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■　中央合同庁舎第７号館東館（５階・６階）
〒100-8951　東京都千代田区霞が関3－2－2
TEL:03－6733－6833（代表）
FAX:03－6733－6938
・東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」11番出口または６番出口より徒歩１分
・東京メトロ丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ヶ関駅」A13番出口より徒歩３分
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」A4番出口より徒歩10分
※雨天時は「虎ノ門駅」11番出口が便利です

■　上野庁舎〔社会教育実践研究センター〕
〒110-0007　東京都台東区上野公園12－43
TEL:03－3823－0241（代表）
FAX:03－3823－3008
・JR山手線、JR京浜東北線「鶯谷駅」南口より徒歩10分
・JR各線、JR新幹線各線、東京メトロ銀座線、日比谷線、京成線「上野駅」公園口より徒歩15分
・東京メトロ千代田線「根津駅」１番出口より徒歩15分
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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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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です。

　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。また，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。さらに平成 28 年度には，新たに幼
児教育研究センターを設置し，幼児教育の調査研究拠点として事業を開始しました。
　このような中，当研究所では，これまでも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。
　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るとともに，社会の持続可能な発展を実現していくためには，教育の果たすべき役割
は極めて大きなものがあります。
　中央教育審議会では，昨年 4 月の諮問を受けて，平成 30 年度からの第 3 期教育振興基本計画の策定に向
けた議論が進んでいます。また，今年 3 月には，我が国の高等教育に関する将来構想について，6 月には，
学校における働き方改革について，それぞれ諮問を受け，検討が開始されるなど，様々な教育政策に関す
る重要事項について審議が行われています。
　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，引き続き御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 平成 29 年 7 月 所長　　有　松　育　子
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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

●国立教育政策研究所の時代（平成13年1月〜現在）�
　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

　国立教育政策研究所は，教育政策に関する総合的な国立の研究機関として，初等中等教育から高等教育，生涯学

習，文教施設までの教育行政全般にわたって，将来の政策形成のための先行的調査や既存の施策の検証など，教育

改革の裏付けとなる基礎的な調査研究を進めています。また，国際的な共同研究に我が国の代表として参画するほ

か，児童生徒の学力の全国的な実態把握，教育委員会や学校と連携した調査研究，教育課程や生徒指導・進路指導

に関する国内の教育関係者への情報提供など，幅広い活動をしています。

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

　本研究所は，昭和24年に公布された文部省設置法の規定に基づき，国立博物館，統計数理研究所，遺伝学研

究所等とならんで，教育に関する実際的，基礎的研究調査を行う機関として同年6月に設立された国立教育研

究所を前身としています。

　平成13年１月，中央省庁等の再編に併せ，教育に関する政策の企画立案及び推進に資する研究機関としての

役割・性格をより強化するため，従来の研究組織の見直し・再編を行うとともに，行政と一体となった専門的

な調査研究及び助言・支援機能の充実を図るため，新たに教育課程研究センター及び生徒指導研究センターを

設置するなど，大幅な改組・再編を行い，総合的な政策研究機関として，名称も「国立教育政策研究所」と改

めました。
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組　織（平成29年４月現在）

予　算（平成29年度）

平成29年度予算額　3,254,090千円

定　員：139名

所長
研究官等

調査官等
事務職員

1名
56名

53名
29名

264,662千円
8%

■	調査研究・事業等経費　　■	人件費　　■	管理運営経費

1,405,674千円
43%

1,583,754千円
49%

科学研究費助成事業の採択状況

定　員（平成29年4月1日現在）

評議員会

所　長 次　長

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

教育課程研究センター

総合研究官

幼児教育研究センター

文教施設研究センター

研究企画開発部

国際研究・協力部

基礎研究部

研究開発部

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

総務部

教育図書館
教育研究情報推進室

情報支援課

国際共同研究室

基礎研究課

学力調査課

企画課

企画課

企画室会計課総務課

研究開発課

採択件数（左目盛） 採択額（千円）（右目盛）

科学研究費助成事業採択件数及び採択額（新規・継続）
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各研究部・センター紹介

研究企画開発部

　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54万1千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。

教育政策・評価研究部

　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。

生涯学習政策研究部

　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。

初等中等教育研究部

　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。

高等教育研究部
　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。

国際研究・協力部

　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。

教育研究情報推進室
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教育課程研究センター

　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），学校
における教育課程編成の実証的研究，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。

生徒指導・進路指導
研究センター

　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。

幼児教育研究センター

　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。

社会教育実践研究
センター

　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生かすとともに，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。

文教施設研究センター

　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，多様な学習活
動への対応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，海外から講師を招へ
いし講演会を開催するなど，国際的な知見の交流も積極的に行っています。
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平成29年度プロジェクト研究
　「プロジェクト研究」とは，教育政策上の課題について，本研究所として取り組むべき研究課題を設定し，

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研究活動です。研究期間は概ね2～5

年間としています。

【平成29年度プロジェクト研究一覧】
分野

教育の効果に関する調査研究

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―

学校における教育課程編成の実証的研究

質問紙調査結果に見る我が国児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究

アクティブ・ラーニングの視点に立った学習空間に関する調査研究

幼児期からの育ち・学びとプロセスの質に関する研究

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

「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機能強化
に関する総合的研究

学生の成長を支える教育学習環境に関する調査研究

教員の配置等に関する教育政策の実証に関する研究

研究課題名 研究期間

平成27～29年度

平成28～30年度

平成29～33年度

平成29～30年度

平成29～30年度

平成29～34年度

平成28～29年度

平成29～30年度

平成28～29年度

平成28～30年度
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教育の効果に関する調査研究【平成27〜29年度】

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―
【平成28〜30年度】

研究代表者／研究企画開発部長

■研究の概要
　諸外国及び国内の教育効果に係る実証研究を収集・
整理するとともに，既存の国内データの分析を通じた
新たな教育効果に関する実証研究を進めます。
　また，教育の効果の測定に不可欠な縦断調査につい
て，就学前から始める縦断調査「子供の成長に関する調
査研究」を平成28年度より試行し，国内での実行可能
性を検証します。
　平成29年度は，引き続き，既存のデータの分析を通
じた実証研究を進めるとともに，縦断調査「子供の成長
に関する調査研究」を７市町等で試行的に実施します。

研究代表者／教育政策・評価研究部長

■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29年度は，地方自治体の「大綱」策定過程の類
型化や諸外国の地方教育行政の特徴やその背景・要因
を明らかにします。また，小中一貫教育校に関連する
データの更新状況に合わせて「導入意向調査」に関する
分析を行います。教職員の人事異動データの分析では，
各県の傾向性を検証し，訪問調査も実施します。
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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
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注）各自治体のウェブサイト等に基づき作成。懇談会は除く。（N=67）
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学校における教育課程編成の実証的研究【平成29〜33年度】

質問紙調査結果に見る我が国児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究
【平成29〜30年度】

研究代表者／教育課程研究センター長

■研究の概要
　将来の学習指導要領改訂に備え，学校における教育
課程編成の実証的研究を行います。具体的には，①学
校における教育課程の編成と改善に関する実証的な研
究，②これからの時代に求められるリテラシーに関す
る多面的・多層的な研究，③諸外国の動向及び研究開
発学校等の実践研究の三つの柱で研究を進め，今後の
学習指導要領改訂に向けた基礎資料を提供します。
　平成29年度は，上記②について，PISA等の結果を
踏まえながら科学的リテラシーの枠組みに注目し，リ
テラシーの育成に向けた教育課程編成の課題を検討し
ます。また，上記③では，研究開発学校やSGH（スーパー
グローバルハイスクール）等における教育課程編成の成
果を整理するとともに，諸外国における科学的リテラ
シー等の資質・能力育成の動向を把握します。これら
の分析をもとに，学校における教育課程編成を充実し
ていくための課題（上記①）を検討します。

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
　国内外の学力調査に伴う児童生徒への意識調査や，当研究所
や国，国の独立行政法人等が行った児童生徒の学習や学校生活
等に関する意識などの調査について，特に①自己肯定感や規範
意識，②教科の学習に対する選好度や有用感，③社会性や他者
との関係の構築，に係る調査項目を中心に，児童生徒の回答傾
向やそれらに関連する要因等を分析します。あわせて，それら
の分析結果も活用しつつ，学校における指導改善や教育委員会
での施策立案に資するような児童生徒質問紙調査の分析結果の
提示の在り方について，教育委員会や学校の関係者からの意見
聴取や所外の学識経験者を交えた検討を行います。
　平成29年度は，文献調査として，国内外の学力調査や学校
生活等に関する質問紙調査結果の収集，回答状況等の整理を行
います。また，近年，当研究所が行った質問紙調査について，
WGを設け，二次分析・詳細分析を行います。

出典：	国立教育政策研究所編（2016）『生きるための知識と技能6　
OECD生徒の学習到達度調査（PISA）2015年調査国際結果
報告書』p.71より抜粋
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幼児期からの育ち・学びとプロセスの質に関する研究【平成29〜34年度】

アクティブ・ラーニングの視点に立った学習空間に関する調査研究
【平成29〜30年度】

研究代表者／文教施設研究センター長

■研究の概要
　「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の
取組（いわゆるアクティブ・ラーニングの視点）について，
国内外の実施事例に着目し，「主体的・対話的で深い学び」
を支える施設・設備面の対応と課題について調査・分析を
行い，知見を取りまとめることで，新学習指導要領を踏ま
えた文教施設政策の企画立案及び学校現場における施設整
備の参考に資することを目的とします。
　平成29年度は，文献調査として，先行研究等の確認，
実施事例の収集と分析を行います。また，文献調査を踏ま
え，アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業改善
に取り組む学校を対象に，アンケート調査票の設計を行い
ます。さらに，対象校のうち，特徴的な施設利用が見られ
る学校への訪問調査を実施します。訪問調査を行う学校を
対象に，授業方法と施設利用との関係性を中心に，事例ご
とにその特徴，背景，課題などを整理・分析します。

研究代表者／幼児教育研究センター長

■研究の概要
　本研究では，幼児期から児童期にかけて同じ幼児・児童
を継続的に調査することにより，幼児期から児童期への教
育の意義や幼児期の教育・保育の質がその後の育ちと学び
に与える影響などについて基礎的な知見を得ることを目的
とします。
　具体的には，①幼児期からの育ちと学びを児童期まで継
続的に調査することにより，育ち・学びを支える力を捉え
ることなどを目指すとともに，②幼児教育におけるプロセ
スの質の評価とその活用の在り方について研究します。
　平成29年度は，3歳児について保育者と保護者を対象に，
質問紙調査を実施します。主に幼児教育センターのある地
方自治体等と連携し，100～200園程度の幼稚園，保育所，
認定こども園を調査の対象とします。また，全国の若干数
の協力園において，幼児を対象児として，面接調査も行い
ます。さらに，幼児教育におけるプロセスの質評価を試行
的に行います。

「みて！」クサギ等の色水遊び
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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】

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／研究企画開発部長

「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」

■研究の概要
　学級規模や教員の配置，指導方法の工夫が児童生徒の
資質能力の育成や問題行動に与える影響について検証す
ることが教育政策上の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て学級規模等の教員の配置が学力及
び非認知能力に与える効果を検証するとともに，不登校
に関する児童生徒支援加配の効果を実証的に検証する研
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29年度は，児童生徒等への非認知能力を測定する
ための質問紙調査の実施などにより，研究を進めます。

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
　各学校への電子黒板が普及するとともに，現在，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や教育委員会・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調査研究協力者会議を設置
し，教員養成課程等で身につけるべき ICT活用指導力等の基準や ICT
活用指導力等の育成のための指導内容・方法について検討します。
　平成29年度は，国内外の大学や教育委員会などへのヒアリング調査
を実施します。また，教育委員会等ヒアリング調査に先立ち，平成28
年度に実施した教育委員会等質問紙調査の分析を実施します。調査，検
討会議を経て得られた知見を整理し，報告書として取りまとめます。

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】

「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関
する総合的研究【平成29〜30年度】

研究代表者／初等中等教育研究部長

【昨年度までの関連する報告書】

■研究の概要
　本研究の目的は，これからの時代に必要な資質・能力を子供
たちに確実に育み，多様な子供たちが持つ能力を最大限に伸長
させるとともに，学校と地域の連携・協働によって社会総がか
りで実現を目指す「次世代の学校」における教員等の資質・能力，
マネジメント機能を高めるための方策検討に資する知見を提供
することです。「次世代の学校」を実現する上で検討すべき柱が三
つあります。第一は，教員等の養成・研修です。第二は，マネ
ジメント機能強化です。第三は，教職員の指導体制の充実です。
これらについて調査を基に総合的な研究を行い，教育政策形成
に資する基礎的データを提供します。
　平成29年度は，教員等の養成に関する諸外国との比較調査を
行います。また，マネジメント機能強化のための教育長等の支
援の在り方についての調査を実施します。さらに，教職員の指
導体制に関しては，新たな学習指導形態を検討し，一般的な学
習指導形態と比較する実験授業を実施します。

研究代表者／高等教育研究部長

■研究の概要
　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

かんよう

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29年度は，テーマごとにインタビュー
調査やデータ分析を進め，研究成果を総括した
研究成果報告書をまとめます。

使用するデータ
・国立教育政策研究所「大学生の学習実態に関する調査研究（H26）」
・文部科学省「大学における教育内容等の改革状況等について」
・文部科学省「学校基本調査」
・文部科学省がこれまで展開してきたグローバル化に係る競争的資金事業に採択
された大学の取組概要，事業評価に関する公開文書

本プロジェクト研究は， 教育学習環境と学習成果の関係性を， 実証研究に基づいて明らかにしようとするものである。

本研究では， いかなる教育学習環境が， 学生による知識や能力の習得， 学習時間の増加， 大学教育への満足度の向 

上， 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することを目指す。

学生の成長を支える教育学習環境に関する調査研究
（A Study of Teaching and Learning Environments that Support Students' Growth）

得られた知見を基に， 大学教育のさらなる質向上のための政策立案に資するファクトを提供する。

①グローバル化

②教育改革の諸側面

③ダイバーシティ

④学生集団規模

・知識や能力の習得
・学習時間の増加
・大学教育への満足度の向上
・市民性の涵養
・ リテンション（継続履修）
・ 卒業

研究方法

a. 文献調査

b. インタビュー調査

c. 政府統計の分析

d. 既存の学生調査データの分析

e. 実践事例報告書のレビュー

教育学習環境 学習成果
ど
の
よ
う
な
相
関
が

あ
る
の
か
？
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平成28年度終了プロジェクト研究

初
等
中
等
教
育

教
職
員

【平成28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28年度当時のものです）

分野

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

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

幼小接続期の育ち・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

研究課題名 研究期間

平成26～28年度

平成27～28年度

平成27～28年度

平成27～28年度

平成27～28年度

平成27～28年度
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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】

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
　資質・能力を育成する教育課程の充実に向け，次期学習
指導要領に盛り込まれた「主体的・対話的で深い学び」を実
現する学習・指導方法やその評価の在り方を検討し，目標・
内容に関する検討や学校におけるカリキュラム・マネジメ
ントへ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した。
　平成28年度は，資質・能力の育成に資する学習評価の
在り方について，我が国の学習評価の変遷や諸外国の動向，
国内の実践研究や研修の実施状況等を分析し，今後の研究
課題を明らかにしました。研究成果は，「資質・能力の包括
的育成に向けた評価の在り方の研究」（報告書５）として刊
行しています。また，情報や情報機器の活用に関わる資質・
能力の育成について検討し，「ICTリテラシーと資質・能力」
（報告書４）として刊行しました。

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
　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
して研究を行いました。乳児期，幼児期，児童・青年期それぞれ
に発達する姿について，文献研究により，具体的な内容と，科学
的な測定方法を示しました。また，実証的研究として，我が国に
おける社会情緒的発達の実態を捉えるための調査を行いました。
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した。
　平成28年度は，27年度に引き続き，文献研究では発達段階
ごとに社会情緒的発達の具体的内容を「自分」「他者」「自分と他者
の関係」という３つの領域に整理して示しました。実証研究では，
乳児と幼児を対象とした観察や実験を実施しました。児童と生徒
については，学校の教師や家庭の保護者も含めた大規模な質問紙
調査を行い，国内でこれまでに得られていない基礎データの収集
を行いました。

ニュージーランドで実施されている「教師による包括的評価」（教師
は①観察②生徒との意見交流③ツールを活用したエビデンス収集を
基に評価を行う。）
出典：
http://assessment.tki.org.nz/Overall-teacher-judgment/
Making-an-overall-teacher-judgment
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小学校英語教育に関する調査研究【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【平成27〜28年度】

研究代表者／国際研究・協力部長

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した。
　平成28年度の調査結果を基準に経年変化を概観し，デー
タ活用の観点から，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し
ました。また，調査結果のデータベースを構築しつつ，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
答の詳細分析等を行いました。ケーススタディーからは，
学校や地域が一枚岩になって，子供たちの現状を分析し，
改善を目指して様々な取組を考案し，地道に実践し続ける
ことの重要性等が明らかになりました。

■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。把握分析に当たっては，
目標，指導方法，評価の三つの観点を中心に行いました。それと
ともに小学校の外国語教育にかかわる諸課題についても整理し，
それらの分析も試みました。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及び目標 ･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した。
　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，訪問調査
等を行うとともに，諸外国の状況についても文献調査をすすめ，
整理しました。
　本調査研究の成果は，平成29年3月に最終報告書として発行
されました。
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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

■研究の概要
　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）を対象に，国内外の先行研究のレビューや幼小接
続期カリキュラムの実態の分析，育ち・学びを支える力を捉える手法
の検討を行いました。
　幼小接続期カリキュラムの実態分析からは，適切に構成されたカリ
キュラムの特徴として，①目指す子供の姿や育てたい力が明確，②幼
小を通じた柱立てや視点が明確に位置づいている，③交流連携計画や
活動・授業の工夫，家庭との連携などが位置づいている，④実践事例
などの具体例が柱立てに沿って考察され，幼保小のつながりが提示さ
れていることが析出されました。
　社会情動的スキルである「育ち・学びを支える力」の検討からは，育
ち・学びを支える力の一つである好奇心が，数や言葉，読み書き，分
類といった学びの力に影響していることなどが示されました。
　また，幼児期の教育の質に焦点を当て，国内外の先行研究のレビュー
や海外における主要な評価指標の概説とその日本における活用可能
性，さらには日本の幼児教育に適した評価指標案の検討を行いました。

たかーい！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

【表　教員の資質・能力スタンダードの有無と対象者】
有無 対象者

イギリス ◯ 教員

ドイツ ◯ 教員

フランス ◯ 教職員

フィンランド × 設定なし

アメリカ ◯ 教員

オーストラリア ◯ 教員（新卒，熟達，高度熟達，主導的
立場）

ニュージーランド ◯ 教員（教員養成，教員登録，初任教員，
教員，熟達教員）

シンガポール ◯ 教員（初任～普通〔3段階〕，上級，熟
達教員）

韓国 ◯
教員（主席教師，栄養教師，保健教師，
司書教師，特殊学校教師，相談教師等
を含む）

※出典：	『諸外国における教員の資質・能力スタンダードに関する調査
研究報告書』

■研究の概要
　今日，我が国の教育については，教育内容，教育方法，
教員養成，教員研修，教員配置，学校体制などについて
それぞれの関連を踏まえ一体的な教育改革が行われてお
り，次世代の学校指導体制の構築が進みつつあります。
本プロジェクト研究では，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，次の課題につい
て研究を推進しました。

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
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教育課程研究センターの事業

　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29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/17chousa/17chousa.htm

＜調査日程＞
●平成29年４月18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，義務教育学校前期課程第６学年，特別支援学校小学部第６学年
●中学校第３学年，義務教育学校後期課程第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

【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。

全国学力・学習状況調査の概要（平成29年度）
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◆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。）

◆報告書・授業アイディア例の作成・配布
　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，設問ごとに分
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28年度は，9月16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。

平成28年度授業アイディア例（小学校国語，中学校数学）

作図の方法
①点Ａを中心とし，点Ｂを
　通る円をかき，その円と
　辺ＢＣとの交点を点Ｄと
　する。
②点Ｂ，Ｄをそれぞれの中
　心として半径の等しい円
　をかき，その交点の１つ
　を点Ｐとする。
③頂点Ａと点Ｐを通る直線
　をひく。

Ａ

Ｂ Ｄ

Ｐ

Ｃ

Ａ

Ｂ Ｄ

Ｐ

Ｃ

Ａ4⑴ 　垂線の作図の方法について理解すること
Ａ4 ⑴　正答率 31.1 % 　与えられた方法で作図された直線についていえる

ことを選ぶ。
〔第１学年〕  Ｂ   図形　⑴ ア

学習指導要領における領域・内容
課題の見られた問題の概要と結果

数学

Ａ4 ⑴ 

「どのような直線が作図されたかを考えよう」
～作図の方法を振り返り，  作図された図形の特徴を捉える～

　基本的な作図の学習において，作図した図形の特徴
を作図の方法に基づいて捉えることに課題がみられま
した。
　そこで，本アイディア例では，作図の方法を振り返
り，個々の手順で得られる点や線分の特徴を図形の性

質と関連付けて読み取り，作図された図形の特徴を捉
えることができるようにする指導事例を紹介します。
　なお，本アイディア例は，作図の手順を学習した後
で指導することを想定しています。

Ⅰ・Ⅱ
T Y P E

  授業アイディア例

△ＡＢＣにおいて作図された直線ＡＰがどのような特徴を
もっているか，作図の方法を振り返って明らかにしよう。

１．どのような直線が作図されたかを考える。

２．作図の方法を振り返り，作図された直線が辺 BC の垂線であることを説明する。

作図された直線ＡＰはどんな直線にみえますか。

始めに作図した点Ｄは，どのような条件を満たす点ですか。

次に作図した点Ｐは，どうですか。

作図の方法を振り返って，どのような直線が作図されたのかを考えてみましょう。

作図された図形の特徴について，作図の方法を振り返りながら考えることが大切ですね。
∠ＢＡＣの二等分線や辺ＢＣの垂直二等分線の作図の方法と比較してみましょう。

点Ａを通る辺ＢＣの垂線にみえます。

そうすると，線対称な四角形ができるね。

∠ＢＡＰ＝∠ＤＡＰだから，直線ＡＰは∠ＢＡＣの二等分線ではないね。

辺ＢＣの垂直二等分線じゃないの。

そうか。四角形ＡＢＰＤが線対称で，
直線ＡＰは，その対称の軸になるね。

対応する点を結ぶ線分と対称の軸は垂直に
交わるからＡＰ⊥ＢＤということだよ。

∠ＢＡＣの二等分線になっているようにみえるよ。

点ＤはＡＢ＝ＡＤとなる点です。

どれが正しいかを確かめるには，
どうしたらいいのかな。

点ＰはＢＰ＝ＤＰとなる点です。

点Ａを中心として点Ｂを
通る円をかいたからだね。

それぞれ半径の等しい円を
かいたからだよ。

ポイント

教師

●　生徒が実際に作図し，その図形について見いだした特徴が正しいかどうかを確認する活動を取り入れることが大切である。
●　本アイディア例のように垂線を作図した△ＡＢＣに，∠ＢＡＣの二等分線と辺ＢＣの垂直二等分線を作図した上で，それ
　らの作図の方法を比較し，違いを明らかにする場面を設定することも考えられる。

参照▶　「平成28年度　【中学校】　報告書」　P.46～ P.48　「平成28年度　解説資料　中学校数学」　P.36～ P.37，P.40

  本授業アイディア例     活用のポイント !

9

　見に来ている人は，どんな人
が多いのか？

〈予想〉
小さい子どもが
来ている。

〈答え〉
小さい子どもと
家族

　利用者の数は，どの季節が 
多いのか？

〈予想〉
夏休みの時期
が多い。

〈答え〉
夏→自由研究
秋→読書の秋
どの季節も多い。

B 1　話の展開に応じて質問し，必要な情報を得る
　　　〈スーパーマーケットの店長へのインタビュー〉
B 1三　正答率 50.6 % 　スーパーマーケットの店長へのインタビュー

メモを基にして，話の展開に沿った質問を書く

〔第５学年及び第６学年〕Ａ　エ
〔第５学年及び第６学年〕Ｂ　ウ

学習指導要領における領域・内容
課題の見られた問題の概要と結果

国語

B 1

「委員会活動をパワーアップするための提案をしよう」
～話し手の意図を捉えながら聞き，話の展開に沿って質問する～

　話し手の意図を捉えながら聞き，話の展開に沿って質問することに課題が見られました。そこで，本アイディア例では，
この課題を解決するために，事前に準備したインタビューメモを活用して，話し手の意図を捉えながら聞き，話の展開に
沿って質問することについての指導事例を紹介します。なお，本アイディア例は，第５学年以上を対象としています。

Ⅱ
T Y P E

単元「委員会活動をパワーアップするための提案をしよう」（全６時間）

●�　事前にインタビューメモを作成することで，自分が聞きたいことを明確にし，インタビュー全体に対する見通しをもちなが
ら話の展開に沿って質問できるようにするなど，主体的に聞くことができるように指導することが大切です。
●�　話し手の意図を捉えながら聞き，話し手の発言を受けて質問する姿などを具体的に示し，それを実際の生活場面において使
う機会をもつことが大切です。そうした機会を通して，話し手と聞き手とが補完し合うことでより効果的な情報の伝達が実
現するということを，児童が実感できるようにします。

参照▶「平成28年度　報告書　小学校　国語」P.52～ P.59，「平成28年度　解説資料　小学校　国語」P.36～ P.42

  授業アイディア例

■�　本問を活用し，スーパーマーケットの店長にインタビューする
場面を教師が演示することにより，よりよいインタビューの仕
方に気付く。

店長役� よく売れている外国産のものは安いものも多いですよ。
質問役�� 安いものも多いということですが，安い食料品が選ばれ

ているということですか。
店長役� 高い外国産のものも売れています。
質問役�� 高い外国産のものも売れているということは，安いという

だけで売れているわけではないということですか。
店長役� そうですね。品質重視の方も多いです。
質問役�「品質」とは , どういうことですか。
店長役� 新鮮さや安全性など，その商品の質のことです。
質問役�� 分かりました。地産地消についても品質が関係するので

しょうか。

（図書館の人）にインタビューしよう！

【１　下調べで分かったこと】
○「人形げきタイム」がある。　  ○季節の本のコーナーがある。

【２　必ず質問したいこと】

【３　追加の質問】

〈目的〉�　Ｋ市立図書館では，たくさんの人に利用してもらうために
どんな工夫をしているのかを調べる。

■�　インタビューの目的に応じて質問したいことを整理し，インタビュー
メモを作成する。

　ゴミを正しく分別してもらう
ためにはどうすればよいかな。

　図書館をもっとたくさんの人に利用し
てもらうためにはどうしたらよいかな。

　図書館の人の話を受けて，「小さ
いお子さんは家族と来るというこ
とですが，小学生も来るのですか。」
と質問したら，どんな人が来るのか
よく分かったよ。

　図書館の人の話を受けて，「分かり
ました。年間を通して季節のコーナー
があるのでしょうか。」と質問したら，
その理由について，さらに詳しく話し
てくれたよ。

　モデルを見て学んだイ
ンタビューの仕方を意識
して，質問しましょう。

  本授業アイディア例     活用のポイント !

ポイント

事　前
（委員会活動） 各委員会が活動をより活性化させるための具体策を考え，全校に向け提案することを確認する

事　後
（委員会活動） それぞれが書いた提案書を持ち寄って検討し，実際に活動に生かす内容を決定し，実践につなげていく

�第一次①／６ 委員会活動をもっと活発にするためにどうすればよいか話し合い，学習計画を立てる

「話し手の意図を捉えながら聞き，話し手の発言を受けて質問する」
とは…○　相手の話の内容を確認した上で質問する

○　相手の話の内容を言い換えて質問する
○　相手の話の内容について，分からないところを質問する
○　相手の話の内容と関係付けて質問する　　　　　　��など

�第二次②／６ インタビューの仕方を理解する �第二次③／６ インタビューメモを作成する

�第二次④⑤／６ 実際にインタビューに行き，取材内容を整理する

�第三次⑥／６ 取材内容を基に，自分たちにできそうなことを考えて，提案書を書く

インタビューモデルの例
インタビューメモの例

　目的に照らし合わせて
質問したいことを整理し
ておくことが大切です。

　自分の予想と相手の答えを並べて
記入することで，両者の違いを考え
ることができるようにします。

　キーワードをメモするこ
とで相手の意図をつかむこ
とに役立ちます。

5
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◆小学校学習指導要領実施状況調査結果

●調査の内容
　各教科で下記の①～③の視点に基づくペーパーテスト調査を実施。あわせて，児童，教師，学校長を対象とした質問紙調査を
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。

【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，小学校については，平成24年度に（体育（運動領域，保健領域）は平成25年度），中学校は平成25年度に，高等学校
については，平成27年度にそれぞれ調査を実施しました。
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●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】
　各学校において学習指導要領に基づく教育課程が円滑に実施されるために，特に重要な課題について，研究指定校や指定地域を定
め，実践的な研究を進めています。
　研究指定校や指定地域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学校関係者にも公開し，開催しています。平成28年度は，平成29年2月7日～2月10日に都内会場で開催
し，4日間で延べ4,848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」

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。

研究協議会「研究協議・意見交換の様子」
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＜平成29年度研究指定校事業の研究テーマ＞

研究テーマ 指定数

幼稚園教育要領の趣旨等の実現に向けた評価方法の工夫，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（新規）

幼稚園	 2

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）

小学校	 29
中学校	 27

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
（継続）

高等学校
共通教科	 28

高等学校
専門教科	 16

教科横断的課題等に関する実践研究（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】

小学校	 4
中学校	 3
高等学校	 3
特別支援学校	 1

・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	 3
中学校	 1
小学校
中学校	 2

・	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】

小学校	 8
中学校	 6
高等学校	 5

・	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】

小学校	 4
中学校	 4
高等学校	 4

・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】

幼稚園等	 3
小学校
小学校	 7
中学校
中学校	 2
高等学校

【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。
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【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28年度は，「小学校国語科映像指導資料～言語活動の充実を図った『読むこと』の授業づくり～」（平成28年4月），「環境教育指
導資料【中学校編】」（平成28年12月）を公表しました。そのほか，学習指導要領に基づく評価規準や評価方法等の工夫改善に関する
参考資料を作成しています。

環境教育指導資料【中学校編】
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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。

　平成29年1月には，「第Ⅲ期『魅力ある学校づくり調査研究事業』
（平成26～27年度）報告書」を発行しました。本調査研究の第Ⅲ期
となる平成26年度～27年度は，18府県の教育委員会（2政令市
を含む）で取組を進めてきました。その結果，中学校不登校生徒数
の割合が全国平均を上回っていた13校中7校で全国平均を下回り，
全国の中学校不登校生徒数が微増する中，指定地域全体では，平
成26年度～27年度にかけて，約20%の不登校生徒数を減少させ

【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

生徒指導・進路指導研究センターの事業

「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

魅力ある学校づくり調査研究事業調査研究委員会

「生徒指導支援資料６『いじめに取り組む』」
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ることができました。
　本報告書は，上記の成果を踏まえ，生徒指導に関わる教育委員会
関係者及び学校関係者に活用していただくことを目的に，「魅力ある
学校づくり」の視点，手順，成果について説明するとともに，巻末
には指定地域から提出された本事業のレポートを添付しています。

◆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29年度は6月8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。

【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時に，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
　キャリア教育について，ピンポイントで解説や提案を行うリーフ
レットを作成しました。平成29年3月に発行したリーフレットで
は，「高校生の頃にしてほしかったキャリア教育って何?」をテーマ
として，キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査において
高校卒業者に協力いただいた「高校生の頃を振り返って思うもっと
指導してほしかったこと」について尋ねた調査結果から，卒業後に
振り返って思うキャリア教育の意義をお伝えしています。キャリア
教育リーフレットシリーズとして順次ホームページを通じて発行し
ていきます。

◆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29年度は，「キャリア教育の今後を展望す
る」をテーマとして，5月30・31日に東京で開催しました。

「第Ⅲ期『魅力ある学校づくり調査研究事業』（平成26～27年度）報告書」

「キャリア教育リーフレットシリーズ　1」

「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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幼児教育研究センターの事業
　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。

研究機関 幼児教育・保育関係団体

国際機関 地方自治体
国立教育政策研究所
幼児教育研究センター

民間シンクタンク 幼稚園・保育所
認定こども園

幼児教育に関する調査研究

研究ネットワークの構築 研究成果の普及

国の調査研究拠点としての役割
大学の研究機関，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・保育団体等

プロジェクト研究
国際調査

ホームページ
シンポジウム等

【調査研究】
◆�「幼児期からの育ち・学びとプロセスの質に関する
研究」（平成29年〜34年）

　幼児期から児童期にかけて同じ幼児・児童を継続的に調査
することにより，幼児期から児童期への教育の意義や幼児期
の教育・保育の質がその後の育ちと学びに与える影響などに
ついて基礎的な知見を得ることを目的とします。
　具体的には，①幼児期からの育ちと学びを児童期まで継続
的に調査することにより，育ち・学びを支える力を捉えるこ
となどを目指すとともに，②幼児教育におけるプロセスの質
の評価とその活用の在り方について研究します。

◆�「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28年度終了）

　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）を対象に，国内外の先行研
究のレビューや幼小接続期カリキュラムの実態の分析，育ち・
学びを支える力を捉える手法の検討を行いました。
　また，幼児期の教育の質に焦点を当て，国内外の先行研究
のレビューや海外における主要な評価指標の概説とその日本
における活用可能性，さらには日本の幼児教育に適した評価
指標案の検討を行いました。

研究交流
連携協力

研究交流
連携協力

◆ �OECD国際幼児教育・保育従事者調査
　�（International�ECEC�Staff�Survey）
　当センターは，OECDが2018（平成30）年に新たに実施
する国際調査の国内実施機関となっています。文部科学省，
厚生労働省，内閣府の協力を得つつ，全国の幼稚園・保育所・
認定こども園から220園を対象に調査を実施する予定です。
保育者の実践の内容や，保育者の勤務環境，研修の状況など
について，国際比較できるデータを収集し，政策形成に寄与
することを目指します。

【ネットワーク構築】
　大学等の研究機関，OECD等の国際機関，地方自治体，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。
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【成果普及】
　ホームページや公開シンポジウムを通じて，地方自治体や
幼稚園関係者等に研究成果を発信します。
　平成29年1月16日（月）に当センターの発足と幼児教育
140年という節目を記念して，「幼児教育の質の向上を支える
研究と研修の在り方を考える～幼児教育140年の歴史から未
来を考える～」をテーマとし，文部科学省講堂にて教育研究
公開シンポジウムを開催しました。
　講演やパネルディスカッションの中で，幼児教育の140年

幼児教育研究センターホームページ

幼児教育研究センター
ロゴマーク

を振り返るとともに，幼児教育の質の向上に関する議論が行
われました。
　また，シンポジウムの開催と同時に，講堂のホワイエにて，
地方自治体や大学関係，関連団体の協力によるポスター展示
等を行いました。
　全国から，幼稚園，保育所，認定こども園の関係者や地方
自治体の幼児教育担当者，教員養成大学教員など，幼児教育
関係者を中心に，388名の参加がありました。
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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】
◆アクティブ・ラーニングの視点に立った学習空間
　平成29年3月に公示された新学習指導要領では，子供たちがこ
れからの時代に求められる資質・能力を身に付け，生涯にわたっ
て能動的に学び続けることができるよう，「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けて，授業改善に向けた取り組みを活性化し
ていくことが重要であることが示されています。
　本調査研究では，「主体的・対話的で深い学び」を支える施
設・設備面の対応と課題について調査・分析を実施することとし
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。
　本調査研究では，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
境に及ぼす効果等について，調査・分析を行っています。

◆学校施設の復興プロセス
　学校施設だけでなく地域に甚大な被害をもたらした津波災害か
らの復興は，事業の集中，人材不足，資材の高騰，多くの住民が
避難所生活を余儀なくされている状況など，極めて厳しい状況の
中で進められたものです。
　本調査研究では，今後，津波被害等が想定されている地域の災
害に強い安心安全な学校づくりに資することを目的として，東日
本大震災の津波被害を受け復興を進めた自治体の御協力を得て，
移転等を実施した学校施設の復興プロセスに関する調査研究を実
施しました。
　実態調査の結果からは，地域の中の学校施設の役割，学校施設
の復興とまちづくりの連携，学校施設の復興プロセスへの専門家
の参加の重要性等が示唆されました。
　本調査研究の報告書は，移転計画の情報や移転計画を検討する
体制など，全国の自治体の参考となるものとなっています。
（http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/Process_of_School_
Facilities_Reconstruction01.pdf）

◆インクルーシブ教育システム構築に向けた学校施設
　「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。

　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）

◆学校施設の環境対策
　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。

（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）
　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

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
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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。

（2）学校施設における再生可能エネルギー活用事例集
　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)

【海外教育関係機関との交流】
　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
目的として，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28年度は，「教室空間から教育を考える-日本とデンマー
クの学校建築-」と題し，日本及びデンマーク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，東京電機大学教授の伊藤俊介氏，デンマーク
Halsnaes	Lilleskole校長ピア・グレル・ソーレンセン氏，学習
空間デザインスタジオAutensCEOレーネ・イェンスビュ・ラン
ゲ氏，東洋大学名誉教授　長澤悟氏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。
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ピア・グレル・ソーレンセン	氏（左），
レーネ・イェンスビュ・ランゲ	氏（右）講演の様子
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地域学校協働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員の養成研修ハンドブック

社会教育実践研究センターの事業
　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。

【調査研究事業】
◆地方創生の拠点としての公民館に関する調査研究
　公民館を取り巻く状況を質問紙調査等により把握するととも
に，これまでの各種調査結果との比較から，地域の未来を担うこ
れからの公民館の在り方，新たな役割・可能性等について検討し
ていきます。

◆�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。

◆�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役割を果たす地域
コーディネーターについて，PTA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，地域学校協働本部への
移行に向けての課題等について調査研究を行います

◆�社会教育主事講習の充実に資する教材等の開発に
関する調査研究

　文部科学省における社会教育主事の養成等に係る議論，社会教育
法の改正等を踏まえ，社会教育実践研究センターで実施する社会教
育主事講習等において使用する教材内容等を検討し，作成します。

はじめに
目次
本ハンドブックの使い方　
第1章【実践編】「地域コーディネーターと地域連携担当教職員の育成研修の実際」
1　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全体像
（1）地域コーディネーター・地域連携担当教職員に求められる具体的な役割
（2）各種計画と研修プログラム，履修項目の望ましい関係　
（3）実証研究の効果
（4）履修項目別プログラム(例)
（5）地域コーディネーター及び地域連携担当教職員のプログラム展開例と留意点
2　国や県における研修の実際　
（1）国における協働活動の理解を進める教員研修の在り方
（2）栃木県教育委員会
（3）広島県教育委員会
（4）山口県教育委員会
第2章【理論編】「地域学校協働活動の推進と人材育成についての考え方」
　1　地域学校協働活動について
（1）概念整理
（2）学校支援から地域学校協働活動に係る国の動向　
　2　地域と学校の連携・協働の在り方
（1）「社会に開かれた教育課程」と「学校を核とした地域づくり」のつながり
（2）地域におけるソーシャルキャピタルの醸成のために
（3）地域と学校の協働活動における地域コーディネーターの在り方
（4）学校内のマネジメントと地域連携担当教職員の在り方
編集後記
（参考）
1　実証研究アンケート
2　実証研究におけるアンケート結果
3　地域学校協働活動に係るリンク集
執筆者一覧

◆�平成27・28年度　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，「地域学校協
働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員の養成研修ハンドブック」としてまとめました。
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【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。

【研究交流会・研究セミナー】
　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
進センター事業】

　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。

【研修資料等の開発・作成】
　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。

平成28年度　公民館職員専門講座 地域学校協働活動の推進に関するレファレンス

平成28年度　社会教育情報番組「社研の窓」

平成28年度　地域教育力を高めるボランティアセミナー
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【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145集の書誌情報約1,600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820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】
　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。
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〜）
　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。
http://www.hisaichi-gakkoushien.nier.go.jp/

【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。
https://www.contet.nier.go.jp/

研究企画開発部教育研究情報推進室の事業
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【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。
蔵書数　　：541,593冊（平成28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
　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。

◆「教育研究論文検索」データベースの編纂・公開
　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25万4千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。
https://www.nier.go.jp/digital-library/ronbun/

◆レファレンス（お問合せ）サービス
　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。

（教育図書館レファレンス事例集）

レファレンス受付件数：1,892件（平成28年度）
レファレンスの受付　電話：03-6733-6536
e-mail：library@nier.go.jp
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国際共同研究等
　国立教育政策研究所では，文部科学省と連携しつつ，OECD が進めている PISA 等の調査の実施・検討，

調査結果の分析・公表及び IEAが進めているTIMSS の実施，調査結果の分析・公表などを行っています。

【OECD生徒の学習到達度調査（PISA）】
　「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。
　2015年調査は，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・協同問題解決能力の調査を行いました。
従来行なわれてきた筆記型調査ではなく，コンピュータ使用型調
査に全面移行した初めての調査となります。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。
　2015年調査の結果は，OECDより数回に分けて公表される
予定です。2016年（平成28年）12月に3分野（科学的リテラ
シー，読解力，数学的リテラシー）の結果等が公表されました。
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6-OECD生徒の学習到達度調査（PISA）
2015年調査国際結果報告書-』を刊行しています。また2017年
（平成29年）4月には，well-beingの観点から2015年調査の結
果が公表され，本研究所からは『生徒のwell-being（生徒の「健
やかさ・幸福度」）』を公表しました。さらに，2017年（平成
29年）後半には，2015年調査の革新分野である協同問題解決能
力の結果が公表される予定です。
　PISA調査結果は，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。日本においても，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など
が，成果指標として掲げられています。
　現在，PISAに対する関心は結果だけではなく，調査の枠組みや
調査手法，調査問題の内容等にも向けられており，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。また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。

　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。次回の調査は2018年（平成30年）に実施します
が，予備調査を2017年（平成29年）に行う予定です。

【OECD国際成人力調査（PIAAC）】
　「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分野のスキルを直
接評価することを主たる目的に，33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の第1回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ほうが，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。
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　次回調査では，中学校に加
え，小学校でも調査を実施す
る予定であり，現在その準備
を進めています。
　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（http://www.
nier.go.jp/kenkyukikaku/
talis/index.html）。

【OECD国際幼児教育・保育従事者調査】
　OECDでは，2018年から新たに「国際幼児教育・保育従事者
調査」（International	ECEC	Staff	Survey）を実施します。こ
れは，幼児教育・保育（ECEC:Early	Childhood	Education	and	
Care）の環境に焦点を当てた国際調査で，日本のほか，ドイツ，
ノルウェー，デンマーク，韓国など計9か国が参加する予定です。
　この調査では，幼児教育・保育施設の保育者に対して質問紙に
よる調査を行い，園での実践の内容や，勤務環境，仕事への満足
度，養成・研修，園でのリーダーシップなどについてデータを収
集・分析し，国際比較を行います。学校での指導環境を調査対象
とするTALISに対し，幼児教育・保育施設を対象としていること
から，幼児版のTALISとも言われています。通常3～5歳児を対象
とする就学前教育を主な対象としています。
　日本では，国立教育政策研究所が国内実施機関となり，2017
年に予備調査，2018年に本調査を行います。本調査は，全国の
国公私立の幼稚園・保育所・認定こども園から合計220園を無作
為に選び，園長及び3～5歳児を担当する教員・保育士等に対して
調査を行う予定です。
　なお，調査の概要は本研究所のホームページでも紹介していま
す。
（http://www.nier.go.jp/youji_kyouiku_kenkyuu_center/oecd.html）

　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。

【OECD国際教員指導環境調査（TALIS）】
　「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，学校での指導実践，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，
日本について以下のようなことが分かりました。
　まず，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を実施している割合が高く，その
ことが指導実践の改善や仕事の満足度に良い影響を与えているこ
とが特徴です。また，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，参加を妨
げる要因として業務スケジュールと合わないことをあげる教員が
特に多くなっています。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。また，指導実践については，主体的な学びを
引き出すこと（批判的な思考を促すなど）について教員の自己効
力感が低く，また，生徒がICTを活用する割合が参加国中最低と
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。
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【IEA国際数学･理科教育動向調査（TIMSS）】
　「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)年に現在のTIMSSとい
う名称に変更となり，それ以降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）
・国際数学・理科教育動向調査の2015年調査
		（TIMSS2015）（平成27(2015) 年実施）

　前回のTIMSS2015では，世界の約60か国/地域が参加し，小
学校約10,000校から約27万人，中学校約8,000校から約25万
人が参加して調査が実施され，調査結果が2016年11月に公表さ
れました。
　我が国においては，小学校150校，中学校150校，合計300
校に御協力をいただいて平成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いただきました。
　現在はTIMSS2019が進行中で，実施に向けた国際的な議論と
準備が開始されており，従来の筆記型調査に加えて，コンピュー
タを使用した調査の実施についても議論されています。
　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。
　TIMSSは教育課程研究センターが中心となり，教育課程研究セ
ンター研究開発部と基礎研究部，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】

　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・評価・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，学問分野の学修
成果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，延べ21機関50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12問，多肢選
択式問題92問を作成してきました。平成28年度には，国内及び
アセアン地域10大学の学生385人を対象に大規模実施し，共同
で採点し，各大学・学生に対して教育改善に資するフィードバッ

ＯＥＣＤ／ＰＩＳＡ
（生徒の学習到達度調査）

ＯＥＣＤ／ＴＡＬＩＳ
（国際教員指導環境調査）

ＯＥＣＤ／ＰＩＡＡＣ
（国際成人力調査）

ＩＥＡ／ＴＩＭＳＳ
（国際数学・理科
教育動向調査）

2019(H31)年度

PISA2018
結果公表（12月）

1

2017(H29)年度

次期調査に
向けた検討

・TALIS2018
本調査
・ビデオスタディ
パイロット調査

2016(H28)年度

次期調査に
向けた検討

・TALIS2018
予備調査
・ビデオスタディ
実施準備

2018(H30)年度

・TALIS2018
データ処理

・ビデオスタディ
本調査

PISA2018
本調査

PISA2015
結果公表（12月）

次期調査に
向けた検討

PISA2018
予備調査

TIMSS2019
採点・データ処理

TIMSS2015
結果公表（11月）

TIMSS2019
本調査

TIMSS2019
標本抽出・予備調査

ＯＥＣＤ 国際幼児教育・
保育従事者調査

本調査（予定）
データ処理・分析

予備調査 結果公表

次期調査に
向けた検討

PISA2018
調査計画・標本抽出

・TALIS2018
結果公表（6月）
・ビデオスタディ
データ分析

パイロット調査

TIMSS2019
調査計画

クを行いました。また，同様の取組である欧州連合ERASMUS+	
Tuning-CALOHEE事業と意見交換をして，国際通用性を高める
努力も重ねています。
　学問分野の学修成果に関する共通理解形成に向けて，平成27年
度より哲学教育，平成28年度より歴史教育における検討に取り組
んでいます。平成29年度には，経営学教育，薬学教育における検
討も開始する予定です。
　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
　本研究所では，研究成果を直接教育現場や国民に還元し，学校運営や教育内容・指導法の改善・充実，教員

の資質向上等に資することを目的として，「教育研究公開シンポジウム」を開催しています。

　また，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

ていくことを趣旨として，「教育改革国際シンポジウム」を開催しています。

【教育研究公開シンポジウム】
　平成29年1月16日（月）に当センターの発足と幼児教育140
年という節目を記念して，「幼児教育の質の向上を支える研究と
研修の在り方を考える～幼児教育140年の歴史から未来を考える
～」をテーマとして，文部科学省講堂にて教育研究公開シンポジ
ウムを開催しました。
　講演やパネルディスカッションの中で，幼児教育の140年を振り
返るとともに，幼児教育の質の向上に関する議論が行われました。
　また，シンポジウムの開催と同時に，講堂のホワイエにて，地
方自治体や大学関係，関連団体の協力によるポスター展示等を行
いました。

　全国から，幼稚園，保育所，認定こども園の関係者や地方自治
体の幼児教育担当者，教員養成大学教員など，幼児教育関係者を
中心に，388名の参加がありました。
　平成29年度は，社会教育実践研究センターにおいて，「地域
と学校の連携・協働の推進」をテーマとして，平成30年3月に開
催予定です。地域学校協働活動の推進や地域学校協働本部の在り
方，地域学校協働活動推進員や地域連携担当教職員の役割等につ
いて，議論を深めます。

【教育改革国際シンポジウム】
　平成28年12月に，「第3回いじめ問題国際シンポジウム～いじ
めを生まない学校づくり～」を開催し，全国から教育委員会，学
校関係者など約300名が参加しました。
　シンポジウムは，第1部「暴力の少ない社会におけるいじめ」，
第2部「いじめを生まない学校づくりの実践」，第3部「パネル
ディスカッション」の3部構成で実施しました。
　シンポジウムでは，日本と同様に暴力犯罪の少ない国であるス
ウェーデンとの比較調査を行った結果，必ずしも日本と同様に暴
力を伴ういじめよりも暴力を伴わないいじめの方が多くなるわけ
ではないことが明らかになるとともに，軽く叩くなどの行為や仲
間はずれ・悪口などが，社会においてどの程度許容されるかなど
の文化の違いが，いじめの調査結果に反映されたのではないかと
の意見などが提示されました。

　最後には，どのようないじめにも効果的な魔法のプログラムは
なく，いかに教職員が子供たちと真摯に向き合い，いじめが起き
ない学校づくりをする努力をしていくかが重要であることが確認
されました。
　平成29年度は，「日本版高等教育データベースの構築に向けて」
と題した国際シンポジウムの開催を予定しております。
　高等教育への公財政支出のアカウンタビリティ確保のため，教
育の成果を広く社会に発信することが共通の課題となっており，
近年では各国において公的機関による学生・卒業生を対象にした
大規模調査が実施されています。本シンポジウムでは，英国，米国，
韓国において大規模調査に関与している方々をゲストにお招きし，
各国での実績を基に，実施体制の構築上の課題や期待される政策
的成果について議論を深めます。
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●教育研究所・教育センター
　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29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。

（1）�総会・研究発表大会
　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。

外部教育研究機関等との連携協力

平成29年度　全教連総会（千葉大会） 平成29年度　全教連研究発表大会（千葉大会）

（2）�研究協議会
　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。

（3）�全教連課題研究
　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。

（4）�教育課題調査
　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。
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●諸外国の教育研究機関
【第六回日中韓国立教育政策研究所長会議】
（平成28年11月10日）
　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。

●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。

左から金韓国教育開発院長，田中国教育科学研究院長，湊屋国立教育政策研究所次長

　第六回所長会議は，平成28年11月に中国で開催され，最初に各
国の教育研究および研究所の現状について報告と説明があり，その
後「日中韓国立教育政策研究所所長会議の今後と協力の在り方」を
議題として討議が行われました。
　今回の会議では，来年度以降の日中韓国立教育政策研究所所長会
議の開催について，具体的な結論は出さず，今後継続して協議を行
うことが合意されました。

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）
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著作・刊行物

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

平成28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4「ICTリテラシーと資質・能力」

平成29年3月
教育課程研究センター

基礎研究部

平成28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５「資質・能力の包括的育成に向けた評価の在り方の研究」

平成29年3月
教育課程研究センター

基礎研究部

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）報告書 平成29年3月
生徒指導

進路指導研究センター

平成28年度プロジェクト研究（小学校英語教育に関する調査研究）報告書 平成29年3月 国際研究・協力部

平成28年度プロジェクト研究（幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関する研究）報告書 平成29年3月 幼児教育研究センター

平成28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）
主体的・対話的で深い学びのための教員養成・研修プログラムに関する調査報告書

平成29年3月 初等中等教育研究部

平成28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）
公立学校教員の管理職昇進に関する研究	―「学校教員統計調査」の二次分析による現状把握―

平成29年3月 初等中等教育研究部

平成28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）
諸外国における教員の資質・能力スタンダードに関する調査研究報告書

平成29年3月 初等中等教育研究部

平成28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）学級規模
及び学年・学校規模による教員間相互交渉の状況の違い―学力に与える影響が大きいと考えられる形成的評価に着目して―

平成29年 3月 初等中等教育研究部

平成28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）
学級規模と児童の学習目標志向性との関係―小学校	5	年生を対象として―

平成29年3月 初等中等教育研究部

平成28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）
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に関する調査研究報告書

平成29年3月 初等中等教育研究部

幼児教育研究センター発足記念平成28年度教育研究公開シンポジウム「幼児教育の質の向上を支える研究と研修
の在り方を考える～幼児教育140年の歴史から未来を考える～」報告書

平成29年3月 幼児教育研究センター

「21世紀の ICT	学習環境」生徒・コンピュータ・学習を結び付ける（OECD生徒の学習到達度調査（PISA)） 平成28年 8月 国際研究・協力部

PISA2012年調査「評価の枠組み」 平成28年8月 国際研究・協力部

PISA2015年調査「評価の枠組み」 平成28年11月 国際研究・協力部

生きるための知識と技能6	OECD生徒の学習到達度調査 (PISA)2015年調査国際結果報告書 平成28年12月 国際研究・協力部

TIMSS2015算数・数学 /理科教育の国際比較 - 国際数学・理科教育動向調査の2015年調査報告書― 平成29年3月
教育課程研究センター

基礎研究部

平成28年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　国語 平成28年4月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　算数 平成28年4月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　国語 平成28年4月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　数学 平成28年4月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　国語 平成28年8月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　算数 平成28年8月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　国語 平成28年8月 教育課程研究センター

国立教育政策研究所著作刊行物（平成28年4月～平成29年3月）

1　報告書・資料
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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187号～190号） （年4回発行） 研究企画開発部

2　広報誌

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

Private	School	in	Japan 平成 29年 3月 国際研究・協力部

Teacher	Transfer	and	Appointment	System	in	Japan	 平成 29年 3月 国際研究・協力部

Local	Educational	Administration	System	in	Japan 平成 29年 3月 国際研究・協力部

3　英文刊行物

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

平成28年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　数学 平成28年8月 教育課程研究センター

平成28年度全国学力・学習状況調査　報告書　質問紙調査 平成28年9月 教育課程研究センター

平成28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 平成28年9月 教育課程研究センター

平成28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 平成28年9月 教育課程研究センター

環境教育指導資料【中学校編】 平成28年12月 教育課程研究センター

生徒指導支援資料6「いじめに取り組む」 平成28年6月 生徒指導・進路指導研究センター

第Ⅲ期「魅力ある学校づくり調査研究事業」報告書 平成29年1月 生徒指導・進路指導研究センター

地域学校協働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員の育成研修ハンドブック 平成29年3月 社会教育実践研究センター

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（い )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

平成28年8月 文教施設研究センター

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報告書 平成29年3月 文教施設研究センター
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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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