨑千惠子 茨城県教育研修センター所長
石田　　浩 東京大学社会科学研究所教授
漆　紫穂子 品川女子学院校長
宍戸　和成 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
鈴木　眞理 青山学院大学教育人間科学部長
銭谷　眞美 東京国立博物館長
髙岡　信也 独立行政法人教員研修センター理事長
羽入佐和子 国立研究開発法人理化学研究所理事，お茶の水女子大学前学長
濱名　　篤 関西国際大学長
松川　禮子 岐阜県教育委員会教育長
宮本　久也 東京都立西高等学校長，全国高等学校長協会会長
吉田　　文 早稲田大学教育・総合科学学術院教授

（２）現職員（平成27年度）
所　長 大槻　達也 研究企画開発部 国際研究・協力部

（～ H28.1.19） 部長 高橋　雅之 部長 大野　彰子
〃 河村　潤子 （～ H27.8.3） 総括研究官 一見真理子

（H28.1.20 ～） 〃（併） 渡邊　恵子 〃 大塚　尚子
（H27.8.4 ～ H27.9.9） 〃 沼野　太郎

次長事務取扱（命） 大槻　達也 〃（併） 田口　重憲 〃 丸山　英樹
（～ H27.4.30） （H27.9.10 ～） （～ H27.9.30）

総括研究官 小暮　聡子 〃　　　 袰岩　　晶
次　長 湊屋　治夫 〃 篠原　真子 〃　　　（併） 須原　愛記

（H27.5.1 ～ H27.9.30） 〃 福田　光宏 （～ H27.12.31）
〃　　（併） 〃 山田　素子 〃　　　（併） 向後明希子
〔文部科学省大臣官房審議官〕 〃 渡邉　倫子 （～ H27.4.20）

伯井　美徳 （H27.9.1 ～） 主任研究官 卯月　由佳
（～ H27.9.30） 〃　　　（併） 坂谷内　勝 国際調査調整官心得（併） 卯月　由佳

〃　　（併） 〃　　　（併） 山田　亜紀子
〔文部科学省大臣官房付〕 〃　　　（併） 亀田　徹

湊屋　治夫 教育研究情報センター
（H27.10.1 ～） 教育政策・評価研究部 センター長（併） 高橋　雅之

部長 渡邊　恵子 （～ H27.4.30）
総務部 総括研究官 橋本　昭彦 〃　　　（併） 湊屋　治夫
部長 石塚　等 〃 屋敷　和佳 （H27.5.1～H27.9.9）

〃 本多　正人 センター長 田口　重憲
[庶務課 ] 〃 植田みどり （H27.9.10 ～）
課長 永田　勇生 〃 妹尾　　渉 総括研究官 坂谷内　勝
庶務係長 繁田　　華 主任研究官 宮﨑　　悟 〃 千々布敏弥
人事係長 坂本　陽子 〃 吉岡  亮衛
人事係主任 松枝　　寛 生涯学習政策研究部 〃 江草　由佳

部長 笹井　宏益 〃 榎本　　聡
[企画室 ] 総括研究官 岩崎久美子 〃　　　　（併） 白水　  始
室長（命） 小暮　聡子 〃 福本　徹 〃　　　　（併） 福本　　徹
企画・広報係（命） 久野　由紀 〃 須原　愛記
研究支援係長（命） 今岡　二郎 （～ H27.12.31） ［情報支援課］
研究支援係（命） 笠原　絵美 〃 向後明希子 課長 藤本　康宏
専門職（命） 瀧音　恵 （～ H27.4.20） 企画係長 瀧音　恵

〃 小松　幸恵 運用管理係長 高中　寿和
 [ 会計課 ] 　　　　　
課長 市川　修 初等中等教育研究部 ［教育図書館］
総務係長 菅　貴博 部長 大杉　昭英 教育図書館係長 鈴木由美子
経理係主任 廣田　剛 総括研究官 松尾　知明
〃 江頭　千陽 〃 藤原　文雄
管理係長 佐藤　範一 〃 山森　光陽
管理係主任 白石　佳寿美 〃 白水　  始

（～ H27.8.31） 〃 掘越　紀香
管理係 柏﨑　樹子
〃 加藤　摩里子 高等教育研究部

（H28.3.1 ～） 部長（併） 大杉　昭英
専門職 田中　曜子 （H27.4.1 ～ H27.4.30）

〃　　　（併） 湊屋　治夫
（H27.5.1 ～）

副部長（命） 深堀　聰子
総括研究官 深堀　聰子
〃 濱中　義隆
〃 朴澤　泰男
研究員 立石　慎治
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教育課程研究センター 教育課程調査官 赤堀　博行 学力調査専門職（非常勤） 石田　優耶

センター長 髙口　努 〃 安部　恭子 〃 亀田　亮

（～ H27.4.30） 〃 市毛　祐子 〃 小松　ゆい

〃 梅澤　敦 〃 大滝　一登 〃 近藤　弘子

（H27.5.1 ～） 〃 上野　耕史 〃 齋藤　優子

〃 臼井　　学 〃 佐藤　友梨

基礎研究部 〃 岡田　京子 〃 四之宮　暢彦

部長　 今関　豊一 〃 長田　　徹 〃 鈴木　友梨

総括研究官 梅澤　敦 〃 笠井　健一 〃 辻本　亜希

〃 後藤　顕一 〃 鹿野　利春 〃 土田　裕也

〃 五島　政一 〃 向後　秀明 〃 中山　亮

〃 二井　正浩 〃 澤井　陽介 〃 鳴海　理恵子

〃 西野真由美 〃 澤田　浩一 〃 野稲　聡志

〃 本田　史子 〃 杉本　直美 〃 平塚　正之

（H27.10.1 ～） 〃 高田　彬成 〃 村上　英理

〃 松本　吉正 〃 高橋　修一 〃 毛利　春菜

〃　　　　（併） 掘越　紀香 〃 瀧田　雅樹 〃 柳平　誠人

〃　　　　（併） 水戸部修治 〃 田畑　淳一 教育課程専門職（非常勤） 飯田　真里子

〃 安野　史子 〃 津田　正之 〃 要田　賢治

〃 萩原　康仁 〃 筒井　恭子 〃 竹原　秀一

〃 松原　憲治 〃 直山木綿子 〃 登川　希香

研究員（併） 小田　沙織 〃 西村　修一 〃 藤本　千晴

〃 野内　頼一 〃 山本　 彩子

総合研究官 銀島　　文 〃 濱野　　清

〃 東良　雅人 生徒指導・進路指導研究センター
［基礎研究課］           〃 樋口　雅夫 センター長 頼本　維樹

課長（併） 永田　勇生 〃 平木　　裕 総括研究官 滝  　  充

企画係 久野　由紀 〃 福村知加子 〃　　　　（併） 長田　　徹

〃　　　　（併） 笠原　絵美 〃 藤枝　秀樹 〃 藤平　  敦

調査情報係長 今岡　二郎 〃 水谷　尚人 〃 中野　　澄

〃 水戸部修治 主任研究官 篠原　郁子

研究開発部           〃 村瀬　正幸 研究員　　（併） 立石　慎治

部長 佐藤　弘毅 〃 村山　哲哉

副部長（命） 松本　吉正 （～ H27.4.30） ［企画課］           

〃 持田　雄一 課長 人見　達也

［研究開発課］           〃 森　　良一 （～ H27.4.30）

〃　　　　（併） 清原　洋一 〃 五十嵐　祐子

課長 五十嵐　祐子 〃　　　　（併） 田村　学 （H27.5.1 ～）

（～ H27.4.30） 〃　　　　（併） 津金　美智子 課長補佐 岩城　由紀子

企画係長　 深澤　国広 〃　　　　（併） 新井　　仁 企画係長（併） 岩城　由紀子

指導係長 伊倉　剛 〃　　　　（併） 黒田　諭 指導係主任 木村　香奈子

分析・開発推進係長 関谷　香織 〃　　　　（併） 小松　信哉

専門職 吉田　智 〃　　　　（併） 鈴木　康浩

〃 池田　森太郎 〃　　　　（併） 西川　さやか 社会教育実践研究センター
〃 岩切　陽平 〃　　　　（併） 藤本　義博 センター長（併） 渡部　徹

〃　　　　（併） 中尾　敏朗

［学力調査課］ 〃　　　　（併） 長尾　篤志 ［企画課］

課長 佐藤　有正 〃　　　　（併） 矢幅　清司 課長 安達　　昇

（～ H27.7.26） 〃　　　　（併） 山中　謙司 企画係長（併） 佐藤　　猛

〃 小久保　智史 情報統計官（併） 藤本　康宏 普及・調査係長（併） 山名　聡子

（H27.7.30 ～） 学力調査官 新井　　仁 専門職 鳥越留美子

調査係長 笠原　丈史 〃 黒田　諭 社会教育調査官（併） 波塚　章生

分析係長 臼井　基之 〃 小松　信哉 社会教育調査官 井上　昌幸

専門職　（命） 関谷　香織 〃 鈴木　康浩 専門調査員 市川　重彦

専門職 小倉　弘一 〃 西川　さやか 〃 糸賀　真也

〃 間嶋　哲 〃 藤本　義博 〃 尾山　清龍

〃 山中　謙司

〃　　　　（命） 大滝　一登 文教施設研究センター
〃　　　　（命） 笠井　健一 センター長 磯山　武司

〃　　　　（命） 清原　洋一 総括研究官 西　　博文

〃　　　　（命） 杉本　直美 〃 福手　孝人

〃　　　　（命） 村山　哲哉 企画係長 岩下　文香

（～ H27.4.30） （～ H27.6.30）

〃　　　　（命） 長尾　篤志 〃 吉本　尚史

〃　　　　（命） 野内　頼一 （H27.11.1 ～）

〃　　　　（命） 藤枝　秀樹 専門調査員 平川　英洋

〃　　　　（命） 水谷　尚人

〃　　　　（命） 水戸部修治
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４．定員及び予算 

 
 
（１）定員（平成２７年度末） 
 

 

（人） 
所 長                            １ 
部長・センター長・総合研究官                １３ 
総括研究官・主任研究官・研究員               ４８ 
教育課程調査官・学力調査官・情報統計官・社会教育調査官   ５３ 
事務職員等                         ３０ 

 
計                          １４５ 

（併任は除く。） 
 
（２）予 算 
 
 

（単位：千円） 

事 項  平成 27年度 平成 26年度 

人に伴う経費  1,407,077 1,415,818 

管理運営経費   215,601 215,462 

政策研究機能高度化推進経費  102,709 110,985 

事業経費 1,422,795 1,458,879 

国際研究協力経費 225,064 255,175 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等 67,669 70,035 

合 計 3,440,915 3,526,354 

 
 

５．施設等 

敷地 【上野庁舎】   3,150㎡ 

建物 【中央合同庁舎第７号館】区分    延面積 

６階 （所長・次長室、各部・センター等）    1,939㎡ 

  ５階 （教育課程研究センター等）   1,058㎡ 

１９階 （教育図書館書庫） 598㎡ 

合 計  3,595 

【上野庁舎】 区分  建面積      延面積 

本館  （RC３階建）    813㎡    2,359㎡ 

合 計     813     2,359 
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（併任は除く。） 
 
（２）予 算 
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人に伴う経費  1,407,077 1,415,818 

管理運営経費   215,601 215,462 

政策研究機能高度化推進経費  102,709 110,985 

事業経費 1,422,795 1,458,879 

国際研究協力経費 225,064 255,175 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等 67,669 70,035 

合 計 3,440,915 3,526,354 

 
 

５．施設等 

敷地 【上野庁舎】   3,150㎡ 

建物 【中央合同庁舎第７号館】区分    延面積 

６階 （所長・次長室、各部・センター等）    1,939㎡ 

  ５階 （教育課程研究センター等）   1,058㎡ 

１９階 （教育図書館書庫） 598㎡ 

合 計  3,595 

【上野庁舎】 区分  建面積      延面積 

本館  （RC３階建）    813㎡    2,359㎡ 

合 計     813     2,359 
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６．科学研究費助成事業による研究一覧 （平成２７年度）

【新規研究課題】

研究種目 研究期間 研究課題名 研究代表者 所属
交付決定額

合計
直接経費 間接経費

1
基盤研究（B）　 

（一般）
２７－３０

協働学習支援ツールによる活用型授業とブ

レンディッドラーニングによる教員研修の

開発

藤本　義博
教育課程研究センター 

研究開発部
6,500,000 300,000 6,800,000 

2
基盤研究（B）　 

（一般）
２７－３０

教育格差是正のための社会的セーフティ

ネットシステム形成に関する総合的研究
岩崎　久美子 生涯学習政策研究部 3,800,000 180,000 3,980,000 

3
基盤研究（B）　 

（一般）
２７－２９ 社会系教科目における価値学習の開発研究 大杉　昭英 初等中等教育研究部 3,100,000 600,000 3,700,000 

4
基盤研究（C） 

（一般）
２７－２９

病院訪問教育におけるＩＣＴを活用した思

考力・判断力・表現力育成に関する実践的

研究

福本　　徹 生涯学習政策研究部 1,500,000 30,000 1,530,000

5
基盤研究（C） 

（一般）
２７－２９

ネパールにおける農村女性の社会参加をめ

ぐる実証的研究　
長岡　智寿子 生涯学習政策研究部 1,100,000 0 1,100,000

6
基盤研究（C） 

（一般）
２７－２９

PISA 調査の検証に基づく大規模教育調査実

施方法のモデル構築
袰岩　　晶 国際研究・協力部 1,500,000 0 1,500,000

7
基盤研究（C） 

（一般）
２７－２９

高等学校国語科における音声言語スキルに

関する系統的カリキュラムモデルの開発
大滝　一登

教育課程研究センター 

研究開発部
1,000,000 0 1,000,000

8
基盤研究（C） 

（一般）
２７－２９

21 世紀型資質・能力を育成する道徳教育カ

リキュラムの開発と実践に関する研究
西野　真由美

教育課程研究センター 

基礎研究部
800,000 0 800,000

9 挑戦的萌芽研究 ２７－２８
学童保育の「質」の検証・評価の手法開発

に関する試行的研究
橋本　昭彦 教育政策・評価研究部 900,000 0 900,000

10 挑戦的萌芽研究 ２７－２８
日本の成人の読解力と数的思考力が世界一

であることの理由の解明
吉岡　亮衛 教育研究情報センター 1,400,000 0 1,400,000

11 挑戦的萌芽研究 ２７－２９
学校用「いじめアンケート」の限界と効用

に関する実証的研究
滝　　充

生徒指導・進路指導研究

センター
700,000 0 700,000

12 若手研究（B） ２７－２９
市町村合併や圏域化による義務教育行政の

広域化に関する研究
宮崎　　悟 教育政策・評価研究部 600,000 0 600,000

13

研究成果公開 

促進費 

（学術図書）

２７ 高等教育機会の地域格差 朴澤　泰男 高等教育研究部 1,900,000 0 1,900,000 

14

研究成果公開 

促進費 

（研究成果デー

タベース）

２７ デジタルコンテンツデータベース 榎本　　聡 教育研究情報センター 3,000,000 0 3,000,000 

15

研究成果公開 

促進費 

（研究成果デー

タベース）

２７
教育研究所・教育センター刊行論文データ

ベース
吉岡　亮衛 教育研究情報センター 2,200,000 0 2,200,000 

16
研究活動 

スタート支援
２７－２８

教育政策形成におけるエビデンスの活用に

関する日英比較研究
小野　まどか 国際研究・協力部 1,100,000 0 1,100,000 

研究種目 研究期間 研究課題名 研究代表者 所属
交付決定額

合計
直接経費 間接経費

1
基盤研究（A）　 

（一般）
２４－２８

イノベーティブ人材を醸成する「卓越性の科

学」の教育課程の開発に関する実証的研究
銀島　文

教育課程研究センター 

基礎研究部
8,760,000 1,335,000 10,095,000 

2
基盤研究（A）　 

（一般）
２５－２９

高大接続に資する多面的・総合的な学力評

価・測定を行うための新たな技術的基盤の

構築

安野　史子
教育課程研究センター 

基礎研究部
6,700,000 570,000 7,270,000 

3
基盤研究（A）　 

（一般）
２６－２８

持続的な学びを支える学習科学ポータルサ

イトの開発と評価
白水　始 初等中等教育研究部 8,800,000 1,785,000 10,585,000 

4
基盤研究（B） 

（一般）
２４－２８

非社会性の改善による反社会的行動の抑制

に関する研究
滝　　充

生徒指導・進路指導研究

センター
1,100,000 0 1,100,000 

5
基盤研究（B） 

（一般）
２５－２８

学級規模と指導・評価方法等が児童生徒の

学力の経年変化に与える影響に関する研究
山森　光陽 初等中等教育研究部 3,500,000 0 3,500,000 

6
基盤研究（B） 

（一般）
２６－２８

科学知識の理解に関するメタ認知能力の役

割についての日独比較研究
吉岡　亮衛 教育研究情報センター 3,400,000 450,000 3,850,000 

7
基盤研究（B） 

（海外学術調査）
２５－２８

コンピテンシーに基づくナショナルカリ

キュラム開発に関する国際調査研究
松尾　知明 初等中等教育研究部 3,700,000 0 3,700,000 

8
基盤研究（B） 

（海外学術調査）
２５－２７

学習者のウェルビーイングに資するノン

フォーマル教育の国際比較研究
丸山　英樹 国際研究・協力部 3,600,000 1,080,000 4,680,000 

【継続研究課題】
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研究種目 研究期間 研究課題名 研究代表者 所属
交付決定額

合計
直接経費 間接経費

9
基盤研究（C） 　 

（一般）
２４－２７

中学校国語科におけるコンピュータを活用

した課題解決型学力調査問題の開発
杉本　直美

教育課程研究センター 

研究開発部
1,200,000 30,000 1,230,000 

10
基盤研究（C） 　 

（一般）
２５－２８

カリキュラムの被覆状況に着目した TIMSS

理科調査のテスト項目の比較分析
萩原　康仁

教育課程研究センター 

基礎研究部
900,000 0 900,000 

11
基盤研究（C） 　 

（一般）
２５－２７

高大接続による単位の認定方法と質保証に

関する調査研究
河合　　久

教育課程研究センター 

基礎研究部
900,000 0 900,000 

12
基盤研究（C） 　 

（一般）
２５－２７

ネットワーク組織の手法を活用した学校経

営モデルの開発に関する日英比較研究
植田　みどり 教育政策・評価研究部 800,000 0 800,000 

13
基盤研究（C） 　 

（一般）
２５－２８

都市自治体の新しい教育政策管理手法の導

入・展開・効果に関する研究
本多　正人 教育政策・評価研究部 900,000 90,000 990,000 

14
基盤研究（C） 　 

（一般）
２５－２８

人口減少社会に向けた自治体教育計画の策

定と課題に関する研究
屋敷　和佳 教育政策・評価研究部 800,000 0 800,000 

15
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２８

TALIS2013 質問紙の授業実践指標を基にした

理科授業ビデオ研究
松原　憲治

教育課程研究センター 

基礎研究部
1,300,000 0 1,300,000 

16
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２８

化学実験レポートの考察記述を活用した思

考力の獲得につなぐ学び方に関する実証的

研究

後藤　顕一
教育課程研究センター 

基礎研究部
1,000,000 15,000 1,015,000 

17
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２８

体育科ナショナルスタンダード策定のため

の概念的記述による指導内容可視化の検討
今関　豊一

教育課程研究センター 

基礎研究部
1,500,000 90,000 1,590,000 

18
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２８

幼小接続期における戸惑いへの対処とそれ

を支えるシステムの構築
掘越　紀香 初等中等教育研究部 600,000 0 600,000 

19
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２８

「各教科等の学習に機能する読解力」育成カ

リキュラム及び授業実践モデルの開発
水戸部　修治

教育課程研究センター 

研究開発部
1,000,000 0 1,000,000 

20
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２９

「中１不登校」解消に向けた「小中学校兼務

教員」の配置効果に関する研究
藤平　　敦

生徒指導・進路指導研究

センター
700,000 0 700,000 

21
基盤研究（C） 

（一般）
２６－２８

今日的な課題に対応した諸教育の成果を取

り入れた公民教育カリキュラム開発の研究
樋口　雅夫

教育課程研究センター 

研究開発部
900,000 0 900,000 

22 挑戦的萌芽研究 ２５－２７
ボランタリーな学校ネットワークによる教

育効果に関する比較研究
丸山　英樹 国際研究・協力部 600,000 180,000 780,000 

23 挑戦的萌芽研究 ２６－２７
記述形式の数学試験における解答方略に着

目した新たな評価手法開発の試み
安野　史子

教育課程研究センター 

基礎研究部
1,500,000 0 1,500,000 

24 挑戦的萌芽研究 ２６－２８
教科固有の資質や能力の育成を目指すドイ

ツ中等歴史の教育課程の研究
村瀬　正幸

教育課程研究センター 

研究開発部
1,200,000 0 1,200,000 

25 挑戦的萌芽研究 ２６－２８
ビッグ・ヒストリーに着目した歴史教育内

容開発研究
二井　正浩

教育課程研究センター 

基礎研究部
1,100,000 0 1,100,000 

26 挑戦的萌芽研究 ２６－２８
知識観の特長を生かした社会系教科目の指

導と評価の改善に関する研究
大杉　昭英 初等中等教育研究部 1,000,000 0 1,000,000 

27 若手研究（B） ２５－２８
探索型検索前後の知識の変化をとらえる評

価手法の開発
江草　由佳 教育研究情報センター 900,000 0 900,000 

28 若手研究（B） ２５－２８
初期ならびに中期キャリアにおける大学教

員の能力形成過程に関する質的研究
立石　慎治

生徒指導・進路指導研究

センター
900,000 0 900,000 

29 若手研究（B） ２６－２８
世帯収入が子どもの発達・学習環境とアウ

トカムに与える効果に関する日英比較研究
卯月　由佳 国際研究・協力部 500,000 0 500,000 

30 若手研究（B） ２６－２８
子もどの視点に立った養育とアタッチメント

の発達：母親の視線解析に基づく縦断検討
篠原　郁子

生徒指導・進路指導研究

センター
500,000 0 500,000 

31 若手研究（B） ２６－２８
大学生の中途退学の背景・帰結・抑制政策

に関する基礎的研究
朴澤　泰男 高等教育研究部 500,000 0 500,000 
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７．外国人来訪者一覧

年月日 訪問者 国籍等 役職名 来所の目的

平成27年 6月 5日 John Owen オーストラリア

Senior Fellow, 

University of 

Melbourne

教育行政の評価・学校評価

についての国際比較研究

についての意見交換

平成27年 6月15日 Supanutt Sasiwuttiwat タイ

Senior Researcher, 

Thailand Development 

Research Institute 

（TDRI）

高齢化社会における教育

改革についての国際比較

研究についての意見交換

平成27年 7月29日

イラン・イスラム共和国

国会議員 4名 

イラン・イスラム共和国

大使館 5名

イラン・イスラム 

共和国
国会議員　他

日本の教育システム，日本

政府の教育に関する政策 

平成27年 8月17日 

 ～21日

Rieu Ho seoup, Park 

Sung-Chul　外1名
韓国

東義大学校教授， 

韓国教育開発院研究員
日韓学校施設の比較調査

平成27年10月 8日 

 ～10日

シンガポール教育省　

日本幼児教育視察団　

Loke-Yeo Teck Young　

団長　他9名    

シンガポール

教育省教育サービス局

長（就学前教育・教育測

定評価・特殊教育担当）

日本の幼児教育に関する

事情聴取と特に幼児教育

施設視察

平成27年11月18日 Mr.BEN Roy 他22名

ヴァヌアツ，ガーナ，

ケニア，パプアニューギニア，

バングラディッシュ， 

マラウイ，ルワンダ， 

南アフリカ，ネパール，

ミャンマー，タンザニア，

ウガンダ

教育省政策企画局プロ

ジェクトオフィサー等

JICA集団研修「教育政策策

定及び効果の分析に係る

能力開発」のため

平成28年 1月19日 ヤミン・タイ 台湾 台北教育大学　副教授

教育改革国際シンポジウ

ムに講演者・パネリストと

して出席

平成28年 1月19日
ポンピモン・プラソン

ポーン
タイ

シーナカリンウィロー

ト大学　講師

教育改革国際シンポジウ

ムに講演者・パネリストと

して出席

平成28年 1月19日 アヌ・ハルバリ フィンランド
フィンランド国家教育

委員会　参事

教育改革国際シンポジウ

ムに講演者・パネリストと

して出席

平成28年 1月20日 レイノ・タパニネン フィンランド
国家教育委員会チー

フ・アーキテクト

文教施設研究講演会での

講演

平成28年 1月21日 クレイグ・クリフ ニュージーランド
教育省シニア・ポリ

シー・マネージャー

学校施設に関する意見交

換

平成28年 1月26日

国民教育・職業訓練省 

PEEQ プロジェクト担当

部局 7名

モロッコ王国 国民教育・職業訓練省

日本の全国学力・学習状況

調査， 

TIMSS や PISA等の国際学

力テストの動向

平成28年 2月23日 ジ　チュンメイ　他18名 中国

江蘇第二師範学院江蘇

教育行政幹部訓練セン

ター等

JICE研修「小中学校教員研

修モデル改革」のため
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８．外部研究者一覧

（１）客員研究員（１２名）

　①総括客員研究員（２名）

氏名 所属等 調査研究 専門分野 期間
川島　啓二 九州大学機関教育院　教授 プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」 高等教育論，教育行政学 27.4.1～28.3.31

遠藤　利彦 東京大学大学院教育学研究科　教授
プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法に
ついての研究」

発達心理学，感情心理学 27.4.1～28.3.31

　②客員研究員（１０名）

氏名 所属等 調査研究 専門分野 期間

立田　慶裕 神戸学院大学人文学部　教授
プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯
学習環境の基盤形成に関する研究」

教育社会学，生涯学習論 27.4.1～28.3.31

秋田　喜代美 東京大学大学院教育学研究科　教授
プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，
研修に関する総合的研究」

教育心理学，保育学，学校教育学
（授業研究）

27.4.1～28.3.31

金　泰勲 早稲田大学　非常勤講師
プロジェクト研究「小学校英語教育に関する調査研究」，「非認知的（社会情
緒的）能力の発達と科学的検討手法についての研究」

比較教育，国際理解教育 27.4.1～28.3.31

粕谷　恭子
東京学芸大学外国語・外国文化研究講
座英語科教育学教室　教授

プロジェクト研究「小学校英語教育に関する調査研究」 小学校英語教育 27.4.9～28.3.31

角屋　重樹
日本体育大学児童スポーツ教育学部　
教授

プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究
（平成26～28年度）」

教科教育学，理科教育学 27.4.1～28.3.31

吉富　芳正 明星大学　教授
プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究
（平成26～28年度）」

教育課程論，教育課程行政 27.4.1～28.3.31

岡本　弥彦 岡山理科大学理学部　教授 ESD研究のフォローアップ等に係る研究協力
理科教育，地学教育，環境教育，
ESD，教師教育

27.4.9～28.3.31

佐藤　真久 東京都市大学環境学部　准教授 ESD研究のフォローアップ等に係る研究協力 環境教育，ESD 27.4.9～28.3.31

土屋　隆裕
大学共同利用機関法人情報・システム
研究機構統計数理研究所　准教授

IEA　国際数学・理科教育動向調査（TIMSS） 統計調査法 27.4.9～28.3.31

長澤　悟
株式会社教育環境研究所　所長（東洋
大学　名誉教授）

文教施設研究センターが行う調査研究 
「東日本大震災からの学校施設の復校プロセスに関する調査研究」等

建築計画学 27.4.1～28.3.31

（２）フェロー（４０名）

　①上席フェロー（１名）

氏名 所属等 調査研究 所属する部 専門分野 期間

金子　元久
筑波大学・大学研究センター　
教授

プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

高等教育研究部 高等教育論,教育社会学
27.4.1～
28.3.31

　②フェロー（３８名）

氏名 所属等 調査研究 所属する部 専門分野 期間

今野　雅裕
政策研究大学院大学　学長特
別補佐／教授

生涯学習政策や社会教育行政に関わる基礎的研究への参加又は助言。その他，
同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部
生涯学習論，文化政策
論

27.4.1～
28.3.31

中村　公美
一般社団法人人材育成と教育
サービス協議会　運営委員会
副委員長

今後の生涯学習政策の立案に大きな影響を及ぼすことが予想される，ISO・
WTO・TPP等における民間教育サービス事業の国際的標準化や質保証の動向に
関する，情報提供及び助言。その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経
験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 国際標準開発，教育評価
27.4.1～
28.3.31

亀岡　雄 国際交流基金　上級審議役
PIAACの分析作業。その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，
本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 生涯学習政策
27.4.1～
28.3.31

大谷　圭介

文部科学省生涯学習政策局　
参事官（平成27年8月3日まで） 
文化庁文化財部伝統文化課　
課長（平成27年8月4日から）

１． プロジェクト研究「実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に関する
調査研究」（平成26年度終了）の成果を踏まえ，今後政策を立案する上で必要と
なる基礎資料・データ等に関する助言

２． 今後の生涯学習政策の立案にとって重要な位置を占めるものと予想される，
国際的な資格枠組みの動向についての情報提供 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

生涯学習政策研究部
生涯学習政策に関する
国際的動向や職業教育
に関すること

27.4.1～
28.3.31

岩田　克彦
職業能力開発総合大学校専門
基礎学科　教授

プロジェクト研究「実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に関する調査
研究」（平成26年度終了）の成果や文部科学省からの依頼を踏まえ，今後政策を立案
する上で必要となる情報の提供。 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 労働・社会保障政策
27.4.1～
28.3.31

前田　信彦
立命館大学産業社会学部　教
授

１．  プロジェクト研究「実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に関する
調査研究」（平成26年度終了）の成果や文部科学省からの依頼を踏まえ，今後政
策を立案する上で必要となる情報の提供

２．  ＰＩＡＡＣにかかるデータの分析作業。 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

生涯学習政策研究部 社会学，労働政策
27.4.1～
28.3.31

長岡　智寿子 法政大学　非常勤講師

プロジェクト研究「実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に関する調
査研究」（平成26年度終了）の成果を踏まえ，今後キャリア形成に関わる政策を立
案する上で必要となる基礎資料の分析・作成。 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 社会教育，生涯学習
27.4.1～
28.3.31

柳澤　好治
文部科学省高等教育局 
大学振興課教員養成企画室長

PIAACの分析作業。その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，
本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 生涯学習政策
27.4.1～
28.3.31

萬　理加
ユネスコ生涯学習研究所　プ
ログラム専門職

１． ユネスコ，ＥＵ，ＯＥＣＤ，ＡＳＥＭ等の国際組織における生涯学習政策の動
向について，最新の情報の提供

２．  アジアを中心に増え続けているコミュニティ学習センターの活動等について，
最新の情報の提供

その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部
生涯学習政策論，成人
教育学

27.4.1～
28.3.31

杉長　敬治
文部科学省生涯学習政策局　
上席生涯学習官

生涯学習政策や社会教育行政に関わる基礎的研究への参加又は助言。その他，
同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部
生涯学習政策論， 
ミュージアム・マネージメント

27.4.1～
28.3.31

荻野　亮吾
東京大学高齢社会リーディン
グ大学院　特任助教

プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境
の基盤形成に関する研究」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 社会教育，生涯学習
27.4.1～
28.3.31
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豊　浩子
明治学院大学国際学部国際学
科　非常勤講師

プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境
の基盤形成に関する研究」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 教育社会学
27.4.1～
28.3.31

須原　愛記
文部科学省生涯学習政策局情
報教育課　課長補佐

プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生涯学習環境
の基盤形成に関する研究」及び科学研究費助成事業「教育格差是正のための社会的
セーフティネットシステム形成のための総合的研究」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 教育政策，生涯学習
28.1.14～
28.3.31

武藤　久慶
文部科学省初等中等教育局初
等中等教育企画課教育制度改
革室　室長補佐

プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関
する総合的研究」を中心とした初等中等教育に係る調査研究等 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部 教育行政
27.4.1～
28.3.31

桐生　崇
文部科学省初等中等教育局財
務課　課長補佐

プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修
に関する総合的研究」を中心とした初等中等教育に係る調査研究。その他，同
人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部 教育行財政
27.7.9～
28.3.31

大江　耕太郎
文部科学省初等中等教育局教
職員課　課長補佐

プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修
に関する総合的研究」を中心とした初等中等教育に係る調査研究。その他，同
人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部
教育行財政，教育経済
学

27.7.9～
28.3.31

合田　隆史 尚絅学院大学　学長

・プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」 
・高等教育政策の基礎的研究 
・ 生涯学習政策の基礎的研究 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動
に協力

高等教育研究部
高等教育論，生涯学習
論

27.4.1～
28.3.31

清水　潔
明治大学研究・知財戦略機構　
特任教授

プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

高等教育研究部 高等教育論
27.4.1～
28.3.31

杉野　剛

独立行政法人日本学生支援機
構　理事長代理（平成27年8月
3日まで） 
文部科学省高等教育局　私学
部長（平成27年8月4日から）

・プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」 
・プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」 
・ 高等教育政策の基礎的研究 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動
に協力

高等教育研究部 高等教育論
27.4.1～
28.3.31

福留　留理子
元　学校法人広島女学院　
特別任用職員

プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

高等教育研究部 高等教育論，SD
27.4.1～
28.3.31

合田　哲雄
文部科学省初等中等教育局　
教育課程課長

プロジェクト研究「大学生の学習実態に関する調査研究」「大学の組織運営改
革と教職員の在り方に関する研究」等 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

高等教育研究部
高等教育論，学術政策，
教育課程行政論

27.4.1～
28.3.31

岸本　睦久
文部科学省生涯学習政策局
参事官付　外国調査官

１． 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究（国際研究・協
力部の所掌事務）

２．ロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」
３． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動

に協力

国際研究・協力部
アメリカの教育，生涯
学習

27.4.1～
28.3.31

高谷　亜由子
文部科学省生涯政策局参事官
付　外国調査第二係長

１． 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究（国際研究・協
力部の所掌事務）

２． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動
に協力

国際研究・協力部
ドイツ及び EU の教育
政策・教育事情一般

27.4.1～
28.3.31

篠原　康正
文部科学省生涯学習政策局
参事官付　外国調査官

１． 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究（国際研究・協
力部の所掌事務）

２．プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」 
３． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動

に協力

国際研究・協力部 イギリスの教育
27.4.1～
28.3.31

小島　佳子
文部科学省生涯学習政策局参
事官付　専門職

１． 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究（国際研究・協
力部の所掌事務）

２．プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」 
３． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動

に協力

国際研究・協力部 フランスの教育
27.4.1～
28.3.31

松本　麻人
文部科学省生涯政策局
参事官付　専門職

１． 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究（国際研究・協
力部の所掌事務）

２．プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」
３． プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究（平

成26～28年度）」
４． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活

動に協力

国際研究・協力部 韓国の教育
27.4.1～
28.3.31

新井　聡
文部科学省生涯学習政策局
参事官付　専門職

１． 外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究（国際研究・
協力部の所掌事務）

２． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活
動に協力

国際研究・協力部
中国の教育政策・教育
事情，社会人類学

27.4.1～
28.3.31

齊藤　泰雄
国立教育政策研究所　
名誉所員

１．英文発信事業を含む国際研究・協力に関わる事業全般 
２． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活

動に協力
国際研究・協力部

比較教育学，国際教育
協力論，開発途上国教
育論

27.4.1～
28.3.31

小桐間　徳
沖縄科学技術大学院大学　
准副学長（アドミニストレイ
ティブ・コンプライアンス担当）

１． 国際研究・協力及び生涯学習政策研究にかかわる事業全般
２． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活

動に協力
国際研究・協力部 教育行政

27.4.1～
28.3.31

櫻井　直輝

東京大学大学院 教育学研究科 
学校教育高度化専攻 学校開発
政策コース博士後期課程 
日本学術振興会特別研究員（DC2）

１． OECD-PISA調査事業を含む，国際共同研究に関わる事業全般
２． プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」
３． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活

動に協力

国際研究・協力部 教育行政，教育財政
27.4.1～
28.3.31

丸山　英樹
上智大学グローバル
教育センター　准教授

１． 日中韓国立教育政策研究所長会議
２． プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法に

ついての研究」及び「多様なパートナーシップによるイノベーティブな生
涯学習環境の基盤形成の研究」

３． その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活
動に協力

国際研究・協力部
比較教育学，教育社会
学，国際教育協力論，
ESD の学術研究

27.10.8～
28.3.31

淵上　孝
文部科学省初等中等教育局
幼児教育課  課長

プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究（平
成26～28年度）」 
その他,同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ ,本研究所の活動に
協力

基礎研究部
教育法，教育行政，初等
中等教育，幼児教育

27.4.1～
28.3.31

今村　聡子
東京大学　
本部経営支援担当部長

プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究（平
成26～28年度）」 
その他,同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ ,本研究所の活動に
協力

基礎研究部 教育行政
27.4.1～
28.3.31
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齋藤　福栄 舞鶴工業高等専門学校　校長
「OECD-GNEELE（効果的な学習環境に関する専門家会合）」に関すること。 
その他，同人の専門的な知識・経験に応じ，本研究所の活動に協力

基礎研究部 文教施設に関すること
27.4.1～
28.3.31

勝野　頼彦
独立行政法人国立特別支援教
育総合研究所　理事

プロジェクト研究「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究（平
成26～28年度）」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

基礎研究部 教育行政
27.4.9～
28.3.31

舟木　泰世
文部科学省スポーツ・青少年局 
スポーツ振興課健康・体力つくり係
（健康・体力つくり担当）　係長

初等中等教育の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究。
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

基礎研究部
体育科教育学，スポー
ツマネジメント

27.7.9～
28.3.31

月岡　英人 東京理科大学　特任教授

「中学校学習指導要領実施状況調査」の分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「高等学校学習指導要領実施状況調査」の企画・実施・分析 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

研究開発部 教育課程全般
27.4.1～
28.3.31

髙口　努
独立行政法人教員研修セン
ター　理事

プロジェクト研究「全国学力・学習状況調査の結果の二次分析に関する研究」 
その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は経験に応じ，本研究所の活動に
協力

研究開発部 教育課程全般，教員養成
27.5.21～
28.3.31

　③特任フェロー（１名）

氏名 所属等 調査研究 所属する部 専門分野 期間

河合　久
種目：基盤研究（C） 
課題名：高大接続による単位の認定方法と質保証に関する調査研究 
期間：平成25年度～27年度

基礎研究部
27.4.1～
28.3.31

（３）特別研修員（２名）

氏名 所属等 調査研究課題 受入研究官 期間

菅尾　英代
広島大学大学院教育学研究科文化教育開発
専攻博士課程後期

初等中等教育に関わる教育政策の動向を踏まえた教育研究と学
習評価の在り方

初等中等教育研究部 
部長　大杉　昭英

27.2.25～27.5.29

大和　洋子

非常勤講師 
（東洋英和女学院大学，青山学院大学，
共立女子学園大学等） 

「近隣中華圏諸国における小学校英語科教員養成に関する政策
及び養成課程に関する比較研究」　「近隣中華圏諸国における就
学前教育の教育評価枠組に関する調査研究」

国際研究・協力部 
総括研究官　一見　真理子

27.4.1～28.3.31

（４）研究補助者（２０名）

氏名 所属大学院 従事する調査研究 受入研究官 期間

布川　由利 東京大学大学院教育学研究科博士課程1年 プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研究」
研究企画開発部 
部長　渡邊　恵子

27.4.1～28.3.31

西村　吉弘 （東京学芸大学大学院教育学研究科修了） プロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関する研究」
教育政策・評価研究部 
部長　渡邊　恵子

27.4.1～28.3.31

園部　友里恵 東京大学大学院教育学研究科博士課程
プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベー
ティブな生涯学習環境の基盤形成に関する研究」

生涯学習政策研究部 
総括研究官　　岩崎　久美子

27.4.1～28.3.31

中村　由香 東京大学大学院教育学研究科博士課程
プロジェクト研究「多様なパートナーシップによるイノベー
ティブな生涯学習環境の基盤形成に関する研究」

生涯学習政策研究部 
総括研究官　　岩崎　久美子

27.4.1～28.3.31

知識　舞
明治大学大学院文学研究科博士課程前期
3年

プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養
成，配置，研修に関する総合的研究」

初等中等教育研究部 
総括研究官　藤原　文雄

27.4.1～28.3.31

堀田　諭
東京大学大学院教育学研究科博士後期課程
3年

プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養
成，配置，研修に関する総合的研究」

初等中等教育研究部 
総括研究官　藤原　文雄

27.4.1～28.3.31

知識　舞
明治大学大学院文学研究科博士課程前期
3年

科学研究費助成事業「コンピテンシーに基づくナショナルカリ
キュラム開発に関する国際調査」

初等中等教育研究部 
総括研究官　松尾　知明

27.4.9～28.3.31

德岡　大
広島大学大学院教育学研究科教育人間科学
専攻博士課程後期4年

プロジェクト研究「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養
成，配置，研修に関する総合的研究」

初等中等教育研究部 
総括研究官　山森　光陽

27.6.1～28.3.31

德岡　大
広島大学大学院教育学研究科教育人間科学
専攻博士課程後期4年

科学研究費助成事業「学級規模と指導・評価方法等が児童生徒の
学力の経年変化に与える影響に関する研究」

初等中等教育研究部 
総括研究官　山森　光陽

27.12.3～28.3.31

知識　舞
明治大学大学院文学研究科博士課程前期
3年

科学研究費助成事業「学級規模と指導・評価方法等が児童生徒の
学力の経年変化に与える影響に関する研究」

初等中等教育研究部 
総括研究官　山森　光陽

27.12.3～28.3.31

遠藤　健 早稲田大学大学院文学研究科修士1年
プロジェクト研究「大学の組織運営改革と教職員の在り方に関
する研究」

高等教育研究部 
部長　川島　啓二

27.4.1～28.3.31

牧瀬　翔麻
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後
期課程教育基礎学専攻

プロジェクト研究「小学校英語に関する調査研究」
国際研究・協力研究部 
総括研究官　沼野　太郎

27.5.1～28.3.31

橋本　博信 筑波大学大学院教育研究科 IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）
教育課程研究センター 
総合研究官　銀島　文

27.5.21～28.3.31

川本　将斗
筑波大学教育研究科教科教育理科コース
1年

学習指導要領実施状況調査（理科）
研究開発部 
部長　大金　伸光

27.4.1～28.3.31

長谷川　拓
筑波大学教育研究科教科教育専攻理科教育
コース2年

学習指導要領実施状況調査（理科）
研究開発部 
部長　佐藤　弘毅

27.11.1～28.2.29

金重　利典
（東京大学大学院教育学研究科総合教育科
学専攻心身発達科学専修教育心理学コース
博士課程）

プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的
検討手法についての研究」

生徒指導・進路指導研究センター 
主任研究官　篠原　郁子

27.5.1～28.3.31

浜名　真以
東京大学大学院教育学研究科教育心理学
コース博士課程

プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的
検討手法についての研究」

生徒指導・進路指導研究センター 
主任研究官　篠原　郁子

27.5.1～28.3.31

石橋　美香子
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学
研究科人間発達科学専攻心理学領域博士後
期課程

プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的
検討手法についての研究」

生徒指導・進路指導研究センター 
主任研究官　篠原　郁子

27.6.1～28.3.31

小山　悠里
東京大学大学院教育学研究科心身発達科学
専攻教育心理学コース修士課程1年

プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的
検討手法についての研究」

生徒指導・進路指導研究センター 
主任研究官　篠原　郁子

27.12.3～28.3.31

仲村　拓真
青山学院大学大学院教育人間科学研究科教
育学専攻

社会教育活動の実態に関する基本調査事業及び社会教育事業の
開発・展開に関する調査研究事業

社会教育実践研究センター　 
社会教育調査官　井上　昌幸　

27.4.1～28.3.31
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９．所内講演会・部内研究会等一覧

年月日 発表者 タイトル 研究部・センター

平成27年 5月22日
屋敷和佳（教育政策・評価

研究部総括研究官）

教科教室制が機能するための条件を考え

る－国公立中学校調査から－
教育政策・評価研究部

平成27年 6月12日
橋本昭彦（教育政策・評価

研究部総括研究官）

レインボー・フレームワークを活用した

評価の推進～教育の評価のための論理枠

の系統的作成方法の紹介～

教育政策・評価研究部

平成27年 6月23日
武田信子（武蔵大学人文学

部教授）

外部研究者等講演会「教員の専門性を高

めるリフレクション（省察）について」
研究企画開発部

平成27年 7月10日
山本恒夫（筑波大学名誉教

授）
「社研」50 周年記念講演会 社会教育実践研究センター

平成27年 7月14日
植田みどり（教育政策・評

価研究部総括研究官）

学校間ネットワークによる学校改革 

－イギリスの Teaching school を事例と

して－

教育政策・評価研究部

平成27年 7月27日
ダニエル・シュワルツ

（スタンフォード大学 教授）

外部研究者等講演会「Measuring What 

Matters Most　資質・能力の評価を考え

る 」

研究企画開発部

平成27年 9月 7日

アラン・ウッド（ロンドン・

ハックニー区子ども若者政

策共同長官・全国子ども政

策担当局長連合会前会長）

外部研究者等講演会「英国の困難な地区

における地方教育行政当局の学力向上等

に向けた先進的な取組」

研究企画開発部

平成27年 9月 8日
妹尾渉（教育政策・評価研

究部総括研究官）
親の経済力・学歴と教育投資行動の分析 教育政策・評価研究部

平成27年10月29日
宮﨑悟（教育政策・評価研

究部主任研究官）

データによる公立小中学校教員の管理職

等への昇進に関する分析
教育政策・評価研究部

平成27年11月19日
本多正人（教育政策・評価

研究部総括研究官）

大都市における教育行政職員の専門性・

教育委員会と議会との関係・独自の教職

員雇用に関する考察

教育政策・評価研究部

平成27年12月8日
渡邊恵子（教育政策・評価

研究部長）

国立大学事務局幹部職員の昇進構造と能

力開発
教育政策・評価研究部

平成28年 1月20日

レイノ・タパニネン（フィ

ンランド国家教育委員会

チーフ・アーキテクト），渡

邊あや（津田塾大学准教授），

上野淳（首都大学東京学長）

文教施設研究講演会「インクルーシブ教

育の特色を活（い）かした学校づくり～

日本とフィンランドの学校建築～」

文教施設研究センター

平成28年 1月21日

クレイグ・クリフ（ニュー

ジーランド教育省シニア・

ポリシー・マネージャー）

ニュージーランドにおける教育インフラ

の創造

文教施設研究センター
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研究所会議
所長
　大槻　達也　（～ H28.1.19）

　河村　潤子　（H28.1.20 ～）

◎次長
　湊屋　治夫　（H27.5.1 ～）

総務部長　

　石塚　　等

研究企画開発部長
　高橋　雅之　（～ H27.8.3）

（併）渡邊　恵子　（H27.8.4～ H27.9.9）

（併）田口　重憲　（H27.9.10～）

教育政策・評価研究部長
　渡邊　恵子

生涯学習政策研究部長　
　笹井　宏益　

初等中等教育研究部長
　大杉　昭英　

高等教育研究部長
（併）大杉　昭英　（～ H27.4.30）

（併）湊屋　治夫　（H27.5.1～）

国際研究・協力部長
　大野　彰子　

教育研究情報センター長
（併）高橋　雅之　（～ H27.4.30）

（併）湊屋　治夫　（H27.5.1～ H27.9.9）

　田口　重憲　（H27.9.10 ～）

教育課程研究センター長
　髙口　　努　（～ H27.4.30）

　梅澤　　敦　（H27.5.1 ～）

教育課程研究センター基礎研究部長
　今関　豊一　

教育課程研究センター研究開発部長
　佐藤　弘毅　

教育課程研究センター総合研究官
　銀島　　文　

生徒指導・進路指導研究センター長
　頼本　維樹　

社会教育実践研究センター長
　渡部　　徹　

文教施設研究センター長
　磯山　武司　

調査研究戦略会議（平成26年 10月１日設置）

◎次長
　湊屋　治夫

総務部長　
　石塚　　等

研究企画開発部長　
　高橋　雅之　（～ H27.8.3）

　渡邊　恵子　（H27.8.4 ～ H27.9.9）

　田口　重憲　（H27.9.10 ～）

総務部企画室長
　小暮　聡子

そのほか，業務の内容等に応じて各部・センター

の中から所長が指名する者

紀要編集会議
◎田口　重憲　研究企画開発部長

大杉　昭英　初等中等教育研究部長

植田みどり　教育政策・評価研究部総括研究官

濱中　義隆　高等教育研究部統括研究官

一見真理子　国際研究・協力部総括研究官

千々布敏弥　教育研究情報センター総括研究官

二井　正浩　 教育課程研究センター基礎研究部

総括研究官

１０．所内委員一覧

［◎は議長］
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1　国立教育政策研究所紀要
刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

国立教育政策研究所紀要第145集 平成28年3月 研究企画開発部

2　報告書・資料
刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

平成27年度プロジェクト研究（初等中等教育の学校体系に関する研究） 

小中一貫教育の成果と課題に関する調査研究報告書
平成27年8月 教育政策・評価研究部

平成27年度プロジェクト研究（初等中等教育の学校体系に関する研究） 

中高一貫教育の現状と制度化の政策過程に関する調査研究報告書
平成28年3月 教育政策・評価研究部

平成27年度プロジェクト研究（児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合

的研究）副校長・教頭の職務状況に関する調査研究報告書
平成28年3月 初等中等教育研究部

平成27年度プロジェクト研究（児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成，配置，研修に関する総合

的研究）教育委員会と大学の連携による教員研修プログラムに関する調査報告書
平成28年3月 初等中等教育研究部

平成27年度プロジェクト研究（インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設に関する基礎的調

査研究）報告書
平成28年3月 文教施設研究センター

平成27年度プロジェクト研究（大学生の学習実態に関する研究調査）報告書 平成28年3月 高等教育研究部

平成27年度プロジェクト研究（大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究）中間報告書 平成27年8月 高等教育研究部

平成27年度プロジェクト研究（大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究）最終報告書 平成28年3月 高等教育研究部

平成27年度プロジェクト研究（多様なパートナーシップによるイノベーディブ生涯学習環境の 

基盤形成の研究）報告書
平成28年3月 生涯学習政策研究部

平成27年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　国語 平成27年4月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　算数 平成27年4月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　理科 平成27年4月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　国語 平成27年4月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　数学 平成27年4月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　理科 平成27年4月 教育課程研究センター

 「持続可能な開発のための教育（ESD）」はこれからの世界の合い言葉　みんなで取り組む ESD ！ 

－持続可能な社会づくりを目指した取組に向けて－」 
平成27年6月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　国語 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　算数 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　理科 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　国語 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　数学 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　理科 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　質問紙調査 平成27年8月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　授業アイディア例　小学校　国語・算数・理科 平成27年9月 教育課程研究センター

平成27年度全国学力・学習状況調査　報告書　授業アイディア例　中学校　国語・数学・理科 平成27年9月 教育課程研究センター

学級・学校文化を創る特別活動【中学校編】（教員向け指導資料） 平成28年3月 教育課程研究センター

「キャリア教育」資料集－文部科学省・国立教育政策研究所－研究・報告書・手引編　平成26年度版 平成27年5月 生徒指導・進路指導研究センター

生徒指導支援資料５「いじめに備える」　いじめに備える基礎知識 平成27年7月 生徒指導・進路指導研究センター

生徒指導支援資料５「いじめに備える」　いじめに関する研修ツール 平成27年7月 生徒指導・進路指導研究センター

生徒指導リーフ Leaf.19　学校の ｢組織｣で行ういじめ「認知｣の手順 平成27年11月 生徒指導・進路指導研究センター

生徒指導リーフ Leaf.20　アンケート・教育相談をいじめ ｢発見｣につなげる 平成27年11月 生徒指導・進路指導研究センター

生徒指導リーフ Leaf.21　いじめに関する ｢認識の共有｣と ｢行動の一元化｣ 平成27年12月 生徒指導・進路指導研究センター

「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」パンフレット　「語る」「語らせる」「語り合わせる」

で変える！キャリア教育－個々のキャリア発達を踏まえた“教師”の働きかけ－
平成28年3月 生徒指導・進路指導研究センター

指定管理者制度を通して見た社会教育施設における職員養成に関する調査研究報告書 平成27年6月 社会教育実践研究センター

平成26年度　国立教育政策研究所　文教施設研究講演会｢地域の核となる学校づくり　

日本とスイスの学校建築｣報告書
平成27年6月 文教施設研究センター

学校施設の防災機能に関する実態調査結果について 平成27年11月 文教施設研究センター

3　広報誌
刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

NIER NEWS（国立教育政策研究所広報）　（第183号～186号） （年4回発行） 研究企画開発部

4　英文刊行物
刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当
Foreign Language （English） Education in Elementary School 平成28年3月 国際研究・協力部

Parental and community involvement in school management 平成28年3月 国際研究・協力部

11．国立教育政策研究所著作刊行物（平成27年4月～平成28年3月）

ア.　一般公開の開館日数 226 日 （前年度　231日）

イ.　利用者数 人
 ＜所内・省内＞
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

所員 278 217 219 219 195 209 204 217 152 188 255 219 2,572  
共同研究員・研究協力者 51 55 46 45 77 56 63 23 46 37 36 50 585

文部科学省等職員 89 98 90 112 103 84 89 70 86 79 93 130 1,123
合   計 418 370 355 376 375 349 356 310 284 304 384 399 4,280

  
 ＜所外＞  
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

大学・短大・高専教員 12 17 17 23 16 20 15 16 7 22 22 33 220  
小・中・高教員 3 6 4 2 16 0 1 0 0 1 5 4 42

大学院生 9 10 18 16 15 14 9 8 16 5 3 7 130
大学生 2 8 5 4 8 7 15 17 15 14 3 9 107  

教委・教研職員 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
官庁職員 10 0 3 1 3 4 1 2 1 3 2 4 34

学校・団体職員 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 10
出版・報道関係者 10 8 16 14 11 6 5 1 8 8 7 15 109

その他 17 31 24 26 44 21 21 22 12 25 18 22 283
合計 68 80 89 87 114 72 68 66 60 81 61 94 940

教科書利用者数（内数） 28 19 34 24 29 34 28 22 19 28 13 33 311
 

ウ.　利用冊数 冊 （前年度　22,477冊）
 ＜所内（貸出・利用数）＞

利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
図書貸出 199 139 139 108 113 158 151 153 83 118 140 128 1,629  
雑誌貸出 141 107 126 106 73 128 139 139 79 113 117 117 1,385

合計 340 246 265 214 186 286 290 292 162 231 257 245 3,014

 ＜研究協力者等（貸出・利用数）＞
利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

図書貸出 18 34 39 18 45 36 61 15 2 12 54 18 352
雑誌貸出 13 23 39 11 25 23 46 8 2 12 36 5 243

合計 31 57 78 29 70 59 107 23 4 24 90 23 595

 ＜文部科学省職員等（貸出・利用数）＞
利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

図書貸出 74 62 88 66 82 42 147 171 39 77 116 64 1,028
雑誌貸出 49 26 40 58 61 37 34 47 33 32 31 26 474

合計 123 88 128 124 143 79 181 218 72 109 147 90 1,502

 ＜所外（利用数）＞
出納資料の種別　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

一般図書及び雑誌等 88 143 223 197 333 125 236 342 155 325 241 281 2,689
教科書 1,247 1,157 1,324 983 1,867 1,438 940 1,112 683 949 374 820 12,894

マイクロフィルムリール 459 139 159 362 30 361 192 78 397 218 22 53 2,470
合計 1,794 1,439 1,706 1,542 2,230 1,924 1,368 1,532 1,235 1,492 637 1,154 18,053

エ.　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 1,548 件

オ.　展示貸出・資料掲載許可申請受付点数
　　　　資料掲載許可申請 32 点

カ.　文献複写・図書借用
　　　　所外への依頼
　　　　　　複写物 231 件 （前年度　107件）
　　　　　　現物貸借 65 件 （前年度　40件）
　　　　所外からの依頼の受付
　　　　　　複写物 86 件 （前年度　73件）
　　　　　　現物貸借 107 件 （前年度　106件）

（前年度　38点）

（前年度　1,411件）

（１）利用統計（平成27年度）

5,220 （前年度　5,193人）

23,164
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ア.　一般公開の開館日数 226 日 （前年度　231日）

イ.　利用者数 人
 ＜所内・省内＞
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

所員 278 217 219 219 195 209 204 217 152 188 255 219 2,572  
共同研究員・研究協力者 51 55 46 45 77 56 63 23 46 37 36 50 585

文部科学省等職員 89 98 90 112 103 84 89 70 86 79 93 130 1,123
合   計 418 370 355 376 375 349 356 310 284 304 384 399 4,280

  
 ＜所外＞  
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

大学・短大・高専教員 12 17 17 23 16 20 15 16 7 22 22 33 220  
小・中・高教員 3 6 4 2 16 0 1 0 0 1 5 4 42

大学院生 9 10 18 16 15 14 9 8 16 5 3 7 130
大学生 2 8 5 4 8 7 15 17 15 14 3 9 107  

教委・教研職員 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
官庁職員 10 0 3 1 3 4 1 2 1 3 2 4 34

学校・団体職員 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 10
出版・報道関係者 10 8 16 14 11 6 5 1 8 8 7 15 109

その他 17 31 24 26 44 21 21 22 12 25 18 22 283
合計 68 80 89 87 114 72 68 66 60 81 61 94 940

教科書利用者数（内数） 28 19 34 24 29 34 28 22 19 28 13 33 311
 

ウ.　利用冊数 冊 （前年度　22,477冊）
 ＜所内（貸出・利用数）＞

利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
図書貸出 199 139 139 108 113 158 151 153 83 118 140 128 1,629  
雑誌貸出 141 107 126 106 73 128 139 139 79 113 117 117 1,385

合計 340 246 265 214 186 286 290 292 162 231 257 245 3,014

 ＜研究協力者等（貸出・利用数）＞
利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

図書貸出 18 34 39 18 45 36 61 15 2 12 54 18 352
雑誌貸出 13 23 39 11 25 23 46 8 2 12 36 5 243

合計 31 57 78 29 70 59 107 23 4 24 90 23 595

 ＜文部科学省職員等（貸出・利用数）＞
利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

図書貸出 74 62 88 66 82 42 147 171 39 77 116 64 1,028
雑誌貸出 49 26 40 58 61 37 34 47 33 32 31 26 474

合計 123 88 128 124 143 79 181 218 72 109 147 90 1,502

 ＜所外（利用数）＞
出納資料の種別　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

一般図書及び雑誌等 88 143 223 197 333 125 236 342 155 325 241 281 2,689
教科書 1,247 1,157 1,324 983 1,867 1,438 940 1,112 683 949 374 820 12,894

マイクロフィルムリール 459 139 159 362 30 361 192 78 397 218 22 53 2,470
合計 1,794 1,439 1,706 1,542 2,230 1,924 1,368 1,532 1,235 1,492 637 1,154 18,053

エ.　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 1,548 件

オ.　展示貸出・資料掲載許可申請受付点数
　　　　資料掲載許可申請 32 点

カ.　文献複写・図書借用
　　　　所外への依頼
　　　　　　複写物 231 件 （前年度　107件）
　　　　　　現物貸借 65 件 （前年度　40件）
　　　　所外からの依頼の受付
　　　　　　複写物 86 件 （前年度　73件）
　　　　　　現物貸借 107 件 （前年度　106件）

（前年度　38点）

（前年度　1,411件）

（１）利用統計（平成27年度）

5,220 （前年度　5,193人）

23,164

１２．教育図書館の活動
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（２） 蔵書等統計（平成27年度）

ア．蔵書数 538,528 冊 　（前年度　535,597冊）

イ．年間増加冊数 2,931 冊 　（　〃　　　12,208冊）

ウ．継続購入雑誌数 112 誌 　（　〃　　　113誌）

エ．蔵書統計（和洋・分類・資料種類別）

和　　書 前年度 増加冊数 除籍冊数 蔵書冊数 洋　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数

０   総記 19,697 45 0 19,742 ０   総記　　※１ 1,728 0 1,728

１   哲学 9,226 34 0 9,260 １   哲学　　※１ 2,880 0 2,880

２   歴史 14,516 33 0 14,549 ２   宗教　　※１ 1,186 0 1,186

３   社会科学 27,739 177 0 27,916 ３   社会科学　　※１ 5,745 0 5,745

３７ 教育 75,033 782 0 75,815 ３７ 教育　　※１ 22,124 0 22,124

４   自然科学 7,854 19 0 7,873 ４   語学　　※１ 1,024 0 1,024

５   工学 2,244 14 0 2,258 ５   自然科学　　※１ 3,375 0 3,375

６   産業 2,568 15 0 2,583 ６   応用科学　　※１ 892 0 892

７   芸術 2,311 12 0 2,323 ７   芸術　　※１ 195 0 195

８   語学 2,776 20 0 2,796 ８   文学　　※１ 238 0 238

９   文学 3,560 8 0 3,568 ９   歴史　　※１ 2,581 0 2,581

　   年報等逐次刊行物 4,612 0 0 4,612 　   年報等逐次刊行物 86 0 86

　   文部省移管図書 8,700 0 0 8,700 　   文部省移管図書 5,568 0 5,568

Ｋ   教科書 93,306 470 0 93,776 Ｋ   教科書　 9,884 0 9,884

　　教科書検定関係資料 8,740 134 0 8,874 Ｚ   製本雑誌等 6,266 0 6,266

Ｚ   製本雑誌等 19,160 0 0 19,160 Ｆ   外国教育資料等 12,796 0 12,796

Ｃ   漢籍 19,810 0 0 19,810 Ｓ   マイクロフィルム 537 0 537

Ｓ   マイクロフィルム 5,100 0 0 5,100 Ｕ   ＣＤ 3 0 3

ＳＦ マイクロフィッシュ 27,118 89 0 27,207 ＫＫ 別置教材 22 0 22

Ａ   地方教育資料 43,449 137 0 43,586

Ｐ   大学紀要 52,885 731 0 53,616

Ｕ   ＣＤ 66 26 0 92 NDC分類(平成20年度～） 1,963 185 2,148

Ｖ   ビデオテープ 15 0 0 15

Ｙ   戦後教育改革史料 35 0 0 35

　   戦後教育資料 4,646 0 0 4,646

ＳＳ・ＳＳＦ近現代教育史資料 759 0 0 759

　   文教協会資料 575 0 0 575

貴   貴重図書 4 0 0 4

合　　計 456,504 2,746 0 459,250 合　　計 79,093 185 79,278

オ.　教育研究論文索引・登録データ件数 217,114 件 　（前年度　210,161件）

（単位：冊数）

※１　DDC分類による。洋書は平成20年度受入分からNDC分類に切り替え
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