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年月日 施　策

（平成19年）

12月22日 「iPS 細胞（人工多能性幹細胞）研究等の加速
に向けた総合戦略」文部科学大臣決定

12月26日 スポーツ功労者顕彰（プロスポーツ関係者）（東
京都）

（平成20年）

1月16日 第3回X線自由電子レーザーシンポジウム（東京）

1月17日 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改
善について」（答申）

中央教育審議会「子どもの心身の健康を守り、
安全・安心を確保するために学校全体としての
取組を進めるための方策について 」（答申）

1月21日 ナショナルトレーニングセンター全面供用開始

1月26日 高松塚古墳シンポジウム（奈良県）

1月26日～30日 第 63 回国民体育大会冬季大会（長野県：スケ
ート）

1月28日
～2月1日

第 63 回国民体育大会冬季大会（長野県：アイ
スホッケー）

1月31日 「学校評価ガイドライン〔改訂〕」文部科学大臣
決定

2月1日 文化審議会文化政策部会「アートマネジメント
人材等の育成及び活用について」審議経過報告

2月5日 第 11 回文化庁メディア芸術祭贈呈式（東京都）

2月6日～17日 第 11 回文化庁メディア芸術祭（東京都）

2月18日 平成 19 年度文部科学大臣優秀教育表彰式（文
部科学大臣表彰）

2月19日
～22日

第 63 回国民体育大会冬季大会（長野県：スキー）

2月19日 中央教育審議会「新しい時代を切り拓
ひら

く生涯学
習の振興方策について～知の循環型社会の構築
を目指して～」（答申）

2月22日 宇宙開発に関する長期的な計画（総務大臣、文
部科学大臣決定）

2月23日 H- Ⅱ Aロケット 14 号機による超高速インター
ネット衛星「きずな」（WINDS）の打上げに成
功

2月28日 持続発展教育（ESD）普及促進のためのユネス
コ・スクール活用について（提言）

3月5日～8日 国際芸術見本市 2008（東京都）

3月10日 平成 19 年度（第 58 回）芸術選奨贈呈式及び祝
賀会（東京都）

3月11日～14日 日本実験棟「きぼう」船内保管室打上げ、国際
宇宙ステーションへの取付けに成功

3月13日 第 5回文化交流使活動報告会（東京都）

3月14日 平成 20 年度新規事業「原子力基礎基盤戦略研
究イニシアティブ」公募開始

3月22日 「英語が使える日本人」の育成のためのフォー
ラム 2008・国際教育推進フォーラム 2008（東京）

3月25日 平成 19 年度文化庁長官表彰〔文化芸術創造都
市部門、国際芸術部門〕（東京都）

3月27日 第 48 次南極地域観測越冬隊及び第 49 次南極地
域観測夏隊帰国

3月28日 幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領改訂

3月31日 教員免許更新制に係る関係省令を整備

3月 人権教育の指導方法に関する調査研究会議（人
権教育の指導方法の在り方について）

第 3次取りまとめ

「独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一
部を改正する政令」公布（4月 1日施行）

14 文教・科学技術施策年表

年月日 施　策

4月1日 「学校教育法等の一部を改正する法律」（副校長
等の新しい職の設置）施行

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
一部を改正する法律」施行

「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部
を改正する法律」（教育免許更新制の導入：平
成 21 年 4 月 1 日施行）施行

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施

エル・ネットが、インターネットを利用したシ
ステムに移行

4月12日 南極観測船「しらせ」（先代）帰国

4月16日 新南極観測船「しらせ」進水式

4月18日
～6月22日

海外展「色彩の開花：江戸の工芸」展　ブラジ
ル：サンパウロ州立美術館

4月18日 中央教育審議会「教育振興基本計画について～
「教育立国」の実現に向けて～」（答申）

中央教育審議会「新しい時代に求められる青少
年教育の在り方について」（諮問）

4月22日 ユネスコ・スクールの申請の手続きについて（通
知）

平成 20 年度全国学力・学習状況調査の実施

4月23日 子どもの読書活動推進フォーラム

4月24日 平成 20 年度 臨時都道府県・指定都市教育委員
会教育長会議

4月27日
～5月15日

日伯交流年：ブラジル移住 100 周年「江戸の工
芸展」開催：於サンパウロ州立美術館

5月15日 J-PARCが拓
ひら

く科学・産業技術シンポジウム（東京）

5月23日 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関
する法律」公布（平成 20 年 11 月 4 日施行）

5月27日 学術研究の推進体制に関する審議のまとめ－国
公私立大学等を通じた共同利用・共同研究の推
進－（報告）

5月28日 「宇宙基本法」公布（8月 27 日施行）

5月28日 「独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一
部を改正する法律」成立

5月30日 J-PARCで最初の中性子発生に成功

スポーツ功労者顕彰及び国際競技大会優秀者等
表彰（東京都）

5月31日
～6月8日

高松塚古墳壁画修理作業室一般公開（奈良県）

6月1日～15日 日本実験棟「きぼう」船内実験室打上げ、国際
宇宙ステーションへの取付けに成功

6月6日 「独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一
部を改正する法律」公布

6月11日 社会教育法等の一部を改正する法律の公布（一
部同日施行）

6月12日 独立行政法人国立女性教育会館「女性アーカイ
ブセンター」開設式

子どもを守り育てる体制づくりのための有識者
会議（「『ネット上のいじめ』から子どもたちを
守るために―見直そう ! ケータイ・ネットの利
用の在り方を―）第 2次取りまとめ

6月13日 「学校耐震化加速に関するお願い」

6月14日 地震調査委員会臨時会開催【議題：岩手・宮城
内陸地震（6月 14 日発生 .M7.2）】

6月16日 中央教育審議会初等中等教育分科会「小・中学
校の設置・運営の在り方等に関する作業部会」
設置

6月18日 「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法
律」公布・施行

6月20日 学校耐震化加速に向けた会議（キックオフ・ミ
ーティング）

平成 19 年 12 月～平成 21 年 3 月
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6月27日 初等中等教育における外国人児童生徒教育の充
実のための検討会「外国人児童生徒教育の充実
方策について」（報告）

7月1日 「教育振興基本計画」　閣議決定

7月2日～10日 第 32 回世界遺産委員会（カナダ・ケベック）

7月3日 「学力向上 ICT活用指導ハンドブック」公表

7月7日 国語に関する学術研究の推進について（報告）

平成 20 年度「新たな社会的ニーズに対応した
学生支援プログラム」選定結果公表

7月8日 中央教育審議会大学分科会留学生特別委員会
「『留学生 30 万人計画』骨子取りまとめの考え
方に基づく具体的方策の検討」取りまとめ

7月16日 「情報モラル指導ポータルサイト～やってみよ
う情報モラル教育～」公表

7月24日 地震調査委員会臨時会開催【議題：岩手県中部
の地震（7月 24 日発生 .M6.8）】

7月25日 「次世代スーパーコンピュータ作業部会報告書
　－次世代スパコンの共用促進と研究機能の構
築に向けて－」取りまとめ

「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題
への取り組みの徹底について」（初等中等教育
長 , スポーツ・青少年局長通知）発出

7月29日 「留学生 30 万人計画」骨子（文部科学省、外務
省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交
通省）策定

認定こども園制度の普及促進等に関する検討会
「認定こども園の普及促進について」報告書

平成 20 年度「専門職大学院等における高度専
門職業人養成教育推進プログラム」選定結果公
表

7月31日 学校教育法施行規則の一部を改正する省令を公
布・施行（共同利用・共同研究拠点の認定等）

8月4日 科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学
官連携推進委員会大学知的財産本部審査・評価
小委員会「「大学知的財産本部整備事業」事業
評価結果報告書」取りまとめ

8月4日～5日 国語問題研究協議会（東日本地区：8月 4 日～
5 日（神奈川県）、西日本地区：8月 21 日～ 22
日（京都府））

8月6日～10日 第 32 回全国高等学校総合文化祭（群馬県）

8月8日 平成 20 年度優良 PTA 文部科学大臣表彰、
PTA活動振興功労者表彰 <全国国公立幼稚園
PTA連絡協議会全国大会にて>（千葉県）

8月8日～24日 第 29 回オリンピック競技大会（2008/ 北京）（中
国：北京）

8月20日～21日 子ども霞が関見学デー

8月22日 平成 20 年度優良 PTA 文部科学大臣表彰、
PTA活動振興功労者表彰<全国高等学校 PTA
連合会全国大会にて>（愛知県）

8月26日 平成 20 年度文化庁日本語教育大会（東京大会）
（東京都）

オリンピック競技大会優秀者顕彰及びスポーツ
功労者顕彰並びにオリンピック競技大会入賞者
等表彰（東京都）

8月29日 「学校における転落事故防止の留意点」取りま
とめ

平成 20 年度全国学力・学習状況調査の結果の
提供・公表

8月30日～31日 第 19 回全国高等学校総合文化祭　優秀校公演
（東京都）

9月1日 「独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一
部を改正する法律」施行

平成 20 年度「社会人の学び直しニーズ対応教
育推進プログラム」選定結果公表

年月日 施　策

9月1日 平成 20 年度「産業連携による実践型人材育成
事業－サービスイノベーション人材育成－」選
定結果公表

9月11日 中央教育審議会「中長期的な大学教育の在り方
について」（諮問）

9月16日～17日 次世代スーパーコンピューティング・シンポジ
ウム 2008（東京都）

9月19日 平成 20 年度 臨時都道府県・指定都市教育委員
会教育委員長会議

9月26日 文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員
会「わが国の世界遺産暫定一覧表への文化資産
の追加記載に係る調査 ･審議の結果について」
報告

9月27日
～10月7日

第 63 回国民体育大会（大分県）

9月30日 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員
会「法科大学院教育の質の向上のための改善方
策について」中間まとめ

10月1日
～11月10日

平成 20 年度第 63 回文化庁芸術祭（東京都・大
阪府）

10月10日
～12月23日

独立行政法人国立女性教育会館「女性アーカイ
ブセンター」企画展示開催

10月11日
～11月30日

文化庁国際文化フォーラム開催：開会式・長官
座談会（10 月 11 日、東京都）京都座談会（11
月 9 日、京都府）、奈良座談会（11 月 30 日、
奈良県）

10月11日
～15日

第 20 回全国生涯学習フェスティバル「まなび
ピアふくしま 2008」（福島県）

「eスクール 2008」（まなびピアふくしま）

10月15日 中央教育審議会初等中等教育分科会「学校・教
職員の在り方及び教職調整額の見直し等に関す
る作業部会」設置

10月16日 地方教育行政功労者表彰式（文部科学大臣表彰）

平成 20 年度「産学連携による実践型人材育成
事業－ものづくり技術者育成－選定結果公表」

10月17日 「緊急総合対策を踏まえた学校耐震化加速に関
するお願い」

10月28日 第 61 回優良公民館表彰（東京都）

10月30日
～11月1日

文化ボランティア全国フォーラム in 東京 2008

10月31日 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関
する法律施行令」ほか関係政省令の公布（平成
20 年 11 月 4 日施行）

11月1日
～11月9日

第 23 回国民文化祭・茨城 2008（茨城県）

11月2日
～9日

高松塚古墳壁画修理作業室一般公開（奈良県）

11月4日
～8日

ユネスコ無形文化遺産条約第 3回政府間委員会
（トルコ・イスタンブール）：「人類の無形文化
遺産に関する傑作」として宣言された 90 件の
無形文化遺産が、「人類の無形文化遺産の代表
的な一覧表」に統合される。

11月6日 平成 20 年度地域文化功労者表彰（東京都）

11月12日 教育職員免許法施行規則を改正（教職実践演習
の導入、教職課程の是正勧告・認定取消し等の
規定を整備）

11月17日 獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力
者会議設置

11月18日 「次世代スーパーコンピュータ戦略委員会」設置

11月20日
～11月21日

文化ボランティア・コーディネーターフォーラ
ム in 沖縄

11月20日 平成 20 年度優良 PTA 文部科学大臣表彰、
PTA活動振興功労者表彰 <日本 PTA創立 60
周年記念式典にて>（東京都）
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11月22日
～12月14日

文化庁メディア芸術祭シンガポール展

11月25日 平成 20 年度キャリア教育推進フォーラム及び
キャリア教育優良教育委員会・学校等文部科学
大臣表彰

11月28日 平成 20 年度文化庁長官表彰（東京都）

12月1日 新公益法人制度の施行

12月2日～5日 ESD国際フォーラム 2008

12月3日 平成 20 年度社会教育功労者表彰（東京都）

12月4日～5日 平成 20 年度スポーツコーチサミット（東京都）

12月6日 第 3回特別支援教育全国フォーラム（東京都）

12月12日 第4回X線自由電子レーザーシンポジウム（東京）

12月15日 「原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会 
第 1 次報告書」報告

12月16日 第 3回臨床研究の倫理と利益相反に関するワー
クショップ

12月23日 J-PARC において中性子・ミュオンビームの利
用を開始

12月24日 中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて」
（答申）

中央教育審議会「高等専門学校教育の充実につ
いて」（答申）

中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア
教育・職業教育の在り方について」（諮問）

12月25日 第 50 次南極地域観測隊出発

「埋設処分業務の実施に関する基本方針」決定

スポーツ功労者顕彰（プロスポーツ関係者）（東
京都）

学術情報基盤整備に関する対応方策等について
（審議のまとめ）

（平成21年）

1月13日 国際教育交流政策懇談会（設置）

1月20日 「iPS 細胞（人工多能性幹細胞）研究等の加速に
向けた総合戦略　改訂版」文部科学大臣決定

1月23日 H-Ⅱ Aロケット 15 号機による温室効果ガス観
測技術衛星「いぶき」（GOSAT）等の打上げに
成功

科学技術・学術審議会「長期的展望に立つ脳科
学研究の基本的構想及び推進方策について（第
一次答申案（中間取りまとめ））」取りまとめ

1月26日 「文化審議会著作権分科会報告書」（報告）

1月27日 J-PARC 最終段加速器での陽子ビーム加速とハ
ドロン実験施設への入射に成功

1月29日 文化審議会文化政策部会「実演芸術家等に関す
る人材の育成及び活用について」審議経過報告

1月30日 平成 20 年度文化庁長官表彰〔文化芸術創造都
市部門〕（東京都）

平成 20 年度文化庁長官表彰（文化芸術創造都
市部門）記念シンポジウム「創造性をはぐくむ
都市へ」（東京都）

定住外国人の子どもに対する緊急支援～定住外
国人子ども緊急支援プラン～公表

「学校における携帯電話等の取扱いについて」
（初等中等教育長通知）発出

1月31日 ネット安全安心全国推進フォーラム

2月1日 第５期中央教育審議会発足

2月3日 「原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損
害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する
法律案」第 171 回国会に提出

第 12 回文化庁メディア芸術祭贈呈式（東京都）

2月4日～15日 第 12 回文化庁メディア芸術祭（東京都）

年月日 施　策

2月9日 平成 20 年度文部科学大臣優秀教員表彰式（文
部科学大臣表彰）

2月17日 文部科学省における研究及び開発に関する設備
指針（文部科学大臣決定）

2月18日 国際民俗芸能フェスティバル（東京都）

2月24日 第 49 次南極地域観測越冬隊及び第 50 次南極地
域観測夏隊帰国

2月25日 「子どもの携帯電話等の利用に関する調査」の
結果（速報）公表

2月 「新型インフルエンザ対策に関する文部科学省
行動計画」の改定

3月1日 国際教育推進フォーラム 2009（東京）

3月3日 第 6回文化交流使活動報告会（東京都）

3月4日～7日 国際芸術見本市 2009 開催（東京都）

3月9日 高等学校、特別支援学校学習指導要領等改訂

3月11日 平成 20 年度文化庁長官表彰〔源氏物語千年紀
記念表彰〕（東京都）

平成 20 年度文化庁長官表彰〔国際芸術部門〕（東
京都）

3月13日 「心のノート」の改訂・配布（新学習指導要領
対応）

3月23日 持続発展教育（ESD）の一層の普及及び支援の
推進について（建議）

3月27日 学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者
会議（「学校施設における事故防止の留意点に
ついて」、「学校施設整備指針の改訂について」、
「環境を考慮した学校施設（エコスクール）の
今後の推進方策について－低炭素社会における
学校づくりの在り方－（最終報告）」及び「学
校施設の評価の在り方について（最終報告）」等）
取りまとめ

定住外国人の子どもに対する緊急支援（第 2次）
～定住外国人子ども緊急支援プラン～公表

3月30日 J-GLOBAL（科学技術総合リンクセンター） 試
行版（β版）を公開

文化発信戦略に関する懇談会「日本文化への理
解と関心を高めるための文化発信の取組につい
て」（報告）

「教育の情報化に関する手引」公表

3月31日 「学校施設整備指針」改訂

「独立行政法人に係る改革を推進するための文
部科学省関係法律の整備等に関する法律」公布
（メディア教育開発センターの廃止：21 年 4 月
1 日施行、国立高等専門学校の統合、国立国語
研究所の移管：21 年 10 月 1 日施行）

認定こども園制度の在り方に関する検討会「今
後の認定こども園制度の在り方について」報告
書

教育相談等に関する調査研究協力者会議

「児童生徒の教育相談の充実について－生き生
きとした子どもを育てる相談体制づくり－」取
りまとめ

「独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一
部を改正する法令」公布（4月 1日施行）

3月 学校環境衛生基準

学校給食衛生管理基準

学校給食実施基準

学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴
う関係政令の整備に関する政令

学校保健法等の一部を改正する法律の施行に伴
う文部科学省関係省令の整備等に関する省令
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15 統計調査一覧 （文部科学省又は文化庁が実施する統計調査）

調査名
（担当課）

目的及び主な調査事項
（□は目的，■は主な事項）

学校基本調査
（指定統計第 13号）
〔生涯学習政策局調査企画課〕

□幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，大学，短期大学，高等
専門学校，専修学校及び各種学校の全国すべての学校を対象とし，学校教育行政に必要な学
校に関する基本的事項を明らかにする。

■①在学者数，教員数，職員数，学校数，学部数，学科数，学級数②不就学学齢児童生徒数③
土地・建物の面積④学校経費⑤入学・卒業後の状況等

学校保健統計調査
（指定統計第 15号）
〔生涯学習政策局調査企画課〕

□幼児，児童及び生徒の発育及び健康状態を明らかにする。
■幼児等の発育状態（身長，体重，座高），幼児等の健康状態（栄養状態，視力，聴力，眼・耳
鼻咽頭・歯・口腔の疾病・異常の有無等）

学校教員統計調査
（指定統計第 62号）
〔生涯学習政策局調査企画課〕

□学校の教員構成並びに教員の個人属性，職務態様及び異動状況等を明らかにする。
■①学校種ごとの性別，年齢別，職名別教員数，②教員個人の性別，年齢，職名，学歴，勤務
年数，教員免許状の種類，週担当授業時数，給料月額等，③教員個人の採用・転職・離職の
別，採用・転入前の職業又は離職の理由等

社会教育調査
（指定統計第 83 号，生涯学習
・社会教育施設調査）
〔生涯学習政策局調査企画課〕

□社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにする。
■社会教育行政の実施状況，公民館，図書館，博物館，青少年教育施設，女性教育施設及び社
会体育施設における施設及び活動の状況

地方教育費調査
〔生涯学習政策局調査企画課〕

□学校教育，社会教育，生涯学習関連及び教育行政のために地方公共団体から支出された経費
並びに授業料等の収入の実態及び地方教育行政機関の組織等の実態を明らかにして，国・地
方を通じた教育諸施策を検討・立案するための基礎資料を得る。

■教育委員会等における支出項目別・財源別学校教育費，社会教育費及び教育行政費，知事部
局における支出項目別・財源別生涯学習関連費，教育施設別・科目別収入額，教育委員会の
類型，教育委員・教育長の属性，教育委員会事務局の本務職員数

子どもの学習費調査
〔生涯学習政策局調査企画課〕

□保護者が，子どもの学校教育及び学校外活動のために支出した経費並びに世帯の年間収入の
実態をとらえ，教育に関する国の諸施策を検討・立案するための基礎資料を得る。

■保護者が支出した学校教育費，学校外活動費及び保護者が支出した学校給食費，学校納付金
並びに世帯の年間収入

公立学校施設実態調査
〔文教施設企画部施設助成課〕

□諸法令に基づく補助金の執行に関する資料を得るとともに，公立学校の施設の実態を把握す
る。

■公立学校施設の必要面積，保有面積，整備資格面積，危険面積，要改築面積，用地面積
教育職員に係る係争中の争訟
事件等の係属状況等の調査
〔初等中等教育局初等中等教
育企画課〕

□教職員に係る係争中の争訟事件等について，その概要を把握し，教職員の勤務状況等に係る
指導・改善するための基礎資料を得る。

■公立小・中・高等学校，中等教育学校，特別支援学校，の教育職員に係る行政事件，刑事事
件，審査請求，措置要求の係属状況及び懲戒処分・分限処分の状況等

教職員の組織する職員団体の
実態調査〔初等中等教育局初
等中等教育企画課〕

□職員団体の実態を承知し，諸施策の基礎資料を得る。
■全国組織別教職員団体への加入状況，全国組織別・職種別・学校種別加入状況，新採用教員
の加入状況

児童生徒の問題行動等生徒指
導上の問題に関する調査
〔初等中等教育局児童生徒課〕

□児童生徒の問題行動等について，全国の状況を調査・分析することにより，今後の指導の充
実に資する。

■国公私立小・中・高等学校等における問題行動等（暴力行為・いじめ・自殺・不登校・中途
退学等）及び教育相談の実施状況

高等学校卒業（予定）者の就
職（内定）状況に関する調査
〔初等中等教育局児童生徒課〕

□高等学校卒業予定者の就職内定状況調査することにより，高等学校における進路指導の状況
を把握するとともに，適切な進路指導を推進するための基礎資料を得る。

■高等学校卒業（予定）者数（学科別），就職希望者数（学科別，県内・県外別），就職（内定）
者数（学科別，県内・県外別）

日本語指導が必要な外国人児
童生徒の受入れ状況等に関す
る調査
〔初等中等教育局国際教育課〕

□日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況等を調査・分析することにより，受入体制の
充実に資する。

■学校種別，都道府県別，在籍期間別及び母語別在籍状況，在籍人数別学校数，在籍人数別市
町村数

学校における教育の情報化等
の実態に関する調査
〔初等中等教育局参事官〕

□学校教育及び教育行政のために地方公共団体において整備された教育用情報機器及びソフト
ウェアのほか，学校のインターネット接続環境，教員の情報活用能力の実態等の状況を明ら
かにし，国・地方を通じた教育諸施策を検討・立案するための基礎資料を得る。

■コンピューターの整備の実態，インターネットへの接続状況，教員のコンピューター活用等
の実態

大学等におけるインターンシ
ップ実施状況調査
〔高等教育局専門教育課〕

□大学・短期大学・高等専門学校におけるインターンシップの実施状況を把握することにより，
今後のインターンシップの一層の推進に役立てるための基礎資料を得る。

■インターンシップを実施している学部・研究科名，学科・専攻等名，授業科目名，実施学年
・学生数，実施時期，実施期間等

大学，短期大学，高等専門学
校及び専修学校卒業予定者の
就職内定状況等調査
〔高等教育局学生支援課〕

□大学，短期大学，高等専門学校及び専修学校卒業予定の学生・生徒について就職内定状況を
把握し，就職問題に適切に対処するための参考資料を得る。

■調査対象者の性別，進路希望（就職希望又は　非就職希望の別），就職希望者の学校における
専攻，就職希望者が企業等により内（々）定を受けた時期

民間企業の研究活動に関する
調査
〔科学技術政策研究所〕

□民間企業の研究活動の動向を把握，分析することにより，科学技術政策の立案，推進に資す
る。

■①研究開発活動に関する基礎情報
　②経営戦略と企業内外の環境変化
　③科学技術に関する施策・制度の利用状況



参
考
資
料

　文部科学白書2008　357

調査名
（担当課）

目的及び主な調査事項
（□は目的，■は主な事項）

大学等におけるフルタイム換
算データに関する調査
〔科学技術・学術政策局調査調
整課〕

□大学教員等の研究活動の実態を把握，分析することにより，我が国の高等教育部門に関する
研究開発統計データを国際的な基準であるフルタイム基準に換算するために必要な統計的デ
ータを取得することを目的とする。

■教員：研究活動及び教育活動等の活動時間／博士課程（後期）在籍者：論文作成のための研
究時間等／医局員・研究員等：論文作成のための研究時間等 

学術情報基盤実態調査
〔研究振興局情報課〕

□国公私立大学の学術情報基盤（大学図書館，コンピュータ及びネットワーク等）についての
現状を明らかにし，その改善の基礎資料とする。

■大学図書館職員数，施設の状況，蔵書数，図書・雑誌受入数，コンピュータやネットワーク
の管理組織・運営体制，学内 LANの整備状況等

体力・運動能力調査
〔スポーツ・青少年局生涯スポ
ーツ課〕

□国民の体力・運動能力の現状を明らかにするとともに，体育・スポーツの指導と行政上の基
礎資料を得る。

■握力，上体起こし，長座対前屈，反復横跳び，20 ｍシャトルラン（往復持久走），50 ｍ走，
立ち　幅とび，ソフト（ハンド）ボール投げ等

体育・スポーツ施設現況調査
〔スポーツ・青少年局生涯スポ
ーツ課〕

□我が国における体育・スポーツ施設の設置状況や学校体育施設の開放状況等の実態を調査し，
今後の体育・スポーツ施設の整備計画策定等，スポーツ振興施策の企画，立案に必要な基礎
資料を得る。

■学校体育・スポーツ施設，大学（短期大学）・高等専門学校体育・スポーツ施設，公共スポー
ツ施設（社会体育施設，社会教育施設（公民館等）等に付帯するスポーツ施設），職場スポ
ーツ施設，民間スポーツ施設の施設種別，個所数，規模等

学校給食実施状況等調査
〔スポーツ・青少年局学校健康
教育課〕

□学校給食の現状と課題を把握し，その改善充実に資する。
■学校給食の実施状況，学校給食費の状況，米飯給食の実施状況及び食堂食器具の使用状況等

学校給食栄養報告
〔スポーツ・青少年局学校健康
教育課〕

□学校給食における栄養内容等の実態を把握し，食事内容の充実を図る。
■学校給食における栄養素等摂取状況，使用食品の分類別摂取状況

宗教統計調査
〔文化庁文化部宗務課〕

□宗教法人数等について調査し，宗務行政上の基礎資料を得る。
■宗教団体数，宗教法人数，教師数及び信者数

宗教法人が行う事業に関する
調査〔文化庁文化部宗務課〕

□宗教法人が本来の宗教活動に加えてどのような事業を行っているか実態を把握するとともに，
宗教法人を取り巻く様々な問題や所轄庁に対する見解を伺う意見調査を併せて実施すること
により，今後の宗教法人制度の適切な運営の在り方や宗務行政の円滑な推進について検討を
行うための基礎資料を得る。

■①事業調査　事業実施の有無，実施動機，管理・運営を含めた実施方法，本来の宗教活動と
どのような関わりを持っているか等②意見調査　宗教法人を取り巻く様々な問題に対する見
解，所轄庁に対する見解等

民間企業の研究活動に関する
調査
〔科学技術・学術政策局調査調
整課〕

□民間企業の研究活動の動向を把握、分析することにより、科学技術政策の立案、推進に資する。
■①回答企業のプロフィール②研究開発費について③研究開発者等の人材について④企業の国
際化戦略について⑤他機関との連携について⑥研究開発拠点の海外進出について

16 刊行物一覧

（1）一般刊行物　　（文部科学省又は文化省が，平成 19 年 12 月～ 21 年 3 月末の期間に著者，編集又は監修した主な刊行物）
刊行物名 判型 頁数 刊行年月 発行所 担当部局

幼稚園施設整備指針 A4 53 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課

小学校施設整備指針 A4 74 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課

中学校施設整備指針 A4 77 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課

高等学校施設整備指針 A4 79 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課

特別支援学校施設整備指針 A4 112 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課

「学校施設における省エネルギー対策について
～地球環境のためにわたしたちができること～」（教職員向け） A4 24 20 年 3 月 非売品

文教施設企画部
施設企画課

「学校施設における省エネルギー対策について
～管理・運営の視点～」（管理者向け） A4 16 20 年 3 月 非売品

文教施設企画部
施設企画課

大学等等における省エネルギー対策
－現地調査 3年間から見えてくる課題と方策－ A4 24 20 年 7 月 非売品

文教施設企画部
参事官

特別支援教育推進のための学校施設づくりを目指して
～特別支援教育を推進するための施設整備事例集～ A4 111 20 年 6 月 非売品

文教施設企画部
施設企画課

学校施設における事故防止の留意点について A4 92 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課

学校施設の評価の在り方について
～学校施設の改善のために～（最終報告） A4 83 21 年 3 月 非売品

文教施設企画部
施設企画課

あたたかみとうるおいのある木の学校　早わかり木の学校 A4 133 19 年 12 月
（社）

文教施設協会
文教施設企画部
施設助成課

平成 18年度学校建築年報「公立学校編」 A4 138 20 年 3 月
（社）

文教施設協会
文教施設企画部
施設助成課
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耐震補強工法事例集 A4 41 20 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設助成課

公立学校耐震化PFI マニュアル A4 52 20 年 10 月 非売品
文教施設企画部
施設助成課

学校施設における地域ぐるみの防犯対策事例集
～学校施設の防犯対策に係る点検・改善マニュアル作成の
取組に関する調査研究報告～

A4 56 21 年 3 月 非売品
文教施設企画部
施設企画課 /文教
施設研究センター

平成 19年度文部科学白書 A4 417 20 年 3 月 日経印刷
生涯学習政策局
政策課

平成 19年度学校基本調査報告書
（初等中等教育機関 , 専修学校・各種学校） B5 1062 19 年 12 月 国立印刷局

生涯学習政策局
調査企画課

平成 19年度学校基本調査報告書
（高等教育機関） B5 710 19 年 12 月 国立印刷局

生涯学習政策局
調査企画課

平成 20年度学校基本調査速報
（初等中等教育機関 , 専修学校・各種学校） A4 85 20 年 8 月 非売品

生涯学習政策局
調査企画課

平成 20年度学校基本調査速報
（高等教育機関） A4 105 20 年 8 月 非売品

生涯学習政策局
調査企画課

平成 20年度学校基本調査報告書
（初等中等教育機関 , 専修学校・各種学校） B5 1060 20 年 12 月 日経印刷

生涯学習政策局
調査企画課

平成 20年度学校基本調査報告書
（高等教育機関） B5 738 20 年 12 月 日経印刷

生涯学習政策局
調査企画課

教育調査第 138 集　諸外国の教育動向 2007 年度版 A4
変型

340 20 年 8 月 明石書店
生涯学習政策局　
調査企画課

平成 19年度学校保健統計調査速報 A4 68 19 年 12 月 非売品
生涯学習政策局
調査企画課

平成 19年度学校保健統計調査報告書 A4 234 20 年 3 月 国立印刷局
生涯学習政策局
調査企画課

平成 19年度学校教員統計調査中間報告 A4 90 20 年 9 月 非売品
生涯学習政策局
調査企画課

平成 20年度学校保健統計調査速報 A4 68 20 年 12 月 非売品
生涯学習政策局
調査企画課

平成 20年度学校保健統計調査報告書 A4 234 21 年 3 月 日経印刷
生涯学習政策局
調査企画課

平成 18年度地方教育費調査報告書
（平成 17会計年度） A4 217 19 年 12 月 国立印刷局

生涯学習政策局
調査企画課

平成 18年度子どもの学習費調査結果 A4 54 19 年 12 月 非売品
生涯学習政策局
調査企画課

平成 18年度子どもの学習費調査報告書 A4 106 20 年 2 月 国立印刷局
生涯学習政策局
調査企画課

平成 19年度地方教育費調査中間報告
（平成 18会計年度） A4 129 20 年 7 月 非売品

生涯学習政策局
調査企画課

平成 19年度地方教育費調査報告書
（平成 18会計年度） A4 278 20 年 12 月 日経印刷

生涯学習政策局
調査企画課

文部科学統計要覧　平成 20年版 B6 239 20 年 3 月 国立印刷局
生涯学習政策局
調査企画課

文部科学統計要覧　平成 21年版 B6 239 21 年 3 月 日経印刷
生涯学習政策局
調査企画課

「デジタルテレビ等を活用した先端的教育・学習に関する調査
研究事業」報告書 A4 15 21 年 3 月 非売品

生涯学習政策局
参事官

幼稚園教育要領 A4 132 20 年 3 月 教育出版
初等中等教育局
幼児教育課

幼稚園における学校評価ガイドライン A4 23 20 年 3 月 非売品
初等中等教育局
幼児教育課

幼稚園教育要領解説 A5 299 20 年 10 月 フレーベル館
初等中等教育局
幼児教育課

幼稚園における子育て支援活動及び預かり保育の事例集 A4 61 21 年 3 月 非売品
初等中等教育局
幼児教育課

保育所や幼稚園等と小学校における連係事例集 A4 83 21 年 3 月 非売品
初等中等教育局
幼児教育課

認定こども園認定申請手続き等に関する事務マニュアル A4 92 21 年 3 月 非売品
初等中等教育局
幼児教育課

体験活動事例集～体験のススメ～
[ 平成 17・18 年度豊かな体験活動推進事業より ] A4 175 20 年 1 月 非売品

初等中等教育局
児童生徒課

人権教育の指導方法等の在り方について [ 第三次とりまとめ ]
～指導等の在り方編～ A4 68 20 年 3 月 非売品

初等中等教育局
児童生徒課

人権教育の指導方法等の在り方について
[ 第三次とりまとめ ] ～実践編～ A4 91 20 年 3 月 非売品

初等中等教育局
児童生徒課

人権教育の指導方法の在り方について [ 第三次とりまとめ ]
～実践編・個別的な人権課題に対する取り組み A4 82 20 年 3 月 非売品

初等中等教育局
児童生徒課
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刊行物名 判型 頁数 刊行年月 発行所 担当部局
『ネット上のいじめ』から子どもたちを守るために
ー見直そう ! ケータイ・ネットの利用のあり方をー
子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議まとめ
【第 2次】

A4 11 20 年 6 月 非売品
初等中等教育局
児童生徒課

児童生徒の教育相談の充実について
－生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり（中間まとめ） A4 63 20 年 8 月 非売品

初等中等教育局
児童生徒課

「子どもの読書活動と学校図書館に関する広報リーフレット」 B5 16 20 年 9 月 非売品
初等中等教育局
児童生徒課

『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集
（学校・教員向け） A4 82 20 年 11 月 非売品

初等中等教育局
児童生徒課

スクールソーシャルワーカー実践活動事例集 A4 92 20 年 12 月 非売品
初等中等教育局
児童生徒課

教師が知っておきたい子どもの自殺予防 A4 55 21 年 3 月 非売品
初等中等教育局
児童生徒課

国際理解教育実践事例集（中学校・高等学校編） A4 188 20 年 8 月 教育出版
初等中等教育局
国際教育課

小学校外国語活動研修ガイドブック A4 126 21 年 3 月 明治図書
初等中等教育局
国際教育課

学校評価ガイドライン〔改訂〕 A4 50 20 年 1 月 非売品
初等中等教育局
参事官

生きるための知識と技能３　OECD生徒の学習到達度調査
（PISA）2006 年調査国際結果報告書 A4 308 19 年 12 月 ぎょうせい

初等中等教育局
参事官

平成 19年度全国学力・学習状況調査【 小学校 】報告書 A4 180 20 年 1 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 19年度全国学力・学習状況調査【 小学校 】集計結果 A4 521 20 年 1 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 19年度全国学力・学習状況調査【 中学校 】報告書 A4 223 20 年 1 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 19年度全国学力・学習状況調査【 中学校 】集計結果 A4 558 20 年 1 月 非売品
初等中等教育局
参事官

コミュニティ・スクール事例集 A4 191 20 年 3 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 20年度全国学力・学習状況調査【 小学校 】報告書 A4 234 20 年 11 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 20年度全国学力・学習状況調査【 小学校 】集計結果 A4 486 20 年 11 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 20年度全国学力・学習状況調査【 中学校 】報告書 A4 285 20 年 11 月 非売品
初等中等教育局
参事官

平成 20年度全国学力・学習状況調査【 中学校 】集計結果 A4 508 20 年 11 月 非売品
初等中等教育局
参事官

小学校学習指導要領 A4 237 20 年 7 月 東京書籍
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説総則編 A4 121 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説国語編 A4 151 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説社会編 A4 139 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説算数編 A4 223 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説理科編 A4 105 20 年 8 月 大日本図書
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説生活編 A4 82 20 年 8 月 日本文教出版
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説音楽編 A4 109 20 年 8 月 教育芸術社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説図画工作編 A4 89 20 年 8 月 日本文教出版
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説体育編 A4 125 20 年 9 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説家庭編 A4 85 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説道徳編 A4 145 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説外国語活動編 A4 47 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 A4 125 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

小学校学習指導要領解説特別活動編 A4 143 20 年 8 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課



360　文部科学白書2008

参考資料

刊行物名 判型 頁数 刊行年月 発行所 担当部局

中学校学習指導要領 A4 237 20 年 8 月 東山書房
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説総則編 A4 121 20 年 9 月 ぎょうせい
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説国語編 A4 133 20 年 9 月 東洋館出版社
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説社会編 A4 161 20 年 9 月 日本文教出版
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説数学編 A4 177 20 年 9 月 教育出版
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説理科編 A4 149 20 年 9 月 大日本図書
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説音楽編 A4 101 20 年 9 月 教育芸術社
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説美術編 A4 109 20 年 9 月 日本文教出版
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説保健体育編 A4 205 20 年 9 月 東山書房
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説技術・家庭編 A4 105 20 年 9 月 教育図書
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説外国語編 A4 81 20 年 9 月 開隆堂出版
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説道徳編 A4 151 20 年 9 月 日本文教出版
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 A4 127 20 年 9 月 教育出版
初等中等教育局
教育課程課

中学校学習指導要領解説特別活動編 A4 127 20 年 9 月 ぎょうせい
初等中等教育局
教育課程課

研究開発評価実例集 A4 298 20 年 4 月 非売品
科学技術・学術
政策局評価推進室

一家に１枚光マップ
A1
A2
変形

1 20 年 4 月 非売品
科学技術・学術
政策局基盤政策課

科学技術要覧　平成 20年版 A5 310 20 年 5 月 日経印刷
科学技術・学術
政策局調査調整課

子ども科学技術白書Ⅸ A5 64 20 年 3 月
東洋紙業
株式会社

科学技術・学術
政策局調査調整課

平成 20年版科学技術白書 A4 268 20 年 5 月 日経印刷
科学技術・学術
政策局調査調整課

学校給食調理場における手洗いマニュアル A4 40 20 年 3 月 非売品
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

調理場における洗浄・消毒マニュアルPart Ⅰ A4 60 21 年 3 月 非売品
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

栄養教諭による食に関する指導実践事例集 A4 166 21 年 3 月 文部科学省
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

わたしの健康（小学生用） A4 16 21 年 3 月 非売品
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

かけがえのない自分　かけがえのない健康（中学生用） A4 48 20 年 8 月 非売品
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

健康な生活を送るために（高校生用） A4 48 20 年 8 月 非売品
スポーツ・青少年局
学校健康教育課

文化芸術立国の実現を目指して　－文化庁 40年史－ A5 410 21 年 3 月 ぎょうせい
文化庁長官
官房政策課

著作権法入門 2008 A4 367 20 年 10 月
（社）著作権
情報センター

文化庁長官
官房著作権課

文化審議会著作権分科会報告書 A4 226 21 年 1 月 非売品
文化庁長官
官房著作権課

第 11回文化庁メディア芸術祭受賞作品集 A4 112 20 年 2 月 非売品
文化庁文化部
芸術文化課

第 22回国民文化祭・とくしま 2007 公式記録 A4 273 20 年 3 月 非売品
文化庁文化部
芸術文化課

第 12回文化庁メディア芸術祭受賞作品集 A4 100 21 年 2 月 非売品
文化庁文化部
芸術文化課

第 23回国民文化祭・いばらき 2008 公式記録 A4 241 21 年 3 月 非売品
文化庁文化部
芸術文化課

「言葉」について考える体験事業・平成 19年度事例紹介資料 A4 70 20 年 7 月 非売品 文化庁文化部国語課
「言葉」に関する参加体験型講習の指導者養成事業・
平成 19年度事例紹介資料 A4 110 20 年 7 月 非売品 文化庁文化部国語課
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刊行物名 判型 頁数 刊行年月 発行所 担当部局
平成 19年度国語に関する世論調査
「日本人の国語力と言葉遣い」 A4 105 20 年 8 月 ぎょうせい 文化庁文化部国語課

日本語学習・生活ハンドブック（韓国・朝鮮語版，中国語版，
ポルトガル語版，スペイン語版，英語版） A5 204 21 年 1 月 非売品 文化庁文化部国語課

（2）定期刊行物
刊行物名 編集・監修部局 発行所 内容

文部科学広報
（年 13回程度刊行） 大臣官房総務課広報室 非売品 文部科学省関連の最新ニュース、施策等を掲載。

月刊生涯学習 生涯学習政策局政策課
国政情報
センター

生涯学習を推進するため、関連する特集や最新施
策について幅広く情報を提供。

初等教育資料（月刊） 初等中等教育局
教育課程課 /幼児教育課

東洋館出版社
初等教育の課題を特集し、学習指導等の充実を図
るために参考となる資料や情報を広く提供。

中等教育資料（月刊） 初等中等教育局
教育課程課

ぎょうせい
中等教育の課題を特集し、学習指導等の充実を図
るために参考となる資料や情報を広く提供。

季刊特別支援教育
（年 4回程度刊行）

初等中等教育局特別支援
教育課

東洋館出版社
障害のある子どもの今日的課題を捉えてテーマを
組み、論説や事例を交えながら分かりやすく紹介
している。

教育委員会月報（月刊） 初等中等教育局初等中等
教育企画課

第一法規

文部科学省の実施する施策の周知、各種教育制度
についての解説、都道府県・市町村等教育委員会
の特色ある取組の紹介等、教育委員会や教育関係
者の取組に資する情報を提供している。

文化庁月報（月刊） 文化庁長官官房政策課 ぎょうせい
文化庁の施策、行事の紹介や文化活動の PRなど、
文化に関する情報を掲載している。

宗教年鑑（年刊） 文化庁文化部宗務課 ぎょうせい 日本の宗教の概要、宗教統計、宗教団体一覧を掲載。

月刊文化財（月刊） 文化庁文化財部監修 第一法規
新指定文化財を紹介するとともに、年数回は文化
財等に関する特集記事を掲載している。

科研費NEWS
（年 4回程度刊行）

研究振興局学術研究助成課
/日本学術振興会

非売品
科学研究費補助金（科研費）により支援した研究
活動における最近の研究成果を紹介。
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17 施策パンフレットの紹介 （文部科学省・文化庁が行っている様々な施策を紹介するため，平成 19 年 12 月～21 年 3 月末の
期間に作成した主なパンフレット）

●文部科学省の概要
　文部科学省の組織、予算、主要施策な
どを紹介しております。

大臣官房総務課広報室

●Ministry of Education，
   Culture, Sports, Science　
    and Technology
　「文部科学省の概要」パンフレットの英
語版です。

大臣官房総務課広報室

●ユネスコ・スクールと持続発展教育
（ESD）について
　持続発展教育（ESD）及びユネスコ・ス
クールについて広く周知するため、概要
や目的、活動事例について紹介していま
す。

国際統括官付

●青年海外協力隊・日系社会青年ボラン
ティア「現職教員特別参加制度」のご
案内

　青年海外協力隊及び日系社会青年ボラ
ンティア「現職教員特別参加制度」の概要
を説明しています。

大臣官房国際課

●国際協力イニシアティブ
　大学の知を活用した国際協力モデルの
形成

　「国際協力イニシアティブ」事業の概要
を説明しています。

大臣官房国際課

●エコスクール　環境を考慮した学校施
設の整備推進

　エコスクールのパイロット・モデル事
業の概要についてまとめたものです。

文教施設企画部施設助成課

●あたたかみとうるおいのある木の学校
　早わかり木の学校

　学校施設へ木材を活用する際の課題解決の
考え方や留意点について解説した手引き「早
わかり木の学校」の使い方を紹介しています。

文教施設企画部施設助成課

●学校における転落事故防止のために
　校内の天窓や窓、庇などからの転落事
故を防止するための、基本的な考え方や
具体的な留意事項について示しています。
スポーツ・青少年局学校健康教育課／文教施設

企画部施設企画課

●国際連合教育科学文化機関
   （UNESCO)
　ユネスコ及び日本ユネスコ国内委員会
の概要、活動について紹介しています。

国際統括官付



参
考
資
料

　文部科学白書2008　363

●【再掲】あなたの町の公民館づくり～公
民館の現状、先進事例等の紹介～

　公民館職員等が公民館の活性化法策の
検討を行う際に参考となる、特色ある事
例などを紹介しています。

生涯学習政策局　社会教育課

●【新規】「学校支援地域本部事業のス
タートにあたって」

　20年度から新しく始まった「学校支援
地域本部」のねらいや仕組み、取組事例
について紹介しています。

生涯学習政策局　社会教育課

● Present Status of Museum in 
Japan

　我が国の博物館の現状を英語で紹介し
ています。あわせて、最新の博物館法の
英訳を掲載しています。

生涯学習政策局　社会教育課

●放課後子ども教室
　子どもたちの安全・安心な居場所を設
け、様々な活動を行なう「放課後子ども
教室」の概要や全国の事例などを掲載し
ています。

生涯学習政策局生涯学習推進課

●文部科学省認定社会通信教育
　文部科学省認定社会通信教育制度の説
明や、認定講座・課程の一覧を掲載して
います。

生涯学習政策局生涯学習推進課

●高等学校卒業程度認定試験
　高等学校卒業程度認定試験の概要や受
験者の声、平成 21年度の試験情報を掲
載しています。

生涯学習政策局生涯学習推進課

●教育振興基本計画
　改正教育基本法に示された教育の理念
の実現に向けて、策定されました。

生涯学習政策局　政策課

●教育サポーター制度の普及に向けて～
一人ひとりの経験と知が求められて
います～

　団塊世代等が、これまで得た知識や経験
をいかして地域社会で活躍できるよう、教
育サポーター制度の内容を紹介しています。

生涯学習政策局　社会教育課

●国立教育政策研究所
　国立教育政策研究所の組織、予算、調
査研究などを紹介しています。

国立教育政策研究所
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●情報モラル指導のポータルサイト
　情報モラル指導ポータルサイト「やっ
てみよう情報モラル教育」について紹介
しています。

生涯学習政策局　参事官

●エル・ネット（教育情報通信ネット
ワーク）

　エル・ネット（教育情報通信ネットワー
ク）について紹介しています。

生涯学習政策局　参事官

●認定こども園
　認定こども園の仕組みや保護者の声を
交え、認定こども園について説明してい
ます。

初等中等教育局幼児教育課

●幼稚園ってなぁに
　幼稚園での１日の生活等、幼稚園教育
について説明しています。

初等中等教育局幼児教育課

●魅力ある教員を求めて
　優れた資質能力を備えた魅力ある教員
を確保するために、どのような取組がな
されているのか紹介するもの。

初等中等教育局教職員課

●学力向上 ICT活用指導ハンドブック
　児童生徒の学習場面における ICT の
活用や指導のポイントなどをわかりやす
くまとめた教員向けハンドブック。

生涯学習政策局　参事官

●使うテレビでひろがる授業
　デジタルテレビ学校導入モデルについ
て紹介しています。

生涯学習政策局　参事官

●「早寝早起き朝ごはん」
　子どもの生活リズムの現状と｢早寝早
起き朝ごはん｣を習慣にするための取組
み方法をわかりやすく紹介しています。

生涯学習政策局　男女共同参画学習課

●地域で行う家庭教育支援
　家庭教育を支援する施策について、文
部科学省の取組を照会しています。

生涯学習政策局　男女共同参画学習課
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●「子どものニーズに応じた教育的支援
のために」

　障害のある子どもの保護者を対象とし
て、特別支援教育の状況などをわかりや
すく説明しています。

初等中等教育局特別支援教育課

●「生きる力」
　新しい学習指導要領の改訂の理念・方
向性やポイント、具体的な改善内容につ
いて紹介しています。

初等中等教育局教育課程課

●科学技術政策研究所
　科学技術政策研究所の組織、予算、調
査研究などについて紹介しています。

科学技術政策研究所

●コミュニティ・スクール「新 学校宣
言！」

　学校運営協議会制度（いわゆる「コミュ
ニティ・スクール」）の仕組みと事例を図
と写真で紹介しています。

初等中等教育局参事官

●【学校評価ガイドライン〔改訂〕の概要
　学校評価ガイドライン〔改訂〕につい
て、ポイントを図や表を使って説明して
います。

初等中等教育局参事官

●教員免許更新制の導入について～教員
等の職に就いていない皆様へ～

　教員等の職に就いていない方向けの教
員免許更新制の説明資料（リーフレット）

初等中等教育局教職員課

●教員免許更新制がはじまります。
　教員等の職に就いていない方向けの教
員免許更新制の説明資料（リーフレット）

初等中等教育局教職員課

●「平成20年度　戦略的大学連携支援
事業の概要」

　平成 20年度から実施している「戦略
的大学連携支援事業」の事業概要や選定
状況、取組事例等を紹介しています。

高等教育局大学振興課

●「大学の履修証明制度の創設」
　平成19年 6月の学校教育法改正によ
り創設された「履修証明制度」の概要を説
明しています。

高等教育局大学振興課
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●知的クラスター創成事業
　知的クラスター創成事業（第Ⅰ期，第
Ⅱ期 ) の概要、各地域の取組などを紹介
しています。

科学技術・学術政策局
科学技術・学術戦略官（地域科学技術担当）

●地震の将来予測への取組
　地震調査研究推進本部で作成・公表し
ている「全国を概観した地震動予測地図」
について詳しく紹介しています。

研究開発局　地震・防災研究課

●地震がわかる！防災担当者参考用資料
　防災担当者を対象に、地震の仕組みや
政府が進めている地震調査研究について
詳しく説明しています。

研究開発局　地震・防災研究課

●ライフサイエンスパンフレット
　文部科学省が実施しているライフサイ
エンス分野の研究開発プロジェクトや、
生命倫理・安全に係る法令等の概要が紹
介されたパンフレットです。

ライフサイエンス課

●科研費2008
　科学研究費補助金（科研費）に関する制
度の概要、各種データについて紹介して
います。

研究振興局　学術研究助成課

●地震がわかる！Q&A
　地震に関する基礎知識を、質問応答形
式でわかりやすく説明しています。

研究開発局　地震・防災研究課

●地震を知ろう
　小学校高学年を対象に、地震による災
害の危険性や、地震への備えについて丁
寧に説明しています。

研究開発局　地震・防災研究課

●都市エリア産学官連携促進事業
　都市エリア産学官連携促進事業の概
要、各地域の取組などを紹介しています。

科学技術・学術政策局
科学技術・学術戦略官（地域科学技術担当）

●我が国の地震の将来予測
 ̶全国を概観した地震動予測地図̶
　地震調査研究推進本部で作成・公表し
ている「全国を概観した地震動予測地図」
について紹介しています。

研究開発局　地震・防災研究課
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●ちょっと待って、ケータイ
　携帯電話利用に際しての留意点やトラ
ブル・犯罪被害の例、対応方法などを盛
り込んだ子ども向けリーフレットです。

スポーツ・青少年局青少年課

●ちょっと待って！はじめてのケータイ
　はじめて携帯電話を持つ子どもの保護
者を対象として、携帯電話利用に関する
親子のルールづくりを促すためのリーフ
レットです。

スポーツ・青少年局青少年課

●薬物のない学生生活のために
　大学生等の薬物乱用防止のため、薬物
乱用の危険性等について説明していま
す。

スポーツ・青少年局学校健康教育課

●21世紀のウェーブ
 生涯スポーツ2008
　生涯スポーツに関する施策の概要や各
種データについて，紹介しています

スポーツ・青少年局生涯スポーツ課

●多様な動きをつくる運動（遊び）
　新学習指導要領に示す「多様な動きを
つくる運動遊び」の円滑な実施を図るた
めに、その内容を示しています。

スポーツ・青少年局企画・体育課

●世界の頂点をめざして　我が国の競技
スポーツ2008

　競技スポーツに関する取組や各種デー
タについて紹介しています。

スポーツ・青少年局　競技スポーツ課

●先端研究施設共用イノベーション創出
事業【産業戦略利用】パンフレット

　先端研究施設共用イノベーション創出
事業の概要、及び本事業の対象となった
大学等の先端研究施設や装置を紹介して
います。

研究振興局研究環境・産業連携課

●研究成果を社会につなぐ
 ̶イノベーション創出のために̶
　産学官連携の現状、イノベーション創
出のための取組や、各種データ等につい
て紹介しています。

研究振興局研究環境・産業連携課

●産学官連携コーディネーターの成功・失敗事
例に学ぶ　産学官連携の新たな展開へ向けて

　文部科学省産学官連携コーディネーターがこ
れまでに経験した成功・失敗事例や産学官連携
の新たな展開に向けた提言等を紹介しています。

研究振興局研究環境・産業連携課
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●我が国の文化行政
　文化庁の主要施策を紹介しています。

文化庁長官官房政策課

●未来に伝えよう文化財
　文化財の体系や文化財保護法の変遷、
文化財の保存・活用の取組等について紹
介しています。

文化庁文化財部伝統文化課

●未来に伝えよう文化財（英語版）
　文化財の体系や文化財保護法の変遷、
文化財の保存・活用の取組等について紹
介しています。

文化庁文化財部伝統文化課

●記念物保護のしくみ
　記念物、文化的景観、埋蔵文化財の保
護に関する取り組みについて紹介してい
ます。

文化庁記念物課

●文化財の保護とまちづくり
　文化財を総合的に把握する取り組みに
ついて紹介しています。

文化庁文化財部伝統文化課

●本物の舞台芸術体験事業
 [ 学校関係者の皆様へ ]
　本物の舞台芸術体験事業の概要、実施
例などを紹介しています。

文化庁文化部芸術文化課

●本物の舞台芸術体験事業
 [ 芸術団体の皆様へ ]
　本物の舞台芸術体験事業の概要、実施
例などを紹介しています。

文化庁文化部芸術文化課


