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研究成果の概要（和文）：1990年代後半から2010年代前半までのフランス保守政権において、教育改革に関する理論的
な考察とその実際を調査することを通して、その特徴を明らかにした。予め、1.政策理念、2.幼児・初等教育、3.中等
教育、4.職業教育、5.高等教育、6.教員養成・研修、7.インクルーシブ教育、8.社会教育・生涯学習、に研究領域を分
けて、それぞれの分野における特徴を導きだし、キーワードを用いて、全体像を描き出した。

研究成果の概要（英文）：In French Conservative Government from the late 1990s to the early 2010s,through 
investigating theoretical consideration about the Education Reform and its fact, We clarified the 
characteristic. We divide, beforehand, a study domain into 8 as follows；(1)Policy Idea,(2)Infant or 
elementary Education, (3)Secondary Education,(4)Technical and Vocational Education,(5)Higher 
Education,(6)Teacher Training,(7)Inclusive Education,(8)Social Education and Lifelong learning. Using 
some keywords, We drew perspective of all.

研究分野： Technical and Vocational Education
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１．研究開始当初の背景 

 フランスでは 1990 年代後半から 

2010 年代前半までの 20 年間、保守（右

派）政権下において、教育改革が行われて

きた。その改革を政策理念など 10 の領域

に分けて分析し、かつ左派政権、保革協同

政権下のそれらを比較して、総合的な特徴

を明らかにする。それは、保守政権の改革

の独自性とともにフランスの教育改革を通

底する共通性を示す。 

 
 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、①20 年間継続したフ

ランス保守政権下の教育改革の全体像を総

合的に明らかにする。②各教育段階の教育

改革について、各種の調査・報告書等を総

合することを通して、その成果と課題を精

査する。 

 

 

３．研究の方法 

 教育の段階別に以下のような 10 の研究

班を組織して、研究の代表者、分担者、連

携者それぞれについて主な役割分担を行う。

併せて、現地調査を行う。 

①政策理念、②幼児・初等教育、③中等教

育、④教育課程、⑤職業教育、⑥高等教育、

⑦教員養成、 ⑧特別支援教育、⑨社会教

育、⑩学校経営  

 

 
４．研究成果  

 2010 年代半ばまで約 20 年間継続した

フランス保守（右派）政権下の教育改革に

ついて、保革共同政権（右派大統領、左派 

 

内閣）を含めて、教育改革に関する主要な

キーワードを設定して、その総合的な特徴

（ネオ・リベラル的・グローバル的側面

等）を明らかにした。 
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