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三々五々、会場を去る参加者のロビーやエレベー

ター内での声と笑顔。

「今日のシンポジウムは良かったね。」「わかり易

いし参考になる話だったしね。」「どうせいつもの程度の話だろうと思ったけど、

来て良かったよ。」

去る２月４日、徳島市の「アスティとくしま」で、国立教育政策研究所の公開

シンポジウムが「確かな学力と生きる力をはぐくむ指導」のテーマで開催されま

した。当日は、徳島県の高校入試の日程と近い日でもありましたが、会場一杯の

参加者で埋め尽くされ熱気あふれるシンポジウムとなりました。

お茶の水女子大の無藤先生の軽快なコーディネート、河野、立花両調査官のわ

かりやすい説明、田村哲夫先生のグローバルな視点からのお話、本県の濱出校長

先生の漁村留学をベースとした実践報告。学習指導要領の一部改正を踏まえたタ

イムリーな企画で、徳島県の先生方も、国立教育政策研究所を身近に感じた一日

でした。

さて、我が国の教育は、時代や社会の変化と共に従来の教育システムからの変

革が求められております。学校にあっては、昨今、マスコミ等でも取り上げられ

大きな議論を呼んだ学力低下問題、学級崩壊や荒れ、不登校、指導力不足教員の

問題等、課題は山積しており、もはや一人の教師、一つの学校だけでは解決でき

ない状況があります。

教師同士、学校同士、学校と関係教育機関が協議し総合力で課題に対処するこ

とが肝心であり、連携こそが困難な時代を乗り越える方策であるし、反面、個々

の教師にはこれまで以上の実践的な指導力が求められております。

21世紀を担う子どもたちを育てる教育の創造という視点に立ち、私たち教師は

その推進者として豊かな発想のもと、不易の部分はしっかりと継承しながらも、

何のための教育改革なのか、しっかりと議論を尽くし、課題に的確に対応する創

意工夫をこらした教育活動を展開することが必要です。

国立教育政策研究所は、教育課題を把握し、対応への指針を持っておられるは

ずです。既に政策研究所としての機能を強化し、その成果をホームページ等で普

及されていますが、成果発表までには若干タイムラグがあるように思います。

学校の日常は日々刻々動いているものであり、早急に情報提供が必要な時もあ

ることから、早い段階での情報発信を望みます。また、学校等のニーズの把握と

いう点からは、テーマによってはパブリックコメントを求めたり、都道府県に積

極的に出向き、テーマ別のタウンミーティングを実施するのも一つの方法かと思

います。身近で信頼される組織として、より実践的な研究と積極的な政策提案を

行い、オピニオンリーダーとしての役割を果たされることを心から期待するもの

です。

これほど身近に感じたことはな
かった
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国立教育政策研究所では、所の研究成果を教育現場を

はじめとして広く普及し、教育指導法の改善や教員の資

質向上などに役立てていただくという趣旨により、平成

２年より教育研究公開シンポジウムを開催している。

今回の第22回教育研究公開シンポジウムは、「確かな

学力と生きる力をはぐくむ指導」というテーマにより、

徳島県教育研修センターのご協力を得て開催した。

昨今は学力をめぐる報道等に影響を受け、新学習指導

要領のもとで行われる指導の在り方にとまどいを感じる

保護者や教師は少なくない。このたびのシンポジウムは、

当研究所がこれまでに実施した学力調査の結果をもと

に、我が国の学力の現状と課題を分析し、生きる力と生

きる力の知の側面である確かな学力をはぐくむ指導をど

のようにしたらよいのかをご議論していただくこととし

た。当日は、徳島県下の教育関係者を中心に340名もの

参加者を得た。

基調講演　日本の学力の現状

まず、猿田祐嗣教育課程研究センター基礎研究部総括

研究官が「日本の学力の現状」と題して基調講演を行っ

た。猿田総括研究官は、現在マスコミ等で伝えられてい

る学力低下論に問題が多いこと、IEAやOECDによる国

際学力調査で日本はトップクラスにあることを紹介し、

国際学力調査や教育課程実施状況調査等を通じて浮かび

上がる日本の課題は学力低下問題よりも学習意欲にある

ことを解説した。

シンポジウム

シンポジウムでは、まず河野教育課程研究センター研

究開発部教育課程調査官（国語担当）と立花教育課程研

究センター研究開発部教育課程調査官（算数・数学担当）

が、教育課程実施状況調査から見られる指導上の課題と

新学習指導要領の意義を解説した。国語については、根

拠を明確にしながら自分の考えや意見を述べる力の育成

や文章の構成や展開を正確に捉える力の育成が必要とい

うこと、算数・数学については、いろいろな考え方を発

表しあうのは楽しいとか、問題が解けたときに別の解き

方を考えようとする子どもの方が高い得点を示すことな

どが紹介された。また、児童生徒調査と教師調査の比較

から、教師が「生徒が興味を持っている」と考えている

ことでも、生徒は興味を持っていないことがあることが

紹介された。

指導上の留意点として、指導すべき場面では指導を支

援すべき場面では支援をしなくてはならないこと、少人

数指導や習熟度別指導は一律に実施すべきでなく、指導

の必要性に応じて実施すべきことなどの考えが示され

た。

田村渋谷教育学園理事長は、現行の教育課程の基本方

針を審議した平成７年以降の中央教育審議会や教育課程

審議会、教育改革国民会議、このたびの学習指導要領一

部改正について審議した中央教育審議会初等中等教育分

科会にすべて関わってきた経験を元に、現行の教育課程

や教育改革の基本的な考え方を解説した。また、昨年12

月に示された学習指導要領の一部改訂の理念は平成10年

の教育課程審議会答申ですでに述べられていたことなど

を説明した。

徳島県内の伊座利小学校の濱出校長は、全国から山村

留学生を受け入れて、海の体験学習などを推進している

実践を紹介し、生きる力の育成が確かな学力と結びつい

ていることを示した。

会場からも熱心な質問

質疑の時間では、シンポジウムの内容に限らず、国の

行政施策に関する疑問などが提起された。コーディネー

ターの無藤お茶の水女子大学教授や田村理事長によるわ

かりやすい解説によって、会場の参加者は、何かと誤解

される傾向にある現在の教育課程や文部科学行政につい

て納得する部分が多かったようである。

このシンポジウムの開催に際し、徳島県教育研修セン

ターの職員の方々には、会場の準備にとどまらず、県下

の学校にシンポジウムの意義を広める等、多大なご協力

をいただいた。ご協力いただいた徳島県教育研修センタ

ーの方々、参加した徳島県下の学校関係者、登壇した

我々ともに充実感を感じた一日であった。

（教育研究情報センター主任研究官／千々布敏弥）

第22回教育研究公開シンポジウム開催
「確かな学力と生きる力をはぐくむ指導」

シンポジウム報告
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本研究所が文部科学省と共催する「教育改革国際シン

ポジウム」も３回目となり、今回は「教育の情報化」に

ついて取り上げることとした。

今回の国際シンポは、平成16年３月15日（月）に一橋

記念講堂（学術総合センター内）において開催された。

当日は、約400名の参加者とウガンダ大使をはじめとする

在京の外国人関係者16名の参加を得て盛会裏に行われた。

なお、本シンポジウムの企画並びに第１部プレゼンテ

ーション及び第２部パネルディスカッションの司会は、

教育研究情報センターの清水康敬センター長が務めた。

国際シンポの趣旨

ICTを活用した学習指導は、児童生徒の学力を向上さ

せる可能性があることから、どこの国でも重要課題とし

て推進されている。今回招いた４カ国は、コンピュータ

やインターネットの活用、いわゆるICTの教育への導入

を先進的に行っている国々である。我が国とこれら４カ

国から、国の教育の情報化に関する政策担当者や推進担

当者により各国の現状と今後の方向について説明してい

ただき、学校教育におけるICT活用とその効果等及び今

後の在り方について議論することができれば、2005年以

後の我が国の情報化の方向が見えてくるもと考えて企画

したものである。

プログラム

遠藤昭雄所長による開会の挨拶の後、文部科学省大臣

官房（生涯学習政策局担当）の藤田明博審議官による基

調講演「日本における教育の情報化施策の概要」が行わ

れ、これまでの我が国の情報化の推進への取り組み、特

に学校教育の情報化についての文部科学省の施策、ねら

い及び現状についてのスピーチが行われた。

続いて、英国コミュニケーション機関元学校教育部長

のRichard Pietrasik 氏による「情報コミュニケーション

技術への投資とイニシアチブに関する英国政府の教育政

策の概要」においては、英国全土ではなくイングランド

政府の取り組みについてと明確にされた後で、ICT 教育

戦略である全国学習網の功績、教員研修への取り組み、

ICT利用の学校教育への影響の研究について紹介され、

さらに課題と今後の展開について具体的に示された。

韓国は、教育学術情報院教育情報サービスセンターの

Chang Jeehyun 研究員による「韓国の教育における情報

コミュニケーション技術の現状と将来計画」と題する報

告で、ICT に関する韓国のビジョンが示され、そのため

の取り組みとして、KERIS の設立等のサポート組織、

EDUNET等のICT 基本計画、将来に向けた計画について

も説明がなされた。

シンガポール国立教育研究所基盤プログラム学部長の

Cheah Horn Mun氏による「教育における情報コミュニケ

ーション技術の利用：次の段階」においては、同国では

いち早く教育情報化基本計画が策定され(1997-2002) 、そ

の推進のために教育工学局(ETD) が設立され、教員研修

やIT利用促進コンテストが後援されたこと、現在推進さ

れている第二次情報化基本計画(2003-2007) の概要につい

て解説された。さらにインターネットが社会に及ぼす影

響についての問題意識についての披瀝は、ICT 先進国と

しての感銘を深くした。

最後に登壇した米国ニューヨーク市立大学教育学部教

授Sheila Offman Gersh 博士は、「米国の学校における教

育用技術の活用」と題して、米国の学校におけるコンピ

ュータ等の情報機器の普及状況からはじめバーチャル学

習、バーチャルスクールの開設状況についても概括され

た上で、特に教師の役割や教師に対する支援について米

国の状況を踏まえた持論を展開された。

小休止を挟んでパネルディスカッションに移った。

パネルディスカッションでは清水康敬センター長の司

会により、２つのポイントにしぼって意見交換が行われ

た。まず「これからの学校教育において、ICT を活用し

た教育を考える際に最も重要である点は何か？」に対す

る答えは、インフラの整備、コンテンツ作成及び学校幹

部（校長）の研修というのが共通の意見で、各国では研

修が既に行われて成果を上げているとのことであった。

二つ目の「ＩＣＴを利用して子ども達の学力が向上す

るという具体的なデータはどのようにすれば得られる

か？」に対する意見は、スキルや思考能力の向上につい

ての評価は難しいという共通認識の上で、テスト以外の

評価法（たとえばルーブリック）が必要となるとの意見

がなされた。森本学習情報政策課長は評価と学力の概念

の変化についての指摘は役に立つとのコメントをされた。

終了後のレセプションでは、100 名近くの参加者が結城

文部科学審議官をはじめ文部科学省関係者等と有益な意

見交換を行った。

（教育研究情報センター 総括研究官／吉岡　亮衛）

今後の教育の情報化推進の国際動向
～ポスト2005の日本を考える～

シンポジウム報告
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国立教育政策研究所教育課程研究センターでは、平成

16年１月23日に、平成14年度に実施した高等学校の教育

課程実施状況調査の結果概要を公表した。

調査の概要

本調査は、平成元年告示の高等学校学習指導要領の目

標や内容に照らした生徒の学習の実現状況を把握し、今

後の学校における指導の改善に資することを目的として

実施した。

調査の内容は、学習指導要領に定める内容のうち、ペ

ーパーテストで調査を行うことが適当な内容項目につい

て調査を行うとともに、生徒の学習に対する意識や教師

の指導の実際等について明らかにするため、生徒及び教

師を対象とする質問紙調査を実施した。

調査は、全国の国公私立の高等学校第３学年（全日制

課程）の中から、研究所において無作為に抽出された約

10万５千人を対象として、国語（国語Ⅰ）、数学（数学

Ⅰ）、理科（物理ⅠB、化学ⅠB、生物ⅠB、地学ⅠB）、

英語（英語Ⅰ）の４教科７科目について実施した。なお、

地理歴史及び公民については、平成15年11月に調査を実

施し、現在その結果の整理を行っている。

調査結果の概要

（１）ペーパーテスト調査

ペーパーテストにおいて、問題ごとの通過率と問題ご

とに結果を評価する基準として、あらかじめ決定してお

いた設定通過率とを比較した結果、国語及び英語は設定

通過率を上回る又は同程度と考えられる問題数が全体の

問題の半数以上となっているが、数学及び理科は半数未

満となっている（表１参照）。

（２）質問紙調査及びペーパーテスト調査との関係

「勉強が好きだ」という問いに対して「そう思う」又

は「どちらかと言えばそう思う」と肯定的に回答した生

徒の割合は、20.1％であった。一方、「勉強は大切だ」

という問いに肯定的に回答した生徒の割合は、79.0％で

あった（表２、３参照）。「勉強が好き」「勉強が大切」

などと回答する生徒の方が得点が高い傾向が見られる。

また、学校外における平日の学習時間（塾・予備校等

での学習時間を含む）は、３時間以上と回答した生徒の

割合は、22.6％であるのに対し、「全く、または、ほと

んどしない」と回答した生徒の割合は、41.0％であり、

この数値は小学校第６学年の10.8％、中学校第３学年の

8.5％を大きく上回っている（表４参照）。

科目別の分析と指導上の改善点
（中間整理）

現時点で考えられる科目ごとの課題と指導上の改善点

としては、次の図のようなことがあげられる。

「平成14年度高等学校教育課程実施状況調査」
の結果概要

研究・開発クローズアップ
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○自分の考えを書いたり、文章の要旨を読み取ることは身に付いている�
○意見を筋道立てて述べる力や、自分の考えを深めたりまとめたりする力
は不十分�

○順列や組合せなどを扱った個数の処理の記述式の問題では解答しよう
とした生徒が多く、比較的無答率が低い�
○高等学校で初めて学ぶ三角比の記号の意味の定着が不十分�

○観察や実験の結果やグラフを読み取り、思考・判断する力が不十分�
○記述式の問題で無答率が高い�
○基礎的事項や概念のうちの一部（原子を構成している粒子など）で理解
が不十分�

○英語を聞いて理解することはある程度できる一方で、相手の話しかけに
こめられた意図をとらえて適切に応答する力は不十分�
○短い文は書けるが、内容的にまとまりのある一貫した文章を書く力が不
十分�

　話合い、発表、討論などを意図的、
計画的に指導に取り入れ、論理的な思
考力を育成する指導を工夫�

　実生活との関連を図った指導や生
徒一人一人の考えを生かすような指導、
生徒が自分の考えを比較・検討するよ
うな指導を工夫�

　目的意識をもった効果的な観察や実
験を行う指導や、データを正しく読み取
る指導、コンピュータ等を活用した指導、
生徒の理解に応じた指導を工夫�

　具体的な場面や状況にふさわしい
表現を使って応答したり、まとまりのある
一定量の文章を書かせるような指導を
工夫�

図　科目別の分析と指導上の改善点（中間整理）
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今後の予定

当センターにおいては、今後、各教育委員会や各学校

における指導の改善・充実に生かすことができるよう、

教科・科目別に詳細な分析を行い、報告書としてとりま

とめることとしている。

表１　科目別にみた問題ごとの設定通過率との比較

区　分

国語Ⅰ

数学Ⅰ

物理ⅠB

化学ⅠB

生物ⅠB

地学ⅠB

（参考）理科計

英語Ⅰ

問題数

44

30

51

53

54

55

213

52

設定通過率を上回る

と考えられるもの

（a）

26

1

12

10

5

6

33

15

設定通過率と同程度

と考えられるもの

（b）

11

5

8

11

10

10

39

21

小計（a）

＋

（b）

37

6

20

21

15

16

72

36

設定通過率を下回る

と考えられるもの

7

24

31

32

39

39

141

16

表２　勉強が好きだ （単位：％）

（注）小学校第６学年、中学校第３学年の数値は、平成13年度小中学校教育課程実施状況調査のものである。小学校第

６学年については、平成14年２月、中学校第３学年については、平成14年１月に調査を実施した。以下、同じ。

区　分

高３

中３

小６

そう思う

4.6

3.6

6.8

どちらかとい

えばそう思う

15.4

14.2

26.9

どちらかといえ

ばそう思わない

29.7

32.9

33.8

そう思わない

43.8

41.6

22.9

分からない

6.0

7.0

8.8

無回答

0.4

0.7

0.8

表４　学校の授業時間以外に、１日にだいたいどのくらい勉強しますか

（土曜日・日曜日は除き、塾・予備校（小・中学校は「塾」のみ）で勉強したり、家庭教師の先生に教わったりしてい

る時間は含める。）

（教育課程研究センター研究開発課長／坂口浩司）

区　分

高３

中３

小６

全く、また
はほとんど
しない

41.0

8.5

10.8

30分より
少ない

7.6

5.6

16.7

30分以上
１時間より
少ない

7.4

9.6

28.2

１時間以上
２時間より
少ない

9.8

23.1

27.1

２時間以上
３時間より
少ない

11.0

28.4

10.5

３時間以上

22.6

23.6

5.1

無回答

0.5

1.2

1.6

表３　勉強は大切だ （単位：％）

区　分

高３

中３

小６

そう思う

37.9

43.0

53.5

どちらかとい

えばそう思う

41.1

40.2

33.5

どちらかといえ

ばそう思わない

9.2

7.3

5.3

そう思わない

7.2

5.1

3.0

分からない

4.0

3.5

3.2

無回答

0.5

0.9

1.6
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１　一般公開の開館日数 …………………………………………218日

２　利用者数 ……………………………………………………3,123人

〈所内〉

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

所員 112 134 117 111 86 96 109 104 85 93 112 83 1,242
客員研究員 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

共同研究員・研究協力者 3 17 9 14 2 7 24 13 12 15 25 15 156
合　　　計 115 151 126 125 88 104 133 117 97 108 137 99 1,400

〈所外〉

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

大学・短大・高専教員 21 20 11 23 27 29 26 16 17 13 14 40 257
小・中・高教員 9 15 7 26 50 10 3 18 13 15 6 12 184
その他学校教員 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
大学院生 21 34 24 37 41 36 41 28 45 27 21 17 372
大学生 9 31 16 30 31 55 55 65 59 24 15 20 410

その他の学生 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 10
教育研究所員 1 7 1 1 1 2 0 5 4 0 2 2 26
教委・官庁職員 7 1 1 28 4 6 2 2 0 1 4 0 56
学校・団体職員 4 4 1 1 4 0 2 0 5 1 2 5 29
出版・報道関係者 7 7 7 23 6 6 19 24 13 3 13 11 139

その他 21 29 8 25 13 19 20 14 18 24 22 23 236
合　　　計 100 148 76 203 177 164 169 172 175 108 99 132 1,723

教科書利用者数（内数） 21 41 17 46 54 64 43 52 53 32 20 43 486

３　利用冊数……………………………………………………19,677冊

〈所内〉

利用種別 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

図書貸出 148 191 254 249 158 162 248 224 161 68 201 320 2,384
図書返却 122 365 375 165 137 146 270 93 208 187 298 391 2,757
雑誌貸出 90 100 34 30 61 36 46 33 30 50 35 36 581
雑誌返却 53 66 47 11 51 12 46 19 34 37 20 26 422
合　　　計 413 722 710 455 407 356 610 369 433 342 554 773 6,144

〈所外〉

利用種別 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 214 397 169 635 843 474 468 710 591 368 453 375 5,697
教科書 173 523 346 774 976 927 558 667 1,202 546 271 746 7,709

マイクロフィルムリール 36 17 0 12 0 4 7 0 3 1 2 45 127
合　　　計 423 937 515 1,421 1,819 1,405 1,033 1,377 1,796 915 726 1,166 13,533

４　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 …………1,045件

５　資料掲載許可申請受付件数 …………………………………22件

＊教育図書館一般公開について＊　　どなたでも入館できますので、どうぞご利用ください。

◇開館時間　　　　月曜日～金曜日　　9：30～16：30

◇ホームページ　　http://www.nier.go.jp/homepage/jouhou/toshokan/index.html

◇インターネット情報検索サービス　　　http://opac.nier.go.jp/

◇問合せ先　　　　Tel：03（5721）5099 Fax：03（5721）5164 E-mail:library@nier.go.jp

平成15年度教育図書館利用統計
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所長事務取扱 銭谷　眞美

次長 小田　　豊

次長（併） 金森　越哉

文部科学省大臣官房審議官

総務部

部長 國友　孝信

〔庶務課〕

課長 関崎　徳彦

課長補佐 鈴木　和夫

庶務・企画係長 金沢　伸也

人事係長 竹下　和宏

人事係 瀬戸　教仁

〃 大塚　邦子

専門職員 鈴木田鶴子

〃 佐瀬　宣次

〃 佐藤　泰司

〔会計課〕

課長 野呂瀬　寿

課長補佐 篠原　岩雄

総務係長 山下　勝弘

総務係 大平　智子

経理係長 太田　邦之

経理係 里村　俊彦

〃 角田　京子

管理係長 小川代枝生

管理係 関野　榮子

〃 a橋　直久

〃 有山　智子

〃 松本　博志

研究企画開発部

部長 吉田　　靖（教育行政学）

企画調整官 河合　　久（比較教育学）

総括研究官 坂谷内　勝（教育情報学、教育工学）

主任研究官 永田　佳之（国際教育、比較教育）

専門職員（併） 佐瀬　宣次

〃 佐藤　泰司

教育政策・評価研究部

部長（併） 小田　　豊

総括研究官 坂野　慎二（教育制度論、教育経営学）

〃 橋本　昭彦（近世教育史、教育慣行史）

〃 屋敷　和佳（教育計画、文教施設）

〃 結城　　忠（学校法学、教育行政学）

主任研究官 本多　正人（教育行政学）

研究員 青木　栄一（教育行政学）

生涯学習政策研究部

部長 山田　兼尚（教育心理学）

総括研究官 岩崎久美子（生涯学習論、教育社会学）

〃 笹井　宏益（生涯学習論、教育社会学）

〃 澤野由紀子

（生涯学習体系論、比較教育学）

〃 立田　慶裕

（生涯学習論、教育社会学、社会教育論）

初等中等教育研究部

部長 高浦　勝義（教育課程・教育方法学）

総括研究官 有本　昌弘（教育評価）

〃 下田　好行（教育課程・教育方法学）

主任研究官 松尾　知明（教育課程・教育方法学）

研究員 山森　光陽（教育心理学）

高等教育研究部

部長 小松　郁夫（教育経営学）

総括研究官 川島　啓二（高等教育学）

〃 木岡　一明（教育経営学）

〃 菊地　栄治（教育社会学）

〃 塚原　修一（高等教育研究）

国際研究・協力部

部長 渡邊　　良（国際教育、教育工学）

総括研究官 鐙屋（一見）真理子

（比較・国際教育学、アジア教育史）

〃 齊藤　泰雄（比較教育）

〃 佐々木　毅（比較教育）

〃 沼野　太郎（教育工学、比較教育）

主任研究官 篠原　真子（国際教育、比較教育）

研究員 丸山　英樹（国際教育）

教育研究情報センター

センター長 清水　康敬（教育工学）

［情報支援課］

課長 桑原　達也

企画係長 林　潤一郎

企画係 高橋　有子

運用管理係 佐藤　　猛

〃 伊藤　真紀

データベース・

情報提供係長 有賀　　浩

データベース・

情報提供係 鈴木由美子

総括研究官 小松　幸廣

（教育工学、電子工学、科学教育）

〃 齋藤　道子（教育情報学）

〃 吉岡　亮衛（教育情報学、科学教育）

国立教育政策研究所所員名簿
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主任研究官 岩田　裕美（教育情報）

〃 千々布敏弥（教育経営学）

研究員 榎本　　聡（教育情報ネットワーク）

［教育図書館］

総務係長 武笠まゆみ

総務係 千田　志帆

受入整理係長 新井　俊子

閲覧係長 豊田三千代

閲覧係 小玉麻利子

教育課程研究センター

センター長 月岡　英人

基礎研究部

部長 三宅　征夫（科学教育）

［基礎研究課］

課長 金子　寛志

企画係長 岩間　光彦

企画係 清水　裕子

調査情報係 岸谷　高大

〃 小宮さやか

総括研究官 有元　秀文（国語教育）

〃 小倉　　康（科学教育）

〃 工藤　文三

（教科教育、社会科・公民科教育）

〃 五島　政一（地学教育）

〃 猿田　祐嗣（物理教育）

〃 瀬沼　花子（数学教育）

〃 名取　一好（職業教育）

〃 西野真由美（道徳教育）

〃 鳩貝　太郎（生物教育）

〃 松原　靜郎（化学教育）

〃 谷田部玲生（公民教育）

渡邉　寛治（英語教育）

主任研究官 二井　正浩（地理歴史教育）

〃 安野　史子（応用数学・数学教育）

研究員 新野　貴則（美術教育）

〃 萩原　康仁（教育心理学、教育統計）

総合研究官 長崎　榮三（数学教育学）

研究開発部

部長 舟橋　　徹

［研究開発課］

課長 坂口　浩司

企画係長 小林　　努

企画係 渡邉　和弘

〃 佐藤　晃子

〃 殿岡布佐子

〃 内田　奈緒

指導係長 武市　綾香

指導係 菊池　教子

〃 野澤　惠美

専門職 門脇　幸見

西川　美雪

滝　和佳奈

教育課程調査官 浅川　俊夫（社会、地理歴史）

〃 池田　信明（社会、地理歴史）

〃 池守　　滋（工業）

〃 石橋　　篤（理科）

〃 板良敷　敏（図画工作）

〃 井上　一郎（国語）

〃 今関　豊一（保健体育）

〃 上野　耕史（技術・家庭）

〃 大熊　信彦（音楽、芸術）

〃 大倉　泰裕（社会、公民、情報）

〃 太田　光春（外国語）

〃 大橋　泰久（看護）

〃 岡　　陽子（家庭、技術・家庭）

〃 落合　敏邦（水産）

〃 神長美津子（幼稚園）

〃 清原　洋一（理科）

〃 小玉　秀史（理科）

〃 呉屋　　博（理科）

〃 笹尾　幸夫（理科）

〃 柴原　弘志（道徳、公民）

〃 杉田　　洋

（生活、特別活動、総合的な学習の時間）

〃 添野　龍雄（農業）

〃 高須　　一（音楽）

〃 田代　直幸（理科）

〃 立花　正男（数学）

〃 寺田　　登（社会、地理歴史）

〃 戸田　芳雄（体育、保健体育）

〃 永井　克昇（情報）

〃 長尾　篤志（数学）

〃 中尾　敏朗（社会、地理歴史）

〃 永田　繁雄（道徳）

〃 西辻　正副（国語）

〃 日置　光久（理科）

〃 平田　和人（外国語）

〃 村上　尚徳（美術、芸術）

〃 望月　昌代（家庭）

〃 安野　　功（社会）

〃 矢幅　清司（福祉）

〃 吉開　　潔（社会、地理歴史）

〃 吉川　成夫（算数）

〃 渡邉　　彰（体育）
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〔業務日誌〕（平成16. 2 . 1 ～ 5. 31）
2 /  4 第22回教育研究公開シンポジウム『確かな学力と生きる力をはぐくむ指導』＜アスティとくしま＞
2 /12 運営会議、人事委員会＜目黒庁舎＞
2 /17 評価委員会＜目黒庁舎＞
2 /23 ～ 2 /27 APEID 戦略開発会合＜目黒庁舎及び広島大学＞
3 /  9 評価委員会自己点検評価部会＜目黒庁舎＞
3 /11 運営会議、人事委員会＜目黒庁舎＞
3 /15 第 3 回教育改革国際シンポジウム『今後の教育の情報化推進の国際動向～ポスト2005の日本を考

える～』＜一橋記念講堂＞［文部科学省共催］
3 /17 運営会議、人事委員会＜目黒庁舎＞
3 /18 遠藤昭雄所長退任、銭谷眞美文部科学省生涯学習政策局長所長事務取扱
3 /25 第 2 回研究経過報告会、所員会議＜目黒庁舎＞
3 /31 退職時永年勤続表彰（渡部宗助教育政策・評価研究部長）
4 /  2 人事委員会＜目黒庁舎＞
4 /  8 運営会議＜目黒庁舎＞
4/ 19 ～ 23 公民館職員専門講座［文部科学省共催］＜上野庁舎＞（公民館の主事、社会教育主事等を対象）
4 /20 新任職員研修会＜目黒庁舎＞
4 /26 ～ 28 生涯学習機関等の連携に関する実践研究交流会＜上野庁舎＞
4 /27 研究企画開発委員会＜目黒庁舎＞
5 /10 ～ 6 / 2 博物館職員講習［文部科学省共催］＜上野庁舎＞（博物館等に勤務する職員を対象）
5 /13 運営会議＜目黒庁舎＞
5 /20 ～ 21 平成16年度全国進路指導担当者等研究協議会＜独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター＞

事　業　報　告

生徒指導研究センター

センター長（併） 月岡　英人

［企画課］

課長 金子　泰久

企画係長 荒木　昌美

指導係 村山　嘉審

企画係 大和田智代

総括研究官 滝　　　充（生徒指導、教育社会学）

〃 宮下　和己（進路指導、特別活動）

〃 森嶋　昭伸（生徒指導、特別活動）

主任研究官 大 尚子（教育社会学）

社会教育実践研究センター

センター長（併） 椎　　廣行

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課民間事業振興室長

［企画課］

課長 平田　博教

企画係長 宮本　二郎

企画係 川瀬　成彦

〃 岩下　聖子

〃 阿部　真弓

普及・調査係長 望月　　豊

専門職員 鳥越留美子

普及・調査係 田中　曜子

〃 岩切　麻衣

社会教育調査官 村田　智己（社会教育）

専門調査員 井浦　政義（社会教育）

〃 井上　昌幸（社会教育）

〃 加藤　美幸（社会教育）

〃 北島　泰雄（社会教育）

文教施設研究センター

センター長 丹沢　広行

総括研究官 森川　能任

専門調査員 鈴木　英勝

（併）企画係長

専門調査員 足立　剛一

（平成16年６月１日現在）
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〔人事異動〕（平成16. 2 . 1 ～ 6. 1）
［３／１８］

辞　職

所　長 遠藤　昭雄

［３／３１］

定年退職

教育政策・評価研究部長 渡部　宗助

教育研究情報センター長 清水　康敬

辞職・転出

総務部庶務課長 大森　浩之

総務部庶務課課長補佐 大星　敏明

総務部庶務課企画係長 佐藤　秀雄

総務部会計課経理係長 諏訪　徳光

総務部会計課管理係 野尻　由美

教育研究情報センター情報支援課運用管理係 風間　広幸

教育課程研究センター基礎研究部基礎研究課長 水野　晴央

教育課程研究センター研究開発部長 西尾　典眞

教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係 小野寺克彦

教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係 川h 勝

教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係 鈴木　隆人

教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係 園田圭一郎

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 吉野　弘一

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 朝倉　啓爾

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 加納　幹雄

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 河野　庸介

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 佐藤　義雄

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 水野香代子

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 渡邉　康夫

生徒指導研究センター企画課長 上田　浩士

社会教育実践研究センター企画課長 手塚　健郎

社会教育実践研究センター企画課企画係長 志茂　弘明

社会教育実践研究センター専門調査員 伊原　浩昭

［４／　１］

採用・転入

総務部庶務課長 関崎　徳彦

総務部庶務課課長補佐 鈴木　和夫

総務部庶務課庶務・企画係長 金沢　伸也

総務部庶務課専門職員（研究企画開発部専門職員併任） 佐藤　泰司

総務部庶務課専門職員（研究企画開発部専門職員併任） 佐瀬　宣次

総務部会計課経理係長 太田　邦之

総務部会計課管理係 有山　智子

教育研究情報センター情報支援課運用管理係 佐藤　　猛

教育課程研究センター基礎研究部基礎研究課長 金子　寛志

教育課程研究センター研究開発部長 舟橋　　徹

教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長 武市　綾香

教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係 佐藤　晃子

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 浅川　俊夫

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 池守　　滋

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 上野　耕史

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 太田　光春

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 岡　　陽子

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 杉田　　洋

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 中尾　敏朗

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 望月　昌代

教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 吉開　　潔

生徒指導研究センター企画課長 金子　泰久

社会教育実践研究センター企画課長 平田　博教

社会教育実践研究センター企画課企画係 川瀬　成彦

社会教育実践研究センター専門調査員 北島　泰雄

文教施設研究センター長 丹沢　広行

文教施設研究センター総括研究官 森川　能任

文教施設研究センター専門調査員（企画係長併任） 鈴木　英勝

文教施設研究センター専門調査員 足立　剛一

併任等

教育政策・評価研究部長（併任） 小田　　豊

教育研究情報センター長（非常勤） 清水　康敬

昇　任

社会教育実践研究センター企画課企画係長 宮本　二郎

配置換

教育研究情報センター情報支援課 鈴木由美子

データベース・情報提供係

［４／　８］

配置換

研究企画開発部総括研究官 坂谷内　勝

〔今後の主な主催事業〕
6 /16 ～ 18 全国生涯学習センター等研究交流会＜上野庁舎＞（都道府県及び指定都市が設置する生涯学習推進

センター等の代表者、職員等）
6 /23 ～ 25 社会教育主事専門講座［文部科学省共催］＜上野庁舎＞（社会教育主事を対象）
6 /28 ～ 7 /  9 図書館司書専門講座［文部科学省共催］＜上野庁舎＞（図書館法第２条に規定する図書館に勤務す

る指導的立場にある中堅の司書）
7 /20 ～ 8 /26 社会教育主事講習［A］＜上野庁舎＞（社会教育主事講習等規程第２条に定める者を対象）
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