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シンボルマークについて

デザインコンセプト
　教育［Education］の頭文字「Ｅ」と，政策［Policy］の頭文字「Ｐ」を，「若葉」をモチー
フにデザインすることで，教育政策に関する総合的な研究機関という本研究所の位置付け
と，子供たちの健やかな成長を見守る心と，我が国の教育全体の発展を表現しています。
　色彩は若葉の色であり，「信頼」や「安心」を連想させる緑色としました。

デザイン：山本聖一郎（元文教施設研究センター総括研究官）
　　　　 竹内真司（元文教施設研究センター企画係長）
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御　挨　拶
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　国立教育政策研究所は，昭和24年に「教育に関する実際的，基礎的研究調査を行う機関」である「国立教
育研究所」として発足し，その後約半世紀を経て，平成13年，中央省庁等改革の一環として，目的及び業
務を「教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務」と改め，併せて「国立教育政策
研究所」と改称した上で，教育行政に関する政策研究所として再出発しました。
　国と地方公共団体が対等の立場で協力して教育行政を進めていくという地方分権の理念の下で，国は専
門性に依拠した指導，助言等の支援を行うことが期待されること，そのため教育課程や生徒指導に関する
ナショナルセンターの設置が必要であるという考え方に基づき，当研究所に教育課程研究センターや生徒
指導・進路指導研究センターを設置するとともに，社会教育事業に係る実践的な調査研究体制を整備する
ため，社会教育実践研究センターを，文教施設に係る施策の企画・立案に資する基礎的・専門的調査研究
を行うため，文教施設研究センターを設置しました。さらに，平成20年１月には，文部科学省と同じ庁
舎に研究所を移転し，名実ともに文部科学省と一体的となって，初等中等教育から高等教育，社会教育，
生涯学習等の教育行政全般に関する政策研究を遂行する体制を整えました。
　このような中，当研究所では，従来より様々な政策課題に関するプロジェクト研究，全国学力・学習状
況調査やOECD／ PISA・TALIS，IEA／ TIMSS等の国際共同研究のほか，教育課程や生徒指導，社会
教育，文教施設等に関する専門的・実証的な調査研究を展開してきました。また，今年度からは，幼児教
育に関する効果的な研究活動を遂行するために，国内の調査研究ネットワークの拠点として，新たに「幼
児教育研究センター」を設置しました。
　現在，少子高齢化，グローバル化，科学技術の進展など急激に変化する我が国社会において，すべての
人々が充実した人生を送り，社会全体として活力ある次代を築いていくためには，第2期教育振興基本計
画にも述べられているように，「自立・協働・創造に向けた一人一人の主体的な学び」が必要です。誰もが
生涯にわたって学び続け，その成果を社会に生かしていくことが可能な生涯学習社会の実現を目指し，地
方と国とが協力して政策を進めていくことが求められています。
　昨年夏，中央教育審議会では，教育再生実行会議の提言も受け止めながら，これからの学習指導要領に
ついての審議の中で「社会に開かれた教育課程」という理念を示しました。以後，地域と学校の連携・協
働，チーム学校，教員の資質能力の向上に関する３つの答申，そして今年５月には，実践的な職業教育を
行う新たな高等教育機関の制度化などに関する答申が出され，現在，第３期教育振興基本計画の策定に向
けた審議等が行われています。
　こうした絶えざる教育改革への取組を実効あるものとするためには，そ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や教育政策の検証を行うことが不可欠です。国立教育
政策研究所は，教育に関する我が国唯一の政策研究所としてこれからも，教育改革の理論的支柱として，
文部科学省や全国の教育委員会，大学，研究機関等と連携を図りながら，教育の場で活用され，また政策
立案に資する研究を推進するとともに，取り組んでいる内容や成果を積極的に多くの方々にお伝えできる
よう，全力で努めてまいります。
　皆様方におかれては，改めて御支援を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

 平成28年７月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　　杉　野　　剛
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国立教育政策研究所について

政策課題に対応した
調査研究

専門的事項に関する
調査研究及び教育活動支援 国際共同研究

沿　革

●教育研修所の時代（昭和20年10月～昭和24年５月）
昭和20年10月 教育研修所の設置

●国立教育研究所の時代（昭和24年６月～平成12年12月）
昭和24年６月 国立教育研究所の設置（教育研修所の廃止）
昭和40年５月 東京都品川区上大崎より目黒区下目黒へ庁舎移転
昭和47年５月 科学教育研究センターの設置
昭和62年５月 教育情報センターの設置
平成 元 年５月 研究所の改組・再編
平成11年６月 創立50周年

）在現～月１年31成平（ 代時の所究研策政育教立国●
平成13年１月 国立教育政策研究所と改称
 　省庁再編に伴い改組・再編
 　教育課程研究センター，生徒指導研究センターの設置
平成13年４月 社会教育実践研究センターの設置，教育研究情報センターの改組
平成16年４月 文教施設研究センターの設置
平成20年１月 中央合同庁舎第7号館（千代田区霞が関）へ庁舎移転
平成21年６月 創立60周年
平成24年４月 生徒指導研究センターの名称を生徒指導・進路指導研究センターへ改称
平成28年４月 幼児教育研究センターの設置
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国立教育政策研究所について

組　織

予　算

平成28年度予算額　3,230,473千円

定　員

定　員：142名

基礎研究部
基礎研究課

研究開発部
研究開発課  学力調査課

総合研究官

生徒指導・進路指導研究センター
企画課

社会教育実践研究センター
企画課

文教施設研究センター

幼児教育研究センター

総務部
総務課  会計課  企画室

評議員会

所　　長

研究企画開発部

教育政策・評価研究部

生涯学習政策研究部

初等中等教育研究部

高等教育研究部

国際研究・協力部
国際共同研究室

教育図書館  
教育研究情報推進室  

情報支援課

教育課程研究センター次長（併任）

所長
研究官等

1名
57名

1,552,121千円 
 48%

 

1,408,189千円 
 44%

 

270,163千円  

8%

 

調査研究・事業等経費 人件費 管理運営経費

調査官等
事務職員

53名
31名

科学研究費助成事業の採択状況
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各研究部・センター紹介

研究企画開発部

教育政策・評価研究部

生涯学習政策研究部

初等中等教育研究部

高等教育研究部

国際研究・協力部
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教育研究情報推進室  

　本研究所の研究・事業活動全体の企画・調整を行っています。研究所としての取組である
プロジェクト研究が，教育の政策課題や社会からの要請に対応して，効果的・効率的に実施
されるよう，研究課題の設定，進行管理・成果報告などのマネジメントを実施しています。
また，教育研究公開シンポジウムや教育改革国際シンポジウムの開催，紀要やNIER NEWS
の発行を通じて研究成果の発信も行っています。
　〔教育研究情報推進室〕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，広く提供しています。また，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
ています。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・
管理を行っています。

　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，実施又は
評価の基礎となる実証的な調査研究を進めています。近年は主に，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，実態又は将来像に関わる基礎的な調査研
究等に取り組んでいます。

　我が国の初等中等教育政策に係る基礎的事項の調査研究を行っています。近年は，今後の
後期中等教育の在り方に関する研究，小中一貫教育に関する調査研究，少人数教育の在り方
に関する研究，教員の質の向上に関する研究，教育課程の編成に関する基礎的研究等に取り
組んでいます。

　文部科学省の政策課題に関連した様々な調査研究や，諸外国の教育政策，改革動向につい
ての基礎的情報の収集・分析を行っているほか，海外の研究者等に向けて，日本の教育シス
テムや政策等に関する基礎的情報を英文で発信する事業を行っています。さらに，他の部・
センターと協力しながらOECD（経済協力開発機構）の「生徒の学習到達度調査（PISA)」
をはじめとする国際共同研究の実施や，日中韓国立教育政策研究所長会議などを担当してい
ます。

　高等教育政策の企画立案に資する調査研究や，大学教育の改善に資する調査研究を行って
います。また，大学・研究機関・行政機関等との間の交流ネットワークの形成を視野に入れ
た公開研究会等も行っています。

　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，学校や地域の生涯学習環境に相乗効果をも
たらす連携・協働の推進に資する調査・分析を行っています。また，OECD（経済協力開
発機構）による新たな国際比較調査である「国際成人力調査（PIAAC）」の分析作業を行っ
ています。
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各研究部・センター紹介

教育課程研究センター

生徒指導・進路指導
研究センター

社会教育実践
研究センター

文教施設研究センター
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幼児教育研究センター

　①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，②国内の研
究機関，大学その他の関係機関との連絡及び研究，③国内の教育機関及び教育関係者に対す
る初等中等教育の教育課程に関する援助及び助言などの業務を行っています。具体的には，
全国学力・学習状況調査の文部科学省との共同実施，学習指導要領実施状況調査（旧教育課
程実施状況調査），特定の課題に関する調査，国際数学・理科教育動向調査（TIMSS），資
質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究，学校における持続可能な発展のための
教育（ESD）に関する研究，評価規準・評価方法等の研究開発，研究指定校・地域事業及び
指導資料・事例集等の作成などの事業や，教育委員会，学校，教育関係者に対するカリキュ
ラムや指導方法についての支援を実施しています。

　都道府県・市町村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，住民等の社会参画を促す学習プログラム開発，地域における指導者等の育成・資
質向上に資する調査研究等を行っています。こうした調査研究の成果を活かすとともに，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するほか，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も行っています。
　また，地域の社会教育指導者の研修等に役立つ教材資料の開発・作成や，全国の特色ある
実践事例を紹介する社会教育情報番組等を制作・インターネット配信する等，情報提供を行
っています。

　生徒指導（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，社会的資質や
行動力を高めるための指導・援助）や進路指導（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）の充実を図るため，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ます。

　文教施設を取り巻く社会状況の変化や教育課程の充実・改善に関する各種提言への対応な
ど，文教施設が直面する様々な課題に対応する施策の企画・立案に関する基礎的・専門的調
査研究を行っています。具体的には，文教施設における環境対策，防災対策，安全・防犯対
策等に関する調査研究及び文教施設に関する情報の収集整理，発信を進めています。また，
OECDの効果的学習環境事業（GNEELE）に参加するとともに，海外教育機関とセミナー等
を行うことで，国際的な知見の交流も積極的に行っています。

　幼児教育政策への関心の高まりを背景として，幼児教育に関する効果的な調査研究を行う
ため，平成28年4月に設置されました。国における調査研究の拠点として，①幼児教育に
関する調査研究の推進，②内外の研究機関や地方公共団体，幼稚園等との研究ネットワーク
の構築，③地方公共団体や幼児教育関係者等への研究成果の普及を行っています。
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【平成28年度プロジェクト研究一覧】

政
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教

平成28～30年度

教育の効果に関する調査研究

育
教
等
中
等
初

資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究

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

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 平成27～28年度

幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究

員
職
教

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

育
教
等
高

学生の成長を支える教育学習環境に関する調査研究

分野 研究課題名 研究期間
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地方教育行政の多様性・専門性に関する研究
―地方創生と教育行政―

28

平成26～28年度

平成28～30年度

平成28～29年度

平成28～29年度

教員の配置等に関する教育政策の実証に関する研究

教員養成課程等におけるICT活用指導力の育成のための調査研究
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平成28年度プロジェクト研究

教育の効果に関する調査研究【平成27～29年度】

研究代表者／研究企画開発部長

■研究の概要

小中一貫教育を行う学校や教育委員会が作成した資料
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　諸外国及び国内の実証研究を収集・整理し，政
策決定に資する基礎資料を提供するとともに，国
内データによる新たな実証研究の可能性について
検討します。また，教育効果の測定に不可欠な縦
断調査について，就学前から始める調査を試行
し，国内での実行可能性を検証することを目的と
します。
　平成28年度は引き続き，既存のデータの分析
を通した教育効果に関する新たな実証研究を進め
るとともに，4月より就学前教育に関する縦断調
査を6市町村で開始します。

地方教育行政の多様性・専門性に関する研究―地方創生と教育行政―

研究代表者／ 教育政策・評価研究部長

教育の効果に関する調査研究【平成27～29年度】
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出典：
※「ペリー就学前計画」とは，1960年代のアメリカ・ミシガン州において，低所得層アフリカ系アメリカ人３
　歳児で，学校教育上の「リスクが高い」と判定された子供を対象に，一部に質の高い幼児教育を提供し，
　その後約40年にわたり追跡調査を実施しているもの

アメリカ　ペリー就学前計画の概要

【実施期間】1962～67年
【対象】低所得層アフリカ系アメリカ人３～４歳児

／教育上「高リスク」児・123名
【内容】学校教育／家庭訪問／親教育
【教育期間】２年間
【追跡調査】３～11歳，14，15，19，27，40歳

アメリカにおける縦断調査の例

研究代表者／研究企画開発部長

■研究の概要
　諸外国及び国内の実証研究を収集・整理し，政
策決定に資する基礎資料を提供するとともに，国
内データによる新たな実証研究の可能性について
検討します。また，教育効果の測定に不可欠な縦
断調査について，就学前から始める調査を試行
し，国内での実行可能性を検証することを目的と
します。
　平成28年度は引き続き，既存のデータの分析
を通した教育効果に関する新たな実証研究を進め
るとともに，7月より就学前教育に関する縦断調
査「子供の成長に関する調査研究」を7市町で順
次試行を開始します。

■研究の概要
　平成27年度の新教育委員会制度への移行や，地
方分権改革，地方創生，人口減少社会への対応な
ど，地方自治体の教育行政に影響を与えうる施策が
相次いで実施されていることを踏まえ，地方教育行
政の現状と課題及び地方分権改革や新教育委員会制
度の効果・影響等を検証することにより，今後の地
方自治体における教育行政施策の立案等に資する総
合的な知見を得ることを目的とします。
　平成28年度は，地方自治体の教育行政(教育委
員会)と一般行政(首長)との効果的な連携・調和が
図られている事例等の要因の分析や諸外国との比
較，教職員人事の多様性の検証，学校統廃合が地域
に与えた影響，地方自治体独自の高等教育政策の効
果（大学の所在地域や学生に与える影響）などの分析
に着手します。
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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】

研究代表者／教育課程研究センター長

■研究の概要

平成28年度プロジェクト研究

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】

研究代表者／遠藤利彦（総括客員研究員，東京大学大学院教育学研究科教授）

■研究の概要
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　中教審の審議で本格的に検討されている
「アクティブ・ラーニング」など資質・能力
を育成するための指導方法やその評価の在り
方を重点的に検討し，目標・内容に関する検
討やカリキュラム・マネジメント等の支援方
策と合わせて，資質・能力の育成に関する総
合的な資料提供を目的とします。
　平成28年度は，今後の中教審の審議動向
を見据え，政策の検討に資する資料提供を目
指して研究を続けます。特に，（1）アクティ
ブ・ラーニングとその評価方法に関する理論
的検討，（2）資質・能力の評価に関する諸外
国の事例比較，（3）資質・能力の育成に関す
る実践研究校の指導方法と評価の事例の収
集・分析・研究について継続的に行い，得ら
れる知見を明らかにしていきます。

　非認知的能力と称されるものについて，社会情緒的側面
に着目して研究を行います。生涯の時期ごとに，発達する
具体的な内容を挙げ，研究で用いられている科学的測定や
記述の手法を示します。さらに，各時期の発達を支える，
あるいは育むために有効な要因，環境の特徴とは何かにつ
いて研究知見を収集します。最後に，代表的な発達につい
て日本人を対象とした測定を検討します。社会情緒的発達
についての具体的議論，国内課題の明確化，調査設計に資
する知見を得ることを目的とします。
　平成28年度は，27年度に引き続き，発達段階ごとに
研究知見を収集し，乳児期から青年期まで漸次的に進む発
達のプロセスを示します。また，乳児，幼児，児童・生徒
を対象に，社会情緒的コンピテンスを測定する実験と調査
を実施します。一部は小規模実験，予備的データ収集と分
析となりますが，国内での知見を得ることとします。
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平成28年度プロジェクト研究
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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27～28年度】

研究代表者／教育課程研究センター長

■研究の概要
　全国学力・学習状況調査の調査結果を基
に，複数年度にわたるデータ分析を実施する
ことで，①データ活用方法の開発を行うとと
もに，②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研究目的とします。
　平成28年度は，前年度に引き続き，（1）
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
ーススタディーを実施し，学力向上に効果的
な取組を具体的な事例の紹介を含めて明らか
にするとともに，（2）調査結果のデータベー
ス構築のための基礎研究を進めつつ，学力調
査結果と質問紙調査結果の相関分析，記述式
設問の解答の詳細分析等，多様な二次分析を
実施して得られる知見を明らかにします。

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／国際研究・協力部長

■研究の概要
　研究開発学校及び教育課程特例校で行われている低･中
学年からの外国語活動や，教科としての外国語教育を実
施する等の先進的な取組の状況を把握分析します。把握
分析にあたっては，目標，指導方法，評価の三つの観点
を中心に行います。それとともに小学校の外国語教育に
係わる諸課題についても整理し，それらの分析も試みま
す。これらを基に，目標，指導法，評価の在り方の事例
を小中連携および目標･指導・評価の一貫性といった視点
から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
します。
　平成28年度は，平成27年度に行った研究開発学校及
び教育課程特例校等に対する質問紙調査（管理職・教員・
児童）の分析及び先進教育委員会の取組事例の分析を深め
るため，聞き取り調査を行うとともに諸外国の状況につ
いても調査し，整理します。
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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】

研究代表者／幼児教育研究センター長

平成28年度プロジェクト研究
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■研究の概要
　本研究では，国際的にも重要な時期として注目されている幼小
接続期に関して，幼稚園教育要領の改訂に資する情報を提供する
ことを目的とするとともに，幼児期から児童期にかけての縦断研
究に向けた基礎的な知見として，幼児教育の質の評価に資する知
見を得ることを目的とします。具体的には，①幼小接続期の育ち
と学びを支える力（社会情動的スキル）を捉える手法と，この時期
のカリキュラムの分析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，について調査研究します。
　平成28年度は，①について，協力園での調査結果の分析と，
小学校1年生の調査を実施し，幼小接続期の育ちと学びを支える
力（社会情動的スキル）を捉える手法を検討します。②について
は，平成27年度の試行実施の結果を踏まえた評価指標及び園内
研修での活用手法を検討します。

　現在中央教育審議会で検討されている，
①新しい時代に必要となる資質・能力を児
童生徒に確実に育む教員の資質・能力を向
上させる教職生活全体を通した総合的な取
組（養成と研修）と，②教員と教員以外の専
門的スタッフを配置しそれぞれ専門性を発
揮して学校組織全体が一つのチームとして
力を発揮する方策（配置・マネジメント）に
ついて総合的な研究を行い教育政策の形成
に資する基礎的資料を得ることを目的とし
ます。
　平成28年度は，前年度の知見を基に，
調査・分析を進め，最終報告書を出します。

幼小交流会でのカプラ遊び

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】

研究代表者／初等中等教育研究部長

■研究の概要
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教員の配置等に関する教育政策の実証に関する研究【平成28～30年度】

研究代表者／研究企画開発部長

■研究の概要

平成28年度プロジェクト研究

教員養成課程等におけるICT活用指導力の育成のための調査研究
【平成28～29年度】

研究代表者／吉岡亮衛(研究企画開発部総括研究官)

■研究の概要
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「加配教員と学年主任等が不登校生徒数減少に向け検討
している場面」

　初等中等教育の質の向上の観点からは，学級規
模や教員・専門スタッフの配置等が，児童生徒の
資質能力の育成や，問題行動等に与える影響につ
いて検証することが重要課題となっています。
　このような状況を踏まえ，自治体独自の学力・
学習状況の調査等を活用し学級規模等の教員の配
置が学力や非認知能力などに与える影響，加配教
員や専門スタッフの配置が及ぼす効果について，
実証的な研究を進め，教育政策へ基礎的なデータ
を提供することを目的とします。
　平成28年度は，自治体がこれまで実施してきた
調査データの分析，教育委員会や学校に対する質
問紙調査，実験授業などにより研究を進めます。

　各学校に電子黒板やタブレット型コンピュータが普及する
とともに，デジタル教科書の導入に向けた議論が進められて
いることを踏まえ，教員に必要とされるICT活用指導力の育
成について調査研究を行います。そのうえで，教員養成課程
等で身につけるべきICT活用指導力の育成に関するカリキュ
ラム等諸課題についての改善の方向性に係る知見を得ます。
具体的には，研究期間を通して，教員養成課程等を置く大学
と教育委員会・教育センターに対して質問紙調査やヒアリン
グ調査を行うとともに，先進的な取組のある諸外国の大学等
に対してヒアリング調査を行います。また教員養成課程等の
大学教員を主要メンバーとした検討会議を設置し，教員養成
課程等で身につけるべきICT活用指導力等の具体的能力や
ICT活用指導力等の育成のための指導内容・方法について議
論し，知見を整理します。
　平成28年度は，国内の大学や教育委員会などへの質問紙
調査のほか，先行研究のレビューなどにより研究を進めます。

文部科学省「教育のIT化に向けた環境整備4か年計画
パンフレット」より
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学生の成長を支える教育学習環境に関する調査研究【平成28～29年度】

研究代表者／高等教育研究部長

■研究の概要

p1_40.indd   12 2015/09/09   11:37:04

　学習成果と教育学習環境の関係性を，実証研
究に基づいて明らかにします。具体的には，
学習成果を「学生の成長」と幅広く捉え，①大学
のグローバル化戦略，②大学の教育内容・方法
の改革，③学生集団の構成の多様性，④学生
集団の規模，に係るいかなる教育学習環境
が，学生による知識や能力の習得，学修時間
や満足度，市民性の涵養，リテンション (継続
履修) や卒業といった指標と，正の相関を持つ
のかを，全国的な調査データ及び事例研究か
ら明らかにします。
　平成28年度は，各テーマごとに文献調査や
インタビュー調査を実施するほか，既存の調
査結果の分析を行います。
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平成26～27年度大学の組織運営改革と教職員の在り方に関する研究

分野 研究課題名 研究期間

27

平成27年度終了プロジェクト研究

【平成27年度終了プロジェクト研究一覧】（研究代表者の職名は，平成27年度当時のものです）

初等中等教育の学校体系に関する研究 平成26～27年度

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
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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／教育政策・評価研究部長

■研究の概要

「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／生徒指導・進路指導研究センター長

■研究の概要

　

　教育再生実行会議第五次提言を受けて中央教
育審議会が小中一貫教育の制度化を答申するな
ど，初等中等教育の学校制度の在り方が政策課
題となりました。本研究は，このような課題へ
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を探究するこ
とを目的としました。
　諸外国における就学前教育の無償化の制度と
その導入プロセス等に関する報告書及び小中一
貫教育の先行事例の成果と課題を分析した報告
書，中高一貫教育の現状分析や中高一貫教育の
制度化に関する政策過程分析を内容とする報告
書を取りまとめました。さらに，諸外国におけ
る中等教育段階を中心とした学校制度改革の実
態及び現状把握と，その改革の理念や背景等に
関する分析を行い，国研紀要の特集として成果
をまとめました。

　「学校いじめ防止基本方針」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サイクルの進め方に関する知
見を得ることを目的としました。
　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，中学校区で一貫した取組を連続して
取り組むことの効果について検証を行ってきました。具
体的には，６月と11月の「いじめ質問紙調査」，７月，
12月，３月の「取組評価アンケート」，８月と１月の観
察調査，９月，１月のヒアリング調査を実施しました。
　２年間の取組の成果は，効果検証用に実施した「いじ
め質問紙調査」におけるいじめ被害経験率の減少という
形で確認されました。小中連携・小小連携の取組が，教
師の意識や行動を変え，子供を変えたと考えられます。

小中一貫教育を行う学校や教育委員会が作成した資料

13年度小５(14年度小６・15年度中１)の変容比較
左側の指定地域では中１時点で有意な減少傾向が確認できる。
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27

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（インクル学校施設ＤＢ）の一例

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／文教施設研究センター長

■研究の概要

　

　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の
平成28年4月1日施行に向け，これまで特別支援学校
に就学してきた障害のある子供が，公立小中学校の普通
教室など一般の学校施設を利用する際の，各障害種に応
じた学校施設の「合理的配慮」手法について調査し，国・
地方公共団体等の参考に供することを目的としました。
　調査の結果，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
りました。事例分析から得られた知見については，施
設・設備の合理的配慮の提供に係る留意点として取りま
とめました。また，分析対象とした109事例について，
児童生徒等の障害種，在籍状況，施設・設備の整備状況
それぞれの項目で検索できるデータベースを作成しまし
た。

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／濱中義隆（高等教育研究部総括研究官）

■研究の概要
　中央教育審議会答申「新たな未来を築くための大学教育
の質的転換に向けて」では，今後の大学教育の質の向上の
始点として学生の主体的な学修の時間の増加・確保が必要
であるとしています。大学卒業者に求められる幅広い教
養，課題発見・解決力，論理的思考力，コミュケーション
能力などを涵養するためには，学生が自ら能動的に学ぶこ
とが不可欠であり，そうした学習経験をどれだけ学生に提
供できているかが，大学教育の質を示す指標となると考え
られるからです。
　そのため，全国の大学生・短期大学生を対象に，日本学
生支援機構が行う「学生生活調査」と共同で，大学生の学習
実態に関する大規模調査を実施しました。その結果，既存
の学生調査の結果と比較して，授業内容，教授方法，授業
形態（アクティブ・ラーニングの機会など）面での改革は
進行している一方，授業への出席時間に比して，授業の予
習・復習，の時間など，学生の主体的な学修時間は依然と
して不十分であること，などが明らかになりました。

授業科目の内容・方法の変化

授業に関連した自律的学修時間の変化
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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】

研究代表者／川島啓二（総括客員研究員，九州大学基幹教育院教授）

■研究の概要
　①機関レベルにおける組織運営改革や，②改
革の担い手，という２つの視点からアプローチ
し，日本の大学における組織運営改革の全体の
動向を把握するとともに，教育組織と教員組織
の分離（「教教分離」）を切り口として，組織面・
人材面から分析を行うことで，機関レベルで進
められる大学の組織運営改革の実相を解明する
ことを目的としました。
　平成27年度は，平成26年度に実施した訪
問調査を通じて得た知見と情報を精査し，分析
や考察を行いました。また大学の組織運営改革
に関する全体的動向を把握するべく，大学の学
長を対象とする質問紙調査を実施しました。
　以上を通して，「教教分離」の目的の変遷や，
大学が組織改革を円滑に進めるための諸条件に
ついて明らかにし，成果を２冊の報告書に取り
まとめました。

「教教分離」型の改組の実施状況
（『大学の組織運営に関する調査』より）

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／岩崎久美子（生涯学習政策研究部総括研究官）

■研究の概要
　学習資源の有効活用，並びに問題解決に至
る優れた学習環境の基盤形成に資する多様な
教育機関間のパートナーシップに焦点をあ
て，その実態把握， 教育的効果・社会的成
果の検証，イノベーティブな学習環境創出条
件の分析を行いました。
　平成27年度は，①中間支援組織調査の分
析，②CSR活動実施企業調査／行政（都道府
県・政令指定都市・市区町村）調査の実施・
分析，③海外及び国内の先進的事例調査を実
施し，今後の施策の裏付けとなるデータとし
て取りまとめました。
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専門的事項に関する調査研究及び教育活動支援

【全国学力・学習状況調査】
　この調査は，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）の協力を得て実施するものであり，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を目的として，平成19年度より実施しています。
　本研究所は，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
ます。

　教科に関する調査では，児童生徒一人一人について，学習指導要領に示される内容のうち土台となる基盤的事項を十分に身に付け，
活用できるようになっているかを把握・検証することを目的としており，学習指導要領の目標や内容に基づき，①身に付けるべき力
を具体的に示すメッセージになるもの，②学習指導の上で特に重要な点となっているもの，③児童生徒が自分自身の学習改善や問題
解決に役立つものとなるよう調査問題を作成しています。
　出題内容は，次のように区分しています。
　
①主として「知識」に関する問題
　・ 身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容
　・ 実生活において不可欠であり，常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能　など　
②主として「活用」に関する問題
　・ 知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力
　・ 様々な課題解決のための構想を立て，実践し，評価・改善する力　など

　平成28年度の調査問題については，当研究所のホームページに掲載しています。
　　http://www.nier.go.jp/16chousa/16chousa.htm

全国学力・学習状況調査の概要（平成28年度）

＜調査日程＞
●平成28年４月19日（火）

＜調査の対象＞
　※以下の学年の原則として全児童生徒
●小学校第６学年，特別支援学校小学部第６学年
●中学校第３学年，中等教育学校第３学年，特別支援学校中学部第３学年

＜調査の内容＞
　①教科に関する調査（国語，算数・数学）
　　・主として「知識」に関する問題（Ａ）
　　・主として「活用」に関する問題（Ｂ）
　②生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査
　　・児童生徒に対する調査　
　　・学校に対する調査
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教育課程研究センターの事業

◆解説資料の作成・配布
　本研究所では，調査の実施後速やかに，各教育委員会や学校が児童生徒の学力や学習の状況，課題等を把握するとともに，それら
を踏まえて学習指導の改善・充実等に取り組む際に役立てることができるよう，教科に関する調査問題について，出題の趣旨，正答
や予想される誤答についての解説，学習指導の改善・充実を図る際のポイント等をまとめた「解説資料」を作成し，研究所ホームペ
ージに掲載するとともに，各教育委員会や学校等に配布しています。

　調査結果を公表する際は，各教育委員会や学校等が教育施策や学習指導の改善・充実に役立てることができるよう，設問毎に分析
結果や学習指導の改善・充実を図る際のポイント等をまとめた報告書を作成，配布するとともに，また，課題が見られる事項等につ
いて具体的な授業のアイディアを例示した「授業アイディア例」を作成・配布しています。
　平成27年度は，8月25日に調査結果を公表し，これらの資料を研究所ホームページに掲載するとともに，各教育委員会や学校等
に配布しています。

◆報告書・授業アイディア例の作成・配布

平成27年度授業アイディア例（小学校算数）
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【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，次期学習指導要領の改訂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
としています。
　本調査は，小学校から順次実施しており，まず，小学校については，平成24年度に調査を実施し（ただし体育（運動領域，保健
領域）は平成25年度），平成26年度に調査結果を一部公表しました。生活，総合的な学習の時間，特別活動については，結果の
分析を進めています。次に，中学校と小学校・体育（運動領域，保健領域）については，平成25年度に調査を実施し，結果分析を
進めています。最後に，高等学校については，平成27年度に調査を実施し，結果分析を進めています。

◆小学校学習指導要領実施状況調査結果

　●調査の内容
を査調紙問質たしと象対を長校学，師教，童児，てせわあ。施実を査調トステーパーペくづ基に点視の③～①の記下で科教各　 　　

実施。
　　　①今回の改訂の基本方針に掲げられている事項
　　　　　（例）思考力・判断力・表現力等の育成等
　　　②今回の改訂で新設，学年及び学校を越えて移行した事項
　　　③従来より課題と指摘される事項や，経年比較等の観点から把握・分析が必要な事項等

　●調査実施日及び調査対象学年・教科
　　平成25年２月18日（月）～３月８日（金）
　　 第４学年　国語，社会，算数，理科
　　 第５学年　社会，算数，理科
　　 第６学年　国語，社会，算数，理科，音楽，図工，家庭

　●調査実施校及び調査対象児童数
　　911校（全学校の約4.2％），111,797人（対象学年の約3.2％）
　　　※１教科１問題冊子当たり3,000人程度の調査結果を得ることができるよう，調査対象校を無作為抽出。

　●ペーパーテスト調査結果のポイント

国語

目的や意図に応じて相手の話の内容を聞き取ることや，問われたことに対して情報を正確に取り出すこと等につ
いては，相当数の児童ができている。
目的に応じて文章を要約するなど課題解決に向けて主体的に文章を読むことや，ポスター・リーフレットなど文
章の種類や特徴に応じて効果的に文章を書くこと等については，課題があると考えられる。

社会

示された学習問題の解決を見通して調べる事柄や資料を選ぶことや，グラフや年表から情報を読み取ること等に
ついては，相当数の児童ができている。
資料から読み取った情報を比較・関連付け・総合したりして社会的事象の働きや役割などを考え表現すること
や，地図から読み取った情報を適切に表現すること等については，課題があると考えられる。

算数

等しい比について考え説明することや，「帯分数を含む分数の乗法及び除法」，「直線の平行や垂直の関係」，「異
分母の分数の加法及び減法」，「円の面積の求め方」，「起こり得る場合」等については，相当数の児童ができている。
目的に応じてグラフを用いて考え説明することや，分数の除法の意味や割合に関する問題，「□や△などを用い
た式の理解」，「四則計算の結果の見積り」，「単位量当たりの大きさ」等については，課題があると考えられる。

理科

実験結果のグラフから要因を考え予想することや，予想に対する検証方法を計画し観察・実験を実施すること，
身近な現象に目を向け学んだことを生活に適用すること，観察・実験の記録の技能等については，相当数の児童
ができている。
比較対象の設定や条件の制御をすることや，科学的な言葉や概念を的確に記述すること，事象の変化を要因と結
び付けて的確に表現すること，一部の観察・実験器具の操作の技能等については，課題があると考えられる。
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音楽

曲想の変化と音楽の仕組みを結び付けて聴くことや，世界各国の音楽の中から我が国の音楽を聴き分けること等
については，相当数の児童ができている。
楽曲の特徴を言葉で適切に表すことや，音楽表現に対する思いや意図を言葉で適切に表すこと，我が国の音楽の
特徴をとらえて聴くこと等については，課題があると考えられる。

図画工作

形の特徴を考えながら表し方を構想して絵に表すことや，自分たちの作品について表し方の変化，表現の意図や
特徴などをとらえること等については，相当数の児童ができている。
表したいことを見付けて絵に表すことや，我が国や諸外国，暮らしの中の作品について表し方の変化，表現の意
図や特徴などをとらえること，複数の造形的な特徴を根拠に作品の印象を説明すること等については，課題があ
ると考えられる。

家庭

家庭の仕事と分担に関する知識・理解や，材料や目的に応じたいため方の工夫，場面・季節に応じた日常着の着
方の工夫，物や金銭の計画的な使い方の工夫等については，相当数の児童ができている。
家族の一員として協力することへの関心や，栄養のバランスを考えた１食分の献立の工夫，環境に配慮して物を
無駄なく使うための工夫等については，課題があると考えられる。

　●質問紙調査結果のポイント
各教科の「学習すれば，ふだんの生活等に役立つ」という質問について，前回調査（Ｈ15）と比べ，多くの教科・学年において，
児童の肯定的な回答の割合が高くなっている。
学習指導要領改訂の基本方針を意識した授業や，言語活動を重視した授業を「行っている」又は「どちらかといえば行ってい
る」と回答した教師の割合がどの学年においても90％以上。
「体験的な学習の充実」，「学校全体の教育課程の検証・改善」，「基礎的・基本的な知識及び技能の習得」については90％以
上の学校が「実現できている」と回答している一方，「思考力・判断力・表現力の育成」，「問題解決的な学習の充実」，「自主的・
自発的な学習の促進」については30％以上の学校が「ほとんど実現できていない」又は「どちらかといえば実現できていない」
と回答。

【研究指定校事業】
　各学校における学習指導要領に基づく教育課程編成及び指導方法等の改善充実を図るとともに，学習指導要領の改訂に必要な資料
を得るために，特に重要な課題について研究テーマを示し，研究指定校で実践的な研究を進めています。
　研究指定校における研究成果の普及を図るため，「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」を研究指
定校以外の教育関係者にも公開し，開催しています。平成27年度は，平成28年２月２日～２月５日に都内会場で開催し，４日間で
延べ約3,800人が参加しました。分科会では，各研究指定校の研究成果の発表と，これを受けての研究協議・意見交換等を行いま
した。

研究協議会「成果発表の様子」 研究協議会「研究協議・意見交換の様子」



National Institute for Educational Policy Research
21

教育課程研究センターの事業

p1_40.indd   21 2015/09/03   14:04:18

＜平成28年度研究指定校事業の研究テーマ＞

研究テーマ 指定数

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（継続）

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（継続）

小学校 31
中学校 29

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究（新規）

高等学校
共通教科 28

高等学校
専門教科 16

学校全体で取り組む課題（新規・継続）

伝統文化教育を地域とともに推進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【伝統文化教育】

へき地の学校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
【へき地教育】

小学校 １
中学校 ２

中学校 
小学校 

小学校 ４
中学校 ３
高等学校 ３

小学校 ８
中学校 ５
高等学校 ６

小学校 
中学校 

高等学校 
中学校 

小学校 ２

幼稚園 ２

中学校 ３

特別支援学校 １
高等学校 ３

社会の中で活用される論理的思考やそれらを表現する力を学校全体で育成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【論理的思考】

ＥＳＤを学校全体で体系的に推進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【ＥＳＤ】

４

１
校種間の連携による教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究【校種間連携】

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【幼小接続】

２地域

【特定の課題に関する調査】
　学習指導要領実施状況調査や研究指定校による調査・研究では実現状況を把握することが難しい内容等を対象として，平成16年
度から特定の課題に関する調査を実施しています。
　本調査においては，調査の目的や内容に応じて，ビデオ映像やコンピュータを用いるなどの新たな調査手法を開発するとともに，
これまで一定以上の規模の調査では測定されたことのなかった実技を伴う調査などについても試みています。
　なお，調査結果については，研究開発部のホームページに掲載しています。

｝

３｝

｝
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【評価規準・評価方法等の研究開発】
　新学習指導要領の下で行われる児童生徒の学習評価が円滑に実施されるよう，中央教育審議会の報告等を踏まえ，評価規準，評価
方法等の工夫改善に関する調査研究を行いました。小学校の参考資料を平成22年11月と平成23年３月に，中学校の参考資料を平
成23年７月に，高等学校（共通教科）の参考資料を平成24年３月に，高等学校（専門教科）の参考資料を平成24年11月に公表
しました。

【指導資料・事例集の作成】
　各学校における指導の改善等に資するため，特に重要である課題や今日的課題について，指導資料・事例集を作成しています。
　平成27年度は，「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）を公表しました。

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）
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【生徒指導関係】
◆生徒指導のより効果的な取組のための調査研究
　児童生徒の問題行動などの生徒指導上の問題の変遷，社会
の急速な変化の中での問題行動等の背景・要因の変化，現代
の青少年の発達課題，これらと学校現場や行政の様々な取組
との関連などについて研究・分析を進めています。
　平成24年２月からは，シリーズを通して生徒指導の全体像
を理解できる構成となっている「生徒指導リーフ」シリーズ
を各３テーマずつ順次ホームページを通して発行しています。

　また，平成25年９月28日に「いじめ防止対策推進法」が
施行され，各学校が「学校いじめ防止基本方針」を策定する
ことが求められたことを受け，平成25年11月には，生徒指
導リーフ増刊号として，「いじめのない学校づくり－『学校
いじめ防止基本方針』策定Q＆A－」を発行しました。さらに，
平成26年６月には，各学校で策定された「学校いじめ防止
基本方針」を一定期間経過後に点検して見直しを進めていく
際に役に立つよう，その手順について説明した「いじめのな
い学校づくり２－サイクルで進める生徒指導：点検と見直し
－」を発行しました。

　平成28年６月には，いじめの実態を定点観測的に調べた
結果を３年ごとにまとめている報告書の最新版で，
2013-2015年度の追跡調査のデータを分析した『いじめ
追跡調査2013-2015』と各学校の「学校いじめ防止基本
方針」が実効性のあるものとなるように，二つの中学校区

で小中が連携して「学校いじめ防止基本方針」の策定や実
施に取り組んだ成果の紹介を中心に策定・実施のポイント
をわかりやすく解説した『どのように策定・実施したら，
「学校いじめ防止基本方針」が実効性のあるものになるの
か？』の２点から構成された「生徒指導支援資料６『いじ
めに取り組む』」を発行しました。

◆魅力ある学校づくり調査研究事業　
　平成22年度より生徒指導上の大きな課題である不登校や
いじめの問題について，未然防止に焦点をあてた取組とし
て，中学校区を単位とした研究指定校において，校区内の中
学校・小学校が互いに連携し，校区内の全教職員の共通理
解・共通実践により，全ての児童生徒対象として魅力ある学
校づくりを目指し，具体的な方策や工夫を凝らした実践的な
取組を実施してきました。平成28年度からは，未然防止，
初期対応の取組を行うとともに不登校児童生徒の出現を抑制
するための教育委員会の果たすべき役割についての視点を加
えた調査研究を実施しています。

◆生徒指導研究推進協議会　
　全国の都道府県・市区町村教育委員会の生徒指導担当者等
を対象に，当センターの研究成果等の広報・普及を図るとと
もに，我が国の生徒指導の推進に資するための協議会を毎年
開催しています。平成28年度は６月３日に東京で開催し，
調査研究から得られた知見を紹介するとともに，全体会では，
本協議会で得られた情報を各地域で伝えるために押さえて
おきたい点について協議をしました。

「生徒指導リーフ」シリーズ

「生徒指導リーフ」増刊号シリーズ

「生徒指導支援資料6『いじめに取り組む』」

魅力ある学校づくり調査研究事業調査研究委員会

生徒指導・進路指導研究センターの事業
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【進路指導関係】
◆キャリア教育･進路指導に関する総合的実態調査
　本調査は，キャリア教育や進路指導に関する実態を把握す
るとともに，それらに関する在校生及び卒業者の意識等も明
らかにし，前回までの調査との変容と，今後の各学校におけ
るキャリア教育・進路指導の改善・充実を図るための基礎資
料を得ることを目的として，７年に１度実施しているもので，
新たに小学校を調査対象に加え，キャリア教育に焦点を当て
て実施したものです。平成25年３月，その調査結果につい
て第一次報告書としてまとめ，平成25年10月には，特に重
要な側面についてテーマを定め，詳細な分析を行い，第二次
報告書として発行しました。発行後は，キャリア教育に関す
る資料作成や情報提供を行うときに，実態調査の結果を活用
しています。

◆キャリア教育支援資料の作成
　 　「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」の結
果から，多くの先生方が自らの生き方に関わるキャリア教
育の充実の重要性は実感しているが，個々の発達を踏まえ
た働きかけの具体には，課題や疑問があることが明らかに
なりました。そこで，意図的な働きかけである，先生方が
「語る」，子供に「語らせる」，子供たちに「語り合わせる」を
キーワードに，個々の発達を踏まえたキャリア教育につい
て解説したパンレットを平成28年３月に発行しました。

◆職場体験・インターンシップ実施状況等調査　
　当センターでは，職場体験・インターンシップの全国的な
実施状況の推移を把握するため，全国の国・公・私立の中学
校・高等学校（全日制・定時制・通信制）を対象に，学年別，
期間別，学科別実施状況や教育課程への位置付けの状況等に
ついて，毎年調査を実施しています。
　各学校の職場体験・インターンシップの実施状況をより綿
密に分析し，キャリア教育の政策形成に資するよう活用する
ため，平成26年度より，調査票（様式）等を変更して，
調査を実施しました。調査結果については，当研究所のホ
ームページ等で公表しています。

◆全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会
　キャリア教育の新たな理解や認識の下，学校教育における
キャリア教育等の改善・充実に役立てていただくことを目的
として，都道府県・政令指定都市教育委員会や小学校・中学
校・高等学校のキャリア教育・進路指導担当者等を対象に，
キャリア教育の在り方や具体的な手法･実践等について協議
や情報交換を行う研究協議会を毎年開催しています。平成
28年度は，「子供たち一人一人のキャリア発達を踏まえて
行うキャリア教育について」をテーマとして，５月23・24
日に東京で開催しました。

「キャリア教育・進路指導
に関する総合的実態調査
第一次報告書」

「キャリア教育・進路指導
に関する総合的実態調査
第二次報告書」

全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会
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　幼児教育については，近年，国内外において，その重要性に対する認識が高まっており，我が国でも幼児教

育の質の向上や無償化に関する議論が進められています。このような状況を踏まえ，幼児教育に関してより効

果的な研究活動を遂行するため，平成２８年４月に当センターを設置しました。

　また，文部科学省に置かれた「幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けた検討会議」の報告（平成２８

年３月）においても，政策形成に密接に関連した研究を推進するための国の調査研究拠点が必要とされてお

り，当センターがその役割を担うこととされています。

【調査研究】
◆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」
　国際的にも重要な時期として注目されている幼小接続期
（主に5歳児後半から1年生前半）を取り上げ，幼小接続期
カリキュラムの実態を分析するとともに，育ちと学びを支え
る力（社会情動的スキル）を捉える手法を検討しています。
また，幼児期の教育・保育の質を捉える評価指標を検討し，
園内研修での活用について調査研究を行っています。

【成果普及】
　HPや公開シンポジウムを通じて，地方公共団体や幼稚園
関係者等に研究成果を発信します。当センターの発足を記念
して，平成29年1月にシンポジウムを開催予定です。幼児
教育の質を高め，幼児教育政策に資する研究の在り方や，保
育者の資質向上を支える研修の在り方，同センターと他機関
との協働等について，議論を深めます。　HP:http://www.
nier.go.jp/youji_kyouiku_kenkyuu_center/y_index.html

【ネットワーク構築】
　大学等の研究機関，OECD等の国際機関，地方公共団体，幼稚園・保育所・認定こども園，幼児教育・保育関係団体，民間シン
クタンク等多様な主体とそれぞれの特性や強みを生かしつつ，連携協力し，調査研究活動や研究情報の交流を行っています。

◆OECD国際調査　幼児教育・保育従事者調査
 （TALIS,Starting Strong Survey:3S）
　当センターがOECDが新たに実施する当該調査の国内実
施機関となっており，2018年の本調査に向けた準備を進め
ています。調査内容は，教育実践，教員の信念，教室の環境，
勤務条件，職務満足度，教員の採用・養成・研修等を予定し
ており，各国の政策への示唆を与えることが期待されます。

幼児教育研究センターの事業
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文教施設研究センターの事業

【文教施設に関する基礎的・専門的調査研究】
◆学校施設の環境対策

（１）学校施設のCO2削減設計検討ツール
（略称　FAST：Facilities Simulation Tool for Eco School）

（２）学校施設における再生可能エネルギー活用事例集

◆学校施設の防災機能の向上
　学校施設は，災害時における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，地域住民の避
難に大きく貢献しました。その一方，避難所となった学校では，
電気や水の確保をはじめとして様々な課題が見られました。
　避難所の施設・設備は，各地方公共団体が地域の防災計画
に基づき整備に努めるものとされ，文部科学省に設置された
検討会が取りまとめて公表した緊急提言においては，教育委
員会と防災担当部局が連携し検討しておく必要があると示さ
れています。
　このような状況を受け，全国の公立学校を対象として，昨
年度に引き続き，学校施設の防災機能に関する実態調査を行
いました。本調査は平成27年5月1日現在の実態を調べた
ものです。調査の結果，公立学校の91％（31,246校）が
避難所に指定されており，それらの学校施設の防災施設・設
備の整備状況は下表のとおりです。
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（雪冷房システムの例）
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改修前（対照）に対する改修後（改修案Ａ～Ｃ）の計算結果表示例

　学校の老朽校舎を大規模改造する際に，どのような環境対
策を実施すれば，どれだけCO2排出量を削減できるかを瞬
時に算出するパソコン用プログラム「FAST」を開発しまし
た。「FAST」は，あらかじめ用意した11種類の環境対策メ
ニュー（断熱化，省エネ型冷暖房，省エネ型照明，太陽光発
電等）から選択することにより，改修設計を始める前にCO2
排出量の削減予想を簡易に計算することができます。また，
日本全国842地点の気象データを搭載していますので，各
地域の気象特性を反映した計算結果を得ることができます。
平成24年6月にバージョンアップしたFAST（Ver.2）で
は，シミュレーションできる学校校舎の形状の種類を増やす
など，多くの便利な機能を付加しました。
　この「FAST」は，文部科学省が教育委員会に対して，学校
施設の大規模改造（老朽・エコ改修）の補助を行う際に，事業
採択の補助要件として活用されています。

　地球温暖化対策は，世界の国々が総力を挙げて取り組むべ
き最重要課題の一つであり，低炭素社会に向けた取組をより
一層推進することが求められています。このような状況の
中，平成23年３月に東日本大震災が発生し，震災以降は電
力供給が大幅に減少し，学校施設においても従前以上に省エ
ネルギー対策を講じることが求められているため，既存施設
を含め環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を一層
推進することが必要となっています。

本事例集では，災害時に避難所となる学校施設の使用を考慮
した，再生可能エネルギーの熱利用分野の種別ごとに，特
徴・留意点，事例紹介においては，整備・維持管理等に係る
経費の一例を示し，CO2排出量や室内環境の改善に伴う効
果について考察しています。
事例集はホームページにて公開しています。
(http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/netsuriyoubunya.pdf)

※1 学校敷地内に設置されている学校に加えて，学校の近隣に設置及び民間事業者等との協定等により備

 蓄体制を整備している学校を加算している。

※2 多目的トイレ及びスロープについては，体育館・校舎のいずれかに設置されていることを条件としている。

※3 自家発電設備等の設置数には，災害時に使用可能な太陽光発電設備，蓄電池，協定等により他所有の

 発電機を学校が優先使用できる場合が含まれている。

※4 割合に(　)で表記した数値は，平成26年5月現在のもの。

　児童生徒の学習・生活の場としてふさわしい教室環境の確
保をはじめとして，環境負荷の低減や自然との共生を考慮す
るとともに，環境教育の教材として活用できるような学校施
設の整備方策について調査研究を行っています。
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◆学校施設の復興プロセスに関する調査研究
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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の一例

【海外教育関係機関との交流】

　なお，ホームページにて本実態調査結果に関する公表資料
を見ることができます。
（http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/bousaikinou2015.pdf）

　今後，津波被害が想定されている地域の安心安全な学校づく
りに資するよう東日本大震災の津波被害を受け移転等を行う
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ます。

　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の平成
28年４月１日施行に向け，これまで特別支援学校に就学し
てきた障害のある子供が，公立小中学校の普通教室など一般
の学校施設を利用する際の，各障害種に応じた学校施設の「合
理的配慮」手法について調査し，国・地方公共団体等の参考に
供することを目的としました。
　調査の結果，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りました。事例
分析から得られた知見については，施設・設備の合理的配慮
の提供に係る留意点として取りまとめました。
　また，分析対象とした109事例について，児童生徒等の障
害種，在籍状況，施設・設備の整備状況それぞれの項目で検
索できるデータベースを作成しました。

◆インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設

　なお，ホームページにて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（インクル学校施設DB）を見るこ
とができます。
（http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/shisetsuDB/index.html）

　本研究会では，小中一貫教育を行う学校施設を対象として，
その施設形態が児童生徒の学習・生活環境や教職員の管理運
営環境に及ぼす効果等の実態を調査することしています。

◆義務教育学校等の施設計画の推進
　近年，小中一貫教育に取り組む学校設置者は増加してきて
います。平成28年4月には新たな学校種である「義務教育
学校」が制度化され，今後，更に小中一貫教育の実施が進む
ことが予想されます。
　このような状況に鑑み，今後の義務教育学校等の施設整備
の検討に資するため，平成28年6月1日に「義務教育学校等
の施設計画の推進に関する調査研究」研究会を設置しました。

　国内外の研究者，実務者，行政担当者等が参加する国際会
議やセミナー等で，研究の成果を公表しています。

◆OECDの教育施設に関する委員会への参画
　教育の発展に必要な施設・設備の質的向上を図ることを目
的にOECDに，効果的学習環境に関する専門家会合（Group
of National Experts for Effective Learning Environments
：GNEELE）が設置されています。文教施設研究センター
は，平成18年度から参加しており，専門家会合等に毎年出
席し，情報収集及び情報提供を行っています。

◆韓国教育開発院との交流
　韓国教育開発院（KEDI）と学校施設に関する研究交流を
行っており，セミナーへの講師派遣，研究報告書の提供，学
校施設に関する情報交換等の交流活動を進めています。

◆文教施設研究講演会の開催
　文教施設研究センターでは，毎年度，海外から文教施設に
関する専門家等を招へいし，文教施設に関する世界共通の課
題をテーマにした文教施設研究講演会を開催しています。
　平成27年度は，「インクルーシブ教育システムの特色を
活（い）かした学校づくり～日本とフィンランドの学校建築
～」と題し，日本及びフィンランドの学校建築の専門家等に
よる講演会を実施しました。
　講演会では，フィンランド国家教育委員会のレイノ・タパ
ニネン チーフアーキテクト，津田塾大学の渡邊あや准教授，
首都大学東京の上野淳学長による基調講演がそれぞれ行われ
ました。
　文教施設研究センターでは，海外とのネットワークを活用
し，学校施設の発展に寄与することを目的として講演会等，
学校施設づくりに資する情報提供に取り組んでいます。

レイノ・タパニネン氏 講演の様子
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【調査研究事業】

平成27年度　公民館職員専門講座（演習の模様）

調査研究報告書
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　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を支援するため，「社会教育活動の実態に

関する全国調査」や「社会教育事業の充実向上を目指したプログラム開発」，「社会教育指導者の養成・資質向

上に資する研究」などの実践的な調査研究を行っています。また，全国の社会教育関係者・研究者の参加を得て，

当面する社会教育に関する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ているほか，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研修事業などを実施しています。

◆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 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ついて調査研究を行い，研修
に関するモデルプログラムを開発します。

◆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を行います。

◆社会教育主事の養成等の在り方に関する調査研究
　第７期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」
を踏まえ，社会教育行政を推進する中核的な役割を担う社会
教育主事の養成等の在り方について調査研究を行います。

◆地域学校協働のためのボランティア活動等の推進
　体制に関する調査研究
　地域学校協働活動を推進していく上で重要な核となる地域

コーディネーターについて，ＰＴＡ等をはじめとする各種ボラ
ンティアや学校支援等の活動歴を中心に調査し，地域学校協
働活動を推進する上での多様な人材発掘や育成等，地域学校
協働本部への移行を目指す上での課題等について調査研究を
行います。

◆研修事業等
　文部科学省との共催で「公民館職員専門講座」や「図書館
司書専門講座」，「博物館学芸員専門講座」，「社会教育主事専
門講座」など社会教育指導者の資質向上のための講座を実施
するほか，同省からの委嘱により社会教育主事となり得る資
格の付与を目的とした「社会教育主事講習」を実施します。
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社会教育実践研究センターの事業

【研究交流会・研究セミナー】

【全国体験活動ボランティア
活動総合推進センター事業】

【研修資料等の開発・作成】

平成27年度　地域教育力を高めるボランティアセミナー
「学校と地域の連携・協働の推進～支援から協働に向けて～」

社会教育情報番組　平成27年度「社研の窓」

ハンドブックシリーズ（研修資料）
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　生涯学習センター等の相互の連携協力を推進するため，全
国の生涯学習センター職員等が集い，当面する諸課題につい
て研究協議を行う「全国生涯学習センター等研究交流会」や，
教育をめぐる今日的な課題等を踏まえた研究セミナーを開催
します。主なセミナーとして，学校・家庭・地域の連携ネッ
トワークの推進及び地域課題の対応方策等に視点をあて，地
域住民等が様々な観点から社会教育活動の事業の企画立案の
在り方等について研究協議等を行う「地域教育力を高めるボ
ランティアセミナー」を開催しています。

　全国体験活動ボランティア活動総合推進センターを開設し，
ボランティア活動に関する全国的な情報収集や情報提供機能
の充実を図るとともに，その成果を各地の支援センターに普
及していくことで，体験活動・ボランティア活動に関する事
業の推進と各地域への定着などを目指します。

　地域の社会教育指導者の研修等に役立つ教材資料を開発・
作成します。また，全国の特色ある社会教育事業の実践事例
を紹介する社会教育情報番組「社研の窓」を制作し，社会教
育関係者等に広く活用してもらうために，インターネット配
信を引き続き行います。
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研究企画開発部教育研究情報推進室の事業

【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
た検索システムです。平成27年度から国立情報学研究所が
提供する共用リポジトリサービスJAIRO Cloudでの運用を
開始しました。現在，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件を登録しており，キーワードや発行年等によ
り検索することが可能です。このうち，報告書約800件と
紀要論文については，インターネット上で報告書等の本文ま
で御覧いただけます。

　https://nier.repo.nii.ac.jp/

【教育研究情報データベース】

，

　http://www.nier.go.jp/database/

【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～）

　http://www.hisaichi-gakkoushien.nier.go.jp/

【教育情報共有ポータルサイトの運用】

　https://www.contet.nier.go.jp/

p1_40.indd   30 2015/09/02   16:43:24

研究企画開発部教育研究情報推進室の事業

　教育研究情報推進室では，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
より提供しています。現在，「教育研究所・教育センター刊行
論文」，「教育学関係博士・修士学位論文題目」等，７つのデ
ータベースを公開しています。

　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
運用しています。
　本サイトには，教材・指導資料等コンテンツの共有，グル
ープ形成，掲示板での情報交換などの機能を有しています。
コンテンツ共有機能を利用することにより，全国から収集し
た教材・指導資料等のコンテンツを，学校種，教科等に分類
したカテゴリー検索や，任意のキーワードによる絞り込み検
索をすることができ，日々の授業に役立つ有用な情報を効率
的に入手することができます。
　また，グループ機能により，教職員及び教育関係者が参加
して議論したり交流する場が提供されますので，授業や学校
運営上の工夫等についての情報の入手，発信ができ，児童生
徒の指導の一層の改善・充実に役立てることができます。
　今後は，相当数の質の高いコンテンツを集積するとともに，
引き続き，関係機関への広報活動などを行っていきます。

　東日本大震災被災地の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など，学校運営・
学習指導・教育相談の工夫など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，運用して
います。
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研究企画開発部教育研究情報推進室の事業

　　蔵　書　数：538,528冊（平成27年度末）
　　開 館 時 間：午前９時30分から午後５時
　　定期休館日：原則として土曜日，日曜日，祝日等，年末

年始及び毎月の末日
　
　御利用の際には，事前に来館予約が必要です。同時に，閲
覧資料を予約することができます。詳しくは教育図書館のホ
ームページを御覧ください。

　http://www.nier.go.jp/library/

◆所蔵資料

◆「教育研究論文検索」データベースの編纂・公開

　http://www.nier.go.jp/digital-library/ronbun/

◆レファレンス（お問合せ）サービス

（教育図書館レファレンス事例集）

　レファレンス受付件数：1,548件（平成27年度）
　レファレンスの受付　電話：03－6733－6536
　　　　　　　　　　e-mail：library@nier.go.jp

【教育図書館】
　教育図書館は，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ます。
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　和洋教育関係図書・雑誌を中心に，教科書，大学紀要，地
方教育資料，各都道府県教育史や文部科学省（旧文部省）発
行資料など幅広く収集しています。教科書については，江戸
から現在までの約 10 万点所蔵し，有数のコレクションとな
っています。
　また，特殊コレクションとして，文教行政に関する旧蔵資
料や戦後教育改革の基本資料等を所蔵しています。

　教育図書館が所蔵する学術雑誌，学協会誌，大学等の紀要・
研究報告書に掲載された教育に関する学術的論文の書誌情報
を収録する「教育研究論文索引」を作成し，インターネット
上に公開しています。平成 28 年 3 月末現在で約 21 万 7
千件の書誌情報を検索することができます。
　また，平成 23 年度より CiNii との相互リンクを開始し，
一部本文情報を直接入手できるようになっています。

　学習・調査・研究を目的とした教育分野に関する御質問に，
図書館所蔵資料を使用して回答しています。
　国立国会図書館「レファレンス協同データベース」に参加
しており，当館で受けた質問と回答をレファレンス事例とし
て登録しています。また，登録事例から「教育図書館レファ
レンス事例集」を作成し，教育図書館ホームページで公開し
ています。
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【OECD生徒の学習到達度調査（PISA）】

　国立教育政策研究所では，所内の部・センターを超えた

PISAプロジェクトチームを組織し，国際研究・協力部の

PISA調査事務局を中心に，PISAの調査実施及び調査結果

の分析，結果の普及を進めています。2015年調査の結果公

表は2016年12月を予定しています。

PISA2015年本調査実施説明会の様子
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　「生徒の学習到達度調査」（PISA：ピザ：Programme 
for International Student Assessment）は OECD（経
済協力開発機構）を中心に約 70 か国・地域が参加する国際
学力調査です。義務教育修了段階の 15 歳児を対象に，それ
まで身に付けてきた知識や技能を，実生活の様々な場面で直
面する課題にどの程度活用できるかを測り，その結果を各国
の教育政策の改善や見直しに生かすことを目的としています。
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きました。国立教育政策研究所は，
日本での PISA 調査実施機関，また国際コンソーシアムの一
員として，調査開始時から積極的に参画してきています。
　2012 年調査は，３分野の筆記型調査に加え，問題解決
能力，数学的リテラシー，読解力のコンピュータ使用型調査
をオプション調査として実施しました。2015 年調査は，
コンピュータ使用型調査に完全に移行し，科学的リテラシー
を中心分野としつつ，数学的リテラシー・読解力・協同問題
解決能力調査を行い，日本では2015年（平成27年）６月
～７月に全国の高等学校約 200 校（学科）を対象に実施し
ました。

　PISA の調査結果は，毎回，調査の翌年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
います。日本では本研究所が中心となり日本語版の国際結果
報告書『生きるための知識と技能― OECD 生徒の学習到達
度調査（PISA）』を刊行し，調査結果が文部科学省の各種

施策や中央教育審議会等の議論に生かされてきました。例え
ば，『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掲げられてい
ます。
　現在，PISA は国際的にも国内的にも関心が高く，かつ国
際的なルールに基づいた厳密な調査であることが広く知られ
ており，研究論文をはじめ，評論，マスコミ等でも日本語版
国際結果報告書が引用されています。
　さらに，結果だけでなく，PISA の調査の枠組みや調査手
法，調査問題の内容等が，文部科学省の全国学力・学習状況
調査をはじめ，様々な学力テストに影響を与えています。コ
ンピュータ使用型調査，さら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ます。
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【OECD国際成人力調査（PIAAC）】
　

【OECD国際教員指導環境調査（TALIS）】
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　「国際成人力調査」（PIAAC：ピアック：Programme for 
the International Assessment of Adult Competencies）
は，16歳から65歳までの成人を対象として，「読解力」，
「数的思考力」，「ITを活用した問題解決能力」の3つ
分野のスキルを直接評価することを主たる目的に，24か
国・地域が参加し実施されました。ここでは，これに加え
て，調査対象者の学歴，職業，スキルの使用状況やさらには
学習活動への参加状況等について尋ねる「背景調査」も実施
しています。
　PIAACの調査結果については，2013年10月に公表さ
れ，日本でも日本版報告書の刊行を行いました。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が示されてい
ます（平均得点で参加国中第1位）。
　また，成人のスキル習熟度と回答者の属性（背景）との関
連性を分析してみると，年齢との関係では，参加国全般にど
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
傾向にありますが，我が国については，年齢の増加にもかか
わらず，高い水準を維持しているという傾向が示されていま
す。
　また，一般的に，学歴が高いほどスキルも高く，職種ごと
の視点から見ても，管理職や事務職等の方が，技能工や単純
作業の従事者よりもスキルが高い傾向にあるものの，我が国
においては，他の参加国と比べて，学歴や職業，両親の学歴
によるスキル習熟度の差異が小さいこと等が示されています。
　このように，PIAACは，これまでにない貴重なデータを
提供しており，生涯学習政策をはじめとする教育政策の企画
立案のための有益なエビデンスを得られるだけでなく，今後
の分析を進めることで，労働政策を含めた幅広い人材育成施
策への貢献が期待されています。

　「国際教員指導環境調査」（TALIS：タリス：Teaching 
and Learning International Survey）は，学校の学習環境
と教員の勤務環境に焦点を当てた国際調査で，日本は第２回
の2013年調査から参加しています（参加34か国・地域）。
　TALIS2013年調査では，主に前期中等教育段階の校長・
教員を対象に，質問紙による調査を通じて，校長のリーダー
シップ，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データの収集・
分析がなされました。日本では，国立教育政策研究所が，
2013 年２月から３月にかけて，全国の中学校及び中等教
育学校のうち 192 校の校長・教員およそ 3,700 人に対し
調査を行いました。
　2014 年 6 月には国際的な調査結果が公表され，本研究
所でも日本語版の国内報告書を作成し刊行しました。この調
査結果では，日本の教員は，他の教員からの指導に関するフ
ィードバックや教員間の授業見学などの実施割合が高く，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
えていることが分かりました。また，日本では多くの教員が
様々な分野で研修の必要性が高いと感じていますが，実際の
参加日数は比較的短く，参加への障壁として業務のスケジュ
ールと合わないことあげる教員が特に多くなっています。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
国中最長であり，とりわけ課外活動の時間が長いことが示さ
れました。指導実践については，批判的思考を促すなど主体
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低
く，また，生徒が ICT を活用する割合は参加国中最低とな
っています。
　このような TALIS の結果により日本の教員の勤務環境や
指導実践についての国際的なエビデンスが得られ，教職員の
配置や学校運営に関する政策（「チームとしての学校」の実
現など）の検討に生かされています。
　現在は，次回の 2018 年調査の実施に向けて準備を進め
ているところです。次回調査では，中学校に加え，小学校で
も調査を実施する予定です。
　また，OECDでは，幼児教育段
階についても同様の調査を 2018
年から新たに実施する予定であり
（国際幼児教育・保育従事者調査
（TALIS 3S：TALIS Starting 
Strong Survey），日本も参加す
ることとなっています。
　なお，2013 年調査結果の概要
は文部科学省及び本研究所のホー
ムページでも見ることができます 
（h t t p : / / www . n i e r . g o . j p /
kenkyukikaku/talis/index.html）。
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【IEA関係の調査研究】
国際数学･理科教育動向調査（TIMSS）
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　「国際数学・理科教育動向調査」（TIMSS：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す。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ます。

　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す。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，この調査に積極的に参
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
います。
　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きました。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
れます。
・ 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）

　現在はTIMSS2015が進行中で，世界の約60カ国／地域
が参加し，小学校約9,000校から約26万人，中学校約
8,000校から約24万人が参加しています。
　我が国においては，小学校150校，中学校150校，合計
300校に御協力を頂いて平成27(2015)年3月に調査を実
施し，調査対象校である小学校及び中学校の学校長，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御協力
を頂きました。
　平成28(2016)年度は，算数･数学及び理科の調査や質問
紙調査について国際比較結果の分析・検討を行い，国際結果
報告書を平成28(2016)年11月に公表予定です。また他方
では，次期調査のTIMSS2019の設計に関する議論と準備
が進んでいます。

　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，過去の調査結果は，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，教育課程の改訂の審議に資する資料と
なりました。2015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
考えられます。
　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す。　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ます。
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【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】
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　国立教育政策研究所は，国際チューニング・アカデミーの
依頼を受けて，平成27年より，チューニングに関する日本
の情報拠点(Tuning National Centre)として活動していま
す。
　チューニングとは，学生に大学教育を通してどのような知
識や能力を修得させたいのか（学問分野の学修成果）につい
て，大学間及び大学・ステークホルダー間で緩やかな共通理
解を形成するとともに，各大学がその共通理解に基づいて学
位プログラムを設計・実践・改善するための方法論です。こ
のチューニングの方法論は，2000年に欧州で開発されて
以降，北南米をはじめとする世界各地の大学で注目され，援
用されてきました。
　国立教育政策研究所では，平成26年度より，大学教員が
共同でテスト問題を作成して共有することを通して，アウト
カムに関する共通理解を具体的なレベルで形成することを目
指す「テスト問題バンク」の取組を，機械工学分野で展開して
きました。これまでに全国3拠点において，のべ21機関
47人の工学系・人文社会科学系専門家の協力のもとに，記
述式問題10問，多肢選択式問題64問を作成してきました。

その一部についてはアセアン地域の大学でも実施したり，欧
州連合エラスムス・プラスの枠組みで平成28年1月に始動
した同様の取組であるCALOHEE事業と連携したりしなが
ら，国際通用性を高める努力も重ねています。さらに，平成
28年度にはテスト問題を大規模で実施して，各大学に教育
改善に資するフィードバックを行う取組も展開しています。
本取組の概要は，チューニング情報拠点のホームページで公
開しています (http://www.nier.go.jp/tuning/index.html)。
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シンポジウム

【教育研究公開シンポジウム】
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　小中一貫教育の制度化が実現したことを踏まえ，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考えるシンポジウム「小中一貫教育
の制度化と展開」を平成27年8月に開催し，全国の小・中
学校や教育委員会の関係者等285名が参加しました。
　シンポジウムでは，小中一貫教育の導入に際して重要なの
は，教育委員会が現場の声を聞きながら主導して進めること，
小中一貫教育についての保護者や地域住民の理解を図るこ
と，地域との関わりを大切にすること等の発言がありました。

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，
「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～」と題したシンポジウムを，平成28年1
月に開催し，全国の教育委員会や学校関係者等 354名が参
加しました。
　シンポジウムでは，「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な要素であり，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，様々な意見が出されました。

【教育改革国際シンポジウム】
　グローバル人材の育成に向け，文部科学省においては小学
校における中学年への外国語活動の導入や，高学年での外国
語活動の教科化について検討しているところです。平成27
年度は小学校英語教育に関する国内外の先進事例における成
果と課題を踏まえ，これからの学校現場において求められる

　平成28年度は，幼児教育研究センターの発足を記念し
て，幼児教育の質の向上をテーマとして，平成29年1月に
開催予定です。幼児教育の質を高め，幼児教育政策に資する
研究の在り方や，保育者の資質向上を支える研修の在り方，
同センターと他機関との協働等について，議論を深めます。 　平成28年度は，いじめをテーマとした国際シンポジウム

の開催を予定しております。
　生徒指導・進路指導研究センターでは，「いじめ追跡調査」
をはじめ，いじめに関する調査研究を実施しており，併せて
海外の研究者との国際比較調査などの共同研究を実施してき
ております。その成果の発表の場として，「いじめ問題国際
シンポジウム」を1996年，2006年と10年おきに開催し
てきました。前回から10年目に当たる2016年12月に第
3回目のシンポジウムを開催予定です。

生
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外部教育研究機関等との連携協力

●教育研究所・教育センター

会大表発究研・会総）１（ 

会議協究研）２（ 

究研題課連教全）３（ 

査調題課育教）４（ 

平成28年度　全教連総会（大分大会） 平成28年度　全教連研究発表大会（大分大会）
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　全国教育研究所連盟（全教連）は，戦後各地に設立されつつ
あった全国の教育研究所の相互の連絡，研究の連携，成果の
交換などを目的として昭和23年に設立されました。発足当
初の加盟機関数は27機関でしたが，平成28年6月現在で
は182機関となっています。
　全教連は，本研究所長が歴代委員長を務め，事務局も本研
究所が担当しており，本研究所は全教連と連携しながら研究
を推進してきました。
　全教連においても，本研究所の研究に協力するほか，独自
の研究事業を実施しています。

　全教連の総会を年１回開催しています。総会では，昨年度
の事業・決算報告，当該年度の事業計画や予算などを審議し
ます。また，総会に続けて開催する研究発表大会では，加盟
機関が実施している調査研究の成果を報告するための分科会
を設けており，学習指導の改善，教材の開発，生徒指導上の
課題への対応，キャリア教育の改善等の多様な研究成果が発
表されています。

　教員研修，教育課程，教育指導，評価，生徒指導の課題等
について，加盟機関から調査研究の報告を受け，年１回，研
究協議を行っています。

　研修の実施状況や校内研修支援の方法，民間企業等の連携
状況，組織の運営状況等について，全加盟機関に対して調査
を実施しています。

　加盟機関全体で設定した研究課題について，複数の加盟機
関が多面的な視点から調査研究に取り組むことを通じ，①加
盟機関自らの組織的な研究機能の向上及び②加盟機関全体で
の研究成果の共有を図り，もってそれぞれの加盟機関が地域
の教育現場を支援する力の向上に資することを目的として，
２年間研究に取り組んでいます。総会・研究発表大会におい
て，研究計画の紹介，中間報告及び最終報告を行い，また，
全教連ホームページでもその内容を掲載しています。
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外部教育研究機関等との連携協力

●諸外国の教育研究機関
【第五回日中韓国立教育政策研究所長会議】
（平成27年11月25日）

教育政策の立案に資する
プロジェクト研究

所内各部・センターに
おける専門的調査研究

その他の研究国際共同研究
OECDとの連携 PISA PIAAC TALIS
IEAとの連携 TIMSS など

所内の研究官・教育課程調査官・学力調査官

大学 行政機関 教育委員会 研究所

国立教育政策研究所

客員研究員，フェロー（調査研究活動に参画）
特別研修員，研究補助者（研究者の育成や教員等の研修）

 

 左から：大槻国立教育政策研究所長，白韓国教育開発院長，王中国教育科学研究院センター長（当時）

●外部研究者等との連携
　本研究所では，専門的な知見や実務上の経験を幅広く研究に生かすため，外部の研究者等を受け入れています。　平成25年度より，
研究所の調査研究活動に参画していただく仕組みと研究者の育成や教員等の研修のための仕組みを明確にし，外部研究者等との連携
体制を強化しました。
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　本会議は，平成23年の日中韓首脳会議において三国間で
人的・文化交流を深めることが合意されたことを契機として，
日中韓の国立教育政策研究所の所長が一堂に会して，国際的
な交流・協力を推進する意義についての共通理解を深めると
ともに，研究所間の交流・協力の推進方策を検討するために開
催することとなったものです。
　第五回所長会議は，平成27年11月に韓国で開催され，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ました。今
後は，学問的な合同会議・セミナーを開催することや日中韓の
みでなく東南アジアの教育研究機関(各国の参加だけでなく
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
意されました。
　次回の会議は，平成28年11月頃に中国・北京で開催予定
となっています。
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著作・刊行物

国立教育政策研究所著作刊行物
１　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（資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する
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 教育課程研究センター

　　 基礎研究部

教育課程研究センター
　　 基礎研究部

平成27年度プロジェクト研究（資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する
研究）報告書３「諸外国の教育課程と学習活動（理科編）」 平成28年3月

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（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（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（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年度教育研究公開シンポジウム「小中一貫教育の制度と展開～小中一貫
教育の先導的取組を踏まえて～」報告書 研究企画開発部平成28年2月

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～」報告書 平成28年3月 国際研究・協力部

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　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　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　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
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（平成27年4月～平成28年3月）
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著作・刊行物

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

「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･
進路指導研究センター

生徒指導･
進路指導研究センター

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･
進路指導研究センター

生徒指導･
進路指導研究センター

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

「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

平成28年3月

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

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

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

再分析から見えるキャリア教育の可能性
－将来のリスク対応や学習意欲，インターンシップ等を例として－

平成27年6月 文教施設研究センター

２　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

３　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
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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
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