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序　　 文

「国立教育研究所」は，（旧）文部省設置法の施行に基づき，昭和 24年

6月に創設され，本年で 70周年を迎えた。

この 70年間，本研究所は，日高初代所長の主張された，その研究の目

的において実践的・実際的，その研究の方法において学問的・科学的であ

るべしという基本的理念を一貫して保持しつつ，基礎的な研究調査に鋭意

取り組むとともに，それぞれの時代の様々な課題に対応するべく，迅速か

つ臨機応変に多くの調査研究や事業に取り組んできた。

近年における特筆すべき出来事としては，平成 13年 1月の中央省庁等

改革による旧文部省と旧科学技術庁との統合による文部科学省の発足に伴

う「国立教育政策研究所」への改組・再編が挙げられる。これは，従来の

個別領域ごとの研究室制を廃止し，研究部ごとに大きく括ることによって，

教育行政上の諸課題により適切に対応していくとともに，教育に関する政

策の企画立案及び推進に資するための研究機関，国のシンクタンクとして

の役割・性格を一層強化したものである。また，平成 20年 1月には，都

内 3か所に分散されていた庁舎のうち，目黒及び丸の内の庁舎を，霞が関

の中央合同庁舎第 7号館に移転・統合し，文部科学省本省との密接な連携

がより強化されている。

本書の作成に当たっては，これまでに刊行された本研究所の記念誌に続

くものとして，『国立教育政策研究所の 60年』の体裁と内容構成を引き継

いでいる。発足から 60周年までの歩みを「第 1部 国立教育政策研究所の

沿革」として俯
ふかん

瞰するとともに，「第 2部 この 10年の研究所の動き」と

して最近の動向を記載し，特に後者に重点を置く内容とした。

最近の 10年間は，国際共同研究室や幼児教育研究センターの設置等，
教育に係る諸課題に対応した組織改編を行い，体制の充実を図ってき
たところであり，PISA調査などの国際共同研究・調査や全国学力・学
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習状況調査の実施など，教育政策の企画立案に貢献するとともに，社
会的にも関心の高い各種の取組を実施してきている。また，東日本大
震災への対応など社会情勢の動きに応じた取組にも力を注いでいる。
特に，近年では，政府全体として EBPM（客観的な根拠に基づく政
策立案）推進の動きがあり，本研究所としても，文部科学省本省の行
う教育政策の企画立案に資するため，プロジェクト研究の在り方の改
善等の取組を開始したところである。
本書は，これらのことをつぶさに記載し，先達の尽力によって構築さ
れた本研究所の足跡をたどったものである。
今後とも，社会構造の変革に伴い，教育を取り巻く環境も大きく変化
していくことが予想されるが，その方向や内容を見通すことは難しく，
本研究所においては幅広い視野と柔軟な姿勢をもって，教育政策の形
成に資する研究や調査を着実に進めていかなければならない。
本書が，今後の本研究所の確かな歩みに貢献し，もって我が国の教育
の発展にいささかなりとも資することができれば，誠に幸甚である。

令和元年 6月

国立教育政策研究所長
常 　盤　　　豊
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第 1部

国立教育政策研究所の沿革
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本部においては，昭和 24年 6月 1日，文部省設置法（昭和 24年法
律第 146号）の施行に伴い，その前身である教育研修所を継承・改編
して国立教育研究所が設置された以後の約 60年間について記述する。
具体的には 24年の発足以来，平成 13年 1月 6日に，行政改革の一環
として組織・機構の再編が行われ国立教育政策研究所として新たに発
足し，更に 20年 1月 4日に，目黒から新庁舎（中央合同庁舎第 7号館：
霞ヶ関）に移転し，同年 3月末に至るまでの本研究所の沿革を，5つの
時期に区分して概説することとする。
なお，平成 11年度から 20年度までの時期は，国立教育研究所から
国立教育政策研究所としての出発や目黒から霞が関への移転等という
大きな節目があるので，詳細については，本書の前身に該当する『国
立教育政策研究所の 60年』の「第 2部 この 10年の研究所の動き（平
成 11～ 20年度）」の「第 1章 国立教育政策研究所としての出発と霞が
関への移転」を参照願う。

1. 研究所発足の頃（昭和 24～ 31年度）
(1)　発足当初の法制と組織

ア． 国立教育研究所の新発足

昭和 24年 6月 1日，その前身である教育研修所を引き継ぎ，品川区
上大崎に国立教育研究所が発足した。同日施行の文部省設置法による
設置であり，「教育に関する実際的，基礎的研究調査を行う機関」と規
定された。
研究所は，文部大臣の所轄の下に置かれる機関である。文部省の権
限のうち国立教育研究所に直接関わる事項としては，文部省設置法第 5

条に「国庫支出金によって支持される研究の計画及びその経費の見積を
提出させること」及び「教育に関する調査研究を行う機関に対し，協
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力し，又は必要がある場合調査研究を委託すること」が掲げられた。
研究所には，管理運営の重要事項につき所長に助言をする「評議員会」
が置かれた。また，文部省組織規程（昭和 24年文部省令第 21号）により，
研究所に関する事務は大学学術局学術課が処理することとされた。
イ．研究所の組織と運営

初代研究所長には，文部省学校教育局長として教育研究所の創設に尽
力した日高第四郎・元第一高等学校教頭（後に文部事務次官）が就任した。
評議員会についての詳細は文部省所轄機関評議員会令（昭和 24年政
令第 274号）に委ねられ，本政令により第 1期の評議員 15人が同年 10

月 15日付けで任命された。会長に天野貞祐（前第一高等学校長），副
会長に有光次郎（元文部事務次官）が互選された。
新しい組織は，庶務，研究調査，指導普及，資料の 4部で発足した。
これは文部省所轄機関組織規程（昭和 24文部省令第 30号）によって
定められ，同年 6月 1日にさかのぼって適用された。
職員定数は，文部省職員定数規程（昭和 24年文部省令第 33号）によっ
て 67人と定められ，同年 6月 1日から適用された。
文部省設置法附則第 2項但書においては，「従前の機関及び職員は，
この法律に基づく相当の機関及び職員となり，同一性をもって存続す
るものとする」と規定された。国立教育研究所も，教育研修所とその
職員が「同一性」を持って移行したということであり，日常の業務は
そのまま継続されていた。
(2)　国立教育研究所初期の研究所体制

ア．研究所の性格

日高所長は，研究所の発足に当たって国立教育研究所における教育の
調査研究が，大学での教育研究や文部省における調査研究とは異なる
性格を持つ所以を次のように述べていた。
「国立教育研究所はその目的が文教政策ないし文部行政に直接連関し
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ているという意味において例外として文部省直轄の研究所となってい
るのである。大学における研究は，学問の自由の原則から〔中略〕純
粋に研究のための研究をなし，単なる学的興味あるいは，理論的関心
に導かれることも許されるべきであろう。しかるにこの研究所は，い
わば「教育行政の心臓」として政策の実施や行政の遂行を学問的見地
から浄化すべき機能を果たさなければならない。この研究はかくのご
とく政策の実施，行政の遂行，したがってまた教育そのものの純化改
善に奉仕するという実践的目的に明らかに制約されるとともに，他面
においては，この目的の実現には，学問的研究力が充実されその研究
はあくまで科学的でなければならない。この後の点において，この研
究所は文部省の調査普及局と密接な関係に立ちながら，両者と区別さ
れるべき独自の性格を持つものと言えるであろう。」
すなわち，実践的・実際的目的を持つ研究であることと，調査研究の
方法において学問的・科学的であることとにおいて，大学及び文部省
とは相対的に独自な教育研究を行うこととしている。
イ．発足時の研究調査活動

予算は，昭和 24年度予算成立後の研究所創設であったため，初年度は

教育研修所予算のままであった。23年度の 442万円から 835万 7千円に

増額されてはいたが，人件費に比べて事業費が少なく，研究調査費も 39

万 6千円の計上であった。そのため発足初年度は，科学研究費交付金（11

研究課題，45万 5千円）に依存した。刊行費もないので『国立教育研究

所紀要』第 1集は民間出版社（清水書院）から刊行された（25年 3月）。

昭和 25年度は，前年度予算の 30倍以上の研究調査費 1,578万 6千円を

含めた大きな概算要求を行い，その結果，総額 1,243万円（内研究調査費

111万 8千円）が認められた。査定では教官研究費と紀要刊行費等の費目

も新たに認められた。
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(3)　昭和 20 年代後半以降の研究所の組織

ア．2 代目所長への交代と組織の整理
日高所長が昭和 26年 3月 22日文部事務次官に就任した。翌月，村上俊

亮研究調査部長が所長事務代理となり，翌年 1月 22日に第 2代所長に就

任した。

昭和 27年 4月 24日，組織規程を改めて「臨時青少年教育部」を設置し

た。これは CIE（Civil Information and Educational Section：民間情報教育局）

教育課が各都道府県においた青少年顧問を指導する事業を文部省が引き継

いだためであるが，翌年 5月に廃止された。

また，附属幼稚園は昭和 26年 8月に私立・白金幼稚園となり，翌月落

成した港区芝白金台の新園舎で再出発した。品川区立中学校の分教場で

あった実験特殊学級は 24年度末をもって東京都へ移管され，新設の都立

青鳥中学校に統合された。小金井の実験農場も 27年 8月に廃止し，研究

協力学校も，26年度にすべて廃止された。宮内省から借用していた「教

育自然園」は，その後文部省の管下に入り，24年 7月に国立自然教育園

となった。

イ．研究所をめぐる法制の整備

組織に関わる法制の整備として，昭和 27年の文部省設置法の一部改正

（昭和 27年法律第 271号）により，文部省の研究機関等に対する権限とし

て，「その運営に関して指導と助言を与えること」「研究活動について連絡

し，及び援助すること」などが追加された。

翌 28年 1月 13日には，文部省設置法施行規則（昭和 28年文部省令第 2号）

が制定され，従来の組織規程と置き換えられた。同規則第 32条から第 39条

が国立教育研究所関係で，第 32条「国立教育研究所に所長を置く」，第 38条「所

長の定めるところにより，必要な研究室又は室を置く」等が注目される。

昭和 26年の教育公務員特例法の一部改正（昭和 26年法律第 241号）と

その施行令（昭和 26年政令第 219号）により，所轄機関の文部教官にも「選
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考採用」「休職期間」「研修」「兼業」などの規定が準用された。

(4)　創設期の研究所の活動の実際

ア．研究活動

創設期の国立教育研究所においては，「ローマ字教育実験調査」など，

教育研修所時代のプロジェクトを引き継いだ。前述したとおり，創設初年

度は研究費が少なく，科学研究費交付金に大きく依存した。昭和 24年度

の 11研究課題の中には，「日本語の語彙調査」，「我が国教科書による教育

の変遷と諸外国における教科書との比較研究」，「教育関係図書全国的所在

調査，教育関係図書所在目録編輯」などがあった。

昭和 25年度には「小，中学校教育課程の実態調査」，「小，中学校の学

科課程と学習施設の研究」，「入学者選抜方法の研究」の研究調査費 111万

8千円が認められた。

イ．研究以外の事業活動

（ア）　指導普及部の事業

研修事業からは撤退したが，教育委員会等が教職員を長期にわたって研

修させるいわゆる内地留学制度等の研修生の受入れの要望が寄せられ，昭

和 24～ 25年度はそれぞれ 20件以上に対応した。

研究成果の公表では，『紀要』が第 4集（昭和 27年度）以降は，自前の

発行となった。特定主題についてのモノグラフ的な紀要のほかに，「研究

活動の過程を世に問う」趣旨で，『国立教育研究所所報』が 25年 8月に創

刊された。「所報」は，研究所の広報も兼ねながら，論説・研究に関わる

報告・資料・余録・情報・文献解題なども載せる読み物として隔月刊の計

画で始まった（33年 3月の第 42号で廃刊）。

（イ）　附属教育図書館の活動

昭和 25年 8月の組織改正によって附属教育図書館が設置され，同月所

長裁定による「国立教育研究所附属教育図書館閲覧規則」を定めた。独自

の事業としては，科学研究費交付金を受けた全国の教育図書所在調査の成
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果をまとめた図書目録の編集・発行を行っていた。その第 1集『明治以降

教育文献総合目録』（25年 9月刊），第 2集『地方教育資料総合目録』（29

年 2月刊）は，現在に至るまで有力な書誌として活用されている。

教育図書館の蔵書は，国民精神文化研究所の蔵書を引き継いだおよそ 7

万 5千冊と，研修所時代のもの，それに昭和 25年 3月に国立国会図書館

上野分館より移管を受けた明治以降から終戦までの教科書約 5万冊などが

核となっている。27年には，講和条約の発効によって CIEが廃止された

際に，その所蔵する「教育課程文庫」3,000冊の寄贈を受けた。

また，昭和 25年以来，文部省の研究成果刊行費補助金によって刊行され

た図書が，文部省を介して収蔵されるようになり，蔵書が更に充実するこ

ととなった。各地の教育研究所等からの寄贈で研究紀要，資料類の集積が

図られた。

2.　研究体制の整備（昭和 32～ 46年度）
(1)　研究室制と研究官制の確立（昭和 32 ～ 37 年度）

昭和 31年 10月，村上俊亮所長が東京学芸大学長に転出し，翌月 20日

第 3代所長に教育刷新委員会の事務局を担った経験を持つ関口隆克（当時

指導普及部長）が任命された。新所長のもと，研究室制及び研究官制とい

う，研究所の根幹をなす仕組みが整った。

ア．各部の組織と研究室制の構築

（ア）　研究調査部の改組と 8 研究室の創設

研究室を設けることの法的根拠は，既に述べたように，文部省設置法施

行規則によって確立されていた。それを受けて，昭和 32年 4月 1日，所

長裁定によって「研究室設置に関する規程」が定められ，研究調査部の 8

研究室（教育内容第一～第四，教育方法第一～第二，教育制度第一～第二）

及び指導普及部の 2室（企画，指導）が置かれた。これは，各研究室の実
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情に即した任務の明確化であった。

（イ）　他の各部組織の状況

上記以外では，庶務部の庶務・会計の 2課がそれぞれ 2係に分けられた。

昭和 32年 9月 27日刊行委員会が設置され，研究所の刊行業務を遂行す

る体制が作られた。附属教育図書館では，初代館長が同年 5月に着任し，

8月 1日の所長裁定によって附属図書館運営委員会が発足した。

イ．研究体制の整備と研究官制の創始

（ア）　教官職の選考と給与

関口新所長のもとでは，教官等の選考に関する規程などが整備された。

この時期に所内で作られた規程には，「教官選考規程」（昭和 33年 4月

1日所長裁定）や，その際の教官資格審査基準である「暫定教官資格審査

基準表」（同日所長裁定），補助研究員の選考のための「補助研究員選考規

程」（同年 6月 1日所長裁定），翌年定められた主任研究官の選考のための

「主任研究官任命に関する内規」（34年 10月 1日所長裁定）などがある。

昭和 32年 6月 1日には，一般職の職員の給与に関する法律の一部改正（昭

和 32年法律第 154号）があり，「研究職俸給表」が新設され，この俸給表

と国立大学教官に適用される「教育職俸給表（一）」との比較において不

均衡が生じた。このため，所轄研究所の室長以上の研究員には特別調整額

（管理職手当）が支給されることになり，それ以外の研究員には「超過勤

務手当」が予算化されたので，不均衡の是正が図られることとなった。

（イ）　研究費の状況

研究所になって以来，研究費は課題ごとの「研究調査費」と教官個人に

配分される「教官研究費」の 2本立てであったが，昭和 38年度からは「一

般研究費」として統合された。

教官の旅費は，昭和 36年度以降学会出席旅費が予算化され，研究所と

しても「学会出席旅費支給に関する内規」を定めた。
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ウ．個別の研究・事業活動の推進

（ア）　研究調査部の各研究室の研究活動

a. 教育内容研究室関係

「学力水準調査」の最終報告書を昭和34年3月に刊行し，それと前後して，

①児童生徒の学習経験・学習過程，プログラム学習，②中等教育における

産業技術教育，③理数の学習効果・学力と教育条件，④青少年教育，に関

する諸研究を行った。

b. 教育方法研究室関係

①学習効果の測定評価，②児童生徒の精神発達段階，③大学入学者選抜

法，に関する諸研究を行った。

c. 教育制度研究室関係

①教員養成制度の実態，②地方教育行政の実態，などに関する集中的な

研究成果を発表した。国際比較研究も進められて，行財政制度・高等教育・

中等教育について成果が報告された。

d. 素質能力研究室

新設の研究室として，その研究課題と方法を検討するために，所外の委

員を委嘱して「素質能力研究委員会」を設置した。

（イ）　科研費による研究活動

科学研究費交付金（科研費）による研究には，主なものでは，戦後の教

育資料の収集や，東南アジア諸地域の社会と教育についてのものがあった。

（ウ）　国際的な研究交流の進展

研究員として初めての留学者（教育制度・森隆夫）が，西ドイツ政府の

奨学資金によって渡航することになったため，昭和 34年 2月に海外留学

についての「内規」が整備された。36年ごろには外国出張者は「常時一，

二名」という状態であった。外国からの来訪者も増え始めている。

そのような中で，昭和 34年 8月英文紀要『Research Bulletin』が創刊され，

同年 9月英文要覧が作成され，国際交流の促進が図られた。
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また，後の IEA（International Association for the Evaluation of  

Educational Achievement：国際教育到達度評価学会）による調査につなが

る国際教育調査への参加の打診が昭和 36年 3月，ユネスコ教育研究所（西

ドイツ・ハンブルグ）から届いたのを契機として，所内外・国内外にわた

る調整を開始した（39年に実現）。

（エ）　研究成果の発信・広報活動

広報関係では，『所報』が廃止され『紀要』への統合がなされ，英文紀

要の創刊や，英文要覧が作成された。昭和 36年 4月 30日には，『国立教

育研究所広報』が創刊された。従来の『所報』を改編した形で，以来，年

3回程度発行され，研究所の研究進展状況・事業活動報告・人事異動等に

関する唯一の広報誌として各方面に届けられた。

(2)　研究所の移転と拡充（昭和 38 ～ 46 年度）

ア．研究所の拡充構想と下目黒移転

（ア）　研究所の拡充構想

昭和 38年 7月 1日，関口所長が国立国会図書館専門調査員に転じ，同

月 16日，前九州大学教授平塚益徳が第 4代所長に就任した。

新所長は，まずは，昭和 39年の文部省設置法施行規則の一部改正（昭

和 39年文部省令第 7号）によって，研究調査部を第 1～第 3研究部に分割・

改組した。その後，平塚所長は約 50日間の欧米出張を行い，各国の教育

研究機関を視察・調査した。その結果として，8研究部制を核とする一大

整備案を作成し，拡充の実施に向けて動き始めた。

（イ）　庁舎の下目黒移転

昭和 39年の東京オリンピック開催に向けた都市整備事業の一環として

計画された高速 2号線等の道路が，品川区上大崎の研究所の敷地を通るこ

とになった。34年 8月建設省から庁舎移転の協力要請があり，38年度に

は用地取得・新庁舎建設等の経費 3億円が措置された。結果として，目黒

区下目黒にある東京学芸大学目黒学生寮を新築移転させ，その国有地を利
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用することになり，40年 3月 20日に新庁舎が竣工した。旧庁舎に比べて

建ぺいで 35％増加となり，同年 5月中旬には移転作業が終了した。

イ．研究部の拡充

（ア）　第 1 期拡充

平塚所長のもとで固まった拡充構想に沿い，研究部の第 1期拡充計画が，

昭和 40年から 5か年計画で進められた。同年の文部省設置法施行規則の

一部改正（昭和 40年文部省令第 15号）によって，日本教育史，教育計画，

数学教育の 3研究室が新設され，5研究部 12研究室体制が固まった。そ

の後，41年にアジア教育，幼児教育，43年に教育思潮，45年に数学教育

方法の各室が新設され（従来の数学教育研究室は数学教育内容研究室に改

称），かつ 42年には指導普及部にアジア地域教育研修室（のちのアジア地

域教育協力室）も新設された。

（イ）　職員定員の増加

研究部を中心に組織の拡充が進んだこの時期，職員全体の定員も増加し

た。昭和 38年に研究職 47人，行政職 26人の計 73人だった定数は，43

年までの間に 17人の増加をみて，90人となっている。44年から公務員定

員削減計画（第一次）が開催され，47年頃までは横ばい状態で推移した。

ウ．研究活動・協力活動の拡大

（ア）　主な研究プロジェクト

以下，昭和 38～ 46年度ごろにかけて，研究所で行われた主なプロジェ

クトを紹介しておく。

a. 日本近代教育百年史の編さん

昭和 47年が，明治 5年に「学制」が頒布されて 100年に当たることを

記念して，我が国の近代教育制度の歴史をふり返る目的で企画された。本

事業に合わせて昭和 40年に日本教育史担当の研究室が設置されたほか，

42年には民間寄付による教育史料センターが任意団体として設立された

（後に（財）教育研究振興会の研究部門として統合）。48年から 49年にか
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けて，広範な時代と領域を取り扱う我が国最大級の教育通史『日本近代教

育百年史』全 10巻が刊行された。

b. IEA による国際数学・理科教育調査

この調査計画は，ハンブルグのユネスコ教育研究所が中心となっていく

つかの国に呼びかけて国際的かつ科学的な学力調査を実施するものであ

る。「教育到達度国際評価計画」と呼ばれ，日本を代表して国立教育研究

所が参加を要請された。研究所では，昭和 37年に所内外の専門家を集め

た IEA国内委員会を組織し，39年度の本調査に向けて準備を重ねた。本

調査は，IEA全体で対象生徒数 13万 2千人・学校数 5,300校，内我が国

は 8,300人・750校を数える空前の規模をもつ国際調査であった。調査を

処理する国際会議では，我が国の行った緻密な調査方法や処理結果が高く

評価されたといい，42年に英文・和文の報告書が刊行された。

c. 幼児教育の実験的研究・実証的研究

昭和 41年に幼児教育の研究室が設けられて，新設された西館の実験室・

設備のほか，小型バスによる「動く実験室」などを用いて，幼児教育の効

果や方法について研究が行われた。46年からは，それらを発展させて社

会階層や家庭環境の及ぼす影響についても研究が行われ，研究所紀要にて

発表された。IEAの就学前教育の調査にも参画した。

d. 高等教育に関する比較教育学的総合研究

高等教育をめぐる諸問題は，1960年代後半以降，世界の多くの国々に

おいて最重要課題の一つに浮上してきた。研究所でも，昭和 41年ごろか

ら文献研究を中心に高等教育の国際比較研究が始まり，科研費による研究

や「高等教育に関する比較教育学的総合研究」（44年から 5年継続）の特

別研究によってプロジェクトが起こされた。これらは，学問的な関心ばか

りでなく，政策立案にも役立つ客観的な資料の作成が目指され，「総合研究」

では最終的に 37冊に及ぶ報告書・資料集を刊行した。
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（イ）　主な国際交流・協力活動

アジア地域向けの教育研修事業がユネスコとの共同事業としてこの時期

に開始されたほか，いくつかの国際的なプロジェクトが行われた。

a. ユネスコとのアジア地域教育研修事業

ユネスコの依頼を受けて，昭和 41年 11月から 12月にかけて，日本ユ

ネスコ国内委員会の主催による「教育内容・方法改善研修コース」が開催

され，研究所がその実施に関わった。翌年ユネスコは，国立教育研究所に

対して 6万ドルの補助金を計上してアジア地域の教育研究調査活動の強化

を図り，その結果，42年以降研究所でも予算措置をして，専門家会議やワー

クショップなどを毎年 2～ 3回ずつ開催するスタイルを作った。

b. その他の国際研究協力・広報活動

国際的な交流が盛んになって，国際的に共通する課題を共同で解決する

研究や，外国に日本の経験を伝える協力活動が増え，様々なプロジェクト

が取り組まれた。

国際機関からの依頼を受けたプロジェクトとしては，テキサス大学の

チームの依頼による「児童生徒の課題解決様式の国際比較研究」（昭和 40

年から 45年まで），ユネスコからの依頼による「日本における視聴覚教育

の現状と課題」（41年から 44年まで）などがあった。

エ．研究所の運営体制

（ア）　各種会議・委員会

所長の補助機関としては，従来「主任者会議」が中心であったところ，

昭和 39年 4月の 5研究部体制に移行する頃から，「部長会議」が月に 2～

3回開催されるようになり，主任者会議に代えて「室長会議」が開催され

ることになった。

その他，所長の諮問機関としては，「教官選考委員会」「刊行委員会」「附

属教育図書館運営委員会」「研究補助員選考委員会」「経理委員会」などの

各種の常設委員会があったほか，臨時には「建築委員会」「待遇改善委員会」
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などが設けられた。

また，文部省との連絡調整を図るための「連絡協議会」が開催された。

これは，昭和 38年 7月 9日に文部省で第 1回が開かれ，39年，40年に 1

～ 3回ほど開催され，その後，48年 8月 22日に「当研究所の研究調査業

務に関する連絡協議会」として復活をみた。

（イ） 所内研究会等

個別のプロジェクトの研究会とは別に，研究所内では部署や担当を越え

て研究所員の研究成果や出張報告を行う趣旨で，「所内研究会」がほぼ定

期的に行われた。外部の専門家や外国人研究者を招いての講演会も活発に

開催された。

3.　研究機構の拡充（昭和 47～ 63年度）
(1)　新たな研究部・センターの創設

ア．科学教育研究センターの設置と研究部の第 2 期拡充

昭和 47年 5月 1日，科学教育研究センターが設置された。第五研究部

の 3研究室を核に，46年度設置の物理教育研究室，センターと同時に新

設された化学教育，生物教育の 2研究室を合わせて 6研究室で発足し，48

年には地学教育，教材教具開発の 2研究室を増設した。研究の他に，全国

の研究者や教員が国内研修等で滞在できる共同利用研究施設としての機能

もあり，毎年 10人前後を共同研究員として受け入れた。

研究部については，昭和 40年から 5か年計画で進められた第 1期拡充

計画に続き，同じ平塚所長のもとで第 2期拡充構想が練られ，48年度以

降 5か年で 32研究室を増設するという大きな強化策が文部省の承認を得

て動き出そうとしていた。同年度には，教育史料調査室，教育制度研究室，

道徳教育研究室の 3研究室と前記科学教育センターの 2室と合わせて 5研

究室の新設をみた。49年度も教職原理研究室（52年度に教職研究室と改

称），50年度には初等教育研究室に加えて総括企画調整官と企画調整官が
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新設され，51年度には高等教育研究室新設及び国際担当の企画調整官の

増員が行われた。こうして，52年度の時点で，4研究部 1センター 27研

究室の陣容を備え，職員定数も国立教育研究所時代としては最大の 103人

を記録した。

イ．教育革新期における研究所の整備

昭和 53年 7月 15日，平塚益徳に替わって第 5代所長に前文部事務次官

の木田宏が就任した。

（ア）　大学共同利用機関構想

木田所長は，着任後間もない昭和 54年 1月，所内に「将来構想委員会」

を発足させ，研究所の設置目的を基盤とした将来構想の実現を目指した。

委員会は，翌年 7月 1日に「国立教育研究所の将来構想」をまとめ，研

究部門の拡充・改組，共同研究の推進，大学共同利用機関への移行，人的

協力制度の拡充，教育情報センターの設置などを提言した。

これを受けて，具体的な将来構想を立案するための「将来計画委員会」

が翌 8月に設置され，昭和 56年 3月 18日「将来計画委員会の検討結果」

をまとめた。その中で，共同利用機関への移行が教育研究の連絡交流や研

究調査を更に促進させるとし，特別会計の枠内に入るなどの利点を挙げ

て，一定の方向性と諸条件を提案した。結局は，文部省が国の政策研究機

関をもたないのは適当ではないというのが理由のようであるが，認められ

なかった。

（イ）昭和 53 年度以降の組織の整備

昭和 52年度に職員定数が 103人に達したあと，55年度まで同じ人数を

保っていた。その間，文部省設置法施行規則の一部改正（昭和 54年文部

省令第 15号）により，「所長を助け，所務を整理する」次長職が設置され

た。55年 10月には，教育研究の国際化の進展に対応して，外国教育研究・

比較教育研究を発展させるねらいで，他部からアジア教育研究室と比較教

育研究室（欧米等教育研究室と改称）を移動させて，新たな第五研究部を

─ 20 ─



設けた。

教育情報センターの設置は，昭和 47年に文部省が設けた「学制百年記

念日本教育資料館（仮称）に関する調査研究会」が，「日本教育情報センター」

設立を提言して教育情報センター構想に関する調査研究が行われていた。

それを受けて研究所では，教育情報関連の研究室を設置した。56年 10月

指導普及部に教育情報調査室，58年 4月同じく文献情報研究室，60年 10

月同じく教育内容情報研究室が設置された。62年 5月には，科学教育研

究センターの教材教具開発室を教育ソフト開発研究室に転換し，前記 3室

と合わせて教育情報研究センターを設立した。さらに同年 10月には教育

情報研究協力室を新設し，教育情報センターは，5研究室の体制で，教育

情報や CAI（Computer Assisted Instruction：コンピュータ支援教育）シス

テムの研究開発に当たることとなった。

(2)　研究部・センターの研究・事業活動

ア．「特別研究」による研究

昭和 47年前後から 63年までに実施された研究について，多くの所員が

関わる共同研究として研究所の時々の「顔」ともなった「特別研究」（現

在の「プロジェクト研究」）について課題名及び開始年度を紹介する。

「教育課程の改善に関する基礎的研究」（47年度）

「学校教育におけるテスト改善開発に関する研究」（48年度）

「私立学校の自律性と公共性に関する基礎的研究」（49年度）

「高校生の卒業後の適応状況に関する研究」（50年度）

「生涯教育の観点からみた学校教育課程の評価に関する基礎的総合的研

究」（50年度）

「大学院の組織形態と研究指導体制に関する総合的研究」（51年度）

「コンピュータ利用による数学教育の指導法確立のための研究」

（52年度）

「小学校低学年における科学的態度育成のためのカリキュラム・教材の
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開発研究」（52年度）

「数学教育国際共同調査」（53年度）

「学業不振児の発達促進のための基礎研究」（54年度）

「環境教育カリキュラムの開発研究」（54年度）

「戦後教育改革資料の調査研究」（55年度）

「教育の社会的効果の評価分析」（55年度）

「理科教育国際共同調査」（57年度）

「学習到達度に関する分析的研究」（58年度）

「コンピュータと教育に関する国際共同研究」（62年度）

イ．科研費による研究・文部省委託研究

文部省科学研究費補助金による研究は，平塚所長時代の後半期から急速

に増え始めた。昭和 46年度までは年間に 4件を超えることがなかった研

究課題の新規採択件数が，47年以降は次第に増えて，52年度には 22件を

記録した。その後の推移は新規採択数は横ばいであるが，継続分を含めた

受入れ金額では，53年度の 6千万円から 63年度の 9千 6百万円へと，5

割増以上となった。科研費の中でも大きな総合研究は常時数件動いていた

が，57年度から 58年度にかけて科研費「特定研究」で行われていたのが，「校

内暴力を中心とする少年非行の史的変遷」であり，当時の社会問題に答え

を出そうとしていた。

所外からの委嘱を受けて実施する委託研究・委嘱研究は，昭和 40年代後

半から急速に増加した。文部省からの委託研究は，ほぼ初等中等教育局の

研究開発室からの委託であった。46年度からは毎年のように重要課題の研

究委託が行われ，「小学校における各教科の内容に関する国際比較研究」（54

～ 55年度），「学校教育の改善に関する特別研究」（59～ 61年度）などがあっ

た。文部省以外にも，総理府や国土庁からのものがあった。臨時教育審議

会から委嘱された「高等教育財政に関する研究調査」（60～ 61年度）とい

うものもある。民間の研究機関や財団からの委託研究もあった。
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(3)　国際協力活動

ア． ユネスコとのアジア地域教育協力事業

ユネスコの依頼を受けアジア地域の教育協力事業は，昭和 49年に

APEID（Asia and the Pacific Programme of Educational Innovation for 

Development：アジア・太平洋地域教育開発計画）が発足して以降は，

APEIDの枠内で実施されるようになった。研究所においては年に 2～ 3

回ずつワークショップやセミナーが実施された。

イ．その他の国際研究協力活動

国際機関からの依頼を受けたプロジェクトとしては，世界銀行の依頼に

よる「日本における教育の近代化」（昭和 50～ 52年），OECDへの教育援

助事業のコンサルタント・専門家会議への講師派遣など（44年度以降ほ

ぼ毎年），ICED（International Council for Educational Development：国際

教育開発協議会）の呼びかけによる高等教育制度の国際比較研究（51～

52年）などがある。

また，ユネスコの国際教育開発委員会で昭和 47年 5月にまとめた，い

わゆる「フォール報告書」の全文和訳並びに国際的な場でのレビューにつ

いては，国立教育研究所として取組を申し出た。48年 2月，平塚所長を

委員長として 33名の所員が参加した「フォール報告書検討委員会」和訳

（『未来の学習』として 50年に刊行）と「報告要旨」の取りまとめを行い，

当該要旨は 48年に日本ユネスコ国内委員会に提出された。

(4)　研究所の運営体制

ア．運営に関する規程の整備

研究所の組織や体制以外に，運営についても規程の整備が進められた。

昭和 53年 6月 15日に「所長の命を受け，国立教育研究所において行う

研究調査に従事する」者として「客員研究員」を新設した。同年 11月 2

日には，「国立教育研究所名誉所員称号授与規程」が施行され，多年勤務

して教育に関する研究上特に功績のあった者に対して名誉所員称号が授与
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できることとなった。

昭和 59年 11月に教育公務員特例法施行令の改正があり，所長に任期制

が導入されて，一期 4年で再任可となり，最長で通算 8年間が限度となっ

た。研究職員は 63歳定年となったが，1年間は延長できることとなった。

60年12月の一般職の給与に関する法律の一部改正（昭和60年法律第97号）

の改正によって研究職は 1級から 5級に分けられるようになった。

所内の会議では，昭和 58年 4月 28日には，それまでの室長会議に代わっ

て「運営会議」（各部・センターから部長及び室長 1名が代表で参加）と「研

究員会議」（研究職員すべてが参加）が設けられた。

イ．研究成果の公表

研究成果を発表する刊行物としては，『紀要』やその他の報告書や資料

の刊行を行ってきた。昭和 55年 3月には，『紀要』に加えて新たに『国立

教育研究所研究集録』が創刊され，分量の少ない論文や研究ノートの発表

の場ができた。所内研究会も，56年からは毎月開催とした。

(5)　研究所の改組・再編へむけての動き

昭和 60年 4月 2日には，前文化庁長官の鈴木勲が第 6代所長に就任し

た。鈴木所長の就任した時期は，行政改革や臨時教育審議会の審議を受け

て，研究所が大きく変わることを求められていた。

昭和 62年 8月，臨時教育審議会は「教育改革に関する第四次答申（最

終答申）」の中で，「文部省は，今後，政策官庁としての比重を高めること

を行政の基本に据えながら」とした上で，国立教育研究所については，「文

部省の政策立案に資するための調査研究機能を強化するとともに，併せて

カリキュラム，教材，指導方法に関する調査研究のセンター的機能の充実

も図る必要があり，その観点から改組・再編するなど整備を図る必要があ

る。」とした。それを受けた政府も，同年 10月の「教育改革推進大綱」を

決定した際に，国立教育研究所について「改組・再編することとし，速や

かに所要の検討を進める」とした。文部省は，同年 8月既に「教育改革に
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関する当面の実施方針」の中で研究所の改組・再編を 64年度から実施す

ると表明していた。

研究所では，新たに「改組再編検討委員会」を設置して，文部省とも協

議をしながら，昭和 63年 3月に「国立教育研究所の組織及び事務・事業

の見直し実施要項」を，平成元年 3月には「国立教育研究所の組織及び事務・

事業の見直しについて」を取りまとめ，改組・再編の基本方針と具体的な

案を示した。改組・再編の実施については，次節で記述するとおりである。

4. 平成元年の改組・再編後の研究所（平成元～ 10年度）
(1)　研究所の改組再編と新組織の整備

ア．改組・再編の実施

平成元年 5月 29日，文部省設置法施行規則の一部改正（平成元年文部

省令第 22号）によって，国立教育研究所の改組 ･再編が実施された。新

しい組織は，8部（庶務部，企画調整部，教育政策研究部，生涯学習研究

部，教育経営研究部，教育指導研究部，教科教育研究部，国際研究・協力部）

並びに，科学教育研究センター及び教育情報・資料センターが置かれた。

イ．新研究室の増設

平成元年の改組・再編後も，更に新組織の整備が行われた。改組時に「生

涯学習体系研究室」が新設されたのに続き，翌年 10月には「公民教育研

究室」，3年 10月には「生涯学習開発・評価研究室」，更に 4年 11月には「芸

術教育研究室」が，それぞれ新設された。これら 4研究室は，定員増によ

る新設であったため，総務庁の求めによって，設置 5年後に見直しが行わ

れた。

ウ．新体制のもとでの業務改革

改組後の平成元年 9月 1日，鈴木勲に替わって，前・東京大学事務局長

の瀧澤博三が第 7代所長に就任した。

改組・再編によって職員は基本的には改組前の構成員を保っていたが，
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研究所の組織は一新され，その際に立てられた以下の四つの基本方針に基

づいて，新体制にふさわしい業務改革が推進された。

（ア）　教育政策の判断・立案の基礎となる研究調査機能の強化

基本方針の第 1として，教育政策の判断・立案に資するような研究調査

を行うことを，従来にもまして重要視することとした。そのような目的に

資するための知見やデータは，長期間のデータや地域・階層的に広範なデー

タの収集・分析が必要であったり，学際的な分析・検討が必要であったり

する場合が多い。若しくは，緊急の実際的問題に対処するために，国内外

の学界・現場に広がる情報網を生かして知見や情報の授受を行う場合も多

い。そうした，より組織的な研究の在り方が求められた結果，研究所の組

織力を生かした共同研究により大きな比重がかけられるようになった。

（イ）　教育課程，教材，指導方法などに関する研究調査機能の充実・強化

基本方針の第 2に掲げられるカリキュラム等の研究に直接関わる組織

は，主として教育指導研究部・教科教育研究部・科学教育研究センターの

3者であった。組織は分かれていたが，改組当時の記録にも「この 3者は，

相互に有機的連携を保ちながら，それぞれの機能を充実させることが期待

される」（『平成 2年度 国立教育研究所年報（創刊号）』巻末「資料」）と

記されている。数年の模索を経て，この 3者の共同研究が「学校カリキュ

ラムの改善に関する総合的研究」（特別研究，5～ 9年度）という形で本

格化する。その他，この時期より以降，部・センターの組織を生かした研

究とともに，組織を超えたチーム編成によって行われる共同研究が増え，

教育課程・教材・指導方法等に関する研究センター的な機能を果たし始め

ていた。

（ウ）　地方教育研究機関との連携・協力体制等の強化・推進

本研究所は，従来全国教育研究所連盟（全教連）の中心的機関としての

役割を果たしてきたが，基本方針に対応して，平成元年 7月 15日に「教

育研究機関連絡協力委員会」を設けた。地方の教育研究機関との「共同研
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究の企画及び推進」や「連絡協力」を審議することとされた。従来，企画

調整部が専ら窓口となっていた全教連や関東地区教育研究所連盟との交流

を全所的に広げるねらいもあった。

交流の具体的な方法は，国立教育研究所と地方教育研究所との共同研究

や研究協力のほか，各地区で開催される研究発表大会や研究協議会等への

参加など，多岐にわたった。平成元年度から，研究所予算（庁費）の特別

管理運営経費の中に新しく地方教育研究機関との共同研究専用の経費が計

上され，本委員会の審議を経て，「生徒指導・学校教育相談の推進に関す

る地方教育研究機関との共同研究」「教育情報流通システムに関する共同

研究」「学習指導におけるモデルソフトウェアの開発と実践に関する共同

研究」の 3件（いずれも平成元～ 3年度）が開始された。

（エ）　教育研究分野の国際協力事業の拡充

基本方針の第 4についても，従来活発に行ってきたユネスコの APEID

事業をはじめとする教育関係諸機関・事業への協力のほか，IEAの共

同 調 査 研 究，OECD の CERI（Centre for Educational Reaserch and 

Innovation：教育研究革新センター）への協力等の諸事業を継続すること

とした。さらに所内における取組の一層の共同化・効率化が図られ，平成

3年 4月 25日には所内の常設委員会として「アペイド協力委員会」が設

置された。同委員会は，研究所における「ユネスコ・アペイド協力活動の

企画及び実施に関する重要事項」を審議することとされた。

(2)　研究・事業活動の状況

平成元年度の改組・再編以降，10年度までの時期の研究活動の態様等

を概観すると以下のとおりである。

ア．特別研究

特別研究は，本研究所として優先的に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，5年程度

の期間にわたって行う比較的規模の大きい研究活動である。研究課題は，
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研究企画評価委員会で検討が始まり，各研究部・センターに持ち帰って諮

られた後，部長連絡会等の場に提出され，討議を重ねるという過程を経て

決定された。1年あたり，3～ 4件を並行して進めていた。

この時期の研究の主なものに，「生涯学習化社会の教育計画に関する総

合的研究」（平成元～ 4年度），「児童・生徒の基礎学力の形成と指導方法

との関連に関する総合的研究」（元～ 5年度），「学校カリキュラムの改善

に関する総合的研究」（5～ 9年度），「学校と地域社会との連携に関する

国際比較研究」（6～ 10年度），「近代教育の変容過程と今後の展望に関す

る総合的研究」（8～ 12年度）などがある。

イ．特別管理運営経費による研究・事業

特別管理運営経費による研究は，文教政策の立案に資するために研究所

として恒常的に予算を確保して研究課題を設定し，所内外の研究者の参加

を得て，比較的長期にわたりプロジェクトチームを組織して行われるもの

である。「学校改善研究プロジェクト」（5年度～），「教科等の構成と開発

に関する調査研究」（9年度～）等が行われた。

ウ．特別研究促進費による研究

特別研究促進費による研究は，過去には「政策推進研究」「政策科研」

と呼称された時期もある。研究課題の設定，研究チームの組織などは特別

研究の場合に準じて行われ，経費は文部省の科学研究費補助金等を申請し

て充てるものである。10年間で 15件ほどが発足したが，多くは 3年間の

計画であった。

エ．科学研究費補助金による研究

文部省科学研究費補助金による研究も多く行われてきており，その研究

内容や種類は多岐にわたっている。

オ．委嘱・委託研究

委託研究・委嘱研究では，主として文部省からの委託・委嘱による研究

を実施している。
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(3)　新組織及びその諸活動の点検・評価

ア．研究企画評価委員会と自己評価

改組・再編とともに，「研究企画評価委員会」（委員長は次長）が設けら

れ，研究所の業務に対する自己評価の態勢等が作られた。

同委員会は，昭和 55年 1月 1日に設置された研究協力委員会を改組し

て平成元年 7月 15日に発足した。「研究活動についての企画及び全体調整」

について審議するほか，委員会の下に置かれる「研究成果小委員会」（委

員長は企画調整部長）において研究所における「研究成果の評価」「研究

成果の発表及び普及」について審議することとされた。

イ．『国立教育研究所年報』の創刊

平成 2年度の『国立教育研究所年報』の創刊もまた，改組・再編後の新

たな取組である。年報の趣旨は，「研究成果の普及のためだけでなく，情

報公開という観点からも，また，研究所としての活動の自己点検・自己評

価の手掛かりとする意味からも，年間の研究活動及び諸事業の概況をまと

めて公表する」ことであり，研究所の活動を相当程度網羅的に紹介するも

のとなった。

ウ．改組・再編後の自己点検・評価

平成 5年 9月 1日，元・文部省初等中等教育局長で放送大学監事だった

菱村幸彦が第 8代所長に就任した。

平成元年度の改組・再編後，年次計画による研究組織が完成した 5年度

から，研究及び事業について所内で見直しを行った。見直しに当たったの

は，所長，次長，各部・センター長であった。その結果は，7年 3月に『改組・

再編後の見直しについて』にまとめられた。その中で，見直しの結果につ

いては，「概ね改組・再編の方向に沿った成果を挙げつつある」一方で，「各々

の研究分野や事業において，本研究所内外の諸部門あるいは諸機関との間

での連携の不徹底，予算あるいは研究者等の不足などから生ずる問題もあ

り，改善の余地は多々見受けられる。」と総括された。
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エ．外部有識者による評価

菱村所長の下，改組・再編後の自主的な見直し作業が実施されたが，そ

れとは別に，所長が外部有識者に評価委員を委嘱し，第三者の客観的な立

場からの機関評価を受けた。委嘱内容は，研究所の果たすべき役割，組織

の在り方，研究・事業等，研究所の活動全般に対する評価であった。

委嘱を受けた「国立教育研究所評価委員会」（座長・中根千枝東京大学

名誉教授，副座長・斎藤諦淳常葉学園大学長。委員は，安彦忠彦，天野郁

夫，河野重男，ベンジャミン・デューク，寺崎昌男，永岡順，洪雄善）で

は，平成 7年 6月 30日に『国立教育研究所 評価報告書』を取りまとめた。

その中で，「研究所は，必ずしも十分とはいえない人員配置や予算の制約

の中で，全体としては研究・事業活動や関係諸機関との連携協力等におい

て重要な役割を果たし，相当な成果をあげてきている」と肯定的な評価を

前提としながら，改善のための視点として，①国立教育研究所の役割・機

能，事業活動の在り方について，②組織，予算，施設等について，③研究

テーマについて，④文部省所轄機関としての役割，地方教育研究機関のセ

ンター的機能について，⑤事業・広報活動について，の 5点を提示した。

評価委員会の報告内容は，研究所内で重く受けとめられ，可能なものに

は直ちに着手し，中長期的な対応を要すると考えられたものについては，

所内の関係委員会等において検討を進めた。

(4)　施設・研究環境の整備

研究部・室の数の増加や，研究業務の多様化に伴い，研究所の施設及び

研究環境も一層の整備が進められた。

ア．南館の新築

瀧澤所長から菱村所長にかけての時期，改組・再編に伴う業務の拡大に

より，施設の整備も重要な課題となった。研究所の敷地に隣接した下目黒

公務員宿舎（3棟 6世帯分）の廃止と，跡地への新館建設案が持ち上がり，

平成 3年 1月 24日「施設整備検討委員会」が発足した。その後，4，5年
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度予算の施設整備費を大幅に上積みする形で新館建設が認められ，両年度

にわたる工事を経て，6年 1月 13日，「南館」と称されることになった新

館の竣工披露式典及び祝賀会が行われた。

イ．情報化・情報サービスの促進

この時期，インターネットによる情報化も促進された。本研究所におけ

るパソコンネットワークの構築は，もともと旧・教育情報センターが各種

データベースの全国的普及の研究等のために着手したものであった。平成

5年には，所内にローカル・エリア・ネットワーク（LAN）が敷かれ，所

内の通信はもとより，学術情報センター等の提供するデータベースの利用

や，全世界の研究者・研究機関との情報交換を可能にした。

平成 7年 9月 21日に，教育情報・資料センター長を委員長とする「情

報化推進委員会」が新設され，約 1年半の間に 20回の本委員会を開催し，

「国立教育研究所ホームページ」の開設，「国立教育研究所情報化推進計画」

案の取りまとめを行った。

教育図書館では，平成 3年 4月からの国立大学図書館等の共通相互閲覧

証システムへの参加，7年 10月の業務電算化などの改善を行った。

ウ．所内における研究交流の多様化

所内研究会については，改組・再編の前後に若干の停滞があった。改組

前には，各部輪番で報告者を出して続けられてきたが，組織が変動したこ

とで，月例・輪番の原則が崩れた。平成 4年頃には新任者や外国長期出張

帰国者等を中心に報告者を回す方式も試みられた。

新組織が落ち着くにつれて，「所内研究会」も再び活性化した。平成 6

年度には，所内研究会の多様化もみられた。従来は，各研究部・センター

輪番による個人研究の報告が主流であったが，この頃から共同研究の報告，

研究協力者を含めた所外の研究者の報告，退職者の最終講義等が同じくら

いの比重で行われるようになった。「所内講演会」も内外の研究者・教育

行政関係者を招いて，随時行われた。また，「新学力観」などのタイムリー
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な教育問題について自由に論じ合う趣旨の「教育フリートーク」も 2回試

みられた。

研究員会議は年に 4回開催されており，平成 5年 12月の会議から毎回

2名程度の研究員が短時間で自らの研究を紹介する「私の研究」が始めら

れた。従来あった在外研究等帰国者の報告と並んで，研究交流に資するも

のとなった。

(5)　行政との連携に関する改善・工夫

平成元年度の改組・再編を経て，所轄研究所・政策研究の機関としての

本研究所と文部省等との連絡調整の在り方についても，更に工夫が必要と

された。前出の 7年 3月『改組・再編後の見直しについて』では，「本研

究所が政策の判断や立案の基礎となる調査研究機能をより適切に果たして

いくために本研究所の行う研究活動について，特別研究，政策推進研究，

委託研究等の研究の目的に応じて文部省との連絡をより緊密にすることが

必要である」，「既存の文部省との連絡調整組織を活用するほか，日常的に

本研究所の研究者と文部省の関係部局の担当官等との自由な意見交換の増

進を図ることが必要である」との認識が示されている。

ア．行政との連絡・調整

組織としては，「国立教育研究所の研究調査業務に関する連絡協議会幹

事会」（昭和 38年発足）があり，文部省側が総務審議官や課長級，研究所

側が次長及び部長・センター長等らが出席していた。加えて，平成 6年 9

月 30日には「国立教育研究所の研究調査業務に関する事務連絡会」が開

催され，文部省側から調査統計企画課長や関係企画官，研究所側からは庶

務部長・企画調整部長・企画調整官らが出て，双方の主要な計画等につい

て実務的な情報交換・意見交換を行った。

研究成果の伝達という面では，平成 7年 3月 28日以来，文部省内にお

いて「国立教育研究所講演会」を度々開催し，研究所を代表する次長・部

長級の研究者が講演した。
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また，文部省調査統計企画課の編になる『教育と情報』誌では，平成元

年 4月号（第 373号）から同誌が新装・大判（Ｂ 5）化された際に，国立

教育研究所用のコラム（4頁）が設けられ，次号からは「国立教育研究所

のページ」と銘打たれ，所員が回り持ちで執筆した。5年度には，研究部

ごとにその活動を紹介する組織的な連載が始まった。また，11年 3月に

『国立教育研究所　研究者総覧』が初めて作成され，『国立教育研究所年報』

とともに自己点検・自己評価と情報公開の二つの趣旨を兼ねた媒体として

文部省・各機関等に配布された。

イ．行政改革と所内での研究所の在り方論議

当時の橋本龍太郎内閣に始まる国家公務員削減・中央省庁再編の政策は，

文部省の所轄研究所である本研究所にとっても，自らの在り方を根本的に

問うことを改めて求めるものであった。試験研究機関の整理・統合，独立

行政法人化，廃止後の国立教育会館の業務移管問題など，不確定要素がい

くつもある中で，菱村所長の 4年間の任期が満了し，平成 9年 9月 1日に

前・文化庁長官であった吉田茂が第 9代所長に就任した。

吉田所長は，行革の動きに研究所としてどう対応するかという課題に取

り組むに際し，まず，平成 9年 11月 13日に「国立教育研究所の在り方に

関する検討のためのワーキング・グループ」を設置し，翌 10年 1月 8日

に報告書が取りまとめられた。続いて，同年 3月「国立教育研究所におけ

る教育情報にかかる研究及び教育情報提供サービスの在り方に関する検討

のためのワーキング・グループ」を発足させた。このほか，9年から 10

年にかけて「国立教育研究所の将来を考える集い」が計 4回開催され，真

摯な討論が行われた。

ウ．将来構想委員会の設置

平成 11年 2月 12日次長を委員長とする「将来構想委員会」を設置した。

設置の趣旨は「中央省庁等改革基本法，中央省庁等改革に係る大綱等を踏

まえつつ，我が国における教育全般に関する総合的な政策研究所としての
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役割，組織運営等の今後の在り方を検討するため」であった。

委員会は 12年末までに 16回開かれ，研究所の役割・組織・運営の在り

方等について議論した。この間，委員会主催で一般所員を交えた懇談会を

開催するなど，所員から自由な意見が出るような働きかけが行われた。

エ．研究企画評価委員会の改組

研究所の改組・再編とともに平成元年に発足した研究企画評価委員会を，

平成 11年 3月に改組し，研究企画委員会と研究評価委員会に分離した。

これは，研究の企画及び評価の体制と機能を充実させ，研究活動の一層の

効率化と活性化を目指したものであった。

5.　国立教育政策研究所としての出発と霞が関への移転

（平成 11～ 20年度）
(1)　組織の改組・再編

ア．組織の改組・再編の背景と目的

政府の行政改革会議（会長 橋本龍太郎内閣総理大臣）は平成 9年 12月

3日に答申を提出し，省庁の縦割りによる弊害をなくし，内閣機能の強化，

事務・事業の減量と効率化を図るため，中央省庁の抜本的な改革を提言し

た。これを受けて，10年 6月に中央省庁等改革基本法が制定され，13年

1月 6日から施行された。この改革により，中央省庁は，1府 22省庁から

1府 12省庁へと再編され，文部省（当時）と科学技術庁（当時）とが統

合され文部科学省となり，組織機構が全面的に改編された。

文部省の組織機構については，初等中等教育局と教育助成局とが統合・

再編されて初等中等教育局とされた。また，生涯学習局は，同局の青少年

教育部門を体育局（スポーツ・青少年局に改編）に移管し，新たに官房機

能（政策立案機能）を強化して，「生涯学習政策局」に改編されるなどの
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改革がなされた。

この中央省庁等の改革は，上記行政改革会議の答申における，「21世紀

型行政システム」の方向として，①総合性，戦略性の確保，②機動性の重

視，③透明性の確保，④効率性，簡素性の追求，という目標に基づいて実

施された。本研究所についても，上記行政改革の一環として，研究所の組

織全般に及ぶ見直し・再編が行われた。

また，この行政改革において独立行政法人制度が創設されたが，本研究

所は，科学技術政策研究所とともに，独立行政法人化せず，文部科学省の

政策立案に直接関わるシンクタンクとしての任務を担う同省所轄の施設等

機関として存続することとなった。

この状況の下，本研究所は，次に述べるように，大幅な改組・再編を行

い，総合的な政策研究機関としての性格を明確にするため，名称の中に「政

策」という言葉を取り入れ，「国立教育政策研究所」として新たに出発す

ることとなった。

研究所組織の改組・再編は，具体的に次のとおりである。

研究組織については，教育行政上の諸課題に柔軟かつ適切に対応するた

め研究室制が廃止され，研究部ごとの大括り制になった。また，教育課程

研究センターと生徒指導研究センターが新設されたほか，文部科学省の局

制に対応した研究部制に改められた。

本研究所の次長については，2人制になり，新たに，文部科学省の審議

官（初等中等教育担当）が本研究所の次長を兼任することとなった。また，

庶務部が総務部に，企画調整部が研究企画開発部に，教育政策研究部が教

育政策・評価研究部に，生涯学習研究部が生涯学習政策研究部に，教育情報・

資料センターが教育研究情報センターに，それぞれ名称が変更され，政策

研究への志向性をより明確にする形で再編が行われた。

教育経営研究部と教育指導研究部については，両部が廃止され，文部科

学省の局制への対応を図るため，新たに，初等中等教育研究部と高等教育
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研究部が創設された。教育指導研究部の一部は，生徒指導研究センターと

して新設された。

教科教育研究部と科学教育研究センターについては，新設された教育課

程研究センターの中に改組・再編され，新たに基礎研究部及び総合研究官

としてスタートした。また，教育課程研究センターの中に，新たに研究開

発部を創設し，文部科学省の教科調査官を当該部の部員に充てた。

イ．教育課程研究センター及び生徒指導研究センターの設置

平成 13年 1月 6日，教育課程研究センター及び生徒指導研究センター

が設置された。教育課程研究センターの任務は，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，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，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等である。

また，生徒指導研究センターの任務は，生徒指導・進路指導行政の企画

立案に資する調査研究や，教育委員会や学校等に対する専門的な援助や助

言などである。

ウ．社会教育実践研究センターの設置

平成 13年 4月 1日には，社会教育実践研究センターが設置された。同

センターは，社会教育関係者に対する専門的・技術的研修を行う機関とし

て国立社会教育研修所（昭和 40年設置）をもとに，社会教育事業のため

の実践的な調査研究体制を整備するため業務を再編し，誕生した組織であ

る。

エ．教育情報・資料センターの改組・再編

平成 13年 4月 1日には，IT社会の急速な進展を踏まえた教育の情報化に

対応するため，従来の教育情報・資料センターを改組・再編し，教育研究情

報センターが設置された。また，教育図書館が同センターの所掌となった。

オ．文教施設研究センターの設置

平成 16年 4月 1日には，文教施設を取り巻く社会状況の変化や教育課
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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・専門的調査研究及び

情報収集・提供を行うため，新たに文教施設研究センターが設置された。

(2)　外部評価報告書

本研究所は平成 7年に，中根千枝東京大学名誉教授を座長とする委員会

により初の外部評価を受けた。創立 50周年以降の 10年間には，本研究所

では 12年と 16年度の 2回，外部評価が行われ，それぞれ 12年 5月と 17

年 2月に外部評価報告書がまとめられた。

ア．平成 12 年の外部評価

平成 7年の外部評価から 5年経過した 12年に，本研究所の在り方を総

合的に検証し，その研究・事業活動及び管理運営等に対する総括を行うと

ともに，将来への展望を探るために，「国立教育政策研究所外部評価委員会」

（以下この節において「外部評価委員会」という。）による外部評価を行う

こととした。

外部評価は平成 12年に 2回にわたり，資料に基づくヒアリングや，研

究施設等の見学などが実施され，その結果「国立教育研究所外部評価委員

会報告書」が作成された。報告書は，「国立教育研究所の役割と位置づけ」

と題して，研究所の使命や研究・事業活動の態様等についての枠組みを述

べ，さらに，13年に予定されている本研究所の改組再編を踏まえ「政策

研究所」としての役割を見据えた内容としている。

イ．平成 16 年度の外部評価

（ア）　経緯

平成 16年度には，12年の外部評価から 4年が経過したこと，13年の国

立教育政策研究所への改組再編から約 3年が経過したことから新たに外部

評価を受けることとした。外部評価委員会に対しては，特に，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，研究テーマや目標の設定はどのように決定していくのか，等について
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の提言を要請した。同委員会はこれらを踏まえ，計 3回開催され，17年 2

月に研究所の基本的在り方等に係る提言を内容とする外部評価委員会報告

書がまとめられた。

（イ）　本報告書の提言を受けた本研究所の取組

本報告書の提言を受けて，本研究所では以下の取組を実施していた。

a. 中期目標の策定

平成 18年 4月に「国立教育政策研究所中期目標」を策定した。中期目

標については，「（3） 中期目標の策定」において後述する。

b. テーマの設定の在り方及び実施体制

研究活動をマネジメントする政策研究戦略室（以下この節において「戦

略室」という。）を平成 17年 10月に設置した。戦略室は，次長が室長となり，

その業務は，プロジェクト方式による研究の企画，進捗状況の把握及び評

価に関することや，文部科学省等からの委嘱・委託研究の企画・立案に関

すること等とされた。

c. 機関運営の在り方

平成 17年 5月には，所長が法令上の人事権に基づき，機動的・効果的人

事ができるよう規程の見直しを図った。研究官の採用については，任期付

き任用制及び公募制による研究官の採用計画を平成 18年 3月に策定した。

平成 18年 4月から新たな組織体制に移行した。具体的には，運営会議

を全面的に見直し研究所会議の設置，所員会議を廃止し研究官に特化した

研究官会議の設置等に関する取組を実施した。

d. 研究活動等の評価体制

戦略室においてマネジメント・サイクル評価の実施方法について検討を

行い，平成 18年 5月に国立教育政策研究所中期目標等評価実施要領を策

定し，本研究所の調査研究に対する評価を実施した。

e. 研究成果の公表等の在り方

研究成果の公表や広報等に関する本研究所の取組を評価しつつ，更なる
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充実に向けた指摘が行われ， 「（4） 研究成果の普及と公開」において後述す

るような具体的取組へとつなげることができた。

(3)　中期目標の策定

ア．意義

平成 17年 2月の外部評価報告書の提言を踏まえ，研究所に与えられた

使命を明確にするとともに，その具現化を図るものとして，平成 18年度

から 22年度までの 5年間を目途として，18年 4月に「国立教育政策研究

所中期目標」を定めた。

イ．策定経緯

平成 17年 5月に次長を座長とする「国立教育政策研究所における中期

目標等の策定に関するタスクフォース」を設置し，中期目標の原案を作成

した。戦略室において議論を深め，運営会議において中期目標（案）を審

議した。平成 18年 3月には，評議員会において，中期目標（案）に対す

る意見をうかがい，運営会議において中期目標を決定した。

ウ．中期目標の構成

中期目標策定の意義としては，

①　本研究所の研究活動が，基本的に教育政策の企画・立案に資するも

のであることを一層明確にすること

②　本研究所の使命や活動の方向を明示し，国民に対するアカウンタビ

リティを果たすこと

③　本研究所の所員，文部科学省や教育委員会等の間に，本研究所の使

命や目標についての共通理解を確立すること

などが掲げられている。

次に，本研究所の位置づけと果たすべき使命について，

①　中長期的な視点に立った戦略的な教育政策の企画・立案に資するこ

と

②　社会の要請に機動的に対応した教育政策の企画・立案に資すること
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③　学校教育や社会教育の個々の活動内容等について，調査研究，助言

や支援を行うこと

④　教育に関する情報やデータ等を収集・整理・保存し，提供すること

⑤　国内外の関係する諸機関と教育研究に関する情報交流を推進し，そ

の知見を集約すること

を挙げている。

中期目標の内容として，研究所全体として研究活動，情報収集・提供，

国内外の諸機関との連携，管理運営といった観点から，10の目標を掲げ

ていた。また，研究部・センターごとに，中期目標期間中に行うべき活動

の目標を具体的に提示していた。

さらに，中期目標期間中に重点的に取り組むべき課題を，教育制度，初

等中等教育，教員，高等教育，生涯学習，国際教育協力の 6つの分野に分

け，19の重点課題を掲げていた。

エ． 中期目標の中間評価と見直し

中期目標の対象期間の中間年に当たる平成 20年度の後半には，実施要

領に基づいて，中期目標の中間評価と，それを踏まえた見直しを行った。

中期目標の見直しの内容は，基本的には，中期目標そのものの変更はせ

ず，中期目標策定以降の社会の変化や教育施策の動向を踏まえ，新たな重

点課題の追加等を行ったものである。具体的には，「少子高齢化時代にお

ける教育条件整備の在り方」や「持続可能な発展のための教育（ESD）」，「国

際比較調査への参画」の 3つの重点課題が追加された。

(4)　研究成果の普及と公開

本研究所の研究成果については広く社会に還元することが求められてい

ることから，従前より各種シンポジウムの開催や刊行物等を通じて積極的

な公表を行ってきたところである。本研究所では，平成 12年 5月及び 17

年 2月にまとめられた外部評価報告書の指摘を踏まえつつ，研究成果の普

及と公開のために以下のような取組を行っている。
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ア．教育研究公開シンポジウムの開催

本研究所では，研究成果について教育現場をはじめとして広く普及し，

教育指導法の改善や教員の資質向上などに資するため，平成 2年度から「教

育研究公開シンポジウム」を開催している。

平成 11年度以降における実施年月日，テーマ，会場等は『国立教育政

策研究所の 60年』を参照願いたい。

イ．国際シンポジウムの開催

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目的として，平成 13年度から

文部科学省と共催で「教育改革国際シンポジウム」を開催している。その

実施年月日，テーマ，会場等は『国立教育政策研究所の 60年』を御覧い

ただきたい。

これらの「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」

以外にも，各種の研究セミナーやシンポジウムを開催したほか，生徒指導

研究センターの「生徒指導総合推進会議」，社会教育実践研究センターの「全

国生涯学習センター等研究交流会」，「ボランティア活動推進研究セミナー」

等を定期的に開催して情報提供・情報交換・研究協議を行い，研究成果の

普及・公開に努めた。

ウ．研究成果の公刊と広報活動

研究成果の公刊については，研究所としての恒常的な成果発表誌として

の『国立教育政策研究所紀要』の他に，研究者や研究プロジェクトごとに

編著書や報告書が出されている。『紀要』については，平成 12年度以降は

毎年刊行され，30年度までに 147集が刊行されている。

広報活動の主たる刊行物は『国立教育政策研究所広報』である。『広報』は，

従来の『所報』を改編した形で昭和 36年 4月に創刊され，以来，年数回程度，

国立教育政策研究所の研究進展状況・事業活動報告・人事異動等に関する

唯一の広報誌として発行されてきた。研究所の霞が関への移転を機に紙面
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のリニューアルを行った（令和元年 6月現在，第 200号まで発行）。また，

本研究所の各部・センターの概要，調査研究，教育活動支援等について簡

潔に紹介している和文パンフレット『国立教育政策研究所の概要』を毎年

発行し，広く配布している。

エ．ホームページを通じた情報発信

本研究所では，各部・センターの研究活動，研究成果・刊行物，事業・行事，

研究者等に関する情報をホームページに掲載して広く発信している。

本研究所におけるプロジェクト研究，文部科学省からの委嘱・委託研究，

科学研究費補助金による研究等で報告書が出たもの等については，「研究成

果ダイジェスト」を平成18年度分から作成し，ホームページに掲載している。

21年 3月には，本研究所が行った調査研究の報告書等をインターネットか

ら検索できる「研究成果アーカイブ」をホームページ上で公開した。

また，研究所の取組についてより広い普及を行うため，各部・センター

の職員を構成員とする広報室を平成 20年 12月 3日に設置した。

(5)　霞が関（中央合同庁舎第 7 号館）への移転

千代田区霞が関にある，文部科学省庁舎（昭和 8年建設）及び会計検査

院庁舎（10年建設）は，共に築 60余年が経過し，経年劣化による老朽化

や業務量増大に伴う狭隘により，円滑な行政の執行に支障を来しかねない

状況にあった。

文部科学省分館（旧国立教育会館）を含む文部科学省，会計検査院を建

て替え，中央合同庁舎第 7号館を建設するに当たり，国立教育政策研究所

の移転についても議論が行われた。文部科学省のシンクタンクとしての立

場から，文部科学省と一体になって政策立案等に参画するためには，中央

合同庁舎第 7号館への移転が不可欠との文部科学省の考え（上野庁舎は，

業務内容等を勘案し，移転対象ではなかった）もあり，研究所内において，

平成 14年 11月に移転連絡協議会を設置し，各部・センター間における情

報の共有を図るとともに，中央合同庁舎第 7号館における研究所施設の在
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り方について協議を開始した。17年 11月まで 11回にわたって協議を重ね，

随時，文部科学省への要望を提出するなどの活動を行った。移転連絡協議

会廃止後，重要な案件については，運営会議で審議されることとなった。

平成 15年 1月に，中央合同庁舎第 7号館の建設に伴い，文部科学省庁

舎及び分館を取り壊すこととなったため，文部科学省及び分館に入居して

いた教育課程研究センター（基礎研究部除く）及び生徒指導研究センター

は，千代田区丸の内の文部科学省仮庁舎（旧三菱重工ビル）7階に移転した。

平成 18年 4月に，移転事務の円滑化を図るため，各部・センターを横

断する事務組織として，総務部長を室長とする移転推進室を設置した。ま

た，新庁舎の整備，業務環境体制の在り方等について検討を行うため，研

究所会議の下に「移転検討ワーキング・グループ」を設置し，検討を行った。

平成 18年度から 19年度にかけては，移転に必要な経費を概算要求する

とともに，研究室内の什器の配置や研究補助者制度の策定など，より詳細

な協議を行い，関連する各種規程について随時必要な改正等を行った。19

年 9月には，全所員を対象とした移転説明会を開催し，同年 10月から教

育図書館も休館し，書庫の整理など移転の準備を開始した。

平成 20年 1月 4日より，中央合同庁舎第 7号館東館 5階（教育課程研

究センター，生徒指導研究センター），6階（総務部，各研究部，教育研

究情報センター，文教施設研究センター）及び 19階（教育図書館書庫）

において業務を開始することとなった。
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第 2部

この 10年の研究所の動き
（平成 21～ 30年度）
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第 1章
研究所としての主な動き
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本部においては，研究所の直近の 10年間（平成 21年度から 30年度）
における主な活動実績である，「組織の改組・再編」，「中期目標の改訂
等」，「基本方針の策定（中期目標の見直し）」，「研究成果の普及と公開」，
「政策形成活動への寄与」，「EBPMの推進支援の取組」及び「東日本大
震災への対応」について概説する。

1.　組織の改組・再編
平成 25年 12月に，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 調査（Programme for International 

Student Assessment：生徒の学習到達度調査），TALIS（Teaching and 

Learning International Survey：国際教員指導環境調査）の実施・検討，
調査結果の分析・公表などを効果的に実施するため，国際共同研究室
を設置した。また，28年 4月には，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幼児教育
研究センターを設置した。
なお，同年度から教育情報研究センターが教育研究情報推進室に改組
され，研究企画開発部に置かれることとなった。
(1)　国際共同研究室の設置

エビデンスに基づく教育政策立案に資する大規模国際共同研究の必
要性が高まってきたことを背景に，平成 25年 12月 14日，長らくユネ
スコおよび OECD等の国際機関との共同事業を担ってきた国際研究・
協力部内に「国際共同研究室」を新たに設置した。
設置の目的は「PISAをはじめとする国際的な共同研究に関し，所内
の関係研究部・センターが連携して業務を遂行し，より効率的で高度
な実施・分析を行う」ことである。具体的な業務内容は，関係研究部・
センターとの連携のもと，PISAをはじめとする国際的な共同研究の実
施・分析に関する企画立案及び連絡調整に特化され，各共同研究に関
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する同室と関係研究部・センターとの具体的な業務分担については個
別に協議した上で所長が決定することとなっている。
設置当初の中心的な国際共同研究は，PISA調査及び TALISの 2つの
調査活動であった。また，ユネスコとの協力活動や日中韓教育政策研
究所長会議などへの参画，OECDのその他のネットワークへの参加な
どに関しても，必要に応じて対応している。
(2)　幼児教育研究センターの設置

平成 28年 4月 1日，新たに幼児教育研究センターを設置した。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無償化が制度化されるとともに，質
の向上に向けた取組も進められている。このような状況を踏まえ，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（28年 3月）において，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の提言がなされ，同
センターはその役割を担うために設置されたものである。
同センターの役割は，①幼児教育に関する調査研究の推進，②内外の
研究機関や地方自治体，幼稚園等との研究ネットワークの構築，③地
方自治体や幼児教育関係者等への研究成果の普及等である。
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2.　中期目標の改定等
(1)　第 2 期中期目標の策定

本研究所においては，自らに与えられた使命を明確にするとともに，そ

の具現化を図るものとして，平成 18年度から 22年度を対象期間とした第

1期中期目標及び 23年度から 29年度を対象期間とした第 2期中期目標を

自主的に策定した。

ア．意義

平成 22年 12月の外部評価委員会による「国立教育政策研究所中期目標

総括評価報告書」の趣旨を踏まえ，本研究所では，自らの使命を明確にし

て，その具現化を図るものとして，23年度から 27年度までの 5年間を目

途として，23年 4月に第 2期の中期目標を定めた。

イ．策定経緯

上述の報告書では，「研究所に対しては，これまで実施された教育政策

の検証に資する研究や今後必要となる教育政策の企画・立案への寄与のた

めの研究が求められるとともに，国内外の関係機関や教育現場に向けた研

究成果の発信等，期待される役割をより十分に果たすことが求められてい

る。研究所においては，この評価結果を次期中期目標の策定等に役立てる

ことにより，今後の調査研究活動等の更なる充実を図り，国内外の関係者

の期待に応え，一層の支持を得られるような組織となることを願ってやま

ない。」との提言がなされた。

これを受けて，平成 23年 2月から 3月にかけて，政策研究戦略室（室長：

次長）及び研究所会議において第 2期中期目標の案について審議され，3

月 17日に中期目標案が了承された。これにより，第 2期中期目標は 23年

4月 1日から施行された。
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(2)　中期目標の構成

ア．国立教育政策研究所の基本的な目標

本研究所の基本的な目標について，様々な先行的な研究や既存施策の効

果に関する調査活動を展開し，その成果を通じて国の教育政策の形成に寄

与していくこととされた。

また，本研究所の使命として，以下の 5項目が挙げられた。

①　中長期的な視点に立った戦略的な教育政策の企画・立案に資するた

め，教育をめぐる国内外の状況等について科学的に調査・分析・将来

予測を行い，我が国における教育上の政策の在り方に関する知見を提

示すること。

②　社会の要請に機動的に対応した教育政策の企画・立案に資するため，

教育をめぐる国民の関心等を踏まえ，緊急に解決が求められる政策課

題の社会的背景や現状等について科学的に調査・分析を行うこと。

③　教育の各分野において，必要に応じて，個々の活動内容等について

調査研究，助言や支援を行うこと。

④　教育に関する情報やデータ，文献を収集・整理・保存し，国内外の

関係者に提供すること。

⑤　共同研究調査の実施や会議の開催又は国際教育協力活動の実施等を

通じて，国内外の関係する諸機関と教育研究に関する情報交流を推進

し，その知見を集約すること。

イ．中期目標の期間

第 2期中期目標の期間は，策定当時，平成 23年 4月 1日から 28年 3月

までとされた。しかし，27年末時において，第 2期教育振興基本計画（25

～ 29年度）がまさに進行中であり，国の教育に関する政策研究所として

求められる役割に合致したものとするために，同基本計画の期間の終期（29

年度末）に合わせて，中期目標を 2年間延長することが適切であると判断

し，29年度までの 7年間に延長した。
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ウ．研究所の調査研究等の質の向上に関する目標

研究所の調査研究等の質の向上に関する目標として，以下の 6点が定め

られた。

（ア）　教育政策研究に関する目標

教育行財政，初等中等教育，教職員，高等教育，生涯学習の 5分野に分

けて，先行的な調査研究の実施及び既存の施策の検証を通じて教育政策の

形成に寄与する。

（イ）　調査研究体制等に関する目標

広く研究所内外の研究者が参画するプロジェクトチームを組織して実施

するプロジェクト研究を実施する。

（ウ）　国際共同研究等に関する目標

国際共同研究等に関する目標として，文部科学省と連携しつつ，OECD

が 進 め て い る PISA 調 査，PIAAC（Programme for the International 

Assessment of Adult Competences：国際成人力調査），TALIS及び AHELO

（Assessment of Higher Education Learning Outcomes：高等教育における

学習成果の評価の開発事業）に参加し，それらを実施・検討し，調査結果

を分析・公表する。

また，東アジアを始め諸外国の教育政策研究機関等との間で研究面での

交流を推進することとされた。

（エ）　児童生徒の学力等の実態把握に関する目標

全国学力・学習状況調査について，文部科学省と連携しつつ，教科に関

する調査の問題及びその解説資料を作成するとともに，調査結果の分析及

び報告書の作成等を行う。

（オ）　教育委員会及び学校への援助助言等に関する目標

①教育委員会及び学校に対して，研究所の所掌に属する事項に関する専

門的な援助及び助言を行うこと，②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
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改訂に必要な資料を得るため，特に重要な課題について，学校や地域を指

定して実践的な研究を推進すること，③学習指導要領に基づく教育課程編

成，指導方法及び評価に関する指導資料の作成・配布を行うこと，④生徒

指導及び進路指導並びに学校施設整備に関し，指導資料の作成・配布を行

うこと等が定められた。

社会教育に関しては，指導者の資質向上のための研修や研修用資料の作

成等を実施するとともに，地域における今後の社会教育事業の在り方等に

ついて調査研究を行う。

（カ）　研究成果の普及及び教育情報の提供に関する目標

①教育政策研究，国際共同研究，児童生徒の学力等の実態把握及び研究

指定校事業などを通じて得られた知見及び情報を整理・提供し，国の教育

政策や審議会等における審議に寄与するとともに，地方教育行政及び学校

教育の向上にも貢献すること，②全国教育研究所連盟の活動を通じ，教育

研究所との連携協力を推進すること，③教育委員会，大学及び教育関係団

体との連携協力を推進することが定められた。

エ．業務運営の改善及び効率化に関する目標

業務運営の改善及び効率化に関する目標としては，以下の 2点が定めら

れた。

（ア）　組織運営の改善に関する目標

所長のリーダーシップの下，各部・センターにおける調査研究等の諸活

動の活性化に資する適正な体制を整備する。また，事務職員等の専門能力

の向上を図る研修制度を充実させるなど，組織を支える職員の力が最大限

発揮される環境を整備する。

（イ）　事務等の効率化・合理化に関する目標

既存の業務の見直しの徹底，システム化等を通じ，事務の効率化・合理

化を進める。
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(3)　定期的な報告等による意見交換

平成 25年 7月，各部・センターにおける研究・事業等の実施状況等に

ついて報告して意見交換する機会を定期的に設けるため，「各部・センター

における研究・事業等に関する定期的な報告等について」（平成 25年所長

決定）を定めた。

これは，第 1期中期目標を念頭に定められた「国立教育政策研究所中期

目標等評価実施要領」（平成 18年所長決定）の見直しの中で，研究所の研

究・事業の実施状況を定期的に顧みる機会の重要性が認識されたことから

設けられたものである。

具体的には，原則として毎年 4月及び 5月の研究所会議において，各部・

センター長から，前年度の研究・事業等の実施状況，その成果と課題，当

該年度の重点事項等に報告を行い，参加者による意見交換を行う。当該意

見交換の内容については，各部・センターの取組に適切に反映させること

で，研究・事業等の一層の充実につなげることとしている。
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3.　基本方針の策定
(1)　基本方針の策定の経緯・意義

本研究所においては，研究所の社会的な存在意義の確立や，所内外の関

係者の間での研究所の使命や目標の共通理解の確立を目的に，自主的に中

期目標を定めてきた。平成 23年度に策定した第 2期中期目標期間の終期

（30年 3月末）を迎えるに当たり，30年度に第 3期教育振興基本計画の策

定が見込まれることも踏まえて，次期中期目標について検討した。その結

果，本研究所の担う教育政策研究は，本来臨機応変に機動的・弾力的に遂

行していくべきものであり，時代に即した研究課題に柔軟に対応していく

観点から，策定期間中に実施する調査研究等をあらかじめ具体的に定める

中期目標ではなく，本研究所の今後の目指すべき方向性を指し示す，期間

の定めのない基本的な方針を提示すべきとの結論に至った。

このため，第 2期中期目標の基本的な方向性は踏まえた上で，EBPM

（Evidence Based Policy Making：客観的な根拠に基づく政策立案）など，

現時点における新たな観点も加え，「国立教育政策研究所基本方針」とし

て新たに策定することとした。

基本方針は，平成 30年 4月 1日に策定・施行され，本研究所のウェブ

サイトにおいて公表した。また同年 6月 15日の第 3期教育振興基本計画

の施行に伴い，一部改定がなされた。

(2)　基本方針の内容

ア．研究所の使命

本研究所は，教育政策に関する総合的な国立の研究機関として，学術的

な研究活動から得た成果を，教育政策の企画・立案にとって有意義な知見

として集約・提示する役割を担っており，様々な先行的な研究や既存施策

の効果に関する調査活動を展開し，その成果を通じて国の教育政策の形成

に寄与していくことが求められている。
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これを受けて，本研究所の使命として，以下の 5項目を掲げている。こ

れら使命を果たすに当たっては，第 3期教育振興基本計画や，国における

EBPMの推進を支援するという新たな観点，外部研究機関等ネットワーク

の構築等についても留意するものとされている。

①　中長期的な視点に立ち，戦略的な教育政策の企画・立案に資するた

め，教育をめぐる国内外の状況等について科学的に調査・分析・将来

予測を行い，我が国における教育上の政策の在り方に関する知見を提

示すること。

②　社会の要請に機動的に対応した教育政策の企画・立案に資するため，

教育をめぐる国民の関心等を踏まえ，緊急に解決が求められる政策課

題の社会的背景や現状等について科学的に調査・分析を行うこと。

③　教育の各分野において，必要に応じて，個々の活動内容等について

調査研究，助言や支援を行うこと。

④　教育に関する情報やデータ，文献を収集・整理・保存し，国内外の

関係者に提供すること。

⑤　共同研究調査の実施や会議の開催又は国際教育協力活動の実施等を

通じて，国内外の関係する諸機関と教育研究に関する情報交流を推進

し，その知見を集約すること。

イ． 研究所の調査研究等の質の向上に関する方針

（ア）　教育政策研究の方針

教育行財政，初等中等教育，教職員，高等教育，生涯学習の 5つの分野

について，先行的な調査研究の実施及び既存の施策の検証を通じて教育政

策の形成に寄与する。

（イ）　調査研究体制等に関する方針

上記①の方針を達成するため，広く研究所内外の研究者が参画するプロ

ジェクトチームを組織して実施するプロジェクト研究を実施する。
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（ウ）　国際共同研究等に関する方針

文部科学省と連携しつつ，国際機関・団体が実施する調査・事業に参加し，

関係機関・部局との連携協力の下で実施・検討し，調査結果を分析・公表

することとされている。また，東アジアを始め諸外国の教育政策研究機関

等との間で研究面での交流を推進することとされている。

（エ）　研究センターの実施する専門的調査研究等に関する方針

研究センターにおいては，プロジェクト研究等や国際共同研究等のほか，

以下の専門的調査研究等を実施する。

①　全国学力・学習状況調査について，文部科学省と連携しつつ，教科

に関する調査の問題及びその解説資料を作成するとともに，調査結果

の分析及び報告書の作成等を行い，学校における児童生徒への教育指

導等の充実や学習状況の改善を支援する。

②　小学校，中学校及び高等学校等の学習指導要領の実施状況に関する

調査等を実施するほか，研究指定校事業を推進し，教育課程編成や指

導方法等の改善充実を支援するとともに，学習指導要領等の改訂に必

要な資料を得る。

③　生徒指導・進路指導行政の企画立案に資する調査研究を行い，それ

らの成果を踏まえた各種資料の作成・配布等を行うこと。

④　幼児教育に関する効果的な調査研究の推進を図るとともに，国内外

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を

推進する。

⑤　地域における今後の社会教育事業の在り方等について調査研究を行

うとともに，社会教育指導者の資質向上のための研修や研修用資料の

作成等を実施する。

⑥　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

に関する調査研究など，文教施設が直面する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う。
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（オ）　教育委員会及び学校への援助助言等に関する方針

教育委員会及び学校に対して，研究所の所掌に属する事項に関する専門

的な援助及び助言等を行う。

（カ）　研究成果の普及及び教育情報の提供に関する方針

教育政策研究，国際共同研究，児童生徒の学力等の実態把握及び研究指

定校事業などを通じて得られた知見及び情報を整理・提供し，国の教育政

策や審議会等における審議に寄与すること。また，全国教育研究所連盟の

活動を通じ，教育研究所との連携協力や教育委員会，大学及び教育関係団

体との連携協力を推進する。

ウ．業務運営の改善及び効率化に関する方針

所長のリーダーシップの下，各部・センターにおける調査研究等の諸活

動の活性化に資するための適正な体制を整備する。また，職員の専門能力

の向上を図るため，各種研修への参加を促すとともに，仕事と生活の調和

（ワークライフバランス）を推進し，職員の力が最大限発揮される環境を

整備する。事務の効率化・合理化を進め，ソフト面，ハード面を含めた情

報セキュリティを確保するための対策を推進する。

エ．その他

本基本方針は，概ね 5年を目途に見直しを行う。
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4.　研究成果の普及と公開
本研究所の様々な研究成果については，幅広く社会に還元することを目

的として，各種国内・国際シンポジウムの開催やプロジェクト研究の成果

報告会，刊行物等を通じて積極的な公表を行ってきている。

(1)　教育研究公開シンポジウムの開催

本研究所の研究成果について，教育現場を始めとして広く普及し，教育

指導法の改善や教員の資質向上等に資するため，平成 2年度から「教育研

究公開シンポジウム」を開催している。21年度以降における開催実績は

以下のとおりである。

第 28回（平成 21年 8月 25日）

　　「高等学校教育改革の成果と今後の在り方を考える」（文部科学省

講堂）

第 29回（平成 22年 8月 3日）

　　「生涯にわたる読書－家庭・学校・地域で育む生きる力－」（文部

科学省講堂）

第 30回（平成 23年 11月 24日

　　「東日本大震災と学校―学校運営や教育指導における工夫など―」

（文部科学省講堂）

第 31回（平成 24年 11月 4日）

　　「いじめについて，わかっていること，できること。」（文部科学省

講堂）

第 32回（平成 25年 3月 2日）

　　「いじめについて，わかっていること，できること。in KANSAI」（於：

KBSホール（京都府））

第 33回（平成 26年 12月 19日）

　　「土曜日の教育活動とボランティア」（国立教育政策研究所社会教
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育実践研究センター講堂）

第 34回（平成 27年 8月 24日）

　　「小中一貫教育の制度化と展開～小中一貫教育の先導的取組を踏ま

えて～」（文部科学省講堂）

第 35回（平成 29年 1月 16日）

　　「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～」（文部科学省講堂）

第 36回（平成 30年 3月 9日）

　　「地域と学校つなげるシンポジウム－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ついて－」（放送大学文京学習センター）

第 37回（平成 31年 1月 16日）

　　「資質・能力の育成に向けたカリキュラム・マネジメントの推進～

授業づくりの視点から～」（文部科学省講堂）

(2)　国際シンポジウムの開催

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目的として，平成 13年度から

文部科学省と共催で「教育改革国際シンポジウム」を開催している。21

年度以降における開催実績は以下のとおりである。

第 9回（平成 21年 12月 2日）

　　「“ 質の高い学校 ” をもとめて－日本と東アジア諸国，米国の国際

対話」（文部科学省講堂）

第 10回（平成 22年 9月 10日）

　　「教育研究におけるエビデンスとは－国際的動向と先行分野からの

知見－」（文部科学省講堂）

第 11回（平成 24年 12月 18日）

　　「ESDの国際的な潮流」（文部科学省講堂）

第 12回（平成 25年 12月 10日）
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　　「TUNING-AHELO　コンピテンス枠組の共有と水準規定によるグ

ローバル質保証」（文部科学省講堂）

第 13回（平成 26年 11月 17日）

　　「国際比較から見る今後の教育・教員政策とは―PISA・TALIS調査

が与えた影響―」（文部科学省講堂）

第 14回（平成 28年 1月 19日）

　　「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～」（於：文部科学省講堂）

第 15回（平成 28年 12月 4日）

　　「いじめを生まない学校づくり」（文部科学省講堂）

第 16回（平成 29年 12月 12日）

　　「大学教育の成果をどう測るか－全国卒業生調査の国際的動向－」

（文部科学省講堂）

第 17回（平成 31年 1月 30日）

　　「学びのイノベーションに向けた創造的で働きやすい学校空間」（文

部科学省講堂）

(3)　セミナー・会議等の開催

各種の研究セミナーやシンポジウムを開催したほか，生徒指導研究セン

ターの「生徒指導総合推進会議」，社会教育実践研究センターの「全国生

涯学習センター等研究交流会」，「ボランティア活動推進研究セミナー」等

を定期的に開催して情報提供・情報交換・研究協議を行い，研究成果の普

及・公開に努めた。

(4)　研究成果の公刊と広報活動

研究成果の公刊について，『国立教育政策研究所紀要』は，平成 30年度

までに 147集刊行されている。『国立教育政策研究所広報』は，令和元年

6月現在，第 200号まで発行されている。『国立教育政策研究所年報』に

ついては，研究所の主な出来事を記録として後世に伝え遺すものであり，
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平成 3年度から 29年度まで 28号作成されている。

この他，例えば，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」の成果の一部を紹介した『資質・能力　理論編』（東

洋館出版社，平成 28年 1月）の出版など，研究者や研究プロジェクトご

とに編著書や報告書を発行している。

また，本研究所について簡潔に紹介している和文パンフレット『国立教

育政策研究所の概要』を毎年発行し，広く配布している。海外にも広く紹

介するために和文パンフレットの英語訳版も発刊している。

(5)　ホームページを通じた情報発信

本研究所では，各部・センターの研究活動等をホームページにより広く

発信しており，「研究成果ダイジェスト」については平成 18年度分から

23年度まで作成し，24年度以降は「研究成果」としてそれぞれホームペー

ジに掲載している。なお，22年度以降はプロジェクト研究の成果のみを

先述のホームページに掲載するようにした。

「研究成果アーカイブ」については，検索対象資料として，4年度以降

に発行された 1,676の報告書等（紀要：250件，研究成果報告書：1,426

件）の書誌情報が登録（平成 31年 3月現在）されており，そのうち報告

書 870冊と紀要論文については，インターネット上で本文まで見ることが

できる。今後も随時，報告書等の追加登録を行うこととしている。
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5.　政策形成活動への寄与
本研究所は，教育政策に関する総合的な国立の研究機関として，学術
的な研究活動から得た成果を，教育政策の企画・立案にとって有意義
な知見として集約・提示する役割を担っている。
具体的には，教育政策上の課題に対応した各種のプロジェクト研究を
実施したほか，児童生徒の学力の状況等について，国際比較調査や全
国規模の調査を文部科学省等と連携して実施している。その研究成果
や調査結果は，中央教育審議会や文部科学省など政策立案の場に提供
され，国と地方を通じた今後の政策検討のための基礎資料として活用
されており，これらを通じて教育政策の形成に寄与している。
(1)　教員養成等の改善に関する調査研究

大学等における教職課程に関する研究を実施し，『国立大学教員養成
系大学・学部において優れた取組をしている大学教員に関する調査報
告書』（平成 25年）を取りまとめた。これは，実践的指導力を育成す
る方法等に関する研究であり，教員養成担当の大学教員に求められる
資質・能力，教員養成担当の大学教員の成長，望ましい FDプログラム
等を内容としている。
また，教員養成教育におけるアクティブ・ラーニングの現状等につい
て，教員に求められる諸能力の育成方策に関する研究を実施し，『教員
養成教育における教育改善の取組に関する調査研究～アクティブ・ラー
ニングに着目して』（平成 25～ 26年）を取りまとめた。この中で，ア
クティブ・ラーニングの実践事例について，以下のような整理を行っ
ている。
・知識：チーム基盤型学習
・問題解決能力：ＰＢＬ問題基盤学習
・意思決定能力：ケースメソッド教育
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・根拠に基づいて主張する力・多角的思考：ディベート型学習
・コミュニケーション力・対人関係能力：ＬＴＤ話合い学習法
・省察力：体験型プログラム

・学校現場に「浸かる」：インターンシップ

・地域社会との互恵的関係を構築する力：サービス・ラーニング

上記 2つの研究成果については，中央教育審議会初等中等教育分科会教

員養成部会（平成 26年 6月 18日）や初等中等教育局教職員課との政策検

討会（テーマ「今後の教員養成のあり方」）において報告等を行い，中央

教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上につい

て（平成 27年）」の「教職課程の質の保証・向上」等について，先の研究

成果が反映された。

さらに，教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第

87号）の検討に必要なデータ等を提供した。

(2)　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

教員の働き方改革に関する調査研究を行い，『学校組織全体の総合力を高

める教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）を公

表した。この調査研究により，我が国の教師は，他の国の教師よりも多く

の業務を担当していること，また，質の高い教育活動を実施するためには

児童生徒に対する指導の負担を軽減することも重要であることが判明した。

本研究成果については，中央教育審議会初等中等教育分科会学校におけ

る働き方改革特別部会（平成 29年 8月 4日）や，文部科学省初等中等教

育局の政策検討会（テーマ「教員の働き方改革に向けた論点整理のための

ヒアリング」）において報告等を行い，当該特別部会における中間まとめ（平

成 29年 12月 22日）や，中央教育審議会答申「新しい時代の教育に向け

た持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革

に関する総合的な方策について」（平成 31年 1月 25日）に反映された。
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(3)　大学生の学習実態に関する研究

大学教育の質的向上の推進のための大学生の学習実態の包括的な把握を

図るために，大学生の学習実態に関する研究を実施し，平成28年3月に，『大

学生の学習実態に関する調査研究』を公表した。この中で，大学 1年生の

週当たりの授業に関連した自律的学習時間について，「0時間が 12.0％」，「1

時間から 5時間が 58.4％」，「6時間から 10時間が 19.5％」であることが

判明し，この数値は過去の調査と比較しても改善されておらず，海外の大

学と比較しても学修時間が短いとの指摘があることが明らかとなった。

本研究結果については，第 3期教育振興基本計画への反映がなされ，同

基本計画に基づく関連施策の実施等が図られることとなった。

(4)　初等中等教育の学校体系に関する研究

教育再生実行会議や中央教育審議会等において「学制改革」が議論され，

喫緊の政策課題となっていた時期に，「学制改革」という課題への基礎資

料の提供等を行うことを目的として平成 26～ 27年度に実施した。

平成 27年 8月には，小中一貫教育を先行して実施する学校の事例や文

部科学省による「小中一貫教育等についての実態調査」の二次分析をもと

に小中一貫教育の成果と課題について考察した報告書『小中一貫教育の成

果と課題に関する調査研究』を公表した。「小中一貫教育等についての実

態調査」については，文部科学省が中央教育審議会に資料として示す際の

分析にも協力した。

同報告書の内容を基に，平成 27年 8月に教育研究公開シンポジウム「小

中一貫教育の制度化と展開　～小中一貫教育の先導的取組を踏まえて～」

を開催し，小中一貫教育の制度化を踏まえ，その導入を検討している小中

学校や教育委員会の関係者を中心に 285名の参加を得た。

同報告書及びシンポジウムの資料等は，文部科学省の公式ウェブサイト

にも紹介されており，制度化された小中一貫教育の導入を検討する市町村

の参考資料としても活用されている。
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(5)　全国学力・学習状況調査

本研究所では，児童生徒の学習指導の改善 ･充実に向けた取組や，教育

に関する継続的な検証改善サイクルの確立等を目的として，小学校第 6学

年，中学校第 3学年を対象として，教科に関する調査，生活習慣や学習習

慣等に関する質問紙調査（全国学力・学習状況調査）を悉皆で実施している。

この調査により，全国的な児童生徒の学力や学習状況の把握が可能とな

るとともに，調査結果の分析と，教育の成果と課題などの検証を通じて，

国（政府），教育委員会，学校現場における教育や教育施策の改善に結び

つけるという義務教育の検証改善サイクルの確立が図られている。

具体的には，本調査結果について，国（政府）においては，①政府の教

育振興基本計画の目標管理，②学習指導要領の改訂の議論の深化，③教育

条件の整備充実のための指標等に活用された。教育委員会においては，①

各教育委員会の教育振興基本計画の目標管理，②各種研修プログラムの改

善・充実，③教職員定数の改善など教育条件の整備充実などに活用された。

また，学校現場においては，①学習指導要領の趣旨の徹底と授業改善を始

め日々の教育活動の充実，②「個に応じた指導」の推進，③保護者等と結

果の共有による信頼関係づくりなどにおいて本調査の活用事例がみられる。

(6)　教育課程の編成に関する基礎的研究

本研究は，社会の変化に対応して求められる資質・能力を育成する教育

課程の在り方を検討することを目的として，平成 21年度から 25年度まで

実施された。具体的には，①諸外国における教育課程の動向の調査，②国

内における教育課程の開発事例の調査，③教育課程の実施状況の調査等を

踏まえ，教育課程全体で育成すべき資質・能力を整理し，今後の教育課程

編成の原理や内容，方法等の検討を行った。『報告書 5　社会の変化に対

応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理』（平成 25年 3月）

では，育成を目指す資質・能力を，基礎力・思考力・実践力の三層で構成

される「21世紀型能力」として整理した。
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本研究で調査した諸外国の教育課程の動向や国内外で提起された資質・

能力の分析は，文部科学省に設置された「育成すべき資質・能力を踏まえ

た教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」の「論点報告」（平成

26年 3月 31日）に盛り込まれ，中央教育審議会初等中等教育分科会教育

課程部会における検討に活用された。中央教育審議会『幼稚園，小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について（答申）』（平成 28年 12月 21日）では，今後の教育課程の

編成に当たって，資質・能力の育成を重視するとの方向性が示され，本研

究の成果が，答申の「補足資料」として掲載されている。

(7)　キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査

本研究所では，平成 24年度に全国の小・中・高等学校（各 500～ 1,000

校）を対象に大規模な「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」

を実施し，数次の報告書の取りまとめを実施した。

この調査結果により，学校でキャリア教育を適切に行っていく上で，取

組の改善につながるように点検することの重要性は浸透してきているが，

キャリア教育の成果について点検することを全体計画内に組み込んでいる

学校は多くないことが判明した。

このことにより，中央教育審議会において本調査結果データ等を踏まえ

て審議を行い，学習指導要領の改訂（平成 29～ 30年）において各学校段

階でのキャリア教育の充実について明示されたところである。

さらに，同調査結果データをもとに，文部科学省においては『データが

示すキャリア教育が促す「学習意欲」』等のパンフレットを各学校に配布

したり，全国各地の研修会でこれらのパンフレットの内容を含めて指導が

行われているなど，本調査結果が，キャリア教育の充実に十分活用されて

いる。

(8)　学校施設の防災機能に関する実態調査

避難所の指定状況，防災機能の向上に対する連携・協力等の状況，防災
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施設・設備の整備状況等を把握するために，学校施設の防災機能に関する

実態調査を行い，平成 18年，23年，24年，25年，26年，27年の各年に

おいて『学校施設の防災機能に関する実態調査の結果について』を公表し

た。

本調査結果については，学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議

における災害に強い学校施設づくり検討部会に資料提供（平成 24年 12月

15日及び 25年 12月 16日）を行い，『災害に強い学校施設の在り方につ

いて～津波対策及び避難所としての防災機能の強化～』に取りまとめられ

た。

また，文部科学省大臣官房文教施設企画部において実施された，避難所

となる学校施設の防災機能の向上に関する各都道府県教育委員会等への周

知活動や，公立学校施設の防災機能を強化する支援事業においても参考と

された。

なお，本調査は，平成 29年度から，文部科学省大臣官房文教施設企画

部施設企画課が実施する「避難所となる公立学校施設の防災機能に関する

調査」に継承されている。

(9)　学校施設の環境に関する基礎的調査研究

ア．エコスクールの整備推進

エコスクール（環境負荷の低減や自然との共生を考慮した学校施設とし

て整備して，環境教育の教材として活用するもの）の整備推進を図るため，

平成 21年 8月に「校舎のエコ改修の推進のために～モデルプランにおけ

る環境対策シミュレーション結果」を取りまとめ，「エコ改修」のモデル

プランを公表した。この研究を基に，学校設置者が施設整備の参考として

活用できるように「エコ改修」の CO2削減効果を簡易的に算出できるツー

ル「学校施設の CO2削減設計検討ツール」（Facilities Simulation Tool：

FAST）を開発し，Ver.1を平成 23年 1月に，Ver.2を 24年 6月に作製した。

FASTについては文部科学省に提供され，学校施設の「エコ改修」に関
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する国庫補助への CO2削減効果を先の FASTにより算出し記載する制度

の導入が図られ，エコスクールの一層の整備推進に資している。

イ．学校のゼロエネルギー化

学校のゼロエネルギー化の促進を図るため，学校施設のエネルギー使用

実態等調査（平成 24～ 25年，28年～令和元年）を実施し，スーパーエ

コスクールの改修前後の省エネ効果の検証や，省エネ効果の高い改修項目

や運用における課題等を取りまとめている。

この調査に基づく改修前における検証結果を文部科学省に提供すること

により，同省において平成 24年度から 26年度まで実施されたスーパーエ

コスクール実証事業において活用され，省エネと創エネによるゼロエネル

ギー化，防災機能への貢献，環境教育への活用に資した。
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6.　EBPM推進のための取組
本節においては，政府における新たな取組である EBPM（Evidence 

Based Policy Making：客観的な根拠に基づく政策立案）推進に対する研究

所としての対応について概説する。

(1)　EBPM 推進の背景

EBPMの推進については，平成 29年 5月，統計改革推進会議（平成 29

年 1月内閣総理大臣決裁）において最終取りまとめが公表され，我が国の

経済社会構造が急速に変化する中，限られた資源を有効に活用し，国民に

より信頼される行政を展開するためには，政策部門が，統計等を積極的に

利用して，EBPMを推進する必要がある旨提言された。

また，経済財政運営と改革の基本方針 2017においては，上記統計改革

推進会議最終取りまとめ等に基づき，EBPMと統計の改革を車の両輪とし

て一体的に推進し，政策，施策，事務事業の各段階のレビュー機能におけ

る取組を通じて EBPMの実践を進め，EBPM推進体制を構築することと

された。

このような政府の動きも踏まえ，第 3期教育振興基本計画においては，

あるべき教育政策を総合的・多角的に判断して，客観的な根拠に基づく政

策ビジョンを形成する等，教育政策に関する EBPMを推進する体制を文

部科学省に構築するとともに，国立教育政策研究所における，客観的な根

拠に基づく政策に資する研究を進める体制整備を進めるべきことが盛り込

まれた。また，新たなデータ創出や，より質の高い PDCAサイクルの推

進の観点から，EBPMの前提となるデータの一元化・提供体制等に関する

改革を推進するため，文部科学省，国立教育政策研究所，国会図書館文部

科学省支部の保有する各種調査・研究に関するそれぞれのデータの一元化

についても提言された。
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(2)　研究所における EBPM 推進支援の取組

ア．基本方針への明記

研究所においては，統計改革推進会議最終取りまとめなどの政府全体の

動きや，中教審における第 3期教育振興基本計画の審議状況を踏まえ，平

成 30年 4月に策定した国立教育政策研究所基本方針において，研究所の

使命を果たすに当たっては，国における EBPMの推進を支援するという

観点についても留意する旨明記をした。

イ．EBPM 推進支援に関する体制の整備

平成 30年 6月に，所内の各部・各センターの研究官等により構成され

る「EBPM推進支援チーム」を設け，EBPM推進支援に関する検討体制

の整備を図った。

同チームは，研究所内の各部・各センターや文部科学省の関連部局と緊

密に連携を図りつつ，①研究所の各プロジェクト研究等の EBPM推進支

援に関連すると考えられる調査研究業務の全体把握・総括（フォローアッ

プ等），②研究所の研究情報の一元化・共有化に係る業務の支援・推進及

びそれらの取扱い方針等についての検討，③ EBPM推進支援に係る文部

科学省との連絡調整などについて検討を行うこととされた。

同年 7月 12日に第 1回会合を開催し，所内の研究官による諸外国の

EBPMの実情や EBPMを研究所に適用する場合の留意点等について講演

を実施した。同年 10月 10日に第 2回会合を開催し，研究情報の取扱いや

プロジェクト研究の今後の在り方等について検討を行った。

ウ．プロジェクト研究決定プロセスの見直し

プロジェクト研究については，EBPM推進支援の観点も踏まえ，テーマ

設定や構成員等について，これまで以上に事前に十分な時間的余裕を持っ

て，文部科学省の関係部局と相談や調整を行うなど，より密接な連携を図

り決定をすることとした。
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エ．EBPM に関するプロジェクト研究の実施

教育政策の EBPM推進が求められている一方で，現実的な観点で多く

の課題も存在しており，その課題解決に資する基礎的な知見を提供するこ

とを目的として，平成 31年度から 3か年の計画で，プロジェクト研究「客

観的根拠を重視した教育政策の推進に関する基礎的研究」を実施している。

オ．文部科学省本省と国立教育政策研究所の連携連絡体制の強化

（ア）　文部科学省と研究所の連絡会議の開催

第 3期教育振興基本計画において，客観的な根拠を重視した教育政策の

推進が明記されたことを踏まえ，文部科学省においては，同年 10月，総合

教育政策局に調査企画課が設置され，EBPM推進の体制強化が図られた。

このような中，教育政策に関する EBPMを推進する体制に基づく政策

に資する研究を進めるとの視点の下，調査企画課と国立教育政策研究所と

の定期的な連絡会議を設置した。構成員は，調査企画課長等関係官や研究

所次長，関係部長等である。第 1回は，平成 31年 2月 20日に開催し，研

究所におけるプロジェクト研究等に係る対応状況などについて意見交換を

行った。

（イ）　文部科学省の EBPM 関係課長会議への参加

我が国の抱える課題に対する効果的な施策の立案・実施や，施策の必要

性や有効性に関する対外的な説明能力の向上を図るため，文部科学省にお

ける EBPMの活用の在り方について検討することを目的として，平成 31

年 2月，大臣官房に「EBPM関係課長等会議」が設置された。

同会議は，大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官を議長

とし ,大臣官房政策課長，総合教育政策局調査企画課長など関係課長で構

成され，研究所はオブザーバーとして参加している。

第 1回会議は平成 31年 2月 15日に開催され，研究所から関係研究官が

出席し，EBPMの活用に係る取組方針や，当面のスケジュール等について

議論がなされた。
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7.　東日本大震災への対応
平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災は，日本における観測史上

最大と言われ，学校現場にも甚大な被害をもたらした。本節では，この大

震災による復興を支援するため，本研究所が実施した様々な取組について

概説する。

(1)　本研究所のウェブサイト等における取組

発災後速やかに，学校における震災対応や防災教育に関する教育図書館

所蔵文献等の一覧を作成し，被災地の県教育委員会等に情報提供するとと

もに，本研究所のウェブサイトに掲載した。

また，被災地の学校及び教育活動の復興支援のため，学校運営・学習指導・

教育相談等の工夫などについて教育関係者の知識と経験を共有する場とし

て，大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所と協

力して「みんなでつくる被災地学校運営サイト」を平成 23年 4月 8日か

ら 30年 6月 30日まで開設した。同サイトでは，過去の災害の被災地にお

ける教育課程編成などの工夫事例，小規模学級やへき地の学校等の様々な

条件下での教育課程編成等の取組事例などを提供するとともに，教育関係

者が学校運営・学習指導・教育相談等に役立つ情報を書き込める掲示板を

設定した。

(2)　調査研究等における取組

平成 24年度の教育課程研究指定校の指定に当たっては，学校全体を通

じた思考力・判断力・表現力の育成に取り組む指定校について，被災地域

の実践研究の成果を普及する観点から，被災地域の学校に配慮した指定を

行った。

また，「学校の復興とまちづくりに関する調査研究」（平成 24年 2月～

26年 3月），「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」（27～ 28年度）の実施などを行った。
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(3)　シンポジウム等の開催

平成 23年 11月 24日に，大規模災害下での教育活動の懸命な取組等を

国内外に情報発信し，このような極めて困難な状況下での教育実践から今

後の教育政策の在り方について示唆を得る機会とすることを目的に，教育

研究公開シンポジウム「東日本大震災と学校－学校運営や教育指導におけ

る工夫など－」を開催した。

被災県である岩手県，宮城県，福島県から教育長経験者，小学校及び高

等学校の校長を招いて，被災地での避難の様子や取組，防災教育，学校運

営や教育指導の工夫について紹介するとともに OECD教育局シニアアナ

リストから，海外の災害復興において成功したと考えられる支援や政策実

施上の配慮事項等について発表がなされた。引き続きパネルディスカッ

ションが行われ，日頃からの取組の重要性や学校と地域の仲介の必要性等

が意見として示された。

平成 24年 1月には文教施設研究講演会「地震国の学校建築－ニュージー

ランドと日本の知見の交流－」と題して，カンタベリー地震で被災した

ニュージーランド教育省から講師を招へいするとともに，我が国の研究者

による東日本大震災から得られた教訓に関する講演を実施した。

同年 3月には「地域教育力を高めるボランティアセミナー－東日本大震

災と地域社会－」が開催され，それぞれ学校建築の視点に立った耐震対策

や災害復興，今後の地域づくりとボランティア活動をテーマとした報告・

討議などが実施された。

(4)　その他

文部科学省からの要請を受け，2名の総括研究官を，岩手県政府現地連

絡対策室，宮城県緊急災害現地対策本部，原子力災害現地対策本部の構成

員として，計 12回，延べ 68日間にわたり，各被災地に派遣して現地にお

ける災害対応に貢献した。
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第 2章
主な研究事業等
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1.　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，原則として各部・センターが連携し，
所内の研究官等のみならず，広く所外の大学，研究機関等の研究者の参
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ある。概ね 2

年から 3年の研究期間で実施しており，必要に応じて研究期間を延長
して実施する例もある。
平成 23年度の中期目標の改訂に伴い，プロジェクト研究については，
教育行財政，初等中等教育，教職員，高等教育，生涯学習の 5分野に
おいて推進することとし，30年に策定された基本方針においても，こ
の 5分野が引き継がれている。
平成 21年度から 30年度に実施したプロジェクト研究は 64プロジェ
クトである。上述の 5分野別では，①教育行財政が 10プロジェクト，
②初等中等教育が 23プロジェクト，③教職員が 7プロジェクト，④高
等教育が 9プロジェクト，⑤生涯学習が 5プロジェクトとなっている
（23年度以降に研究が終了したものを分類）。プロジェクト研究のテー
マ名，研究代表者及び研究期間については，191ページを参照いただき
たい。研究報告書については，本研究所のホームページ（http://www.

nier.go.jp/05_kenkyu_seika/index.html）も参照いただきたい。
また，プロジェクト研究については，テーマの設定時から，研究課
題や実施方針等をを見据えて文部科学省の関連部局と密接に連携を図
り実施しており，その成果は中央教育審議会（以下この節において「中
教審」という。）をはじめ，様々な委員会等において報告し，様々な教
育政策の形成に寄与するとともに，施策への反映がなされている。
近年における主な政策形成寄与活動については，以下のとおりである

（第 1章　5．政策形成活動への寄与も参照）。
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①　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）

→中教審　教育課程部会教育課程企画特別部会（第 4回：27.3.26）に

おいて説明

※中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策について」（28年 12月）

及び当該答申に基づく学習指導要領の改訂に反映

②　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（27～ 28年）

→文部科学省「教員の働き方改革に向けた論点整理」（29.5.30）にお

いて説明

※中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運

営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な

方策について」（29年 12月）に反映

③　大学生の学習実態に関する調査研究（25～ 27年）

→中教審　大学教育部会（第 29回：26.10.7）において資料提供

※第 3期教育振興基本計画，中教審答申「2040年に向けた高等教

育のグランドデザインについて」（30年 11月）に反映

④　少人数指導・少人数学級の効果に関する調査研究（25～ 26年）

→中教審　学校における働き方改革特別部会（第 2回：29.8.4）にお

いて資料提供

※中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運

営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な

方策について」（29年 12月）に反映

⑤　教員養成等の改善に関する調査研究（25～ 26年）

→文部科学省　教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会

（第 2回：28.9.7）における説明→中教審　チームとしての学校・教
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職員の在り方に関する作業部会（第 3回：27.2.3）において説明

→中教審　教員養成部会（第 71回：26.6.18）において説明

※ 28年 11月に公布された教育公務員特例法及び教育職員免許法の

一部改正に反映

⑥　教育課程の編成に関する基礎的研究（21～ 25年）

→中教審　教育課程部会教育課程企画特別部会（第 4回：27.3.26）に

おいて説明

※中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策について」（28年 12月）

及び当該答申に基づく学習指導要領の改訂に反映

→文部科学省　育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評

価の在り方に関する検討会（第 6回：25.6.27，第 10回：25.11.22）

において報告

⑦　Co-tearchingスタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員

組織の在り方に関する総合的研究（22～ 24年）

→文部科学省　教育再生の実行に向けた教職員等指導体制の在り方等

に関する検討会議（第 2回：26.6.17）において説明

⑧　学級規模の及ぼす教育効果に関する研究（23～ 24年）

→文部科学省　公立義務教育諸学校の学級規模及び教職員配置の適
正化に関する検討会議（第 11回：24.4.10）において報告
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2.　国際共同研究・調査
(1)　PISA 調査

ア．PISA 調査の目的と特徴

OECDは，平成 12（2000）年から，義務教育終了段階の 15歳児を対

象として読解リテラシー（読解力），数学的リテラシー，科学的リテラ

シーの 3主要分野について 3年サイクルで PISA調査（Programme for 

International Student Assessment：生徒の学習到達度調査）を行っている。

この調査は，OECDが，昭和 63（1988）年以来進めている，各国の教育制

度や政策を様々な側面から比較する INES Project（Indicators of Education 

System Project：教育インディケータ事業）の一環としてスタートし，国

立教育政策研究所は，東京工業大学教育工学開発センターとともにこの調

査に関わっている。本研究所は，国際的には，国際コンソーシアムの構成

機関として主導的な役割の一端を担っており，問題作成や調査の設計，結

果の分析に関与し，また，国内的には，日本語での調査内容の検討，調査

対象校の標本抽出，調査対象校や教育委員会との連絡調整，調査の実施，

国内報告書の作成等を行った。

PISA調査の目的は，各国の子供たちが将来生活していく上で必要とさ

れる知識や技能が，義務教育終了段階において，どの程度身に付いている

かを測定することにある。また，定期的に国際的な調査を行うことによ

り，生徒の学習到達度に関する政策立案に役立つ指標を開発することも目

的としている。PISA調査の対象は，国際的には義務教育終了段階の 15歳

児であるが，我が国では，「高等学校本科の全日制学科，定時制学科，中

等教育学校後期課程，高等専門学校（以下，高等学校と略す）」の 1年生

としている。なお，標本抽出単位は，学校ではなく学科であり，各学科か

ら 35名が任意に抽出される。調査では，読解力・数学的リテラシー・科

学的リテラシーの主要 3分野（実施年によって中心分野を設定して重点的
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に調査）及び革新分野に関する調査問題のほか，生徒質問紙，学校質問紙

が実施されており，特にそれぞれのリテラシーを測定する調査問題が，実

生活で遭遇するような状況に関する課題文・図表をもとに構成されている

ところに特徴がある。

表 1　PISA調査分野の変遷
年 参加

国・

地域

三分野

（◎印は中心分野）

革新分野 日本の参加校

数及び参加者

数

2000 32 ◎読解 　数学 　科学 135学科

約 5300人

2003 41 　読解 ◎数学 　科学 問題解決

能力

144学科

約 4700人

2006 57 　読解 　数学 ◎科学 185学科

約 6000人

2009 65 ◎読解 　数学 　科学 185学科

約 6000人

2012 65 　読解 ◎数学 　科学 問題解決

能力

1学科

約 6400人

2015 72 　読解 　数学 ◎科学 協働問題

解決能力

198学科

約 6600人

2018 約 80 ◎読解 　数学 　科学 グローバ
ル・コン
ピテンス

約 200学科

約 6000人

なお，PISA調査については，平成 12（2000）年の調査以降筆記型調査

が行われてきたが，実生活における ICTの活用がますます重要になってき

たことを受け，PISA2012年調査では，国際オプションとしてコンピュー
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タ使用型調査が実施され，PISA2015年調査からは，コンピュータ使用型

調査に全面移行している。

イ．主な調査結果

調査の研究成果として，PISA2012年調査については，『生きるための

知識と技能⑤―OECD生徒の学習到達度調査（PISA）2012年調査国際結

果報告書』（明石書店，平成 25年），『PISA2012年調査　評価の枠組み：

OECD生徒の学習到達度調査』（明石書店，28年），PISA2015年調査に

ついては，『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』（明石書店，28年），『PISA2015年

調査　評価の枠組み：OECD生徒の学習到達度調査』（明石書店，28年）が，

それぞれ国立教育政策研究所から刊行されている。

PISA2012年調査及び PISA2015年調査のいずれにおいても，日本は，科

学的リテラシー，読解力，数学的リテラシーのすべての分野において国際

的に見て平均得点が高い上位グループに位置していることが明らかになっ

た。

また，革新分野として，PISA2012年調査では「問題解決能力」，

PISA2015年調査では「協働問題解決能力」の調査が行われ，『OECD生

徒の学習到達度調査　PISA2012年問題解決能力調査－国際結果の概要

－』（国立教育政策研究所，平成 26年），『OECD生徒の学習到達度調査　

PISA2015年協働問題解決能力調査－国際結果の概要－』（国立教育政策研

究所，29年），『OECD生徒の学習到達度調査　PISA2015年調査国際結果

報告書　生徒の well-being（生徒の「健やかさ・幸福度」）』（国立教育政策

研究所，29年）を発表している。

日本は，「問題解決能力」では，44か国中 3位（OECD加盟国（28か国中）

中では 2位），「協働問題解決能力」では，52か国中 2位（OECD加盟国（32

か国）中では 1位）という結果であった。なお，「問題解決能力」につい

ては，参加国全体として男子の方が女子より成績が良く，「協働問題解決
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能力」については，参加国全体として女子の方が男子より成績が良い傾向

にあることが明らかになった。

このほか，PISAの調査結果及び研究成果の普及のため，調査の国際的

な総括責任者であるアンドレアス・シュライヒャー OECD教育・スキル

局長や，他国の教育政策担当者・専門家等を招いて，講演会や OECD/

Japanセミナー，国際シンポジウム等を行った。

(2)　PIAAC

ア．国際成人力調査の目的と背景

PIAAC（Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies：国際成人力調査）は，OECDが実施する「成人力（Adult 

Skills）」に焦点を当てた国際比較調査である。この調査の目的は，成人が

現代の職業生活・市民生活を営む上で必要な能力（成人力）とは何か，各

国の 16歳から 65歳までの成人がその能力をどの程度身に付けているのか

などを明らかにすることである。

ここで「成人力」とは，「多くの社会状況や仕事環境で成人に関わり，

労働市場や教育・訓練，社会生活及び市民生活に完全に溶け込み，参加す

るのに必要な『様々な情報の処理・活用に関するキー・スキル』」（OECD

編著，『OECD成人スキル白書－第 1回国際成人力調査（PIAAC）報告書』，

矢倉美登里，稲田智子，来田誠一郎訳，明石書店，平成 26（2014）年，

p31）である。すなわち，知識をどの程度持っているのかということでは

なく，読解力，数的思考力，知識や情報を活用して課題を解決する力など

のことを指している。

PIAACは，こうした成人力が国の経済発展に深く関わっていると考え

られることから，調査結果が各国の学校教育・成人教育，職業訓練等の政

策の企画立案に生かされることを念頭に置いて構想された。

イ．調査の内容・方法の概要と準備過程

日本は，この国際成人力調査に本研究所が調査実施機関として参加し，
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当初は生涯学習政策研究部が，調査結果の公表段階では国際研究・協力部

が実務を執り行った。最初の調査（第 1サイクル）の準備は，平成 20（2008）

年から正式に始まった。OECDの委託を受けた国際コンソーシアムが，調

査参加国の調査実施機関と協力して調査内容や手段・手法の開発を進めた。

調査する内容は，「読解力」，「数的思考力」，「ITを活用した問題解決能力」

の三つの分野についての直接評価と対象者の学歴，職歴，学習活動への参

加状況などについて尋ねる背景質問とで構成された。調査は，調査員が回

答者の自宅で対面して専用のパソコン，一部は紙媒体を用いて実施された。

実施上の課題を事前に把握しておくために，平成 21（2009）年には日

本国内でパイロット調査を先行実施するとともに，その時々の課題に関す

る専門的な助言を得るため，所内外の専門家からなる PIAAC国内調査の

実施に関する研究会を組織して国内調査の準備に当たった。さらに，，22

年に参加国共通の予備調査を実施して本調査（Main Study）に備える準備

のプロセスを重ねた。

本調査は，平成 23（2011）年 8月から翌年 3月にかけて，日本を始め

アメリカ，イギリスなど OECD加盟国を中心とした 24の国と地域におい

て一斉に実施された。日本では，住民基本台帳からの層化二段抽出法によ

り 11,000人を抽出し，本研究所から実施委託を受けた民間の調査会社に

よって約 5,200人から必要な調査データを収集した。

ウ．主な調査結果

第 1サイクルの調査結果は平成 25（2013）年 10月 8日に OECDから

公表された。日本でも同日結果が公表され，国立教育政策研究所が日本

版国際報告書『成人スキルの国際比較－ OECD国際成人力調査（PIAAC）

報告書』（国立教育政策研究所編，明石書店，25年）を刊行した。

主な調査結果として，日本の成人は読解力と数的思考力において，世界

トップレベルの習熟度を有していること（平均得点で参加国中第 1位），

背景調査とのクロス分析においては，例えば，参加国全般でどのスキルも
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30歳前後でピークを迎えて徐々に低下していく傾向にある中で，我が国

は加齢にもかかわらず高い水準を維持しているという傾向になっているこ

となどが明らかになった。

こうした調査結果については，この調査が成人一般の能力を対象とする

初めての大規模な国際比較調査であったことから，社会からも広く関心を

集め，新聞各紙が第一面で調査結果を取り上げたほか，テレビ等でも大き

く取り上げられた。平成 27（2015）年 2月には，これらの結果のさらな

る分析をもとにしたシンポジウムを開催して成果の普及を図った。

エ．第 2 サイクルへの取組

OECDは，第 2回（第 2サイクル）の国際成人力調査について，第 1

サイクルから 10年後の令和 3（2021）年から 4（2022）年にかけて実施

することを決定している。日本もこのプロジェクトへの参加を表明してお

り，平成 30年 4月以降，本調査の実施に向けた諸準備に取りかかっている。

AIやグローバル化などの急速な進展を見据え，この 10年間の成人力のス

キル習熟度の変化から，これからの社会に対応していく成人力に係る諸課

題を明らかにしていくことが期待される。

(3)　TALIS

TALIS（Teaching and Learning International Survey：国際教員指導環境

調査）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あ

り，平成 20（2008）年に第 1回調査が実施された。教員及び校長への質

問紙調査を通じて，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国際比較可能なデータを収集

し，教育に関する分析や教育政策の検討に資することを目指している。当

該データの国際比較分析により，参加国は自国と共通の課題に直面してい

る国があることを知り，その国の政策アプローチを参考とすることができ

る。

我が国においてもこのような国際比較分析は有用であることから，平成
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25（2013）年に実施された第 2回調査（TALIS2013）から参加しており，

本研究所が我が国における第 2回調査及び第 3回調査（TALIS2018）の調

査実施機関となっている。

TALIS2013においては，OECD加盟国等 34か国・地域が参加し，前期

中等教育を対象としたコア調査の他に初等教育や後期中等教育に関するオ

プション調査も実施された。我が国では，平成 25（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前期課程の中から 192校，約

3,700名（校長 192名，教員 3,521名）が参加した。

TALIS2013の結果については，『教員環境の国際比較－ OECD国際教員

指導環境調査（TALIS）2013年調査結果報告書』（明石書店，平成 26（2014）

年）が国立教育政策研究所より刊行された。また，調査結果の要約が国立

教育政策研究所のサイトに公開されている。国際的には，英文等で国際報

告書が作成され，OECDの TALISのサイトに公開されている。

TALIS2018においては，我が国は，前期中等教育を対象としたコア調査

の他に初等教育に関するオプション調査にも参加している。我が国では，

平成 30（2018）年 2月中旬から 3月中旬にかけて調査を実施したところ

である。

また，OECDでは，TALISの新しい試みとして，平成 30（2018）年より，

授業ビデオ等の分析を行う TALISビデオスタディ（TALIS Video Study）

を実施し，我が国も参加している。これまでの TALISは，教員に対する

質問紙調査によって，指導実践や学習環境等を把握していたが，このビデ

オスタディでは，実際の授業風景をビデオ撮影して分析することで，より

客観的なデータを収集するとともに，授業を受けた生徒にテストを実施し，

指導と生徒の学習成果の関係を分析することとしている。

(4)　OECD 国際幼児教育・保育従事者調査

OECDでは，平成 30（2018）年から新たに，幼児教育・保育施設の保育者

に関する国際調査（Starting Strong Teaching and Learning International 
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Survey）を実施している。この調査では，園の環境，保育のプロセスの質，

園でのリーダーシップ，保育者の信念と実践，自己効力感，職場の雰囲気・

勤務環境，仕事への満足度，保育者養成，保育者の専門性向上等に関して

データを集めることとしている。我が国もこの調査に参加し，本研究所が

我が国における調査実施機関となっている。

この調査の結果から，他の国との比較を通じて，日本の幼児期における

教育・保育の実態，良い点や課題について情報を得ることができ，国の政

策立案や幼児教育・保育実践の改善のために活用することができる。

我が国では，平成 30（2018）年 10月から 11月にかけて，全国の幼稚園・

保育所・認定こども園の中から約 220園の園長・所長と 3～ 5歳児を担当

する保育者（幼稚園教諭，保育士，保育教諭等）への質問紙調査を実施し

たところである。

(5)　TIMSS

IEA（International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement：国際教育到達度評価学会）は，平成 7（1995）年から，小

学校 4年生，中学校 2年生を対象として，算数 ･数学，理科の 2教科に

ついて 4年サイクルで TIMSS（Trends in International Mathematics and 

Science Study：国際数学・理科教育動向調査）を行っている。なお，平成

11年の調査は中学後 2年生のみが対象である。

本研究所は，昭和 36（1961）年以来日本を代表する機関として IEAに

加盟し，これまで，「数学教育」，「理科教育」，「コンピュータと教育」の

3種の IEAの教育調査研究に参加してきた。本研究所は，国際的には，問

題作成や調査の設計，結果の分析に関与し，また，国内的には，日本語で

の調査内容の検討，調査対象校の標本抽出，調査対象校や教育委員会との

連絡調整，調査の実施，国内報告書の作成等を行った。

IEAによる数学教育及び理科教育に関する国際的な学力調査は，昭和 39

（1964）年の「第 1回国際数学教育調査（FIMS）」，45（1970）年の「第 1
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回国際理科教育調査（FISS）」，56（1981）年の「第 2回国際数学教育調査

（SIMS）」，58（1983）年の「第 2回国際理科教育調査（SISS）」，平成 7（1995）

年の「第 3回国際数学 ･理科教育調査（TIMSS，後に TIMSS1995と改称）」，

11（1999）年の「第 3回国際数学 ･理科教育調査の第 2段階調査（TIMSS-R，

後に TIMSS1999と改称）」，15（2003）年の「国際数学・理科教育動向調

査の 2003年調査（TIMSS2003）」，19（2007）年の「国際数学・理科教育

動向調査の 2007年調査（TIMSS2007）」，23（2011）年の「国際数学・理

科教育動向調査の 2011年調査（TIMSS2011）」，27（2015）年の「国際数

学・理科教育動向調査の 2015年調査（TIMSS2015）」，31（2019）年の「国

際数学・理科教育動向調査の 2019年調査（TIMSS2019）」がある。

これらの調査名については，平成 7（1995）年以降，TIMSSの後に実施

年を付けて呼ぶようになっている。これは，15（2003）年からは小学校 4

年生と中学校 2年生を対象に 4年ごとに調査を行うことになり，名称も「国

際数学・理科教育動向調査」と改められたからである。それに伴い，同じ

ようにボストン・カレッジが国際センターとなり行ってきた平成 7（1995）

年調査，11（1999）年調査の名称も変えることになった。当初は，それ

ぞれ，第 3回調査（TIMSS：Third International Mathematics and Science 

Study），第 3回の第 2段階調査（TIMSS-Repeat）とされたが，「Third」を

「Trends」とそれぞれ読み替えて，TIMSS1995，TIMSS1999と改めて呼ぶ

ようになった。

TIMSS調査の目的は，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を国際的な尺度によって測定し，児童・生徒の

学習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。また，算数・数学教育及び理科教育の

国際的な動向調査として，小学校 4年及び中学校 2年のそれぞれの過去の

同学年との比較，小学校 4年の調査に参加した学年と 4年後の中学校 2年

の間の変化などを分析することも目的である。調査では，算数 ･数学，理
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科の調査問題のほか，児童 ･生徒質問紙，教師質問紙，学校質問紙，カリ

キュラム質問紙が実施されており，TIMSS2015からは小学校 4年におい

て保護者質問紙も実施されている。

TIMSS2011は，国際的には，2010年度の学年末に調査が実施され，50

か国，約 26万名の小学校 4年生，42か国，約 23万名の中学校 2年生が

参加した。我が国では，全国の小中学校約 300校において，小学校 4年生

約 4,400名，中学校 2年生約 4,400名が参加し，平成 23（2011）年 3月に

調査が行われた。

TIMSS2015は，国際的には，2014年度の学年末に調査が実施され，50

か国，約 27万名の小学校 4年生，40か国，約 25万名の中学校 2年生が

参加した。我が国では，全国の小中学校約 300校において，小学校 4年生

約 4,400名，中学校 2年生約 4,700名が参加し，平成 27（2015）年 3月に

調査が行われた。

TIMSS2019は，我が国では，平成 31（2019）年 2月から 3月にかけて，

従来の筆記型調査を「国際調査」として実施するとともに，筆記型調査と

コンピュータ使用型調査を同時に実施する「国内調査」を実施した。

TIMSS関連の刊行物としては，TIMSS2011 の調査結果について

『TIMSS2011算数・数学教育の国際比較』『TIMSS2011理科教育の国際比

較（明石書店，いずれも平成 25（2013）年），TIMSS2015の調査結果につ

いて『TIMSS2015算数・数学教育／理科教育の国際比較』（明石書店，29年）

が国立教育政策研究所より公刊されている。国際的には，算数・数学，理

科の国際報告書，我が国を含む各国の教育事情をまとめたエンサイクロペ

ディア，調査方法を詳細に説明するテクニカルレポート等が TIMSSのウェ

ブサイト等で公開されている。

（https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/）

(6)　AHELO

高等教育の拡大や国際化が世界的に進展していることに伴い，高等教育
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の多様な質を評価することが重要な課題の一つとして関心を集めてきてい

る。こうした関心のもとで，新たなアプローチとして，学習成果への注目

が高まっている。政府や高等教育機関，質保証機関による学習成果の評価

方法の改善に資するため，OECDは，高等教育における学習成果の評価

についてフィージビリティ・スタディの実施を提案した。こうして実施さ

れたのが，AHELO（Assessment of Higher Education Learning Outcomes：

高等学校における学習成果の評価）である。卒業直前の大学生を対象とし，

大学生が大学教育をとおしてどのような知識・技能・態度を習得したか（学

習成果）を，世界共通のテストを用いて測定することを目的とした。平成

20（2008）年度から 24年度にかけて実施されたのは，そうした学習成果

調査が実施可能であるかどうかを検証するためのフィージビリティ・スタ

ディであり，世界 17か国の参加のもとに，一般的技能，経済学，工学の

三つの分野で展開された。

そのうち，日本は工学分野に参加した。本研究所は，国内外の専門家の

協力を得ながら，OECDの委託を受けた国際コンソーシアムのメンバーと

してテスト問題の開発と妥当性検証に当たるとともに，文部科学省の委託

を受けた国内拠点（ナショナル・センター）としてテスト問題等の翻訳，

国内調査の準備・実施・報告を担当した。

フィージビリティ・スタディは，次の二つのフェーズに分かれて行われ

た。第 1フェーズ（平成 22（2010）年 1月～ 23（2011）年 6月）では，

各国における高等教育システムの多様性と特殊性をふまえつつ，学習成果

を適切に測定するアセスメント・ツールを作成することが可能なのかを小

規模の実査に基づいて検証した。第 2フェーズ（平成 23（2011）年 7月

～ 24（2012）年 12月）では，第 1フェーズにおける小規模の実査に基づ

いて改良されたアセスメント・ツールの妥当性と信頼性は確保できている

か，また，大学と学生の参加を促してアセスメントを適切に実施すること

は実質的に可能なのかを大規模の実査に基づいて検証した。これらの結果
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は平成 25（2013）年 3月にパリで開催された最終会合で共有され，フィー

ジビリティ・スタディは完了した。

フィージビリティ・スタディとして特に重要である大規模実査について

は，平成 24（2012）年 4～ 5月に国内 12大学（参加者：学生 504人，教

員 196人）における実査，6月にテストの採点，12月に OECDへの報告

を行った。25年 3月には，日本の経験から得られた知見について，パリ

最終会合における発表とともに，国内大学に対しても報告を行った。

フィージビリティ・スタディの総括として，平成 24（2012）年 12月か

ら 25年 10月にかけて OECDより最終報告書全 3巻が刊行された。そこ

では，調査研究をとおしてテスト問題や実施方法について改善すべき点や

検討を深めるべき点が明らかになったものの，国際的な学習成果アセスメ

ントを実施することは基本的に可能であると結論づけられている。

この結果を受け，平成 25（2013）年度には「AHELO調査結果の分析に

関する研究会」を立ち上げ，引き続きフィージビリティ・スタディによっ

て得られた知見の整理，検討を行った。研究会の研究活動による成果とし

て，国際的な学習成果アセスメントは大学間でのコンピテンス枠組みと水

準規定についての共通理解を進めていくための有望なアプローチである一

方で，アセスメント結果に基づいて大学に有益なフィードバックを行える

ようになるには，アセスメントに用いるテスト問題に関する情報を大量に

蓄積する必要があるとの結論が示された。テスト問題の情報を蓄積する作

業を持続可能な形に展開していくことが課題として挙げられ，この課題に

取り組むものとして，後述する「テスト問題バンク」が構想された。

(7)　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

本事業は，OECD-AHELOフィージビリティ・スタディによる知見の一

つである，持続可能な形でのテスト問題の蓄積を具体化すべく，後継事業

として構想，実施されてきた。高等教育研究部プロジェクト研究「国際的
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なテスト問題バンクの開発と国内的普及による大学教育のグローバル質保

証 -AHELOフィージビリティ・スタディの成果を踏まえた国際共同研究」

（平成 26（2014）年度）を前身としつつ，国際チューニング・アカデミー

の依頼を受けて平成 27（2015）年に所内に設置したチューニング情報拠

点の取組の一環として位置づけられたことにより，28（2016）年度より国

際共同研究・調査事業として発展的に展開してきている。欧州チューニン

グによる学修成果アセスメント開発の取組（CALOHEE）との情報交換や

ASEANの大学との連携を行いながら，国際共同研究を進めてきている。

平成 30（2018）年度までの主たる成果は，次に示すとおり，機械工学分野，

哲学分野，歴史学分野で得られており，また，経営学分野，及び，薬学分

野についても本事業の成果・情報を提供するなど，各専門分野のコミュニ

ティに対して貢献を重ねてきている。

ア．機械工学分野のテスト問題バンク

4年間の調査研究を通して，テスト問題作成による学修成果に関する共

通理解形成，学修成果測定（学修成果の可視化）の方法論の確立に取り組

んできた。次に示す大学数及び学生数の協力を得て，テスト問題の「妥当

性検証」の実績を重ねてきている。平成 26（2014）年度には国内 8大学

81人，ASEAN地域 1大学 32人，28（2016）年度には国内 3大学，39人，

29（2017）年度には国内 5大学，45人の協力を得た。また，妥当性検証

を経たテスト問題を用いた「大規模実施」の実績も，国際協力のもとで，

28（2016）年度には国内及び ASEAN地域計 10大学の学生 385人，29（2017）

年度には国内及び ASEAN地域計 9大学の学生 409人を対象に積み重ねて

きている。これらの「妥当性検証」及び「大規模実施」を通じて，エキス

パート・ジャッジメントの涵養を促してきた。また，そうした成果の集大

成として，今後，学修成果測定のガイドラインの策定が予定されている。

その他にも，日本機械学会の年次大会においてシンポジウムを開催した

り，日本機械学会誌に連載記事を投稿したりするなど，日本機械学会との
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連携・協力体制を構築しつつ，本事業の成果を直接的及び間接的に還元し

てきている。

イ．哲学分野の哲学能力尺度

平成 28（2016）年度から 29（2017）年度にかけて実施した調査研究を

通して，哲学能力尺度を開発し，主に，関西哲学会におけるワークショッ

プ提供等を通じて，哲学分野における学修成果に関する共通理解形成を推

進してきた。

ウ．歴史学分野の授業開発

平成 28（2016）年度に実施した調査研究を通して，欧州及び米国にお

ける歴史学チューニングの取組のレビューを行った。29（2017）年度から

大学改革支援・学位授与機構に事業移管し，その後も発展してきている。

エ．全国経営学部長会議・日本薬学教育学会・各大学での情報提供

上記の 3分野以外でも，チューニングの手法に関心のある学協会・団体

等に対して，取組内容等を始めとする情報の提供を実施してきている。

以上の成果等を踏まえつつ，第 3期教育振興基本計画及び中央教育審議

会「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成 30年 11

月 26日）で推進されており，平成 30（2018）年度より開始した認証評価

の第 3サイクルの重点評価項目にも掲げられている，学修成果測定（学修

成果の可視化）に基づく教育改善（教学マネジメントの確立）に資する，

方法論の開発につながる体系的な研究を企図している。
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3.　全国学力・学習状況調査
本調査の実施主体は文部科学省であるが，国立教育政策研究所において

も，国語，算数・数学及び理科といった「教科に関する調査」を中心に本

調査の実施に携わっているところである。

(1)　本調査の実施に至る経緯

我が国の児童生徒の学力の状況を把握するため，全国的な学力調査を行

うことが必要であるという点についてはこれまでも指摘されていたが，平

成 16年 12月に IEAによる TIMSS，OECDによる PISA調査といった国

際学力調査の我が国の結果が相次いで発表され，読解力が低下するととも

に，これまで最上位にあった数学や理科についても低下傾向がみられるこ

とが明らかになったこともあり，児童生徒の学力に対する社会的な関心が

高まることとなった。

そのような状況の中，政府は平成 17年 6月，「経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2005」において「児童生徒の学力状況の把握・分析，

これに基づく指導方法の改善・向上を図るため，全国的な学力調査の実施

など適切な方策について，速やかに検討を進め，実施する」との方針を示

し，中央教育審議会もまた，「子どもたちの学習到達度・理解度について

の全国的な学力調査を実施することが適当である」旨を文部科学大臣に答

申した（「新しい時代の義務教育を創造する（17年 10月 26日答申）」）。

これらを受けた文部科学省は，平成 17年 11月に「全国的な学力調査の

実施方法等に関する専門家検討会議」を設置，問題作成や調査結果の公表

方法を含め，調査の枠組み等を検討し，「全国的な学力調査の具体的な実

施方法等について」（18年 4月 26日）を取りまとめ，これに基づいて実

施要領を作成，19年 4月 24日に 1回目の本調査を実施するに至った。

(2)　本調査の概要

平成 19年度の本調査実施に当たり，本調査の目的として，
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①　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

②　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

③　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

の 3点が掲げられるとともに，以下のような調査の枠組みが整えられた。

第一に，調査の対象については，義務教育における各学校段階の最終学

年における到達度を把握するため，小学校（特別支援学校小学部を含む。

以下同じ。）第 6学年及び中学校（中等教育学校及び特別支援学校中学部

を含む。以下同じ。）第 3学年とし，設置者が希望するすべての学校にお

いて実施する。

第二に，調査の内容については，①全国の小中学校等の児童生徒の教科

の内容の理解・活用等に関する調査（教科に関する調査），②生活習慣や

学習環境等に関する調査（質問紙調査）の 2種類により行う。なお，この

うち質問紙調査は，更に児童生徒の学習意欲，学習方法，学習環境，生活

の諸側面等に関する調査（児童生徒に対する調査）と，指導方法に関する

取組や人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査（学校に対する

調査）により実施する。

また，「教科に関する調査」については，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や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・技能などを主とする「知

識に関する問題」（いわゆるＡ問題）と，知識・技能を実生活の様々な場

面に活用する力などにかかわる内容や様々な課題解決のための構想を立て

実践し評価・改善する力などにかかわる内容を主とする「活用に関する問

題」（いわゆるＢ問題）に分けて行う。

─ 97 ── 96 ─



第三に，教科に関する調査の対象教科については，読み・書き・計算な

ど，日常生活やあらゆる学習の基礎となる内容を教える教科であること，

国際学力調査において読解力が低下していることや教育課程実施状況調査

において国語の記述式問題や中学校の数学に課題が見られることなどを考

慮し，小学校においては国語と算数，中学校においては国語と数学とされ

た。

(3)　本調査において国立教育政策研究所が果たしている役割

先述のとおり，本調査の実施主体は文部科学省であるため，全般的な企

画・立案，実施要領の作成，調査問題の発送・回収，調査結果の採点・集

計作業などに係る委託事業の実施，調査結果全体の分析・取りまとめなど

については文部科学省（担当部署として，当初は初等中等教育局内に教育

水準向上プロジェクトチーム学力調査室が立ち上げられ，平成 21年度か

ら政省令に基づく機構として設置された。30年の文部科学省組織改編に

より，現在同室は総合教育政策局調査企画課に置かれている。）が執行す

ることとされた。

これに対し，本研究所においては，平成 13年に教育課程の実施に関す

る政策的な調査や研究等を目的として「教育課程研究センター（以下本節

において「センター」という。）」が設置され，13年度，15年度と二度に

わたり教育課程実施状況調査を実施したほか，16年度から「特定の課題

に関する調査」を実施しており，既に教科に関する問題作成のノウハウを

有していたことから，本調査のうち，「教科に関する調査」の問題の作成

や結果の分析などについては，本研究所が実施することとされた。

本研究所では，これらの実施体制を整えるため，新たに 8名の「学力調

査官」が置かれるとともに，平成 18年 4月 1日より，センターに「学力

調査課」が設置され，本調査の一端を担うこととなった。

実際の調査問題の作成や調査結果の分析については，調査の実施年度ご

とに，小中学校の教諭や大学教授等から構成される「問題作成・分析委員
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会」を設置し，学力調査官を中心に検討を行っており，当初に確立した方

式を現在も踏襲している。

(4)　本調査の実施状況（平成 19 ～ 31 年）と今後の展望

本調査は，平成 19年度から 21年度までは悉皆調査として実施されてき

たが，22年度は抽出調査に切り替えるとともに，抽出調査の対象外の学

校であっても，その設置者が希望すれば，抽出調査と同一の問題の提供を

受け，各自治体のニーズに合わせて活用できる方式を導入することとされ

た。また，本研究所では，19～ 22年度の 4年間の調査結果を分析し，成

果として認められる内容と，課題として考えられる内容を『全国学力・学

習状況調査の 4年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ

〔小学校・中学校〕』（24年 9月）として取りまとめた。

平成 23年度の調査は，東日本大震災の影響等を考慮し，従前の調査実

施が見送られたが，文部科学省からは問題冊子等が配布された。このとき，

配布を希望した学校は全小中学校（約 3万校）の 76.2％にのぼり，11道県・

349市区町村が自治体独自の調査として，約 8,000の小中学校が学校独自

の調査として活用した。

平成 24年度の調査においては，①科学技術人材の育成等のために，理

数教育の充実が求められていること，②科学的な思考力，表現力，科学へ

の関心を高める学習の充実が求められていること，③児童生徒の「理科離

れ現象」の実態把握と課題の改善が必要であること，④国際的な学習到達

度調査においても「理科」や「科学的リテラシー」を調査内容としている

ことなどを踏まえ，従前の教科に加えて「理科」が実施された。以後，理

科の調査は 3年に 1度実施されることとなり，その体制の整備のため，セ

ンターには新たに理科を担当する学力調査官が置かれた。

平成 25年度には，国・教育委員会だけでなく，すべての学校等におい

て調査結果を活用し，すべての子供たちの学力向上を図るため，本調査は

4年ぶりに悉皆調査によって実施された。これに加え，同年の調査におい

─ 99 ── 98 ─



ては，①経年変化分析，②経済的な面も含めた家庭状況と学力等の状況の

把握・分析，③少人数学級等の教育施策の検証・改善に資する追加調査等，

よりきめ細かい調査が実施された。また，前年度の調査結果から，『理科

の学習指導の改善・充実に向けた調査分析について【小学校・中学校】』（25

年 11月）と『全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた理科の観察・実

験に関する指導事例集【小学校・中学校】』（26年 2月）を刊行した。

平成 29年 3月には，「全国的な学力調査に関する専門家会議」により，

「全国的な学力調査の今後の改善方策について（まとめ）」及び「全国学力・

学習状況調査における中学校の英語の実施に関する最終報告」が取りまと

められた。後者においては，英語教育の改善・充実に資するため，31年

度から 3年に 1回程度，中学校の本調査に英語を追加し，「聞くこと」「読

むこと」「話すこと」「書くこと」の 4技能を測定すること，特に，「話す

こと」の調査においては，コンピュータやタブレット端末を用いて生徒の

解答を録音してそれを採点するという形式で行うことが提言された。

この提言を踏まえ，平成 30年度には，従来の国語，算数・数学，理科

の本調査（4月）に加え，5月に中学校英語の予備調査（学校における実

施手順の確認，採点等のリハーサルと採点体制の検証，結果分析方法等の

検討等）が行われた。また，中学校英語の調査の実施に係る体制整備のた

め，センターには新たに英語を担当する学力調査官が置かれた。

平成 31年度には，本調査において初めて中学校英語の調査が実施され

た。あわせて，国語，算数・数学については，「知識及び技能」，「思考力，

判断力，表現力等」といった資質・能力は一体的に育成されるべきである

という改訂学習指導要領（29年 3月告示）の趣旨を踏まえ，31年度以降は，

従来の A問題と B問題という区分を見直し，知識・活用を一体的に問う

調査問題となった。

これまでの調査結果からは，小学校・中学校いずれにおいても，標準化

得点（各年度の調査の全国（公立）の平均正答数がそれぞれ 100となる
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ように標準化した得点）が下位に位置していた県の平均が全国平均に近付

いている傾向が見られ，都道府県単位で見ると，学校現場レベルにおける

PDCAサイクルが根付き，学力の底上げが図られていることが分かる。

一方で，各年度の調査結果を通じて，例えば「目的に応じて複数の資料

から適切な内容を取り上げて，それらを関連付けて理解したり，表現した

りすること」（小学校国語）や，「事象を数学的に解釈し，問題解決の方法

を数学的に説明すること」（中学校数学）など，適切な根拠に基づいて説明

するという点に課題があることが指摘されている。今後は，こうした点を

踏まえ，さらなる授業改善に向けた取組が期待されるところである。
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4.　学習指導要領実施状況調査・特定の課題に関する調査
(1)　学習指導要領実施状況調査

平成 25年 2月～ 27年 11月にかけて，「学習指導要領実施状況調査」（以

下本節において「実施状況調査」という。）を初めて実施した。同調査は，

小学校，中学校及び高等学校の学習指導要領の検証のため，指導要領の改

善事項を中心に，各教科等の目標や内容に照らした児童の学習の実施状況

について調査研究を行い，次期学習指導要領改訂の検討のためのデータ等

を得ることを趣旨として実施したものである。同種の調査としては，これ

まで，文部省（昭和 56～ 58年度，平成 5～ 7年度）及び本研究所（平成

13～ 15年度，15～ 17年度）において計 4度にわたり「教育課程実施状況

調査」を実施していたが，次期学習指導要領改訂の検討のためのデータ等

を得るという趣旨をより重視し，出題方法等を変更して実施したのが同調

査である。また，高等学校の専門教科を除く全教科を調査対象としたのも

同調査からである。

調査は，①平成 25年 2～ 3月の小学校（体育（運動領域・保健領域）以外）

を皮切りに，②同年 12～ 26年 1月の小学校（体育（運動領域・保健領域）

のみ），③同年 10月～ 26年 1月の中学校（音楽，美術，保健体育，技術・

家庭），④ 26年 1～ 3月の中学校（国語，社会，数学，理科，外国語），⑤

27年 11月の高等学校（全教科・科目等）の 5回にわたり，各学校種の指導

要領の実施から 1～ 2年後に行われる形で実施した。調査は，ペーパーテ

ストと質問紙調査のほか，体育など一部の教科については，実技調査を実

施した。

ペーパーテストについては，次期学習指導要領改訂の検討のためのデー

タ等を得るという趣旨をより重視するため，①前回の改訂（平成 20年 3月，

21年 3月告示）の基本的な考え方に関する事項，各教科等の主な改善事項

（例：思考力・判断力・表現力等の育成，言語活動の充実等），②前回の改
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訂で新設した事項，学年及び学校種を超えて移行した事項，③従来課題と

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の 3

つの視点に基づき行った。また，出題すべき分量に応じ，各教科とも 1学

年当たり 1～ 3種類の問題冊子を作成し実施した。調査対象校は，1冊子当

たり小学校は約 3,000人，中学校は約 3,600人，高等学校は約 5,000人の児童・

生徒の調査結果を得ることとして，本研究所が全国の各学校の中から無作

為に抽出した。それにより，対象学校数は，小学校が約 900校（全学校数

の約 4.2%），中学校が約 1,400校（全学校数の約 12.7%），高等学校が約 1,200

校（全学校数の約 24.3%）となった。

質問紙調査については，ペーパーテストを行った学校の児童・生徒，教

師及び学校（校長や担任）を対象に行った。児童・生徒を対象とした調査では，

学習全般や各教科等に関わる学校や家での学習について，また，総合的な

学習の時間や特別活動について調査を行った。教師を対象とした調査では，

教育課程全般や各教科等に関する指導方法や指導形態などについて調査を

行った。学校を対象とした調査では，学校の教育活動全般について調査を

行った。調査の結果，例えば小学校調査における国語のペーパーテストでは，

「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」

との結果とともに，「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」

との結果が出るなど，各教科等における成果や課題が示された。

調査の分析に当たっては，教科等ごとに設けた「調査結果分析委員会」

において検討を重ね，文部科学省の関係各課の協力の下取りまとめて，小

学校及び中学校は平成 30年 3月に公表した。調査結果を取りまとめた報告

書は，研究所ウェブサイト上で広く公表したほか，冊子については各都道

府県，指定都市及び中核市の教育委員会に配付した。
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(2)　特定の課題に関する調査

本研究所では，平成 16年から毎年 1～ 2教科程度，上記「教育課程実

施状況調査」の枠組みでは把握が難しい内容について，ペーパーテストや

質問紙調査に加えて，ビデオやコンピュータを用いた調査や実技調査など

多様な手法で行う「特定の課題に関する調査」を実施してきた。これまで，

①国語（漢字に関する調査／長文記述に関する調査・平成 17年 1～ 2月），

②社会（社会科における基礎・基本となる知識や概念に関する調査／問題

解決的な学習の実現状況に関する調査　19年 1～ 2月），③算数・数学（数

学的に考える力，計算に関する力に焦点を当てた調査　17年 1～ 2月），

④理科（観察・実験に関する調査／観察・実験における技能面に焦点を当

てた調査　18年 1～ 2月），⑤英語（話すことに関する調査　17年 11～

12月），⑥技術・家庭（技術・家庭における基礎・基本となる知識・技能，

生活で活用する力に関する調査　19年 10～ 11月）及び⑦音楽（基礎的・

基本的な知識等，感じ取って工夫する力，音楽表現の技能，鑑賞する力　

20年 10月～ 21年 2月）を実施してきた。21年度以降は，⑧図画工作・

美術（図画工作：発想や構想の能力，創造的な技能，鑑賞の能力に関する

調査／美術：発想や構想の能力，鑑賞の能力に関する調査　21年 11月～

22年 2月）⑨英語（書くことに関する調査（「書くこと」の基礎的 ･基本

的な知識･技能，まとまりのある文章を書くこと　22年 11月）を実施した。

これらの多くは，それまで教育課程実施状況調査で実施していなかった

教科についての調査であるが，平成 24年 2月には，教科とは異なる視点

による，⑩特定の課題に関する調査（論理的な思考）を実施した。同調査は，

我が国のグローバル化の進展を踏まえ，また，指導要領においても思考力・

判断力・表現力を育むことが重要とされる中で，高校生の論理的に思考す

る力の状況を把握・分析し，今後の高等学校教育等の改善充実に役立てる

ため，研究所として初めて実施したものである。実施に当たっては，全国

の高等学校（160校）及び各学校の第 2学年の生徒（5,575人）の協力を
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得た。調査では，我が国の高等学校生徒の論理的に思考する力の育成状況

を把握，分析するため，論理的な思考に必要と考えられる活動を，①規則，

定義，条件等を理解し適用する（5問），②必要な情報を抽出し，分析す

る（5問），③趣旨や主張を把握し，評価する（3問），④事象の関係性に

ついて洞察する（6問），⑤仮説を立て，検証する（6問）及び⑥議論や論

証の構造を判断する（5問）と設定し，それぞれの力に係る調査問題を計

30問作成した。これらの問題は，各問題の表現形式により，一般的な表

現形式による問題（調査Ⅰ），数学的な表現形式による問題（調査Ⅱ）に

分け，更に調査Ⅰ・Ⅱの各問題内で内容 A・Bの 2種類に分けて冊子化し

た。また，調査対象生徒の問題を解いたときの状況や日頃の学習活動の状

況，それらの生徒を指導する国語，数学の教師や学校の指導の状況等を把

握するために質問紙調査を行った。調査の結果，論理的に思考することの

活動別の平均通過率で最も高かったのは「④事象の関係性について洞察す

る」（平均通過率：67.9％（6問）），最も低かったのは「②必要な情報を抽

出し，分析する」（平均通過率：30.3％（5問））であった。

調査の分析に当たっては，「調査結果分析委員会」において検討を重ね，

文部科学省の関係各課の協力の下取りまとめて，平成25年3月に公表した。

調査結果を取りまとめた報告書は，研究所ウェブサイト上で広く公表した

ほか，冊子については各都道府県，指定都市及び中核市の教育委員会に配

付した。
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5.　ユネスコ協力活動
本研究所は，昭和 42（1967）年より 40年以上にわたり，ユネスコ

の 要 請 に よ る APEID（Asia and the Pacific Programme of Educational 

Innovation for Development：アジア・太平洋地域教育開発計画）の実施・

運営を担い続けてきた。ユネスコ・バンコクとの連携のもとに各時期にお

けるニーズの高いテーマを設定したセミナー・ワークショップが計 126回，

延べ 2,250名以上の参加者を得て開催され，地域内のネットワーク形成と

教育の発展に貢献したことが評価されている。

なお，21世紀に入り，同地域の教育発展や日本国内の国際教育開発に

関する研究インフラの整備等の環境変化に伴い，政府 ODA予算による

APEID協力活動の担い手は大学等の専門機関に移り，研究所が実施に関

与するプログラムは以下 3回をもって終結した。

・　「生涯学習政策国際フォーラム（ユネスコ・アジア文化センター後援）」　

平成 21（2009）年 3月 11～ 13日　（参加国：バングラディシュ，中国，

日本，韓国，ルーマニア，タイ）

・　「アジア・太平洋地域　就学前教育スタディ・ビジット・プログラム）」

平成 21（2009）年 10月 27～ 30日　（参加国：インド，日本，韓国，

マレーシア，メキシコ，台湾，トルコ）

・　「Post CONFINTEA Ⅵ　国際成人教育セミナー」　平成 22（2010）年 2

月 19日 （参加国：バングラディシュ，カンボジア，ドイツ，日本，韓国）

以上のほか，ユネスコへの協力活動は，平成 26（2014）年 11月の「持

続可能な開発のための教育（ESD）に関する世界教育会議」の開催にむけ

た研究活動（研究所紀要第 142集参照）のほか，「ユネスコ教員政策ネッ

トワーク会合」への継続参加，「アジア太平洋地域就学前教育政策会議」

への日本代表としての出席など文部科学省からの要請のもとに，各研究部・

センターの専門研究官がこれらに応じる形で，現在も続いている。
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6.　日中韓教育政策研究所間の連携協力
本研究所は従来中国と韓国のそれぞれの国立教育研究機関との二国間覚

書協定を結んでいる（中国とは昭和 60年より，韓国とは平成 18年より）。

一方，ユネスコ・アペイドプログラムにおける「アジア太平洋地域教育研

究所（長）会議」の際に，中韓両国から三研究所間の連携協力に関する要

望が出された。平成 23年の日中韓首脳会議において，三国間で人的文化的

交流を深めることが合意されたことを契機として同年 11月，日中韓の国立

教育政策研究機関の長が一堂に会し，今後の交流と協力の推進方策を検討

することが実現した。その結果「日中韓教育研究所長会議」は，毎年各国

がホストする形で開催する運びとなり，以下のとおり 2ラウンド計 6回が

開催された。

第 1回　平成 23年 11月 25日　日本（国立教育政策研究所）にて開催

　　「各研究所の組織と活動範囲」に関して情報交流。今後の協力の具

体的推進方策を練り会議概要への署名式を行う。前日の教育公開シ

ンポジウム「東日本大震災と学校」で中韓の両院長が来賓スピーチ。

第 2回　平成 24年 8月 28日　大韓民国（韓国教育開発院　KEDI）に

て開催

　   KEDI創立 40周年記念行事に合わせて会合し，「各国における教育

課題の所在と各研究機関における取組」をテーマに各所長が報告を

行い，より踏み込んだ意見交換を行う。

第 3回　平成 25年 10月 28日　中華人民共和国（中国教育科学研究院　

NIES）にて開催

　　「各研究機関のマネジメントと革新，研究の重点」等につき協議。

KEDIから「アジア教育指標の開発」，NIESから「小中学生の学

習負担に関する共同研究」を行うことが提案され次回につなげる

こととなった。翌日，NIES主催の「国際教育政策研究所会議」に
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NIERと KEDIを含む 10か国が参加。

第 4回　平成 26年 11月 18日　日本（国立教育政策研究所　NIER）

にて開催

　  テーマは「各国の教育政策と研究の動向と取組」及び「児童生徒の

学習に関する共同研究」。後者に関し各国既存の大規模調査を活用

した進捗状況を検討。また前日に行われた国立教育政策研究所教育

改革国際シンポジウム「国際比較から見る今後の教育・教員政策と

は―PISA・TALISが与えた影響」に中韓代表がパネル参加。

第 5回　平成 27年 11月 25日　大韓民国（韓国教育開発院　KEDI）

にて開催

　   同年 5月に開催された「世界教育フォーラム」の成果に基づく「2015

年以降の教育アジェンダからの示唆」，さらに「日中韓国立教育政

策研究所間の今後の協議の在り方」について協議。韓国から今後の

学術的な合同会議・セミナーの開催案，日中韓のみならず東南アジ

ア各国の教育研究機関を含む展開が提案された。

第 6回　平成 28年 11月 10日（木）　中華人民共和国（中国教育科学

研究院　NIES）にて開催

　　「日中韓所長会議の今後と協力の在り方」及びアジア諸国や

ASEAN・SEAMEO等とも連携することが協議される一方，今後の

会議の充実のために，実務者レベルでの継続協議が合意された。
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7.　全国教育研究所連盟
全国教育研究所連盟（全教連）は，都道府県市町村等の教育研究所や教

育センター 175機関（令和元年 6月 1日現在）が加盟する連合体で，委員

長を国立教育政策研究所長が務めている。

全教連の活動としては，全国研究発表大会や研究協議会の開催，加盟機

関による調査研究，各種調査等を行っている。
＜平成 21～ 30年度の活動記録＞
活　動　記　録
21 6.25～ 26 総会・研究発表大会（群馬県）

7.1～ 7.3 特別研修：学校教育相談実技研修会（栃木県カウン

セリングセンターほか）
11.5～ 6 第 19期共同研究「実践的な指導力の向上を図るこ

れからの教員研修の在り方」

第 3回全国研究集会（山形県）
11.12～ 13 カリキュラム研究協議会（三重県）
11.19～ 20 教育課題研究協議会（熊本県）

22 6.3～ 4 総会・研究発表大会（和歌山県）

・第 20期共同研究を東海北陸地区が担当し，主題

を第 19期に引き続き「実践的な指導力の向上を図

るこれからの教員研修の在り方」とすること，共同

研究の方針について承認。

・平成 25年度以降の事業について，平成 21年 10

月に加盟機関アンケートを実施し，1月の委員会で

審議，3案を提案。3案について加盟機関から意見

を集め，平成 23年度総会で決定する。
6.30～ 7.2 特別研修：学校教育相談実技研修会（栃木県カウン

セリングセンターほか）
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22 11.4～ 5 教育課題研究協議会（岩手県）
11.11～ 12 カリキュラム研究協議会（徳島県）
11.18～ 19 第 20期共同研究「実践的な指導力の向上を図るこ

れからの教員研修の在り方」

第 1回全国研究集会（福井県）
23 6.2～ 3 総会・研究発表大会（北海道・札幌市）

・被災地に対する復興支援策の一つとして連盟費の
納入免除が可能となるよう規約を改正。
・「カリキュラム研究協議会」と「教育課題研究協
議会」は平成 25年度から統合することを承認。
・平成 25年度以降の全教連総会・研究発表大会の
日程は，所長協総会の日程と合わせることとし，所長
協と協議しながら，連続日程あるいは同時開催する。
・所長協と協議しながら，加盟機関の意向を踏まえ，
研究協議テーマ重複への対応策について検討する。
・所長協と協議しながら，加盟機関の意向を踏まえ，
全教連「教育課題調査」と所長協「聴取事項」，可
能であれば地区連盟の聴取事項を，全教連「教育課
題調査」に整理・統合することを検討する。
・震災の影響による電力事情を考慮し，学校教育相
談実技研修会について時期や場所の変更を運営担
当である民教連と協議したが，変更は困難との結
論。中止することもできないため，今年度は民教連
が主催し，全教連は後援という形式で運営する。

7.4～ 6 特別研修：学校教育相談実技研修会（（社）日本青

少年育成協会ほか）
9.8～ 9 カリキュラム研究協議会（埼玉県）
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23 9.15 臨時総会
・カリキュラム研究協議会及び共同研究に対する予
備費の支出を承認。
・国立教育政策研究所の連盟費を平成 23年度から
45万円とするよう規約を改正。

4.21～ 9.12 教育課題調査
11.10～ 11 第 20期共同研究「実践的な指導力の向上を図るこ

れからの教員研修の在り方」

第 2回全国研究集会（石川県）
11.24～ 25 教育課題研究協議会（岐阜県）

24 5.31～ 6.1 総会・研究発表大会（沖縄県）
・事務局の業務内容の実態と予算の効率的な執行の観
点から，事務局書記を有給とする規定を廃止すること
を承認。
・事例発表する機関に対し「宿泊費」及び「参加費」
を補助することを承認。
・平成 25年度から「総会・研究発表大会」は，所長協
の総会と同一会場・連続日程で開催することを承認。
・平成 25年度から「教育課題調査」は，所長協の「聴
取事項（一部）」と統合することを承認。また，地区
連盟ごとの「聴取事項」については，当該地区連盟の
判断により，「教育課題調査」を従来の地区連盟ごと
の調査に替えることも，別途独自に実施することもで
きることとする。
・第 21期以降の「共同研究」については，これまでの
実施方法を白紙にし，1年かけて見直し案を検討する
ことを承認。
・従来の「学校教育相談実技研修会」については，社
団法人日本青少年育成協会主催の事業とし，全教連は
後援することを承認。
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24 4.12～ 1.22 教育課題調査
11.8～ 11.9 第 20期共同研究「実践的な指導力の向上を図るこ

れからの教員研修の在り方」

第 3回全国研究集会（愛知県）
11.15～ 16 カリキュラム研究協議会（奈良県）
11.21～ 22 教育課題研究協議会（鳥取県）

25 6.6～ 7 総会・研究発表大会（広島県）

・予備費（次年度繰越額）については余剰金ではな

く，翌年度以降の収支の不足額に充当すること，ま

た，発表機関補助費について「基本的には 1機関 1

名の補助を原則とし，他の機関にとっても有益であ

ると客観的に判断できる場合に限り，2名までの補

助ができる」ことを踏まえた予算案を承認。

・「共同研究」に替わる新しい事業として「全教連

課題研究」を実施することについて承認。
4.25～ 10.29 教育課題調査
10.24～ 25 研究協議会（山梨県）

26 4.16 平成 26・27年度全教連課題研究　全体会議（研究

計画）
6.5～ 6 総会・研究発表大会（石川県）

・中核市にある教育研究所等への加入の働きかけを

行い，大分市教育センターが新規加盟。

・平成 26・27年度全教連課題研究　研究計画紹介
5.30～ 9.24 教育課題調査
9.25～ 26 研究協議会（北海道）
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27 6.4～ 5 総会・研究発表大会（大阪府）

・繰越金が増額している状況を踏まえ，平成 23年

度から実施していた国研連盟費の増額措置を見直

し，規約を改正して 45万円から 5万円へ減額する

ことを承認。

・平成 26・27年度全教連課題研究　中間報告
6.2～ 11.5 教育課題調査
11.5～ 6 研究協議会（福島県）
1.26 平成 26・27年度全教連課題研究　全体会議（最終

報告の取りまとめ）
28 4.25 平成 28・29年度全教連課題研究　全体会議（研究

計画）
6.2～ 3 総会・研究発表大会（大分県）

・平成 30・31年度全教連課題研究の実施に当たり，

課題や改善点を踏まえた上で，委員会において検

討・提案することについて説明。

・繰越金が大きくなっていることについて，これま

での経緯や委員会での検討状況について説明。加盟

機関へアンケートを実施し，その意見を踏まえた上

で委員会に諮る予定である旨の説明。

・平成 26・27年度全教連課題研究　最終報告

・平成 28･29年度全教連課題研究　中間報告
5.24～ 8.5 教育課題調査
10.27～ 28 研究協議会（愛媛県）
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29 6.1～ 2 総会・研究発表大会（千葉県）

・平成 30・31年度全教連課題研究の公募要領につ

いて，加盟機関へのアンケート結果を踏まえて 7月

の臨時委員会で決定することを承認。

・30年度以降の事業について，全教連課題研究の

実施機関数及び予算額の拡充，各大会における事例

発表機関への旅費等の一部補助の実施について承

認。

・平成 28・29年度全教連課題研究　中間報告
5.29～ 9.12 教育課題調査
11.16～ 17 研究協議会（愛媛県）
3.12 平成 28・29年度全教連課題研究　全体会議（最終

報告の取りまとめ）
30 4.17 平成 30・31年度全教連課題研究　全体会議（研究

計画）
6.14～ 15 総会・研究発表大会（山形県）

・平成 28・29年度全教連課題研究　最終報告

・平成 30・31年度全教連課題研究　研究計画紹介
5.31～ 10.2 教育課題調査
10.11～ 12 研究協議会（茨城県）
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第 3章
各部・センターの活動とその成果
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本章では，『国立教育研究所の 60年』（国立教育政策研究所，平成 21

年 6月）以降の 10年間にわたる主要な研究活動とその成果の概要を，部・
センターごとにまとめた。本研究所における調査研究活動には，①広く
所内外の研究者が参画するプロジェクトチームを組織して行う研究（プ
ロジェクト研究），②本研究所が我が国を代表して，国際連合教育科学
文化機関（ユネスコ）との教育協力活動や，国際教育到達度評価学会
（IEA），経済協力開発機構（OECD）などの国際共同調査研究，③科学
研究費補助金等外部資金を活用した基礎的研究のほか，各種の事業や共
同研究を実施している。以下，その主なものについて主担当の部・セ
ンターごとに記述している。
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1.　研究企画開発部
研究企画開発部は，平成 13年の省庁再編に伴う本研究所の組織再編に

より，企画調整部を改組して設置された。28年には，幼児教育センター

発足に伴い，教育研究情報センターが教育研究情報推進室に改組され，研

究企画開発部内の組織として組み込まれている。

研究企画開発部では，国立教育政策研究所の研究・事業活動全体の企画・

調整を主な任務とし，文部科学省との連携強化を図るとともに，各研究部・

センターの調整を行い，研究プロジェクトの企画開発を推進している。

(1)　プロジェクト研究の実施

ここでは，研究企画開発部の研究官が研究代表者を務めるプロジェクト

研究のほか，所長・次長が研究代表者を務めたプロジェクト研究及び公募

型プロジェクト研究について説明する。

ア．プロジェクト研究

（ア）　初等中等教育における教育財政に関する調査研究（平成 23 年度）

本研究は，平成 21～ 22度に実施していた「教育財政及び教育費負担の

在り方等に関する基礎的研究」のテーマを初等中等教育に絞り，当該プロ

ジェクト研究を発展的に実施したプロジェクト研究である。

初等中等教育分野における公的資源投入やその他の社会経済的な要因と

教育達成との関連性について政策的な基礎となる定量的エビデンスを提供

することを目的としており，具体的には，「全国学力・学習状況調査」や

総務省の地方自治体データベース等を再集計し，児童・生徒，学校，市区

町村といった様々な単位における教育達成やそのほかの変数間の関連性に

ついて定量的分析を実施した。

（イ）　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 ～ 30 年度）

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
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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ることを目的

に，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った。

具体的には，教員養成課程等を置く大学及び教育委員会・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った。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，知見を整理した。

（ウ）　教育の効果に関する調査研究（平成 27 ～ 29 年度，30 年度～令和 2

年度）

本研究は，教育の効果に関する国内外のデータを活用した教育効果に関

する実証研究の蓄積を試みること及び教育効果の測定に不可欠な縦断調査

の試行をし，国内での実行可能性を検証することを目的としてしている。

具体的には，国内外のデータの分析を行う教育効果班及び就学前教育の

効果を縦断調査の試行により検証する縦断調査班の 2つのチームを設置

し，教育効果班では，既存の国内外のデータの分析により教育効果に関す

る実証研究を進め，得られた成果を 8本のディスカッションペーパーに取

りまとめ，公表した。縦断調査班では，平成 27年度に銃弾調査の制度設

計及び試行調査を行い，28年度に 3歳となる児童を持つ保護者を対象と

して児童の成長の様子・養育環境を尋ねる調査を実施（1時点目），29年

度には 4歳となった児童の様子・養育環境について前年と同じ保護者に

尋ねるかたちで縦断調査の試行を行った（2時点目）。全国から抽出され

たWebモニターと地方 7自治体に居住する保護者が調査対象者となった。

また，29年度には幼稚園・保育所・認定こども園を対象にした調査も併

せて実施した。

また，さらに検討を深めるため，引き続き，平成 30年度から令和 2年度

まで継続することとし，平成 30年度は 5歳となる児童の追跡調査（3時点
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目）を実施し，全国Webモニターによる調査も引き続き実施した。

（エ）　教員の配置等に関する教育政策の実証に関する調査研究（平成 30

年度～令和 2 年度）

本研究は，自治体で実施している学力・学習状況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効果や不登校等の問題

行動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ている。このうち，児

童生徒支援加配の効果の研究については，当該加配措置の実証的な効果を

明らかにした報告書を平成 30年 3月に取りまとめ，公表した。

イ．所長・次長を研究代表者とするプロジェクト研究

（ア）　教員の質の向上に関する調査研究（平成 19 ～ 22 年度；研究代表者　

次長）

本研究は，諸外国の教員政策の分析を踏まえ，大学における教員養成の

現状と課題，教員の教育力向上のための研修や教員評価の在り方などにつ

いて調査研究を行い，教員養成・研修制度の改善や教員の指導力向上など，

教員の質の向上に関する施策の企画立案に資することを目的に実施した。

愚弟的には，市町村教育員会，教職課程認定大学を対象とする訪問調査等

を実施し，その結果を分析をして，成果を取りまとめた。

（イ）　高等学校・大学におけるグローバル人材の育成に関する調査研究（平

成 22 ～ 23 年度；研究代表者　所長）

本研究は，我が国の大学における国際化の捉え方及び長期的な国際化推

進方策，企業が求めるグローバル人材並びにグローバル化を展望した高等

学校の取組の可能性等について検討を行ったものである。具体的には，大

学の事例調査や企業へのインタビュー調査等を行うとともに，高等学校に

ついては，文科省のスーパー・ランゲージ・ハイスクール事業について検

証を行った。

（ウ）　大学の財務運営の在り方に関する調査研究（平成 22 ～ 23 年度；研
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究代表者　所長）

本研究は，第 2期中期目標に基づく国立大学法人運営が開始される中，

先進的な取り組みを進める英国の状況や我が国の国立大学の財務運営の実

情等に関する実践的研究を行い，国立大学の財務運営の在り方指針となる

考え方やモデル等を提示する目的で実施した。具体的には，英国 7大学の

財務運営状況について調査・分析を行うとともに，我が国の 9国立大学の

財務運営の実情について事例研究を行った。

（エ）　人口減少社会における学校制度の設計と教育形態の開発のための総

合的研究（平成 24 ～ 25 年度；研究代表者　所長）

本研究は，今後の人口減少期における学校教育に関する政策形成と制度

設計に資するため，先行して課題の整理，検討手法の開発，海外事例など

有用の資料の収集・蓄積等を目的として実施した。具体的には，①教育行

政の県域化に関する研究，②人口減少社会における新たな教育政策の枠組

みの検討，③外国における事例分析，④その他周辺課題に関する分析の 4

点から調査分析を行った。

（オ）　高等学校政策全般の検証に基づく高等学校に関する総合的研究（平

成 24 ～ 25 年度；研究代表者　次長）

本研究は，都道府県等の設置者レベルで進められている高等学校教育改

革や再編整備の施策形成，実施過程及び成果，課題等を総合的に検証する

とともに，高等学校における今後のキャリア教育の推進・充実に資するた

めの基礎的データを収集し，今後の高等学校教育政策の在り方についての

基礎的な知見を得ることを目的として実施した。具体的には，①都道府県

における高等学校改革の到達点と検証，②高校教育多様化の検証に関する

分析，③高等学校におけるキャリア教育の在り方に関する調査研究の 3つ

の観点から調査研究を行った。

（カ）　「地域とともにある学校」の推進に向けた教育行政の在り方に関す

る調査研究（平成 25 ～ 26 年度；研究代表者　所長）
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本研究は，「地域とともにある学校」を適切に支援する共生の在り方に

ついて提言することを目的として，コミュニティ・スクールなどに関する

国内外の取組事例を収集して「地域とともにある学校」のイメージを具体

化するとともに，指導行政や教職員人事，社会教育行政の在り方について

調査研究を行った。

ウ．公募型プロジェクト研究

（ア）　高大連携を中心とした実験と思考力重視の入試研究（平成 23 年度）

東京農工大学の佐藤友久大学教育センター教授を研究代表者として実施

したもので，①実験と思考力重視した入学試験の調査と現状把握，②高校

生の理科研究の実態把握と研究を指導する研究を指導する教員の意識と研

究を評価する入試に対する意識調査，③高大連携による実験と思考力重視

した高校でのモデル授業の構築と実施を目的として行った。

（イ）　過疎地域の実情に即した小中一貫校づくりと教育課程の開発（平成

23 ～ 24 年度）

信州大学の伏木久始教育学部教授を研究代表者として実施したもので，

過疎地域において小中学校の統廃合が進む中，中学校と複数の小学校を小

中一貫校として設置した場合の課題とその解決策，過疎地域の実情に即し

た小中一貫校の教育課程編成に有効な取組を提示することを目的として実

施した。

（ウ）　学力の規定要因分析（平成 24 ～ 25 年度）

大阪大学大学院の松繁寿和教授を研究代表者として実施したもので，本

研究の教育課程実施状況調査の調査結果データの二次利用により，調査さ

れた設問項目とテストスコアの関係を見ることで，小・中・高等学校にお

ける児童生徒の学力を規定する要因を統計的に探ることを目的に実施した。

（エ）　社会科教育における思考力・判断力・表現力の評価方法の開発（平

成 24 ～ 25 年度）

兵庫教育大学大学院の米田豊教授を研究代表者として実施したもので，
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「思考・判断・表現」の評価をどのような規準で，どのような方法で行う

かについて調査研究を行った。

(2)　教育研究情報推進室

教育研究情報推進室では，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

するとともに，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・管理を行ってきている。また，当室には，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る。

なお，教育研究情報推進室は，平成 28年 4月の組織改組に伴い，教育

研究情報センターを再編して設置された組織であり，ここでは，教育研究

情報センターにおける活動内容も含めて述べる。

ア．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，各方面で活用されることを目的とした「研究成果アーカイブ」を平成

21年 3月から運用開始した。27年度からは，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，『国立教育政

策研究所紀要』も登録した。31年 3月末現在で，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 146集の書誌情報 1,682

件を登録している。

イ．教育情報共有ポータル（CONTET）

平成 22年度まで，インターネットで公開されている教育関係のコンテ

ンツなどの概要や所在情報を収集，整理し提供してきた教育情報ナショナ

ルセンター（NICER）の後継として，平成 26年 12月から提供を開始し

た。CONTETでは，クラウド・コンピューティングの活用により，初等

中等教育段階の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，教材・指導資料等コンテンツの共有，グループ形成，
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掲示板での情報交換などの機能を搭載している（情報セキュリティ上の問

題から，グループ機能，掲示板は平成 30年 9月末にサービスを停止）。31

年 3月末のコンテンツ数は 30,270件登録されており，引き続き，利便性

の向上やコンテンツの充実を図ることとしている。

ウ．教育研究情報データベース

当室では，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る。現在公開しているデー

タベースは，①教育研究所・教育センター刊行論文，②初等中等教育諸学

校における実践的教育研究主題，③地方教育センター等における教職員研

修講座，④高校入試問題，⑤教育学関係博士・修士学位論文題目，⑥学習

指導要領データベース，⑦全国小中学校研究紀要（学習指導案）の 7種類

であり，収録件数は合計約 59万件である（平成 31年 3月現在）。

エ．理科ねっとわーく

初等中等教育向けの理科教育用デジタルコンテンツ提供サイト「理科

ねっとわーく」を，平成 29年 8月 31日に公開，運用を開始した。「理科ねっ

とわーく」は，国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が，元～ 28年

度に運用していたものであり，JSTが保有するコンテンツ等の著作権を本

研究所が譲り受け，本研究所が主体となって「理科ねっとわーく」サイト

を再公開したものである。30年度における総ページビュー数は 1,621,216

件（1日当たり 7,611件）であった。

オ．みんなで作る被災地学校運営支援サイト

東日本大震災で被災した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をはじめ，学校運営・学習指導・教育

相談の工夫等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，平成 23年 4月 8日から 30年 6月 30日まで運用した。

運用当初の 23年度は約 84万件のアクセス数があり，28年度では約 13万

件であった。
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カ．統計集計専用環境の整備

本研究所と文部科学省との連携の下，新たな切り口や多角的な視点に

立った研究分析を行い，教育政策の企画・立案に有意義な知見を集約・提

示するとともに，統計データの一層の有益な分析に資するため，学校基本

調査など文部科学省が実施する統計（学校基本調査，学校保健統計調査，

学校教員統計調査，社会教育調査，地方教育費調査，子どもの学習費調査）

の利用に関する手続を，統計法の枠内で弾力的な運用を図りつつ，本研究

所の専用パソコンから直接活用（データのダウンロード，集計，分析等）

できる環境を，平成 24年度に整備した。

(3)　教育図書館

教育図書館は，教育に関する資料・情報を収集し，本研究所における研

究調査活動を支援するとともに，教育専門図書館として一般にも公開して

いる。

図書館の蔵書数は，平成 30年度末現在で，約 54万 7千冊である。その

うち教育分野の資料は約 10万冊，教科書は約 10万 4千冊となっており，

21年度以降 10年間の増加冊数は約 4万 7千冊である。25年度以降は毎年，

文部科学省より教科書検定関係資料が寄贈されるようになった。

ア．図書館活動

平成 23年度と 27年度に蔵書検索（OPAC）をリニューアルし，23年度

に蔵書と教育研究論文索引の統合検索を開始，27年度には文部科学省図

書館と蔵書検索を統合した。

また，平成 25年度からは，文部科学省による教科書検定結果の通年公

開展示会場となり，次年度から使用される教科書の申請図書や意見書等の

展示を行っている。

イ．利用者サービス

平成 24年度より，他図書館に対する貸出（図書館間相互貸借）サービ

スを導入し，遠方等の理由で来館できない利用者への資料提供を開始した。
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また，教育分野に関する質問に所蔵資料により回答するレファレンス・サー

ビスを実施しており，30年度のレファレンス・サービス件数は約 1,000件

であった。当館に寄せられた質問と回答については，平成 20年度より国

立国会図書館が運営する「レファレンス協同データベース」に事例として

登録しており，24年 11月には，登録した事例から『教育図書館レファレ

ンス事例集』を作成した。なお，事例登録件数やアクセス数などから，21

年度から 28年度まで及び 30年度に，国立国会図書館長より礼状が授与さ

れた。

ウ．データベースの公開

教育図書館では，現在，以下のデータベースを公開している。

①戦前教科書

平成 25・26年度，29・30年度に科学研究費助成事業研究成果公開促

進費により，約 6万冊の遡及入力を実施し，蔵書検索（OPAC）と CiNii 

Booksでの検索が可能となった。30年 8月には，明治 150年記念事業の

一環として「明治期教科書デジタルアーカイブ」を公開し，明治期の教科

書約 8,400冊の全文画像の提供を開始した。

②往来物（江戸時代に寺子屋等で使用された学習書）

平成 27年 1月に本文画像の提供を開始し，30年 4月には「往来物デジ

タルアーカイブ」としてリニューアルして，分類からの検索が可能になった。

③戦後検定教科書

平成 27年 1月に教育図書館で所蔵する戦後検定教科書書誌情報のデー

タベースを公開した。以降，毎年受け入れた教科書の情報を追加している。

④貴重資料デジタルコレクション

平成 30年 8月に，教育図書館で所蔵する貴重資料について『小学入門

教授図解』他 78冊を全文カラーで提供を開始した。

⑤教育研究論文索引

所蔵資料をもとに，教育に関する学術論文の書誌情報を登録したデー
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タベース「教育研究論文索引」を平成 12年度より提供しているが，23年

度以降は国立情報学研究所が提供する CiNii Articlesへのリンクを追加し，

一部本文情報を直接入手できるようになった。

⑥個人文書（教育行政資料）

教育図書館では，終戦後に活躍した文部省職員等の個人文書を保存して

おり，平成26年度から順次データベースを公開してきている。30年度現在，

13種類のデータベースを公開し，書誌情報の検索が可能となっている。

エ．明治 150 年記念事業

平成 30年に，明治 150年記念事業としてデジタルアーカイブの公開と

企画展示を実施した。デジタルアーカイブについては，8月に「明治期教

科書デジタルアーカイブ」と「貴重資料デジタルコレクション」を公開し

た。9月には，文部科学省情報ひろばにて企画展示「教科書から見る明治

の学び 教育図書館コレクションから」を開催した。
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2.　教育政策・評価研究部
(1)　研究部の状況

ア．組織の概況

教育政策・評価研究部は，平成 13年の研究所改組前の「教育政策研究部」

を前身とする。旧・教育政策研究部は，教育計画研究室，教育制度研究室，

教育行財政研究室，教育史・教育理念研究室，教育政策史料調査室の 5室

からなり，教育政策の研究を法制度・行政・慣行・思想・実態の諸側面か

ら幅広く進めることを特長としていた。20年に目黒旧庁舎から現庁舎に

移転した後も，その流れを維持した活動を続けている。

本研究部は，部員の出身領域が多様である。平成 30年現在，研究部長

と研究官合わせて 7名が所属しているが，それぞれの取得学位は，博士号

は経済学が 2名，教育学 1名，工学 1名，法学 1名であり，修士号は教育

学 2名である。新たな研究課題への要請に応えるべく経済学に明るい研究

者の強化が重ねられたことが近年の人事の特徴である。個別分野における

専門的研さんと相互の交流を重視して，部の中で工夫を重ねてきた。月例

の部会や打合せの他に，改組以前より月例又は隔月で部内研究会があった

が，22年 11月にはこれを中止し，部を超えた世話人を置いて所内外の研

究者や有識者が話題提供をする「教育政策研究会」に改められた。世話人

転出等の理由で 2年後に元の部内研究会に戻り，25年 5月からは現部長

の下で部員が各自年 1回ずつ内容を担当する「研究交流会」となった。

イ．教育政策・評価研究部の目標の推移

当研究部の設置目的は，教育に関する政策及びその評価一般に係る基礎

的な事項の調査研究を行うことである。

研究部の活動目標は，平成 21年度に改定された「国立教育政策研究所

中期目標」の中では，教育政策の歴史的展開と今後の展望を踏まえ，教育

政策の立案，実施，評価の基盤となるような基礎的・実証的な調査研究を
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推進することとされ，新しい時代環境に適合的な教育行財政・学校制度の

在り方等について基礎的・実証的な調査研究や，教育政策に関する評価の

在り方について我が国の条件に適した評価方法の開発を目指した理論的・

実証的な調査研究の推進などが目標となっていた。

平成 23年 4月に策定された 30年度までの 7年間の第 2期「中期目標」

では，全所的な「教育政策研究に関する目標」として掲げられる 5つの研

究領域のうちの「教育行財政」領域を中心に，他の 4領域「初等中等教育」「教

職員」「高等教育」「生涯学習」にも関わる視点やテーマを掲げた研究を目

指してきた。中期目標の掲げる「国際共同研究等に関する目標」「教育委

員会及び学校への援助助言等に関する目標」などへも対応してきた。

(2)　主要な研究課題とその成果

ア．教育政策・評価研究部が担当した主な研究課題

プロジェクト研究では，「教育・研究組織における評価に関する総合的

研究」（平成 17～ 21年度）において，学校関係者評価に焦点を当てた全

国調査や学校診断方式の学校評価試行などの成果を上げた。文部科学省の

学校評価ガイドライン改訂に向けた議論の参考にも供された。

「都市の教育政策と教育行政の在り方に関する調査研究」（平成 19～ 21

年度）では，政令市・中核都市を中心に全国的・網羅的なデータ収集や聴

き取り調査を行い，地方分権改革が自治体教育政策の質的側面に与えた影

響を検証した。

「教育条件整備に関する総合的研究」（平成 20～ 22年度）では，小中学

校の再編整備・学校配置や学校規模の研究に取り組み，少子高齢化時代の

政策や行政についての知見やデータを得た。

「Co-teachingスタッフや外部人材を生かした学校組織開発と教職員配置

の在り方に関する総合的研究」（平成 22～ 24年度）では，教員の職務内

容や勤務の在り方を見直す観点から，外部人材活用の実態と課題，教職員

組織の在り方や勤務実態などに関し，国際比較を交えた豊富な調査を実施
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した。

平成 26～ 27年度にはプロジェクト研究「初等中等教育の学校体系に関

する研究」に取り組んだ。中央教育審議会が小中一貫教育制度化を答申し

て，学制改革が議論されていた時機をとらえ，小中及び中高一貫教育に関

する研究・学制改革の政治過程・諸外国の義務教育年限延長や就学前教育

無償化に関する研究を実施して，報告書を取りまとめ，一部は研究所の紀

要で特集を組むなど，成果を発表した。特に，小中一貫教育の研究では，

文部科学省の調査データを分析したり，制度化実施に先立って成果をシン

ポで公開したりするなど，政策の動向と密接に連携した活動を展開した。

平成 28～ 30年度には，「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」

に取り組んだ。新しい教育委員会制度や総合教育会議の設置等の案件で全

国的に試行錯誤がなされている折，政策過程・比較研究・小中一貫・人事

異動・地方創生の各グループを作って調査研究を進めた。成果は所内外の

研究会や各種学会に報告し，5グループそれぞれの最終報告書をまとめた。

いずれの共同研究も，これまで培ったネットワークを活用して所外の分

担者や熟練の研究補助者の支援を得たことと，専攻分野が広がっていなが

ら部員の凝集性を高められたことで，成果を上げることができた。

他の研究部等の主管する研究では，「高等学校政策全般の検証に基づく

高等学校に関する総合的研究」（平成 24～ 25年度，副代表や分担者），「人

口減少社会における学校制度の設計と教育形態の開発のための総合的研

究」（24～ 25年度，事務局・研究分担者），「教員養成等の改善に関する

研究」（25～ 26年度，副研究代表者・分担者），「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」（27～ 28年度，

副研究代表者・分担者），「教育の効果に関する調査研究」（27～ 29年度）

などで分担者以上の役割を担当した。このほかにも分担者として，学校評

価，少人数指導・少人数学級，未来の学校，学力の規定要因，地域ととも

にある学校，学校施設などの研究に取り組んだ。
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イ．科研費や個人の基盤研究費等による主要な研究課題

科研費による研究で成果を上げた主な共同研究課題には，「戦略的学校

評価システムの開発に関する比較研究」（平成 19～ 21年度），「分権改革

の自治体教育行政へのインパクト」（20～ 21年度）などがある。

各自の専門性や独創性を生かして扱った研究対象の一部を以下に示す。

ほかにも多くの研究課題に研究分担・連携研究者等として参加した。

図　個人研究や科研費の代表者等として取り扱った研究主題
就学人口減少と学校統合　少子化と学校施設整備　学校財務会計構造　

1950年代の学校評価　学校改善支援機能の開発の日英比較　教育におけ

る最適資源配分　大震災復旧復興過程の学校開発　学校経営モデルの開発

の日英比較　都市自治体の教育政策管理手法　人口減少と自治体教育計画　

学童保育の「質」の評価手法　義務教育行政の広域化　19世紀のテスト

の日米比較　戦後日本の学校建築　中堅教員の職能形成過程　学校管理シ

ステムの開発の日英比較　学校評価の現状分析　地方教育通史調査，など

(3)　成果普及・評価

教育政策・評価研究部のメンバーは，毎年度，国や自治体の審議会等の

委員，教員研修講座の講師，学会・大学・学校などの依頼によるパネラー

や講師等を務める機会を得ている。これは上記の研究成果が社会的に求め

られている証左であろう。研究者として社会に発信して評価を得ることは，

研究の内容・方法・成果を相対化して理解するための機会ともなり，研究

の在り方に関するマーケティングリサーチとしての意義を持つ。

研究所の主催する教育改革国際シンポジウムでは「” 質の高い学校 ” を

もとめて」（平成 21年度）を担当したほか，同じく教育研究公開シンポジ

ウムでは「高等学校教育改革の成果と今後の在り方を考える」（21年度），

「小中一貫教育の制度化と展開」（27年度）を担当した。

これらのうち，小中一貫教育に関する公開シンポジウムでは，制度化に
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関する基調講演に続いて，研究分担者 3名が，導入の手順，教育課程の編

成と運営，学校の組織と運営などの具体的な視点からの報告を行った。参

加者アンケートでは，「大変参考になった」（52.2％）と「ある程度参考に

なった」（42.4％）を合わせた割合が回答者の 95％に達する結果を得たほか，

その後の報道等の反響も手伝って関連する講演依頼も受けた。シンポジウ

ムの場を活用して，当研究部としての研究成果の普及を行うとともに，社

会的な評価を得ることができた。
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3.　生涯学習政策研究部
生涯学習政策研究部では，生涯学習社会の実現に向けた政策の企画・立

案に資するため，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，高齢化，情報化，グローバル化等の社会の変化に伴い生じ

ている様々な課題の解決を図るための方法や仕組み等についての調査・

分析等を行っている。また，OECDによる PIAAC（Programme for the 

International Assessment of Adult Conpetences：国際成人力調査）の実施

や分析等に関する作業，生涯学習政策の国際比較研究を行っている。

(1)　生涯学習に関する研究

ア．言語力の向上をめざす生涯にわたる読書教育に関する調査研究

プロジェクト研究として平成 19～ 21年度の 3年間で実施した。生涯学

習の観点に立った読書教育研究として，小学校から中学校，大学生や成人

を対象にした調査研究を行った。読書活動による教育的成果として，具体

的で測定可能な指標である読解力などの言語力を設定し，読書活動と言語

力の関係に焦点を当てている。その成果は『読書教育への招待―確かな学

力と豊かな心を育てるために』（東洋館出版社，22年 8月）として刊行した。

イ．キー・コンピテンシーの生涯学習政策指標としての活用可能性に関す

る調査研究

科研費補助金（基盤 B）により平成 19～ 21年度の 3年間で実施した。

OECDプロジェクトへの参加国や EC加盟国等は，キー・コンピテンシー

という共通目標を各国の教育政策にどのように取り入れているかについて

面接調査に基づく比較分析を行い，その成果は報告書『知識基盤社会を生

きる力「キー・コンピテンシー」をめぐる国際的動向』（21年）として刊

行した。
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ウ．生涯学習政策の変動とその評価に関する研究

プロジェクト研究として平成 20～ 22年度の 3年間で実施した。文部科

学省や市町村の生涯学習政策の変動過程について，審議会答申や予算の推

移，市町村への訪問面接調査・質問紙調査，EUやアジアの政策動向調査

との比較等により総合的に分析し，新しい時代にふさわしい制度の再構築

が必要であることの確認と，一定の方向付けの提案を行った。

エ．エビデンスに基づいた教育政策決定プロセスに関する調査研究

科研費（基盤 C）により平成 20～ 22年度の 3年間で実施した。その成

果として，翻訳書『教育とエビデンス─研究と政策の協同に向けて』（明

石書店，22年 1月），教育改革国際シンポジウム「教育研究におけるエビ

デンスとは」（平成 22年 9月 10日）開催，日本の小学校でのパイロット・

スタディによる『データで学校を元気にする』（東洋館出版社，23年 6月），

『教育研究とエビデンス—国際的動向と日本の現状と課題』（明石書店，24

年 5月）の刊行がある。

オ．生涯学習の学習需要の実態とその長期的変化に関する調査研究

プロジェクト研究として平成 22～ 24年度の 3年間で実施した。これま

で行った「成人の生涯学習の意識と実態調査」（3年）「企業および従業員

の教育訓練・研修に関する調査」（3年）「生涯学習の学習需要の変化に関

する縦断的研究」（13年）を踏まえ，職業人の学習・メディア活用・家庭

教育・高齢者の社会参加の各課題についてインターネット調査を実施，国

民の学習需要についての実証的根拠を得るとともに，多くの現代的課題（高

齢者の社会参加，生涯にわたるキャリア教育，持続可能な社会，テクノロ

ジー等）の課題を統合的に明らかにした。

カ．日本文化の教育的特質を活用したキー・コンピテンシーの国際化に関

する調査研究

科研費（基盤 B）により，平成 22～ 24年度の 3年間で実施した。キー・

コンピテンシーの自律性と協働性に注目し，日本文化の教育的特質を，集
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団での協働力（和の精神）と自律的な力（自主自立）の二つの視点から調

査・分析し，全国の都道府県の高校文化部を対象とした研究から，各校の

伝統文化を継承する文化的活動を分析した。その結果は，「文化的コンピ

テンシーを育てる高校の特別活動と部活動に関する実証的考察」（生涯学

習・社会教育研究促進機構『生涯学習・社会教育研究ジャーナル』第 6号

pp.103-118，2013）として発表した。

キ．実践的能力形成のための多様な学習の評価・認証等に関する調査研究

プロジェクト研究として平成 23～ 24年度の 2年間で行われた。大学・

専修学校，企業，関係団体に対するインタビュー調査を通じて，社会人等

のニーズに対応した多様な教育プログラムの実態の把握を行うとともに，

非公式教育を含めた多様な教育の評価・認証の在り方等について研究しよ

うとするもので，特に IT分野の教育プログラムや産業界のスキル・ニー

ズとの関係に焦点を当てて調査・分析を行った。

ク．成人教育におけるナラティヴ学習プログラムの開発とその教育的効果

の研究

科研費（挑戦的萌芽研究）により平成 24～ 25年度の 2年間で実施した。

成人教育領域の多様なナラティヴ学習の国内事例の調査としてナラティヴ

研究者・実践者への面接調査，海外事例の調査として米国研究者や韓国専

門家との研究シンポジウムを開催，実験的開発研究としてデジタル・ストー

リーテリングの講座を計 4回開催し，ナラティヴ学習の教育効果について

分析を行った。

ケ．国際バカロレアによる日本型公立高校モデルの構築に関する実証研究

科研費（基盤 C）により平成 24～ 26年度の 3年間で実施した。米国・

英国・ドイツ・中国・日本の 5か国での現地調査を行い，その成果は，『国

際バカロレアの現在』（ジーニアス教育新社，29年 6月），『国際バカロレ

アの挑戦―グローバル時代の世界標準プログラム』（明石書店，30年 3月）

として刊行した。
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コ．実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に関する調査研究

プロジェクト研究として平成 25～ 26年度の 2年間で実施した。専門的

な学習にかかる成果の評価・認証の社会的流通を担保するための仕組みや

仕掛けについて，その内容や方法，それが有効に機能する範囲等を明らか

にし，実践的専門性の形成にかかる評価・認証の制度化に関する基礎的な

資料を得るため，企業インタビューを行い，特定分野における実践的専門

性の内容や活用可能性等を明らかにするとともに，いわゆる資格枠組みに

ついて基礎的な資料を収集・分析した。

サ．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

プロジェクト研究として平成 26～ 27年度の 2年間で実施した。学校及

びそれ以外の地域の学習環境の発展や充実のために有益と思われる連携・

協働について，行政，企業，NPO等のアクターの機能・役割を考察し，行政，

企業，NPO等の連携・協働の現状，連携・協働の利点と課題を明らかに

するため，文部科学省事業における連携・協働の実態調査，講演，国内・

海外の事例調査，都道府県・市区町村を対象とした行政調査，教育 CSR

活動に関わる企業を対象とした企業調査，中間支援組織調査等を実施，そ

の成果は「総論」「行政調査」「企業調査」「中間支援組織調査」の 4冊の

報告書と 1冊の事例集に取りまとめた。

シ．社会的活動に必要な成人スキルと多様な学習機会に関する基礎的研究

プロジェクト研究として平成 30年度から実施している。社会的活動に

参画するために必要な成人スキルを向上させる学習機会を発展させる方策

を検討するため，社会的活動の推進に寄与する多様な学習機会の実態把握・

類型化，社会的な活動に必要な成人スキルの分析を行おうとしている。

(2)　生涯学習・教育事情に関する国際比較調査・セミナー

ア．PIAAC の実施等

OPIAAC を平成 23年 8月から 24年 3月に実施，『成人力とは何か－
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OECD「国際成人力調査」の背景』（明石書店，24年 9月）を刊行した。

27年 2月には「PIAACシンポジウム 2015」を，28年 3月には「PIAAC

シンポジウム 2016－成人のキャリア形成と教育の在り方を考える─」を

開催した。

PIAACとその実施の詳細については，第 2部第 2章「1．国際共同研究・

調査」に記載している。

イ．生涯学習政策や教育事情に関する国際会議や国際セミナーの開催

平成 21年 12月にブラジルのベレンで開催された第 6回国際成人教育会

議の成果を報告し，5か国の成人教育関係者（行政官，研究者，NGO代表）

を招いて各国の現状と今後の展望を議論する「成人教育に関する国際セミ

ナー」を，国際研究・協力部と共同で 22年 2月に開催した。
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4.　初等中等教育研究部
(1)　初等中等教育研究部のこの 10 年の動き

初等中等教育研究部は平成元年の改組再編により設置された教育指導研

究部を母体として，13年 1月の改組再編により設置された研究部である。

旧教育指導研究部は，教育課程，教材，教育方法，測定・評価，発達，生

徒指導の各研究室で構成されていた。初等中等教育研究部設置当時は，生

徒指導を除く各研究室の学問分野を専門とする研究官が配置されていた

が，この 10年の各研究官の担当分野をまとめると以下のとおりである。

図　初等中等教育研究部の各研究官の担当分野の変遷（併任含む）
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の政策の在り方を明らかにすることを目的とした，教育経営学研究である。

第二は，学級規模に関する研究である。これは，児童生徒が学習を進め生

活を送る場である学級の人数が教師及び児童生徒に与える影響を明らかに

するための，教育心理学的研究である。

(2)　知見の教育政策の企画立案に対する貢献

先に挙げた教員養成・研修に関する研究，資質・能力に関する研究，学

級規模に関する研究はいずれも，教育政策の企画立案に対する貢献が大き

い。研究期間が完了したプロジェクト研究について得られた知見と教育政

策の企画立案に対する貢献をまとめると以下のとおりである。

ア．教員養成・研修に関する研究

「教員の質の向上に関する調査研究」（平成 19～ 22年度）では，指導主

事の配置及び学校訪問，行政による教員の研究会支援，校内研究の実施，

大学における教員養成の状況が明らかとなり，教職課程のコア・カリキュ

ラムについての検討も行われた。

「教員養成等の改善に関する調査研究」（平成 25～ 26年度）では，求め

られる教員の資質・能力の整理と概念化と教員養成の到達目標の措定が行

われ，学校管理力育成の現状と課題が明らかとなった。

「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）では，教師が継続的に学び続けること

を促す教員研修プログラムの在り方，諸外国での教員養成・研修における

教師教育スタンダードの活用状況が明らかとなった。これらの知見は，中

央教育審議会教員の資質能力向上特別部会，教員養成部会，チームとして

の学校・教職員の在り方に関する作業部会等で報告された他，有識者ヒア

リングで話題提供された。

イ．学級規模に関する研究

「教育条件整備に関する総合的研究」（平成 20～ 22年度）の学校規模研

究分野では，中学校では学級が小規模である方が生徒が家庭学習に取り組
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むように推移すること，生徒指導上の問題や生徒間関係に関わる問題が解

決しやすいことが示された。

「学級規模の及ぼす教育効果に関する研究」（平成 23～ 24年度）では，

小学校第 4～ 6学年に掛けての学力推移を検討した結果小規模学級の方が

相対的な学力が引き上げられていたことが示されたほか，学級規模の大小

の教室音響学的検討も行った。

「少人数指導・少人数学級の効果に関する調査研究」（平成 25～ 26年度）

では，小学校の低学年では小規模学級に在籍した方がその後の学力が高く

推移すること，高学年では学年学級数が多く学級が小規模である場合に低

学力層の底上げが見られることを示した。

なお，平成 27年度以降は学級規模を主研究課題としたプロジェクト研

究は実施していないが，初等中等教育研究部で主に担当したプロジェクト

研究の一部として実験的研究に着手している。これらの知見は，中央教育

審議会初等中等教育分科会，公立義務教育諸学校の学級規模及び教職員配

置の適正化に関する検討会議等で話題提供された。さらに，平成 23年の

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正

（小学校第 1学年の学級規模の上限を 35人に引下げ）に当たっては，「今

後の学級編成及び教職員定数の改善に関する有識者ヒアリング」で知見を

提供し，法改正にも寄与した。

ウ．学習科学・教育課程に関する研究

初等中等教育研究部では，他の研究部等が主管するプロジェクト研究等

にも参画してきた。例えば，「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）については，学習科学及び教育課程論

の双方の見地から，主導的に研究を推進しまとめることに寄与した。

(3)　専門分野の研究の推進と発展への寄与

初等中等教育研究部では，各研究官が専門とする学問分野を持ち，平成

30年度末時点で 4名（併任含む）在籍する研究官のうち 3名は博士の学
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位を取得している。各自がその専門性に裏付けられた研究を推進しており，

例えば，科研費の採択について，過去，4名在籍時で 3名が，6名在籍時

で 5名が研究代表者となっており，現在でも在籍研究官 4名（併任含む）

全員が研究代表者として課題が採択されている。また，平成 26～ 27年度

と 29～ 30年度には科研費の基盤研究（A）が採択されている。

査読付き論文の掲載数は，本研究所教育図書館編纂の教育研究論文索引

収録分に限っても，10年間で年平均 2本が掲載されている。これらの内

容にはプロジェクト研究の成果も含まれている。これは，プロジェクト研

究の成果を報告書としてまとめ，教育政策の企画立案に対して一定の貢献

をするのみならず，査読の過程を経た知見として公開・普及されたことを

意味する。
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5.　高等教育研究部
高等教育研究部は，「高等教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査

及び研究を行うこと」を役割としている。この 10年の研究は，高等教育

政策の中長期的展開を展望することと，大学教育に関わる今日的課題や，

高等教育システムに対する社会の現代的ニーズを踏まえることを特に重視

してスタートを切った。10年間に実施した主要な研究のテーマを，部員

を研究代表者とするものを中心に整理すれば，以下の 5つに大別される。

（経費を特記しないものはプロジェクト研究を指す。）

(1)　大学における教育改善に関する研究

高等教育研究部では，かねてファカルティ・ディベロップメント（FD）

の研究に取り組んできたが，「FDプログラムの構築支援と FDerの能力開

発に関する研究」（平成 20～ 22年度）では，多様な FDプログラムの体系化・

構造化と，FDプログラム作成の際に準拠すべき，大学教員としての基本

的な要件枠組みの提示を目指した。20年度に，『大学・短大で FDに携わ

る人のための FDマップと利用ガイドライン』（21年 3月）を刊行してい

たが，21年 6月には研究成果中間報告会として，FD公開セミナー「FD

実質化のための提案―『FDマップ』，『基準枠組』の活用による教育改善」

を開催し，その報告書も刊行した。

また，初等中等教育研究部長を研究代表者とする「教員養成等の改善に

関する調査研究」（平成 25～ 26年度）には，高等教育研究部長が教員養

成担当教員 FD班長として参画し，『国立大学教員養成系大学・学部にお

いて優れた取組をしている大学教員に関する調査報告書』（26年 1月），『教

員養成教育における教育改善の取組に関する調査研究―アクティブ・ラー

ニングに着目して』（27年 3月）を取りまとめた。

この間，科研費による「大学教員に求められる教育能力の質保証と大学

教育資格の在り方に関する国際比較研究」（平成 23～ 25年度），「初期な
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らびに中期キャリアにおける大学教員の能力形成過程に関する質的研究」

（25～ 28年度），「海外専門家団体との共同開発・共同実施によるグロー

バルな FDプログラムの開発と実践」（26～ 29年度）も実施し，大学教

員とその教育能力の開発に関する研究を深めた。

(2)　高等教育の組織・経営に関する研究

大学教育を支える組織体制の在り方については，「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）を実施した。既存

の教育研究組織にとらわれず，新しい教育プログラムを構成する上で有効

な手段となる教育組織と教員組織（研究組織）の分離（「教教分離」）を取

り上げ，その実情と，教教分離型の改組が有効に機能するための大学運営

の在り方を明らかにすることを試みて，2冊の報告書を取りまとめた。

また，かねて進めていた科研費による研究「大学経営の高度化とそれを

支援する政策のあり方」（平成 18～ 20年度）の報告書を刊行し，大学が

教育と研究の水準を維持向上させるために，どのような経営を行っている

かを検討した。科研費による「転換期の大学教育における学生支援の全体

像と位置づけ」（25～ 27年度）においても，組織的な学生支援の在り方

について探求した。

(3)　大学評価・質保証と学習成果に関する研究

大学評価については，各国立大学法人に求められる機能に即した評価が

可能となるような評価指標の在り方について検討を行うことを目的に，「大

学の評価指標の在り方に関する調査研究」（平成 24年度）を実施し，高等

教育研究部長が所長から研究代表者を引き継ぎながら，報告書を取りまと

めた。

大学教育の質保証と学習成果については，まず「学習成果アセスメント

のインパクトに関する総合的研究」（平成 21～ 23年度）において，学習

成果アセスメントの導入が，大学や大学の質保証システムにどのようなイ

ンパクトを及ぼしているかを，国際比較のアプローチを用いて明らかにす

─ 143 ── 142 ─



ることを目指した。成果は 2冊の報告書にまとめ，更にこれらを基に，『ア

ウトカムに基づく大学教育の質保証―チューニングとアセスメントにみる

世界の動向』（東信堂，27年 6月）を刊行した。

科研費による「高等教育における学習成果アセスメントと質保証に関す

る国際比較研究」（平成 21～ 23年度），「高等教育における学習成果の評

価―OECDの AHELO調査をふまえて」（22～ 24年度）でも，高等教育

における学習成果に関する研究を行った（なお，AHELO及びチューニン

グについては，詳しくは第 2部第 2章 2（6）（7）を参照されたい。）。この他，

科研費「フィンランドにおける教育の地方分権化の影響―学習成果におけ

る格差の視点から」（24～ 26年度）も，学習成果に焦点を当てた研究である。

(4)　大学生の学習に関する研究

「大学生の学習実態に関する調査研究」（平成 25～ 27年度）において，

全国の大学生を対象とし，大学生の学習行動の実態を把握しうる信頼性の

高いデータを収集するために，まず試行調査を行った上で，日本学生支援

機構「学生生活調査」と共同で大規模調査を実施した。この大規模調査の

分析結果は中央教育審議会などの場で報告し，また，第 3期教育振興基本

計画に引用されるなど，政策形成に対する寄与の面でも意義があった。

続く「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）でも，大学生の学習に焦点を当てた。いかなる教育学習環境が，

学生による知識や能力の習得，成績，学修時間などの指標と，正の相関を

持つかを明らかにすることを試み，成果を報告書にまとめた。「学生生活

調査」と共同の「大学生等の学習状況に関する調査研究」も継続した。

(5)　大学進学・高大接続に関する研究

平成 30年度より，「18歳人口減少期の高等教育進学需要に関する研究」

（30～ 31年度）を行っている。大学・短大進学に伴う学生の地域間移動

を機関単位で分析することなどを通して，地域ごとの進学需要の構造を明

らかにしようとしている。
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高大接続については，高校生の理科の実験研究と，その大学入試の評価

資料への活用に焦点を当てた「高大連携を中心とした実験と思考力重視の

入試研究」（平成 23年度）を，所外から研究代表者を迎えて実施し，成果

報告書を刊行した。

この他，科研費による「高大教育接続に関する日米比較研究―理数教育

と技術者教育の教育課程の接続パターン」（平成 24～ 26年度），「大学生

の中途退学の背景・帰結・抑制政策に関する基礎的研究」（平成 26～ 29

年度）も，進学行動や高大接続に関わる研究である。「進学適性検査・能

研テストにかかわるデータのデータベース化」（21年度），「進学適性検査・

能研テストデータベース」（22年度），「高等教育機会の地域格差」（27年度）

について，科研費による成果公開も行った。

(6)　研究成果の公開・普及と研究交流

以上の研究活動に加えて，部の主催又は他機関との共催により，多くの

セミナーやシンポジウムを開催し，大きなシンポジウムについては記録を

報告書として刊行するなど，成果の公開・普及と研究交流の深化にも努め

た。教育改革国際シンポジウム「TUNING-AHELO コンピテンス枠組の共

有と水準規定によるグローバル質保証」（平成 25年度），「大学教育の成果

をどう測るか―全国卒業生調査の国際的動向」（29年度），『国立教育政策

研究所紀要』の特集「FDの新しい動向」（第 139集，22年 3月），「チュー

ニングによる大学教育のグローバル質保証」（第 144集，27年 3月）の企

画も担当した。
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6.　国際研究・協力部
国際研究・協力部は，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

うほか，ユネスコ・OECD等の国際機関との連携事業を担ってきた。ま

たここ 10年来，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などの事業も行っている。さらに，

PISA調査（Programme for International Student Assessment：生徒の学習

到達度調査）をはじめとする国際共同研究の実施・分析や，ユネスコとの

研究協力事業，日中韓国立教育政策研究所所長会議，国際研究・国際協力

に関連する科研費研究などを担当している。

(1)　プロジェクト研究の実施

ア．国際教育協力の在り方―我が国のこれまでの国際協力の評価に関する

調査研究（平成 18 ～ 20 年度）

2000年の世界教育フォーラムで採択された「ダカール行動枠組み」以

来の我が国および主要国の国際教育協力の在り方を多角的に検討し，わが

国の今後の国際協力政策に資することを目的に行われた 3年にわたる調査

研究である。最終報告書は，平成 21年 3月に『我が国の国際協力の在り

方に関する調査研究』としてまとめられ，第 1部では日本の国際教育協力

の歴史と現状にアプローチし，第 2部では国際協力の国際的潮流（米国と

英国における本国への効果の還流）と日本からの発信可能性に焦点をあて

ている。資料編の第 3部では主要関連政策文書を精選して要点の採録・全

文掲載を行っている。

イ．外国人児童生徒の教育等に関する国際比較研究（平成 25 ～ 26 年度）

本研究は，義務教育段階の公立学校における日本語指導が必要な外国人

児童生徒に対する言語指導および学力向上のための取り組みに焦点をお

き，特に外国人集住地域ではなく対応のより困難な散在地域において可能
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な政策オプションを提示することを目的として，国内外の先進的取り組み

を調査し，最終的に各地区の大学・自治体・学校・地域の NPO等の連携

モデルを提示した研究である。また，外国人児童生徒の散在地域における

ICT活用による母語による学習支援の在り方を千葉県と徳島県において試

験的に実施し，効果も検証した。以上は『外国人児童生徒の教育当に関す

る国際比較研究報告書』（平成 27年 3月）としてまとめられている。

ウ．小学校英語教育に関する調査研究（平成 27 ～ 28 年度）

平成 23年度からの小学校高学年における外国語活動の必修化をはじめ

として我が国でも初中段階の接続に留意した外国語教育の在り方が検討さ

れている。とくに次の学習指導要領の改訂にむけた先行事例の調査研究は

不可欠であるとの判断から，当研究では教育課程特例校・研究開発学校の

取り組みについて，①インターネット /質問紙調査，②事例研究，③訪問

調査（国内・中国上海市），④文献調査等を通じて，英語教育の①目標設定，

②指導方法，③指導者（人材育成，指導力向上，外部人材活用），④評価

の在り方，の各側面に着目した比較調査研究を行った。その成果は『小学

校英語教育に関する調査研究報告書』（29年 3月）にまとめられるとともに，

それに先立つ 28年 1月，国内外の初等英語教育の最前線で活躍中の調査

協力者を招き，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」を開催した。

以上のほかにも，他研究部・センターが代表者と事務局を置く多様なプ

ロジェクト研究（「学校におけるキャリア教育に関する総合的研究」（平成

19～ 21年度），「教育課程の編成に関する基礎的研究」（21～ 23年度），「言

語能力の向上をめざす生涯にわたる読書教育に関する調査研究」（19～ 22

年度），「少人数指導・少人数学級の効果に関する調査研究」（25・26年度），

「教育の効果に関する調査研究」（27～ 29年度），「非認知能力の発達と科

学的検討手法についての研究」（27～ 28年度），「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」（27～ 28年度），
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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」（27～ 28年度），「幼

児期からの育ち・学びとプロセスの質に関する研究」（29～ 34年））にお

いて国際研究・協力部員は外国調査もしくは国際研究部分を担うなどの研

究分担を行っている。

(2)　文部科学省委託研究

文部科学省国際課・国立大学法人東京工業大学との連携で平成 18年度

以来取り組まれた調査研究であり，本研究部員が主となり APEC域内の教

育政策関連情報を利用可能な形に取りまとめている。

ア． APEC 等国際的なネットワークにおける教育協力に関する調査研究

（平成 21 年度）

当該調査研究は，APECをはじめとした国際的なネットワークにおける

教育・人材育成政策上の課題をめぐる調査研究により今後の関連政策の企

画立案に資することを目的とした。同タイトルの報告書（平成 23年 3月）

では，APECの概要とその人材養成ワーキンググループ，教育ネットワー

クの概要と動向をまとめ，OECD，ユネスコ，SEAMEO（Southeast Asia 

Ministers of Education Organization：東南アジア教育大臣機構）をはじめ

他の国際ネットワークとの関係性を図解している。あわせて APECの各期

ネットワーク会合の要旨をまとめ，参考資料を提示した。

イ．「APEC 域内における持続発展教育の普及に関する調査研究事業」（平

成 22 年度）

本研究は，APECの教育ネットワークの 5年来の動向を整理するととも

に，ESD（Education for Sustainable Development：持続可能な開発のため

の教育）の 10年国連決議に基づく APEC域内の国際的・国内的な取り組

みに関する調査の概要をまとめたものである。

(3)　我が国の教育基本情報に関する英文発信事業（平成 22 年度～現在）

基盤研究費による本研究部の継続的な情報発信事業であり，平成 22年

度から現在まで，海外の研究者等にむけた英文による日本の教育制度・政
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策ならびに海外から注目度の高い教育トピックを選定してわかりやすく

発信することに取り組んでいる。各項目の解説は本研究所の英文 HPの

“Education in Japan” コーナーに掲載・更新されている。

その内容は，「日本の教育制度」を紹介・レビューする部分と，特定の「教

育トピック」を解説する第 2部に分かれ，これまでに以下のテーマが選定

されている。

「日本の教育制度」：日本の就学前教育，小学校，中学校，後期中等教育，

高等教育，教員養成と免許制度，社会教育制度，教育行政，留学生政

策，特別支援教育，へき地教育，専門学校

「教育トピック」：日本の私立学校，教職員の人事異動と任用，地方教育

行政，小学校における外国語教育，教員像の変遷，国際教育協力，

ESD，道徳教育，特別支援学校，学校給食，公教育への財政支援，小

学生の日常生活，情報教育，女子教育，教育統計，子ども子育て新制

度，学習指導要領

詳細は本研究所英文HPもしくは本書資料編pp.207～208も参照のこと。

(4)　OECD との国際共同研究プロジェクトの実施

・PISA調査

・PIAAC

・TALIS

・国際幼児教育・保育従事者調査

以上の各期の国際共同研究プロジェクトに，歴代部員が，OECDパリ本

部で開催の国際運営理事会もしくは参加国会議に日本代表の一員として参

画するとともに，国内調査の実施責任者ならびに事務局等を引き受けてき

た。とくに平成 25年度には，研究部内に「国際共同研究室」が新設され，

より機動的に以上の国際共同研究に対応できる人的・場所的な条件確保が

なされた。以上の調査研究活動については，「第 2章　主な研究事業等　2．

国際共同研究・調査」を参照されたい。
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(5)　ユネスコとの教育協力事業

ア．APEID（Asia and the Pacific Programme of Educational Innovation 

for Development：アジア・太平洋地域教育開発計画）（～平成 22 年度）

当研究所での 40年以上にわたる協力活動は，平成 22年度をもって円満

に終結した。本事業はその貢献について，平成 9年にユネスコ本部より「ユ

ネスコ・教育賞」を受賞している。本事業の最終段階において本研究部で

は生涯学習政策研究部やユネスコ・アジア研究センター，お茶の水女子大

学ほかの所外専門家の協力を得て，以下の 3回のプログラムを実施運営し

た。この枠組みにおいて「生涯学習政策」ならびに「就学前教育」が取り

上げられたのは初めてのことである。

イ．生涯学習政策国際フォーラム（ユネスコ・アジア文化センター後援）

平成 21（2009）年 3月 11日～ 13日 （参加国，バングラディシュ，中国，

日本，韓国，ルーマニア，タイ）

ウ．アジア・太平洋地域　就学前教育スタディ・ビジット・プログラム）

平成 21（2009）年 10月 27日～ 30日（参加国：インド，日本，韓国，マレー

シア，メキシコ，台湾，トルコ）

エ．Post CONFINTEA Ⅵ　国際成人教育セミナー

平成 22（2010）年 2月（参加国：バングラディシュ，カンボジア，ドイツ，

日本，韓国）

以上に加えて，以下のようなユネスコ主催または共催のネットワーク会

合等に部員が出席し，運営委員を務めるなど，研究協力活動を継続して行っ

ている。

オ．「ユネスコ教員部会（UNESCO Teacher Task Force）」（平成 28 年度～）

カ．「ユネスコ・アジア太平洋地域教育研究所ネットワーク（UNESCO 

Bangkok ERI-Net）」への参画（平成 28 年度～）

キ．第 2 回アジア太平洋地域就学前教育政策フィーラム（APFEC）：幼児

期こその変革の力―社会包摂と質に向かう革新」（マレーシア・プトラ
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ジャヤ）（平成 29 年 7 月）への参加

ク．アジア太平洋地域乳幼児期ネットワーク（ARNEC）運営委員（平成

25 ～ 27 年度）

(6)　日中韓教育政策研究所長会議

東アジア三国の国レベルの教育政策機関である，国立教育政策研究所

（NIER）・中国教育科学研究院（NIES）・韓国教育開発院（KEDI）の三研

究所の所長が覚書協定を平成23年11月に当研究所にて取り交わして以来，

毎年持ち回り開催で政策研究に関する協議・交流を行う所長会議を開催国

の国際シンポジウムなどの開催時に合わせて行うなどの形で重ねている。

この事業への予算申請し，事務局を担っているのも国際研究・協力部であ

る。これについては，「第 2章　主な研究事業等　6．日中韓教育政策研究

所間の連携協力」を参照されたい。

(7)　科研費研究

この期間の各部員における本研究部員を代表者とする各類型の科研費研

究は，以下のテーマのもとで実施されている。

・「ヨーロッパ諸国におけるムスリムの教育問題への取り組みと日本の学

校教育の将来性」（平成 19～ 21年度）

・「我が国の国際協力の理念及び政策の歴史的系譜に関する研究」（20～

22年度）

・「生涯発達能力を育む幼小連携のあり方に関する国際比較研究」（21～

23年度）

・「韓国・米国の最新動向を踏まえた学校外教育施設の制度設計試論」（24

～ 26年度）

・「学習者のウェルビーイングに資するノンフォーマル教育の国際比較研

究」（25～ 27年度）

・「ボランタリーな学校ネットワークによる教育効果に関する比較研究」（25

年～ 27年度）
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・「世帯収入が子どもの発達・学習環境とアウトカムに与える効果に関す

る日英比較研究（26～ 29年度）

・「PISA調査の検証に基づく大規模教育調査実施方法のモデル構築」（27

～ 29年度）

(8)　その他の翻訳事業等

基盤研究費・重点研究費等を活用して，ユネスコ，OECD，東アジア諸

国などの主要政策分析報告書や主要政策文献を編集して翻訳する事業を部

員が企画している。この期間における成果物には，例えば以下がある。

・ユネスコ『万人のための教育（EFA）と持続発展教育（ESD）の対話の

はじまり』（平成 21年 11月）

・ユネスコ生涯学習研究所『リテラシーとシティズンシップの促進：言説

と効果的な実践』（22年）

・ユニセフ『先進国における子どもの幸せ』（22年 3月）

・『韓国における教育情報会議及び科学技術政策に関する資料集』（22年）

・OECD『OECD保育白書』（Starting Strong II: Early Childhood Education 

and Care）（23年）

・OECD『OECD保育の質向上白書』（Starting StrongⅢ : Early Childhood 

Education and Care :A Quality Tool Box）（31年）
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7.　教育課程研究センター
教育課程研究センターは，各学校における様々な取組や実践事例等の調

査・分析を通じて，学校教育に対する社会的要請や環境の変化等に対応し

たカリキュラムの在り方について専門的立場から恒常的に研究を行い，中

央教育審議会に実証的な調査資料を提出して施策に随時反映させているほ

か，教育委員会等からの求めに応じて，教科内容や教育方法などに関する

専門的立場から効果的な助言や支援を行っている。

〔基礎研究部，総合研究官〕
(1)　基礎研究部，総合研究官の研究活動

基礎研究部は，平成 13年 1月の組織再編に伴い，教科教育研究部と科

学教育研究センターを統合して設置され，長期的な視点に立った教育課程

の基準の改善や実施に関する基礎的・実践的な調査研究を行っている。主

な研究活動は，①初等中等教育課程の基準の改善に資するための理論的・

実証的な調査研究（学校教育において育成すべき資質・能力，学校におけ

る教育課程編成の在り方，諸外国のカリキュラム改革の動向，学力調査の

二次分析等），②社会の変化に応じて新たに要請される教育内容の実施に

関する研究，③各教科等の目標や内容，指導方法，教材開発に関する研究，

④国際比較調査の実施・分析（TIMSS（国際数学・理科教育動向調査），

PISA調査，TALIS等）等である。

総合研究官は，科学教育等の教育課程に関する政策に係る基礎的な事項

の調査研究を行っている。

以下では，上の項目別に，平成 21年 3月以降の基礎研究部並びに総合

研究官の研究活動と成果をまとめる。なお，④国際比較調査の成果に関し

ては「第 2章 1．国際共同研究・調査」を参照されたい。
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ア．教育課程の基準の改善に資するための理論的・実証的な調査研究

基礎研究部では，今後の教育課程の在り方に関する基礎的な資料を得る

ことを目的として，以下の研究を実施している。なかでも，諸外国の教育

課程改革の動向や文部科学省指定の研究開発学校の研究成果については，

継続的に整理・分析し，報告書に取りまとめている。

（ア）　教育課程の編成に関する基礎的研究

本研究は，社会の変化に対応して求められる資質・能力を育成する教育

課程の在り方を検討することを目的として，平成 21年度から 25年度まで

実施された。具体的には，①諸外国における教育課程の動向の調査，②国

内における教育課程の開発事例の調査，③教育課程の実施状況の調査等を

踏まえ，教育課程全体で育成すべき資質・能力を整理し，今後の教育課程

編成の原理や内容，方法等の検討を行った。『報告書 5　社会の変化に対

応する資質や能力を育成する教育課程編成の基本原理』（25年 3月）では，

育成を目指す資質・能力を，基礎力・思考力・実践力の三層で構成される

「21世紀型能力」として整理した。

本研究で調査した諸外国の教育課程の動向や国内外で提起された資質・

能力の分析は，文部科学省に設置された「育成すべき資質・能力を踏まえ

た教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会」の「論点報告」（平成

26年 3月 31日）に盛り込まれ，中央教育審議会初等中等教育分科会教育

課程部会における検討に活用された。成果の一部は，中央教育審議会『幼

稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改

善及び必要な方策等について（答申）』（28年 12月 21日）の「補足資料」

として掲載されている。

（イ）　資質・能力を育成する教育課程の在り方に関する研究

本研究は，上の（ア）「教育課程の編成に関する基礎的研究」を学術的

に精
せいち

緻化・構造化し，教育目標や内容，学習・指導方法，評価等の一体的・

実証的な検討を行うことを目的として平成 26年度から 28年度まで実施さ
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れた。成果の一部を国研ライブラリーシリーズ『資質・能力　理論編』（東

洋館出版社，28年 1月）として刊行した。

（ウ）　学校における教育課程編成に関する実証的研究

次期学習指導要領改訂に備え，学校における教育課程編成の現状と課題

を明らかにする実証的研究を平成 29年度より実施している。29年度・30

年度は，PISA調査の二次分析を踏まえた我が国の理科教育における科学

的リテラシー育成の課題について検討した。学習指導要領に新たに盛り込

まれたカリキュラム・マネジメントについては，文部科学省研究開発学校

指定校の実践や自治体の教育研究センター等における研修・研究動向を調

査した。成果の一部は，平成 30年度教育公開シンポジウムに活用した。

（エ）　全国学力・学習状況調査の二次分析に関する研究

プロジェクト研究「全国学力・学習状況調査の結果の二次分析に関する

研究」（平成 27～ 28年度）では，複数年度にわたる調査結果の二次分析

を実施することで，調査結果の活用方法の開発を目指し，調査結果の二次

分析から得られる知見を明らかにすることが目的とされた。調査結果の活

用に関しては，教科に関する調査及び質問紙調査結果について，関連する

項目及び値を詳細に検討し，全国的な傾向や複数年度の傾向を確認した。

それらをもとに「成果を上げている学校」を特定し，訪問調査を実施する

ことで学習指導等の改善・充実に資する取組の実態を明らかにして分析し

た。記述式問題の解答の二次分析に関しては，小学校国語の「引用」，並

びに小学校算数の「割合」に関連した問題の解答の多様性を検証し，複数

年度にわたる解答の傾向を分析した。結果として，誤答分析に基づく指導

改善の可能性が示唆され，解答類型設計の検討の重要性が示された。

（オ）　科研費等による研究

アメリカで実施されている高大接続による単位認定プログラムに着目

し，その成果と課題を明らかにした。

─ 155 ── 154 ─



イ． 社会の変化に応じて新たに要請される教育内容の実施に関する研究

（ア）　学校におけるキャリア教育に関する総合的研究

本研究は，児童生徒の社会的自立に求められる資質・能力を育むカリキュ

ラム開発の在り方を提起することを目的に実施された（平成19～21年度）。

本研究所では，キャリア教育に関して，生涯学習の視点からのキャリア開

発に関する研究，進路指導や職場体験など生徒指導・特別活動における実

践に関する研究が実施されている。本研究では，これらの成果を活用しつ

つ，教科教育におけるキャリア教育や学校支援の方策を検討した。

研究成果として，諸外国のキャリア教育の取組状況や関連する政策動向

を報告書に取りまとめた（平成 22年 3月）。また，学校におけるキャリア

教育の充実に向けた支援方策として，都道府県等の教育センターにおける

取組を分析し，学校における体制づくりや教育委員会等による学校支援の

ガイドラインとなる参考資料とリーフレットを作成した。リーフレットは，

全国各都道府県・政令指定都市の教育委員会・教育事務所等に配布した。

（イ）　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

本研究は，学習指導要領で持続可能な社会の構築の観点からの指導が求

められている中で，学校現場に ESDをわかりやすく紹介し，教員による

ESDのカリキュラム開発や実践を支援する目的として実施された（平成 21

～ 23年度）。ESDの枠組みとして持続可能な社会づくりの構成概念や ESD

の視点に立った学習指導で重視する能力・態度などを明らかにした最終報

告書並びにESDリーフレットを24年3月に刊行した。ESDリーフレットは，

全国の都道府県・指定都市の教育委員会や教育センターに配布した。

（ウ）　科研費等による研究

キャリア教育に関しては，職業教育や道徳教育の視点から，キャリア教

育カリキュラムの開発に関する研究を実施した。専門学校における「日本

型デュアルシステム」の指定事業について，指定地域・学校の成果を踏ま

え，デュアルシステム導入の課題を検討した。
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ウ．各教科等の目標や内容，指導方法，教材開発に関する研究

（ア）　各教科等において，言語に関する能力を育成し，児童生徒の言語活

動を充実するためのカリキュラムと学習指導法の研究

各教科等において横断的に育成することが求められている「言語に関す

る能力」を育成するため，言語活動を充実した学習指導方法の開発を目的

として平成 22年度に実施した。小中学校の研究協力校において年間指導

計画，単元計画，学習指導案を開発し，学習指導のモデルを提案した。

（イ）　中学校・高等学校における理系進路選択に関する研究

本研究は，中学校と高等学校段階の生徒が，各教科の学習にどの程度の

意義や有用性を感じて進路を選択したり理系・文系を選択したりしている

か，また，学校や学校外での教育的活動や環境要因がどの程度関係してい

るのか等の実態を全国規模の意識調査によって把握し，理系・文系進路選

択に関わる課題を明らかにすることを目的として平成 22年度より 24年度

まで実施した。当該調査の結果に基づき，よりよい進路選択のためには学

習に対する高い意欲や態度が必要との仮定の下，学校訪問調査を実施し，

学習機会，体制，学習指導，意識等，具体的な取組事例や効果が上がって

いる要因を抽出・分析して，示唆をまとめた。

平成 23年 9月には公開研究会を開催し高等学校・高等専門学校におけ

る特徴的な取組の報告を踏まえ，理系の進路教育に関する課題を討議した。

また，全国規模の意識調査や学校訪問調査のまとめ等を行う公開研究会を

平成 25年 1月に実施した。

（ウ）　科研費等による研究

言語教育に関しては，PISA調査に対応した読解力を育成するための学

習指導や評価方法の開発を行った。

社会科教育に関しては，日本史と世界史の統合を視点に新しい歴史科目

を構想する『グローバルヒストリー教育論研究』（兵庫教育大学学術情報

レポジトリ，平成 27年 3月），諸外国の特長のある歴史教育実践を収集し，
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逐語訳とともにWebで紹介する『米英独における評価の高い歴史授業の

収集・分析とそのデータベース化』（平成 27年 2月）を実施した。

数学教育に関しては，「数学的判断力」の育成に向けて，実態調査を踏

まえて小・中・高等学校における授業の枠組みを開発した。

理科教育に関しては，研究成果の刊行物として，理科で育てたい資質・

能力に関して特に論理的思考と科学的表現力が一体的に形成されることを

理論的・実証的に明らかにした『論理的思考に基づいた科学的表現力に関

する研究』（東洋館出版社，平成 24年 3月），資質・能力を育成する理科

授業の在り方に関して理論と実践を往還して示した『思考と表現を一体化

させる理科授業』（東洋館出版社，23年 11月），『問題解決能力を育成す

るアースシステム教育とその教師教育プログラムの開発に関する実践的研

究』（東洋館出版社，25年 2月）等がある。また，「イノベーティブ人材

を醸成する『卓越性の科学』の教育課程の開発に関する実証的研究」（基

盤研究（A）　24～ 27年度）では，卓越性の科学教育に関連して国内外の

先進的な事例を分析し学習コンテンツや学習活動の評価の視点を検討し

た。その他，この 10年間に実施された研究課題には，「科学的リテラシー

の育成」，「生命尊重の態度を育成する体系的な生物学習プログラムの開

発」，「相互評価」による言語活動の推進などがある。

体育については，指導内容を可視化するための学習指導要領の記述の在

り方に関する検討を行った。

生活科については，資料やインタビューを元に生活科の形成過程に関す

る研究を実施した。

道徳教育に関しては，「特別の教科である道徳（道徳科）」の実施に向け，

文部科学省内の「道徳教育の充実に関する懇談会」（平成 25年），中央教

育審議会における審議（26年）「道徳教育に係る評価等の在り方に関する

専門家会議」（27～ 28年）において，諸外国の道徳教育の動向，国内の

実践状況，評価の在り方等に関する研究成果を提供した。

─ 158 ─



〔研究開発部〕
研究開発部は，平成 10～ 11年に改訂された学習指導要領等が告示され，

14年度からの実施に向けた準備がなされる中で 13年 1月に発足した。平

成 12年 12月の教育課程審議会「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の

評価の在り方について」（答申）では，国において小，中，高等学校の各

段階で全国的な学力調査を行うことや，目標に準拠した評価を一層重視し，

児童生徒の学習の到達度を適切に評価するための評価規準や評価方法等の

研究開発を行うことなどが提言され，これを踏まえ，研究開発部では，児

童生徒の学力の把握のための各種学力調査や研究指定校事業の実施，評価

規準や評価方法等の研究開発に取り組むこととなった。また，省庁再編に

伴い，当時の文部省から移管された業務を行っている。具体的には，「全

国学力・学習状況調査」（96ページ参照）や「学習指導要領実施状況調査」

（102ページ参照），「特定の課題に関する調査」（104ページ参照）に加え，

以下の業務を行っている。

(1)　研究指定校・地域事業

教育課程研究センター設置以降，文部科学省から移管された「教育課程

研究指定校事業」を始め，校種連携，へき地教育，読書活動，学力把握，

評価の工夫改善，伝統文化等を研究課題に研究指定校・地域事業を実施し

てきた。平成 21年度以降は，これらに加え，新たにカリキュラム・マネ

ジメントや ESDなどを研究課題とした研究指定校・地域事業に取り組ん

できた。現在は，研究課題を精選した上で「教育課程研究指定校事業」に

一本化している。同指定校は，全国の学校や地域を対象に，2か年の指定

期間で調査研究を行っており，①各教科等における幼稚園教育要領・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，②伝統文化教育やへき地教育等の個別の課題における

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の大きく 2種類

の実践研究を行っている。①は，「幼稚園，小学校，中学校」と「高等学
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校」における実践研究を，各学校種・各教科等につき 2校程度，それぞれ

隔年で新規に指定している。②は，伝統文化教育，へき地教育，ESD教育，

カリキュラム・マネジメント，校種間連携等の各テーマにつき，毎年度新

たに数校・地域を指定している。また，研究成果を広く公表する場として，

毎年 2月に「研究協議会」を開催している。これは，研究課題ごとに分科

会に分かれ，各指定校による発表や参加者による協議，本研究所の教育課

程調査官による講評等を，計 4日間にわたり行うものである。これらの事

業をとおして，効果的な指導方法について実践研究を進め，その研究成果

報告書を研究所ウェブサイト上で公表しているほか，研究協議会の分科会

の一部の様子は，文部科学省動画チャンネルにより公開するなど，広くそ

の成果の普及を図っている。

(2)　実践研究協力校事業

各学校における指導や評価の改善充実，教育課程の基準の改善等に役立

てることを目的として，平成 23年度から「学力把握実践研究協力校事業」

及び「学習指導実践研究協力校事業」を実施した。これは，委嘱期間は 1

年間（継続可），原則 1都 4県（東京都，茨城県，埼玉県，千葉県及び神

奈川県）の幼稚園，小学校，中学校及び高等学校等に協力を依頼し，様々

な指導実践や学習状況を把握・検証するため，教育課程調査官が計画的に

訪問し，学習指導に関する協力校の様々な実践についての情報収集や，通

常の学力調査のみでは把握が困難な内容等についての学習の実現状況の把

握などが行われている。29年度からは，「実践研究協力校事業」に一本化

して実施している。

(3)　指導資料・実践事例集等の作成

ア．教科等に関する指導資料

学習指導要領の趣旨の定着を図るとともに，各学校における指導の改善

等に資するため，学校現場からのニーズが高い教科・領域や今日的課題に

ついて，実践的な事例等を内容とする指導資料を作成した。平成 21年度
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以降は，①情報モラル実践ガイダンス（23年 3月），②特別活動パンフレッ

ト（小学校）（25年 7月），③特別活動指導資料（小学校）（26年 6月），

④特別活動パンフレット（中学校）（26年 6月），⑤環境教育指導資料（幼

稚園・小学校）（26年 10月），⑥小学校音楽映像指導資料（26年 11月），

⑦スタートカリキュラムパンフレット（27年 11月），⑧特別活動指導資

料（中学校）（28年 3月），⑨小学校国語科映像指導資料（28年 4月），⑩

環境教育指導資料（中学校）（28年 12月），⑪スタートカリキュラム指導

資料（30年 3月），⑫特別活動パンフレット（小学校）改訂版（30年 7月），

⑬特別活動パンフレット（高等学校）（30年 8月），⑭特別活動指導資料（小

学校）改訂版（30年 12月）を作成し，各都道府県・指定都市・中核市の

教育委員会等へ配付したほか，研究所ウェブサイトにより公表している。

また，指導資料の多くは市販化を図っており，全国の多くの教師に活用さ

れている。

イ．学習評価に関する参考資料

各学校において，各教科・科目における児童生徒の学習評価に資するこ

とを目的として，学習評価の基本的な考え方，評価規準の設定例，具体的

な評価方法等について示す『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のた

めの参考資料』を，小学校・中学校は平成 23年 11月に，高等学校（共通

教科）は 24年 7月に，高等学校（専門教科）は 25年 3月にそれぞれ作成

した。また，総合的な学習の時間における評価方法等の工夫改善のための

参考資料を，小学校・中学校については平成 23年 11月に，高等学校につ

いては 24年 7月にそれぞれ作成した。これは，「小学校，中学校，高等学

校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等

について（通知）」（平成 22年 5月 11日文部科学省初等中等教育局長通知）

に示された評価の観点及びその趣旨等を踏まえ，内容のまとまりごとの評

価規準及びその具体例，単元（題材）の評価に関する事例を掲げるととも

に，観点別学習状況の評価及び評定への総括についての考え方などを示し
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たものである。同資料は，その活用方法について簡潔にまとめたリーフレッ

トとともに，各都道府県・指定都市・中核市の教育委員会等へ配付したほ

か，研究所ウェブサイトにより公表している。また，指導資料の多くは市

販化を図っており，全国の多くの教師に活用されている。

(4)　高校入試の改善に関する情報収集・提供

「思考，判断，表現力」にかかる指導の普及，定着には高校入試で関係

良問が出題されるのが効果的であるとの考えから，学校現場における指導

方法の工夫改善の契機となるよう，平成 23年度より，各都道府県教育委

員会の協力の下，その年に実施された高校入試における国語，社会，数学，

理科及び外国語の問題の中から，①思考力・判断力・表現力を問う問題，

②知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力を問う問題，③課題解

決のための構想を立てて実践し評価・改善する力を問う問題と考えられる

ものを収集し，当該教科担当の教育課程調査官が特徴的なものを選び，分

析の上取りまとめ，各都道府県教育委員会の高校入学者選抜の担当者等に

送付しているほか，文部科学省が毎年開催する「全国高等学校入学者選抜

改善協議会」において，配付・説明している。その他，文部科学省の定期

刊行物『中等教育資料』の連載コーナー「思考力等を問う―高等学校入学

者選抜学力検査問題の工夫例―」において紹介している。

─ 162 ─



8.　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は，平成 24年 4月，キャリア教育・

進路指導の充実をより拡充するために，それまでの生徒指導研究センター

から改称された。当センターでは，初等中等教育における生徒指導及びキャ

リア教育・進路指導の充実を図るため，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る。

実施している各事業は，文部科学省の施策を踏まえ，その推進を促すこ

とを目的としているものであり，また，文部科学省初等中等教育局児童生

徒課等と連絡調整しつつ，生徒指導及びキャリア教育・進路指導に関わる

文部科学省の施策立案や都道府県・市町村教育委員会の施策の計画と実施，

各学校における実践に寄与することを意図としている。

(1)　生徒指導関係の 10 年間の動き

生徒指導に関する政策に係る基礎的な事項の調査研究を行い，それらの

成果を踏まえ，報告書や教職員向けの指導資料等を作成し，教育関係機関

及び教育関係者への援助・助言を行っている。

本研究所全体で研究色を全面に出したことから，平成 13年度より全て

の都道府県と政令指定都市を対象として実施していた「生徒指導総合推進

事業」を，平成 22年度より，調査研究を希望する地域を対象として，研

究を重視した「魅力ある学校づくり調査研究事業」と，推進事業から研究

事業にシフトし，現在に至っている。

同じく，毎年 1回，都道府県及び政令指定都市教育委員会の生徒指導担

当者を対象として，その時々の課題に応じた協議をする場であった「生徒

指導総合推進会議」も，その前日に文部科学省初等中等教育局児童生徒課

が同じ担当者を対象として実施している「生徒指導担当者連絡会議」と，

役割分担を明確にすることから，平成 22年度より「生徒指導研究連絡会議」

─ 163 ── 162 ─



さらに，24年度より「生徒指導研究推進協議会」として，対象者を中核

市の生徒指導担当者にまで拡大するとともに，本センターが実施した調査

研究から得られた知見を，普及・啓発するための場として現在に至ってい

る。

最近 10年間では，主にいじめや不登校，生徒指導体制などに関する知

見の創出や普及啓発のための調査研究を行ってきている。平成 21年度か

ら実施している調査研究は下記の「（2）　最近 10年間に実施した生徒指導

関係の調査研究」を，そして，調査研究結果から得られた知見を踏まえて

公表した主な報告書等は，巻末の国立教育政策研究所刊行物一覧（21～

30年度）を参照されたい。

(2)　最近 10 年間に実施した生徒指導関係の調査研究
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(3)　生徒指導関係の研究成果

ここ 10年間，同じ調査を継続して実施してきた生徒指導関係における

研究成果としては，以下の 3つが挙げられる。一つ目は，平成 10年度か

ら実施している「いじめ追跡調査」の結果と解説をまとめた「いじめ追跡

調査　いじめＱ＆Ａ」と，校内研修等で活用できる「いじめに関する校内

研修ツール」の 2点から構成する『生徒指導支援資料』を 10年間で 5冊

刊行している。

二つ目は，生徒指導に関して，理解しているようでいながら実は十分に

説明されてはこなかった事柄，また，新しい概念や手法などにスポット

を当てピンポイントで解説や提案を行うための資料である「生徒指導リー

フ」シリーズを平成 24年から毎年複数冊ずつ発行し，30年 12月現在で

「Leaf.22」まで発行している。

三つ目は，平成 22年から実施している「魅力ある学校づくり調査研究

事業」で得られた知見を踏まえた報告書とその抜粋版を刊行している。本

報告書は，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

もらうことを目的として「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

トを添付しているものである。

これら 3つの共通点は，問題が起こってからの事後対応的な生徒指導で

はなく，問題を起こりにくくする未然防止の観点，特に組織で実践する生

徒指導の必要性を啓発していることである。

(4)　キャリア教育・進路指導関係の 10 年間の動き

キャリア教育・進路指導に関する政策に係る基礎的な事項の調査研究を

行い，それらの成果を踏まえ，報告書や教職員向けの指導資料等を作成し，

教育関係機関及び教育関係者への援助・助言を行っている。

また，今後のキャリア教育・進路指導の改善に資するため，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
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路指導担当者等を対象に，キャリア教育・進路指導の在り方等について講

演，研究協議及び情報交換を行う「全国キャリア教育・進路指導担当者等

研究協議会」を毎年開催している。

平成 21年度から実施している調査研究は以下の「（5）　最近 10年間に

実施した進路指導関係の調査研究」に示したとおりであり，調査研究結果

から得られた知見を踏まえて公表した主な報告書等は，巻末の　国立教育

政策研究所刊行物一覧（21～ 30年度）を参照されたい。

(5)　最近 10 年間に実施した進路指導関係の調査研究
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(6)　進路指導関係の研究成果

ここ 10年間における進路指導関係の研究成果のうち，重要なものとし

て，学校の教育活動全体を通じてキャリア教育を推進することの意義を周

知したこと及び「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」のデー

タに基づきつつキャリア教育支援資料を作成，普及することができたこと

が挙げられる。従来，キャリア教育・進路指導は学校の教育活動全体を通

じて推進するものとして，生徒指導・進路指導研究センターにおいて調査

研究を蓄積し，キャリア教育支援資料を通じて普及を図ってきた（生徒指

導・進路指導研究センター刊行資料を参照のこと。）。10年間のうち前半は，

各学校種，ないし，教育委員会に向けて，専門家の指導助言や事例等に基

づいてキャリア教育支援資料を作成し，各学校種の文脈に沿ってキャリア

教育を推進することの重要性を示してきた。後半は，専門家の指導助言や

事例等に加えて，平成 24年度に実施した「キャリア教育・進路指導に関

する総合的実態調査」のデータ，及び，その分析結果に基づきながら，キャ

リア教育支援資料を作成し，キャリア教育の推進・普及を図ってきたとこ

ろである。特に重要な知見として，年間指導計画を作成するときに考慮し

た事項が多い学校ほど，その学校の児童生徒の学習意欲の向上が認められ

ることが挙げられる。ここからは，年間指導計画が入念に策定されたかが

実践の質を規定していることが窺われる。また，計画は，従来言われてき

た，学校の教育活動全体を通じてキャリア教育を推進することの前提でも

あり，これまで生徒指導・進路指導研究センターが推進してきたキャリア

教育の充実の方向性と軌を一にした結果でもある。

今後の課題としては，大きく 2つある。一つは，平成 29・30年改訂の

学習指導要領において「キャリア・パスポート」が導入されたことから，

「キャリア・パスポート」に関して学校，及び，教育委員会を支援し，そ

の必要に応じて調査研究等を実施することである。もう一つは，10年間

のうち後半期に普及を図ってきた事項に関して，「キャリア教育に関する
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総合的研究」にて検証を行う予定である。

(7)　今後に向けた展望

平成 28年度から実施している「生徒の社会性育成に向けた中高接続の

在り方に関する調査研究」については，生徒指導とともに，進路指導・キャ

リア教育の視点を踏まえた調査研究である。このように，今後は，同じ教

育課程外の生徒指導と進路指導がお互いの垣根を越えて，特別活動を核に

した教育課程の充実に結びつくような調査研究を実施していくことも視野

に入れている。
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9.　幼児教育研究センター
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無償化が制度化されるとともに，質

の向上に向けた取組も進められている。このような状況を踏まえ，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，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の提言がなされ，同センターはそ

の役割を担うために平成 28年 4月に設置された。

同センターの役割としては，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自治体，幼稚園等との研究ネットワークの構築，③地

方自治体や幼児教育関係者等への研究成果の普及が求められている。

(1)　調査研究の推進

ア．「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）

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

を行った。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った。

イ．「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）

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

している。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
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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

ついて研究している。

ウ．OECD 国際幼児教育・保育従事者調査（International ECEC Staff 

Survey）

幼児教育研究センターは，OECD が平成 30（2018）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る。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・認定こども園から約 220 園を

対象に調査を実施した。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

ることを目指している。

(2)　ネットワークの構築

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る。

(3)　研究成果の普及

ホームページや公開シンポジウム，成果報告会などを通じて，地方自治

体や幼稚園関係者等に研究成果を発信した。

ア．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～」

幼児教育研究センターが発足した平成 28 年度は，幼児教育 140 年とい

う節目でもあり，それらを記念して，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た（29 年 1 月 16 日）。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た。また，シンポジウムの開催と同時に，講堂のホワ
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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

を行った。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名の参加があった。

イ．国立教育政策研究所プロジェクト研究「幼小接続期の育ち・学びと幼

児教育の質に関する研究（平成 27 ～ 28 年度）」成果報告会

平成 28年度まで実施した「幼小接続期の育ち学びと幼児教育の質に関

する研究」の成果報告会を文部科学省講堂にて開催した（29年 10月 27日）。

幼小接続期の育ち・学びに関する研究の内容として，自治体調査や先進的

な取組事例，「育ち・学びを支える力」に関する試行調査の結果について

報告が行われた。幼児教育の質に関する研究内容として，海外で活用，提

案されている質評価について報告が行われた。全国から，都道府県

・政令指定都市教育委員会や幼児教育関係団体の関係者，大学や専門学校

の教員など，220名の参加があった。

ウ．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のホームページでは，センターの実施している調

査研究や幼児教育関連の情報，大学や関係省庁，地方自治体などの情報を

掲載している。
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10.　社会教育実践研究センター
社会教育実践研究センターは，社会教育関係者に対する専門的・技術的

研修を行う機関として昭和 40年に設置された国立社会教育研修所をもと

に，社会教育事業のための実践的な調査研究体制を整備するため，業務の

見直しを図り，平成 13年 4月に国立教育政策研究所に設置された。以来，

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

会教育事業・活動等の実態調査や，社会教育事業の開発・展開，奉仕活動・

体験活動の推進・定着のための調査研究等を行ってきた。また，全国の社

会教育関係者，研究者等の参加を得た研究セミナー等の開催や，文部科学

省や文化庁との共催で社会教育指導者の育成・資質向上のための研修事業

を行ってきた。

(1)　調査研究事業

ア．会教育活動の実態に関する基本調査事業

全国の社会教育活動の実態に関する基礎的資料とするため，テーマごと

に，社会教育事業の実態や諸課題に関する調査を行ってきた。これらの調

査結果は，社会教育の諸課題に関する学習への支援等，社会教育の活性化

に向けた取組に活用されている。

主な調査研究として，「社会教育主事の養成と活用・キャリアの実態に

関する調査」（平成 22年度）や「社会教育指導者に関する調査研究」（25・

26年度）等において，社会教育主事の養成・任用・研修等の実態を明ら

かにするとともに，それらの課題についても報告を行った。

「社会教育主事の養成等の在り方に関する調査研究」（平成 26～ 28年

度）は，25年 9月の中央教育審議会生涯学習分科会の審議の整理を踏まえ，

今後の社会教育主事の養成の在り方について検討し，社会教育主事講習の

カリキュラムの見直し案の提言を行った。当該提言は，30年 2月の省令「社

会教育主事講習等規程」の改正に資するものとなった。
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現在は，「地方創生の拠点としての公民館に関する調査研究」（平成 29

～令和元年度）を実施しており，社会教育施設の中心的な存在である公民

館を取り巻く状況等を把握するとともに，地域の未来を担うこれからの公

民館の在り方等について研究を行っている。

イ．社会教育事業の開発・展開に関する調査研究事業

各地域での充実した社会教育事業の展開を支援するため，新たな事業プ

ログラムの開発等を行っている。これら調査研究の成果は，社会教育に関

する研究セミナーや研究交流会の中で活用され，新たな研究課題の抽出や

課題解決の方向性を見いだすことに役立っている。

これまでの調査研究として，「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」（平成 27～ 29年度）においては，人生 100年

時代を見据え，高齢者の地域参画・つながり促進に関する取組事例の収集・

分析やモデル事業の開発等を行った。

現在は前述の社会教育主事講習等規程の改正を受け，「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」（平成 30・令和元年度）

において，新たなカリキュラムの社会教育主事講習に対応した教材「社会

教育経営論」及び「生涯学習支援論」を開発している。また，旧カリキュ

ラム「社会教育特講」廃止に伴う現職研修の充実のため，「社会教育主事

の専門性を高める現代的課題を扱った研修プログラムの開発に関する調査

研究」（平成 30・令和元年度）を実施している。

ウ．奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開発

平成 13年に学校教育法及び社会教育法が改正され，青少年の体験活動・

ボランティア活動の機会の充実が規定されたことを受け，全国各地のボラ

ンティア活動支援センターの機能の充実を図るための調査研究に取り組ん

できた。活動事例に関する調査や活動プログラム及びコーディネーター等

の研修プログラムの開発は，地域における体験活動やボランティア活動の

推進に活用されてきた。
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また，平成 27年中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現

に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について（答

申）」や 29年 3月の社会教育法の改正等を踏まえ，「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」（28・29年度）を実

施し，地域学校協働活動を推進するための課題や環境等について報告を

行った。

現在は，「ボランティアの学びと地域課題解決学習の推進に関する調査

研究」（平成 30・令和元年度）を実施しており，社会教育施設等における

ボランティアの育成及び活動状況，地域課題解決学習の取組状況について

把握するとともに，地域住民の学びが地域づくりにつながる体制等を分析

することとしている。

(2)　研究交流会及び研究セミナー

社会教育に関する諸課題をテーマに研究交流会や研究セミナーを開催

し，幅広い視野から実践事例や研究成果を分析・評価して，新たな研究課

題の抽出や研究方法の改善に取り組んできた。直近の主な事業は，以下の

とおりである。

・全国生涯学習センター等研究交流会（平成 30年 5月 24・25日）

・地域教育力を高めるボランティアセミナー（31年 3月 7・8日）

・全国社会教育主事の会（31年 3月 8日）

(3)　研修事業等

文部科学省や文化庁との共催で，公民館職員専門講座，図書館司書専門

講座，新任図書館長研修，博物館長研修，メディア教育指導者講座，社会

教育主事専門講座，博物館学芸員専門講座を実施してきた。このほか，文

部科学省から委嘱を受け，社会教育主事講習を開催してきた。同講習は，

年 2回実施しており，冬期の講習については，地方の実施会場にインター

ネットを利用して講習の配信を行っている。平成 30年度は，北海道，新潟，

静岡，広島，鳥取，島根東・西，愛媛，沖縄の 9か所の地方会場に配信を
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行った。

(4)　体験活動・ボランティア活動総合推進センター

平成 14年に「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，奉仕活動・体験活動に関する全国的な情報収集や情報提供の充実を

図るとともに，その成果を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定着を図ってきた。また，文部科学省の推進する

地域学校協働活動に関する情報提供等も含め，実施している。

具体的には，同センターに専門のコーディネーターを配置し，地域のボ

ランティア活動等に係る指導者養成研修への講師派遣事業の実施や，各種

相談への対応などを行ってきた。平成 30年度の講師派遣事業は 22か所で

実施した。

(5)　各種資料等の作成・提供，レファレンス

当センターでは，各種調査研究の報告書のほか，「図書館に関する基礎

資料」「博物館に関する基礎資料」「公民館に関する基礎資料」「ボランティ

アに関する基礎資料」や，全国の特色ある社会教育事業の実践事例等を紹

介する社会教育情報番組「社研の窓」を作成し，ホームページ上で公開し

ている。これらは，地域における研修会等の資料や教材として活用される

など，社会教育関係者の資質向上に貢献している。

また，広く社会教育に関連する問合せについても対応しており，当セン

ターにおいてこれまで蓄積してきた情報等をレファレンス対応に生かして

いる。
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11.　文教施設研究センター
文教施設研究センターは，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・専門的調査研究及び

情報収集・提供を行うために，平成 16年 4月に設置された。

具体的には，文教施設における環境対策，防災対策及び学習空間の在り

方に関する基礎的・専門的調査研究及び文教施設に関する資料の収集整理，

発信を進めている。

(1)　調査研究活動

ア．学校施設の環境に関する基礎的調査研究

エコスクールの整備を推進するため，「エコ改修」のモデルプランを作

成するとともに，「エコ改修」の CO2削減効果を簡易的に算出できるツー

ル（Facilities Simulation Tool：FAST）を作成した。FASTの試算結果は，

公立学校施設の「エコ改修」に関する国庫補助の根拠資料として活用され

ている。

イ．学校施設の評価システムに関する調査研究

文部科学省の「学校施設の評価の在り方について～学校施設の改善のた

めに～（最終報告）」（平成 21年 3月）を踏まえ，学校及び学校設置者に

よる優れた評価システムに関する事例集を作成した。また，学校施設の評

価を行う際のポイントを事例から読み取り，整理した。

ウ．国立大学法人等施設の機能水準に関する調査研究

国立大学法人等施設の老朽・狭隘対策を効果的・効率的に行うため，そ

の施設の水準を，低炭素化，耐震性能，老朽状況，居住環境，教育研究基

盤機能の五つの評価指標により総合的に評価するシステムを構築した。評

価結果は国立大学法人施設整備事業の根拠資料として活用されている。
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エ．学校施設の防災機能に関する実態調査

災害時に地域住民の応急避難所となる学校施設の防災機能の状況を明ら

かにするため，全国の公立学校を対象とした実態調査を行った。本調査内

容については，平成 29年度以降，文部科学省「避難所となる公立学校施

設の防災機能に関する調査」へ引き継がれている。

オ．学校施設の有効活用に関する調査研究

小中学校の余裕教室等，既存の社会資源の活用を推進するため，厚生労

働省と連携し，余裕教室を保育所に活用する際の問題点や推進方策を検討

する調査研究を実施した。調査対象事例について，設置形態区分により五

つのタイプに分類し，保育所運営の特徴や施設整備の留意点を整理した。

カ．学校の復興とまちづくりに関する調査研究

東日本大震災の津波被害を受け学校施設の移転等を要した自治体につい

て，復興やまちづくりに関する専門家・ノウハウの不足した状況に鑑み，

日本建築学会，日本都市計画学会，日本都市計画家協会の協力を得て，被

災自治体への技術的支援とそこから得た知見の検証，他自治体への情報発

信を行った。

キ．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（プロジェクト研究）（平成 26 ～ 27 年度）

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に向け，各障

害種に応じた学校施設の合理的配慮等に関する事例分析を行った。得られ

た知見を留意点として取りまとめ，また，分析対象事例を障害種，在籍状況，

施設・設備の整備状況等の項目により検索できるデータベースを作成した。

ク．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

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た。調

査の結果から，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が示唆された。
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ケ．義務教育学校等の施設計画の推進に関する調査研究

平成 28年度に「義務教育学校」等が制度化され，今後，更なる小中一

貫教育の進捗が予想される状況に鑑み，義務教育学校等の施設計画に関す

る調査研究を実施した。小中一貫教育を行う学校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・

分析を行った。

コ．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年 3月に公示された新学習指導要領において，「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を活性化する重要性が示され

たことを受け，「主体的・対話的で深い学び」を実践する学校における施設・

設備面の対応と課題について，調査・分析を行った。

(2)　研究交流，情報収集及び情報提供活動

ア．文教施設に係る国際シンポジウム，セミナー等の開催

（ア）　文教施設研究講演会の開催

毎年度，海外から専門家を招へいし，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る。近年では，ニュージー

ランド，フィンランド，スイス，デンマーク，オランダ，シンガポール等

から講師を招き，地震対策，小中一貫教育，インクルーシブ教育，アクティ

ブ・ラーニング等，多様なテーマで講演会を実施した。

（イ）　韓国教育開発院との交流

韓国教育開発院と，セミナー等の講演者として相互に研究者を招へいす

る等の研究交流を継続している。平成 23年度からは，両国の教育施設の

比較研究，学校施設訪問調査等の共同研究を実施している。

イ．OECD ／ GNEELE への参画

GNEELE（Group of  Nat ional  Experts  on Ef fect ive  Learning 

Environments：効果的な学習環境に関する専門家会合）に平成 18年度か

ら毎年度参加しており，教育施設整備の課題や施策等に関する国際的な情
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報収集・情報提供を行っている。

ウ．文教施設に関するデータの収集及びデータベースの作成及び情報提供

耐震対策，省エネルギー等の環境対策，防犯対策やバリアフリー化など

文教施設整備に係る指針，通知，報告書などの諸資料を収集し，体系的に

整理した。その内容を専用のウェブページに掲載し，都道府県及び政令指

定都市の教育委員会・知事部局，国立大学法人等に情報提供した。

エ．学校関係者対象のセミナー等における研究成果の発表

学校関係者や文教施設整備に関わる技術者，行政担当者等を対象として

文部科学省や関係団体が主催するセミナーにて講演し，研究成果の公開，

普及を行った。
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年　　表
（平成 21～ 30年度）
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平成 21 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

6/3 創立 60 周年記念式典･記念講演会＜

文部科学省東館 3 階講堂＞，記念祝

賀会＜文部科学省東館 1 階食堂＞ 

4/1 
4/1 
 
 
8/4 
 
 
 
9/3 
 
 
2/1 
 
 
 
 
3/24 

教員免許更新制の導入 
小・中学校の新学習指導要領の一

部教科等において先行実施を開

始 
校訓等を活かした学校づくり推

進会議「校訓を活かした学校づく

りの在り方について（報告書）」

取りまとめ 
子どもの徳育に関する懇談会「子

どもの徳育の充実に向けた在り

方について（報告）」取りまとめ 
中教審「専門職大学院設置基準及

び学校教育法第百十条第二項に

規定する基準を適用するに際し

て必要な細目を定める省令の改

正について」答申 
中教審初等中等教育分科会教育

課程部会「児童生徒の学習評価の

在り方について（報告）」取りま

とめ 

6/23 FD 公開セミナー「FD 実質化のため

の提案」＜文部科学省東館 3 階講堂

＞ 
7/25 朝日新聞社との特別シンポジウム

(第 1 回)~質保証の全体像を探る~＜
文部科学省東館 3 階講堂＞ 

8/1 素川富司所長就任 
8/25 教育研究公開シンポジウム「高等学

校教育改革の成果と今後の在り方を

考える」＜文部科学省東館 3 階講堂

＞ 
12/2 教育改革国際シンポジウム「『質の高

い学校をもとめて』～日本と東アジ

ア諸国，米国の国際対話～」 
12/24, 
1/13 
 
2/19 

理数教科書に関する国際比較調査公

開シンポジウム＜文部科学省東館 3
階講堂＞ 
成人教育に関する国際セミナー 

平成 22 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

4/5 国立教育政策研究所ホームページリ

ニューアル 
7/15 
 
 
8/26 
 
 
 
11/11 
 
 
 
 
 
11/30 
1/31 
 
 
1/31 
 
 
 
2/4 
 
 
 
3/11 

国立大学法人の在り方に係る検

証－国立大学法人化後の現状と

課題について（中間まとめ） 
「教育の情報化ビジョン（骨子）

～21 世紀にふさわしい学びと学

校の創造を目指して～」取りま

とめ 
幼児期の教育と小学校教育の円

滑な接続の在り方に関する調査

研究協力者会議「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）」取りまと

め 
中学校学習指導要領一部改訂 
中教審「今後の学校におけるキ

ャリア教育・職業教育の在り方

について」答申 
中教審「グローバル化社会の大

学院教育～世界の多様な分野で

大学院修了者が活躍するために

～」答申 
公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する

法律の一部を改正する法律案を

閣議決定，国会提出 
東日本大震災 

5/28 国立教育政策研究所英語版ホームペ

ージリニューアル 
7/30 德永保所長就任 
8/3 教育研究公開シンポジウム「生涯に

わたる読書ｰ家庭･学校･地域で育む

生きる力ｰ」＜文部科学省 3 階講堂＞ 
9/10 教育改革国際シンポジウム「教育研

究におけるエビデンスとはｰ国際的

動向と先行分野からの知見ｰ」＜文部

科学省 3 階講堂＞ 
11/23 FD 国際セミナー「大学を導く力を

どう高めるか～アカデミック・リー

ダーシップの課題と展望～」＜文部

科学省 3 階講堂＞ 
12/7 OECD 生徒の学習到達度調査

（PISA2009）の結果の公表 
12/16 ～

17 
平成 22 年度生涯学習機関等の連携

に関する実践研究交流会＜茨城県立

図書館＞ 
1/14 シンポジウム「大学院教育の実質化

－工学分野における世界の取り組み

を例に考える－」 ＜東京工業大学蔵

前会館＞ 
1/19 OECD/CELE 学校施設好事例集(第

4 版)表彰式及び記念講演会＜文部科

学省第二講堂＞ 
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平成 22 年度 
研究所の動き 研究所の動き 

2/28 アンドレア・シュライヒャーOECD
事務総長教育政策特別顧問講演会

「PISA から見る，できる国･頑張る

国:日本の子どもたちは?」＜文部科

学省 3 階講堂＞ 

  

平成 23 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

4/8 「みんなでつくる被災地学校運営支

援サイト」公開 
4/1 
 
 
 
4/28 
 
6/30 
 
 
 
8/24 
8/25 
 
 
 
 
9/28 
 
 
12/9 
 
 
 
12/9 
 
 
 
 
 
3/21 
 
3/21 
 
3/29 

「「小学校新学習指導要領の全

面実施について」（文部科学大臣

からのメッセージ）について」通

知 
「教育の情報化ビジョン」取り

まとめ 
外国語能力の向上に関する検討

会「国際共通語としての英語力

向上のための 5 つの提言と具体

的施策」取りまとめ 
「スポーツ基本法」施行 
今後の国立大学法人等施設の整

備充実に関する調査研究協力者

会議「知の拠点―我が国の未来

を拓く国立大学法人等施設の整

備充実について」（報告） 
公立義務教育諸学校の学級規模

及び教職員配置の適正化に関す

る検討会議（中間取りまとめ） 
中教審教育振興基本計画部会

「第 2 期教育振興基本計画の策

定に向けた基本的な考え方」取

りまとめ 
キャリア教育における外部人材

活用等に関する調査研究協力者

会議「学校が社会と協働して一

日も早くすべての児童生徒に充

実したキャリア教育を行うため

に」 
中教審「スポーツ基本計画の策

定について」答申 
中教審「学校安全の推進に関す

る計画の策定について」答申 
家庭教育支援の推進に関する検

討委員会「つながりが創る豊か

な家庭教育～親子が元気になる

家庭教育支援を目指して～」取

りまとめ 

7/20 国立教育政策研究所公開研究会「グ

ローバル化の進展と教育の在り方～

グローバル社会における企業の展開

と求められる人間像～」＜文部科学

省旧庁舎第 2 講堂＞ 
11/24 平成 23 年度教育研究公開シンポジ

ウム「東日本大震災と学校－学校運

営や教育指導における工夫など－」  
＜文部科学省東館 3 階講堂＞ 

1/24 平成 23 年度国立教育政策研究所文

教施設研究講演会「地震国の学校建

築－ニュージーランドと日本の知見

の交流－」 ＜文部科学省旧庁舎第 2
講堂＞ 
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平成 24 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

4/6 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 
4/6 
 
 
 
6/5 
7/23 
 
 
 
 
7/25 
 
 
8/28 
 
 
8/28 
 
 
 
1/21 
 
2/26 
 
 
3/15 
 
 
 
 

「中学校等の新学習指導要領の

全面実施に当たって」（文部科学

大臣からのメッセージ）につい

て（通知） 
「大学改革実行プラン」発表 
中教審初等中等教育分科会「共

生社会の形成に向けたインクル

ーシブ教育システム構築のため

の特別支援教育の推進（報告）」

取りまとめ 
「東日本大震災を受けた防災教

育・防災管理等に関する有識者

会議」最終報告取りまとめ 
中教審「教職生活の全体を通じ

た教員の資質能力の総合的な向

上方策について」答申 
中教審「新たな未来を築くため

の大学教育の質的転換に向けて

～生涯学び続け，主体的に考え

る力を育成する大学へ～」答申 
中教審「今後の青少年の体験活

動の推進について」答申 
教育再生実行会議「いじめの問

題等への対応について（第一次

提言）」取りまとめ 
学校施設の在り方に関する調査

研究協力者会議 老朽化対策検

討特別部会「学校施設の老朽化

対策について～学校施設におけ

る長寿命化の推進～」取りまと

め 

8/1 尾﨑春樹所長就任 
11/4 平成 24 年度教育研究公開シンポジ

ウム「いじめについて，わかってい

ること，できること｡」＜文部科学省

3 階講堂＞ 
12/18 平成 24 年度教育改革国際シンポジ

ウム「ESD の国際的な潮流」＜文部

科学省 3 階講堂＞ 
1/22 平成 24 年度国立教育政策研究所文

教施設研究講演会「ニアリー・ゼロ

エネルギーの学校建築 国際的動向

と先進事例の紹介」＜文部科学省第

2 講堂＞ 
3/2 平成 24 年度教育研究公開シンポジ

ウム「いじめについて，わかってい

ること，できること｡」in KANSAI＜
京都市(KBS ホール)＞ 

平成 25 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

10/8 
 
12/3 

OECD 国際成人力調査

（PIAAC2012）の調査結果の公表 
OECD 生徒の学習到達度調査

（PISA2012）の調査結果の公表 

4/15 
 
 
4/25 
 
5/28 
 
 
6/14 
 
9/28 
10/29 
 

教育再生実行会議「教育委員会制

度等の在り方について（第二次提

言）」取りまとめ 
中教審「第 2 期教育振興基本計画

について」答申 
教育再生実行会議「これからの大

学教育等の在り方について（第三

次提言）」取りまとめ 
「第 2 期教育振興基本計画」閣議

決定 
「いじめ防止対策推進法」施行 
留学促進キャンペーン「トビタ

テ！ 留学 JAPAN」開始 

12/10 平成 25 年度教育改革国際シンポジ

ウム「TUNING－AHELO～コンピ

テンス枠組の共有と水準規定によ

るグローバル質保証～」＜中央合同

庁舎第 7 号館東館 3 階第 1 講堂＞ 
1/28 平成 25 年度国立教育政策研究所文

教施設研究講演会「日本とフィンラ

ンドの学校建築 日本の施設一体型

小中一貫教育校とフィンランドの

総合学校を中心に」＜中央合同庁舎

第 7 号館東館 3 階第 1 講堂，文教施

設研究センター＞ 
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平成 25 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

  10/31 
 
 
 
12/13 
 
3/26 

教育再生実行会議「高等学校教育

と大学教育との接続・大学入学者

選抜の在り方について（第四次提

言）」取りまとめ 
中教審「今後の地方教育行政の在

り方について」答申 
「今後の学校給食における食物ア

レルギー対応について最終報告」

取りまとめ 

  
  

平成 26 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

4/1 
4/1 
 
 
8/28 
 
 
 
 
11/17 
 
 
 
 
12/19 
 
 
 
1/21 
 
 
 
 
2/5 
 
2/28 

大槻達也所長就任 
OECD 生徒の学習到達度調査

PISA2012 問題解決能力調査の結果

公表 
高等教育研究部シンポジウム「学問

分野のチューニングによる学位プロ

グラムの設計－ユタ州立大学と米国

歴史学会の経験から導く政策への示

唆－」＜KKR ホテル東京＞ 
平成 26 年度教育改革国際シンポジ

ウム「国際比較から見る今後の教育

･教員政策とは ｰ PISA･TALIS 調査

が与えた影響ｰ」＜文部科学省 3 階

講堂＞ 
平成 26 年度教育研究公開シンポジ

ウム「土曜日の教育活動とボランテ

ィア」＜社会教育実践研究センター

他＞ 
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－」＜文部科学省旧庁舎 6 階第 2
講堂＞ 
PIAAC シンポジウム 2015＜霞ヶ関

ナレッジスクエア＞ 
科学研究費助成事業シンポジウム

「『ガバナンス能力』等の技術に関

する能力の現状を踏まえた今後の技

術教育のゆくえ」第 3 回「今後の日

本を支える技術教育のあり方」＜文

部科学省 3 階講堂＞ 

7/3 
 
 
8/29 
 
 
 
9/26 
 
 
10/21 
 
11/6 
 
 
 
 
 
12/22 
 
 
12/22 
 
 
 
1/16 
3/4 
 
 
 
3/20 
 
 
 
 
 
3/27 

教育再生実行会議「今後の学制等

の在り方について（第五次提言）」

取りまとめ 
学生への経済的支援の在り方に関

する検討会「学生への経済的支援

の在り方について」（報告書）取り

まとめ 
英語教育の在り方に関する有識者

会議「今後の英語教育の改善・充実

方策について（報告）」取りまとめ 
中教審「道徳に係る教育課程の改

善等について」答申 
中教審初等中等教育分科会「教員

養成部会これからの学校教育を担

う教員の在り方について―小中一

貫教育制度に対応した教員免許制

度改革について―」取りまとめ 
中教審「新しい時代にふさわしい

高大接続の実現に向けた高等学校

教育，大学教育，大学入学者選抜の

一体的改革について」答申 
中教審「子供の発達や学習者の意

欲・能力等に応じた柔軟かつ効果

的な教育システムの構築につい

て」答申 
「高大接続改革実行プラン」策定 
教育再生実行会議「『学び続ける』

社会，全員参加型社会，地方創生を

実現する教育の在り方について

（第六次提言）」取りまとめ 
コミュニティ・スクールの推進等

に関する調査研究協力者会議「コ

ミュニティ・スクールを核とした

地域とともにある学校づくりの一

層の推進に向けて（報告）」取りま

とめ 
道徳に係る学習指導要領の一部改

正等公示 
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平成 27 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

6/23 外部研究者等講演会「教員の専門性

を高めるリフレクション(省察)につ

いて」＜所内第一特別会議室＞ 

5/12 
 
 
 
 
5/14 
 
 
 
 
7/8 
 
 
 
7/31 
 
 
 
8/4 
 
 
 
 
8/31 
 
 
10/28 
 
10/28 
 
12/21 
 
 
 
12/21 
 
 
 
 
12/21 
 
 
1/25 
 
 
3/31 

大学等における社会人の実践的

・専門的な学び直しプログラム

に関する検討会「『職業実践力育

成プログラム』認定制度の創設

について（報告）」取りまとめ 
教育再生実行会議「これからの

時代に求められる資質・能力と，

それを培う教育，教師の在り方

について（第七次提言）」取りま

とめ 
教育再生実行会議「教育立国実

現のための教育投資・教育財源

の在り方について（第八次提

言）」取りまとめ 
学校施設の在り方に関する調査

研究協力者会議「小中一貫教育

に適した学校施設の在り方につ

いて」取りまとめ 
日本ユネスコ国内委員会教育小

委員会 ESD 特別分科会「持続可

能な開発のための教育（ESD）の

更なる推進に向けて」取りまと

め 
不登校に関する調査研究協力者

会議「不登校児童生徒への支援

に関する中間報告」取りまとめ 
中教審「高等教育予算の充実・確

保に係る緊急提言」 
中教審「教職員定数に係る緊急

提言」 
中教審「新しい時代の教育や地

方創生の実現に向けた学校と地

域の連携・協働の在り方と今後

の推進方策について」答申 
中教審「これからの学校教育を

担う教員の資質能力の向上につ

いて～学び合い，高め合う教員

育成コミュニティの構築に向け

て～」答申 
中教審「チームとしての学校の

在り方と今後の改善方策につい

て」答申 
「次世代の学校・地域」創生プラ

ン～学校と地域の一体改革によ

る地域創生～策定 
高大接続システム改革会議「最

終報告」取りまとめ 

7/10 社会教育実践研究センター50 周年

記念講演会 ＜社会教育実践研究セ

ンター＞ 
7/27 外部研究者等講演会「Measuring 

What Matters Most:資質･能力の評

価を考える」＜文部科学省 3 階講堂

＞ 
8/24 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化と展開」

＜文部科学省 3 階講堂＞ 
9/7 外部研究者等講演会「英国の困難な

地区における地方教育行政当局の学

力向上等に向けた先進的な取組み」

＜所内第一特別会議室＞ 
1/19 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～」＜文部科学省 3 階講堂

＞ 
1/20 河村潤子所長就任 
1/20 平成 27 年度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−」＜文部科学省

3 階講堂＞ 
1/21 ニュージーランド教育省施設担当者

との意見交換会＜所内第二特別会議

室＞ 
3/2 PIAAC シンポジウム 2016－成人の

キャリア形成と教育の在り方を考え

る－＜霞が関ナレッジスクエア＞ 
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平成 28 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

4/1 
6/21 
12/4 
 
 
1/16 
 
 
 
 
 
1/24 

幼児教育研究センターの設置 
杉野剛所長就任 
平成 28 年度教育改革国際シンポジ

ウム「いじめを生まない学校づくり」

＜文部科学省東館 3 階講堂＞ 
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～」

＜文部科学省東館 3 階講堂＞ 
平成 28 年度文教施設研究講演会

「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～」＜文部

科学省第二講堂＞ 

 

5/10 
 
5/20 
 
 
 
5/30 
 
 
 
 
7/28 
 
 
 
7/29 
 
 
 
 
9/21 
 
 
 
10/20 
 
 
 
11/18 
 
 
12/19 
 
 
 
12/21 
 
 
 
1/20 
 
 
 
 
2/3 
 
3/31 

「教育の強靭化に向けて」大臣メ

ッセージ発表 
教育再生実行会議「全ての子供た

ちの能力を伸ばし可能性を開花さ

せる教育へ（第九次提言）」取りま

とめ 
中教審「個人の能力と可能性を開

花させ，全員参加による課題解決

社会を実現するための教育の多様

化と質保証の在り方について」答

申 
熊本地震の被害を踏まえた学校施

設の整備に関する検討会「『熊本地

震の被害を踏まえた学校施設の整

備について』緊急提言」取りまとめ 
不登校に関する調査研究協力者会

議「不登校児童生徒への支援に関

する最終報告～一人一人の多様な

課題に対応した切れ目のない組織

的な支援の推進～」取りまとめ 
所得連動返還型奨学金制度有識者

会議「新たな所得連動返還型奨学

金制度の創設について（審議まと

め）」取りまとめ 
学校図書館の整備充実に関する調

査研究協力者会議「これからの学

校図書館の整備充実について（報

告）」取りまとめ 
いじめに正面から向き合う「考え，

議論する道徳」への転換に向けて

（文部科学大臣メッセージ） 
文部科学省給付型奨学金制度検討

チーム「給付型奨学金制度の設計

について〈議論のまとめ〉」取りま

とめ 
中教審「幼稚園，小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策

等について」答申 
教育相談等に関する調査研究協力

者会議「児童生徒の教育相談の充

実について ～学校の教育力を高

める組織的な教育相談体制づくり

～（報告）」取りまとめ 
中教審「第 2 次学校安全の推進に

関する計画の策定について」答申 
幼稚園教育要領，小・中学校学習指

導要領改訂 
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平成 29 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

7/1 第 19 回 OECD／Japan セミナー＜

文部科学省 3 階講堂＞ 
4/1 
4/7 
 
4/11 
 
 
 
 
6/1 
 
 
 
 
7/7 
 
7/13 
12/22 
 
 
 
 
12/28 
 
 
3/8 
 
3/28 
 
 
 
3/30 

独立行政法人教職員支援機構発足 
特別支援教育の生涯学習化に向け

て（大臣メッセージ） 
「東日本大震災により被災した児

童生徒又は原子力発電所事故によ

り避難している児童生徒へのいじ

めの防止について」大臣メッセー

ジ発表 
教育再生実行会議「自己肯定感を

高め，自らの手で未来を切り拓く

子供を育む教育の実現に向けた，

学校，家庭，地域の教育力の向上

（第十次提言）」取りまとめ 
新小学校・中学校学習指導要領の

移行措置の公示 
大学入学共通テスト実施方針 
中教審「新しい時代の教育に向け

た持続可能な学校指導・運営体制

の構築のための学校における働き

方改革に関する総合的な方策につ

いて」中間まとめ 
中教審大学分科会将来構想部会

「今後の高等教育の将来像の提示

に向けた論点整理」 
中教審「第 3 期教育振興基本計画

について」答申 
いじめ防止対策協議会「SNS 等を

活用した相談体制の構築に関する

当面の考え方（最終報告）」取りま

とめ 
新高等学校学習指導要領の公示 

7/11 有松育子所長就任 
12/12 平成 29 年度教育改革国際シンポジ

ウム「大学教育の成果をどう測るか

－全国卒業生調査の国際的動向－」

＜文部科学省講堂（3 階）＞ 
2/1 平成 29 年度文教施設研究講演会「ア

クティブ・ラーニングを支える教室

空間－日本とオランダの学校建築

－」＜文部科学省講堂（3 階）＞ 
3/9 平成 29 年度教育研究公開シンポジ

ウム「地域と学校つなげるシンポジ

ウム－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ついて

－」＜放送大学 東京文京学習セン

ター＞ 

平成 30 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

4/1 
6/15 
10/16 
1/16 
 
 
 
1/30 

国立教育政策研究所基本方針策定 
国立教育政策研究所基本方針改定 
常盤豊所長就任 
平成 30 年度教育改革公開シンポジ

ウム「資質・能力の育成に向けたカ

リキュラム・マネジメントの推進～

授業づくりの視点から～」 
平成 30 年度教育改革国際シンポジ

ウム「学びのイノベーションに向け

た創造的で働きやすい学校空間 －

シンガポールと日本の事例から－」 

5/31 
 
6/15 
 
6/28 
 
 
11/26 
 
12/21 
 
 
1/18 
 
1/21 
 
 

教育再生実行会議「これまでの提

言の実施状況について（報告）」 
「第３期教育振興基本計画」閣議

決定 
中教審大学分科会将来構想部会

「今後の高等教育の将来像の提示

に向けた中間まとめ」 
中教審「2040 年に向けた高等教育

のグランドデザイン」（答申） 
中教審「人口減少時代の新しい地

域づくりに向けた社会教育の振興

方策について」（答申） 
教育再生実行会議「第十一次提言

中間報告について」 
中教審初等中等教育分科会教育課

程部会 「児童生徒の学習評価の

在り方について」（報告） 
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平成 30 年度 
研究所の動き 教育・社会一般の動き 

  1/22 
 
 
 
 
1/25

3/29

 

中教審大学分科会「2040 年を見

据えた大学院教育のあるべき姿 

～社会を先導する人材の育成に

向けた体質改善の方策～」（審議

まとめ） 
中教審「新しい時代の教育に向

けた持続可能な学校指導・運営

体制の構築のための学校におけ

る働き方改革に関する総合的な

方策について」（答申）

 

「新時代の学びを支える先端技
術活用推進方策（中間まとめ）」
公表
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創立 70周年記念誌記念誌刊行作業委員会委員

委員長 井上　示恩 研究企画開発部長（～平成 31年 3月 31日）
石﨑　宏明 研究企画開発部長（平成 31年 4月 1日～）

委　員 坂谷内　勝 研究企画開発部総括研究官
江草　由佳 教育研究情報推進室総括研究官
橋本　昭彦 教育政策・評価研究部総括研究官
小松　幸恵 生涯学習政策研究部総括研究官

（～平成 31年 3月 31日）
福本　徹 生涯学習政策研究部総括研究官

（平成 31年 4月 1日～）
山森　光陽 初等中等教育研究部総括研究官
朴澤　泰男 高等教育研究部総括研究官
一見　真理子 国際研究・協力部総括研究官
西野　真由美 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
清水　正樹 教育課程研究センター研究開発部副部長
藤平　敦 生徒指導・進路指導研究センター総括研究官

（～平成 31年 3月 31日）
長田　徹 生徒指導・進路指導研究センター総括研究官

（平成 31年 4月 1日～）
足立　充 幼児教育研究センター総括研究官

（～平成 31年 3月 31日）
北﨑　哲章 幼児教育研究センター総括研究官

（平成 31年 4月 1日～）
松本　由布子 社会教育実践研究センター企画課長
髙草木　伸 文教施設研究センター総括研究官

（～平成 31年 4月 14日）
早田　清宏 文教施設研究センター総括研究官

（平成 31年 4月 22日～）
松本　吉正 総務部長（～平成 31年 3月 31日）
牧野　映也 総務部長（平成 31年 4月 1日～）
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水村　義昭 総務部総務課長（～平成 31年 3月 31日）
久留主　豊 総務部総務課長（平成 31年 4月 1日～）
小山　ひろし 総務部会計課長
鈴木　由美子 情報支援課教育図書館係長

令和元年 6月　発行

国立教育政策研究所の 70年
　編集 国立教育政策研究所

〒 100-8951　東京都千代田区霞が関 3丁目 2番 2号

TEL：03-6733-6833（代表）　　FAX：03-6733-6938

http://www.nier.go.jp
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