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１．年 譜 

 

5/30～5/31 
平成29年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会＜国立オリンピック記念青少年総

合センター＞ 

5/30～6/2 平成29年公民館職員専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

6/1～6/2 
平成29年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会＜ホテルポートプラザちば（千葉県千葉市）

＞ 

6/8 平成29年度生徒指導研究推進協議会＜文部科学省３階講堂＞ 

6/12～6/23 平成29年度図書館司書専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

7/1 第19回 OECD／Japanセミナー＜文部科学省３階講堂＞ 

7/21～8/25 平成29年度社会教育主事講習[A]＜社会教育実践研究センター＞ 

8/30 平成29年度第1回評議員会＜所内第一特別会議室＞ 

9/5～9/8 平成29年度新任図書館長研修＜社会教育実践研究センター＞ 

9/11 
平成28年度終了プロジェクト研究成果報告会「児童生徒の資質・能力を育成する教員等の養成、

配置、研修に関する総合的研究」＜文部科学省試写室（３階）＞ 

9/25 
全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会＜東京会場

（文部科学省講堂（３階））＞ 

10/3 
全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた学習指導の改善・充実に向けた説明会＜広島会場

（広島国際会議場（広島県広島市））＞ 

10/4～10/6 平成29年度博物館長研修＜社会教育実践研究センター＞ 

10/6 
平成28年度終了プロジェクト研究成果報告会「小学校英語教育に関する調査研究」＜所内第一

特別会議室＞ 

10/16～10/20 平成29年度メディア教育指導者講座＜社会教育実践研究センター＞ 

10/19 
平成28年度終了プロジェクト研究成果報告会「資質・能力を育成する教育課程の在り方に関す

る研究」＜所内第一特別会議室＞ 

10/27 
平成28年度終了プロジェクト研究成果報告会「幼小接続期の育ち・学びと幼児教育の質に関す

る研究」＜文部科学省講堂（３階）＞ 

11/7～11/10 平成29年度社会教育主事専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

11/16～11/17 平成29年度全国教育研究所連盟研究協議会＜松山市立子規記念博物館（愛媛県松山市）＞ 

11/29 
平成28年度終了プロジェクト研究成果報告会「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検

討手法についての研究」＜文部科学省試写室（３階）＞ 
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１．年 譜 

 

12/12 
平成29年度教育改革国際シンポジウム「大学教育の成果をどう測るか－全国卒業生調査の国際

的動向－」＜文部科学省講堂（３階）＞ 

12/13～12/15 平成29年度博物館学芸員専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

1/22～2/28 平成29年度社会教育主事講習[B]＜社会教育実践研究センター＞ 

1/23 全国教育研究所連盟委員会＜所内第一特別会議室＞ 

2/1 
平成 29 年度文教施設研究講演会「アクティブ・ラーニングを支える教室空間 －日本とオラン

ダの学校建築－」＜文部科学省講堂（３階）＞ 

2/6～2/9 
教育課程研究センター関係指定校事業研究協議会＜文部科学省講堂（3階・旧庁舎6階）／TKP

渋谷カンファレンスセンター（東京）＞ 

3/8～3/9 平成29年度地域教育力を高めるボランティアセミナー＜放送大学 東京文京学習センター＞ 

3/9 
平成29年度教育研究公開シンポジウム「地域と学校つなげるシンポジウム－地域学校協働のた

めのボランティア活動等の推進体制について－」＜放送大学 東京文京学習センター＞ 

3/13 平成29年度第2回評議員会＜所内第一特別会議室＞ 
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（１）評議員

【任期：平成28年1月1日～平成29年12月31日】
会　長 小川　正人
副会長 無藤　　隆

秋田喜代美
秋山美栄子
石﨑千惠子
石田　　浩
漆　紫穂子
宍戸　和成
鈴木　眞理
銭谷　眞美
髙岡　信也
濱名　　篤
松川　禮子
宮本　久也
室伏きみ子
吉田　　文

【任期：平成30年1月1日～平成31年12月31日】
会　長 小川　正人
副会長 無藤　　隆

秋山美栄子
石田　　浩
漆　紫穂子
大竹　文雄
坂越　正樹
宍戸　和成
鈴木　眞理
鈴木みゆき
直田　益明
根本  　厚
松川　禮子
室伏きみ子
吉田　　文
若江　眞紀

所　長 杉野　　剛 研究企画開発部 国際研究・協力部
(～H29.7.10） 部長 井上　示恩 部長 大野　彰子

〃 有松　育子 総括研究官 福田　光宏 副部長（命） 新木　聡
(H29.7.11～） 〃 渡邉　倫子 （H29.7.20～）

〃 猪股　志野 総括研究官 新木　聡
次　長（併） 湊屋　治夫 〃 篠原　真子 （H29.7.20～）
［文部科学省大臣官房付］ 〃 石川　いずみ 〃 一見真理子

〃（併） 山田亜紀子 〃 大塚　尚子
総務部 〃 吉岡  亮衛 〃 沼野　太郎
部長 松本　吉正 〃 坂谷内　勝 〃　　　 袰岩　　晶

〃 千々布敏弥 主任研究官 卯月　由佳
 [総務課] 〃 榎本　　聡 国際調査調整官心得（併） 卯月　由佳
課長 水村　義昭 〃 江草　由佳 研究員 梅澤　希恵
総務係長 坂本　陽子 〃（併） 福本　　徹
人事係長 木村　香奈子 ［国際共同研究室］
人事係主任 笠原　絵美 ［情報支援課］ 室長（命） 大野　彰子

課長 山西　秀幸 室長代理（命） 大塚　尚子
[企画室] 運用管理係長 高中　寿和 室員（命） 新木　聡
室長（命） 石川　いずみ 教育図書館係長 鈴木由美子 （H29.7.20～）

（～H30.1.31) 〃　　　　（命） 萩原　康仁
〃（命） 水村　義昭 ［教育研究情報推進室］ 〃　　　　（命） 袰岩　　晶

（H30.2.1～） 室長（命） 井上　示恩 〃　　　　（命） 吉岡  亮衛
企画・広報係長（命） 坂本　陽子 総括研究官（命） 吉岡  亮衛 〃　　　　（命） 江草　由佳

（H30.2.1～） 〃　　　　（命） 坂谷内　勝 〃　　　　（命） 小田　沙織
企画・広報係（命） 藤谷　元気 〃　　　　（命） 千々布敏弥 〃　　　　（命） 梅澤　希恵

（～H29.8.31) 〃　　　　（命） 福本　　徹 〃　　　　（命） 今岡　二郎
〃（命） 境入　勇太 〃　　　　（命） 榎本　　聡 国際調査専門職（非常勤） 山中　秀幸

（H29.10.10～） 〃　　　　（命） 江草　由佳 〃　　　 長谷川　仁子
研究支援係長（命） 繁田　華 情報支援課長（命） 山西　秀幸 〃　　　 小島　梨紗
研究支援係（命） 花木　未知瑠 情報支援課運用管理係長（命） 高中　寿和 （～H30.3.9）
専門職（命） 今岡　二郎 情報支援課教育図書館係長（命） 鈴木由美子 〃　　　 河原　太郎

〃　　　 中岡　　礼
〃　　　 大萩明日香

 [会計課] 　　　　　 教育政策・評価研究部
課長 久保　　信 部長 渡邊　恵子
総務係長 佐藤　範一 総括研究官 橋本　昭彦
総務係主任 柏﨑　樹子 〃 屋敷　和佳
経理係長 廣田　　剛 〃 本多　正人
経理係主任 江頭　千陽 〃 植田みどり
〃　　　　（併） 山田　香織 〃 妹尾　　渉
管理係長 深澤　国広 主任研究官 宮﨑　　悟
管理係主任 川並　ひとみ
管理係 佐野摩里子 生涯学習政策研究部

部長（併） 湊屋　治夫
（～H29.7.10)

〃 濱口　太久未
（H29.7.11～）

副部長（命） 手塚　健郎
総括研究官 手塚　健郎
〃 福本　　徹
〃 小松　幸恵
〃 加藤　かおり
〃 志々田　まなみ

初等中等教育研究部
部長（併） 猿田　祐嗣
副部長（命） 藤原　文雄
総括研究官 藤原　文雄
〃 山森　光陽
〃　　　　（併） 掘越　紀香

高等教育研究部
部長 深堀　聰子

（～H30.2.15)
〃　　　　（併） 湊屋　治夫

（H30.2.16～）
副部長（命） 濱中　義隆

（H30.2.16～）
総括研究官 濱中　義隆
〃 朴澤　泰男
研究員 立石　慎治

放送大学教養学部教授
白梅学園大学大学院子ども学研究科特任教授

３．評議員・現職員

（２）現職員（平成29年度）

武蔵野市教育委員会指導課長
東京大学社会科学研究所教授
品川女子学院理事長・中等部校長
大阪大学社会経済研究所教授
広島大学大学院教育学研究科教授

(株)キャリアリンク代表取締役、(株)アクセプト代表取締役

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長

早稲田大学教育・総合科学学術院教授

青山学院大学教育人間科学部教授
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長
全日本中学校長会長、東京都世田谷区立芦花中学校長

岐阜県教育委員会教育長
お茶の水女子大学長

千葉市教育センター所長

放送大学教養学部教授
白梅学園大学子ども学研究科長
東京大学大学院教育学研究科教授
武蔵野市教育委員会指導課長
茨城県鉾田市立鉾田南中学校長
東京大学社会科学研究所教授

関西国際大学長
岐阜県教育委員会教育長
東京都立西高等学校長、全国高等学校長協会会長

早稲田大学教育・総合科学学術院教授

品川女子学院校長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
青山学院大学教育人間科学部長
東京国立博物館長
独立行政法人教職員支援機構理事長

お茶の水女子大学長
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教育課程研究センター 教育課程調査官 浅見　哲也 学力調査専門職（非常勤） 辻本　亜希
センター長 加藤　弘樹 〃 安部　恭子 〃 杉山　里奈

〃 市毛　祐子 〃 毛利　春奈
基礎研究部 〃 上野　耕史 〃 雨宮　沙織
部長　 猿田　祐嗣 〃 臼井　　学 〃 大河原　智
副部長（命） 銀島　　文 〃　　　　（併） 大滝　一登 〃 林　　佑磨
総括研究官 髙井　修 〃 岡田　京子 〃 吉野　貴志
〃 五島　政一 〃 長田　　徹 〃 澤田　尚規
〃 二井　正浩 〃 笠井　健一 〃 田中　りえ
〃 西野真由美 〃 鹿野　利春 〃 三浦　真冬
〃 安野　史子 〃　　　　（併） 河合　優子 〃 安藤　秋穂
〃 松原　憲治 〃　　　　 菊池　英慈 〃 岸川　友飛
〃 萩原　康仁 〃　　　　（併） 澤井　陽介 〃 高濱　良匡
〃　　　　（併）掘越　紀香 〃 澤田　浩一 〃 磯田　佑美
〃　　　　（併）堀　清一郎 〃 渋谷　一典 〃 鈴木　友梨

（H29.7.11～） 〃 清水　正樹 〃 木暮　亮太
主任研究官（併）泉澤　潤一 〃 下山田　芳子 〃 野稲　幸男
研究員（併） 小田　沙織 〃 杉本　直美 〃 石黒　奈央

〃 高田　彬成 〃 池尻　亮介
総合研究官 銀島　　文 〃 高橋　修一 国際調査専門職（非常勤） 辻原　雄毅

〃 田畑　淳一 〃 池山　稜生
［基礎研究課］           〃 津田　正之 〃 湯田　晴子
課長（併） 水村　義昭 〃 筒井　恭子
企画係長 繁田　華 〃 遠山　一郎 生徒指導・進路指導研究センター
企画係 花木　未知瑠 〃 直山木綿子 センター長（併） 加藤　弘樹
〃 杉本盛太朗 〃　　　　（併） 長尾　篤志 （～H29.7.10)
〃（併） 藤谷　元気 〃 鳴川　哲也 〃（併） 濱口　太久未

（～H29.8.31) 〃 西澤　美彦 （H29.7.11～）
〃（併） 境入　勇太 〃 西村　修一 副センター長（命） 堀　清一郎

（H29.10.10～） 〃 野内　頼一 （～H29.7.10）
調査情報係長 今岡　二郎 〃 濱野　　清 総括研究官 藤平　  敦

〃 東良　雅人 〃　　　　（併） 長田　　徹
研究開発部           〃 樋口　雅夫 〃 中野　　澄
副部長（命） 清水　正樹 〃　　　　（併） 平木　　裕 主任研究官 宮古　紀宏

〃 福村知加子 〃 篠原　郁子
［研究開発課］           〃 藤枝　秀樹 研究員　　（併） 立石　慎治
課長（併） 髙井　　修 〃 藤野　敦
課長補佐 岩城　由紀子 〃 水谷　尚人 ［企画課］          
企画係長（併）　岩城　由紀子 〃 村瀬　正幸 課長 濵　　由樹
指導係長 淀川　雅夫 〃 持田　雄一 企画係長 本澤　孝博
分析・開発推進係長 関谷　香織 〃 森　　良一 指導係長 田中　曜子
専門職 神保　岳史 〃　　　　（併） 矢幅　清司
〃 岩切　陽平 〃　　　　（併） 黒田　諭 幼児教育研究センター
〃 牛山　晴登 〃　　　　（併） 小松　信哉 センター長（併） 渡邊　恵子

〃　　　　（併） 佐藤　寿仁 総括研究官 掘越　紀香
［学力調査課］ 〃　　　　（併） 西川さやか 〃 足立　　充
課長（併） 米田　梓 〃　　　　（併） 藤本　義博 〃　　　　（併） 山田亜紀子

（～H29.4.30) 〃　　　　（併） 山中　謙司 〃　　　　（併） 一見真理子
課長 向後　明希子 〃　　　　（併） 鈴木　康浩 〃　　　　（併） 河合　優子

（H29.5.1～） 〃　　　　（併） 伊藤　幸男 主任研究官（併） 篠原　郁子
調査係長 瀧山　聡美 〃　　　　（併） 市川　信子
分析係長 田部井　伸郎 情報統計官（併） 山西　秀幸 社会教育実践研究センター
専門職　（命） 関谷　香織 学力調査官 市川　信子 センター長（併） 妹尾　剛
専門職 岩崎　知美 〃 伊藤　幸男 （～H29.9.30)
〃 多田　尚平 〃 小松　信哉 〃 妹尾　剛

〃 黒田　諭 （H29.10.1～)
〃 佐藤　寿仁 ［企画課］
〃 西川さやか 課長 毛利るみこ
〃 鈴木　康浩 企画係長(併) 加賀　史紀
〃 藤本　義博 普及・調査係長(併) 山名　聡子
〃 山中　謙司 （～H29.6.30)
〃 向後　明希子 〃 桐原　佳代

（H29.4.20～ （H29.9.1～）
H29.4.30) 専門職（再任用短時間勤務職員） 鳥越留美子

〃 林　剛史 社会教育調査官(併) 波塚　章生
（H30.3.26～） 〃（併） 志々田　まなみ

〃　　　　（命） 大滝　一登 〃 二宮　伸司
〃　　　　（命） 笠井　健一 専門調査員 市川　重彦
〃　　　　（命） 杉本　直美 〃 国府田　大
〃　　　　（命） 鳴川　哲也 〃 白井　淳子
〃　　　　（命） 野内　頼一 〃　　　　（併） 毛利るみこ
〃　　　　（命） 藤枝　秀樹
〃　　　　（命） 水谷　尚人 文教施設研究センター
〃　　　　（命） 菊池　英慈 センター長 磯山　武司
〃　　　　（命） 下山田　芳子 総括研究官 安田　誠
〃　　　　（命） 直山木綿子 〃 髙草木　伸
〃　　　　（命） 平木　　裕 専門調査員 平川　英洋
〃　　　　（命） 長尾　篤志 企画係長 吉本　尚史
〃　　　　（命） 遠山　一郎
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４．定員及び予算 
 

 

（１）定員（平成２９年度末） 
 

 

（人） 
所 長                            １ 
部長・センター長・総合研究官                １３ 
総括研究官・主任研究官・研究員               ４５ 
教育課程調査官・学力調査官・情報統計官・社会教育調査官 
・国際調査調整官                                         ５５ 
事務職員等                         ２７ 

 
計                          １４１ 

 
 

（２）予 算 
 

 

（単位：千円） 

事 項  平成 29年度 平成 28年度 

人に伴う経費  1,405,674 1,408,189 

管理運営経費   210,074 204,988 

政策研究機能高度化推進経費  83,421 99,458 

事業経費 1,229,751 1,214,813 

国際研究協力経費 270,582 237,850 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等 54,588 65,175 

合 計 3,254,090 3,230,473 
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５．施設等 

 

敷地 【上野庁舎】        3,150 ㎡ 

 

 

建物 【中央合同庁舎第７号館】   

区  分 延面積 

6 階（所長・次長室、各部・センター等） 1,939 ㎡ 

5 階（教育課程研究センター等） 1,058 ㎡ 

19 階（教育図書館書庫） 598 ㎡ 

合   計 3,595 

 

 

【上野庁舎】  

区  分 建面積 延面積 

本館（RC３階建） 813 ㎡ 2,359 ㎡ 

合   計 813 2,359 
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訪問者 国籍等 役職名 来所の目的

平成29年 5月26日
キムウンヨン
ユンジョン
キムミンジ

韓国
韓国育児政策研究所（KICCE）研究委員
韓国育児政策研究所（KICCE）研究員
聖徳大学短期大学部准教授

日本の乳幼児期の家庭で行われる
私的教育（親の教育費負担、習い
事など）についての事情聴取・資料
収集

平成29年 6月27日 Amro Mohamed Moustafa 他26名 エジプト
日本の初等中等教育における特別
活動や学級経営について

平成29年
7月10日
～11日

ムハマド・ナイム・カマリ　他7名 マレーシア
マレーシア・UNITAR国際大学博士
大学教員・研究職

日本のECEC政策・質保証制度につ
いての事情聴取と関連施設(公私立
幼稚園・保育者研修団体)の訪問

平成29年 9月21日

マッシ・モハンマド　アル＝シャマ
リ
ナイフ・モハンマド　アル＝オタイ
ビ

サウジアラビア
教育省教員能力開発センター部長
教育省教員能力開発センター部長

日本の授業研究について

平成29年
9月11日
～15日

Choi Hyeong-ju

Shin Hwa-ju
韓国

韓国教育開発院教育施設環境研究セン
ター研究員
韓国教育開発院教育施設環境研究セン
ター研究員

韓国教育開発院との研究交流事業
の一環としての日本のエコスクール
の訪問調査

平成29年 9月19日
チャンドラニ・セマラトゥナ
ナヤナ・Ｅ・セナラトナ
Dr．ラヴィ・ナナヤッカラ

スリランカ

スリランカ政府・女性児童省秘書官
スリランカ政府・女性児童省子ども事務局
長
乳幼児期発達プロジェクト主任

日本の乳幼児期教育制度に関する
事情聴取・視察

平成29年 9月25日 陳子季　他7名 中華人民共和国
中国教育部教育発展研究中心
主任・副主任

国立教育政策研究所チューニング
情報拠点におけるチューニングの
取組について

平成29年 10月24日 商发明　他5名 中華人民共和国
北京教育科学研究員国際教育情報セン
ター　センター長

国立教育政策研究所の概要、
PISA、TIMSSなどの国際調査等に
ついて

平成29年 12月8日 アフガニスタンの研修員 18名 アフガニスタン
2017年度 青年研修アフガニスタン
初中等教育行政コース研修員

教員養成・採用・研修等について

平成30年
1月31日

～2月3日
Richters 直子
Hubert Winters

オランダ
Global Citizenship Advice & Research社代
表
Jenaplan Advice and Scholing社共同代表

文教施設研究講演会での講演と学
校施設視察

平成30年
2月4日
～8日

Rieu Hoseoup　他24名 韓国 東義大学校教授，大学教授，建築家　他 日韓学校施設の比較調査

平成30年 2月8日
成基善(Sung Ki Sun)

李光鎬(Lee Kwang Ho)
韓国

韓国教育課程評価院院長（ガットリック大
学）教授
国家教育委員会・幹事　奨学官

カリキュラム改革、大学入試改革、
交流協定の可能性について

平成30年 2月26日 Jeong Yunkyeong 他5名 韓国
日韓行政官交流（国立教育政策研
究所の概要、PISA、TALISについ
て）

平成30年 3月6日 アフマド・ベルフール 他5名 アラブ首長国連邦
高等教育・高度技術担当国務大臣
（兼）宇宙庁長官

日本の幼児教育について

平成30年 3月16日 Suzi Davis アイルランド アイルランド国立大学ダブリン校教授 高等教育関係の教員養成

７．外国人来訪者一覧

年月日
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（１）客員研究員（１０名）

　①総括客員研究員（１名）

氏名 所属等 調査研究 専門分野 期間

深堀　聰子 九州大学教育改革推進本部　教授

国際研究協力事業「チューニングによる大学教
育のグローバル質保証-テスト問題バンクの取
組」（チューニング情報拠点の運営を含む）
プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学習
環境に関する調査研究」

高等教育論，比較教育学，教育社会学 30.2.16～30.3.31

　②客員研究員（９名）

氏名 所属等 調査研究 専門分野 期間

馬場　卓也
広島大学大学院国際協力研究科教
育文化専攻　教授

OECD/TALIS（国際教員指導環境調査）ビデオ
スタディ

数学教育 29.4.1～30.3.31

笹井　宏益
玉川大学学術研究所高等教育開発
センター　教授

「ＯＥＣＤ・ＰＩＡＡＣ」に関する調査研究 生涯教育学，継続高等教育論 29.4.1～30.3.31

川島　啓二
京都産業大学 共通教育推進機構教
授・学長特命補佐

プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学習
環境に関する調査研究」

高等教育論，教育行政学 29.4.1～30.3.31

山田　文康 静岡大学情報学部　名誉教授
OECD-PISA調査事業を含む，国際共同研究に
関わる事業全般

データ科学（Data Sciece) 29.4.1～30.3.31

田中　孝一
川村学園女子大学教育学部児童教
育学科　教授

OECD-PISA調査事業を含む，国際共同研究に
関わる事業全般

国語科教育論，国語科教育課程論 29.4.1～30.3.31

土屋　隆裕 横浜市立大学国際総合科学群　教授 IEA　国際数学・理科教育動向調査（TIMSS) 統計調査法 29.4.1～30.3.31

滝　充
元国立教育政策研究所生徒指導・進
路指導研究センター　総括研究官

いじめ追跡調査の実施、生徒指導資料等の作
成、生徒指導に係る研究に関する指導助言

生徒指導 29.4.1～30.3.31

遠藤　利彦
東京大学大学院教育学研究科　教授
博士（心理学）

プロジェクト研究「質問紙調査結果に見る我が国
児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究」

発達心理学，感情心理学 29.4.1～30.3.31

長澤　悟 東洋大学　名誉教授

・文教施設研究センターが行う調査研究
「義務教育学校等の施設計画の推進に関する調
査研究」
・プロジェクト研究「アクティブ・ラーニングの視点
に立った学習空間に関する調査研究」等

建築計画学 29.4.1～30.3.31

（２）フェロー（５２名）

　①上席フェロー（４名）

氏名 所属等 調査研究 所属する部 専門分野 期間

金子　元久
筑波大学・大学研究センター　特命教
授

・プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学
習環境に関する調査研究」
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

高等教育研究部 高等教育論,教育社会学 29.4.1～30.3.31

無藤　隆 白梅学園大学子ども学部　特任教授
・幼児教育研究センター活動全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター
発達心理学・教育心理
学，幼児教育・保育，小
学校教育

29.4.1～30.3.31

秋田　喜代美
東京大学大学院教育学研究科　教授
発達保育実践政策学　センター長

・幼児教育研究センター活動全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター
保育学，教育心理学，授
業研究

29.4.1～30.3.31

神長　美津子 國學院大學人間開発学部　教授
・幼児教育研究センター活動全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター
幼児教育，保育，学校教
育

29.4.1～30.3.31

８．外部研究者一覧
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　②フェロー（４８名）

氏名 所属等 調査研究 所属する部 専門分野 期間

今野　雅裕 政策研究大学院大学　特任教授
・生涯学習政策の基礎的研究
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部
生涯学習論，文化政策
論

29.4.1～30.3.31

井上　昌幸
栃木県教育委員会事務局生涯学習
課　課長補佐

・生涯学習政策の基礎的研究
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部
生涯学習論，社会教育
行政

29.4.1～30.3.31

亀岡　雄
文部科学省生涯学習政策局　文部科
学戦略官

・ＰＩＡＡＣにかかる調査研究事業
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 生涯学習政策 29.4.1～30.3.31

大谷　圭介
独立行政法人日本学生支援機構　理
事

今後の生涯学習政策の立案にとって重要な位置
を占めるものと予想される，国際的な資格枠組
みの動向について，必要に応じて情報提供や助
言を行う。その他，同人の専門的な知識若しくは
技能又は経験に応じ，本研究所の活動に協力。

生涯学習政策研究部
生涯学習政策に関する
国際的動向や職業教育
に関すること

29.4.1～30.3.31

髙橋　憲一郎
文部科学省生涯学習政策局政策課
調査企画室　室長

・ＰＩＡＡＣにかかる調査研究事業
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

生涯学習政策研究部 生涯学習政策 29.4.1～30.3.31

白水　始
東京大学高大接続研究開発センター
教授

・プロジェクト研究「次世代の学校」における教員
等の養成・研修，マネジメント機能強化に関する
総合的研究」
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部
学習科学（教育課程，教
師教育，ICTによる学習
評価）

29.4.1～30.3.31

合田　哲雄
文部科学省初等中等教育局教育課
程課　課長

・プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学
習環境に関する調査研究」
・国際研究・協力事業による研究「大学教育のグ
ローバル質保証」
・その他，同人の専門的な知識，技能，経験に応
じて本研究所の活動に協力

高等教育研究部
高等教育論，学術政策，
教育課程行政論

29.4.1～30.3.31

小林　雅之
東京大学大学総合教育研究センター
教授

・プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学
習環境に関する調査研究」
・その他，同人の専門的な知識，技能，経験に応
じて本研究所の活動に協力

高等教育研究部
教育社会学，高等教育
論

29.4.1～30.3.31

芝田　政之
東京工業大学　理事・副学長（総務・
財務担当）・事務局長

・プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学
習環境に関する調査研究」
・国際研究・協力事業による研究「大学教育のグ
ローバル質保証」
・国立大学法人に関する財政政策の影響に関す
る研究
・その他，同人の専門的な知識，技能，経験に応
じて本研究所の活動に協力

高等教育研究部
高等教育政策，教育財
政

29.4.1～30.3.31

浦田　広朗
桜美林大学　大学アドミニストレーショ
ン研究科　教授

・プロジェクト研究「学生の成長を支える教育学
習環境に関する調査研究」及び高等教育政策に
係る調査研究等
・その他，同人の専門的な知識，技能，経験に応
じて本研究所の活動に協力

高等教育研究部 教育社会学 29.4.1～30.3.31

豊　浩子
明治学院大学国際学部国際学科　非
常勤講師

・教育研究とエビデンスに関する調査研究
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部 教育社会学 29.4.1～30.3.31

岸本　睦久
文部科学省生涯学習政策局参事官
付　外国調査官

・外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項
の調査及び研究（国際研究・協力部の所掌事
務）
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部
アメリカの教育，生涯学
習

29.4.1～30.3.31

高谷　亜由子
文部科学省生涯学習政策局参事官
付　外国調査第一係長

・外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項
の調査及び研究（国際研究・協力部の所掌事
務）
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部
ドイツ及びEUの教育政
策・教育事情一般

29.4.1～30.3.31

小島　佳子
文部科学省生涯学習政策局参事官
付　外国調査第二係長

・外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項
の調査及び研究（国際研究・協力部の所掌事
務）
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部 フランスの教育 29.4.1～30.3.31

松本　麻人
文部科学省生涯学習政策局参事官
付　専門職

・外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項
の調査及び研究（国際研究・協力部の所掌事
務）
・プロジェクト研究「地方教育行政の多様性・専門
性に関する研究―地方創生と教育行政―(平成
28～30年度)」
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部 韓国の教育 29.4.1～30.3.31

新井　聡
文部科学省生涯学習政策局参事官
付　専門職

・外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項
の調査及び研究（国際研究・協力部の所掌事
務）
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部
中国の教育政策・教育
事情，社会人類学

29.4.1～30.3.31

齊藤　泰雄 国立教育政策研究所　名誉所員

・英文発信事業を含む国際研究・協力に関わる
事業全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部
比較教育学，国際教育
協力論，開発途上国教
育論

29.4.1～30.3.31

櫻井　直輝
会津大学短期大学部 幼児教育学科
専任講師

・OECD-PISA調査事業を含む，国際共同研究に
関わる事業全般
・プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研
究」（平成27～29年度）
・.プロジェクト研究「地方教育行政の多様性・専
門性に関する研究―地方創生と教育行政―」(平
成28～30年度)
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部 教育行政，教育財政 29.4.1～30.3.31
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丸山　英樹
上智大学グローバル教育センター
准教授

・日中韓国立教育政策研究所長会議
・ユネスコ活動に関する協力
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部
比較教育学，教育社会
学，国際教育協力論，
ESDの学術研究

29.4.1～30.3.31

須原　愛記
足立区教育委員会学校教育部学力
定着対策室　室長

・ＰＩＳＡ・ ＰＩＡＡＣ等の国際共同研究全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

国際研究・協力部 教育政策，生涯学習 29.4.1～30.3.31

倉元　直樹
東北大学高度教養教育・学生支援機
構高等教育開発部門入試開発室　教
授

・IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能，経
験に応じて本研究所の活動に協力

教育課程研究センター 教育心理学 29.4.1～30.3.31

角屋　重樹
日本体育大学児童スポーツ教育学部
教授

・IEA国際数学・理科教育動向調査（TIMSS）
・プロジェクト研究「学校における教育課程編成
の実証的研究（平成29～33年度）」
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能，経
験に応じて本研究所の活動に協力

教育課程研究センター
教科教育学，理科教育
学

29.4.1～30.3.31

吉冨　芳正 明星大学　教授

・プロジェクト研究「学校における教育課程編成
の実証的研究」
・その他,同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ,本研究所の活動に協力

教育課程研究センター
教育課程論，教育課程
行政

29.4.1～30.3.31

勝野　頼彦
文部科学省科学技術・学術政策局政
策課　課長

・プロジェクト研究「学校における教育課程編成
の実証的研究」
・その他,同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ,本研究所の活動に協力

教育課程研究センター
教育行政，教育課程，特
別支援教育

29.5.31～30.3.31

淵上　孝
文部科学省高等教育局私学助成課
課長

・プロジェクト研究「学校における教育課程編成
の実証的研究」
・その他,同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ,本研究所の活動に協力

教育課程研究センター
教育法，教育行政，初等
中等教育，幼児教育

29.4.1～30.3.31

髙口　努
独立行政法人　教職員支援機構　理
事

・プロジェクト研究「学校における教育課程編成
の実証的研究」
・その他,同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ,本研究所の活動に協力

教育課程研究センター
教育課程全般，教員養
成

29.4.1～30.3.31

舟木　泰世
スポーツ庁健康スポーツ課健康・体力
つくり係（健康・体力つくり担当）　係長

・初等中等教育の教育課程に関する政策に係る
基礎的な事項の調査及び研究
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

教育課程研究センター
基礎研究部

体育科教育学，スポーツ
マネジメント

29.4.1～30.3.31

頼本　維樹
独立行政法人日本学生支援機構　学
生生活部長

・「複数地点で展開する「いじめ追跡調査」による
いじめエヴィデンスの再構築」
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

生徒指導・進路指導研究センター 生徒指導・進路指導 29.4.1～30.3.31

湯川　秀樹
文部科学省初等中等教育局　視学官
（併）教科調査官

・幼児教育研究センター活動全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター 幼児教育 29.4.1～30.3.31

津金　美智子
名古屋学芸大学ヒューマンケア学部
子どもケア学科幼児保育専攻　教授

・幼児教育研究センター活動全般
・その他，同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ，本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター 幼児教育 29.4.1～30.3.31

内田　千春
東洋大学ライフデザイン学部生活支
援学科子ども支援学専攻　教授

・OECD/TALIS3S（国際幼児教育・保育従事者調
査）
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター
幼児教育学、発達心理
学、比較教育・異文化間
教育

29.4.1～30.3.31

門田　理世
西南学院大学人間科学部人間科学
研究科　教授

・OECD/TALIS3S（国際幼児教育・保育従事者調
査）
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター 乳幼児教育学 29.4.1～30.3.31

鈴木　正敏
兵庫教育大学学校教育研究科教育
実践高度化専攻小学校教員養成特
別コース　准教授

・OECD/TALIS3S（国際幼児教育・保育従事者調
査）
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

幼児教育研究センター 幼児教育 29.4.1～30.3.31

齋藤　福栄 舞鶴工業高等専門学校　校長

・プロジェクト研究「アクティブ・ラーニングの視点
に立った学習空間に関する調査研究」
・「OECD-GNEELE（Group of National Experts on
Effective Learning Environments効果的な学習
環境に関する専門家会合）」に関すること
・その他，同人の専門的な知識・経験に応じ，本
研究所の活動に協力

文教施設研究センター 文教施設に関すること 29.4.1～30.3.31

大杉　昭英
独立行政法人教職員支援機構 次世
代型教育推進センター　上席フェロー

・プロジェクト研究「『次世代の学校』における教
員等の養成・研修、マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」を中心とした初等中等教育に係
る調査研究等
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部
社会科教育法、教員養
成・研修

29.4.1～30.3.31

田口　重憲
内閣府死因究明等施策推進室　参事
官

・プロジェクト研究「教員養成課程等におけるICT
活用指導力の育成のための調査研究」
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

研究企画開発部
知的財産権，教育行政，
理数教育

29.4.13～30.3.31
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安彦　広斉
文部科学省 生涯学習政策局 情報教
育課 情報教育振興室長

・プロジェクト研究「教員養成課程等におけるICT
活用指導力の育成のための調査研究」
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

研究企画開発部
情報教育振興に係る政
策立案

29.5.11～30.3.31

長谷　浩之
文部科学省 初等中等教育局 教職員
課 教員免許企画室長

・プロジェクト研究「教員養成課程等におけるICT
活用指導力の育成のための調査研究」
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

研究企画開発部
教員免許に関する政策
立案

29.5.11～30.3.31

松尾　知明 法政大学 キャリアデザイン学部 教授

・プロジェクト研究「「次世代の学校」における教
員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部
カリキュラム、多文化教
育

29.5.11～30.3.31

古阪　肇
文部科学省 生涯学習政策局 参事官
付 専門職

・外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項
の調査及び研究（国際研究・協力部の所掌事
務）
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

国際研究・協力部 イギリスの教育 29.5.11～30.3.31

佐藤　秀雄
放送大学学園参事役（兼）学務部学
習ｾﾝﾀｰ支援室長

・生涯学習・社会教育の政策・実践に関する基礎
的研究
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

社会教育実践研究センター
生涯学習及び社会教育
行政

29.5.11～30.3.31

下田　力
独立行政法人国立青少年教育振興
機構 総務企画課長（兼）監査室長

・生涯学習・社会教育の政策・実践に関する基礎
的研究
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

社会教育実践研究センター
生涯学習及び社会教育
行政

29.5.11～30.3.31

大江　耕太郎
文部科学省 初等中等教育局 教職員
課 課長補佐

・プロジェクト研究「「次世代の学校」における教
員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」を中心とした初等中等教育に係
る調査研究等
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部
教育行財政，教育経済
学

29.6.8～30.3.31

樫原　哲哉
文部科学省 初等中等教育局 財務課
課長補佐

・プロジェクト研究「「次世代の学校」における教
員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」を中心とした初等中等教育に係
る調査研究等
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部 教育行政 29.6.8～30.3.31

中畝　菜穂子
文部科学省 初等中等教育局 参事官
付学力調査推進係 学力調査分析専
門官

・プロジェクト研究「「次世代の学校」における教
員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」を中心とした初等中等教育に係
る調査研究等
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部 教育心理学，社会調査 29.6.8～30.3.31

吉田　光成
文部科学省 初等中等教育局 企画官
（命）初等中等教育企画課 小学校連
絡調整官

・プロジェクト研究「「次世代の学校」における教
員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」を中心とした初等中等教育に係
る調査研究等
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部 教育行政 29.6.8～30.3.31

藤岡　謙一
文部科学省 初等中等教育局 参事官
付学校運営支援企画官

・プロジェクト研究「「次世代の学校」における教
員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す
る総合的研究」を中心とした初等中等教育に係
る調査研究等
・その他、同人の専門的な知識若しくは技能又は
経験に応じ、本研究所の活動に協力

初等中等教育研究部 教育行政 29.6.8～30.3.31

岸本　喜久雄
東京工業大学 環境・社会理工学院長
教授

・国際研究・協力事業「チューニングによる大学
教育のグローバル質保証‐テスト問題バンクの取
組」に係る調査研究等
・同人の専門的な知識、技能、経験に応じて本研
究所の活動に協力

高等教育研究部 機械工学 30.1.11～30.3.31

　③特任フェロー（０名）

（３）特別研修員（２名）

氏名 所属等 調査研究課題 受入れ研究官 期間

石島　照代
東京大学大学院教育学研究科博士
課程

教員の多忙感とレジリエンスの関連に関する検
討－教員の国際比較研究（TALIS）の結果に着
目してー

教育課程研究センター基礎研究部　総
括研究官　松原　憲治

29.4.1～30.3.31

菅尾　英代
広島文化学園短期大学コミュニティ生
活学科 非常勤講師

初等中等教育に関わる諸外国の教育政策の動
向を踏まえた教育課程研究

教育課程研究センター基礎研究部　総
括研究官　二井　正浩

29.4.13～30.3.31

（４）研究補助者（１４名）

氏名 所属大学院 従事する調査研究 受入れ研究官 期間

布川　由利
東京大学大学院教育学研究科　博士
後期課程

プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研
究」

研究企画開発部
総括研究官　猪股　志野

29.4.1～30.3.31

澤田　俊也
東京大学大学院教育学研究科　博士
後期課程

プロジェクト研究「教育の効果に関する調査研
究」

研究企画開発部
総括研究官　猪股　志野

29.4.1～30.3.31
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河本　愛子
東京大学大学院教育学研究科　博士
課程

プロジェクト研究「教員の配置等に関する教育政
策の実証に関する研究」

研究企画開発部
総括研究官　猪股　志野

29.4.1～30.3.31

利根川　明子
東京大学大学院教育学研究科　博士
課程

プロジェクト研究「教員の配置等に関する教育政
策の実証に関する研究」

研究企画開発部
総括研究官　猪股　志野

29.4.1～30.3.31

西村　吉弘
(東京学芸大学大学院教育学研究科
修了)

プロジェクト研究「地方教育行政の多様性・専門
性に関する研究」

教育政策・評価研究部
総括研究官　橋本　昭彦

29.4.1～30.3.31

福畠　真治
東京大学大学院教育学研究科　博士
課程

OECD/PIAAC及びその他，生涯学習に関する研
究活動

生涯学習政策研究部
副部長　手塚　健郎

29.4.1～30.3.31

堀田　諭
（東京大学大学院教育学研究科博士
後期課程単位取得退学）

プロジェクト研究「『次世代の学校』における教員
等の養成・研修，マネジメント機能強化に関する
総合的研究」

初等中等教育研究部
総括研究官　藤原　文雄

29.4.1～30.3.31

伊藤　奈津葉 東京学芸大学大学院　修士課程
プロジェクト研究「幼児期からの育ち・学びとプロ
セスの質に関する研究」

幼児教育研究センター
総括研究官　掘越　紀香

29.4.1～30.3.31

藤澤　翠美花 お茶の水女子大学大学院　博士課程
プロジェクト研究「幼児期からの育ち・学びとプロ
セスの質に関する研究」

幼児教育研究センター
総括研究官　掘越　紀香

29.4.1～30.3.31

仲村　拓真
青山学院大学大学院教育人間科学
研究科教育学専攻博士後期課程

社会教育活動の実態に関する基本調査事業及
び社会教育事業の開発・展開に関する調査研究
事業

社会教育実践研究センター
社会教育調査官 二宮 伸司

29.4.1～30.3.31

河本　愛子
東京大学大学院教育学研究科　博士
課程

プロジェクト研究「質問紙調査結果に見る我が国
児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究」

生徒指導・進路指導研究センター長
加藤弘樹

29.6.8～30.3.31

村木　良孝
東京大学大学院教育学研究科　博士
課程

プロジェクト研究「質問紙調査結果に見る我が国
児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究」

生徒指導・進路指導研究センター長
加藤弘樹

29.6.8～29.9.30

利根川　明子
東京大学大学院教育学研究科　博士
課程

プロジェクト研究「質問紙調査結果に見る我が国
児童生徒の意欲・態度等に関する調査研究」

生徒指導・進路指導研究センター長
加藤弘樹

29.6.8～30.3.31

岡田　いずみ
（早稲田大学大学院博士課程単位取
得退学）

科学研究費補助金「学級規模が学力，学習意欲
及び社会性の経年変化に与える影響に関する
パネル調査研究」

初等中等教育研究部
総括研究官　山森光陽

29.9.14～30.3.31
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発表者 タイトル 研究部・センター

平成29年 5月17日

Eric Hanushek（Hoover Institution of Stanford University）
赤林 英夫（慶應義塾大学　経済学部　教授）
北條 雅一（新潟大学　経済学部　准教授）
村上 祐介（東京大学　教育学研究科　准教授）
妹尾　渉（教育政策・評価研究部　総括研究官）

外部研究者等交流会
教育政策・評価研究部研究交流会(1)
エビデンスに基づく教育政策の立案について

研究企画開発部
教育政策・評価研究部

平成29年 5月23日
Craig N. Shealy教授（James Madison University）
西谷元教授（広島大学副理事（スーパーグローバル大学創
成支援事業担当））

高等教育政策セミナー(13)「グローバル人材育成プログラム
の学修成果の測定・評価（BEVI）」

高等教育研究部

平成29年 6月9日 橋本 昭彦（教育政策・評価研究部　総括研究官）
教育政策・評価研究部研究交流会(2)
学校評価の実効性の有無を弁別する簡易学校診断法の提
案（試論）

教育政策・評価研究部

平成29年 7月18日
山口 勝己（東京都市大学　共通教育学部　教授）
屋敷 和佳（教育政策・評価研究部　総括研究官）

教育政策・評価研究部研究交流会(3)
小学校のオープン型教室を考える－「引き戸形式」のオープ
ン型教室に対する教職員の評価－

教育政策・評価研究部

平成29年 9月15日 植田 みどり（教育政策・評価研究部　総括研究官）
教育政策・評価研究部研究交流会(4)
イギリスにおける教員以外の職を活用した学校づくり－
Teaching Assistantsを中心に－

教育政策・評価研究部

平成29年 10月20日 渡邊 恵子（教育政策・評価研究部長）
教育政策・評価研究部研究交流会(5)
法人化による国立大学事務職員の昇進構造の変容

教育政策・評価研究部

平成29年 11月10日 宮﨑 悟（教育政策・評価研究部　主任研究官）
教育政策・評価研究部研究交流会(6)
地域施策として見た制度化後の小中一貫教育

教育政策・評価研究部

平成29年 12月21日
本多 正人（教育政策・評価研究部　総括研究官）
小入羽 秀敬（帝京大学　教育学部　講師）

教育政策・評価研究部研究交流会(7)
地方創生と自治体の政策選択―高校存続の場合―

教育政策・評価研究部

平成30年 2月1日
Richters 直子（Global Citizenship Advice & Research社代
表）
Hubert Winters（Jenaplan Advice and Scholing社共同代表）

平成29年度国立教育政策研究所文教施設研究講演会「ア
クティブ・ラーニングを支える教室空間－日本とオランダの
学校建築－」

文教施設研究センター

平成30年 2月5日

松原憲治総括研究官（国立教育政策研究所）
野添生准教授（宮崎大学）
遠藤優介助教（愛知教育大学、現在：筑波大学）
大嶌竜午助教（千葉大学）

「理数探究基礎」の学習内容に関連する諸外国の教育課程
と学習活動

教育課程研究センター基礎
研究部

平成30年
3月17日
3月18日

野添生准教授（宮崎大学）
志田正訓教諭（広島市立中島中学校、現在：筑波大学附属
小学校）
高阪将人講師（福井大学）
和田浩史郎教諭（大分県立産業宇佐高等学校、現在：大分
県立佐伯豊南高等学校）

科学史等を用いた科学の本質（NOS)に関する授業実践等
について

教育課程研究センター基礎
研究部

９．所内講演会・部内研究会等一覧

年月日
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１０．所内委員一覧 

［◎は議長］ 

研究所会議 

杉野  剛 所長（～H29.7.10） 

有松 育子 所長（H29.7.11～） 

◎湊屋 治夫 次長 

松本 吉正 総務部長 

井上 示恩 研究企画開発部長 

渡邊 恵子 教育政策・評価研究部長 

湊屋 治夫 生涯学習政策研究部長（併） 

（～H29.7.10） 

濱口太久未 生涯学習政策研究部長（H29.7.11～） 

手塚 健郎 生涯学習政策研究部副部長 

猿田 祐嗣 初等中等教育研究部長（併） 

藤原 文雄 初等中等教育研究部副部長 

深堀 聰子 高等教育研究部長（～H30.2.15） 

湊屋 治夫 高等教育研究部長（併） 

（H30.2.16～） 

濱中 義隆 高等教育研究部副部長（H30.2.16～） 

大野 彰子 国際研究・協力部長 

加藤 弘樹 教育課程研究センター長 

  猿田 祐嗣 教育課程研究センター基礎研究部長 

銀島  文 教育課程研究センター総合研究官 

清水 正樹 教育課程研究センター研究開発部副部長 

加藤 弘樹 生徒指導・進路指導研究センター長（併） 

（～H29.7.10） 

濱口太久未 生徒指導・進路指導研究センター長（併） 

（H29.7.11～） 

渡邊 恵子 幼児教育研究センター長（併） 

妹尾  剛 社会教育実践研究センター長 

磯山 武司 文教施設研究センター長 

 

 

 

 

 

調査研究戦略会議 

◎湊屋 治夫 次長 

松本 吉正 総務部長 

井上 示恩 研究企画開発部長 

石川 いずみ 総務部企画室長（～H30.1.31） 

水村 義昭 総務部企画室長（H30.2.1～） 

そのほか，業務の内容等に応じて各部・センター

の中から所長が指名する者 

 

研究倫理審査委員会 

◎湊屋 治夫 次長 

 井上 示恩 研究企画開発部長 

猿田 祐嗣 教育課程研究センター基礎研究部長

（併）初等中等教育研究部長 

 磯山 武司 文教施設研究センター長 

 屋敷 和佳 教育政策・評価研究部総括研究官 

 

紀要編集会議 

◎井上 示恩 研究企画開発部長 

猿田 祐嗣 教育課程研究センター基礎研究部長

（併）初等中等教育研究部長 

本多 正人 教育政策・評価研究部総括研究官 

福本 徹  生涯学習政策研究部総括研究官 

朴澤 泰男 高等教育研究部総括研究官 

沼野 太郎 国際研究・協力部総括研究官 

西野真由美 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官 

－ 82 －



1報告書・資料
刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

平成29年度プロジェクト研究（質問紙調査結果に見る我が国児童生徒の意欲・態度等に関す
る調査研究）社会情緒的コンピテンス調査研究に係る分析結果報告書

平成30年3月 生徒指導・進路指導研究センター

平成29年度プロジェクト研究（教員の配置等に関する教育政策の実証に関する研究）児童生
徒支援加配措置の実証的効果に関する調査研究報告書

平成30年3月 研究企画開発部

平成29年度プロジェクト研究（教員養成課程等におけるICT活用指導力の育成のための調査
研究）調査研究報告書

平成30年3月
研究企画開発部

（教育研究情報推進室）

平成29年度プロジェクト研究（「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機
能強化に関する総合的研究）諸外国の教員養成における教員の資質・能力スタンダード

平成30年3月 初等中等教育研究部

平成29年度プロジェクト研究（「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機
能強化に関する総合的研究）学級規模による授業中の児童の課題従事行動と教師の児童に
対する関わりの違い

平成30年3月 初等中等教育研究部

平成29年度プロジェクト研究（学生の成長を支える教育学習環境に関する調査研究）報告書 平成30年3月 高等教育研究部

平成29年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　国語 平成29年4月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　解説資料　小学校　算数 平成29年4月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　国語 平成29年4月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　解説資料　中学校　数学 平成29年4月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　国語 平成29年8月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　報告書　小学校　算数 平成29年8月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　国語 平成29年8月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　報告書　中学校　数学 平成29年8月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　授業アイディア例　小学校　国語・算数 平成29年9月 教育課程研究センター

平成29年度全国学力・学習状況調査　授業アイディア例　中学校　国語・数学 平成29年9月 教育課程研究センター

小学校学習指導要領実施状況調査 平成30年3月 教育課程研究センター

中学校学習指導要領実施状況調査 平成30年3月 教育課程研究センター

発達や学びをつなぐ　スタートカリキュラム～スタートカリキュラム導入・実践の手引き～ 平成30年3月 教育課程研究センター

高校中退調査報告書～中退者と非中退者との比較から見えてきたもの～ 平成29年6月 生徒指導・進路指導研究センター

全教職員が認識を共有し，主体的に取り組むことで，いじめの未然防止は可能。 平成30年3月 生徒指導・進路指導研究センター

「キャリア教育」資料集　研究・報告書・手引編〔平成２８年度版〕 平成29年5月 生徒指導・進路指導研究センター

平成28年度国立教育政策研究所文教施設研究講演会「教室空間から教育を考える－日本
とデンマークの学校建築－」報告書

平成29年6月 文教施設研究センター

上記英語版 平成29年6月 文教施設研究センター

学校施設のエネルギー使用実態等調査報告書 平成29年6月 文教施設研究センター

二訂　生涯学習概論ハンドブック 平成30年3月 社会教育実践研究センター

地域学校協働のためのボランティア活動等の推進体制に関する調査研究報告書 平成30年3月 社会教育実践研究センター

高齢者の地域への参画を促す地域の体制づくりに関する調査研究報告書 平成30年3月 社会教育実践研究センター

OECD生徒の学習到達度調査 PISA2015年調査国際結果報告書　生徒のwell-being（生徒の
「健やかさ・幸福度」）

平成29年4月 国際研究・協力部

OECD生徒の学習到達度調査 PISA2015年協同問題解決能力調査―国際結果の概要― 平成29年11月 国際研究・協力部

2広報誌
刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

NIER NEWS（国立教育政策研究所広報）　（第191号～194号） （年4回発行） 研究企画開発部

１１．国立教育政策研究所著作刊行物（平成29年4月～平成30年3月）
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 １２．教育図書館の活動

ア.　一般公開の開館日数 233 日 （前年度　231日）

イ.　利用者数 人

利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

 ＜所内・省内＞ 455 388 399 299 356 328 328 316 295 274 275 306 4,019

（内訳）　　　所員 304 214 226 167 182 159 162 170 180 163 156 190 2,273

研究補助者等 21 33 9 13 15 8 5 3 10 19 5 2 143

文部科学省等職員 130 141 164 119 159 161 161 143 105 92 114 114 1,603

 ＜所外＞ 79 73 74 114 134 82 71 81 94 66 66 103 1,037

教科書利用者数（内数） 14 24 22 28 54 21 23 34 32 18 23 24 317

合   計 534 461 473 413 490 410 399 397 389 340 341 409 5,056

 

ウ.　利用冊数 冊 （前年度　17,267冊）

 ＜所内（貸出・利用数）＞

利用者区分　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

所員 196 174 209 145 141 214 120 90 251 158 90 307 2,095

研究補助者等 27 32 34 20 37 7 2 51 41 19 11 7 288

文部科学省等職員 109 110 159 50 174 96 103 106 74 80 67 80 1,208

合計 332 316 402 215 352 317 225 247 366 257 168 394 3,591

 ＜所外（利用数）＞

出納資料の種別　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

一般図書及び雑誌等 82 180 225 235 285 262 237 131 388 282 133 201 2,641

教科書 984 666 1,197 961 4,671 1,165 1,411 1,955 2,683 2,386 1,910 2,463 22,452

マイクロフィルムリール 1 13 20 15 12 9 48 2 4 15 9 10 158

合計 1,067 859 1,442 1,211 4,968 1,436 1,696 2,088 3,075 2,683 2,052 2,674 25,251

エ.　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 1,669 件

オ.　資料掲載許可申請受付点数 41 点

カ.　文献複写・図書借用

　　　　所外への依頼

　　　　　　複写物 49 件 （前年度　48件）

　　　　　　現物貸借 11 件 （前年度　21件）

　　　　所外からの依頼の受付

　　　　　　複写物 102 件 （前年度　100件）

　　　　　　現物貸借 125 件 （前年度　67件）

（前年度　1,892件）

（前年度　47点）

（１）利用統計（平成29年度）

5,056 （前年度　5,184人）

28,842
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（２） 蔵書等統計（平成29年度）

ア．蔵書数 544,378 冊 　（前年度　541,593冊）

イ．年間増加冊数 2,805 冊 　（　〃　　　3,065冊）

ウ．継続購入雑誌数 100 誌 　（　〃　　　111誌）

エ．蔵書統計（和洋・分類・資料種類別）

和　　書 前年度 増加冊数 除籍冊数 蔵書冊数 洋　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数

０   総記 19,772 40 19,812 ０   総記　　※１ 1,728 0 1,728

１   哲学 9,304 42 9,346 １   哲学　　※１ 2,880 0 2,880

２   歴史 14,591 40 14,631 ２   宗教　　※１ 1,186 0 1,186

３   社会科学 28,109 307 28,416 ３   社会科学　　※１ 5,745 0 5,745

３７ 教育 76,634 679 77,313 ３７ 教育　　※１ 22,124 0 22,124

４   自然科学 7,894 23 7,917 ４   語学　　※１ 1,024 0 1,024

５   工学 2,268 17 2,285 ５   自然科学　　※１ 3,375 0 3,375

６   産業 2,595 22 2,617 ６   応用科学　　※１ 892 0 892

７   芸術 2,343 22 2,365 ７   芸術　　※１ 195 0 195

８   語学 2,815 21 2,836 ８   文学　　※１ 238 0 238

９   文学 3,577 20 3,597 ９   歴史　　※１ 2,581 0 2,581

　   年報等逐次刊行物 4,612 0 4,612 　   年報等逐次刊行物 86 0 86

　   文部省移管図書 8,700 0 8,700 　   文部省移管図書 5,568 0 5,568

Ｋ   教科書 93,905 270 94,175 Ｋ   教科書　 9,952 68 10,020

　　教科書検定関係資料 9,554 360 9,914 Ｚ   製本雑誌等 6,266 0 6,266

Ｚ   製本雑誌等 19,160 0 19,160 Ｆ   外国教育資料等 12,796 0 12,796

Ｃ   漢籍 19,810 0 19,810 Ｓ   マイクロフィルム 537 0 537

Ｓ   マイクロフィルム 5,100 0 5,100 Ｕ   ＣＤ 3 0 3

ＳＦ マイクロフィッシュ 27,207 0 27,207 ＫＫ 別置教材 22 0 22

Ａ   地方教育資料 43,784 157 43,941

Ｐ   大学紀要 54,267 618 20 54,865

Ｕ   ＣＤ 92 15 107 NDC分類(平成20年度～） 2,268 84 2,352

Ｖ   ビデオテープ 15 0 15

Ｙ   戦後教育改革史料 35 0 35

　   戦後教育資料 4,646 0 4,646

ＳＳ・ＳＳＦ近現代教育史資料 759 0 759

　   文教協会資料 575 0 575

貴   貴重図書 4 0 4

合　　計 462,127 2,653 464,760 合　　計 79,466 152 79,618

オ.　教育研究論文索引・登録データ件数 262,031 件

（単位：冊数）

※１　DDC分類による。洋書は平成20年度受入分からNDC分類に切り替え
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