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　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総数（3）件

1. 学力格差の国際比較
家庭背景と学力の関係は、学校が教育機会・教育
システムを通して社会の平等化に寄与しているか
という重要な指標である。国際比較学力調査を用
いて、以下のような課題を研究。(1) 家庭背景によ
る学力格差は、家庭背景の測定方法によりどの程
度異なるか、(2) どのような教育制度で家庭背景に
よる学力格差は緩和されるか。

2. 幼少期の養育環境の格差の国際比較
幼少期の養育環境は、子供の発達に長期的な影響
を及ぼす。国際比較家計調査を用いて、幼少期の
家庭における養育環境、親の養育活動に、発展途
上国間で、更にそれぞれの国内で、どのような格
差があるのかを実証。

3. 小学校遅延入学の実態と要因の国際比較
発展途上国において、小学校に遅延入学した生徒
は留年・中退する確率が高い。国際比較家計調査
を用いて、どの国で遅延入学の割合が高く、どの
ような家庭の子供が遅れて入学する確率が高いか
を実証。

1. Comparative research on inequtiy in educational 
achievement
Using international comparative educational 
achievement data, I investigate following questions. 
(1) To what extent inequity in educational 
outcomes is sensitive to different measures of 
family background; (2)What are institutional 
factors that modify inequity in educational 
outcomes.

2. Comparative research on inequity in parenting 
environment in early childhood in developing 
countries
Using international comparative household 
surveys ,  I  examine  to  what  extent  home 
environment and parenting practices vary across 
countries and within countries.

3. Comparative research on prevalence and factors of 
late school entry in developing countries
Using international comparative household 
surveys, I examine which countries have high 
prevalence of late school entry and which families 
are more likely to start school later than the 
prescribed age.

・Nonoyama-Tarumi, Y. and Bredenberg, K. (2009). Impact of School Readiness Program Interventions on 
Children’ s Learning in Cambodia.
International Journal of Educational Development 29: 39-45.

・Nonoyama-Tarumi, Y. (2009). Educational Stratification between Schools n Japan. Global COE Proceedings 
05 Selected Papers, Ochanomizu University: 53-64.
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆メッセージ

　◆研究計画

1．人間発達科学論 III
この授業では、以下のテーマを通して、格差を比
較教育社会学の視点から学びます。

（1）社会的・教育的格差が再生産される構造や原
因を解明するための社会学の理論、（2）格差を国
際比較教育の視点から分析するための枠組み・調
査手法、（3）教育格差の諸要因。授業を通して、
社会および教育における格差を分析・理解するた
めに必要な理論および国際比較の調査手法の基礎
を習得することを目指します。

2．国際教育協力論
この授業では、（1）国際教育協力の理論、（2）発
展途上国における教育課題、（3）国際教育協力に
おける援助機関の役割について学びます。 授業
では、参考文献の購読を通して国際教育協力の枠
組みの理解を深めつつ、援助機関実務者や青年海
外協力隊員による講義や映画などの映像などを通
じて、発展途上国の教育や協力の実際に対する理
解を深めることを目指します。

1. Science of Human Development III
This course is intended as an introduction to 
the major theories, methods, and findings of 
comparative and international research on social 
and educational inequity. The first part will 
cover basic sociological theories of why social 
and educational inequity exists and persists. 
The second part will introduce frameworks 
and methods for comparative and international 
analysis of inequity. The third part will investigate 
various bases of educational inequity, such as 
family, gender, school, and the link between school 
and work.

2. International Educational Cooperation
This course is intended as an introduction to 
the major theories and issues in international 
educational cooperation. The first part will cover 
major theories of international educational 
development. The second part will review key 
issues in education in developing countries. The 
third part will investigate the roles of international 
and b i la tera l  organizat ions  and NGOs in 
international educational development.

教育を、社会学と国際比較のレンズを通して見ることにより、日ごろ私たちが当たり前にとらえている学校
の様々な現象、教育政策に対して、新しい発見、疑問が出てくると思います。
　大学では多くの理論とさまざまなアプローチを学び、考察、分析、実証する力を養ってください。

1．国際比較学力調査を用いて、東アジアにおける家庭の学校外教育への投資の特性を研究。特に地域内の共
通性と各国の固有性に注目する。できれば地域の特性を生かしたデータ収集を各国の研究者と共同して、
副次的に行いたい。

2．発展途上国における遅延入学にあたる親の意思決定メカニズム
小学校の遅延入学の割合が高い途上国において、質的調査を通して、親が子供を遅らせて入学させる理由、
決定メカニズムを明らかにする。特に、家庭が持つ学校に関する情報や、家庭から学校への移行に対する
親の意識に注目する。

3．学力と社会資本の関係
Japan Education Longitudinal Study (JELS) の分析をとおして、親の社会的資本が学力に及ぼす影響を明ら
かにする。また親の社会的資本が子供の社会的資本として伝達されるメカニズムにも注目する。




