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理事会

評議員会

設立の目的と事業内容

目的

　この法人は、学校教育、社会教育及び家庭教育における教育方法に関する調査 
研究を行うとともに、学習指導の改善に資する教材・サービス等の開発利用をはかり、
もってわが国の教育の振興に寄与することを目的とする。（定款第3条）

事業

　この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。

（1） 学校教育、社会教育及び家庭教育における学力形成に役立つ指導方法の調査 
研究と教材開発

（2） 家庭の教育力の向上がはかれる教材やサービスの調査研究と普及公開
（3） 前二号に掲げる研究成果の発表及びその普及啓蒙
（4） 教育方法に関する国内外の研究成果の収集及び一般の利用に供すること
（5） その他、目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。   （定款第4条）

（「公益財団法人 日本教材文化研究財団 定款」より抜粋）
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 沿革

昭和39年4月 日本教材文化研究所設立（所長：佐藤春夫先生）

昭和42年8月30日 全国教育研究所連盟加盟

昭和45年7月7日 文部省所管財団法人として設立（初代理事長：平澤興先生） 
  （文部科学省生涯学習政策局学習情報政策課所管）

昭和46年8月1日 研究紀要の創刊

昭和48年7月 全日本家庭教育研究会の設立（初代総裁：平澤興先生）

昭和58年3月25日 調査研究シリーズの創刊

昭和58年10月26日 寄附行為の一部変更認可（目的・事業に家庭教育の事業領域を加える。）

昭和59年6月2日 国際両親教育連盟加盟（現在、父母教育のための国際連盟。）

昭和60年8月28日 国際両親教育連盟アジア・オセアニア地域セミナーの開催

平成19年4月19日 寄附行為の一部変更認可（現、新宿区の事務所へ移転する。）

平成22年8月2日 内閣府所管公益財団法人として設立（理事長：杉山𠮷茂先生） 
  定款の一部変更認可（学習指導の改善に資する教材・サービスを加える。）

 昭和45年設立趣意書の一部抜粋

 昭和45年の法人設立時の理事及び監事

　来るべき情報化社会は高度学習社会であり、生涯
教育の時代と言われる。したがって、その基礎とな
るべき学校教育においても従来の教授方法の上に、
さらに発展する社会にふさわしい学習指導上の技術
と形態とが考えられなければならない。これらの 
計画や目標が実現されるためには、これに適合した
教材教具の開発と利用を考究し、総合的に、人間能
力を高める教育理想と技術を確立する必要がある。 
　さらに、教材教具の開発と利用の目標は、技術革新の 
ますます進展する将来にわたって、その社会が要求
する人間能力の開発と調和ある心性を養うための 
新しい教育システムを編み出そうという要請と強く

結びつくものでなければならない。
　ひるがえって、わが国の学校教育に目を向けると
き、上述のごとき教材教具の開発と利用に関する調
査研究とその適正な知識の普及啓発を図ることの必
要性は、小学校・中学校および高等学校の全ての教
育現場を通じて強く求められているところである。
　この財団は、以上のような時代の要請と社会の実
態を省察し、教材教具の開発と利用に関する総合的
な調査研究を行い、あわせてこれらに関する知識の
普及を図り、わが国の教育の進展に寄与したいとの
念願から、この企てに及んだ次第である。

理事（理事長） 平澤　興 
理事（専務理事） 堀場　正夫 
理事（常務理事） 鰺坂　二夫 
理事（常務理事） 渡辺　茂 
理事（常務理事） 近藤　達夫 

理事 保田與重郎
理事 奥西　保
理事 北島　織衛
理事　 平塚　益徳 
理事 田中　克己

監事 高橋　武夫
監事 辰野　千壽
監事　 工藤　清

沿革と設立趣意書
⑴ 理事・監事名簿（敬称略）13名
役　名 氏　名 就任年月日 職務・専門分野 備　　　　考

理事長 杉山　𠮷茂 平成24年6月29日
（理事長就任 H.22.8.2）

法人の代表
業務の総理

元早稲田大学教授
東京学芸大学名誉教授

専務理事 新免　利也 平成24年6月29日 事務総括
事業運営 （株）新学社執行役員　

常務理事 中井　武文 平成24年6月29日 財　務 （株）新学社代表取締役会長

常務理事 星村　平和 平成24年6月29日 社会科教育
カリキュラム研究

元兵庫教育大学教授
国立教育政策研究所名誉所員

理　事 角屋　重樹 平成24年6月29日 理科教育 広島大学名誉教授
国立教育政策研究所名誉所員

理　事 北島　義俊 平成24年6月29日 財　務 大日本印刷（株）代表取締役社長

理　事 辰野　千壽 平成24年6月29日 教育心理学
学習心理学

筑波大学名誉教授
上越教育大学名誉教授

理　事 中川　栄次 平成24年6月29日 財　務 （株）新学社代表取締役社長

理　事 原田　智仁 平成24年6月29日 社会科教育 兵庫教育大学
大学院学校教育研究科教授

理　事 菱村　幸彦 平成24年6月29日 教育行政
教育法規

元文部省初中局長
国立教育政策研究所名誉所員

理　事 村上　和雄 平成24年6月29日 遺伝子工学 筑波大学名誉教授
全日本家庭教育研究会総裁

監　事 黒田雄次郎 平成24年6月29日 財　務 大日本印刷（株）専務取締役

監　事 中　　尚夫 平成24年6月29日 財　務 （株）新学社常勤顧問 

⑵ 評議員名簿（敬称略）18名
役　名 氏　名 就任年月日 職務・専門分野 備　　　　考

評議員 浅井　和行 平成23年12月7日 教育工学
メディア教育 京都教育大学大学院教授

評議員 安彦　忠彦 平成23年12月7日 教育課程論
教育評価・教育方法

名古屋大学名誉教授
神奈川大学特別招聘教授

評議員 亀井　浩明 平成22年8月2日 初等中等教育
キャリア教育

元東京都教委指導部長
帝京大学名誉教授

評議員 北島　義斉 平成22年8月2日 財　務 大日本印刷（株）代表取締役副社長

評議員 木村　治美 平成22年8月2日 英文学 共立女子大学名誉教授
エッセイスト

評議員 櫻井　茂男 平成23年12月7日 認知・発達心理学
キャリア教育 筑波大学大学院教授

評議員 佐野　金吾 平成22年8月2日 社会科教育
教育課程・学校経営

元東京家政学院中・高等学校長
全国図書教材協議会会長

評議員 清水　厚実 平成22年8月2日 教育学 （社）日本図書教材協会理事兼顧問
学校法人福山大学理事長

評議員 清水　美憲 平成23年12月7日 数学教育学
評価論 筑波大学大学院教授

評議員 下田　好行 平成23年12月7日 国語教育
教育方法学

元国立教育政策研究所総括研究官
東洋大学教授

評議員 髙木　展郎 平成23年12月7日 国語科教育学
教育方法学 横浜国立大学教授

評議員 田中　博之 平成22年8月2日 教育工学
教育学 早稲田大学教職大学院教授

評議員 中洌　正堯 平成22年8月2日 国語教育学 元兵庫教育大学学長
兵庫教育大学名誉教授

評議員 坂東眞理子 平成23年12月8日 女性文化研究 昭和女子大学学長

評議員 前田　英樹 平成23年12月7日 フランス思想
言語論 立教大学教授

評議員 松浦　伸和 平成23年12月7日 英語教育学 広島大学大学院教授

評議員 峯　　明秀 平成23年12月7日 社会科教育学 大阪教育大学教授

評議員 吉田　武男 平成23年12月7日 道徳教育論
家庭教育論 筑波大学大学院教授

（50音順）

内閣府所管
公益財団法人  日本教材文化研究財団　 　第2期 理事・監事・評議員名簿

（平成25年6月1日現在）
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 我が国の教育をめぐる現状と課題 「教育振興基本計画（平成20年～平成29年）」より

子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低下、問題行動、家庭・地域の教育力の低下等の課題が発生

「少子高齢化」・「環境問題」・「グローバル化」等国内外の状況の急速な変化

教育の果たすべき使命を踏まえ、改正教育基本法において新たに明記された教育の目標や理念の実現に向け、
改めて「教育立国」を宣言し、教育を重視し、その振興に向け社会全体で取り組むことが必要。

 今後10年間を通じて目指すべき教育の姿 「教育指導基本計画（平成20年～平成29年）」より

① 義務教育修了までに、すべての子どもに、自立して社会で生きていく基礎を育てる。

・公教育の質を高め、信頼を確立する。
・社会全体で子どもを育てる。

② 社会を支え、発展させるとともに、国際社会をリードする人材を育てる。

・高等学校や大学等における教育の質を保証し、向上をはかる。
・「知」の創造・継承・発展に貢献できる人材を育成する。

 今後の社会の方向性と4つの基本的方向性 「第2期教育振興基本計画答申（平成25年～平成29年）」より

今後の社会の方向性

成熟社会に適合し知識を基盤とした自立、協働、創造の三つの方向性を実現した生涯学習社会

（自立）…… 一人一人が多様な個性・能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り開いていくことのできる
生涯学習社会

（協働）…… 個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かして、ともに支え合い、高め合い、社会
に参画することのできる生涯学習社会

（創造）…… 自立・協働を通じて更なる新たな価値を創造していくことのできる生涯学習社会

共通理念
◆ 教育における多様性の尊重 ◆ ライフステージに応じた「縦」の接続
◆ 社会全体の「横」の連携・協働 ◆ 現場の活性化に向けた国・地方の連携・協働

4つの基本的方向性と8つのミッション

1. 社会を生き抜く力の養成
① 生きる力の確実な育成 ② 課題探究能力の修得
③ 自立・協働・創造に向けた力の修得 ④ 社会的・職業的自立に向けた力の育成

2. 未来への飛躍を実現する人材の養成
⑤ 新たな価値を創造する人材、グローバル人材等の養成

3. 学びのセーフティネットの構築
⑥ 意欲ある全ての者への学習機会の確保 ⑦ 安全・安心な教育研究環境の確保

4. 絆
きずな

づくりと活力あるコミュニティの形成
⑧ 互助・共助による活力あるコミュニティの形成

● 調査研究・教材開発部門に関わる目標

目標1　文部科学省の教育政策に資するための理論的・実証的な調査研究の推進
目標2　大学・学校と連携した実際的な調査研究を実施
目標3　家庭教育分野での実践的な研究を推進
目標4　民間教育及び社会教育分野での実践的な研究を推進
目標5　教育関連教材の企画と監修

■ 具体的な特色（調査研究の方向性）
 調査研究・教材開発部門

 1. 確かな学力・豊かな心・健やかな体の育成に役立つ教材の研究
  「学習過程の指導に役立つ教材の研究」　「自主学習に役立つ教材の研究」
  「個別化教授に役立つ教材の研究」　「中1ギャップを解消する学習指導に関する研究」

 2. 新しい学習評価に役立つ評価教材の研究

 3. 発達段階に合わせた学力形成と学習意欲形成の研究

 4. グローバル社会に求められる資質・能力を育成する指導の研究
  「論理的な思考力と表現力」　「総合的な見方と異分野の知識を統合して考える力」
  「異質な言語環境でのコミュニケーション能力」　「文化的多様性を受容し尊重する力」

 5. グローバル人材育成に向けた、英語をはじめとする外国語教育の研究
  「TOEFL」「CAN-DOリスト」「国際バカロレア資格」「国際交流の推進」

 6. ICT活用による学びのイノベーションの研究
  「学習の質の保証・向上及び学習成果の評価・活用の研究」　「情報活用能力の育成に関する研究」
  「情報モラル教育に役立つ教材の研究」

 7. 幼児教育の質的向上に関する研究
  「幼児の発達段階に合った教材の研究」　「親の育ちを応援する学習プログラムの研究」
  「発達段階に応じた子どもとの関わり方の研究」　「幼・保・小連携に関する研究」
  「小1プロブレムを解消する学習指導に関する研究」

 8. 道徳教育に役立つ教材の研究

 9. 伝統・文化に関する教育に役立つ教材の研究

 10. キャリア教育・職業教育に役立つ教材の研究

 11. 小中一貫・中高一貫教育カリキュラムの研究

 12. 理数系人材養成のための科学的思考力育成に関する研究

 13. 学級力の評価と育成に関する研究

 14. PISA、TIMSS、全国学力調査の課題研究

 15. 家庭学習教材の企画協力と監修

 16. 小学校、中学校向けの教育情報誌の企画協力と監修

中・長期目標
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● 普及・公開部門に関わる目標

目標6 教育講演会など、地域に根付いた家庭教育支援の充実
目標7 親の学びや子育て支援の充実
目標8 教育セミナーなどの指導者向け学習機会の充実
目標9 調査研究成果公開の充実

■ 具体的な特色（普及・公開の方向性）
 普及・公開部門

 1. 家庭の教育力の向上が図れる教材とサービスの研究
 2. 子育て教育講演会活動などの家庭教育支援の充実
 3. 幼児期の子育て支援の充実
 4. 親の学び合いや共同学習の推進
 5. 体験活動及び読書活動の支援
 6. 学校・家庭・地域のコミュニティ協働による家庭教育支援の推進
 7. 学校支援地域本部・放課後子ども教室との連携
 8. 指導力強化や評価支援など、指導者を支援するサービスの研究
 9. 指導者向けの教育セミナーなど、活動の充実
 10. 研究成果は、公益財団ホームページにて公開
 11. 研究成果刊行物は、全国の教育行政機関、大学、学校へ広く公開

● 国内外の諸機関と共同で行う活動に関わる目標

目標10 国内外の関係する諸機関との共同研究調査や教育協力活動の実施等を通じた教育・研究に  
関わる情報交流の推進と知見の集約

■ 具体的な特色（他の諸機関と共同で行う活動の方向性）
 国内外の諸機関と共同で行う活動

 1. 目的を共有できる団体・研究会との共同研究調査や共同イベントの実施
 2. 民間教育研究所連盟加盟の団体との共同研究の実施
 3. 文部科学省、国立教育政策研究所、全国教育研究所連盟が主催する研究会への参加
 4. フランスに本部のある「父母教育のための国際連盟」の教育情報の収集

事業内容

教育事業領域
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学校教育、社会教育及び家庭教育における学力形成に役立つ指導方法の調査研究と  
教材開発を行い、わが国の教育の振興に寄与することを目的とする事業

 調査研究事業と研究成果の公開

● 最近の研究活動内容
 1. 中学校英語科における活用力の育成と評価に関する研究（研究総括:広島大学 松浦伸和教授）
 2. 数学科の「活用する力」の育成と評価に関する研究（研究総括:筑波大学 清水美憲教授）
 3. 「思考力・判断力・表現力」の育成のための言語活動の充実を図る
  中学校国語科の学習指導と評価についての研究（研究総括:横浜国立大学 髙木展郎教授）
 4. 理科の「活用する力」の育成と評価に関する研究（研究総括:国立教育政策研究所基礎研究部 角屋重樹部長）
 5. 社会科の「活用する力」の育成と評価に関する研究（研究総括:兵庫教育大学 原田智仁教授）
 6. 英語科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究（研究総括:広島大学 松浦伸和教授）
 7. 算数・数学科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究（研究総括:筑波大学 清水美憲教授）
 8. 国語科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究（研究総括:横浜国立大学 髙木展郎教授）
 9. 理科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究（研究総括:国立教育政策研究所基礎研究部 角屋重樹部長）
 10. 社会科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究（研究総括:兵庫教育大学 原田智仁教授）
 11. 小・中学生を対象としたネットの安全教育の単元プランと指導法の開発に関する研究
        　（研究総括:早稲田大学教職大学院 田中博之教授）
 12. 小・中学生を対象としたネットの安全教育の指導法と教材の開発に関する研究
        　（研究総括:早稲田大学教職大学院 田中博之教授）

● 最近の調査活動内容
 1. 親の「しつけ」観と家庭教育の課題に関する調査研究（調査総括:日本大学 佐藤晴雄教授）
 2. 小学校英語活動の実態調査（調査総括:早稲田大学教職大学院 田中博之教授）
 3. 児童・生徒の震災後意識調査（監修:早稲田大学教職大学院 田中博之教授 調査総括:日本教材文化研究財団）
 4. 学習環境と学習指導に関する【小学校】基本調査（調査総括:早稲田大学教職大学院 田中博之教授）

 近年の具体的な研究成果の公開

●「調査研究シリーズ」
研究開発事業の研究会ごとにまとめた研究報告書である。

●「研究紀要」
年1回の刊行で学校・家庭教育における旬のテーマを特集とした当公益財団の研究機関誌である。

平成21年度刊行

研究成果としての「調査研究シリーズ」及び「研究紀要」は、
文部科学省、教育委員会、行政の教育研究機関（教育センター）、
大学、小中学校、民間教育機関等に配布されている。
また、ホームページを通して一般に公開している。
（http://www.jfecr.or.jp）

　学校教育、社会教育及び家庭教育における学力形
成に役立つ指導方法の調査研究と教材開発を実施し
ている。文部科学省の教育政策に資するための理
論的・実証的な調査研究の推進を基本とする。そし
て、義務教育終了までのすべての子どもに、自立し
て生きていく基礎を育てることを念頭に置き、各
科目の学習指導方法と評価や児童・生徒を取り巻
く教育環境について、調査研究に取り組んでいる
ところである。学校教育、社会教育及び家庭教育の
それぞれの分野において、大学、学校、教育機関と
連携した実際的な研究開発を実施している。近年
は、小学校、中学校の教育現場における学習指導

方法と評価に関する研究開発に力を入れている。こ
れは、新学習指導要領の特色の一つに「活用する
力」の育成と評価が生まれたためである。また、家
庭の環境・意識が変化し、家庭の教育力が低下し
ていることから、家庭教育の豊かな環境づくりの
支援を目指した調査研究も開始している。研究委
員は、中教審の学習評価の在り方に関するワーキ
ンググループ等、文部科学省の教育政策に関わっ
ている大学教授をリーダーとして、小・中学校教員
等専門家や有識者で研究チームを構成し、調査研究 
活動を実施している。

公益事業内容 1

平成21年度刊行

特集Ⅰ 思考力・表現力を育成する指導のあり方の探究
特集Ⅱ 幼児期の探究
特集Ⅲ 家庭力の再生
平成22年度刊行

特集Ⅰ 思考力・表現力を育成する指導のあり方の探究
特集Ⅱ 幼児期の探究
特集Ⅲ 家庭力の再生
平成23年度刊行

特集Ⅰ 「思考・判断・表現」の評価のあり方
特集Ⅱ 学習意欲の形成
特集Ⅲ 幼児期の探究
特集Ⅳ 家庭力の再生

平成24年度刊行

特集Ⅰ 「思考・判断・表現」の評価のあり方
特集Ⅱ 学習意欲の形成
特集Ⅲ 幼児期の探究
特集Ⅳ 家庭の教育を地域で支える研究
特集Ⅴ 家庭力の確立

平成21年度刊行 

No.46 『小中学生を対象としたネット安全教育の 
  　　単元プランと指導法の開発に関する研究』
平成22年度刊行 

No.47 『思考力・判断力・表現力を育成する国語 
  　　科学習指導方法と評価に関する研究』
No.48 『児童・生徒の数学的思考力・活用力を育成する 
  　　算数・数学科学習指導方法と評価の研究』
No.49 『児童・生徒の思考力・表現力を育成する 
  　　理科学習指導方法と評価システムの開発』
No.50 『児童・生徒の習得・活用型学力を育成する 
  　　社会科学習指導方法と評価に関する研究』

平成23年度刊行 

No.51 『小中学生を対象としたネット安全教育の 
  　　指導法と教材の開発研究』
平成24年度刊行 

No.52 『思考力・判断力・表現力」の育成のための 
  　　言語活動の充実を図る中学校国語科の学習 
  　　指導と評価についての研究』
No.53 『社会科の「活用する力」の育成と評価に 
  　　関する研究』
No.54 『数学科の「活用する力」の育成と評価に 
  　　関する研究』
No.55 『理科の「活用する力」の育成と評価に 
  　　関する研究』
No.56 『中学校英語科における活用力の育成と 
  　　評価に関する研究』
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社会科研究会

英語科研究会 算数・数学科研究会

理科研究会国語科研究会

平成24年11月「教育新聞」に
書評掲載

平成24年12月
「教育新聞」に書評掲載

 最近のおもな研究会とそのようす  代表的な成果物

●「理科の「活用する力」の育成と評価に関する研究」（調査研究シリーズNo.55）
　（研究総括：国立教育政策研究所基礎研究部 角屋重樹部長）

　思考・判断・表現力が「活用する力」とされているが、この研究では、①「何を」
活用させるか ②どのように活用させるか──を考究した。①は学習で獲得した基礎
的な知識や技能 ②は思考、判断、表現の各スキルとした。
　中学校で「光の反射と屈折」を学ぶ授業では、小学校3年生での既習から時間が
経過していることから、まずは光による身近な現象を示す。その上で、コップの底
に置いたコインが、コップに水を注ぐと見えるようになるしくみを説明できること
を目標とした。
　学習過程では、既習内容を確認し、「水を入れる前に、コップの底のコインが見
えなかったのはなぜか、既習事項を元に説明してみよう」「水を注ぐことで、見え
なかったコインが見えるようになったのはなぜか。光の道筋をもとに考えてみよう」
と、既習内容の活用を促す発問をした。（平成24年12月6日付『教育新聞』書評を一部抜粋）

●「社会科の「活用する力」の育成と評価に関する研究」（調査研究シリーズNo.53）

　（研究総括：兵庫教育大学 原田智仁教授）

　活用力を、①方法知=思考・判断・表現力、資料活用の技能 ②内容知=知識・理
解のうち応用力、転移性のある知識──の２側面で捉えた。
　これらの力のカギを、探究学習と意思決定学習が握るとして、情報の入手に始ま
り、前者では問題の発見→仮説の設定→仮説の検証→仮説の応用→高次の知識とし
ての理論の修得、後者では論点の認識→論点の分析→未来予測→意思決定→高次の
知識としての価値の修得、に至る学習過程を重視した。
　同シリーズには、そのほか多くの指導案や教材例、評価のポイント、テストに対
する生徒の解答例などが収載されており、普段の授業に、たいへん参考になる。

（平成24年12月6日付『教育新聞』書評を一部抜粋）

●「児童・生徒の震災後意識調査」の報告
　（監修：早稲田大学教職大学院 田中博之教授）

　全国の小・中学生を対象に東北大震災の前後で意識や行動が変化したかどうかを
探ったもの。震災後に子どもたちは学校や家庭の生活、将来の生き方や夢について
前向きで利他的な意識をもつようになったことが明らかにされた。
　まず、学校での生活について震災後の気持ちの変化を聞いたところ、「あてはまる」

「どちらかといえばあてはまる」の回答が多いのは、「学校に通えることが幸せだと
感じるようになった」79.8%、「友だちにありがとうと言うようになった」64.3%、 

「係や当番の活動にすすんで取り組むようになった」60.5%などと多くの子どもたち
が幸せや感謝の気持ちを感じたり、学校や勉強に対する積極性が高まっていた。特
に男子より女子にその傾向が表われていた。

（平成24年3月19日付『教育新聞』書評を一部抜粋）

 新聞紙上での研究成果の公開
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親野智可等先生

村上和雄先生

坂東眞理子先生

家庭の教育力の向上がはかれる教材やサービスの調査研究と普及公開事業

 教育講演会等のセミナー・育成事業

● 最近の講演者と「講演会のテーマ」

 <子育て支援講演会>

村上和雄先生
 ──「みんなに無限の可能性がある」
篠原菊紀先生
──「子どもの脳に必要なこと～
　　　個々の脳に合ったトレーニング～」
親野智可等先生
──「親の発想転換で子どもをらくらく伸ばす」
──「子どもの人間力と学力が上がるとっておきの方法とは?」
坂東眞理子先生
──「これからの教育に求められること」
辰巳渚先生
──「親だから伝えたい話しておきたい
　　　子どもへのアドバイス」

　家庭の教育力の低下がいわれてから久しい。当公
益財団ではこれまで、家庭教育支援の立場から、具
体的には「子育て支援教育講演会」等を実施してきた。
　この間、地方自治体や教育委員会には、共催や後
援としてご協力をいただき、幼児、小学生、中学生
をもつ一般家庭の保護者を対象に呼びかけ、受講料
は無料にて開催している。
　また、一般家庭以外には、全日本家庭教育研究会
の会員家庭にも呼びかけている。
この全日本家庭教育研究会（全家研）とは、世の親、
世の母の心を心として、その悩みや願いに応え、子
どもたちがいかにしてその無限の可能性を伸ばし、
すばらしい人間になるかを研究し実践する会である。
　昭和48年に設立され、現在、幼児・小学生・中学
生をあわせて20数万人が会員として所属している。
　「子育て支援教育講演会」は全国で年間十数会場、

「子育て支援教育講演会」の小型版としての「小集会」
や「母親セミナー」は全国で年間200会場余りにて
開催している。
　最近では、村上和雄先生（全家研総裁・筑波大学
名誉教授）を中心に、「夢のある家庭を築こう!」とい
うスローガンの下で、家庭環境・意識変化に対応し
た家庭教育確立運動に取り組んでいる。

　また、この家庭教育の確立に向けてこれまでに、
「子育て支援教育講演会」をはじめ、「教育のあるべ
き姿」をテーマとした、村上和雄先生（第5代全家研
総裁）との「対談会」〔例えば、外山滋比古先生（第
3代全家研総裁）や坂東眞理子先生（昭和女子大学学
長）など〕をはじめ、『家庭教育の手引き（中学生向
け）』や『教育相談事例集』の刊行、緊急調査として

『児童・生徒の震災後の意識調査』を実施してきたが、
今後は、今日的課題をテーマにした実態調査や、目
的を共有できる諸機関と連携した「家庭教育シンポ
ジウム」等も企画・実施していく予定である。
　また、「子育て支援教育講演会」の内容については、
全家研が発行している教育情報誌に随時掲載し、一
般家庭と会員家庭に広く公開していく予定である。

公益事業内容 2

村上和雄先生
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相大二郎先生

杉山𠮷茂先生

坂東眞理子先生

外山滋比古先生

 代表的な成果物

●「家庭教育に関する意識調査」（研究顧問：帝京大学 亀井浩明名誉教授）

　日本教材文化研究財団はこのほど、しつけに関する保護者、子ども、教員の意
識調査を調べた『家庭教育に関する意識調査』の結果をまとめた。それによると、
基本的生活習慣にかかわるしつけは、家庭の役割であると保護者と教員の両方が
認識しているなど、しつけに関する役割分担について両者はほぼ同じ考え方をも
っていることがわかった。ただ、しつけがきちんと家庭で行われているかどうか
では、保護者に比べ教員の方がより厳しい見方をしているなど、両者の間には微
妙な溝もある。（平成21年5月29日付『内外教育』の記事を一部抜粋）
　これらの調査研究結果から、保護者や教師等大人はしつけを行っているつもり
であるが、子どもたちは大人からしつけを受けていると、さほど認識していない
ことが明らかになった。

●「お母さん、ひとりで悩んでいませんか? 教育相談事例集《幼児・小1版》」
　（監修：筑波大学 櫻井茂男教授）

 相談2 親子関係・人間関係

  　仲間はずれにされているように見えるのですが嫌なことをされても本
人はあまり気にしない様子で、「何で、ぼくだけ」と言ってます。　 
息子を見ると、子ども同士のこととわかっていてもつらいです。

  （年中・男児 相談者=母親）

 回答 　お母さんにとってわが子の様子を見てつらい気持ちになるのはよくわ
かります。しかし、本人は案外平気で幼稚園でものびのびして、お母さ
んが考えるよりも心のしっかりした子なのかもしれません。（中略）

  　命や体にかかわる危険なことや、人権を無視するような言動には、大
人の責任としてはっきり注意するべきでしょう。それ以外は暖かく見守
る、という気持ちでおおらかに構えてみましょう。お母さんの気持ちの持ち様をちょっと変えてみる
だけで、子育てが楽になりませんか。

相談12 勉強・学習

  　学校と家庭学習のペースがつかめません 親の私があせって息子を追い立てる日々です。
  （小1・男児 相談者=母親）

 回答 　のんびりとした幼稚園とちがい、小学校のペースにまどわされているようですね。入学当初は教科
の学習以外の行事が多く、緊張することも多いでしょう。子どもは、案外順応しますが、お母さんは
とまどいます。それもあと少しです。

  　1年生の家庭学習の時間の目安は、毎日、10～20分です。学校の宿題と自主学習をその程度の時
間で終えるとよいでしょう。「取りかかりをはやくすること」「学習は集中すること」です。短時間に
切り上げるのが、学習の定着と家庭学習の習慣化、さらに豊かな自由時間のコツです。

（誌面より一部抜粋）

● 最近の対談会
　　──村上和雄先生との対談会──

　　「教育のあるべき姿を求めて」

<対談のテーマと対談の流れ>

お茶の水女子大学名誉教授 外山滋比古先生

・大震災をどう受け止めたか
・人間力が失われている
・少子化の現代、教育をあらためて見直す
・幼児期の子育ての重要性
・学校教育だけでは教えられないこと
・家庭教育に求められる発想の転換

東京学芸大学名誉教授 杉山𠮷茂先生

・試験、受験のための教育は百年の計ではない
・将来に生きる力を育てる教育、
　長い目で見た立場に立った教育
・日本の伝統のよさや日本人のよさの自覚と誇り
・真理を愛し、美を愛し、人々と協調
・「教える」「躾ける」ではなく「薫陶する」
・「本物」にふれる大切さ

一燈園・燈影学園学園長 相大二郎先生

・教わる教育と伝わる教育
・大自然に適う生活や大自然に適う教育の必要性
・「祈り」「汗」「学習」
・役割や助け合い教育がある合宿教育
・日本人のよさや伝統文化教育
・気づきの教育の大切さ

昭和女子大学学長 坂東眞理子先生

・子どもたちの無限の可能性
・よき教師や師と出会うことで人は大化けする
・基本をしっかり身に付ける教育
・個性や創造性が花開く教育
・感謝と助け合いに育まれたつつしみ
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平成元年

昭和46年 平成12年

昭和61年 平成11年

平成19年

平成14年 平成25年

平成18年 平成24年

No. タイトル 発行年月

1 教育のシステム化 子どもと教材 昭和 46.8

2 教育のシステム化 幼児教育と教材 昭和 47.8

3 算数・数学教育の現代化 授業のシステム研究 昭和 48.9

4 家庭と学校 教育における精神復興の課題 昭和 49.9

5 家庭と学校 教育における個性と能力 昭和 50.9

6 家庭と学校 教育における伝統と創造 昭和 51.9

7 家庭と学校 教育における指導と評価 昭和 52.10

8 家庭と学校 その教えと学びの伝統 昭和 53.10

9 家庭と学校 その教えと学びの基礎研究 昭和 54.10

10 家庭と学校 その教育に関する基本問題 昭和 55.9

11 教育方法の諸問題 ─視聴覚教育・学校と家庭教育─ 昭和 56.12

12 学習社会における教育方法の開発 昭和 57.12

13 情報化時代の教育方法 昭和 58.12

14 ニューメディアと教育 昭和 59.12

15 マイコンの教育利用 昭和 60.12

16 家庭、その教育力 昭和 61.12

17 生涯学習体系と幼児教育の開発 昭和 62.12

18 女性と教育 平成 元.3

19 教育における基礎・基本 平成 2.3

20 生涯学習の推進と諸問題 平成 3.3

21 新家庭教育の条件 平成 4.3

22 日本教育における国際化 平成 5.3

23 個性と教育 平成 6.3

24 生涯学習社会における各教育分野の役割 平成 7.3

25 新しい学力を育てる教材の条件 平成 8.3

26 情報教育の活用と将来展望 平成 9.3

27 教育改革への提言 平成 10.3

28 「総合的な学習の時間」 実践上の課題 平成 11.3

29 総合的な学習と教科学習との関連 平成 12.3

30 学力における基礎・基本 平成 13.3

31 家庭の教育力 平成 14.2

32 家庭教育の諸問題 平成 15.3

33 家庭の教育力の復権 Ⅰ 平成 16.3

34 家庭の教育力の復権 Ⅱ 平成 17.3

研究紀要
No. タイトル 発行年月

35 家庭力の再生 平成 18.3

36 乳幼児期の探究 Ⅰ 平成 19.3

37 乳幼児期の探究 Ⅱ 平成 20.3

38 乳幼児期の探究 Ⅲ 平成 21.3

39 習得・活用・探究型学力の育成と評価の理論 Ⅰ 平成 22.3

40 習得・活用・探究型学力の育成と評価の理論 Ⅱ 平成 23.3

41 「思考・判断・表現」の評価のあり方Ⅰ 平成 24.3

42 「思考・判断・表現」の評価のあり方Ⅱ 平成 25.3
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平成24年

平成21～22年

No. タイトル 発行年月

1 これからの父親は,どうあるべきか　―父親の教育的役割について 昭和 58.3

2 学校の授業との関連における児童・生徒の家庭学習の調査 昭和 58.3

3 学校および家庭における学習機器の利用状況の比較研究 昭和 58.3

4 学習効果を高める教科指導法と教材利用の関連的研究（第1回委託研究助成論文集） 昭和 59.8

5 教育機器の利用に関する研究校の動向の研究 昭和 60.8

6 学習効果を高める教科指導法と学習評価の関連的研究（第2回委託研究助成論文集） 昭和 60.9

7 少年非行問題の調査研究 昭和 61.8

8 マイクロコンピュータの教育利用の実践化に関する研究（第3回委託研究助成論文集） 昭和 61.11

9 幼児の活動を高める幼稚園と家庭との協力に関する研究（第4回委託研究助成論文集） 昭和 62.7

10 ニューメディア教育利用に関する研究（名古屋ニューメディア教育利用研究会編） 昭和 63.2

11 幼児の活動を高める幼稚園・保育所と家庭との協力に関する研究（第5回委託研究助成論文集） 昭和 63.8

12 海外教育用コンピュータ・ソフトウェアの評価研究（ニューメディアに関する調査研究報告） 昭和 63.10

13 就学前教育に関する調査研究 平成 I.9

14 生徒指導の根本問題 -意欲的な子ども達の育成のために（子どもの生き方研究会編） 平成 2.3

15 授業のつまずきに関する研究　―中学校の数学及び英語について（第6回委託研究助成論文集） 平成 2.9

16 ハイパーメディアによる教材開発 平成 2.10

17 中学校における習熟度別学習指導の研究　 平成 4.2

18 小学校・中学校の個性対応指導に関する研究（第7回委託研究助成論文集） 平成 4.6

19 マルチメディア型データベースの効果的活用方法に関する研究（ニューメディア教育利用開発事業実施報告書） 平成 4.12

20 学校と家庭・地域社会との相互連携を深める教育活動の展開　―体験的学習に視点をあてて― 平成 5.3

21 小学校における作文力育成のための教材開発研究 平成 5.10

22 児童の個性を尊重し，自発性を育てる生活料の指導と評価の工夫　―生き物とかかわる活動を通して― 平成 5.10

23 中学生に対する習熟度別学習（数学）の教材開発 平成 5.11

24 複合的メディアを用いた情報提示法の実践的研究 平成 6.3

25 意欲をもって算数に取り組む子どもを育てる指導と評価の工夫 平成 6.10

26 中学校数学における個別対応学習の進め方 平成 6.8

27 中学生に対する習熟度別学習（英語）の教材開発 平成 8.1

28 中学校社会科における評価教材の開発 平成 8.3

29 子どもの読書の実態と家庭における指導に関する調査研究 平成 8.3

30 学校図書館における読書指導の効果的な方法の開発研究（第8回委託研究助成論文集） 平成 9.3

31 生活科の学習を通して見た子どもの自立と保護者の支援のあり方 平成 10.3

32 中学校社会科における評価教材の開発　―意欲をはぐくむ教材の開発と評価の工夫― 平成 10.3

33 歴史学習における新しい教材の開発研究 平成 11.3

34 教育におけるマルチメディア・インターネットの効果に関する研究　第1巻/現状と課題　第2巻/実証的効果研究 平成 13.3

35 算数の「楽しさ、面白さ」をビデオに　―「ほんとうにわかるための算数教材の開発研究」―　ビデオ教材 平成 12.3

36 小学校学年別配当漢字の習得状況に関する調査研究 平成 13.3

37 総合的な学習の時間に関する理論的・実践的研究 平成 13.3

38 Web教材のコンテンツ評価の研究 平成 14.3

39 わが国の学校教育における望ましい算数・数学のカリキュラムの構想 平成 15.12

40 わが国におけるコミュニティ・スクールの現状と課題　調査研究報告 平成 16.2

調査研究シリーズ
No. タイトル 発行年月

41 日中相互理解のための教材開発に関する基礎的研究 平成 16.7

42 目標に準拠した小学校英語教育の進め方 平成 18.3

43 公共性を育む社会科の教材・評価に関する実験実証的研究 平成 18.8

44 思考力・判断力を問う中学校社会科テスト問題の開発研究 平成 20.8

45 家庭教育に関する意識調査 平成 21.3

46 小中学生を対象としたネット安全教育の単元プランと指導法の開発に関する研究 平成 21.9

47 思考力・判断力・表現力を育成する国語科学習指導方法と評価に関する研究 平成 22.9

48 児童・生徒の数学的思考力・活用力を育成する算数・数学科学習指導方法と評価の研究 平成 22.9

49 児童・生徒の思考力・表現力を育成する理科学習指導方法と評価システムの開発 平成 22.9

50 児童・生徒の習得・活用型学力を育成する社会科学習指導方法と評価に関する研究 平成 22.9

51 小中学生を対象としたネット安全教育の指導法と教材の開発研究 平成 23.9

52 「思考力・判断力・表現力」の育成のための言語活動の充実を図る中学校国語科の学習指導と評価についての研究 平成 24.9

53 社会科の「活用する力」の育成と評価に関する研究 平成 24.9

54 数学科の「活用する力」の育成と評価に関する研究 平成 24.9

55 理科の「活用する力」の育成と評価に関する研究 平成 24.9

56 中学校英語科における活用力の育成と評価に関する研究 平成 24.9
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公益財団法人 日本教材文化研究財団 定款

第1章　総　則
（名　称）
  第 1条 この法人は、公益財団法人　日本教材文化研究財団と称する。

（事務所）
  第 2条 この法人は、主たる事務所を、東京都新宿区に置く。
  2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することが 

できる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章　目的及び事業
（目　的）
  第 3条 この法人は、学校教育、社会教育及び家庭教育における教育方法に関する調査 

研究を行うとともに、学習指導の改善に資する教材・サービス等の開発利用を 
はかり、もってわが国の教育の振興に寄与することを目的とする。

（事　業）
  第 4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。

 （1） 学校教育、社会教育及び家庭教育における学力形成に役立つ指導方法の調査
研究と教材開発

 （2） 家庭の教育力の向上がはかれる教材やサービスの調査研究と普及公開
 （3） 前二号に掲げる研究成果の発表及びその普及啓蒙
 （4） 教育方法に関する国内外の研究成果の収集及び一般の利用に供すること
 （5） その他、目的を達成するために必要な事業

  2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章　資産及び会計
（基本財産）
  第 5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本

財産とする。
  2 基本財産は、この法人の目的を達成するために理事長が管理しなければならず、

基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき
は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

（事業年度）
  第 6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
  第 7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事
会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え
置き、一般の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）
  第 8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事

長が次の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けな
ければならない。承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号
の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を
報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

 （1）事業報告
 （2）事業報告の附属明細書
 （3）貸借対照表
 （4）正味財産増減計算書
 （5）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 （6）財産目録

  2 第 1項の規定により報告または承認された書類のほか、次の各号の書類を主たる
事務所に5年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供すると
ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 （1）監査報告
 （2）理事及び監事並びに評議員の名簿
 （3）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 （4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な 

ものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）
  第 9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産
残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章　評議員
（評議員）
  第 10条 この法人に、評議員16名以上21名以内を置く。

（評議員の選任及び解任）
  第 11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づ

いて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
  3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において

選任する。
 （1）この法人または関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を

含む。以下同じ。）の業務を執行する者または使用人
 （2）過去に前号に規定する者となったことがある者
 （3）第1号または第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人（過去

に使用人となった者も含む。）
  4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ

推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての詳細は理事会におい
て定める。

  5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次に掲げる事項のほか、
当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならな
い。

 （1）当該候補者の経歴
 （2）当該候補者を候補者とした理由
 （3）当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係
 （4）当該候補者の兼職状況

  6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成する 
ことを要する。

  7 評議員選定委員会は、第10条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに 
備えて、補欠の評議員を選任することができる。

  8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の各号の事項も併せて決定しなければ
ならない。

 （1）当該候補者が補欠の評議員である旨
 （2）当該候補者を1人または2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任

するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
 （3）同一の評議員（2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、 

当該2人以上の評議員）につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、
当該補欠の評議員相互間の優先順位

  9 第 7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

（評議員の任期）
  第 12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
  2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任され

た評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
  3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任

により退任した後も、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員とし
ての権利義務を有する。

（評議員に対する報酬等）
  第 13条 評議員に対して、各年度の総額が500万円を超えない範囲で、評議員会において

定める報酬等を支給することができる。
  2 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。

第5章　評議員会
（構　成）
  第 14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権　限）
  第 15条 評議員会は、次の各号の事項について決議する。

 （1）理事及び監事の選任及び解任
 （2）理事及び監事の報酬等の額
 （3）評議員に対する報酬等の支給の基準
 （4）貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 （5）定款の変更
 （6）残余財産の処分
 （7）基本財産の処分または除外の承認
 （8）その他評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

（開　催）
  第 16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する 

ほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。

（招　集）
  第 17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。
  2 評議員は、理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、

評議員会の招集を請求することができる。

（議　長）
  第 18条 評議員会の議長は理事長とする。
  2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、評議員の互選によって 

定める。

（決　議）
 第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の各号の決議は、決議について特別の利害関係を 

有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければ 
ならない。

 （1）監事の解任
 （2）評議員に対する報酬等の支給の基準
 （3）定款の変更
 （4）基本財産の処分または除外の承認
 （5）その他法令で定められた事項

  3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の 
決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第21条に 
定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（議事録）
  第 20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第6章　役　員
（役員の設置）
  第 21条 この法人に、次の役員を置く。

 （1）理事　7名以上12名以内
 （2）監事　2名または3名

  2 理事のうち1名を理事長とする。
  3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事及び2名を常務理事とする。
  4 第 2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18

年法律第48号）に規定する代表理事とし、第3項の専務理事及び常務理事を 
もって同法第197条で準用する同法第91条第1項に規定する業務執行理事（理事 
会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同
じ。）とする。

（役員の選任）
  第 22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 理事長及び専務理事並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定

する。

（理事の職務及び権限）
  第 23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を代表し、

その業務を執行する。
  3 専務理事は、理事長を補佐する。
  4 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務

に従事する。
  5 理事長及び専務理事並びに常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回

以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）
  第 24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 

作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、この法人の 

業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）
  第 25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 

定時評議員会の終結のときまでとする。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 

定時評議員会の終結のときまでとする。
  3 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として

選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
  4 理事または監事については、再任を妨げない。
  5 理事または監事が第21条に定める定数に足りなくなるときまたは欠けたときは、

任期の満了または辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事また
は監事が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）
  第 26条 理事または監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議に 

よって解任することができる。
 （1）職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
 （2）心身の故障のため、職務の執行に支障がありまたはこれに堪えないとき

（役員に対する報酬等）
  第 27条 理事及び監事に対して、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会に

おいて定める報酬等を支給することができる。
  2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。

第7章　理事会
（構　成）
  第 28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権　限）
  第 29条 理事会は、次の各号の職務を行う。

 （1）この法人の業務執行の決定
 （2）理事の職務の執行の監督
 （3）理事長及び専務理事並びに常務理事の選定及び解職

（招　集）
  第 30条 理事会は、理事長が招集するものとする。
  2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集 

する。

（議　長）
  第 31条 理事会の議長は、理事長とする。
  2 理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、専務理事が理事会の議長

となる。

（決　議）
  第 32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197

条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があっ
たものとみなす。

（議事録）
  第 33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の 

選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

第8章　定款の変更及び解散
（定款の変更）
  第 34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。

（解　散）
  第 35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、 

その他法令で定められた事由によって解散する。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
  第 36条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅

する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、 
評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益 
認定の取消しの日または当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益 
財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは 
地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
  第 37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる 
法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章　公告の方法
（公告の方法）
  第 38条 この法人の公告は、電子公告による方法により行う。
  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を行うことができない場合

は、官報に掲載する方法により行う。

第10章　事務局その他
（事務局）
  第 39条 この法人に事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
  5 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

（委　任）
  第 40条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の

決議を経て、理事長が定める。
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