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への支援，理数教育や外国語教育等各教科
等の充実に向けた支援等を行っている。

⑵ 基礎学力の保障等（文部科学省）
文部科学省では，少人数指導，習熟度別指

導，ティーム・ティーチング等きめ細かな指
導方法改善のため，加配教職員定数を措置し
ており，平成２３年度予算においては，３万
９４２３人の加配定数改善を措置している。
また不登校児童生徒への相談・指導を行う

ために各都道府県・市町村教育委員会が設置
している教育支援センター（適応指導教室）
では，不登校児童生徒の在籍校とも連絡をと
り，児童生徒の実情に応じて学習指導を行っ
ている。

⑶ 高校教育の質の保証（文部科学省）
文部科学省では，高等学校教育の質の保証

と向上を促すため，学習指導要領の改訂や各
学校における学校評価の取組の推進等多様な
施策を実施しているところである。
平成２１年３月に改訂された新高等学校学習

指導要領では，①高校教育の共通性と多様性
のバランスを重視し，学習の基盤となる国
語，数学及び外国語における共通必履修科目
の設定，②言語活動，理数教育，道徳教育及
び外国語教育の充実，③義務教育段階の学習
内容の確実な定着を図るための学習機会を設
けることの促進等の改善を図ったところであ
る。

⑷ 教育の情報化の推進（総務省，文部科学省）
知識基盤社会が到来し，グローバル化が進

展するなかで，２１世紀を生きる子どもたちに
求められる力を育むため，一斉指導による学
びに加え，子どもたち一人一人の能力や特性
に応じた学びや，子どもたち同士が教え合い
学び合う協働的な学びを推進する上で，情報
通信技術は重要な役割を果たすものと考えら
れる。平成２２年４月に「学校教育の情報化に
関する懇談会」を設置し，学校教育の情報化
に関する総合的な推進方策について検討を行

い，平成２３年４月に「教育の情報化ビジョン」
を取りまとめた。
平成２３年度予算においては，新たに，デジ

タル教科書・教材等情報通信技術を活用した
教育に関する総合的な実証研究等を行う「学
びのイノベーション事業」に要する経費を計
上した。本事業は，総務省が実施する「フュー
チャースクール推進事業」と連携して実施し
ている。
さらに，生涯学習の充実を図る観点から，

国内における ICT※５を活用した生涯学習推
進施策に関する実証的な調査研究の実施や，
ICTを活用した先進的な施策に関する外国
調査実態等を実施している。
総務省では，平成２２年度から「フューチャー

スクール推進事業」を開始した。平成２２年度
においては，全国１０校の公立小学校を対象に
ICT機器を使ったネットワーク環境を構築
し，学校現場における情報通信技術面を中心
に課題の抽出・分析を行い，その結果を踏ま
えて，ガイドライン（手引書）に取りまとめ
た。平成２３年度においては，文部科学省事業
と連携し，平成２２年度から継続する小学校１０
校に加え，新たな実証校として中学校及び特
別支援学校を追加して取り組むことにより，
ガイドライン（手引書）の充実を図ることと
している。

４ 大学教育等の充実
⑴ 教育内容の充実
ア 大学入学者選抜（文部科学省）

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る。
各大学においては，学力偏重による過度

の受験競争の激化への反省から，受験生の
能力・適性等を多面的に判定できるよう，
面接，小論文等による評価尺度の多元化
や，アドミッション・オフィス（AO）入

※５ Information and Communications Technology の略称。
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試，推薦入試の導入・拡大といった入試方
法の多様化の取組が進められてきた。
しかし，いわゆる大学全入時代を迎え，

総じて大学入試の選抜機能が低下している
中，大学では，入試による入学者の学力水
準の担保が困難になりつつある。特に，
AO入試や推薦入試は，必ずしも学力検査
を課さない形で導入されているケースも
あった。そこで，文部科学省においては，
平成２３年度入試からは，AO及び推薦入試
において学力把握措置を取ることとするよ
う，各大学に通知している。
また，文部科学省においては，これまで

も各大学がそれぞれの大学・学部等の教育
理念や教育内容等に応じた入学者受入方針
（アドミッション・ポリシー）を明確にし，
入学後の教育との関連も十分踏まえた上
で，入試方法の工夫・改善に努めるよう促
している。

イ 教育機能の充実（文部科学省，経済産業
省）
学部教育については，多年にわたり様々

な議論が重ねられてきた。平成２０年の中央
教育審議会答申「学士課程教育の構築に向
けて」において，学部教育の充実のため，
各大学が「学位授与の方針」「教育課程編
成・実施の方針」「入学者受入れの方針」
を明確に示し，学部教育を組織的・総合的
に運用するとともに，教職員の職能開発等
質保証システムを強化することが必要であ
ることが示され，様々な取組が行われてい
る。
具体的には，シラバスの記述の具体化，

厳格な成績評価の実施，学期等における履
修科目登録の上限設定を通じた単位の実質
化に向けた取組のほか，産学連携的なプロ
ジェクト学修，長期インターンシップ等を
通じた実践的なキャリア教育等を含む学生
の社会的及び職業的自立に関する組織的な
教育活動の展開や，教育内容・方法の改
善，教育情報の公表等が，積極的に取り組

まれているところである。
このような大学の取組を支援するため，

文部科学省としては，国公私立大学を通じ
た競争的環境の下で，大学教育の質の保証
や教育力の向上を図る取組の中から，効果
の見込まれる取組を選定し，大学教育の改
革への財政支援とともに，フォーラムの開
催や事例集の作成等による社会に対する情
報提供を実施し，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（文部科学省）
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。

エ 学習支援サービス（文部科学省）
多様化した学生の学習活動をサポートす

るため，大学においては，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等学生に対する
支援サービスの充実に向けた取組を促進し
ている。

⑵ 高度な大学教育の充実（文部科学省）
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こたえるため，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２２年５月現在：１３０
大学１８４専攻）。
また，国公私立大学を通じ，国内外の大

学・機関との連携強化や優れた若手研究者の
育成機能の強化を含め国際的に卓越した教育
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研究拠点の形成を重点的に支援する「グロー
バルCOEプログラム」を実施するとともに，
国際的水準コースワーク（学修課題を複数の
科目等を通じて体系的に履修すること）の充
実等による大学院における優れた組織的・体
系的な教育の取組を支援する「組織的な大学
院教育改革推進プログラム」を実施している。

⑶ 専修学校教育の充実（文部科学省）
専修学校制度は，職業若しくは実際生活に

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２２年度において
は，学校数３３１１校，生徒数６３万７８９７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３つの課程（専門課程，高等課程及び一般
課程）が設けられている。特に高等学校卒業
程度を入学資格とする専修学校専門課程（専
門学校）には，高等学校新規卒業者（平成２２
年度）の１５．９％が進学しており，我が国の高
等教育の重要な一翼を担っている。
専修学校教育は，専門的な職業知識・技術

の習得のほか，職業観及び勤労観の涵養や，
自己学習能力等の育成において相当の成果を
挙げており，若者の職業的自立に寄与してい
る。
文部科学省では，平成２２年度から，高等学

校等における教育費負担の軽減を目的とした
高等学校等就学支援制度を開始しており，中
学校卒業程度を入学資格とする専修学校高等
課程が支給対象となっている。また，同年度
には，「専門人材の基盤的教育推進プログラ
ム」を実施し，産業界との連携により，経済
社会構造の変化等が進む中において，成長分
野等で求められる専門人材を養成する取組を
支援・推進する「専門人材の基盤的教育推進
プログラム」を実施した。
平成２３年度からは，各成長分野における取

組を先導する産学コンソーシアムを組織化
し，中核的専門人材養成のための新たな学習

システムの基盤を整備する「成長分野等にお
ける中核的専門人材養成の戦略的推進」を推
進している。そのほか，専修学校の留学生の
日本での就職・生活を支援する「専修学校留
学生総合支援プラン」事業を引き続き実施す
るとともに，専門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や教員研
修事業等の施策を行うなど専修学校教育の一
層の振興を図っている。

５ 経済的支援の充実
⑴ 子ども手当（厚生労働省）

子ども手当については，「平成２２年度にお
ける子ども手当の支給に関する法律案」を第
１７４回通常国会に提出し，平成２２年３月に成
立，同年４月１日から施行することとなっ
た。
子育てを未来への投資として，次代を担う

子どもの育ちを個人の問題とするのではな
く，社会全体で応援するという観点から実施
するものであり，平成２２年度においては，中
学校修了前までの子ども１人につき月額１万
３０００円の子ども手当を，その父母等に支給す
ることとした。
また，「国民生活等の混乱を回避するため
の平成２２年度における子ども手当の支給に関
する法律の一部を改正する法律」が平成２３年
３月に成立，同年４月１日に施行された。
これにより，平成２３年４月～９月までの６

か月間についても，これまでと同じ月額１万
３０００円の子ども手当が引き続き支給されるこ
ととなった。

⑵ 高校の実質無償化（文部科学省）
「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び

高等学校等就学支援金の支給に関する法律」
が平成２２年３月３１日に成立し，同年４月１日
から施行された。この法律により，公立高等
学校について授業料を無償とするとともに，
私立高等学校等の生徒については，高等学校
等就学支援金を支給する制度が創設された。
今日，高等学校等は，その進学率が約９８％


