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＜教育界の概況と事業の方向＞ 

 

 平成 25 年 4 月から、高等学校学習指導要領が年次進行で実施に移された。これにより、平成 23 年

度に小学校で始まった今次学習指導要領の理念が、小・中・高等学校を通して具現化されることとな

った。しかし、このこと以上に、平成 25 年の教育界は、目まぐるしい変化に見舞われた。それは、1
月に初会合を開いた「教育再生実行会議」を中心に行われた矢継ぎ早の提言とその急ピッチの作業に

よる。平成 25 年の教育界は、まさに、この会議に明け、この会議に暮れたといっても過言ではない。 
 具体的には、まず「いじめ・体罰問題」への対応がある。これは、「いじめ防止対策推進法」が 6
月に成立したことによって、一定の方向が示された。続いて、課題となっていた教育委員会制度の見

直しも、12 月に中教審から答申がなされた。次に、グローバル化対応の一つとして、英語教育の見直

しも提言された。小学校 3 年からの開始と小学校 5 年からの教科化、中学校の英語による授業の実施

などである。 
 しかし、何といっても大きなテーマは、「道徳の教科化」であろう。これは、昭和 33 年の「道徳の

時間」の特設以来続いていた論争の流れを背景として、第 1 次安倍内閣でも検討された課題であるが、

これも「道徳教育の充実に関する懇談会」が、12 月に、検定教科書の導入などを含めた内容の報告書

を提出し、具現化された。 
 その他、土曜授業の復活による週 6 日制の導入、教科書検定制度の見直し、「1 点を争う競争から、

人物本位の選抜への転換」を目指す大学入試改革、更には、現行 6・3・3 制を見直す学制改革なども

検討課題とされた。 
 これまで、教育改革に関する議論は、長い時間をかけて行われ、結論が先送りされることが多かっ

たが、今次安倍内閣では、多岐にわたる提言に短時間で結果を出している。これは、教育再生を経済

再生と並ぶ最重要課題とする安倍内閣の強力なリーダーシップによるものといえる。 
 一方、学力をめぐる問題では、4 月に、4 年ぶりの全員参加による全国学力調査が行われ、結果と

して 2 教科とも底上げがみられた。またＯＥＣＤの学力調査では、前回に続いて学力が向上傾向にあ

ることが示された。 
 こうした教育界をめぐる動きの中で、当公益財団としては、従来からの理念に基づいて着実に事業

をすすめているところである。調査研究部門では、従前からの国語、社会、数学、理科、英語の 5 教

科に加えて、今回、新たに幼児、学ぶ意欲、メディアの三つの部門を設定し、研究・開発をすすめて

いくこととした。 
 また、家庭教育確立運動（家庭教育振興普及）に関しても、講演会・対談会・シンポジウム等の企

画・実践など、関係機関との連携を深めるなどして、引き続き家庭教育の確立を目指していきたいと

考えている。 
 以上を含め、当公益財団としては、中長期の目標を定めつつ、計画的に事業をすすめているところ

である。 

平成２６年度 事業計画 
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 公 益 事 業   
 

１. 調査研究・教材開発部門 
 
【１】 英語科 
 

グローバル人材に求められる英語力の育成 

                  （２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的 
グローバル化の波は容赦なく押し寄せ、教育界でもその対応に迫られている。生徒に付けるべき学力は、

従来、置かれている状況に応じてそれぞれの国が独自に決めていた。しかし、国境を越えて地球規模でヒ

ト、カネ、もの、情報が日々移動する社会では、批判的思考力や論理的表現力など必要とされる学力も共

通化され、その結果、PISA 調査に代表されるように、統一の尺度で学力が測定されるようになってきた。 
グローバル社会において、英語力はコミュニケーションのための重要な能力として位置付けられ、わが

国でもその育成が図られている。しかし、依然として「入試のために教える」という意識から、知識中心

の文法訳読式の指導法から脱却しきれていない状況が多いのも事実である。また、「コミュニケーション

のため」と言いつつ、非日常的で発達段階に合っていない活動がなされることも多い。わが国の学校を卒

業して世界中の学校へ進学し、世界中の企業で活躍する人材が求められている社会において、今教えられ

ている内容でいいのだろうか。おりしも、英語教育については、開始年齢の低学年化や時間増が検討され

ようとしている。まさに英語教育の見直しの絶好の機会である。 
本研究は、進展するグローバル社会を生き抜く生徒たちに必要な英語力とはいかなるもので、それ

を育成する指導の在り方に関して、学習指導要領の改訂を先取りして検討する。 

 

 

２．研究計画と方法 

本研究は、グローバル人材に求められる英語力とはどのような内容なのかを、国内外の文献ならび

に教材等を基に分析し、そこで明らかとなった英語力の育成を目指す指導の在り方を検討することを

目的とした研究である。もちろん、その一部は、中学校および高等学校での実践を試みる。 

 具体的には以下のような計画で実施する。 

＜１年次＞ 

(1) グローバル人材に求められる資質・能力を文献や資料、教材等を通して明らかにする。 

(2) 明らかとなった資質・能力に関して、育成しなければならない英語力の内容を検討する。 

(3) 到達レベルを評価できるようなテスト課題を開発する。 

 

＜２年次＞ 

(1) 1年次に検討した英語力を付けるための単元開発ならびに指導モデルを作成する。 

(2) 一部の指導モデルを実証し、その妥当性を検討する。 

(3) 2年間の研究成果をまとめ、公表する。 
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３．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 

 

 

４． 研究の組織 

(平成２６年３月現在) 

 

 

５．経費の概算 
  平成２６年度          １,９０５,２００円  

 

 

 

 氏 名     所   属        分   担 

松浦 伸和 広島大学教育学研究科 

教授 

研究テーマに関わる理論 

研究代表者（研究会の運営･指導･助言） 

加納 幹夫 岐阜聖徳学園大学 

教授 

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論 

神谷 信廣 群馬県立女子大学 
准教授 

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論 

平木 裕 国立教育政策研究所 
教育課程調査官 

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論 

大道 伸幸 広島県教育委員会 
指導主事 

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論 

川北 健一 香川県立観音寺中央高校 

教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践 

小橋 雅彦 広島大学附属中・高等学校 

教諭 
研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践  

多賀 由理 広島県福山誠之館高等学校 

教諭 
研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践  

兼田 幸恵 岡山大学附属中学校 
教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践  

守長 和人 広島大学大学院生 研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践 

（書記・連絡） 

旅費交通費 １,１８３,２００円 

会 議 費 ２１２,０００円 

委員手当 ５１０,０００円 
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【２】数学科 
 

数学的リテラシーの育成を図る教材の開発 

 
                                             （２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的 

 中学校数学科では、改訂学習指導要領の趣旨を受けて、知識・技能を活用して課題を解決するため

の思考力、判断力、表現力等の育成のために、数学的活動を一層充実させ、生徒が学んで身に付けた

ものを生活や学習に活用することを重視し学ぶ意欲を高め、学ぶことの意義や有用性を実感させるこ

とが授業改善の重要課題となっている。 
 一方、OECD による国際学力調査（PISA）や国際成人力調査（PIAAC）等は、知識基盤社会に生きる

市民に必要な数学的素養について、数学におけるリテラシーやニューメラシーをとらえる評価の枠組

みと具体的な調査問題を提示し、学校数学の目標・内容・方法の再考を促す役割を果たしている。 

 本研究では、近年の数学的リテラシー論を参照しながら、高等学校における数学科指導を視野に入

れつつ、中学校数学科における数学的リテラシーの評価のあり方について考え、具体的な評価問題を

開発することを目的とする。 

 

 

２．研究の方法 

(1) OECD/PISA の数学的リテラシーの評価の枠組み、全国学力・学習状況調査の枠組みを参考に、数

学科における「活用する力」の育成とその評価のあり方についての理論的整理を行う。また、諸

外国の研究動向、特に、アメリカの Common Core State スタンダードで示された数学的プロセス

等や、STEM 教育（科学・テクノロジー・工学・数学の統合）の動向を視野に入れながら、理論的

整理を行う。 

(2) OECD/PISA や全国学力・学習状況調査の過去のサイクルの評価結果を分析し、数学的リテラシー

の評価教材の開発と試行を行う。その際、高等学校数学科との関連の検討、他教科や他領域にお

ける教材開発を視野に入れる。 

(3) 上記(1)、(2)を踏まえて、評価教材の開発と評価教材を用いた授業モデルの開発を行い、そのプ

ロセス及び成果を分析することによって、学習指導と評価モデルの妥当性を検証する。 

 

 

３．研究計画 

＜１年次＞ 
第１年次は、主として上記研究方法の(1) 及び(2)に焦点化し、数学的リテラシーの評価に関する論

点の整理と枠組みの開発、数学科における教材案の蓄積を行う。 
 
＜２年次＞   

  第２年次は、主として上記研究方法の(3) を中心に研究を進め、数学的リテラシーの評価教材の開

発、その実施と結果の分析を中心に行う。 
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４．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 

 

 

５．研究の組織 

 氏 名     所   属       分   担 

清水 美憲 筑波大学大学院人間系 

教授 

研究の統括 

（研究会の運営） 

西村 圭一 東京学芸大学教育学部 

准教授 

数学的リテラシーの評価に関する理論的研究 

（渉外） 

新井 仁 国立教育政策研究所教育課程研

究センター学力調査官 

数学的リテラシーの評価に関する理論的研究 

清野 辰彦 山梨大学教育人間科学部 

准教授 

数学的リテラシーの評価問題の開発と試行 

（渉外） 

小泉 友香 奈良教育大学 

准教授 

数学的リテラシーの評価問題の開発と試行 

小石沢 勝之 筑波大学附属中学校 

教諭 

調査結果の分析 

石綿 健一郎 練馬区立三原台中学校 

教諭 

調査結果の分析 

花園 隼人 東京学芸大学附属高等学校 

教諭 

調査結果の分析 

平林 真伊 筑波大学大学院人間総合科学研

究科院生 

海外の研究・実践動向の検討 

（数学的モデル化） 

上田 祥平 筑波大学大学院教育研究科 

院生 

海外の研究・実践動向の検討（STEM教育） 

書記（研究会の記録） 

 (平成２６年３月現在) 

 

 
５．経費の概算 

  平成２６年度           １,３０２,０００円  

 
 
 
 
 
 

旅費交通費 ３８３,０００円 

会 議 費 ４２９,０００円 

委員手当 ４９０,０００円 
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【３】国語科 
 

育成する言語能力を明確にした国語科の評価に関する研究 
（２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的 

 本研究は、中学校国語科の授業において、指導と評価の一体化を図り、単元を貫く課題解決的な活

動を通して育成する言語能力の評価に焦点を当てて、実践を通して研究することを目的とする。 

 平成２２年３月２４日に中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会より「児童生徒の学習評

価の在り方について(報告)」が出され、これからの学習評価の在り方の改善のために必要な事項が示

された。そこでは、「新しい学習指導要領においては、思考力・判断力・表現力等を育成するため、

基礎的・基本的な知識・技能を活用する学習活動を重視するとともに、論理や思考等の基盤である言

語の果たす役割を踏まえ、言語活動を充実することとしている。これらの能力を適切に評価し、一層

育成していくため、各教科の内容等に即して思考・判断したことを、その内容を表現する活動と一体

的に評価する観点（以下、「思考・判断・表現」という。）を設定することが適当である。」と指摘

している。さらに、文部科学省は平成２２年５月１１日の初等中等教育局長の「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)」にお

いて、「きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の学習の確実な定着を図るため、学習指導要領

に示す目標に照らしてその実現状況を評価する、目標に準拠した評価を引き続き着実に実施するこ

と。」を示している。 

 これらを受けて平成２３年５月に文部科学省より出された「言語活動の充実に関する指導事例集～

思考力、判断力、表現力等の育成に向けて～」では、「各教科等における言語活動の充実の意義」と

して、「各教科等における言語活動の充実に当たっては、これまでの言語活動を通じた指導について

把握・検証した上で、各教科等の目標と指導事項との関連及び児童生徒の発達の段階や言語能力を踏

まえて言語活動を計画的に位置付け、授業の構成や指導の在り方自体を工夫・改善していくことが求

められる。」として、カリキュラム・マネジメントを適正に行うことの重要性を指摘し、「学習指導

の改善や教育課程全体の改善につながる学習評価の意義・目的を踏まえ、言語活動を通して育成する、

思考力、判断力、表現力等について、各教科の対応する観点において適切に評価することが求められ

る。」と述べている。 

 国語科においてそのようなカリキュラム・マネジメントを行うためには、国語科の指導計画に指導

事項と言語活動を明示し、単元全体の学習のプロセスにおけるそれらの位置付けを明らかにして指導

と評価を行う必要がある。 

国語科においては｢話すこと・聞くこと｣｢書くこと｣ 及び ｢読むこと｣の各領域において、単元を貫

く課題解決的な活動としての言語活動を通して言語能力を育成する。このことを踏まえ、国語科にお

いて言語活動を通して育成する言語能力の評価について、実践を通して研究していくことを目指し

て、本研究会を発足させた。 

 

２．研究の方法 

本研究では、現在の我が国の教育を形作る理論を踏まえた上で、中学校における授業実践を通した

臨床的な研究を推進することを柱としている。 

 具体的には、国語科の授業において展開される単元を貫く課題解決的な活動としての言語活動にお

けるパフォーマンス評価のあり方を研究することを通して、中学校国語科のカリキュラム・マネジメ

ントの在り方を考察する。 

 さらに、生きて働く言語能力を育成する視点から、小中、中高の連携を図るカリキュラムづくりや

それらを実現するための校内研究体制の構築についても合わせて研究していく。 

 

３．研究計画 

＜１年次＞ 

(1) 学習指導要領に示された国語科の目標を実現するための、単元を貫く課題解決的な活動としての

言語活動を軸とした単元を、授業実践を通して開発する。 

(2) 言語活動におけるパフォーマンス評価を「プロセス重視の学習指導案」に位置付け、その具体的

な方策を、授業実践を通して開発する。 
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＜２年次＞ 

(1) １年次の研究成果を踏まえ、指導と評価の一体化を図る単元作り、授業作りの具体的な方策につ

いて考察する。 

(2) そのようなカリキュラム・マネジメントを実現するための校内研究体制の構築について、実践に

基づいて具体的な戦略を提案する。 

(3) 小中・中高を見通した国語科の授業の在り方や他教科等との関連について検討する。 

(4) ２年間の成果をまとめ、公表する。  

 

４．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 

 
５． 研究の組織 … 研究会の名称は「ＴＭの会」（ＴＭ＝teaching method） 

 氏 名     所   属       分   担 

髙木 展郎 横浜国立大学教育人間科学部 
教授 

研究テーマに関わる理論 

顧 問（研究会への指導助言） 

三浦 修一 横浜国立大学教育人間科学部 

主任研究員 

研究テーマに関わる理論 

顧 問（研究会への指導助言） 

三藤 敏樹 横浜市立港南台第一中学校 

主幹教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践／総 括（研究会の運営） 

青木 弘 横浜国立大学教育人間科学部 

附属鎌倉中学校副校長 

研究テーマに関わる理論／学習指導と評価

の開発・実践に対する指導助言 

松田 哲治 神奈川県教育委員会教育局 

支援部子ども教育支援課 

教育指導グループ 指導主事 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践に対する指導助言 

高橋 励 茅ヶ崎市教育委員会教育推進部学

校教育指導課指導主事 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践に対する指導助言 

竹下 恭子 横浜市立南高等学校 

附属中学校主幹教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践 

小清水 宣雄 三浦市立三崎中学校 
総括教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践  
中村 慎輔 愛川町立愛川東中学校 

教諭 
研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践  
山内 裕介 横浜市立南高等学校 

附属中学校教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践 

小林 美佐子 茅ヶ崎市立浜須賀中学校 
主幹教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践  
南崎 徳彦 横浜隼人中学・高等学校 

教諭 
研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践  
鈴木 優子 川崎市立田島小学校講師／ 

教育カウンセラー 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践 

増田 友昭 横浜国立大学教育人間科学部 

附属鎌倉中学校教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践 
木村 信一郎 横浜国立大学教育人間科学部 

附属鎌倉中学校教諭 

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・ 

実践 
(平成２６年３月現在) 

 
６．経費の概算 

平成２６年度           １,３８２,０００円  
 
 
 

旅費交通費 ３２５,５００円 
会 議 費 ３０６,５００円 
委員手当  ７５０,０００円 
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【４】理 科 
 

科学的思考力を育成するための「すべ」に関する研究 

                    （２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的 
 科学的思考力の育成は学習指導要領が改訂されるごとに提唱されてきた。改訂の度に提唱されると

いうことは、育成のための具体的な方略が開発されてこなかったといえる。 
 そこで、本研究会では、科学的思考力育成のための具体的な方略として、まず、科学的思考力の「す

べ」を見いだし、次に見いだした「すべ」を実践的に検証しようとする。 
 現在、科学的思考力育成ための「すべ」として、「比較」や「関係づけ」というものを既に見いだ

している。更に、比較したり、関係づけるためには、視点を明確にすることや比較したり関係づける

ための対象を明確にすることを下位の「すべ」として明らかにしてきている。 
 上述してきた「すべ」は、汎用的能力の育成のためのものである。本研究会では、理科の各単元レ

ベルでの「すべ」を明らかにしようとする。特に、仮説発想の場面において、主に関係づけという視

点から具体的な「すべ」を明らかにしようとする。例えば、中学校第１学年の「身の回りの物質」を

例にすると、小学校第３学年の「磁石の性質」や「電気の通り道」第５学年の「ものの溶け方」など

の既習事項と関係づけ、磁石や電気、水溶液による物質の性質や変化の調べ方を発想していくように

することが考えられる。このように、物質の分類という視点から磁石や電気、水溶液などに視点変換

するということから仮説発想の「すべ」を生徒が獲得できるようにする。 
 
 
２．研究の方法 

 まず、一つの単元を例にして、いくつかの仮説発想場面を取り上げ、そこで適用されている「すべ」

を詳細に抽出する。次に同様の方法で、他の単元においても「すべ」を抽出する。そして、このよう

にして抽出した「すべ」を他の単元に転移できるか否かを検討する。最後に、抽出した「すべ」を分

類整理する。 

 

 

３．研究計画 

＜１年次＞ 

 一つの単元を例にして、いくつかの仮説発想場面を取り上げ、そこで適用されている「すべ」を詳

細に抽出し、整理する。 

 

＜２年次＞ 

 一年次に用いた方法を、他の単元にも適用し、仮説発想場面で適用されている「すべ」を抽出し、

分類し、整理し、体系化する。 

 

 

４．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 
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５．研究の組織 

 氏 名     所   属        分   担 

角屋 重樹 日本体育大学児童スポーツ教育学部 

教授 

科学的思考力を育成するためのすべの明確化

・総括（研究会の運営） 

木下 博義 広島大学教育学研究科 

准教授 

科学的思考力を育成するためのすべの明確化

・副総括（研究会の運営） 

寺本 貴啓 國學院大學人間開発学部 

講師 
科学的思考力を育成するためのすべの明確化

・副総括（研究会の運営） 

田中 利明 広島市立城山中学校 

校長 

科学的思考力を育成するためのすべの実践化 

（中学校実践者とのリンク） 

桂木 浩文 広島市立安佐中学校 

教諭  

科学的思考力を育成するためのすべの具体化 

（第1分野担当） 

佐伯 貴昭 熊野町立熊野東中学校 

教諭  
科学的思考力を育成するためのすべの具体化 

（第1分野担当） 

平賀 博之 広島大学附属福山中・高等学校 

教諭 
科学的思考力を育成するためのすべの具体化 

（第2分野担当） 

玉木 昌知 北広島町立千代田中学校 

教諭  
科学的思考力を育成するためのすべの具体化 

（第2分野担当） 

雲財 寛 広島大学教育学研究科 

大学院生 
科学的思考力を育成するためのすべの具体化

についての校正等・（運営事務） 

菅 恭平 広島大学教育学研究科 

大学院生 

科学的思考力を育成するためのすべの具体化

についての校正等・（運営事務） 

  （平成26年3月現在） 

 

 

６．経費の概算 
  平成２６年度          １,９２４,０００円     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

旅費交通費 １,２９６,０００円 

会 議 費 １２８,０００円 

委員手当 ５００,０００円 



                     10 

【５】社会科 
 

社会参加を視点にした中学校社会科の教材と評価に関する研究 

（２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的と意義 

平成 18（2006）年改正の新教育基本法では、第 2 条（教育の目標）に次の文言が明記された。「･･･

（略）公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。」

これを受けて、中央教育審議会は、平成 20（2008）年の答申において、「･･･（略）公共的な事柄に

自ら参画していく資質や能力を育成することを重視する方向で改善を図る。」ことを求めた。その結

果、同年に告示された中学校社会の新学習指導要領では、①基礎的･基本的な知識、概念や技能の習

得、②思考力･判断力･表現力の育成と言語活動の充実と並び、③社会参画、伝統や文化、宗教に関す

る学習の充実、が図られたことは周知の通りである。 

筆者を中心とする研究チームは、これまで日本教材文化研究財団の支援の下に、上記①に関わって

「社会科の『活用する力』の育成と評価に関する研究」（平成 22～23 年度）を、②に関わって「社

会科における『思考･判断･表現』の評価に関する研究」（平成 24～25 年度）をそれぞれ行い、成果

を公表してきた。そこで、来年度から③に関わる標記の研究を進めることで、現在の社会科に求めら

れる指導と評価のあり方に見通しを付け、研究に一区切りを付けたいと考えている。 

 なお、「社会参画」では語調がやや硬いため、より一般的な概念として「社会参加」の語を用いて

いるが、意図するところに変わりはない。社会参加を視点にした社会科教育の研究は、新学習指導要

領の特色に合致するだけではなく、学会でも今日的テーマとして注目されている。例えば、日本社会

科教育学会では平成 14（2002）年度の研究大会（千葉大学）のシンポジウムで「地域における社会科

学習と子どもの『参加』」を、平成 23（2011）年の研究大会（北海道教育大学）課題研究で「『社会参

画』に基づく社会科授業のあり方」を取り上げている。これらの意味で、標記の研究は時宜を得たも

のであり、社会的にも意義のある研究になると確信している。 

 

 

２．研究の方法 

(1) 学習指導要領における「社会参加」の概念について分析するとともに、日米の教育学界におけ

る成果を参照して、社会参加の意義と可能性を明らかにする。 

(2) 学校社会科三分野において、社会参加を促す教材と指導のあり方について、先行授業実践や教

科書等の分析を通して明らかにする。 

(3) 上記(1)(2)を踏まえて、社会参加を視点にした社会科の教材開発を行い、授業と評価のプラン

（試案）を構築する。 

(4) 可能な範囲で上記(3)のプランを実践し、実践データを収集する。 

(5） 上記(4)のデータの分析・考察を踏まえて、社会参加を視点にした社会科の教材と指導･評価の

モデル（成案）を提案する。 

 

 

３．研究計画 

＜１年次＞ 
   ①社会参加の概念を整理して定義付けすると共に、社会参加を視点にした社会科教育の意義と可能性、

さらには課題を明らかにする。 
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   ②地理・歴史・公民の各分野の教科書や先行授業の分析を手がかりに、社会参加を促す教材の特質を

究明し、教材開発に着手する。 
③上記②と並行して、社会参加を視点にした社会科の教材構成の論理と指導・評価の方法を究明する。 

 
＜２年次＞  
④１年次に究明した社会参加を視点にした社会科の教材を完成させ、具体的な指導・評価プランを試

案的に構築する。 
⑤開発した指導・評価プランを可能な限り実践し、データを記録する。 
⑥記録したデータの分析・検討を踏まえ、社会参加を視点にした社会科の教材と指導・評価プランを

モデル化し、公表する。 
 

 

４．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 

 

 

５．研究の組織 

 氏 名     所   属         分   担 

原田 智仁 兵庫教育大学 
教授 

社会参加の概念の整理・検討， 
総括（研究会の運営） 

峯 明秀 大阪教育大学 
教授 

社会参加を視点にした公民的分野の 
教材･授業分析 

中本 和彦 四天王寺大学教育学部 
准教授 

社会参加を視点にした地理的分野の 
教材・授業分析 

岩野 清美 

 

和歌山大学教育学部 
准教授 

社会参加を視点にした歴史的分野の 
教材･授業分析，書記(研究会の記録) 

山口 康平 
 

和歌山大学教育学部附属中学校 

教諭 

社会科の教材開発と授業実践 

田中 大雅 大阪市立茨田北中学校 

教諭 

社会科の教材開発と授業実践 

西田 義彦 阪南市立飯の峯中学校 
教諭 

社会科の教材開発と授業実践 

(平成２６年３月現在) 

 

 
６．経費の概算 

  平成２６年度          １,３９６,４００円     

 旅費交通費 ６３０,０００円 

会 議 費 ３２６,４００円 

委員手当 ４４０,０００円 
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【６】保育環境・保育材 

 

子どもの挑戦的意欲を育てる保育環境・保育材のあり方 

                    （２年計画の１年次） 

 
１．研究の目的 

  本研究の目的は、保育・幼児教育の質を高めるために、日々の実践において挑戦的意欲を子どもた

ちに育てていくための保育環境・保育材のあり方について、年齢や期における違いを意識して各園の

実践をもとに検討をしていくことである。 
乳幼児期においては、養護と教育は一体的に展開されている。我が国の保育の特徴は、くらしや遊び

の中に教育の意図を埋め込むことで環境を通しての教育を行うことを重視していること、また子ども

たちが主体的に選択し創意工夫できる保育材としての素材や児童文化財の豊かな積み重ねがあるこ

とであり、その財や活動のあり方がその後の児童期以後の教育に必要な意欲や学びのあり方も方向づ

けていくと考えられる。特に、遊びへの心情意欲態度は幼児期に核として育てたい点であり、そこに

焦点を当ててどのようなかかわりやあり方が遊びこめる材のあり方となるかを検討していく。 
本研究会では、保育所や幼稚園、認定こども園という制度的な枠を超えて、日々の保育の中で特定の

活動を行うためにどのような環境や保育材を準備すればよいのか、また、活動の中でさらに意欲を高

めるために工夫をしていく観点やどこにあるのかを、実践研究の中から明らかにし、子どもの育ちや

活動の展開という時期に応じた動的な保育環境・保育材のあり方を検討していく。そして、他園や家

庭にも活用可能な保育環境・保育材のハンドブックとなる、参加者各園提案事例を写真などに基づき

紹介したブックレットの制作に取り組む。 
 

２．研究の方法 

本研究は実践研究の在り方を初回に相談研究するが、基本、ご参加いただく実践園の先生方に毎回

特定の活動に係る保育環境・保育材に主題を決めて相互にそれに関連する事例のご報告をもとに討議

をいただきながら、年２回間隔をあけて同じ活動に焦点をあてながら時期や年齢変化も含めて議論を

行っていくことで、子どもの挑戦的意欲を育てるよりよい保育環境設定、保育材のあり方に関して議

論を進める。 

環境としても幅広いため、５領域の中で各園が取り組むであろうことを相談して検討を行っていく。 

 

３．研究計画 

 １年目には室内保育環境・保育材を、２年目には戸外ならびに自然にかかわる保育環境や保育材に

ついてそのあり方を検討していく。 

＜１年次＞ 

（１）領域「言葉」と「表現」、「環境」に焦点を当てて、より質の高い環境と素材の工夫とは何かを

具体的に検討する。 

（２）３－５歳に関して、発達段階において、環境を子どもと共同構成する保育者の指導支援を明ら

かにする。 

（３）挑戦的意欲を育てる環境や保育材のデザインに関する原理を抽出する。 

 

＜２年次＞ 

（１） 戸外での「環境」「健康」に焦点をあてて、より質の高い環境と素材の工夫とは何かを具体的

に検討する。 
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（２） １年間の中でも各期における育ちを見据えて、環境を子どもと共同構成する保育者の指導支援

を明らかにする。 

（３） 挑戦的意欲を育てる環境や保育材のデザインに関する原理に基づき、デザインブックレットを

開発作成する。 

 

 

４．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 

 

 

５．研究の組織 

 氏 名     所   属        分   担 

秋田 喜代美 東京大学大学院教育学研究科 

教授 

研究代表者 

(研究主題全体に係る総括・運営) 

安見 克夫 東京成徳短期大学教授 

板橋富士見幼稚園園長(私幼) 

研究テーマに係る実践事例と実践研究

総括 

野口 隆子 十文字学園女子大学准教授 研究テーマに係る理論や先行研究等総

括 

宮田 まり子 東京大学大学院博士課程院生 研究テーマに係る実践事例と実践研究 

実務補助 

亀ヶ谷 忠宏 宮前幼稚園園長（私幼） 

 

研究テーマに係る実践事例と実践研究 

大竹 節子 東京都教職員研修センター  
授業力向上課研修研究支援専門員(公幼) 

研究テーマに係る実践事例と実践研究 

石井 雅 品川区大井保育園園長(公保) 研究テーマに係る実践事例と実践研究 

福田 奈美恵 あゆのこ保育園主任保育士（私保） 研究テーマに係る実践事例と実践研

究 

久留島 太郎  千葉大附属幼稚園教諭(国幼) 研究テーマに係る実践事例と実践研

究 

和島 千佳子 足立区立元宿こども園主任教諭 

(公こども園) 

研究テーマに係る実践事例と実践研

究 

(平成２６年３月現在) 

 

６．経費の概算 
  平成２６年度            １,４９１,０００円     

 

 

旅費交通費 １６６,０００円 

会議費・資料代 ７５５,０００円 

委員手当 ５７０,０００円 
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【７】学ぶ意欲 

 

幼児・児童期の学ぶ意欲に影響を与える要因の研究 

                                             （２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的 

 国際的な学力調査（ＰＩＳＡなど）によると、わが国の子どもの学力は向上傾向にあるものの、依

然学びへの興味・関心は低く、将来展望が開けていない、というような状況にあり、学ぶ意欲や将来

目標のあり方が問題となっている。 

 本研究では学びへの興味・関心が比較的高い時期である幼児期と児童期に焦点を当て、学ぶ意欲に

影響を与える要因ついて、理論的および実証的な検討を行う。 

 幼児期の場合、子どもの学ぶ意欲に大きな影響を与える要因の一つは、養育者（おもに母親）の養

育方法ではないかと考えられる。従来の養育態度や養育行動に関する研究を十分に検討して、子ども

の学ぶ意欲と養育者の養育方法との関係を、子どもならびに親を対象に実証的に検討したい。 

 児童期（とくに小学校高学年）の場合、子どもの学ぶ意欲に大きな影響を与える要因の一つは、教

師や級友との対人関係であると考えられる。例えば、子どもの教師への信頼感や級友への信頼感は、

安心して学べる環境や居場所を提供することになり、その結果、子どもは授業に意欲的に関わり、学

業成績や学ぶ意欲も高まることが予想される。 

 こうした理由より、本研究では、幼児期および児童期の子どもの学ぶ意欲に大きな影響を与える要

因として、幼児期についてはおもに養育者の養育態度や行動を、児童期ではおもに教師や級友との対

人関係を取り上げて、理論的および実証的な検討を行う。 

 

 

２．研究の方法 

 前項の目的を達成するために、以下のような方法で研究を行う。 

 (1) 幼児期および児童期の子どもの学ぶ意欲に影響する要因について、理論的な検討を行う。 

 (2) 子どもの学ぶ意欲に影響する要因についての実証的な検討をするために、おおまかなモデル

を構築する。同時に、実証的な検討に必要な質問紙や尺度の準備をする。 

 (3) 幼稚園あるいは保育園、および小学校の子どもおよび親や教師を対象に調査・分析を行い、

結果をまとめる。 

 

 

３．研究計画 

＜1 年目＞ 

  上記研究方法における、(1)と(2)をおもに行う。学ぶ意欲に影響する要因について文献研究をし、

幼児期ならびに児童期のモデルを作成する。モデルに基づき、実証研究に必要な質問紙や尺度の準備

をする。 

 

＜２年目＞ 

  上記研究方法における(3)を中心に進める。幼稚園あるいは保育園、および小学校で必要なデータ

を収集し、分析して結果をまとめる。 
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４．研究年度 
平成２６年度～平成２７年度の２年計画とする。 

 

 

５．研究の組織 

 氏 名     所   属       分   担 

櫻井 茂男 筑波大学大学院人間系 
教授 

研究の統括 
（研究会の運営） 

冨田 久枝 千葉大学教育学部 
教授 

理論的な検討と調査の統括 
（渉外） 

大内 晶子 常磐短期大学幼児教育保育学科 

助教 

理論的な検討と調査の推進 
（渉外） 

倉住 友恵 筑波大学大学院 
院生 

理論的な検討と調査の推進 
書記（研究会の記録） 

 (平成２６年３月現在) 

 
 
 
６．経費の概算 

  平成２６年度             ６１５,０００円     

 

 

 

 

 

 

 

旅費交通費 ６５,０００円 

会議費 ３００,０００円 

委員手当 ２５０,０００円 
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【８】メディア 

 

メディア・リテラシー教育の実践事例集の開発 

                    （２年計画の１年次） 

 

１．研究の目的 
 現代社会は様々なメディアに囲まれ、世界中の情報が瞬時に入手できたり、世界中の人と連絡でき

たりする便利な世の中になっている。子どもたちは生まれながらに、当たり前のようにメディアを活

用しているが、LINE やツイッターなどの内容が社会問題となっている。様々な困りから回避させる

ためにも、今までよりもさらに、子どもたちにメディア・リテラシーを育てることが必要となってき

た。     
 現在、高等学校には、教科として「情報」があり、中学校でも、「技術・家庭科」の中に必修の領

域「Ｄ情報に関する技術」があるが、「メディア・リテラシー」について、きちんと指導されている

とは言えないであろう。しかも、小学校や幼稚園・保育所には「メディアや情報」に関する教科・領

域そのものが無い。家庭ではなおさらである。けれども、今後、学校教育の中でメディアの特性を教

えるメディア・リテラシー教育の必要性がますます高まってくると考えられる。 
 そこで、家庭や各学校園で、子どもたちにメディア・リテラシーを育てようとした時の支援となる

ように、家庭、幼稚園・保育所から高等学校までの「メディア・リテラシー教育の実践事例集」を開

発したいと考えている。 
  
 
２．研究の方法 

(1) 「理論研究グループ」と「教材開発グループ」に分かれて研究を行う。 

(2) 「理論研究グループ」は、メディア・リテラシーを育てるための教材のアイデアを考案する。 

(3) 「教材開発グループ」は、家庭、幼稚園・保育所から高等学校までのメディア・リテラシー教

育の教材の開発と試行・評価を行う。 

(4) 研究成果をまとめ、日本教育メディア学会で発表し、報告書にまとめる。 

 

 

３．研究計画 

＜１年次＞ 

(1) 研究会の平成 26 年度運営会議を行う。（京都）※田中氏、中橋氏の講演を予定 

(2) 教育メディア学会の前後に中間報告会を行う。（現地又は東京） 

(3) 研究の進捗状況の報告会を行う。（京都） 

 

＜２年次＞ 

(1) 研究会の平成 27 年度運営会議を行う。（京都） 

(2) 教育メディア学会で研究の成果を発表する。（現地又は東京） 

(3) 報告書を作成し、平成 27 年度のまとめの報告会を行う。（京都） 

 

 

４．研究年度 
 平成26年度～平成27年度の２年計画とする。 
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５．研究の組織 

 氏 名     所   属        分   担 

浅井 和行 京都教育大学大学院教授 

（附属桃山小学校校長） 

研究の運営と総括 

田中 博之 早稲田大学教職大学院 

教授 

理論研究（カリキュラムの観点から） 

中橋 雄 武蔵大学 
教授 

理論研究（メディア・リテラシーの観点から） 

岡本 弘之 聖母被昇天学院中学校高等学校 

教諭 

高等学校の教材開発 

神﨑 友子 京都教育大学附属桃山中学校 

教諭 
中学校の教材開発 

山川 拓 京都教育大学附属桃山小学校 

教諭 
小学校の教材開発 

平島 和雄 京都教育大学附属桃山小学校 

教諭 
小学校の教材開発 

佐藤 和紀 東京都北区立豊川小学校 

教諭 
小学校の教材開発「メディアのめ」活用 

大久保 紀一朗 島根県江津市立津宮小学校 

教諭 

小学校の教材開発「メディアのめ」活用 

宮前 志麻 住吉保育園 

保育士 

幼稚園・保育所の教材開発 

家庭の教材開発 

吉田 のり子 京都市立九条弘道小学校 

副教頭 

家庭の教材開発 

寺岡 裕城 大阪府公立小学校 

教諭 

理論研究 

生田 幸士 京都教育大学大学院 

院生 

理論研究（事務局） 

(平成２６年３月現在) 

 

 

６．経費の概算 
   平成２６年度         １,５８８,０００円 
 

 

 

 

旅費交通費 ９５３,５００円 

会 議 費 ２２９,５００円 

委員手当 ４０５,０００円 
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【９】教育方法に関する調査研究 

 

   今後の「調査研究事業」を充実させるべく、全国教育研究所連盟・関東地区教育研究所連盟・

民間教育研究所連盟の研究発表会をはじめ、各種の研究会に出席し、教育方法に関する資料を収

集して分析し、学校教育・家庭教育・社会教育上の資とする。 
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公 益 事 業  

 

 

２．普及・公開部門 

 

 

【１】 家庭教育の振興・普及 

 
家庭教育の重要性がより強く叫ばれている今日、当公益財団では平成２３年度から「家庭教

育確立運動」を重点項目として位置づけ、取り組んできた。平成２６年度も引き続き重点項目

として実施していく。 
       具体的には、提供価値として、村上和雄先生の教育対談会を３回開催、「子育て支援講演会」

を８回計画している。また、「父母小集会」、「母親セミナー」などにも講師を派遣したいと考え

ている。  
そのほか、他の団体との連携・コラボによる「教育シンポジウム」や「教育イベント」などの

計画も進めていきたいと考えている。 

これらの活動を通して、家庭教育の振興・普及に寄与していきたい。 

 

 

 

 

【２】 研究成果の公開 

 

 １．『研究紀要４４号』 

   Ｂ５版  １４８ページ １,５００部  平成２７年３月発行 

   <テーマ案> 

「今後の教育の諸課題」 

 

 

 ２．調査研究シリーズ５７〜６１ 

   Ａ４版  １２８ページ平均 各６５０部（理科のみ７００部） 平成２６年９月発行 

   『英語科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』 

   『算数・数学科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』 

   『国語科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』 

   『理科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』 

   『社会科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』 

 

 

 ３．ホームページによる研究公開 

・平成２５年末 当公益財団のホームページをリニューアル。 

（随時更新予定） 

・平成２５年４月 民間教育連盟のウェブサイトに、当公益財団の紹介と研究成果を掲載。 

（随時更新予定） 
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 収 益 事 業  

 
【１】幼児・小学生・中学生用家庭学習教材『月刊ポピー』の監修 
 
   当公益財団は、学校教育・社会教育および家庭教育における教育方法に関する調査研究を行う

ことを目的として、４０年以上活動を続けてきた。 

そのこともあって、家庭学習教材『月刊ポピー』を企画している全日本家庭教育研究会の委託

を受け、当初よりこの教材の企画開発に携わってきた。また、家庭教育に関する種々の情報提供

等の協力も行っている。 

上記のことは、当公益財団が持つ家庭教育のノウハウを『月刊ポピー』に具現化し、わが国の

家庭教育の振興にいささかでも寄与せんがためである。 

なお、全日本家庭教育研究会は、家庭学習教材『月刊ポピー』を企画するとともに、子育て支

援など家庭教育振興のための諸活動を行っている団体である。 

 

 

 

【２】算数・数学検定の監修 
 
   ｉＭＬ国際算数・数学能力検定協会が企画・運営している検定教材「算数・数学思考力検定」

の監修を行い、わが国の算数・数学教育の振興にいささかでも寄与せんとする。 

なお、ｉＭＬ国際算数・数学能力検定協会は、検定を通じて、算数・数学が好きになり、豊か

な思考力を持った未来を創造できる子どもをたくさん育てたいと考え、諸活動を行っている団体

である。 


