
学力の把握に関する研究指定校事業 （全国的かつ総合的な

学力調査の実施に係る研究指定校事業）実施要項

平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日

国立教育政策研究所長決定

1　 趣　旨

　　学習指導要領に定める目標等の実現状況等について実践的な調査研究を行い，学校における評

価の改善に資す る。

2　 研究指定校事業の委嘱

（１）都道府県教育委員会，都道府県知事又は附属学校を置 く国立大学法人学長は，都道府県教育

　　委員会にあっては域内又は所管の学校，都道府県知事にあっては所轄の学校，附属学校 を置く

　　国立大学法人学長にあっては所管の学校のうち，全国的かつ総合的な学力調査の実施に係 る研

　　究指定校 （以下 「研究指定校」 という。）による研究の希望がある場合には，適切な学校 を選

　　定し，別紙様式により，国立教育政策研究所に提出するもの とする。

（２）国立教育政策研究所は,上 記 （１）により提出のあった内容を審査 し，本事業の委嘱が適当

　　と認めた場合，別途定める実施計画書の提出を求める。

（３）国立教育政策研究所は，上記 （２）により提出のあった実施計画書が適切であると認めた場

　　合，公立学校にあつては当該都道府県教育委員会，私立学校にあっては当該学校の設置者，国

　　立大学法人附属学校にあっては当該国立大学法人学長 （以下「都道府県教育委員会等」とい う。）

　　に調査研究を委嘱する。

３　 研究期間

　　研究期間は，幼稚園，小学校，中学校，高等学校 ともに原則 として2か 年とする。

４　 指定校数

　　　１１０校程度 とする。

５　 研究主題

　　研究指定校は，国立教育政策研究所が設定 した以下の研究主題に関し，研究を行 うもの とする。

（１）学習指導要領に定める目標等の実現状況の把握に関する研究 （小 ・中 ・高）

　　　学習指導要領に定める目標が，児童生徒にどの程度実現 しているかについて調査 し，今後の

　　改善のために必要なデータの収集等を行 う。研究に当たっては，小学校 については原則 として

　　1教 科 とする。

　　 研究対象教科は次のとお り。

　 ①小学校 ：国語，社会，算数，理科，生活，音楽，図画工作，家庭，体育の ９教科

　 ②中学校 ：国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術 ・家庭，外国語の９教科

　 ③高等学校 ：普通教科について，国語，地理歴史，公民，数学，理科，保健体育，芸術，外国

　　　　　　　 語，家庭，情報の １０教科

　　　　　　　 専門教科について，農業，工業，商業，水産，家庭，看護，情報，福祉の ８教科

　　　なお，高等学校については，当該校における科 目の開設状況を踏まえて，研究期間中に研究

　 対象教科 ・科 目の変更を依頼する場合がある（例 ：家庭や情報のように開設科 目数が少ない場

　 合など）。
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（２）幼稚園教育要領に定めるね らいの実現状況の把握に関する調査研究 （幼）

　　　幼稚園教育要領に定めるね らいの実現状況を調査 し，今後の改善のための必要なデータの収

　　集等を行 う。

６　 研究指定校の運営等

（１）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，国立教育政策研究所 と密接な連絡をとり，その援助

　　と助言を受けて調査研究を行 うものとする。

（２）国立教育政策研究所は，研究の円滑な実施に資するため，連絡 協議会並びに研究協議会を開

　　催す る。なお，研究協議会は成果の普及のために公開 とすることも検討する。

７　 報告書等の提出

（１）研究指定校は，校内の研究体制を整備 し，計画的，継続的に研究を進めるために，各年度の

　　初めに実施計画書を，各年度の終わ りに研究成果報告書を都道府県教育委員会等に提出す るも

　　のとする。

（２）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，研究指定校の実施計画書及び研究成果報告書をとり

　　まとめ，都道府県教育委員会及び国立大学法人学長においては直接，私立学校の設置者 におい

　　ては当該都道府県知事を経由して，国立教育政策研究所に提出するものとする。

　　　なお，研究成果報告書については，第1年 次の終了時に中間報告書を，研究の終了時に最終

　　の報告書を提出す るものとし，これ らの様式，その他必要な事項については，国立教育政策研

　　究所から別途連絡するものとする。

８　 成果の普及

（１）研究成果報告書については，国立教育政策研究所においてその集録を編集 し，書籍，インタ

　　ーネ ッ ト及びその他の媒体によ り公表することができるものとする。

（２）研究指定校においては，研究成果のうち，調査研究の過程で得た評価方法の改善な ど，教員

　　の指導力の向上に資す る内容について，地域や学校の実態に応 じて，成果発表会，公開授業，

　　研修会等の開催，インターネ ットによる情報提供などの取組を実施す ることにより，本事業の

　　成果を他校 と共有 し成果の普及を図るよう，積極的な情報提供を行 うものとする。

９　 経費

（１）国立教育政策研究所は，予算の範囲内で，各年度毎に研究に必要な所要額を都道府県教育委

　　員会等からの請求に基づいて支払 うものとする。

（２）委嘱金の支払いの対象となる経費及び各経費項 目への配分額は，実施計画書のとお りとし，

　　変更す る場合はあらかじめ国立教育政策研究所に報告 し，その指示を受けるものとする。ただ

　　し，各経費項 目における配分額の変更増減が委嘱金額の ２０％以内，もしくは，5万 円以内の

　　場合には， この限りでない。

（３）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，各年度終了後速やかに別途定める収支精算書を，都

　　道府県教育委員会及び国立大学法入学長においては直接，私立学校の設置者においては当該都

　　道府県知事を経由して，国立教育政策研究所に提出するもの とする。

10　その他

　　国立教育政策研究所は,必 要に応 じて，研究の実施状況及び経費の処理状況について実態調査

　を行 う。
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平成 １８ ・１９年度学力の把握に関する研究指定校事業　　（全国的かつ総合的な

学力調査の実施に係る研究指定校事業）の研究指定校 （高等学校）における調査

研究の進め方について

　各研究指 定校 におい ては，学習指導要領 に定 める各教科 ・科 目の 目標 の実現状況 につ いて，

特 に指導上 の課題 となって い る分野 （領域 ）や 内容項 目等 に焦点 をあてて，その実現状況 を把

握す るた めに，下記 に よ り調 査を行 うもの とす る。

　なお，同一教科 ・科 目の研究指定校 は，互いに連携 しつつ調査研 究を行 う。

記

１　 調査研究の実施科目，調査対象の範囲

（１）調査研究の実施教科 ・科 目については，高等学校学習指導要領に定める教科 ・科 目につい

　　て調査を行 うものとす る。

（２）本事業においては，特に，指導上課題 となっていると考えられ る,分 野 （領域），内容項 目，

　　単元 （題材），または 「関心 ・意欲 ・態度」などの評価の観点などに焦点化 して,生 徒の実現

　　状況について分析 ・考察を行 うこととする。 （ただし,研 究指定校において特に希望す る場合

　　には，学習指導要領に示す教科 ・科 目の内容を網羅的に調査することも可 とする。）
（3）調査を行 う具体的な領域，内容項 目等については，本研究所 と研究指定校において協議の

　　上，設定す る。

２　評価規準の作成

（１）平成 １６年 ３月に本センターか ら公表 した 「評価規準,評 価方法の工夫改善のための参考

　　資料」においては，学習指導要領に示す各教科 ・科 目の領域や 内容項 目等 を 「内容のまとま

　　り」 として，それ らごとに 「内容のまとま りごとの評価規準」を設定 している。

（２）各指定校においては， この 「内容のまとま りごとの評価規準」を参考に， 自校の指導計画

　　に基づき，「単元 （題材）の評価規準」を作成する。
（３）さらに，単元 （題材）の中での具体的な学習活動についての評価規準 （参考資料で示す 「学

　　習活動における具体の評価規準）」を作成する。

　　　上記 （２）及び （３）の評価規準は，「おおむね満足できる」状況について設定する。なお,

　　 「十分満足できる」状況についても，研究指定校内において共通理解 を図る。

３　 評価方法の設定

　　各研究指定校においては，学習活動の特質や評価の場面に応 じ，生徒の学習の実現状況を的

確に把握できる評価方法を設定する。

４　調査研究の実施

（１）生徒の各教科 ・科 目の目標の実現状況の把握

　　　単元 （題材）において,作 成 した評価規準及び設定 した評価方法に基づき,「十分満足でき
　　る」状況 （Ａ）， 「おおむね満足できる」状況 （Ｂ）及び 「努力を要する」状況 （Ｃ）のいず

　　れかを評価 し，生徒の実現状況を把握す る。

（２）生徒の各教科 ・科 目の目標の実現状況の分析 ・考察

　　　上記 （１）により，単元 （題材）ごとに把握 した生徒の実現状況について分析 ・考察を行
　　う。

５　調査研究に当たっての留意点

（１）各指定校においては，調査対象学年，分野 （領域），内容項 目，単元 （題材），評価の観点，

　 調査方法等について担当調査官 と密接に連絡をとって調査研究を行 うこととする。

（２）校内における評価規準 ・評価方法等及び本調査研究についての共通理解，教員間における

　 調査研究の役割分担など，調査研究体制を整備 し，調査研究を行 うこととする。

６　 報告書の作成 ・提出

　 別に定める様式により作成する。この他に，各教科 ・科 目で別に様式を指示する場合もある。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参考）

　　　　　　学力の把握に関する研究指定校事業
　 一全国的かつ総合的な学力調査の実施に係る研究指定校事業一

（研究のねらい）

　 各教科の指導上の課題となっている領域や内容項目等について焦点をあて，

児童生徒の学習の実現状況を把握 し，評価方法の工夫改善を図る。

（研究の流れ）
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