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◇　総　括
　　平成２６年度日本教材文化研究財団は、事業として公益事業１の「調査研究・教材開発」部門
と公益事業２の「普及・公開」部門、及び「収益事業」を行った。

　公　益　事　業　

１．調査研究・教材開発部門
　⑴　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　「グローバル人材に求められる資質・能力」について、わが国ではグローバル人材育成
推進会議のまとめに提示されている以下の要素がもっとも頻繁に引用されていることが判明した。

　　　①要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力
　　　②要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
　　　③要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー
　　２　国立教育政策研究所の報告書に整理されている１の資質・能力のうち、学校教育で付ける

べき内容を基に「付けるべき英語力」を検討し、次のように整理した。
　　　・基礎的なリテラシー（基礎力）：コミュニケーション能力
　　　・認知スキル（思考力）：思考力・判断力を誘引する英語
　　　・社会的スキル（実践力）：交渉力、コミュニケーションスキル
　　
　⑵　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）

　　　数学的リテラシーの育成とその評価、数学的リテラシーの評価教材の開発に焦点化し、数
学的リテラシーの評価の枠組みに関する論点の整理、諸外国のカリキュラムにおける学習プ
ロセス面の評価の実際の検討、評価教材案の蓄積を行った。

　　　
　⑶　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　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した。

　　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、授業実践を通して検討を重ねた。

　
　⑷　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）

　　　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、そこに適用されている「す
べ」を詳細に抽出・整理した結果、①「既習事項」、②「授業で扱う解決すべき問題」、③
「実験結果の予想」の３点が下位の「すべ」として明らかとなり、①〜③を明示することが
教師には有効な手立てであることも明らかとなった。

　
　⑸　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）

　　　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、課題を明らかにした。また、地理・歴史・公民の教科書や先行授業を分析し、社
会参加を促す教材の特質について議論するとともに、教材開発と授業実践に着手し、実践結
果を検討した。並行して、社会参加を視点にした教材構成の論理と指導・評価の方法を議論
し、一定の共通認識を得た。
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　⑹　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　領域「言葉」「表現」「環境」に焦点を当て、より質の高い環境と素材の工夫とは何かを写真や
映像の記録を基に検討し、時期により園を超えて共通する援助や素材の特徴を具体的に導出した。

　　２　５歳時期を中心に、環境を子どもと共同構成する保育者の指導支援のポイントを明らかにした。
　　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ついて議論を行い、挑戦の過

程のさまざまなあり方の質や援助、ある特定の素材を中心にした分析などを議論検討した。
　　
　⑺　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）

　　　自ら学ぶ意欲に影響する子育て要因について文献研究を行い、重要な要因を決定し、実証
的な研究に必要な質問紙の準備をした。その結果、質問紙は、①子どもの自ら学ぶ意欲に影
響する要因を測定する、子どもの養育者に回答してもらうものと、②子どもの自ら学ぶ意欲
を測定する、子どもの保育者および教師に回答してもらうもの、で構成することになった。

　　
　⑻　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）

　　　「メディア・リテラシーと情報活用能力の違い」「メディアと学力」「最近のメディア・
リテラシー教育」の講演を通して学習した。また、各校・園で実践されたメディア・リテラ
シー教育の事例を発表し、議論を行った。

　　
　⑼　教育方法に関する調査研究
　　　平成２８年度からの調査研究事業を充実させるべく、発表会、研究会等への出席や、資料の
収集分析を行った。　

　　
２．普及・公開部門
　⑴　家庭教育の振興・普及
　　　家庭教育の振興・普及のため、「子育て支援教育講演会」を全国６会場で実施するとともに、
父母小集会、子ども会などに講師を派遣して家庭教育を支援する活動を行った。

　　
　⑵　『研究紀要』第４４号の発行　
　　　特集Ⅰ「教育の諸課題」では、財団の理事・評議員の先生方、特集Ⅱ「幼児期の探究」では、
保育研究会の先生方、特集Ⅲ「家庭教育を支える地域力」では、全日本家庭教育研究会の対話
主事・支部長・教育モニターに寄稿をお願いし、いずれも貴重なご意見とご提言をいただいた。

　　
　⑶　研究成果の公開　
　　①『英語科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』調査研究シリーズ５７の発行。
　　②『算数・数学科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』調査研究シリーズ５８の発行。
　　③『国語科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』調査研究シリーズ５９の発行。
　　④『理科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』調査研究シリーズ６０の発行。
　　⑤『社会科における「思考・判断・表現」の評価に関する研究』調査研究シリーズ６１の発行。
　　⑥当財団のホームページにて、研究成果を公開。

　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
　　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
本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も行っている。
　
２．算数・数学思考力検定の監修
　　２６年度より、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」の監修を行っている。
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　公　益　事　業

 　

【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みられる。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。現在の英語教育がグローバル
社会のリテラシーとしてふさわしいのか疑問がある。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検討することを目的としている。

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、そこから得られた知見に基づき、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。第１年次の研究は、以下の計画で実施した。
　　⑴　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。
　　⑵　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。
　　⑶　到達レベルを評価できるようなテスト課題を開発する。

３. １年次の研究成果
　　⑴　グローバル人材に求められる資質・能力
　　　経済産業省が示した社会人基礎力、文部科学省が示した学士力、早稲田大学など国内の大
学で示された資質・能力、OECDのkey competenciesなど海外で提示された資質・能力など
についても分析した。その結果、平成２４年６月にグローバル人材育成推進会議が審議まとめ
の中で提示している次の要素が、わが国ではもっとも頻繁に引用されていることが判明した。

　　　① 要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力
　　　② 要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感
　　　③ 要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティー
　　⑵　付けるべき英語力
　　　上で述べた資質・能力に関して、学校教育で付けなければならない内容に関しては、国立
教育政策研究所の研究プロジェクト報告書（２０１３）に整理されている。

　　　ＥＵのキー・コンピテンシー、北米を中心とした「２１世紀型スキル」、イギリスのキースキ
ル、オーストラリアの汎用的能力などをまとめた結果、どの目標も、言語や数、情報を扱う
基礎的なリテラシーと、思考力や学び方の学びを中心とする高次認知スキル、社会や他者と
の関係やその中での自律に関わる社会スキルの３層に大別できることを指摘している。さら
に、それを踏まえて日本人に求められる２１世紀を生き抜く力を「２１世紀型能力」と名付け、
「思考力」、「基礎力」、「実践力」から構成されるモデルを提示している。

　　　それを基盤に英語科で付けるべき力を検討し、次のように整理した。

１．調査研究・教材開発部門
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　　　　基礎的なリテラシー（基礎力）：コミュニケーション能力
　　　　認知スキル（思考力）：思考力・判断力を誘引する英語
　　　　社会的スキル（実践力）：交渉力、コミュニケーションスキル
　　　まず、基礎的なリテラシー（基礎力）であるが、ここには、基礎的な知識と技能が含まれる。知
識は、単なる事実的知識（語彙、発音、表現など英語の知識）、概念的知識（文法知識、作文の
形式など英語についての知識）のみならず、手続き的知識（実際のコミュニケーションの文脈ではな
い場面での文の生成など基礎的な技能）、メタ認知的知識（英語の学び方など）などが含まれる。
技能には、日常会話レベルの英語力、仕事に必要な基礎的な英語力などが含まれる。

　　　次に認知スキル（思考力）については、思考力・判断力等を誘引するための英語力、それ
らを活用して実際に思考・判断するスキルから成る。前者は、関連付け、比較、仮定、焦点
化など思考や判断を英語で行う際に必要な表現の獲得であり、後者はそれを用いて実際に英
語で思考・判断を伴う活動を行うことができる力となる。たとえば、比較は批判的思考に必
須の言語概念である。実際に比較をしようにも英語による比較表現を知らなければ比較のし
ようがない。したがって、compared to、in comparison with、superior toなど比較する際に
用いる表現を知ることで比較を誘引することが重要である。

　　　最後の社会的スキル（実践力）には交渉力やコミュニケーションスキルが含まれる。仕事
に必要な英語力ならびにリーダーに必要な英語力と言い換えることができる。さまざまな状
況下で交渉する際には、批判的な思考力や論理的な表現力などが求められ、言葉は極めて重
要である。また、リーダーに必要な能力にはリーダーシップ、マネジメント力、異文化間の
交渉力、調整力などが含まれると考え、それを英語で遂行できるだけの能力である。加えて、
コミュニケーションを円滑に進めるためのスキルも必要である。

　　　これまでの英語教育では、日常会話が中心で、自分の考えや気持ちを述べる程度にとどまってい
た。今後は、ここで述べたような内容を指導する必要があるとの認識で指導法を検討することとした。

４．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究テーマに関わる理論・研究代表者（指導）広島大学教育学研究科教授松浦　伸和

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論岐阜聖徳学園大学教授加納　幹雄

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論群馬県立女子大学准教授神谷　信廣

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論国立教育政策研究所
教育課程調査官

平木　　裕

研究テーマに関わる学習指導と評価の理論広島市教育委員会学校教育部
指導主事

小田久美子

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践香川県立観音寺中央高校教諭河北　健一

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践広島大学附属中・高等学校教諭小橋　雅彦

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践広島県福山誠之館高等学校教諭多賀　由里

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践京都府立嵯峨野高等学校教諭伊藤　文昭

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）

広島大学大学院生森崎　将彦

（平成２7年３月現在）



【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、上記のような背景から、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
方について理論と実践の両面から検討し、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
　　以下の⑴と⑵の方法によって研究を推進する。
　　⑴　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、数学的リテラシー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 States スタンダードで示された数学的プロセ
スや、STEM教育（科学・テクノロジー・工学・数学の統合を志向した教育）の動向を視
野に入れながら、数学的リテラシーの育成とその評価について検討する。

　　⑵　OECD/PISAや全国学力・学習状況調査の過去のサイクルの結果を分析し、数学的リテ
ラシーの評価教材の開発を行う。その際、他教科や他領域との複合的な問題解決を想定し
た教材や、高等学校数学科との関連の検討を視野に入れた教材を開発する。

３．本年度の研究成果
　　第１年次は、主として上記研究方法の⑴および⑵に焦点化し、数学的リテラシーの評価の枠
組みに関する論点の整理、諸外国のカリキュラムにおける学習プロセス面の評価の実際の検討、
評価教材案の蓄積を行った。
　　具体的には、OECD/PISAの数学的リテラシーの評価における文脈、数学的アイディア、能
力群による枠組み、全国学力・学習状況調査（中学校数学）の数学的プロセスの枠組み、そし
てわが国における高次目標の評価の先駆的研究である「オープンエンドアプローチ」等を具体
的に検討し、問題の文脈、数学的内容、そしてPDCAサイクルを想定した数学的プロセスを基
本とする評価教材の開発のための枠組みを検討した。また、全米のCommon Core Statesスタ
ンダードとその評価方法、デンマークのコンピテンシー準拠型のカリキュラムの構成を検討す
るとともに、STEM教育のために開発された評価問題例を収集し、わが国における評価規準と
対比しながらその特徴を検討した。これらの検討によって、数学的リテラシーの評価について
の研究動向を把握するとともに、特徴的な評価教材例を収集できた。
　　他教科や他領域との複合的な問題解決を想定した教材や、高等学校数学科との関連の検討を
視野に入れた教材についても、具体的な教材例をもとに検討した。その結果、例えば、数学的
モデル化における批判的思考の評価（地名「富士見」とその位置の解明）、教科横断型の数理的
判断力の評価（適切なアンケート調査の設計）、工学的デザインプロセスの利用（ハンググライ
ダーの制作）等、数学的リテラシーの評価のための新タイプの教材例を考案した。
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４．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究の統括
（研究会の運営）

筑波大学大学院人間系
教授

清水　美憲

数学的リテラシーの評価に関する理論的研究国立教育政策研究所教育課程研究センター
学力調査官

新井　　仁

数学的リテラシーの評価に関する理論的研究
（渉外）

東京学芸大学教育学部
准教授

西村　圭一

数学的リテラシーの評価問題の開発と試行
（渉外）

山梨大学教育人間科学部
准教授

清野　辰彦

数学的リテラシーの評価問題の開発と試行奈良教育大学
准教授

小泉　友香

調査結果の分析、授業モデルの開発筑波大学附属中学校
教諭

小石沢勝之

調査結果の分析、授業モデルの開発練馬区立三原台中学校
教諭

石綿健一郎

調査結果の分析、授業モデルの開発東京学芸大学附属高等学校
教諭

花園　隼人

海外の研究・実践動向の検討
（数学的モデル化）

筑波大学大学院人間総合科学研究科
院生

平林　真伊

海外の研究・実践動向の検討（STEM教育）
書記（研究会の記録）

筑波大学大学院教育研究科
院生

上田　祥平

（平成２7年３月現在）



【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、研究を進めてきた。　

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た。
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３．本年度の研究成果
　　平成２６年度は６回の研究会を開催し、各メンバーの実践に基づき次の内容について研究を進
めた。
　　⑴　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した。
　　⑵　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、授業実践を通して検討を重ねた。
　　本研究会には、指導主事ならびに中高一貫校を含め小、中、高、各校種のメンバーがおり、
小中、中高の連携を図るカリキュラムづくりにおいて、それぞれの視点から活発な協議を行う
ことができた。
　　また、校内研究体制の構築については、一般企業の研修システム、内容について学ぶ機会を
持ち、学校における教職員の研修の運営・改善に生かす視点を持って検討を進めた。
　
４．研究の組織 … 研究会の名称は「TMの会」（TM＝teaching method）
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分　　　担所　　　属氏　名

研究テーマに関わる理論
顧　問（研究会への指導助言）

横浜国立大学教育人間科学部
教授

髙木　展郎

研究テーマに関わる理論
顧　問（研究会への指導助言）

横浜国立大学教育人間科学部
主任研究員

三浦　修一

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）

横浜市立港南台第一中学校
主幹教諭

三藤　敏樹

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

横浜国立大学教育人間科学部
附属鎌倉中学校副校長

青木　　弘

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

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

松田　哲治

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

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

高橋　　励

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜市立南高等学校
附属中学校主幹教諭

竹下　恭子

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践三浦市立三崎中学校
総括教諭

小清水宣雄

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践愛川町立愛川東中学校
教諭

中村　慎輔

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜市立南高等学校
附属中学校教諭

山内　裕介

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践茅ヶ崎市立浜須賀中学校
主幹教諭

小林美佐子

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜隼人中学・高等学校
教諭

南崎　徳彦

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践川崎市立田島小学校講師／
教育カウンセラー

鈴木　優子

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜国立大学教育人間科学部
附属鎌倉中学校教諭

増田　友昭

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜国立大学教育人間科学部
附属鎌倉中学校教諭

木村信一郎

（平成27年３月現在）



【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」について、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．本年度の研究成果
　　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、整理した結果、以下の３点が下位の「すべ」として明らかになった。
　　①「既習事項」
　　②「授業で扱う解決すべき問題」
　　③「実験結果の予想」
　　また、①〜③の明示が有効な教師の手立てであることも明らかになった。

 

− 　−10



４．研究の組織
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分　　担所　　属氏　　名

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）

日本体育大学児童スポーツ教育学部
教授

角屋　重樹

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）

広島大学教育学研究科
准教授

木下　博義

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）

國學院大學人間開発学部
准教授

寺本　貴啓

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）

広島市立城山中学校
校長

田中　利明

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）

広島市立安佐中学校
教諭

桂木　浩文

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）

熊野町立熊野東中学校
教諭

佐伯　貴昭

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）

広島市立五日市南中学
教諭

川口　健史

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）

広島大学附属福山中・高等学校
副校長

平賀　博之

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）

広島県教育委員会西部教育事務所
芸北支所教育指導課指導主事

玉木　昌知

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）

広島県立教育センター
教科教育部指導主事

野上　真二

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）

広島大学大学院
院生

雲財　　寛

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）

広島大学大学院
院生

菅　　恭平

（平成27年３月現在）



【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。さらに
次期学習指導要領の全面改訂に向けてなされた昨年１１月の中教審への諮問においても、高等学
校教育の在り方との関連で「主体的に社会に参画し自立して社会生活を営むために必要な力を、
実践的に身に付けるための新たな科目等の在り方」の検討が求められている。
　　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、平成２６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。
　　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
　⑴　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、社会科教育における社会参加の意義と可能性を明らかにする。

　⑵　中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。

　⑶　上記⑴⑵を踏まえて、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
を究明し、教材開発及び授業実践に着手する。
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３．本年度の研究成果
　⑴　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した。

　　　
　⑵　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
の特質について議論するとともに、できるところから教材開発と授業実践に着手し、実践結
果を検討した。

　⑶　上記⑵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・評価の方法に
ついて議論し、一定の共通認識を得ることができた。

４．研究の組織
 

− 　−13

分　　　担所　　　属氏　名

社会参加の概念の整理・検討、
総括（研究会の運営）

兵庫教育大学
教授

原田　智仁

社会参加を視点にした公民的分野の
教材･授業分析

大阪教育大学
教授

峯　　明秀

社会参加を視点にした地理的分野の
教材・授業分析

四天王寺大学教育学部
准教授

中本　和彦

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）

和歌山大学教育学部
准教授

岩野　清美

社会科の教材開発と授業実践和歌山大学教育学部附属中学校
教諭

山口　康平

社会科の教材開発と授業実践大阪市立茨田北中学校
教諭

田中　大雅

社会科の教材開発と授業実践阪南市立飯の峯中学校
教諭

西田　義彦

（平成２7年３月現在）



【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はどこにあるのかを、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あり方を相談研究し、ご参加いただいている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進めた。それによって、時期変化に関し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期におうじた援助の
仕方についての議論を進める。場や素材の理解と工夫の方向性を検討する。

３．本年度の研究成果
　　上記目的に沿って保育環境・保育材、戸外ならびに自然にかかわる保育環境や保育材につい
て検討を行った。
　⑴　特に今年度は、領域「言葉」と「表現」および「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写真や映像の記録を基に検討した。それによって、時期に
より園を超えて共通する援助や素材の特徴を具体的に導出することができた。

　⑵　そして５歳時期を中心に、環境を子どもと共同構成する保育者の指導支援のポイントを明
らかにした。

　⑶　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ついて議論を行い、挑戦の過程
のさまざまなあり方の質や援助、ある特定の素材を中心にした分析などを議論検討した。
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４．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究代表者
（研究主題全体に係る総括・運営）

東京大学大学院教育学研究科
教授

秋田喜代美

研究テーマに係る実践事例と実践研究総括東京成徳短期大学教授
板橋富士見幼稚園園長（私幼）

安見　克夫

研究テーマに係る理論や先行研究等総括十文字学園女子大学
准教授

野口　隆子

研究テーマに係る実践事例と実践研究
実務補助

東京大学大学院博士課程
院生

宮田まり子

研究テーマに係る実践事例と実践研究宮前幼稚園園長（私幼）亀ヶ谷忠宏

研究テーマに係る実践事例と実践研究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）

大竹　節子

研究テーマに係る実践事例と実践研究品川区大井保育園園長（公保）石井　　雅

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

研究テーマに係る実践事例と実践研究千葉大学教育学部附属幼稚園教諭
（国幼）

久留島太郎

研究テーマに係る実践事例と実践研究足立区立元宿こども園主任教諭
（公こども園）

和島千佳子

（平成２7年３月現在）



【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（学ぶ意欲、特に自ら学ぶ意欲）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、子どもの学ぶ意欲のあり方が大きな問題となっている。生涯学習の
時代を迎え、成長し大人になっても、自ら課題を見つけ学ぶことが必要な時代である。
　　本研究では、子どもの学ぶ意欲、特に自ら学ぶ意欲に大きな影響を与えると予想される「養
育者（おもに母親）の子育て」に焦点を当て、その影響を検討したい。対象となるのは、養育
者の子育ての影響を受けやすいと考えられる幼児期および児童期前期（小学校低学年）の子ど
もたちである。また、養育者の子育て要因として重要なのは、養育者の発達観や養育態度・養
育行動、さらには子育てへの自信などであろう。
　　そこで本研究では、こうした要因に関する従来の研究を検討し、その結果に基づき重要な子
育て要因を測定する質問紙を作成し、子どもの自ら学ぶ意欲との関係を実証的に検討する。

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。
　⑴　幼児期および児童期の子どもの自ら学ぶ意欲に影響する子育て要因について、理論的な検
討を行う。

　⑵　子どもの自ら学ぶ意欲に影響する子育て要因についての実証的な検討をするために、質問
紙の準備をする。

　⑶　幼稚園あるいは保育園、と小学校低学年の子どもの養育者（おもに母親）および保育者・
教師を対象に、調査・分析を行い、結果をまとめる。

３．本年度の研究成果
　　上記の「研究の方法」における⑴と⑵をおもに行った。自ら学ぶ意欲に影響する子育て要因
について文献研究を行い、重要な要因を決定し、実証的な研究に必要な質問紙の準備をした。
　　その結果、質問紙（冊子）としては、①子どもの自ら学ぶ意欲に影響する要因を測定する、
幼稚園あるいは保育園と小学校低学年の子どもの養育者に回答してもらうものと、②子どもの
自ら学ぶ意欲を測定する、同子どもの保育者および教師に回答してもらうもの、で構成された。
　　①については、養育者の、自己決定理論に基づく養育行動（自律性支援、有能さ支援、関係
性支援の行動）、発達観、育児感情（育児への束縛による負担感、育ちへの不安感、肯定感）、
子育てに対する自信、ネガティブな養育行動（スパンキング、物的報酬、感情的叱責）、自尊感
情などを測定する尺度で構成された。
　
　　②については、子どもの自ら学ぶ意欲に関連する、拡散的好奇心、特殊的好奇心、独立達成、
挑戦、粘り強さ、自己効力感などを測定する尺度で構成された。
　　来年度は、ほぼ完成した質問紙を精査し、実施・分析をして、結果をまとめる予定である。
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４．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究の統括
（研究会の運営）

筑波大学大学院人間系
教授

櫻井　茂男

理論的な検討と調査の統括
（渉外）

千葉大学教育学部
教授

冨田　久枝

理論的な検討と調査の推進
（渉外）

常磐短期大学幼児教育保育学科
助教

大内（佐藤）晶子

理論的な検討と調査の推進
書記（研究会の記録）

筑波大学大学院
院生

倉住（五十嵐）友恵

（平成２7年３月現在）



【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、世界中の人と通
信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。しかし、子どもたちのLINEやオンラインゲームなどの内容が社会
問題となっている。メディアに関する様々な困りから回避させるためにも、より良いコミュニ
ケーションを行うためにも、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。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。各学校でメディア・リテラシー教育が十分に指導されていない現状
の中、家庭ではなおさらである。
　　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た。
　
２．研究の方法
　⑴　「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。
　⑵　「理論研究グループ」は、メディア・リテラシー育成のための教材のアイデアを考案する。
　⑶　「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

教育の教材の開発研究を行う。
　⑷　研究成果をまとめ、日本教育メディア学会で発表する。
　⑸　研究報告書として「メディア・リテラシー教育の実践事例集」を発行する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．本年度の研究成果
　⑴　第１回研究会　メンバー自己紹介、研究内容の確認、講演：中橋雄教授（武蔵大学）「メデ
ィア・リテラシーと情報活用能力の違い」＜京都＞

　　　現在我が国におけるメディア・リテラシー教育研究の第一人者である中橋先生のお話を伺
い学ばせていただいた。

　⑵　第２回研究会　講演：田中博之教授（早稲田大学）「メディアと学力」、研究発表：大久保
先生、岡本先生、生田さん、 佐藤先生（資料提供）＜東京＞

　　　現在我が国における学力研究の第一人者である田中先生のお話を伺い学ばせていただいた。
　⑶　日本教育メディア学会で本研究の中間報告を行った。＜金沢＞
　⑷　第３回研究会　研究報告：浅井和行教授（研究会代表、京都教育大学）「最近のメディア・
リテラシー教育」、研究の進捗状況報告＜京都＞

　　　研究代表者の浅井先生から最近のメディア・リテラシー教育についてお話を伺い学ばせて
いただいた。
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４．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究の運営と総括
＜報告を原稿に起こす＞

京都教育大学副学長・大学院連
合教職実践研究科長教授

浅井　和行

理論研究（カリキュラムの観点から）
＜講演を原稿に起こす＞

早稲田大学教職大学院
教授

田中　博之

理論研究（メディア・リテラシーの観点から）
＜講演を原稿に起こす＞

武蔵大学
教授

中橋　　雄

高等学校の教材開発
＜実践事例１＞

聖母被昇天学院中学校高等学校
教諭

岡本　弘之

中学校の教材開発
＜実践事例２＞

京都教育大学附属桃山中学校
教諭

神﨑　友子

小学校の教材開発
＜実践事例３＞

京都教育大学附属桃山小学校
教諭（教務主任）

山川　　拓

小学校の教材開発
＜実践事例４＞

京都教育大学附属桃山小学校
教諭

平島　和雄

小学校の教材開発
＜実践事例５＞

京都教育大学附属桃山小学校
教諭

木村　明憲

小学校の教材開発「メディアのめ」活用
＜実践事例６＞

東京都北区立豊川小学校
主任教諭

佐藤　和紀

小学校の教材開発「メディアのめ」活用
＜実践事例７＞

島根県江津市立津宮小学校
教諭

大久保紀一朗

幼稚園・保育所の教材開発
家庭の教材開発
＜実践事例８＞

住吉保育園
保育士

宮前　志麻

家庭の教材開発（事務局）
＜実践事例９＞

京都市立九条弘道小学校
副教頭

吉田のり子

理論研究豊中市立千成小学校
教諭

寺岡　裕城

理論研究京都教育大学大学院
院生

生田　幸士

理論研究（事務局）京都教育大学大学院
院生

杉本　大昂

（平成２7年３月現在）



【９】教育方法に関する調査研究
　　平成２８年度からの「調査研究事業」をより一層充実させるべく、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分析し、以て学校教育・家庭教育・社会教育上の資とした。
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　公 益 事 業

 　

【１】家庭教育の振興・普及
　　家庭教育を支える環境が大きく変化している中で、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付け、取り組んできた。平成２６年度も引き続き重点項目と
して、「家庭教育の確立運動」を実施し、事業展開をはかった。

　　「子育て支援教育講演会」（全国６会場）や保護者の小集会・セミナーや子どもたちの集会
などに講師を派遣する事業を行った。
　　今後も、タイムリーな調査活動を含め、「家庭教育確立運動」を重点事業の一つとして、継続
していく予定である。

【２】研究成果の公開
１．『研究紀要』第４４号の発行
　　『研究紀要４４号』は、特集Ⅰでは「教育の諸課題」というテーマで、今後ますます多様な変
化が予想される教育界へのご提言を、理事・評議員の先生方に論じていただいた。
　　特集Ⅱでは、前号に続いて「幼児期の探究」を、現在の保育研究会の各先生に論じていただき、
特集Ⅲでは、家庭教育に直接携わっておられる全日本家庭教育研究会教育対話主事の先生、支部長、
教育モニターの方々にご寄稿をお願いし、いずれも貴重なご意見とご提言をいただいた。
　　（B５版　 １０８ページ　１，５００部　平成２６年３月発行）

２．ホームページによる研究公開
　　当公益財団のホームページを更新し、研究成果を公開した。

（http://www.jfer.or.jp/）
　　民間教育研究所連盟のウェブサイトに、当公益財団の紹介を掲載し、広く公開した。

（http://minkyouren.jp/）
 
 

２．普及・公開部門
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【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
ことを目的として、４０年以上にわたり活動を続けてきた。
　　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
支援等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・数学思考力検定の監修
　　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」
は、単に知識・技能を習得しているかだけでなく、今の数学に求められている読解力や活用力
などの考える力を含んだ広い意味での数学の学力レベルを示すことにより、考えることと数学
学習への取組の励ましを目的としている。
　　本検定教材の企画・品質の監修を通して、わが国の算数・数学の学校教育・社会教育及び家庭
教育の振興に寄与するものである。
　　なお、iML国際算数・数学能力検定協会は、（株）好学出版によって運営されている団体である。 
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