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小田前次長の後任として、４月１日付で着任いたしました。矢野所長の下、

国立教育政策研究所が国の教育政策の形成に貢献する機関としてさらに発展す

るよう、私も次長の重責を果たしてまいりたいと存じます。

現下、大きく変化する社会の中で、新しい時代にふさわしい教育を実現する

ため、教育改革が積極的に進められています。また、政策評価制度が導入され、

政策の必要性・有効性・効率性を明らかにしていくことが徹底されるようにな

ってきました。このような中で、教育の未来像、緊急に対応しなければならな

い教育課題、これら両面について基礎的、理論的、実証的な研究を行い、その

成果を蓄積していくことはますます重要になってきていると思われます。

本研究所は、昨年末、国際共同研究として進めてきたOECDの生徒の学習到達

度調査（PISA）や、国際教育到達度評価学会（IEA）の国際数学・理科教育動

向調査（TIMSS）の比較分析調査結果を発表し、各方面から大きな反響をいた

だきました。また、本年４月には、平成15年度小・中学校教育課程実施状況調

査結果をとりまとめ、新学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした

学習の実現状況を発表しました。これらの結果は、学習指導要領の見直しに向

けた検討の中で大いに活用されていくものと思います。このほかにも、本研究

所では、国立教育政策研究所外部評価委員会から高い評価を受けた「新しい時

代における大学と産業社会との相関システムの構築に関する研究」（平成13年度

～17年度）、「指導方法の工夫改善による教育効果に関する研究」（平成16年３月

公表）、「評価規準及び評価方法等の改善と開発に関する研究」（平成15年５月、

平成16年３月公表）、「諸外国における外国人学校の位置付け等に関する調査研

究」（平成16年３月公表）など、国立教育政策研究所でなければできない教育政

策課題に応える様々な研究が活発に行われています。

私といたしましては、本研究所がさらに教育政策のシンクタンクとしてふさ

わしい研究成果を生み出していくことができるよう、本年２月の外部評価の結

果を踏まえつつ、所長を助け、本研究所の運営の改善に取り組んでまいる所存

でございますので、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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PISA、TIMSSの成果をもとに、
シンポジウムを開催（第23回教育研究公開シンポジウム）

シンポジウム報告

□

東京都でシンポジウム開催

国立教育政策研究所は、２月24日に、東京都で「国際

学力調査に見る我が国の学力の現状と指導法の改善」と

題するシンポジウムを開催した。

当研究所は、昨年12月にＯＥＣＤによる「生徒の学習

到達度調査（ＰＩＳＡ2003）」と国際教育到達度評価学

会（ＩＥＡ）による「国際数学・理科教育動向調査の

2003年調査（ＴＩＭＳＳ2003）」の結果を公表した。

シンポジウムでは、両調査を担当した瀬沼花子教育課

程研究センター基礎研究部総括研究官と猿田祐嗣教育課

程研究センター基礎研究部総括研究官が結果の概要を報

告し、教育課程研究センター研究開発部の吉川成夫教育

課程調査官、清原洋一教育課程調査官、島田功成城学園

初等学校教諭、木村幸泰刈谷市立東刈谷小学校教諭によ

るパネルディスカッションを行った。パネルディスカッ

ションのコーディネーターは小川正賢神戸大学教授・日

本科学教育学会会長にお願いした。
□

基調講演

また、基調講演を元文部大臣の有馬朗人（財）日本科

学技術振興財団会長にお願いした。有馬元文部大臣は

「日本人の算数・数学と理科の実力と問題点」と題して、

教育課程実施状況調査、ＩＥＡ調査、ＰＩＳＡ調査等の

国際学力調査を独自に分析した成果を話した。

基調講演では、授業時数が多ければ成績が上昇すると

は簡単に言えないこと、教科の好き嫌いと成績は相関し

ていないこと、小中学校の国際学力調査で世界１位の成

績を取っても、大人になった段階の学力調査で悪い成績

となっていることなどの分析が、多彩なデータで示され

た。
□

基調報告

瀬沼総括研究官と猿田総括研究官による基調報告で

は、ＰＩＳＡ調査とＴＩＭＳＳ調査の調査枠組み、過去

の結果との比較（変化ないのは小学校算数と中学校理科、

低下したのは小学校理科と中学校数学、過去と比べて正

答率が低下しているのは教育課程の改訂により教えなく

なった問題）、未履修の問題でも国際平均値より高い正

答率を出していることなどが紹介された。

□

パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、教育現場で実感される

子どもの学力低下を取り上げながら、国際学力調査が目

指す学力観と、日本国内の学力低下論議で取り上げられ

る学力観に乖離があるのではないかという問題提起がな

された。また、意味を理解した上で問題を考えさせる意

義や学んだことを生活の中で使うことの意義、日本の子

どもは自信がないと回答しない傾向があること、新しい

教育課程の下で理科実験がよく行われるようになった

り、授業についてくる子どもが増えたことなどが指摘さ

れた。

（研究企画開発部主任研究官／千々布敏弥）
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□

講演会の概要

平成17年１月26日、東京都内において、文部科学省、
国立教育政策研究所の共催により、アンドレア・シュラ
イヒャーOECD教育局指標分析課長による標記の講演会
を開催した。講演会は、OECD生徒の学習到達度調査
（PISA）の2003年調査結果をどのように捉えたらよいか、
調査結果から日本の教育はどのような状況にあるといえ
るのか、日本の教育の長所はどこで課題は何かといった
点に焦点をあてたものとなった。
平成16年12月に世界的に公表されたPISA2003年調査

結果は、世界各国で大きな注目を集め、各国の教育政策
に大きな影響を与えている。我が国でもその結果の捉え
方などが連日のように報道され、反響も大きいことから、
調査の国際的な総括責任者である同氏の講演会が企画さ
れた。
講演会でははじめに、主催者を代表して井上正幸文部

科学省国際統括官（OECD教育研究革新センター
（CERI）運営理事）から開会の挨拶があった。また、閉
会式ではPISA調査運営理事会（PGB）議長の渡辺良国
立教育政策研究所国際研究・協力部長から挨拶が行われ
た。講演後の質疑応答では、有馬朗人前参議院議員（元
文部大臣）など、多くの参加者から質問と調査の結果に
対する関心が示された。
今回、学校、教育委員会、大学関係者だけでなく一般

参加者を含む約500名が講演を聴取したが、参加申し込
み希望が多く寄せられ、PISA調査に対して広く大きな
関心がもたれていることを、あらためて感じさせるもの
となった。

講演内容

講演を通して、同氏は、日本の生徒の成績は前回2000
年調査の結果と同様世界的に高い水準にあり、特に習熟
度レベルの高い生徒の割合が多いことを繰り返し強調し
た。
今回の調査の中心分野であった数学的リテラシーにつ

いてみてみると、前回でも評価が行われた「空間と形」
領域と「変化と関係」領域に関しては、今回も高い水準
を維持していること、ただし、2003年調査で新たに評価
を行った「量」領域と「不確実性」領域に関しては、
「空間と形」領域と「変化と関係」領域の成績に比べや
や劣ることが報告された。これに関して同氏は、「これ
からの日本の課題は、今までやってきた領域をさらに良
くするということではなくて、新しい領域についても、
これまでの領域と同じ位良い成績を出せるようにする」
ことであると述べた。
また2003年調査で新たに評価を行った「問題解決能力」
については、この能力は将来重要な分野であり、日本が

この分野で非常に良好な成績であったことは誇りに思っ
ていいこと、科学的リテラシーに関しても日本と同じ成
績であったのはフィンランドのみで、日本は全体として
2000年調査同様トップグループに位置していること、が
示された。さらに、読解力に関して日本の成績が前回調
査よりも低下したとされるのは、情報の取り出しや解釈
といった点において成績が低下したことによると考えら
れるが、いずれにしても、調査は2000年と2003年の２回
しか行われていないため、次回2006年調査の結果などを
見ながら、長期的な傾向を踏まえた分析を行う必要があ
ると述べた。
こうした良好な成績の一方で、数学に関する興味・関

心、意欲などからみた学習に対する態度や姿勢に関して
は、日本の生徒は良好とは言えず、学習に対する動機付
けを高めることが重要であるとの指摘がなされた。さら
に、生徒の学習環境に関連して、例えば成績の良かった
フィンランドの生徒が宿題や自分の勉強をする時間は参
加国中最も短いという結果であるなど、学習時間と成績
については必ずしも関係性が認められないことも報告さ
れた。

閉会と今後の予定について

閉会式で挨拶した渡辺良国際研究・協力部長からは、
調査結果に対して、関係者の予想を超えたインパクトが
あったこと、調査に対する考え方や結果についてできる
だけ多くの方々に知っていただく機会を設けることが重
要であると考え、本年6月23日にフィンランドほか各国
の調査関係者、専門家などを招いて、OECD-Japanセミ
ナーの公開フォーラムで学力評価の問題を取り上げるこ
となどが紹介された。

＜スライド資料をもとに講演するシュライヒャー課長＞

（国際研究・協力部主任研究官／篠原　真子）

シュライヒャーOECD課長による講演会
「OECD―PISA調査から見る日本の教育」

シンポジウム報告
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□

国際シンポジウム開催の背景と概要

「持続可能な開発」に関する世界首脳会議（ヨハネス
ブルグ・サミット）において日本政府が提案した「持続
可能な開発のための教育の10年」が2002年の国連総会で
採択され、今年から2014年までの10年間で実施される運
びとなった。こうした国際的な潮流の中で、日本でも
「持続可能な社会」の形成に向けた努力が、殊に教育分
野で期待されている。
そこで国立教育政策研究所では「持続可能な開発のた

めの教育」の可能性や課題について考えるための国際シ
ンポジウム「持続可能な開発と21世紀の教育―未来の子
ども達のために、今、私たちにできること―」（「第４回
教育改革国際シンポジウム」として文部科学省と共催）
を2005年３月26日に一ッ橋記念講堂で開催した。
「持続可能な開発のための教育（以下、ESDと略記）」

は、開発教育や環境教育、国際理解教育などを包括する
概念であると言われており、国際シンポジウムでは各分
野の第一線で活躍する講演者やパネリストを招くことに
なった。基調講演者は、「システム哲学理論」の提唱者
であり、哲学者、未来学者、ブダペスト・クラブ創立
者・会長としても知られるアーヴィン・ラズロ氏であっ
た。同氏は現在上映中の映画『ガイアシンフォニー（地
球交響曲）第５番』に天才ピアニストとしても出演され
ているので、ご存知の方も少なくないであろう。
また、「持続可能な開発のための教育」の重要性を唱

え、政策レベルでも影響力をもつダグ・ボーン英国開発
教育協会事務局長、及びビクター・マイヤー米国オハイ
オ州立大学名誉教授に講演とパネル・ディスカッション
にご参加いただいた。ボーン氏は各国に先駆けてESDの
政策を打ち出したイギリスの施策に対する提言を批判的
かつ建設的に行ってきた開発教育の第一人者である。ま
た、マイヤー氏は地球をひとつの生命体として見る「ア
ースシステム教育」の提唱者であり、全米のみならずア
ジア諸国でも活躍されている。
さらに、ESDを実践している教師として豪州マウント

バーカー・ワルドルフ・スクールの教師であるピータ
ー・グラスビー氏が招待された。同氏は、地学や地理、
数学、芸術などを統合した総合的な教育実践が評価され、
全豪の優秀な教師に与えられる2002年度BHP教師賞受賞
者である。
パネル・ディスカッションの司会は、大阪女子大学

（現在は、大阪府立大学）助教授であり、日本ホリステ
ィック教育協会の代表である吉田敦彦氏が務めた。主催
者側の講演として、文部科学省国際統括官である井上正
幸氏が「ESDに関する政府の政策」について説明を行っ
た。なお、パネル・ディスカッションの指定討論者を務
めたのは、国立教育政策研究所の五島政一総括研究官で
ある。

国際シンポジウムからのメッセージ

シンポジウムでは、日本でESDを推進するための重要
なメッセージを各氏より聴くことができた。ラズロ氏は、
従来の教育が提供してきた「有益な知識」に対して、持
続可能な社会形成のためには「時代に合った知恵（タイ
ムリー・ウィズダム）」が重要であること、そしてそう
した知恵は教えるというよりも、学習者自身が学ぶもの
であり、教育の役割はそのプロセスの提供にあるという
ことを伝えた。
マイヤー氏は、伝統的な科学（理科）のカリキュラム

との相違点を明らかにしながら、アースシステム教育の
重要性を訴え、同教育が東洋の思想や世界観にも通じる
ことにも言及した。
ボーン氏は、イギリスの経験から、ESDが環境教育と

同義に解釈されていることや明確な定義づけがないまま
に施策が行われていること等を指摘した上で、市民の意
思決定プロセスへの参画なくしては持続可能な社会の構
築は困難であることを強調した。
グラスビー氏はあらゆる学びの根底にあるスピリチュ

アリティの重要性を唱え、ホリスティックなアプローチ
の実際例を経験豊かな自身の実践から紹介し、地球と共
にある「いのち」を生徒が認識するような授業実践の重
要性を唱えた。
これらの講演の後、日本の現状に引きつける形で指定

討論者とパネリストがディスカッションを行った。ディ
スカッションでは、上記の講演内容を受けて、日本にお
いて蓄積されたESD促進に資する知見も紹介された。時
間的制約もあり、各論を深めるまでに至らなかったもの
の、改めて「総合的な学習の時間」の重要性、ひいては
学校全体でESDのテーマに取組むことの重要性を認識す
ることができたという感想を少なからぬ聴衆からいただ
いた。
最後になるが、国際シンポジウムを開催するにあたり、
ESD関連の諸団体からご協力いただいた。この場を借り
て、厚くお礼申し上げたい。

（国際研究・協力部主任研究官／永田　佳之）
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□

ワークショップの目的

平成17年２月14日～22日に、国立教育政策研究所目黒

庁舎において標記ワークショップ（Regional Workshop

on Management of Curriculum Change in Asia and the

Pacific）を開催し、アジア・太平洋地域の各国でカリキ

ュラム改革を推進する人材の養成及び能力を構築するた

めの資料集の作成について検討、討議した。

本ワークショップは、同地域におけるナショナル・カ

リキュラムの革新を推進する専門家の力量形成を目指し

て、2000年12月にバンコクで開催された会議以降、

APEID（アジア・太平洋地域教育開発計画）加盟国を

中心に継続的に行われてきた取り組みの一環である。ワ

ークショップの目的は以下のとおり。

①　カリキュラムの革新、経営、評価のための資料集

の案について、各国で試験的に活用した結果を報

告、検討すること。

②　試験的な活用の経験を基に、資料集を完成させる

ための検討を行うこと。

③　資料集を活用した各国のカリキュラム開発、実施、

評価の専門家の力量形成に関する提言をまとめる

こと。

④　同地域におけるナショナル・カリキュラム革新プ

ロジェクトを一層発展、継続するための討議を行

うこと。

参加者

ワークショップには、日本、カンボジア、中国、イン

ドネシア、ラオス、マレーシア、モンゴル、ネパール、

フィリピン、韓国、タイ、ベトナムの12か国、及びユネ

スコ・バンコク事務所、ユネスコ国際教育局（IBE）他

から、専門家及び行政官等約30名が参加した。

プログラムと成果

ワークショップでは初めに、渡辺良同研究所国際研

究・協力部長の進行により開会式が行われ、矢野重典同

所長から開会の挨拶、及び川原田信市文部科学省大臣官

房国際課長及びユネスコ代表から歓迎の挨拶がなされ

た。

引き続き、全体会及び分科会形式により活発な意見・

情報交換及び検討作業が行われた。

まずは、ユネスコ・バンコク事務所でAPEID事業を

担当するルシール・グレゴリオ氏他から、資料集が開発

されるに至った経緯、資料集の案を含むこれまでの進捗

状況、本ワークショップの目的と参加者が取り組むべき

作業課題などについて、説明がなされた。

これを受け参加者全員により、資料集の案について、

その枠組みや構造が、異なる背景を持つ多様な国々の間

で広く活用できるものとなっているかどうかといった観

点から吟味した。

また、資料集はモジュール１（カリキュラム変革）、

モジュール２（政策対話及び政策形成）、モジュール３

（カリキュラムの設計）、モジュール４（分権化）、モジ

ュール５（教科書及び指導書の開発）、モジュール６

（人材養成・能力構築）、モジュール７（試行と革新）、

モジュール８（評価）から成っており、これらの内容を

更新、修正する作業も行った。

検討された資料集は、今後、印刷物だけでなくインタ

ーネットでも入手可能なものとすると同時に、各国参加

者・関係者がオンライン上で適宜資料集の情報を更新す

ることができるようにし、最新の情報を国際的に広く提

供することを目指している。

なお、ワークショップ開催初日には、矢野所長主催の

歓迎レセプションが催され、所内及び文部科学省他から

多数の関係者を迎え、ワークショップ参加者と交流を深

めることができた。

＜ワークショップ参加者一同＞

（国際研究・協力部主任研究官／篠原　真子）

アジア・太平洋地域カリキュラム改革に
関するワークショップ

シンポジウム報告
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□

今回の外部評価の位置づけ

本研究所においては、平成13年１月の国立教育政策研

究所への改組再編以前、平成７年６月と平成12年５月の

２回にわたって外部評価を行い、それぞれ報告書を作成

している。

今回の外部評価は、前回の外部評価から約４年が経過

したこと、上記改組再編から約３年が経過していること

を踏まえ、新たに受けることとしたものである。

周知のように、前回の外部評価以降、研究機関等の評

価を巡る状況には大きな進展がある。本研究所に直接関

わる事項としては、「国の研究開発評価に関する大綱的

指針」（平成13年11月　内閣総理大臣決定）が定められ、

それを受ける形で「文部科学省における研究及び開発に

関する評価指針」（平成14年６月　文部科学大臣決定）

が定められている。

今回の評価は、これらの研究開発に係る評価の関係指

針等に基づき、本研究所の運営全般並びに調査研究活動

及び事業活動等について、外部の有識者による評価を行

い、それに基づく提言を受けることにより、本研究所の

置かれている状況を的確に把握し、教育に関する政策研

究所として今後の改善に資することを目的としている。

外部評価に当たり、本研究所においては、研究所の運

営全般、調査研究活動、事業活動、個々の研究者の業績

等について、平成16年９月に自己点検評価報告書を取り

まとめ、これに対して外部の有識者の評価及び提言を受

けることとした。

□

外部評価委員会の構成

今回の外部評価に当たっては、以下の名簿からも明ら

かなように、できる限り多様な分野の専門家や有識者計

10人に評価委員を委嘱した。

赤堀侃司　　　　　　東京工業大学教授

◎安彦忠彦　　　　　　早稲田大学教育学部教授

天野郁夫　　　　　　独立行政法人国立大学財務・経

営センター研究部長

石原多賀子　　　　　金沢市教育委員会教育長

市川伸一　　　　　　東京大学大学院教育学研究科教授

ウィリアム・カリー　上智大学長

川口昭彦　　　　　　独立行政法人大学評価・学位授

与機構評価研究部長

○永井順國　　　　　　女子美術大学芸術学部教授、元

読売新聞論説委員

野崎　弘　　　　　　独立行政法人国立博物館理事長

松下倶子　　　　　　独立行政法人国立少年自然の家

理事長

（五十音順）

※ ◎委員長、○副委員長

□

外部評価委員会への要請と開催日程

本研究所矢野所長からは、外部評価委員会に対して、

特に①政策研究所としてのミッションと研究活動等の在

り方についてどのように考えるべきか、②研究テーマや

国立教育政策研究所における外部評価の実施

外部評価報告

第２回外部評価委員会
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目標の設定はどのように決定していくのか、③研究の質

を高めるためにはどのような方法が効果的なのか、④こ

れら運営全般の在り方はいかにあるべきか、について提

言していただきたい旨の要請を行った。同委員会はこれ

らを踏まえ、次のとおり三回にわたって開催された。

第１回　平成16年９月28日（火）

第２回　平成16年12月３日（金）

第３回　平成17年２月16日（水）

□

外部評価報告書の提言のポイント

平成17年２月、外部評価委員会において取りまとめら

れた提言のポイントは次のとおりである。

本研究所としては、この報告書の貴重な提言を受け、

今後、研究所の運営全般にわたってその在り方を見直し、

教育政策の企画立案に資するような調査研究の充実に努

め、関係者の期待に応える政策研究機関となるよう取り

組むこととしている。

１．研究所の基本的在り方について

ミッションとその役割について明確にするととも

に、基礎研究及びプロジェクト研究の基本的考え方を

示し、所員の意識改革を求めていること。

２．研究所の研究テーマ設定の在り方及び実施体制につ

いて

（１）政策研究にふさわしい研究テーマの設定ととも

に、当該テーマについて学校現場の実態との間に

ズレが生じないよう求めていること。

（２）教育政策課題等に沿った戦略的な研究テーマの

設定のために、その企画や文部科学省及び所内の

調整を行うための新しい組織の整備を求めている

こと。

（３）文部科学省との連携強化を求めていること。

３．研究所の研究活動等の目標について

研究所としての役割を達成するため、中期目標の策定

を求めていること。その際、研究所の研究分野の特性に

留意するよう求めていること。

４．研究成果の公表の在り方について

学校現場、地方自治体で役立つような公表の工夫とと

もに、利用者が研究成果を活用しやすいように体系別公

表や要約版の添付を求めていること。

５．評価の在り方について

マネジメント・サイクルのシステムを構築し、その過

程の中で、研究成果に関する文部科学省や地方自治体に

おける活用やその成果について自己点検評価を行い、組

織として検証する体制の整備を求めていること。

６．機関運営の在り方について

（１）所内各部・センターの更なる連携とともに、所

内各種委員会の機能の見直しにより所長を中心と

した機動的な組織とするよう求めていること。

（２）研究官への任期付任用制度の導入とともに、研

究官の人事については専門的審査等を除き、所長

の人事権に基づく機動的人事を求めていること。

（研究企画開発部長／田浦　宏己）

安彦外部評価委員長から矢野所長に外部評価報告書を手交
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□

調査の概要

国際数学・理科教育動向調査の2003年調査（Trends

in  International Mathematics and Science Study 2003、

略称：TIMSS2003）は、国際教育到達度評価学会（略

称：IEA）によって行われてきた、昭和39年の第１回国

際数学教育調査、昭和45年の第１回国際理科教育調査、

昭和56年の第２回国際数学教育調査、昭和58年の第２回

国際理科教育調査、平成７年の第３回国際数学・理科教

育調査、平成11年の同調査の第2段階調査に続く調査で

ある。

TIMSS2003調査は、国際的には2002年度の学年末に

46か国／地域が参加して実施され、わが国では平成15

（2003）年２月に、全国の150校の小学校４年生約4,500

名および146校の中学校２年生約4,900名を対象に、本研

究所が中心となり、都道府県・政令指定都市の教育セン

ター等の協力を得て調査を実施した。

国際比較の結果は2004年12月に公表済みであるが、こ

れはアメリカ・ボストンカレッジにある国際研究センタ

ー（http://timss.bc.edu/）から、またわが国の結果の一

部は文部科学省のホームページの「報道発表一覧」

（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/12/index.

htm）から閲覧可能である。

調査の目的

国際数学・理科教育動向調査の目的は、従来の調査と

同様に、初等中等教育段階における児童・生徒の算数・

数学及び理科の教育到達度（educational achievement）

を国際的な尺度によって測定し、児童・生徒の環境条件

等の諸要因との関係を参加国間におけるそれらの違いを

利用して組織的に研究することにある。

TIMSS2003は、算数・数学教育及び理科教育の国際

的な動向調査として、次の事項を目的として実施された。

① 第8学年（中学校２年生）については、1995年（平

成７年）、1999年（平成11年）、2003年（平成15年）の

同学年の比較を行うこと。

② 第４学年（小学校４年生）については、1995年（平

成7年）と2003年（平成15年）の同学年の比較を行う

こと。

③ 2003年（平成15年）に実施した第４学年（小学校４

年生）及び第８学年（中学校２年生）について調査に

参加した各国／地域間での国際比較を行うこと。

結果の概要

主な結果を紹介すると、小学校４年生の算数の得点は、

わが国は、参加25か国／地域中、シンガポール、香港に

次いで第３位、理科の得点はシンガポール、台湾に次い

で同じく第３位に位置している。また、中学校２年生の

数学の得点は、わが国は、参加46か国／地域中、シンガ

ポール、韓国、香港、台湾に次いで第５位、理科の得点

は、シンガポール、台湾、韓国、香港、エストニア（初

参加）に次いで第６位に位置している。

過去２回の調査と比較した場合、小学校算数および中

学校理科ともに得点はほとんど変化していないが、中学

校数学と小学校理科では過去の調査に比べて得点が低く

なっている。

また、算数・数学や理科に対する態度や意識が国際的

にみて低いことが以前から指摘されていたが、今回もそ

の傾向はあまり変化していない。たとえば、算数・数学

や理科の勉強がとても楽しいと感じる中学生の割合は、

わが国は数学が９％、理科は19％で、国際平均値よりか

なり低い結果である。一方で、４年前、８年前に比べ、

算数・数学や理科がとても楽しいと感じる小・中学生の

割合が増えている。

詳しい内容は、国内報告書（『算数・数学教育の国際

比較』、『理科教育の国際比較』、（株）ぎょうせい、平成

17年５月発行）をご覧いただきたい。

（教育課程研究センター基礎研究部･総括研究官／瀬沼花子）

（教育課程研究センター基礎研究部･総括研究官／猿田祐嗣）

国際数学・理科教育動向調査の2003年調査
（TIMSS2003)

調査研究報告

小学校４年 2003年 1999年 1995年

算数の得点 565点 実施なし 567点

理科の得点 543点 実施なし 553点

中学校２年 2003年 1999年 1995年

数学の得点 570点 579点 581点

理科の得点 552点 550点 554点

小学校４年
算数の勉強がとても楽しい 理科の勉強がとても楽しい

2003年 1999年 1995年 2003年 1999年 1995年

日　　本 29％ 実施なし 16％ 45％ 実施なし 38％

国際平均値 50％ 実施なし 46％ 55％ 実施なし 44％

中学校２年
数学の勉強がとても楽しい 理科の勉強がとても楽しい

2003年 1999年 1995年 2003年 1999年 1995年

日　　　本 9％ 6％ 5％ 19％ 8％ 8％

国際平均値 29％ 25％ 17％ 44％ 32％ 23％
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□

背景

初等中等教育研究部では、平成14年度～16年度の３年

にわたり「総合的な学習の授業及び評価に関する開発的

研究」（国立教育政策研究所調査研究等特別推進経費）

および各教科、道徳、特別活動を対象にした「ポートフ

ォリオ評価を活用した指導と評価の改善に関する開発的

研究」（科学研究費補助金基盤研究B-2）の２つの開発的

研究に取り組んだ。

両研究においては、測定評価観に代わり、問題解決は

評価の連続的な展開であるという「問題解決評価観」の

枠組みを創造した。そして、教課審の提言にある絶対評

価と個人内評価を重視するとともに、指導と評価の一体

化、自己学習力の向上，外部への説明責任を果たすこと

の実現に向けた評価方法のあり方を検討し、単元指導計

画の共通フォーマットを開発した。さらに、総合的な学

習の時間、各教科等ともに、小中学校における単元指導

計画の作成及び授業と評価の実践研究を行った。

さらに、我々は、両研究の最終年度にあたる平成16年

度の小・中学校の研究協力教員に対し、以下の内容から

なる質問紙調査を実施し、その結果を今後の研究に役立

てることにした。

第１に、学習活動を展開するときの支援のポイントと、

各観点別の単元の評価規準の実現状況を学習過程のい

つ、どこで判断するかを記述する、単元指導計画のフォ

ーマットに対する有意義な点と問題点を問うた。

第２に、総合的な学習の時間に対しては、総合的な学

習の時間の目標と内容を定めた全体計画である「内容系

列表」を学校ごとに作成し、それにもとづいて単元レベ

ルの評価規準を記述すること、また、各教科等において

は、教育課程研究センター作成の評価規準を参考にしな

がら、単元の評価規準を作成することについての有意義

な点と問題点を問うた。

第３に、ルーブリック（学習活動、評価規準、学習活

動における具体的な評価規準、評価資料、ABCの判断

基準としての評価基準）を予め設定して授業と評価にの

ぞむときの有意義な点と問題点を問うた。

第４に、これらの研究に対する感想や意見を求めた。

今般公開した「授業及び評価に関する開発的研究の評

価」は、この調査結果をまとめたものである。報告書の

全文はhttp://www.nier.go.jp/shochu/seikaにあるので、

以下では結果の概要を報告する。

結果と考察

「総合的な学習」および「ポートフォリオ評価」の両

開発的研究に携わった研究協力校教員の多くが、両研究

で開発されたフォーマットによる単元指導計画を作成す

ることが授業と評価を実践するうえ有意義であると感じ

ていることが明らかになった。中でも、「学習過程と評

価計画」および「ルーブリック」が有意義であると感じ

ている教員が多く、その理由として指導のポイントが明

確になり、計画的に授業が進められることが多く挙げら

れていた。特にルーブリックを作成して授業にのぞむこ

とによって、授業計画が立てやすく、単元途中での指導

の改善が容易となり、指導がしやすくなるといった利点

を教員側にもたらしていることが示された。また、子ど

もの側にとっては、学習の目標を持たせることができ、

学習意欲が高まるといった効果が指摘されていた。この

効果は、教員からの報告のみならず、児童生徒の感想に

も現れていた。

さらに、総合的な学習の時間においては「内容系列表」

を作成することが、また各教科等においては、教育課程

研究センター作成の参考資料が、単元指導計画の作成や

評価計画の拠り所になっていることが示された。

しかし、総合的な学習の時間においても、教科の授業

においても、教員の側にも子どもの側にも有意義である

単元指導計画の作成が困難であったと感じた教員も多

く、その中でも特にルーブリックの作成には多くの時間

を要することが指摘された。さらに、評価の回数や場面

が多くなるという子どもの感想に見られたように、児童

生徒の評価規準に対する実現状況を、評価基準を用いて

きめ細やかに捉えようとする営みは、評価の回数が多く

なることでマイナスにはたらくこともあることが指摘さ

れた。

今後、絶対評価の一層の推進のためには、両開発的研

究で開発されたフォーマットによる単元指導計画や、総

合的な学習の時間の内容系列表の作成が困難であると感

じられる状況を脱する必要がある。そして、これらの開

発的研究の成果を遍く普及すると同時に、すべての教員

が内容系列表および単元指導計画、ルーブリックの作成

が可能となるよう、ノウハウの整理とマニュアルの整備

が急務であるといえよう。

（初等中等教育研究部主任研究官／松尾知明　研究員／山森光陽）

「授業及び評価に関する開発的研究の評価」

調査研究報告
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１　一般公開の開館日数 …………………………………………213日

２　利用者数 ……………………………………………………3,735人

〈所内〉

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

所員 140 145 160 144 159 248 129 144 107 129 99 151 1,755
客員研究員 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6

共同研究員・研究協力者 41 45 53 64 42 50 49 37 34 38 22 20 495
合 計 181 190 213 208 201 290 178 183 143 169 121 171 2,248

〈所外〉

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

大学・短大・高専教員 20 12 18 19 18 33 27 25 22 25 38 46 303
小・中・高教員 29 15 6 14 33 9 13 13 14 15 8 15 184
その他学校教員 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 9
大学院生 14 14 23 27 22 23 13 29 23 4 13 19 224
大学生 14 17 20 32 40 43 38 49 46 34 9 6 348

その他の学生 0 1 5 9 0 0 0 0 0 1 0 0 16
教育研究所員 2 1 0 0 0 3 1 0 0 4 2 2 15
教委・官庁職員 0 9 0 1 0 1 0 4 1 0 2 2 20
学校・団体職員 4 6 1 3 4 4 3 6 2 2 4 0 39
出版・報道関係者 7 4 11 7 8 15 14 10 12 14 19 12 133

その他 14 25 19 22 17 17 15 17 14 8 15 13 196
合計 104 104 103 141 142 150 124 153 134 107 110 115 1,487

教科書利用者数（内数） 13 28 21 47 44 32 30 33 33 21 22 32 356

３　利用冊数……………………………………………………21,143冊

〈所内〉

利用種別 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

図書貸出 146 137 166 89 278 321 198 183 128 256 133 826 2,861
図書返却 163 112 187 173 207 162 134 104 106 173 100 1112 2,733
雑誌貸出 39 21 39 50 41 38 7 16 47 26 43 88 455
雑誌返却 19 15 19 9 15 26 6 11 9 50 38 273 490
合計 367 285 411 321 541 547 345 314 290 505 314 2299 6,539

〈所外〉

利用種別 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

一般図書及び雑誌等 348 232 322 728 596 711 521 738 684 659 651 493 6,683
教科書 114 449 390 545 1,259 1,145 547 502 884 383 604 601 7,423

マイクロフィルムリール 0 0 0 1 8 44 64 75 44 59 128 75 498
合計 462 681 712 1,274 1,863 1,900 1,132 1,315 1,612 1,101 1,383 1,169 14,604

４　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 …………1,128件

５　資料掲載許可申請受付件数 …………………………………32件

＊教育図書館一般公開について＊　　どなたでも入館できますので、どうぞご利用ください。

◇開館時間　　　　月曜日～金曜日　　9：30～16：30

◇ホームページ　　http://www.nier.go.jp/homepage/jouhou/toshokan/index.html

◇インターネット情報検索サービス　　　http://opac.nier.go.jp/

◇問合せ先　　　　Tel：03（5721）5099 Fax：03（5721）5164 E-mail:library@nier.go.jp

平成16年度教育図書館利用統計
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所長 矢野　重典

次長 尾山眞之助

次長（併） 山中　伸一

文部科学省大臣官房審議官

総務部

部長 瀬倉　通利

〔庶務課〕

課長 関崎　徳彦

課長補佐 宮倉　尚之

庶務・企画係長 金沢　伸也

人事係長 山吹　尚弘

人事係 岡本　卓也

〃 大塚　邦子

専門職員 鈴木田鶴子

〃 佐瀬　宣次

〔会計課〕

課長 野呂瀬　寿

課長補佐 一條　敬一

総務係長 牧野　浩司

総務係 大平　智子

経理係長 太田　邦之

経理係 清田　　盟

〃 角田　京子

管理係長 佐藤　泰司

管理係 関野　榮子

〃 a橋　直久

〃 有山　智子

〃 松本　博志

研究企画開発部

部長 田浦　宏己（教育行政学）

総括研究官 坂谷内　勝（教育情報学、教育工学）

主任研究官 千々布敏弥（教育経営学）

教育政策・評価研究部

部長 小松　郁夫（教育経営学）

総括研究官 坂野　慎二

（教育制度論、教育経営学）

〃 橋本　昭彦

（近世教育史、教育慣行史）

〃 屋敷　和佳（教育計画、文教施設）

〃 結城　　忠（学校法学、教育行政学）

主任研究官 本多　正人（教育行政学）

研究員 青木　栄一（教育行政学）

生涯学習政策研究部

部長 山田　兼尚（教育心理学）

総括研究官 岩崎久美子

（生涯学習論、教育社会学）

〃 笹井　宏益

（生涯学習論、教育社会学）

〃 立田　慶裕

（生涯学習論、教育社会学、社会教育論）

初等中等教育研究部

部長（併） 小松　郁夫（教育経営学）

総括研究官 有本　昌弘（教育評価）

〃 下田　好行（教育課程・教育方法学）

主任研究官 松尾　知明（教育課程・教育方法学）

研究員 山森　光陽（教育心理学）

高等教育研究部

部長 塚原　修一（高等教育研究）

総括研究官 川島　啓二（高等教育学）

〃 木岡　一明（教育経営学）

国際研究・協力部

部長 渡邊　　良（国際教育、教育工学）

総括研究官 鐙屋（一見）真理子

（比較・国際教育学、アジア教育史）

〃 齊藤　泰雄（比較教育）

〃 佐々木　毅（比較教育）

〃 沼野　太郎（教育工学、比較教育）

主任研究官 篠原　真子（国際教育、比較教育）

〃 永田　佳之（国際教育、比較教育）

研究員 丸山　英樹 （国際教育）

教育研究情報センター

センター長（非） 清水　康敬（教育工学）

［情報支援課］

課長 木内　匡大

企画係長 蓑毛堅一郎

企画係 亀井　有子

運用管理係 佐藤　　猛

〃 高橋　智美

データベース・

情報提供係長 有賀　　浩

データベース・

情報提供係 赤石　知香

総括研究官 小松　幸廣

（教育工学、電子工学、科学教育）

〃 吉岡　亮衛（教育情報学、科学教育）

研究員 江草　由佳（情報検索、電子図書館）

〃 榎本　　聡（教育情報ネットワーク）

〃 福本　　徹（教育工学、情報工学）

国立教育政策研究所所員名簿
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［教育図書館］

教育図書館係長 武笠まゆみ

教育図書館係 鈴木由美子

〃 小玉麻利子

〃 千田　志帆

教育課程研究センター

センター長 折原　　守

基礎研究部

部長 三宅　征夫（科学教育）

［基礎研究課］

課長 金子　寛志

企画係長 三浦　潤一

企画係 清水　裕子

調査情報係 岸谷　高大

〃 野澤　惠美

総括研究官 有元　秀文（国語教育）

〃 小倉　　康（科学教育）

〃 河合　　久（比較教育学）

〃 工藤　文三

（教科教育、社会科・公民科教育）

〃 五島　政一（地学教育）

〃 猿田　祐嗣（物理教育）

〃 瀬沼　花子（数学教育）

〃 名取　一好（職業教育）

〃 西野真由美（道徳教育）

〃 鳩貝　太郎（生物教育）

〃 松原　靜郎（化学教育）

〃 谷田部玲生（公民教育）

主任研究官 二井　正浩（地理歴史教育）

〃 安野　史子（応用数学・数学教育）

研究員 新野　貴則（美術教育）

〃 萩原　康仁（教育心理学、教育統計）

総合研究官 長崎　榮三（数学教育学）

研究開発部

部長 舟橋　　徹

［研究開発課］

課長 太田　知啓

企画係長 平山　りか

企画係 西川　美雪

指導係長 武市　綾香

〃 鹿嶋　　佑

〃 菊池　教子

専門職 佐藤　晃子

〃 千賀　秀樹

〃 中泉　　章

〃 小宮さやか

〃 内田　奈緒

〃 滝　和佳奈

教育課程調査官 浅川　俊夫（社会、地理歴史）

〃 池守　　滋（工業）

〃 井上　一郎（国語）

〃 今関　豊一（保健体育）

〃 上野　耕史（技術・家庭）

〃 大熊　信彦（音楽、芸術）

〃 大倉　泰裕（社会、公民、情報）

〃 太田　光春（外国語）

〃 大橋　泰久（看護）

〃 岡　　陽子（家庭、技術・家庭）

〃 奥村　高明（図画工作）

〃 落合　敏邦（水産）

〃 菅　　正隆（英語）

〃 清原　洋一（理科）

〃 國木　健司（社会、地理歴史）

〃 小玉　秀史（理科）

〃 呉屋　　博（理科）

〃 笹尾　幸夫（理科）

〃 篠原　孝子（幼稚園）

〃 柴原　弘志（道徳、公民)

〃 杉田　　洋

（生活、特別活動、総合的な学習の時間）

〃 添野　龍雄（農業）

〃 高須　　一（音楽）

〃 田代　直幸（理科）

〃 田村　　学（生活）

〃 寺田　　登（社会、地理歴史）

〃 戸田　芳雄（体育、保健体育）

〃 冨山　哲也（国語）

〃 永井　克昇（情報）

〃 中尾　敏朗（社会、地理歴史）

〃 長尾　篤志（数学）

〃 永田　繁雄（道徳）

〃 永田潤一郎（数学）

〃 西辻　正副（国語）

〃 日置　光久（理科）

〃 平田　和人（外国語）

〃 藤　　　修（理科）

〃 村上　尚徳（美術、芸術）

〃 望月　昌代（家庭）

〃 安野　　功（社会）

〃 矢幅　清司（福祉）

〃 吉開　　潔（社会、地理歴史）

〃 吉川　成夫（算数）

〃 渡邉　　彰（体育）

生徒指導研究センター

センター長（併） 折原　　守
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［企画課］

課長 金子　泰久

企画係長 渡辺　桂子

企画係 大和田智代

指導係 村山　嘉審

総括研究官 滝　　　充（生徒指導、教育社会学）

〃 宮下　和己（進路指導、特別活動）

〃 森嶋　昭伸（生徒指導、特別活動）

主任研究官 大塚　尚子（教育社会学）

社会教育実践研究センター

センター長（併） 椎　　廣行

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課民間事業振興室長

［企画課］

課長 平田　博教

企画係長 荒木　正寛

企画係 川瀬　成彦

〃 阿部　真弓

〃 岩下　聖子

普及・調査係長 泡渕　栄人

普及・調査係 田中　曜子

〃 中田　友絵

専門職員 鳥越留美子

社会教育調査官 村田　智己（社会教育）

専門調査員 井上　昌幸（社会教育）

〃 加藤　美幸（社会教育）

〃 北島　泰雄（社会教育）

〃 肘井　俊広（社会教育）

文教施設研究センター

センター長 丹沢　広行

総括研究官 山本聖一郎

企画係長 竹内　真司

専門調査員 鈴木　英勝

専門調査員 足立　剛一

〔業務日誌〕（平成17. 3 . 1 ～ 5. 31）
3 /10 運営会議＜目黒庁舎＞

3 /22 平成16年度第2回評議員会＜目黒庁舎＞

3 /24 人事委員会＜目黒庁舎＞

3 /24 第15回所員会議＜目黒庁舎＞

3 /25 第4回文教施設研究センター研究会＜文部科学省試写室＞

3 /26 平成16年度教育改革国際シンポジウム「『持続可能な開発』と21世紀の教育」［文部科学省共催］

＜一橋記念講堂＞

4 /14 運営会議＜目黒庁舎＞

4 /27 国立教育政策研究所新規採用者研修＜目黒庁舎＞

5 /12 運営会議＜目黒庁舎＞

5 /11～6 /  2 博物館職員講習［文部科学省共催］＜上野庁舎＞（博物館等に勤務する職員を対象）

5 /17～5 /18 平成17年度全国進路指導担当者等研究協議会＜独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター＞

事　業　報　告
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〔人事異動〕（平成17. 3 . 1 ～ 5. 31）
［３／　１］

転　入

教育課程研究センター基礎研究部基礎研究課専門職 三浦　潤一

［３／３１］

定年退職

教育研究情報センター総括研究官 齋藤　道子

教育研究情報センター教育図書館受入整理係長 新井　俊子

教育研究情報センター教育図書館閲覧係長 豊田三千代

辞職・転出

次長 小田　　豊

総務部長 國友　孝信

初等中等教育研究部長 高浦　勝義

生涯学習政策研究部総括研究官 澤野由紀子

高等教育研究部総括研究官 菊地　栄治

教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 渡邉　寛治

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 池田　信明

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 神長美津子

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 立花　正男

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 石橋　　篤

教育研究情報センター情報支援課長 桑原　達也

総務部会計課課長補佐 篠原　岩雄

総務部庶務課人事係長 竹下　和宏

総務部会計課総務係長 山下　勝弘

総務部会計課管理係長 小川代枝生

教育研究情報センター情報支援課企画係長 林　潤一郎

教育課程研究センター基礎研究部基礎研究課企画係長 岩間　光彦

教育課程研究センター研究開発部研究開発課専門職 門脇　幸見

生徒指導研究センター企画課企画係長 荒木　昌美

社会教育実践研究センター企画課企画係長 宮本　二郎

社会教育実践研究センター専門調査員 井浦　政義

［４／　１］

採用・転入

次長 尾山眞之助

総務部長 瀬倉　通利

教育研究情報センター研究員 江草　由佳

教育研究情報センター研究員 福本　　徹

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 奥村　高明

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 菅　　正隆

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 篠原　孝子

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 田村　　学

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 永田潤一郎

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 國木　健司

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 藤　　　修

教育研究情報センター情報支援課長 木内　匡大

総務部庶務課課長補佐 宮倉　尚之

総務部会計課課長補佐 一條　敬一

総務部庶務課人事係長 山吹　尚弘

総務部会計課総務係長 牧野　浩司

教育研究情報センター情報支援課企画係長 蓑毛堅一郎

教育課程研究センター研究開発部研究開発課専門職 中泉　　章

教育課程研究センター研究開発部研究開発課専門職 千賀　秀樹

生徒指導研究センター企画課企画係長 渡辺　桂子

社会教育実践研究センター企画課企画係長 荒木　正寛

社会教育実践研究センター専門調査員 肘井　俊広

総務部庶務課人事係 岡本　卓也

昇任

教育課程研究センター研究開発部研究開発課専門職 佐藤　晃子

併任等

初等中等教育研究部長（併任） 小松　郁夫

命・企画調整官（次長付） 笹井　宏益

配置換等

教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 河合　　久

研究企画開発部主任研究官 千々布敏弥

国際研究・協力研究部主任研究官 永田　佳之

総務部会計課管理係長 佐藤　泰司

教育研究情報センター教育図書館総務係長 武笠まゆみ

教育課程研究センター基礎研究部基礎研究課企画係長 三浦　潤一

教育研究情報センター教育図書館総務係 鈴木由美子

〔今後の主な主催事業〕
6 /28 ～ 30 全国生涯学習センター等研究交流会＜上野庁舎＞（都道府県及び指定都市が設置する生涯学習推進

センター等の代表者、職員等）
6 /13 ～ 24 図書館司書専門講座［文部科学省共催］＜上野庁舎＞（図書館法第２条に規定する図書館に勤務す

る指導的立場にある中堅の司書）
7 /  4 ～ 8 公民館職員専門講座［文部科学省共催］＜上野庁舎＞
7 /21 ～ 8 /26 社会教育主事講習［A］＜上野庁舎＞（社会教育主事講習等規程第２条に定める者を対象）
7 /26 ～ 27 平成17年度生徒指導総合推進会議＜独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター＞
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