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国立教育政策研究所について
 目的
教育政策に関する基礎的な事項の調査・研究を行う、文部科学省に置
かれる研究所
 業務内容

• 先行的な調査研究と政策検証により教育政策の形成に寄与
ー 資質能力を育成する教育課程の在り方に関する研究、教育の効果に関
する調査研究 など

• 国際的な共同研究等への参画
ー OECD/PISA、IEA/TIMSS 等

• 児童生徒の学力等の実態把握
－ 全国学力・学習状況調査の問題作成、結果分析 等

• 研究指定校事業等による実践的研究
• 教育委員会及び学校への援助・助言

ー 指導資料、公開シンポジウム 等



幼児教育研究センターの設置①
 平成２８年４月１日設置

 目的

 海外の幼児教育研究に対する関心の高まり

ーヘックマン、OECD/ECECネットワーク「OECD保育白書」

 国内の幼児教育政策に関する議論の進展

ー教育再生実行会議第５次提言、段階的無償化の議論

国における幼児教育政策研究の体制強化

エビデンスに基づく政策立案の必要性



幼児教育研究センターの設置②

　 　 　 教育課程研究センタ ー

    総務部

　 　 生徒指導・ 進路指導研究センタ ー

    幼児教育研究セン タ ー

    社会教育実践研究センタ ー

    文教施設研究センタ ー

　 　 　 初等中等教育研究部

　 　 　 高等教育研究部

　 　 　 国際研究・ 協力部
所　 　 長 次　 長

　 　 　 生涯学習政策研究部

国立教育政策研究所機構図

　 　 　 研究企画開発部

　 　 　 教育政策・ 評価研究部

 センターの概要

センター長 田口 重憲
総括研究官 掘越 紀香 他６名
事務職員 ２名

上席フェロー
無藤隆 白梅学園大学教授
秋田喜代美 東京大学教授
神長美津子 國學院大學教授

場所
中央合同庁舎第７号館 東館６階



幼児教育研究センターの設置③

幼児教育に関する
調査研究

研究成果の

普及

研究ネットワーク
の構築

国内の調査研究拠点としての役割
～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報告～

大学
国際機関
地方公共団体
幼稚園・こども園
保育所・関係省庁等

シンポジウム
セミナー
HP 等

プロジェクト研究
（幼小接続、幼児教育の質等）
国際調査



「幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けて」
（報告書）（平成28年3月）より①
 ２．国の調査研究拠点が果たす役割

 国の政策課題を踏まえつつ、政策形成に密接に関連した研究
（政策形成過程で必要となる基礎的データの収集・分析や政策効果に関する研究）

 長期的・安定的な研究

 大学や地方公共団体等、他の機関と連携・協力

 国内外の研究動向や研究成果等を収集、整理し、国内の

関係者に発信

 国際的な研究ネットワークや国際調査等に参画



「幼児教育に関する調査研究拠点の整備に向けて」
（報告書）(28年3月）より②
 ４．（２）関係機関との連携、ネットワーク

 大学や地方公共団体、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・強みを生かしつつ、研究ネットワークを構築

 地方公共団体とのネットワークをより強化

「幼児教育センター」「幼児教育アドバイザー」等の取組と、国の調査研究
拠点との研究が相まって、我が国の幼児教育の振興に

 幼稚園等現場との緊密な連携の下で調査研究

 研究成果の普及のため、調査研究の経過や成果をHPに掲載

 ネットワークを通じて収集した研究成果や先進事例を情報提供



当面の活動予定①
１．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」（H27～28）

「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」
（H27～28）

「教育の効果に関する研究」（H27～29）の国内縦断調査

２．OECD国際調査（Starting Strong Survey）の実施準備

３．公開シンポジウム（平成29年1月）

４．センターHPの設置・充実 ５．その他（ネットワーク活動）



当面の活動予定②～プロジェクト研究
１－１．プロジェクト研究「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育
の質に関する研究」（平27～28年度）
 全国で作成されている幼小接続期のカリキュラムの実態分析
 幼小接続期「育ち・学びを支える力」を捉える手法の検討

(協力園で調査）
 幼児教育の質を捉える評価指標の検討（協力園で調査）

１－２．プロジェクト研究「非認知的（社会情緒的）能力の発達
と科学的検討手法についての研究」（H27～28）
 乳児期、幼児期、児童期、青年期のそれぞれにおける特徴的

な非認知能力（社会情緒的能力）の発達プロセスを提示
 乳児、幼児、児童生徒の社会情緒的コンピテンスを測定



当面の活動予定③～プロジェクト研究
１－３．プロジェクト研究「教育の効果に関する研究」

（平成27～29年度）の一環としての、国内縦断調査（試行）
 教育効果の測定に不可欠な縦断調査の実行可能性を検証
 全国的な縦断調査の試行
 H28年度

→３歳児の保護者を対象にした質問紙調査
（子供の発達状況、家庭背景など）

 H29年度
→H28年度の調査対象者（４歳児の保護者）を追跡調査
幼稚園等を対象にした質問紙調査（教育の質の測定）



当面の活動予定④～OECD国際調査
２．OECD国際調査（Starting Strong Survey:3S）の準備

 OECDで幼児教育施設の教員等に関する国際調査を新たに実施

（2018年本調査）

 幼児教育版TALIS

＜参考＞TALIS（国際教員指導環境調査）2013 調査結果から
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当面の活動予定⑤～OECD国際調査
 調査の目的

幼児教育の環境、特にプロセスの質に影響を与える要因に

ついて、国際比較可能なデータを収集 → 各国の政策への示唆

 参加国（予定）
日本を含め15か国程度

 調査対象（予定）
・全国の国公私立の幼稚園・認可保育所・認定こども園から

180園程度（無作為抽出）
・抽出された園の園長と保育者

 調査手法
質問紙調査（園への直接郵送・直接回収）



当面の活動予定⑥～OECD国際調査
 調査内容

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 など

 実施スケジュール

平成28年 10月 パイロット調査
平成29年 ５～６月 予備調査（20園）
平成30年 ３～５月 本調査 （180園）

国際比較するためには回収率が国際基準を満たすことが必要

※OECDでは、幼児の学びについても、新たな国際調査を検討



当面の活動予定⑦～センターHPの開設・充実
 幼児教育研究センターのHPを開設

http://www.nier.go.jp/youji_kyouiku_kenkyuu_center/y_index.html

 研究情報の集約と発信に活用
 HPでの掲載情報
・センターの取組の発信

→ プロジェクト研究、公開シンポジウム
・研究情報

→ 国研報告書、国立幼稚園紀要、接続カリキュラム、行政情報
 地方公共団体からの情報提供に御協力を

→ 例）先進事例、調査データ、イベント情報など
（特に、幼児教育センター、幼児教育アドバイザーの取組）



当面の活動予定⑧～センター発足記念シンポジウム

 日時、場所
平成２９年１月１６日（月） １３時～
文部科学省 ３階講堂

 テーマ（案）
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周年を迎えるにあたって ～

 登壇者（予定）
東京大学 秋田 喜代美 教授 （センター 上席フェロー）
白梅学園大学 無藤 隆 教授 （センター 上席フェロー）
大学研究者、幼稚園等関係者、文部科学省、国立教育政策研究所
など



当面の活動予定⑨～その他（ネットワーク活動）
 地方公共団体や幼稚園等との研究ネットワーク構築が重要

 特に、幼児教育センターや幼児教育アドバイザーを設置する
地方公共団体との連携

 研究交流会、研究セミナー
→ セミナーの共催、講師派遣への協力

国研
幼児教育研究センター

地方公共団体

内外の研究成果の普及
助言、援助

研究交流

調査研究への協力
実践事例の提供

大学

大学

国際機
関等

民間シン
クタンク

幼稚園、こども園、
保育所等



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」進捗状況
 プロジェクト研究の概要
 （参考）幼小接続に関する背景
 （参考）保幼小連携・幼小接続の段階
 幼小接続期カリキュラム全国自治体の分析

• 幼小接続期カリキュラムとは
• 分析結果
• 幼小接続期カリキュラムの具体例
• 考察

 幼小接続期カリキュラム分析以外の進捗状況



プロジェクト研究の概要

１．幼小接続期（主に5歳児後半から1年生前半）を取り上げ，
全国の幼小接続期カリキュラムの実態を分析し，幼小接続期の
育ち・学びを支える力を捉える手法を検討する。

 ２．幼児期の教育・保育の質を捉えるための評価指標を検討し，
園内研修の場で活用することを目指す。

 岩立京子（東京学芸大学），埋橋玲子（同志社女子大学），
佐々木晃（鳴門教育大学附属幼稚園），益田正子（横浜市立
鶴見小学校）等，文部科学省，国研の23名。

27-28年度の2か年。28年度末に報告書発行予定。

目的

研究メンバー

スケジュール



参考）幼小接続に関する背景
2005年 国立教育政策研究所教育課程研究センター『幼児期から児童期への教育』

幼児期は小学校以降の生活や学習の基盤を作る「芽生えの時期」
2008年 「幼稚園教育要領｣｢保育所保育指針」改訂改定，｢小学校学習指導要領｣改訂
2010年 「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」

教育の連続性・一貫性，教育の目標「学びの基礎力の育成」，
「学びの芽生えの時期」から「自覚的な学びの時期」への円滑な移行が重要

2014年 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」策定
「連携を通じた質の向上を図る」

2014年 中央教育審議会「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」
審議事項「子供の発達の早期化をめぐる現象や指摘及び幼児教育の特性等を
踏まえ，幼児教育と小学校教育をより円滑に接続させていくためには，どの
ような見直しが必要か」

2015年 国立教育政策研究所教育課程研究センター「スタートカリキュラム スタートブック」
2015年 子ども・子育て支援新制度施行
2015年 中央教育審議会教育課程企画特別部会「論点整理」

→幼小接続の重視 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿



参考）保幼小連携・幼小接続の段階
ステップ０：連携の予定・計画がまだ無い
ステップ１：連携・接続に着手したいがまだ検討中。
ステップ２：年数回の授業，行事，研究会などの交流

接続を見通した教育課程の編成・実施は未実施。
ステップ３：授業，行事，研究会

などの交流の充実。接続を見通した
教育課程の編成・実施。

ステップ４：接続を見通して編成・
実施された教育課程を，実践結果
を踏まえ，更なる検討。
ステップ2が最も多い，
ステップ0・1：微減，ステップ2：減，
ステップ3：増，ステップ4：微増

ステップ０

9.6%（168）

ステップ１

7.8%（136）

ステップ２
59.6%

（1,038）

ステップ３
17.0%
（296）

ステップ４

4.5%（79）

平成26年度幼児教育実態調査

参考）平成24年度
幼児教育実態調査



幼小接続期カリキュラム 全国実態分析

●目的：全国的に増加する幼小接続期カリキュラムについて，その実態や傾向を
把握し，より適切に構成された接続期カリキュラムの特徴を分析する。

●対象：都道府県または市区町村で作成した「保幼小接続に関する資料」（指導資料，
ガイドブック，事例集，パンフレットなど）のうち，接続期カリキュラム（アプローチ
カリキュラム，スタートカリキュラム）に関する資料。

平成20-23年度：51自治体，平成24-27年度：96自治体

●分析方法：文部科学省において，平成24，26，27年の幼稚園担当指導主事・担当者

会議の際に依頼して収集した自治体の提出資料（任意）のうち，接続期カリキュラム
に関する資料を抽出し，発行年度により平成20-23年度分と平成24-27年度分に分けた。
その後，各自治体ごとに，カリキュラムの体裁，柱立て，アプローチ開始時期，
スタート終了時期，交流連携の位置づけ，関連事例の有無，交流指導案の有無，
環境構成・教材・援助・指導の工夫，家庭との連携，特別支援，カリキュラム作成者
の項目を分類して検討した。



アプローチカリキュラム：
就学前の幼児が円滑に小学校の生活や学習へ適応できるようにする
とともに，幼児期の学びが小学校の生活や学習で生かされてつなが
るように工夫された5歳児のカリキュラム。

スタートカリキュラム：
幼児期の育ちや学びを踏まえて，小学校の授業を中心とした学習へ
うまくつなげるため，小学校入学後に実施される合科的・関連的
カリキュラム。

幼小接続期カリキュラムとは



分析結果 幼小接続期カリキュラムの全体と形態
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分析結果 カリキュラムの柱立て

62.7
%
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接続期カリキュラムの具体例
① 品川区：ジョイント期に育てたい力
生活する力：環境の変化に適応する力，身辺自立生活習慣に関する力

①保育室･教室環境 ②一日の生活時程 ③身の回りの始末 ④食事･排泄
かかわる力：様々な人と関わり合いながら自己を発揮し，共に生活をつくりだす力

⑤規範意識 ⑥聞く・話す・伝え合う
⑦友達との関係づくり ⑧学級の一員としての担任との関係

学ぶ力 ：学習の基礎となる興味関心や学習意欲，能力などを育てていくための環境構成や指導の工夫
⑨学びの芽生え ⑩運動・表現

② 横浜市：接続期に重要な視点
主体性：子ども一人一人が対象に対し自らかかわり，遊びや学びを自らつくり出そうとする
志向性：目的を持って遊びや活動，学習に向かったり，子ども自身が持つ願いを実現しよう

としたりする，自ら学ぶ力
かかわる力：対象と関係性を持つ力



③港区：みなときっずなび小学校入学前教育カリキュラム

アプローチ スタート

3つの力
生活する力
発見・考え・
表現する力
かかわる力

https://www.city.minato.tokyo.jp/shidoushien/documents/curruculum.pdf



④埼玉県草加市：幼保小接続期プログラム
幼児期の教育と小学校教育とのつながり事例

3つの力
生活する力
人とかかわる力
自ら学ぶ力

http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s2120/a10/join_lock.pdf



考察 接続期カリキュラムとして適切に構成されている特徴
 目指す子供の姿，育てたい力が明確。強調したい視点が明確。

 柱立てやより詳細な視点がアプローチとスタートの両方に位置づく。
→ つながり（接続）が見える。すり合わせがされている。

 カリキュラムに，交流連携計画，環境構成や授業の工夫，援助･支援や
指導の工夫・配慮，家庭との連携，特別支援(別冊を含む)が位置づく。

 実践事例・実践例が，柱立てに沿って考察され，事例の中で幼保小の
つながりを示す工夫がなされている。

e.g. 事例での幼小のつながりを示す欄の設定，
柱に沿って幼小の事例・単元のつながりを分かりやすく紹介



その他の進捗状況

 幼小接続期の「育ち・学びを支える力」を捉える指標（案）を作成。
就学前に5園の年長児の育ち・学びを支える力等について，園の担任と
保護者へアンケート調査を試行的に実施。

 28年度は同じ対象児とクラスの児童について，入学先の小学校で，
1年生の育ち・学びを支える力等を，担任と保護者にアンケート調査
を実施予定。

 海外の幼児教育の質の評価指標ECERS3（保育環境評価スケール），
SSTEW（保育プロセスの質評価スケール）等を整理し，日本の幼児
教育の質を捉えるために，その評価指標による評定を5園で実施。

 幼児教育の質を捉えるための評価指標（案）の一部を検討し，
園内研修等での活用を目指す。

 幼小接続期の「育ち・学びを支える力」

 幼児教育の質の評価指標



センターとの連携・協力のお問合せは
以下の連絡先まで

幼児教育研究センター

http://www.nier.go.jp/youji_kyouiku_kenkyuu_center/
y_index.html

Tel：03-6733-6752
E-mail：youji@nier.go.jp
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