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イ 家庭教育支援の充実

文部科学省では，子育てのヒント集であ

る「家庭教育手帳」を作成し，乳幼児及び

小中学生を持つ親に配布するなど，家庭

教育に関する様々な学習機会や情報の提

供等を通じ，家庭教育を支援している（詳

しくは，75ページ，第2章第1節2�ウ参照）。

青年期第4節
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，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（平

成17年度は国公私立大学あわせて401大

学）が増加するなど，入学後の教育との関

連を踏まえつつ，選抜方法の多様化，評価

尺度の多元化が進んできている。

文部科学省としては，中央教育審議会

答申などを踏まえつつ，各大学・学部の教

育理念や特色等に応じた入学者受入方針

を確立し，入学者選抜が積極的に行われ

るよう促すとともに，入学者選抜における

工夫・改善に向けた取組を支援することと

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（（注）参照）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。具体的には，国公私を通じた競争的

環境の下で，大学教育改革の種々の取組

の中から，特色ある優れた教育プロジェク

トを選定し，大学教育の改革への財政支

援を行うとともに，フォーラムの開催や事例

集の作成など，広く社会に情報提供を行

う「特色ある大学教育支援プログラム」等

を実施し，各大学等における教育改革の

取組を推進している。

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

（注） セメスター制：学年を複数の学期に分け，各学期ごとに授業を完結させる制度。留学生等の受入れが容易になるだけで

なく，短期間の集中的な学習による履修効果の向上，授業科目数の増加による選択の幅の拡大等が期待できる。
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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

るための時間（オフィスアワー）を設けるなど

の授業時間外における履修上の指導など，

学生に対する支援サービスの充実に向けた

取組を促進している。

� 高度な大学教育の充実

社会経済の大規模な構造変化や国際競争

の激化に伴い，国際的視野と高度の専門職

業能力を有し，社会の各分野で指導的な役

割を担うことのできる人材が強く求められて

いる。

それらの社会的要請に応えるため，高度

専門職業人の養成に特化した実践的な教育

を行う大学院として，専門職大学院が平成15

年度に制度化された（平成18年4月現在

102大学 140専攻）。文部科学省では，高度

専門職業人の養成を積極的に推進するた

め，専門職大学院における教育内容・方法

の開発・充実等への取組について，国公私

立大学を通じて重点的に支援している。

また，高度な人材育成機能も加味した国

際競争力のある世界最高水準の大学づくり

を目指し，国公私立大学を通じ，世界的な研

究教育拠点の形成を重点的に支援してい

る。

� 生涯学習への対応

ア　大学等における生涯学習への対応

大学等の高等教育機関が広くその門戸

を開き，生涯学習機関としての機能を社会

一般に提供することは，従来から強く求め

られているところである。

また，技術革新や産業構造の変化に伴

い，職業人が知識，技術を新たに修得し

たり，高等教育機関で教育（社会人の再教

育）を受け，生涯にわたり，最新かつ高度

の知識，技術を身に付けることが重要と

なっている。このような目的に資するものと

して，以下のような対応が実施されている。

①　夜間部・昼夜開講制

平成17年度には，62の大学・短期大

学に夜間の学部・学科が設置されてい

る。

また，専ら夜間に教育を行う夜間大

学院も，平成17年度現在，25大学に設

置されている。学生の都合に合わせて，

昼間，夜間の両方の授業を受けること

ができる昼夜開講制を実施している大

学は，平成17年度現在，62大学であり，

大学院についても，277大学において実

施されている。

②　通信教育

平成17年度に通信教育課程を設置し

ている大学・短期大学の数は，44校（放

送大学を含む。）であり，在学者数は，合

計約27.5万人である。

また，通信教育を行う大学院の修士

課程は，平成17年度現在，19大学（放送

大学を含む。），博士課程は，5大学に設

置されている。

③　科目等履修生

大学等における授業科目の一部を履

修し，単位を修得することができる科目

等履修生制度を導入している大学の数

は，平成16年度現在，669大学であり，

科目等履修生の数は，1万8,921人（放送

大学を除く。）となっている。

④　大学・大学院の入学資格

学習の意欲と能力を有する者に，広

く入学機会を提供する観点から，「学校

教育法施行規則」を改正し，平成11年8

月に大学を卒業等していない者であっ

ても，大学院における個別の入学資格

審査により，大学を卒業した者と同等以

上の学力があると認められた者で22歳

に達した者については，当該大学院の

入学資格を認めることができることとし，
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平成17年9月からは，専修学校の専門課

程（専門学校）のうち一定の基準を満た

すと認められたものを修了した者に対し

て，大学院入学資格を与えることとする

等，大学院入学資格の弾力化を図った。

また，平成15年9月には，高校を卒業

していない者であっても，大学における

個別の入学資格審査により，高校を卒

業した者と同等以上の学力があると認

められた者で18歳に達した者について，

当該大学の入学資格を認めることがで

きるようにする等の大学入学資格の弾力

化を図った。

大学入学資格検定については，平成

16年8月の中央教育審議会答申「大学入

学資格検定の見直しについて」を受け，

大学等への入学資格としてだけではな

く，就職等においても，高等学校卒業と

同等の学力を認定するための試験とし

て，幅広く社会に活用されるよう転換す

ることとなり，平成17年1月に高等学校卒

業程度認定試験を創設した。

さらに，受験資格についても，今まで

認められていなかった全日制高等学校

の在籍者等にも拡大し，多様化する就

学形態にも対応できるようにした。

今後は，経済団体や地方公共団体に

対して，各種資格試験や採用試験，採用

後の処遇等において，高等学校卒業程

度認定試験合格者が高等学校卒業者と

同等に扱われるよう理解を求めていくこ

ととしている。

⑤　飛び入学

平成14年度からは，「学校教育法」（昭

22法26）の一部改正により，大学への飛

び入学において，それまで「数学及び物

理学」に限定していた対象分野を撤廃

する等，能力・適性に応じたより柔軟な

教育を展開できるようにするとともに，大

学入学資格検定においては，平成14年

度に，受検科目のすべてに合格し17歳

に達した者に対し，大学への飛び入学

への対応措置として，特別合格証明書

の交付ができるよう関係規定の整備を

行ったが，高等学校卒業程度認定試験

についても，同様に関係規定の整備を

行っている。

⑥　社会人特別選抜

近年，社会人を対象とした小論文や

面接等を適切に組み合わせて行う選抜

試験（社会人特別選抜）を実施する大学

が増加しており，平成17年度入試におい

ては，国公私立合わせて475大学1,017

学部で実施され，2,740人が入学した。

⑦　大学院における社会人の受入れ

平成12年度から，大学院修士課程1年

制コース・長期在学コースの設置を可能

としている。

また，平成14年の中央教育審議会の

「大学等における社会人受入れの推進

方策について」の答申を受けて，大学

設置基準の改正により，長期履修学生

制度の導入，通信制博士課程の制度化

を行った。

なお，大学院における社会人の数は，

平成17年度現在，45,194人となっている。

さらに，「学校教育法」の改正により，

社会的・国際的に活躍できる高度専門

職業人の養成に特化した教育を行う専

門職大学院の制度を平成15年度に整備

した。

イ 短期大学の地域総合科学科への取組

短期大学においては，地域の身近な高

等教育機関として，地域の多様なニーズに

応えるために，従来の学科のように分野を

限定せず，多様なコースを設定した総合的

な学科として，地域総合科学科を設置する

取組が進んでいる。現在，地域総合科学
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科は，25短期大学31学科が設置されてお

り，文部科学省としても，引き続き，その設

置について推奨していくこととしている。

� 専修学校の充実

専修学校制度は，職業や実際生活に必要

な能力を育成し，又は，教養の向上を図るこ

とを目的として，昭和51年に発足した。以後

着実な発展を続け，平成17年度においては，

学校数3,439校，生徒数78万3,783人に達して

おり，社会の変化に即応した実践的な職業

教育を行う機関として，大きな役割を果たし

ている。

専修学校には，入学資格の差異により，三

つの課程（専門課程，高等課程，一般課程）

が設けられている。

高等学校卒業程度を入学資格とする専門

課程（専門学校）には，高等学校新規卒業者

の19.0％が進学しており，高等教育の重要な

一翼を担っている。平成11年度から，文部科

学大臣の定める要件を満たす専門学校卒業

生が大学に編入学できることとなり，平成17

年度は，2,319人が大学に編入学した。

また，平成17年9月には，専門学校の教育

内容の高度化，修業年限の長期化を踏まえ，

修業年限が4年以上で授業時数が3,400時間

以上等の要件を満たす課程の修了者に対し

て，「高度専門士」の称号及び大学院への入

学資格を付与する制度が創設された。これ

を受けて，平成17年12月には，高度専門士の

称号及び大学院入学資格が付与される課程

（学科）につき，官報告示したところである

（119校192学科）。

中学校卒業程度を入学資格とする高等課

程（高等専修学校）は，後期中等教育の多様

化，活性化の見地から重要な役割を果たし

ている。一定の要件を備える修業年限3年

以上の学校の卒業者には，大学入学資格が

付与されており，平成17年度の卒業者は，

8,511人で，そのうち552人が大学・短期大学

（通信教育を含む。）へ進学した。

一般課程は，入学資格を問わず，誰でも専

門的な知識・技術を学べるところに特色があ

る。

フリーター・ニートの増加や，中高年が

2007年以降に定年を迎え退職する「2007年」

問題等の社会問題に直面している現在，専

修学校がこれまで培ってきた職業教育のノウ

ハウを積極的に活用することが期待されてい

る。

文部科学省では，正規雇用を目指しなが

ら，それが得られないフリーター等（フリー

ター・若年失業者・無業者等）の能力向上の

ため，産業界との連携・協力により，専修学

校を活用した短期教育プログラムの開発な

どフリーター等が職を獲得する上で必要とな

る知識・技術に関する教育を提供する「専修

学校を活用した若者の自立・挑戦支援事業」

や，社会的要請の高い課題に対応する教育

内容や方法等についての重点的な研究開発

を行う「専修学校教育重点支援プラン」，若

年者の職業意識の高揚を図る「専修学校を

活用した職業意識の啓発推進」事業を実施

している。

併せて，平成18年度からは，新たに，ニー

トを支援しているNPO団体等との連絡協議

会を立ち上げ，ニートに対する職業教育を支

援する「専修学校におけるNPO団体等と連

携したニートに対する職業教育支援事業」を

行っている。

また，専修学校に対する大型教育装置・情

報処理関係設備の整備費補助，教員研修事

業費補助を引き続き行うとともに，奨学事業

等についても充実を図っている。

2.職業能力開発・就業支援の充実
� 職業的自立に向けた総合的支援

若者の失業率が高い水準で推移している

ことや，フリーターの増加，学校に通っておら
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