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※詳細については、文部科学省ホームページをご参照下さい。

 文部科学省ホームページ(トップページ)

 審議会情報

 中央教育審議会

　    教育振興基本計画部会

　    高大接続特別部会

　    初等中等教育分科会

　　　  　高等学校教育部会

　　　　  教育課程部会

　　　　  教員養成部会

 　  教育制度分科会　　　　　　　　

 有識者会議(初等中等教育）　　　　　　　　

　    全国的な学力調査に関する専門家会議

　    いじめ防止基本方針策定協議会

第7期中央教育審議会等への私学団体代表者の参画状況・審議事項等
【中央教育審議会等の審議情報(初等中等教育関係）】
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（準備中）

委員 

吉田 晋
富士見丘中学高等学校理事長・校長

日本私立中学高等学校連合会会長 

(一財) 日本私学教育研究所理事長 

日本私立中学高等学校連合会・教育制度委員会

委員長 實吉幹夫

(一財)日本私学教育研究所 

教育制度専門委員会

専門委員長 長塚篤夫

中央教育審議会(第７期：平成25年2月15日～）

教育課程部会 
臨時委員 中川武夫 

淑徳SC中等部高等部顧問 
（一財）日本私学教育研究所所長 

日本私立中学高等学校連合会教育制度委員

有識者会議(初等中等教育) 高等学校教育部会 
専門委員 長塚篤夫 
順天中学高等学校校長 

日本私立中学高等学校連合会  
常任理事・生徒収容委員長 

初等中等教育分科会 
委員   吉田  晋 

高大接続特別部会 
委員   吉田  晋 

教育振興基本計画部会 

意見集約

今後の高等学校教育の在り方

(25年1月28日「審議経過」 

とりまとめ) 

教育制度分科会
委員   吉田  晋 

連携･協力

全国的な学力調査に 

関する専門家会議 
委員 長塚篤夫 

順天中学高等学校校長 
日本私立中学高等学校連合会  

常任理事・生徒収容委員長 

教員養成部会 
委員   吉田  晋 

幼保連携型認定こども園 

保育要領(仮称)策定 ほか 

(25年6月～） 

今後の地方教育行政の在り

方(25年4月25日諮問)  
高校教育と大学教育の接続・ 

連携(24年8月～)  

各部会等の審議取りまとめ 

(25年4月～) 

教員養成課程の質の向上

等 

(25年5月～)  

第2期教育振興基本計画策定 

(25年6月14日閣議決定)  

全国的な学力調

査の実施方法、調

査結果の取扱・活

用方策・分析等 

(25年7月～) 

いじめ防止基本方針 

策定協議会 
委員 實吉幹夫 

東京女子学園中学高等学校 
理事長・校長 

日本私立中学高等学校連合会  
常任理事・教育制度委員長 

いじめ防止基本方

針の策定 

(25年8月13日～9

月３０日) 
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平成25年6月14日
閣議決定

◇検討課題

①いじめ問題への対応 平成25年2月26日

 →「いじめ防止対策推進法公布」「いじめ対策基本方針策定」

平成25年6月14日
閣議決定

②教育委員会の抜本的見直し 平成25年4月15日

③大学の在り方の抜本的な見直し

平成24年12月26日
閣議決定

④グローバル化に対応した教育

平成25年1月8日設置 ⑤「6・3・3・4」制の在り方

⑥大学入試・高大接続の在り方

第183回国会成立
平成25年6月28日公布

平成25年9月下旬
策定予定

教育再生に係る諸会議 ～政府・自由民主党・文部科学省～

中央教育審議会（第７期　平成25年2月15日～）

～ 文部科学省 ～

生涯学習分科会

大学分科会

「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)

経済財政諮問会議

「再生の10年」を実現する明確な道筋を示す基本戦略(4年振り策定)
◇強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現のため、教育等を通
じた能力・個性を発揮するための基盤強化(教育再生）

☆今後の課題(例)：初等中等教育関連☆

①大胆な金融政策
②機動的な財政政策
③民間投資を喚起する成長戦略

<三本の矢>

～ 政府 ～ ～ 政府 ～ ～ 自由民主党 ～

日本経済再生本部

第二次提言「教育委員会制度等の在り方について」

第一次提言「いじめ問題等への対応について」

 → 中央教育審議会へ諮問

  ※詳細は各ホームページをご参照下さい。

(審議中）

各分科会「中間取りまとめ」 平成24年11月21日

教育再生への取組み強化のため、安倍総裁の直属機関として設
置。遠藤利明本部長の下、5部会(①平成の学制大改革部会、②大
学・入試の抜本改革部会、③新人材確保法の制定部会、④成長戦
略に資するグローバル人材育成部会、⑤教科書検定の在り方特別
部会)で検討を進める。

平成24年10月23日
発足

平成25年5月28日

「平成の学制大改革部会／大学・入試の抜本改革部会／
新人材確保法の制定部会　第二次提言」

平成25年5月23日

◇主な検討課題
①平成の学制大改革
②大学入試の抜本的改革

③新人材確保法の制定
④学力向上

「いじめ防止基本方針」

成長戦略の策定に向けて議論

教育振興基本計画部会

教育再生実行本部

平成25年1月15日
閣議決定

高大接続特別部会

平成25年6月25日教科書検定の在り方特別部会
「議論の中間まとめ」(検討予定）

経済再生の司令塔として設置。経済財政諮問会議と
連携し、産業競争力会議をその下に置く

第三次提言「これからの大学教育等の在り方について」

教育再生実行会議

経済再生と並ぶ国の最重要課題として、21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を強力に
実行に移して教育改革を推進するための会議を設置。提言を「成長戦略」に反映すると共に文部科学省審議
会等に諮問。審議会等は提言で示された改革の方向性を踏まえて検討を進める。

「日本再興戦略」(新たな成長戦略）

世界と切磋琢磨し、視野と能力を広げる国際人材育成
◇英語教育早期化・指導時間増、スーパー・グローバル・ハイスクール等、
大学入試等へのTOEFL等導入　外）

産業競争力会議

～ 政府・与党・文部科学省 ～

初等中等教育分科会

教育課程部会

いじめ防止基本方針策定協議会
(平成25年8月13日～9月30日）

「いじめ防止基本方針」策定について検討
(９月下旬策定予定）

教員養成部会

有識者会議（初等中等教育）

＜幼保連携型認定こども園保育要領
(仮称)策定 外＞

(平成25年6月～）

教員養成課程の質の向上等
（平成25年5月～）

高等学校教育部会

全国的な学力調査の在り方等に関する専門家会議
(平成25年7月～）

全国的な学力調査の実施方法、調査結果の取扱・活用方策・分析
等

「いじめ防止対策推進法」

文科省有識者会議で協議

教育制度分科会

成長戦略に資するグローバル人材育成部会提言 平成25年4月8日

公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制
度見直し

高校段階から世界で戦えるグローバル・リーダーを
育てるため、新しいタイプの学校としてSGH創設
（日本再興戦略、教育再生実行会議第三次提言）

スーパーグローバルハイスクール(仮称・SGH) SGH指定校100校計画
(～2018年予定)、
2014年度50校程度を
目指す

教育再生実行会議、中
央教育審議会高大接続
特別部会・高等学校教
育部会等で検討

高大接続、大学入試、大学入試センター試験、
高等学校学習到達度テスト(仮称・希望参加型）

所得制限導入、低所得世帯の生徒への給付型奨学金
創設、公私立高校格差是正のための高等学校等就学
支援金拡充　等

平成25年秋・臨時国会
へ改正法案提出～平成
26年度制度改正に向け
政府・与党・文部科学
省で検討

＜今後の高等学校教育の在り方＞
(平成25年1月28日「審議経過」

取りまとめ）

＜今後の地方教育行政の在り方＞
(平成25年4月25日諮問→平成25年内 答申→平成26年通常国会へ改正法案提出予定）

社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループ

スポーツ・青少年分科会

　　         ・大学教育部会　・大学院部会　・組織運営部会
　　      　・大学のグローバル化に関するワーキンググループ　外

　　＜各部会の審議取りまとめ＞

＜高校教育と大学教育の接続・連携＞
（平成24年8月～）

＜第２期教育振興基本計画策定＞
(平成25年4月25日答申→6月14日閣議決定）

IB認定校200校計画(～
2018年予定)、一部日
本語によるディプロマ
プログラムの開発・導
入(2015年予定)

国際バカロレア(IB)

※2013年5月22日　国際バカロレア(IB)機構と文部
科学省は、日本においてIB教育へのアクセスを容易
にするIBデュアルランゲージディプロマの開発に取
り組む共同プロジェクトを立ち上げた。

＜首相官邸＞トップページ http://www.kantei.go.jp/index.html  

教育再生実行会議 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/  

経済財政諮問会議 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html 

産業競争力会議 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/kaisai.html 

日本経済再生本部 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/ 

＜自由民主党＞トップページ   https://www.jimin.jp/index.html 

＜文部科学省＞トップページ   http://www.mext.go.jp/ 

審議会情報  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/main_b5.htm 

第２期教育振興基本計画  http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/1335039.htm 

いじめ問題への文部科学省の取り組み  http://www.mext.go.jp/ijime/

公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

国際バカロレア  http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/index.htm 
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