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●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

●日系社会青年ボランティア現職教員特
別参加制度
「現職教員特別参加制度」の中でも，日
系社会青年ボランティアに対象をしぼ
り，説明しているパンフレットです。

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

●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

●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

●地球にやさしいエネルギーを子どもた
ちが学び育むために～学校における新
エネルギー活用ガイドブック～
新エネルギー設備導入の意義・効果，設置・活用の

ポイント，導入までの手順について掲載しています。
文教施設企画部施設企画課／文教施設研究センター

●私たちの学校に太陽光発電を
　－スクール・ニューディール構想・太
陽光発電版－
学校施設への太陽光発電の導入の意義・効

果や先進事例などについてまとめたものです。
文教施設企画部施設助成課

●エコスクール　環境を考慮した学校施
設の整備推進
環境を考慮した学校施設の整備を推進

するため，エコスクールパイロット・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

●太陽光の恵みを子どもたちが学び育む
ために～学校への太陽光発電導入ガイ
ドブック～
環境教育への活用事例，導入による効果，

導入までの手順，設計・施工上のチェックポ
イント，維持管理等について掲載しています。
文教施設企画部施設企画課／文教施設研究センター

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 21 年４月～ 22 年３月末
の期間に作成した主なパンフレット）
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●余裕教室の有効活用
　～余裕教室活用事例～
余裕教室の活用状況，活用する際の改
修費等の国庫補助事業，有効活用事例に
ついて紹介しています。

文教施設企画部施設助成課

●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。

生涯学習政策局社会教育課

●専修学校　君たちが創る未来のために
専修学校の制度や教育内容について紹
介しています。

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 22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

●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

●公民館パンフレット（日本語版）
日本の社会教育の振興のために，日本
の公民館の特色や事例などを紹介してい
ます。

生涯学習政策局社会教育課

●公民館パンフレット（英語版）
公民館の国際発信のために，日本の公
民館の特色や事例などを紹介していま
す。

生涯学習政策局社会教育課

●私たちのまちでよみがえる廃校施設
　～財産処分手続の大幅な弾力化と有効
活用事例の紹介～
廃校施設の有効活用事例，廃校施設を他

用途に活用する際必要となる財産処分手続
の大幅な弾力化について紹介しています。

文教施設企画部施設助成課

●OECD国際成人力調査（PIAAC）
OECDが進めている新しい国際比較調
査である国際成人力調査（PIAAC）につ
いて紹介しています。

生涯学習政策局調査企画課
国立教育政策研究所
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●Basic Act on Education Social 
Education Act Library Act 
Museum Act
教育基本法，社会教育法，図書館法，
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

●社会全体で支え合う家庭教育支援
家庭教育を支援する施策について，文
部科学省や地域の取組を紹介していま
す。

生涯学習政策局男女共同参画学習課

●「早寝早起き朝ごはん」
　～できることから，始めてみよう！～
各専門家やＪリーガーからのコメント
を交え，「早寝早起き朝ごはん」の重要性
についてわかりやすく説明しています。

生涯学習政策局男女共同参画学習課

●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付

●教員をめざそう！
このパンフレットは，教員の魅力や教
員となるための方法等について紹介して
います。

初等中等教育局教職員課

●コミュニティ・スクール
　「新 学校宣言！」
コミュニティ・スクール（学校運営協
議会制度）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付

●Social Education in Japan
我が国の社会教育行政の概要（公民館，

図書館，博物館等）を英語で紹介してい
ます。

生涯学習政策局社会教育課

●「子どものニーズに応じた教育的支援
のために」
障害のある子どもをもつ保護者等を対
象として，特別支援教育の制度や内容な
どについて分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

●我が国の社会教育行政
我が国の社会教育行政の概要（公民館，

図書館，博物館，家庭教育支援，地域ぐ
るみで子どもの教育を支える取組等）を
紹介しています。

生涯学習政策局社会教育課



参
考
資
料

文部科学白書 2009　393

●知的クラスター創成事業
知的クラスター創成事業の概要，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・学術戦略官付

（地域科学技術担当）

●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・学術戦略官付

（地域科学技術担当）

●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

●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

●科研費　2009
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

●平成21年度　大学教育充実のための
戦略的大学連携支援プログラム
平成 20 年度から実施している「戦略
的大学連携支援プログラム」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

●大学における教育課程の共同実施制度
平成 21年３月にスタートした複数の
大学が共同で教育プログラムを編成・実
施することができる「大学における教育
課程の共同実施制度」について紹介して
います。

高等教育局大学振興課

●2009科学技術振興調整費
科学技術振興調整費の概要や，平成
21年度に公募を実施したプログラムに
ついて説明しています。
科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付

（推進調整担当）

●全国学力・学習状況調査
平成 22年度全国学力・学習状況調査
の趣旨・内容を広報・周知するためのリー
フレットです。

初等中等教育局参事官付
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●小学生のためのエネルギー副読本
　「わくわく原子力ランド」
小学校における指導の一助としていた
だくことを目的とした，新学習指導要領
に対応した原子力に関する副読本です。

研究開発局原子力課立地地域対策室

●中学生のためのエネルギー副読本
　「チャレンジ！原子力ワールド」
中学校における指導の一助としていた
だくことを目的とした，新学習指導要領
に対応した原子力に関する副読本です。

研究開発局原子力課立地地域対策室

●我が国の地震の将来予測
　－全国地震動予測地図－
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

●原子力・エネルギーに関する教育の
　ための支援事業案内
文部科学省が実施する原子力・エネル
ギーに関する教育の取組への支援事業を
紹介しています。

研究開発局原子力課立地地域対策室

●スポーツの喜びをすべての人に
　～いつでも、どこでも、いつまでも～
2009 年度の生涯スポーツに関する施
策の概要や現状及び各種データについ
て，紹介しています。

スポーツ・青少年局生涯スポーツ課

●薬物のない学生生活のために
第三次薬物乱用防止五か年戦略を踏ま
え，大学等の学生に対する薬物乱用防止
の啓発を一層推進するためのパンフレッ
トです。

スポーツ・青少年局学校健康教育課

●ちょっと待って、ケータイ
トラブル・犯罪被害等に巻き込まれた
事例をマンガで描くとともに，その対応
方法の解説・アドバイスなどを解説して
います。

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
ケータイの必要性，どのような機能が
必要なのかチェックシートで描くととも
に，家庭のオリジナルのルールを作成し
壁等に掲示可能になっています。

スポーツ・青少年局青少年課

●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につい
て紹介しています。

研究振興局ライフサイエンス課
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●国立教育政策研究所要覧
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

●自分と社会をつなぎ、未来を拓くキャリア教育
～中学校におけるキャリア教育推進のために～
中学校の教員向けに，中学校における
キャリア教育の目標，効果的な進め方や
配慮事項などについて解説しています。

国立教育政策研究所

●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

●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

●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

●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組につい
て紹介しています。

文化庁文化財部伝統文化課

●人が伝える伝統の「わざ」　
　重要無形文化財
重要無形文化財の制度について，紹介
しています。

文化庁文化財部伝統文化課

●記念物の保護のしくみ
記念物，文化的景観，埋蔵文化財の保
護に関する取組について紹介していま
す。

文化庁文化財部記念物課
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●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

●自分を社会に生かし、自立を目指すキャリア教育
～高等学校におけるキャリア教育推進のために～
高等学校の教員向けに，高等学校にお

けるキャリア教育の目標，効果的な進め方
や配慮事項などについて解説しています。

国立教育政策研究所
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