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第2章 年齢期ごとの施策

ス　自然とふれあう活動

環境省では，地方公共団体等との協力の

もと，自然とふれあうみどりの日の集い（４

月29日），自然に親しむ運動（７月21日から

８月20日），全国・自然歩道を歩こう月間（10

月）等を通じて，自然観察会や歩こう大会を

行っている。また，全国各地の国立公園等で

は文部科学省と連携して，自然や環境の大

切さを学ぶ機会を提供する子どもパークレ

ンジャー事業を実施している。これらのこ

とにより，青少年が自然とふれあう機会を

提供し，青少年の健全な育成や自然系環境

教育の推進に努めている。

また，このような行事を中心とした自然

系環境教育活動を積極的に推進するため，

自然解説指導者育成事業により活動の指導

的立場にある専門職員の研修を行うととも

に，活動に協力するボランティアの養成・活

動支援等を行うパークボランティア活動推

進事業を実施し，活動を担う人材の養成に

努めている。

さらに，地域における環境活動を支援す

るこどもエコクラブ事業を地方公共団体等

と連携しつつ実施し，環境に関するわかり

やすい情報の提供や，全国交流会の実施等

を行っている。

なお，環境保全への理解と取組への意欲

を高めるために，環境教育の振興や自然体

験等の機会や情報の提供などの措置を盛り

込んだ「環境の保全のための意欲の増進及

び環境教育の推進に関する法律」（平15法

130）が平成15年７月に成立し，同年10月１

日に部分施行された。

第3節 思春期

1.健康の確保・増進
� 学校における教育・相談体制の充実

ア　学校における健康教育

（66ページ，第２章第２節１�ア参照）

イ　食に関する指導

思春期においては，学童期に学習した基

礎的事項を土台として，望ましい食習慣の

形成や食の自己管理能力が身に付くよう食

に関する指導を継続して実施することが重

要である。その際，心身の発育・発達が著し

い本期の発達的特徴に十分に配慮する必要

がある。このことを踏まえ，食生活学習教材

（中学生用）を作成・配布しており，これらを

活用して，学校における食に関する指導の

充実を図ることとしている。

ウ　スクールカウンセラーの配置等による教

育相談体制の充実

「心の専門家」であるスクールカウンセ

ラーの配置の促進を図っている。（67ペー

ジ，第２章第２節１�ウ参照）

� 地域における相談，医療機関での対応

地域において，若者の心の健康，薬物乱用防

止，性，感染症対策等に関する相談の充実を図

るとともに，医療機関による対応の充実を図

っている。特に，性に関する健全な意識を涵養

し，正しい理解の普及を図るため，価値観を共

有する同世代の仲間による相談・教育活動（ピ

ア・カウンセリング，ピア・エデュケーション）

の普及，平成15年度から妊娠について悩んで

いる若者に個別に医学的，精神的，社会的な相

談援助を行う場を医療機関にモデル的に設置

するなど相談体制の充実を進めている。

� メディアを通じた広報啓発

（67ページ，第２章第２節１�参照）

� 思春期特有の課題への対応

10代の喫煙及び飲酒をなくし，10代の人工
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妊娠中絶の実施率や性感染症罹患率及び女性

の思春期やせ症の発生頻度の減少を実現する

ことを目標とし，正しい知識の普及啓発など

各種の取組を推進している。

「健康日本21」及び「健やか親子21」において

も未成年者による喫煙及び飲酒の根絶を目標

に掲げており，シンポジウム，ホームページ等

の手段を活用して，喫煙及び飲酒による健康

影響について情報提供を行っている。また，薬

物乱用防止については，薬物乱用防止キャラ

バンカー等による学校，地域等における教育

の充実，「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」等にお

ける広報啓発の積極的な展開，少年に対する

薬物の供給源となっている外国人密売人等に

対する取締りの強化，保健所，精神保健福祉セ

ンター等における相談活動の実施と相談窓口

の周知等の各種施策を実施している。

学校における飲酒・喫煙防止教育について

は，未成年の段階から飲酒や喫煙をしないと

いう態度を育てることをねらいとして，学校

の教育活動全体を通じて指導を行っている。

文部科学省においては，平成15年度に小・

中・高校生向けの喫煙防止教育教材を作成す

る等，学校における喫煙防止教育や飲酒防止

教育の充実を図るための施策を推進してい

る。

また，学校における性教育については，人間

尊重を基盤として，子どもの発達段階に応じ

て性に関する科学的知識を理解させるととも

に，これに基づいた望ましい行動がとれるよ

うにすることをねらいとして行われている。

文部科学省においては，平成16年度から学

校における性教育の取組事例集の作成及び効

果的な指導方法について実践的な調査研究を

行うこととする等，学校における性教育の充

実を図るための施策を推進している。

2.学力の向上
� 教育内容の充実

（71ページ，第２章第２節３�参照）

� 全国的な学力の把握・評価

（72ページ，第２章第２節３�参照）

3.就業能力・意欲の習得
� 勤労観・職業観と職業に関する知識・技能の

育成

ア　キャリア教育の推進

近年，若者のフリーター志向の広がりや

就職後の早期離職の問題など，勤労観，職業

観の未熟さ，職業人としての基本的な資

質・能力の低下等が各方面から指摘されて

おり，学校教育において，働くことの意義や

目的，職業と職業生活などについて指導し，

一人一人の勤労観，職業観を身につけさせ

ることの重要性が高まってきている。

文部科学省においては，こうした状況の

下，平成14年11月から，児童生徒の発達段階

に応じたキャリア教育の在り方及びその推

進方策について有識者会議を設けて検討を

行い，平成16年１月にキャリア教育の基本

方向を示す報告書を取りまとめた。報告書

においては，キャリア教育を「児童生徒の一

人一人の勤労観，職業観を育てる教育」とし

てとらえるとともに，「学校教育活動全体を

通して，児童生徒の発達段階に応じ，組織

的・系統的に実践していくことが必要であ

る」としている。また，平成15年６月に関係

４府省（文部科学省，厚生労働省，経済産業

省，内閣府）により取りまとめられた「若者

自立・挑戦プラン」では，キャリア教育の推

進が重要な柱として位置づけられている。

こうしたことを踏まえ，平成16年度におい

ては，新キャリア教育プラン推進事業を実

施し，キャリア教育の普及・啓発を図るため

のフォーラムを開催するとともに，キャリ
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ア教育推進地域を指定し，小・中・高等学校

で一貫した指導内容・方法の開発，学校・産

業界・関係行政機関等による職場体験活動

推進のためのシステムづくりやインターン

シップ連絡協議会を開催するなど，児童生

徒一人一人の勤労観，職業観を育てられる

よう，児童生徒の発達段階に応じたキャリ

ア教育を推進する。

イ　職業に関する体験学習のためのプログラ

ム等

学校，企業，地域等の関係者の連携・協力

の下，総合的な学習の時間等を活用し，中高

校生といった早い段階から，職業の実態に

ついて理解を深め，自分の問題として考え

るきっかけとなるよう，職場見学，職場体験，

インターンシップ（就業体験）等の活動の支

援を行うとともに，その活動を取りまとめ，

同世代の中高校生にその情報を発信してい

く事業を平成16年度は32地域においてモデ

ル的に実施する。

また，企業人等働く者を講師として学校

に派遣し，職業や産業の実態，働くことの意

義，職業生活等に関して生徒に理解させ自

ら考えさせるキャリア探索プログラムを高

等学校のほか小中学校でも実施している。

さらに，「私のしごと館」（関西文化学術研

究都市（京都府精華・西木津地区））において

多種多様な職業体験や総合的な職業情報の

提供，相談の実施等，若年者のキャリア形成

を総合的に支援する。

ウ　起業家教育促進事業

経済産業省では，今後の我が国経済を担

うチャレンジングで創造性に富んだ自律的

能力を有する起業家的人材の輩出を目指

し，小・中・高校生を対象とした起業家教育

促進事業を実施している。「体験参加型」の

起業家教育プログラムを通じ，子供達がビ

ジネスや商売の面白みに対する「気づき」，

「きっかけ」を得ることにより，早い段階か

ら起業・独立を含む将来の就業意識を醸成

することを目的に，これまで小学校45校，中

学校23校，高等学校３校，対象生徒数約

6,500名を対象に同事業を実施した。

� 就職支援

文部科学省では，進路指導主事等と連携し

て就職希望生徒に対する就職相談，求人企業

の開拓などを行う「高等学校就職支援教員」（ジ

ョブ・サポート・ティーチャー）を配置し，高等

学校において活用している。

厚生労働省では，在学中の早い段階からの

職場見学等による職業理解の促進から，就職

後の職場定着までの各段階を通じて一貫した

支援を行う若年者ジョブサポーター（就職支

援相談員）を全国の公共職業安定所に配置し

ている。

また，平成16年度，若年者に対してキャリ

ア・コンサルティング（職業選択，将来の職業

生活設計等に関する専門的な相談）を行う人

材に必要な能力要件等を策定し，その能力を

付与するための訓練を職業能力開発大学校等

で実施し，若年者対策での活用を推進する。

（122ページ，第４章第１節１�参照）

4.社会生活能力の習得
� 社会や経済の仕組みについての現実的理解

と知識の習得

学校教育においては，社会科や公民科など

の学習を通じて，労働関係法規や公的年金制

度の仕組みなどを含む社会や経済の仕組みに

ついて理解を深めさせることとしている。そ

の際，体験的な学習や問題解決的な学習を積

極的に取り入れている。

文部科学省では引き続き新学習指導要領の

定着を図り，社会や経済の仕組みに関する学

習の充実を図っていくこととしている。

社会保険庁では，公的年金制度について，将
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来の年金制度を担う中学生・高校生に対して，

公的年金制度の基本理念である世代間扶養の

考え方を正しく理解してもらうことを目的

に，平成５年度から学校教育の場における年

金教育を実施している。

具体的には，年金広報専門員が，中学校・高

校を訪問し，生徒用副読本等を用いて生徒に

対して公的年金制度について説明を行うこと

や，主に中学校・高校の社会科担当教員を対象

に年金セミナーを開催し，年金教育の必要性

を説き，公的年金の意義・役割等について社会

科の授業で取り上げてもらうよう要請を行う

とともに，年金セミナーに参加した中学校・高

校に対して，授業の教材として活用してもら

うため，生徒用副読本等を配付することによ

り，年金教育を行っている。

なお，学校における年金教育を促進するた

め，平成15年度から都道府県ごとに地方社会

保険事務局の関係者，教育委員会及び学校の

関係者から構成される年金教育推進協議会を

設置し，連携の強化を図っている。

� メディアを活用する能力

学校教育においては，平成14年度から実施

されている学習指導要領において，各教科等

や「総合的な学習の時間」においてコンピュー

タやインターネットの積極的な活用を図ると

ともに，中学校において技術・家庭科の「情報

とコンピュータ」，高等学校において普通教科

「情報」を必修化する等情報教育を推進するこ

とを通じて，メディアを活用する能力を身に

付けさせるようにしている。（そのほか，71ペ

ージ，第２章第２節２�参照）

� 規範意識の醸成

（69ページ，第２章第２節２�参照）

� 安全教育

ア　学校における安全教育

（69ページ，第２章第２節２�ア，イ参照）

イ　交通安全教育

中学生に対する交通安全教育としては，

特に，自転車による安全な通行に必要な技

能と知識を十分に習得し，他の人々の安全

にも配慮できるように，中学校，家庭及び関

係機関・団体等と連携・協力を図りながら，

歩行者としての心得，自転車の安全な利用，

危険の予測と回避等を重点に実施してい

る。なお，警察庁は，平成14年度から２箇年

計画で「中学生に対する体験型交通安全教

育推進及び教育リーダー育成事業」を実施

し，実践的な自転車利用の体験学習等によ

る指導を効果的に行うため，関係者による

支援体制を構築するとともに，教師や保護

者等を交通安全教育の指導者として育成す

るため，地域の実態に応じた交通安全教育

を推進した。

また，高校生に対する交通安全教育とし

ては，特に，二輪車の運転者及び自転車の利

用者として安全な通行に必要な技能と知識

を習得させ，交通社会の一員として責任を

持ち行動できる社会人を育成するため，免

許取得前の教育として高等学校，家庭及び

関係機関・団体等と連携・協力を図りなが

ら，自転車の安全な利用，二輪車・自動車の

特性，運転者の責任，応急手当等を重点に実

施している。また，生徒の実態や地域の実情

に応じて，二輪車の安全運転を推進する機

関・団体等と連携しながら，二輪車の安全運

転に関する意識と実践力の向上を図ってい

る。

ウ　防災教育

地震や風水害などの災害の知識と対策，

初期消火や，応急手当などを学校，地域活動

を通じて身につけさせ，また，e－ラーニン

グ（防災・危機管理e－カレッジ）の内容を充

実させ，成長に応じた防災指導を行ってい

る。

� ボランティア活動
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私たち，二ツ井高校インターアクトクラブは，地域に根ざした活動を中心に環境整備や学童

保育ボランティアに取り組んでいます。二ツ井町西トンネルの花壇の苗植えや水やりなどは地

域の人々にも喜ばれています。

学童保育ボランティア活動では，部員を５グループに分け，月から金曜日までの週５日間放

課後に児童館に出かけ，小学校の授業を終えた子供たちと一緒に５時まで遊んだり勉強したり

しています。屋外では，サッカーやかけっこ，虫取りなどをします。室内では，一輪車を練習

したり，お絵かきをしたり，また，宿題をやっています。子供たちは皆負けず嫌いで，一生懸

命で，がんばる子ばかりでとても楽しい時間を過ごしています。

その中で私たちは，子供に悩まされたり，とまどったりすることがあります。例えば，友達

同士でけんかしたとき，どうかかわったらいいのか，また友達と遊ぼうとしない子にはどう接

すればいいのかなどです。

しかし実際，見守っていると子供同士で解決し，いつの間にか仲良く遊んでいることも多く

子供たちから学び，教えられるほうがずっと大きいと感じます。10歳も年下の小学生からたく

さん元気をもらい，刺激を受けています。様々な活動や体験を通して人間同士のふれあいやあ

たたかさを直接感じとれるのでわたしたちが何より楽しみにしている活動です。

私たちの二ツ井町は，超高齢化社会を迎

えています。このような社会の中でお年寄り

の方々と世代を越えた交流をしたいと思っ

ています。例えば，老人ホームの方々や地域

のお年寄りを高校に招き，木の香りあふれ

た自慢の校舎を案内したり，体育館でレクリ

エーションを楽しんだりしたいと思います。

これからも地域の人と一緒に，この地域に

役立てる活動を探しながらできることをがんば

っていきたいと思います。（石田　藍子さん）

「ボランティア活動を通して」
秋田県　　二ツ井高等学校インターアクトクラブ

青少年をめぐっては憂慮すべき問題が指摘される一方，積極的にボランティア活動や
国際貢献を行ったり，世界を舞台に文化・スポーツなど様々な分野で挑戦・活躍してい
る青少年がたくさんおり，これら若い力は我が国の社会に希望と活力を与えている。
内閣府では，地域に貢献するボランティア活動など，青少年の善行に対し，大臣表彰

を毎年実施している。このページ及び85ページの二つの活動事例は，平成15年度にお
いて大臣表彰されたものである。

事例1：学童保育ボランティアに取り組んでいる高等学校のクラブ活動

コラム　青少年の地域における活動
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文部科学省では，学童期と同様に，学校内外

を通じた奉仕活動・体験活動の充実を図るた

め，様々な取組を進めている。（第2－2－4表

参照）

厚生労働省では，ボランティア活動の振興

を図るため，市区町村の社会福祉協議会が行

う「ボランティア養成等事業」において，ボラ

ンティアの紹介を行うための相談・あっせん

窓口を整備するとともに，より多くの人がボ

ランティア活動に参加できるようにするため

ボランティア情報誌の発行，ボランティア入

門講座の開催，ボランティア活動を行うため

の拠点づくりへの支援等を実施している。

また，都道府県・指定都市の社会福祉協議会

において，小・中・高校生を対象としたボラン

ティア活動の普及，ボランティア活動を推進

するリーダーやコーディネーターの養成・研

修，ボランティア活動の動向や先駆的な活動

を紹介する情報誌の発行等を行う「ボランテ

ィア振興事業」を実施している。

このような事業等を通して，思春期にある

若者がボランティア活動に参加できるように

するための基盤整備を行い，ボランティア活

動の振興を図っている。

� 学校での特別活動の推進

学校教育においては，学童期と同様に，学級

活動や生徒会活動，学校行事からなる特別活

動を行うことにより，望ましい集団活動を通

して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長

を図っている。また，集団や社会の一員として

よりよい生活を築こうとする自主的，実践的

な態度を育てるとともに，人間としての生き

方についての自覚を深め，自己を生かす能力

を育成している。

文部科学省では引き続き新学習指導要領の

定着を図り，学校での特別活動の推進を図っ

ていくこととしている。

� 体力の向上

ア　子どもの体力向上

（68ページ，第２章第２節２�ア参照）

イ　学校におけるスポーツの振興

中学校における保健体育の授業は年間90

時間，高等学校においては年間70～105時間

程度実施されている。保健体育科において

は，心と体を一体としてとらえ，運動や健

康・安全についての理解と運動の合理的な

実践を通して，積極的に運動に親しむ資質

や能力を育てるとともに，健康の保持増進

のための実践力の育成と体力の向上を図

り，明るく豊かな生活を営む態度を育てる

ことを目標としている。文部科学省では，こ

の目標を実現するため，指導者の資質向上

のための研修会・講習会を実施している。

運動部活動は，部員同士の切磋琢磨や自

己の能力に応じてより高い水準の技能や記

録に挑戦する中で，スポーツの楽しさや喜

びを味わい，豊かな学校生活を経験する活

動であり，体力の向上や健康の保持増進に

も極めて効果的な活動である。平成15年度

において�日本中学校体育連盟及び�全国

高等学校体育連盟に加盟する部活動数は

220，576に上っている。文部科学省では，こ

の運動部活動をさらに充実させ，生徒の健

康の保持増進と体力の向上を図るため，「部

活動わくわくプラン21」として，運動部活動

を総合的に支援する各種の施策を実施して

いる。特に，学校の体育の授業や運動部活動

に地域のスポーツ指導者など外部指導者を

活用するスポーツエキスパート活用事業に

おいては，平成16年度では同事業による外

部指導者数を13，000人から15，000人に拡充

することとしている。

ウ　地域スポーツの振興

（68ページ，第２章第２節２�ウ参照）

エ　都市公園の整備

（69ページ，第２章第２節２�エ参照）
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私は，中学１年生の夏に参加したジュニアリーダーの研修会をきっかけとし，活動を始めま

した。しかし初めは，私の住む町には，ジュニアリーダーという組織がなく組織づくりから始

めなくてはなりませんでした。どのように活動していくかも分からない中で，育成会の方々や

仲間と協力し合い，共に作り上げていきました。私達ジュニアリーダーでは，小学生を対象と

した子ども会のキャンプやイベントの企画を立て，スタッフとして子ども達と触れ合っていま

す。子ども達は，それぞれに個性を持っていて，毎回どんな子ども達と出会えるかが，とても

楽しみです。時間を共有し，会話やゲームなどのレクリエーションを通して気持ちがつながり

合った時の喜びは言葉では言い表せないほどです。また，学校教育，家庭教育とつながる社会

教育という分野での，子ども達の育成をしていく上で，必要な知識を私達は様々な研修会に参

加し，学んでいます。そして，千葉県で行われるカルタ大会や県民まつりなどの子ども会活動

にも積極的に参加しています。そうした研修会や行事などでの仲間たちとの出会いも，ジュニ

アリーダーの魅力であり，活動を楽しみ，続けていこうという意欲の向上のための力となって

います。

ジュニアリーダー活動を通し私は，誰かのために何か出来る喜びを知ると共に，そこから自

身のために学び成長していく大切さを教えてもらいました。そして私は，仲間と呼べる最高の

友と出会い，共に過ごして来れた事を何より嬉しく，誇りに思います。また，そうした仲間達

との交流や気持ちのつながり，絆，そして何より共に悩み，笑い合った日々の思い出が，かけ

がえのない宝物となりました。私が手にした素晴らしい宝物は，けして無くす事も，色あせる

事もありません。これからも仲間を大切にしていくと共にジュニアリーダーと地域が手と手を

とり合い，より良い環境づくりを目指していきたいと思います。また，私自身も色々な経験を

生かし，幼稚園での仕事や未来を担う子ども達の育成に力を注いでいきたいと思います。

「かけがえのない出会い」
千葉県　　小宮　祥子さん（21歳）

事例2：地域の子ども会でリーダーとして活動する若者

コラム　青少年の地域における活動
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� 国際交流活動

ア　高校生の留学交流

高校生の留学交流の現状は，平成14年度

実績で，外国の高等学校へ３か月以上留学

した者は4,160人，海外から日本の高等学校

への３か月以上留学した者は1,478人，海外

研修旅行者（語学等の研修や国際交流など

を目的として，外国の高等学校などに３か

月未満の旅行に出た者）は3万3,240人，外国

からの研修旅行生の受入れ者数は4,986人

となっている。

文部科学省では，高校生留学の教育上の

意義を考慮し，安全で有意義な留学ができ

るよう，関係機関への指導・助言に努めてい

る。また，高校生留学プログラムを行う団体

により設立された「全国高校生留学・交流団

体連絡協議会」（以下「高留連」）が行う諸事

業を支援しており，留学交流の推進を図る

ため，以下の事業に対して補助を行ってい

る。

① �エイ・エフ・エス日本協会及び�ワ

イ・エフ・ユー日本国際交流財団が行う米

国及びアジア諸国等からの日本語専攻高

校生の受入れ事業

② �エイ・エフ・エス日本協会及び�ワ

イ・エフ・ユー日本国際交流財団が行う，

外国語教育の振興に資することを目的と

して文部科学省が指定した外国語教育多

様化推進地域の高校生と，当該地域の研

究対象言語国の高校生との交流事業

また，高校留学関係団体で組織された高

留連が，高校生の留学交流の質的向上を図

ることを目的として開催している「高校生

留学等関係団体関係者研究協議会」の活動

に対しても補助を行っている。

さらに，平成15年度から「英語が使える日

本人」を育成する観点から，上記高留連の各

団体が実施する情報提供事業や年間留学プ

ログラムに参加する高校生に対する派遣費

の一部などについても，補助を行っている。

このほか，文部科学省では，オーストラリ

ア，ドイツ政府等が行う高校生招致事業の

募集・選考などに協力している。

イ　海外高校生の招へい

外務省では，高校通学，ホームステイ，社

会見学等を通じ，対日理解の促進等を図る

とともに，こうした教育分野における国際

交流を通じた我が国高校生の国際理解や国

際的視野の醸成を図ることを目的として，

団体等を通じ，ASEAN諸国，米国，欧州地

域の次代を担う高校生を我が国に招へいす

る，「日・ASEAN高校生交流プログラム」，

「日米若人交流計画」，「日蘭若人交流計画」

及び「日英若人交流計画」を実施している。

また，南西アジア諸国の高校生についても，

同様の招へいを行っている。

ウ　高校講座

外務省では，国際化の進展に伴い，外交問

題が国民により身近なものとなっているこ

とから，次代を担う高校生を対象に，異文化

体験，国際情勢，外交官の職務等をテーマに

外交に関する認識を高めることを目的と

し，若手職員を講師として全国各地の高校

へ派遣し，講演をする機会を設けている。こ

の「高校講座」を毎年，全国100校以上に上る

高校（平成15年度は130校で実施）で開催し

ている。

	 地域等での多様な活動

ア　全国ユースフォーラムの開催

文部科学省では，青少年の健全育成を推

進していくためには，青少年が社会におけ

る自らの役割と責任を自覚することが重要

であることを踏まえ，高校生による社会貢

献活動に対する取組の在り方，効果的な促

進方策等について，高校生が主体となって

意見交換や討論を行う全国ユースフォーラ
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ムを行っている。

イ　森林環境教育活動の推進

林野庁では，高校生が一定期間山村に滞

在して取組む下刈り，除伐等の森林整備・保

全活動を行う青年森林協力隊活動推進事業

に対する助成を行っている。

ウ　家庭教育支援の充実

（67ページ，第２章第２節２�ウ参照）

（その他は，76ページ，第２章第２節４�参

照）

第4節 青年期

1.大学教育等の充実
� 教育内容の充実

ア　大学入学者選抜

大学入学者選抜については，常により良

い方途を求めて，不断の努力を続けていく

べき重要な課題であり，昭和54年に共通第

１次学力試験，またこれに続く大学入試セ

ンター試験が導入され，各大学の個別試験

を適切に組み合わせることにより，国公私

立大学の入学者選抜方法の工夫・改善が進

められてきたところである。

また，各大学では，学力検査だけでなく，

面接や小論文，リスニングテストの実施や，

推薦入学，帰国子女や社会人を対象とした

特別選抜の採用，さらには詳細な書類審査

と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせ

て実施されるアドミッション・オフィス入

試を導入する大学が増加（平成15年度は国

公私立大学あわせて337大学）するなど，選

抜方法の多様化・評価尺度の多元化も進ん

できている。

なお，平成12年11月に大学審議会（現中央

教育審議会大学分科会）答申「大学入試の改

善について」において，広く国民に大学教育

を受ける教育機会を提供するとの観点か

ら，大学入試センター試験及び各大学の入

学者選抜について様々な改善策が提言され

ており，文部科学省ではこれらの提言を踏

まえながら，今後とも大学入学者選抜の改

善に努めることとしている。

イ　教育機能の充実

大学進学率の上昇に伴って学生の多様化

が進む中で，より一層学生の主体的学習を

促し，学生の卒業時における質の確保を図

ることが求められている。こうした観点か

ら，各大学においては，カリキュラムの改善，

少人数教育や厳格な成績評価の実施，セメ

スター制の導入や一定期間における履修科

目登録の上限設定，授業内容・方法の改善に

向けた組織的な取組（ファカルティ・ディベ

ロップメント）など，大学の教育機能の充実

に向けた取組を進めており，文部科学省に

おいては，こうした各大学の取組を促し，我

が国の大学における教育機能の充実に努め

ている。また，平成15年度から，大学教育改

革への種々の取組の中から，特色ある優れ

た教育プロジェクトを選定し，社会への広

範な情報提供や財政支援を行っている。

ウ　認証評価制度の導入

大学の教育研究の質の維持向上を図るた

め，すべての国公私立大学が，文部科学大臣

から認証された評価機関による定期的な評

価を受ける認証評価制度が，平成16年度か

ら導入された 。

� 学習支援サービス

優秀な大学院学生に対し，教育的配慮の下

に，学部学生等に対する助言や実験，実習等の

教育補助業務を行わせるティーチング・アシ

スタント制度や，大学の教員が学生の授業内

容等に関する質問・相談等に応じるための時


