
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 



１．年 譜

平成１４年

４．11 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於：目黒庁舎>

４．12 新入職員オリエンテーション<於：目

黒庁舎>

４．15 図書館司書専門講座（文部科学省と共

～26 催）<於：上野庁舎>

５．９ 運営会議<於：目黒庁舎>

５．15 全国生涯学習センター等研究交流会

～17 <於：上野庁舎>

５．20 博物館職員講習（文部科学省と共催）

～６．12 <於：上野庁舎>

５．21 平成14年度全国進路指導担当者研究協

～22 議会<於：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>

５．22 国立研究機関長協議会第１回幹事会

<於：KKR HOTEL TOKYO> 出席者：伊勢

呂裕史所長、西保國総務部長

５．29 平成14年度教育課程研究指定校連絡協

議会（小・中学校）<於：目黒庁舎>

５．31 平成14年度教育課程研究指定校連絡協

議会（高等学校）<於：虎ノ門庁舎>

６．３ 平成14年度教育課程研究指定校連絡協

議会（幼稚園）<於：虎ノ門庁舎>

６．４ 所内講演会「オーストラリア・ヴィク

トリア州における教育プログラムの評

価」<於：目黒庁舎> 講演者：John M.

Owen メルボルン大学教授・同大学プ

ログラム評価センター長

６．４ 全国教育研究所連盟役員会・総会・研

～６ 究発表大会 <於：藤沢グランドホテル

他> 出席者：伊勢呂裕史所長、西保國

総務部長、吉田和文研究企画開発部長

他

６．10 国立学校及び施設等機関等総務部課長

～11 会議 <於：一橋記念講堂> 出席者：西

保國総務部長、中村信一庶務課長

６．11 平成14年度国際企画担当部課長会議

<於：一橋記念講堂>出席者：中村信一

庶務課長

６．13 運営会議<於：目黒庁舎>

６．13 平成14年度国立大学長会議 <於：学士

会館> 出席者：伊勢呂裕史所長

６．19 社会教育主事等専門講座（文部科学省

～21 と共催）<於：上野庁舎>

６．20 全国教育研究所連盟管理運営事務等研

～21 究協議会 <於：佐賀市はがくれ荘> 出

席者：西保國総務部長、大星敏明庶務

課長補佐

６．21 文部科学省所轄研究所等所長会議 <於

：霞山会館> 出席者：中村信一庶務課

長

６．25 国立研究機関長協議会第２回幹事会

<於：KKR HOTEL TOKYO> 出席者：伊

勢呂裕史所長、西保國総務部長

６．25 学校改善研究セミナー <於：新潟県立

教育センター>

６．27 所員会議<於：目黒庁舎>

７．１ 公民館職員専門講座（文部科学省と共

～５ 催）<於：上野庁舎>

７．10 教育改革フォーラム <於：ウィルあい

ち> 出席者：伊勢呂裕史所長

７．11 全国教育研究所連盟教育課題等研究協

～12 議会 <於：大垣市情報工房> 出席者：

伊勢呂裕史所長他

７．17 平成14年度へき地教育研究指定校連絡

協議会 <於：目黒庁舎>

７．18 運営会議<於：目黒庁舎>

７．19 社会教育実践研究センター 全国体験

活動ボランティア活動総合推進センタ

ー開設

７．21 教育改革フォーラム<於：埼玉会館>出

席者：伊勢呂裕史所長



７．23 平成14年度小・中連携教育推進研究協

議会<於：目黒庁舎>

７．24 生涯学習機関等の連携に関する研究交

～26 流会<於：上野庁舎>

７．25 平成14年度教育課程研究指定校連絡協

議会（高等学校評価関係）<於：目黒

庁舎>

７．26 平成14年度第１回評議員会 <於：目黒

庁舎>

７．26 所内講演会「国語力とは？その国家政

策とは？：21世紀に求められる「考え

る教育」<於：目黒庁舎>講演者：エツ

コ・オバタ・ライマン博士 アリゾナ

州立大学教授

７．29 平成14年度教育課程の実施状況に関す

る自己点検・自己評価に係る研究指定

校連絡協議会 <於：目黒庁舎>

７．31 伊勢呂裕史所長退任

８．１ 遠藤昭雄所長就任

８．８ 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於:目黒庁舎>

８．22 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

９．１ 社会教育主事講習〔Ａ〕 <於：上野庁

～10．10 舎> （社会教育主事講習等規程第２条

に定める者を対象）

９．３ 伊勢呂裕史前所長名誉所員称号授与式

<於：目黒庁舎>

９．６ 教育情報ナショナルセンターのリニュ

ーアル説明会 <於：目黒庁舎>

９．10 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

９．12 運営会議 <於：目黒庁舎>

９．16 生涯学習政策国際比較共同研究中期レ

～19 ビュー・ワークショップ <於：目黒庁

舎>

９．24 アジア地域職業技術教育および人材養

～10．２ 成・開発に関するセミナー <於：目黒

庁舎>

９．26 所員会議<於：目黒庁舎>

９．26 文部科学省初等中等教育局所管事項

（総務・予算・人事・研修・指導事務

・施設）説明会(ｴﾙﾈｯﾄ ) 出席者：月形式

岡教育課程研究センター長

９．27 平成14年度第１回私立学校主管部課長

会議 <於：日本私立学校振興・共済事

業団> 出席者：月岡教育課程研究セン

ター長

10．１ 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

10．３ 紀要編集委員会 <於：目黒庁舎>

10．10 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於：目黒庁舎>

10．11 紀要編集委員会 <於：目黒庁舎>

10．17 全国教育研究所連盟共同研究「ＩＴを

～18 活用した教員研修」全国研究集会 <於

：上野庁舎>

10．21 生涯学習の情報化に関する研究セミナ

、～25 ー <於：上野庁舎> （社会教育主事

教員、研究者等を対象）

10．24 全国教育研究所連盟教育指導等研究協

～25 議会 <於：石川県女性センター> 出席

者：遠藤昭雄所長他

10．25 所内講演会「ヨーロッパにおける幼児

教育－フランス、ドイツ、ベルギーの

現状から」<於：目黒庁舎> 講演者：

山崎勝代文部科学省初等中等教育局幼

児教育課幼児教育企画官（兼）幼稚園

運営支援室長

10．28 全国体験活動ボランティア活動総合推

～11．１ 進研究セミナー<於：上野庁舎>（社会

教育主事、教員、研究者等を対象）

10．30 図書館運営委員会 <於：目黒庁舎>

11．６ 教育情報の提供に関する連絡協議会

<於：上野庁舎>

11．７ 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>、

紀要編集委員会 <於：目黒庁舎>

11．11 平成14年度生徒指導総合推進会議 <於

：国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター>

11．11 視聴覚教育指導者講座（文部科学省と

～15 の共催） <於：上野庁舎> （社会教育

主事、指導主事等を対象）

11．12 教育課程実施状況調査（高等学校）

11．14 運営会議 <於：目黒庁舎>



11．18 平成14年度関東・甲信越地区管理事務

～19 協議会<於:ホテルポートプラザちば>

出席者：松田成史庶務課長

11．20 永年勤続者表彰（吉田靖研究企画開発

部長、金本正武教育課程調査官、吉川

成夫教育課程調査官、渡邉彰教育課程

調査官（以上、文部科学省永年勤続表

彰者）鈴木田鶴子専門職員、塚原修一

総括研究官（以上、国立教育政策研究

所永年勤続表彰者 ））

11．20 紀要編集委員会 <於：目黒庁舎>

11．22 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

11．25 社会教育計画研究セミナー <於：上野

～29 庁舎>（社会教育主事、教員、研究者

等を対象）

12．２ 学習プログラム研究セミナー<於：上

～６ 野庁舎>（社会教育主事、教員、研究

者等を対象）

12．３ 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

12．５ 国立研究機関長協議会から内閣府総合

科学技術会議及び文部科学省へ「科学

技術研究推進のための要望書」提出

<於：内閣府総合科学技術会議、文部

科学省別館> 出席者：下野洋次長、松

田成史庶務課長

12．６ 人事院人事官と国立研究機関長協議会

幹部等との意見交換会 <於：人事院>

出席者：下野洋次長、西保國総務部長

12．６ 紀要編集委員会 <於：目黒庁舎>

12．９ 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

12．12 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於：目黒庁舎>

12．13 平成14年度学校経営研修に関する研究

セミナー <於：上野庁舎>

12．18 国立研究機関長協議会第３回幹事会

<於：KKR HOTEL TOKYO> 出席者：遠

藤昭雄所長、西保國総務部長

12．19 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

12．20 所員会議 <於：目黒庁舎>

12．25 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於：目黒庁舎>

１．９ 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

１．15 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

１．17 放送大学に関する懇談会 <於：東海大

学校友会館> 出席者：西保國総務部長

１．20 社会教育主事講習［Ｂ］ <於：上野庁

～２．27 舎>（社会教育主事講習等規程第２条

に定める者を対象）

１．24 文部科学省・国立教育政策研究所連絡

協議会幹事会 <於：文部科学省別館>

出席者：西保國総務部長他

１．27 アジア・太平洋地域教育研究所長会議

～31 <於：目黒庁舎>

１．29 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

２．３ 第21回教育研究公開シンポジウム「こ

れからの『しつけ』を考える」 <於：

フロラシオン青山>

２．４ 全国教育研究所連盟常任委員会 <於：

目黒庁舎> 出席者：遠藤昭雄所長、西

保國総務部長他

２．６ 図書館運営委員会 <於：目黒庁舎>

２．12 所内講演会「少年犯罪の温床としての

家族：欧米の場合」 <於：目黒庁舎>

講演者：Joan McCord博士（テンプル

大学刑事司法学部教授、キャンベル共

同研究運営委員）

２．13 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於：目黒庁舎>、移転連絡協議会 <於

：目黒庁舎>

２．17 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

２．18 国立研究機関長協議会直轄研究機関問

題検討委員会 <於：霞山会館> 出席者

：遠藤昭雄所長、西保國総務部長

２．20 所内講演会「教育センターのこれまで

とこれから」<於：目黒庁舎> 講演者

：服部晃（岐阜県教育委員会参与兼教

育次長・総合教育センター長）

２．26 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

２．27 平成14年度第２回評議員会 <於：目黒

庁舎>

３．３ 第２回教育改革国際シンポジウム「高

等教育改革の国際的動向：大学評価の



位置づけをめぐって」<於：一橋記念

講堂>

３．11 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

３．12 所内講演会「人間と自然との関わりの

学習」<於：目黒庁舎>（講演者：下野

洋次長）

３．13 運営会議<於：目黒庁舎>、人事委員会

<於：目黒庁舎>

３．14 国立研究機関長協議会総会 <於：KKR

HOTEL TOKYO> 出席者：遠藤昭雄所長、

西保國総務部長他

３．18 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

３．26 移転連絡協議会 <於：目黒庁舎>

３．27 所員会議 <於：上野庁舎>

３．31 研究企画開発委員会 <於：目黒庁舎>

３．31 退職時永年勤続表彰（下野洋次長、黒

井圭子初等中等教育研究部研究員）



２．組織

企画調整官研究企画開発部

研 究 官評議員会

研 究 官教育政策・評価研究部

研 究 官生涯学習政策研究部

研 究 官初等中等教育研究部

研 究 官高等教育研究部

次長

研 究 官国際研究・協力部

研 究 官教育研究情報センター

情報支援課所長 教 育 図 書 館

社会教育調査官社会教育実践研究センター

企 画 課

教育課程研究センター次長（併任）

［文部科学省大臣官房

審議官］

研 究 官基 礎 研 究 部

基礎研究課

教育課程調査官研 究 開 発 部

研究開発課

総 合 研 究 官

研 究 官生徒指導研究センター

企 画 課

務 課庶

総 務 部
会 計 課



３．評議員・現職員・客員研究員・共同研究員

（１）評議員
〔任期：平成13年11月15日～平成15年11月14日〕

会 長 三角 哲生 学校法人二階堂学園理事長
副会長 木村 孟 大学評価・学位授与機構長

石 弘光 一橋大学長
江上 節子 東日本旅客鉄道株式会社ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ研究所長
奥島 孝康 早稲田大学総長
小田原 榮 東京都教職員研修センター教育参与
梶田 叡一 京都ノートルダム女子大学長
櫻井 修 住友信託銀行株式会社特別顧問
島田 燁子 文京学院大学長
末松 安晴 国立情報学研究所長
千田 捷煕 東京都立両国高等学校長
星 正雄 世田谷区立八幡中学校長
細村 迪夫 独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長
牧野カツコ お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授
茂木友三郎 キッコーマン株式会社代表取締役社長
山本 恒夫 大学評価・学位授与機構評価研究部

教育・研究評価開発部門教授

（２）現職員（平成１４年度）

所 長 研究企画開発部 国際研究・協力部伊勢呂裕史
（～H14. 7.30） 部長 吉田 和文 部長 渡邊 良
遠藤 昭雄 （～H14. 7.31） 総括研究官 鐙屋真理子
（H14. 8. 1～） 吉田 靖 〃 齊藤 泰雄
下野 洋 （H14. 8. 1～） 〃 佐々木 毅次 長
玉井日出夫 企画調整官 河合 久 〃 沼野 太郎次長(併)
（～H14. 7.31） 主任研究官 永田 佳之 主任研究官 篠原 真子文部科学省大臣官房審議官
金森 越哉 研究員 丸山 英樹

教育政策・評価研究部（H14. 8. 1～）
総務部 教育研究情報センター部長 渡部 宗助
部長 西 保國 総括研究官 坂野 慎二 センター長 清水 康敬

〃 橋本 昭彦 総括研究官 小松 幸廣
〔庶務課〕 〃 屋敷 和佳 〃 齋藤 道子
課長 中村 信一 〃 結城 忠 〃 坂谷内 勝

（～H14. 6.30） 主任研究官 貝塚 茂樹 〃 堀口 秀嗣
松田 成史 ※ 〃 本多 正人 ※ 〃 吉岡 亮衛
（H14. 7. 1～） （H14. 7. 1～） 主任研究官 千々布敏弥

課長補佐 大星 敏明 研究員 榎本 聡
生涯学習政策研究部庶務係長 森田 浩之

庶務係主任 鈴木田鶴子 ※ 部長 山田 兼尚 〔情報支援課〕
（～H14. 5.31） 総括研究官 笹井 宏益 課長 岩田 裕美

専門職員 鈴木田鶴子 ※ 〃 澤野由紀子 企画係長 中村 由己
（H14. 6. 1～） 〃 立田 慶裕 企画係 鈴木 理奈

人事係長 竹下 和宏 主任研究官 岩崎久美子 運用管理係 風間 広幸
人事係 瀬戸 教仁 〃 梅津絵里子
〃 大塚 邦子 データベース・初等中等教育研究部
企画係長 佐藤 秀雄 部長 高浦 勝義 情報提供係長 清野 一男

総括研究官 有本 昌弘 データベース・
〔会計課〕 〃 上野 直樹 情報提供係 伊藤 真紀
課長 松田 成史 ※ 〃 下田 好行

（～H14. 6.30） （H14.10. 1～）
木村 哲規 主任研究官 松尾 知明 〔教育図書館〕
（H14. 7. 1～） 研究員 黒井 圭子 総務係長 吉田 樹

課長補佐 大河原 勲 受入整理係長 新井 俊子
〃 篠原 岩雄 受入整理係 小玉麻利子高等教育研究部

総務係長 上原 功 部長 小松 郁夫 閲覧係長 豊田三千代
総務係 牧野 弘枝 総括研究官 川島 啓二 閲覧係 鈴木由美子

（～H14. 9.30） 〃 木岡 一明
大平 智子 〃 菊地 栄治
（H15. 1. 1～） 〃 塚原 修一

経理係長 諏訪 徳光
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
〃 鈴木 智明

（～H14. 9.30）
高橋 直久
（H14.10. 1～）

〃 野尻 由美
〃 松本 博志



教育課程調教育課程研究センター
センター長 月岡 英人 調査官 吉川 成夫

〃 吉野 弘一
〃 渡邉 彰基礎研究部

部長 三宅 征夫 〃 渡邉 康夫
総括研究官 有元 秀文 〃 立花 正男
〃 工藤 文三 （H14.11.15～）
〃 五島 政一 〃 笹尾 幸夫
〃 猿田 祐嗣 （H14.12. 1～）
〃 瀬沼 花子 〃 石橋 篤
〃 名取 一好 （H15. 1. 1～）
〃 西野真由美 〃 呉屋 博
〃 鳩貝 太郎 （H15. 1. 1～）
〃 松原 靜郎
〃 谷田部玲生 〔研究開発課〕
〃 渡邉 寛治 課長 石塚 等
主任研究官 小倉 康 企画係長 小林 努
〃 二井 正浩 企画係 渡邉 和弘

宮崎 康夫 （H14.10. 1～）
（～H14.12.31） 〃 小野寺克彦

研究員 小林 幸乃 （H14.10. 1～）
（H14.12.16 逝去） 指導係 園田圭一郎

〃 新野 貴則 〃 鈴木 隆人
（H14.10. 1～）

〔基礎研究課〕 〃 川崎 勝
課長 水野 晴央 （H14.10. 1～）
企画係長 岩間 光彦 〃 相馬 美砂
企画係 宇治田理恵 ※ 〃 宇治田理恵 ※

（H14. 8. 1～） （～H14. 7.31）
調査情報係 安浦 信弘 〃 上原 英里

（～H14.12.31） （H15. 1. 1～）
岸谷 高大 専門職 門脇 幸見
（H15. 1. 1～） （H14.10. 1～）

〃 白石あかね
生徒指導研究センター

長崎 榮三 センター長(併) 月岡 英人総合研究官
総括研究官 板橋 孝志

〃 滝 充研究開発部
部長 西尾 典眞 〃 森嶋 昭伸
教育課程調 主任研究官 鬼頭 尚子 ※
調査官 朝倉 啓爾 （H14.7.1～）
〃 池田 信明
〃 板良敷 敏 〔企画課〕
〃 井上 一郎 課長 上田 浩士
〃 今関 豊一 企画係長 荒木 昌美
〃 大杉 昭英 指導係 中嶋 光穂
〃 大橋 泰久

社会教育実践研究センター〃 落合 敏邦
〃 金本 正武 センター長(併) 結城 光夫

文部科学省生涯学習政策局社会教育官〃 加納 幹雄
〃 神長美津子 社会教育調査官 真柄 正幸
〃 河野 庸介 専門調査員 井浦 政義
〃 清原 洋一 〃 佐久間 章

佐藤 義雄 〃 猪瀬 清隆
〃 佐野 明 〃 伊原 浩昭
〃 柴原 弘志
〃 田代 直幸 〔企画課〕
〃 田中 孝一 課長 手塚 健郎
〃 寺田 登 企画係長 志茂 弘明
〃 戸田 芳雄 企画係 宮本 二郎
〃 長尾 篤志 〃 佐藤 直美
〃 永田 繁雄 普及・調査係長 神 智彦
〃 中村 一夫 普及･調査係主任 鳥越留美子 ※
〃 日置 光久 （～H14. 5.31）
〃 平田 和人 〃 田中 曜子
〃 松林 巧 普及・調査係 小林有紀子
〃 水野香代子 （～H14. 4.30）
〃 峯岸 創 〃 岩切 麻衣
〃 安野 功 （H14. 7. 1～）
〃 矢幅 清司 専門職員 鳥越留美子 ※

（H14. 6. 1～）

※は昇任又は配置換による異動を示す



(３）客員研究員（氏名／現職）

李 大淳 前韓国大学総長協会会長
池田 輝政 名古屋大学高等教育研究センター教授
小田 豊 文部科学省初等中等教育局主任視学官
鎌谷 親善 元東洋大学教授
金 泰勲 日本大学文理学部非常勤講師
坂本 孝徳 広島工業大学教授
相良 憲昭 京都ノートルダム女子大学副学長
貞本 勉 （財）才能開発教育研究財団研究部長
堀 哲夫 山梨大学教育人間科学部教授
牟田 博光 東京工業大学教育工学開発センター教授
吉田 敦也 徳島大学大学開放実践センター教授
吉本 圭一 九州大学大学院人間環境学研究院助教授

(４）共同研究員

氏 名 現 職 研 究 テ ー マ 受入れ担当者 研 究 期 間

桑崎 剛 熊本市教育センタ 地域イントラネットの教育 平成14年４月１日～教育研究情報センター
ー指導主事 利用 研究員 榎本 聡 平成14年９月30日

（６か月）

清水 雅己 埼玉県教育局管理 高等学校履修支援システム 平成14年５月１日～教育研究情報センター
部企画総務課主査 開発に関する研究 主任研究官 千々布敏弥 平成14年10月31日

（６か月）

戸田 俊文 熊本県立教育セン ネットワーク上での共同作 教育研究情報センター 平成14年７月１日～
ター指導主事 業が教員の情報モラル教育 センター長 清水 康敬 平成14年12月31日

に関わる認識に与える影響 （６か月）
の検討

山本 朋弘 熊本県人吉市立東 交流学習支援システム「co 教育研究情報センター 平成15年１月１日～
間小学校 -lab」を活用した授業実践 センター長 清水 康敏 平成15年３月31日

と評価 （３か月）

溝口 博史 熊本県球磨郡相良 交流学習支援システム「co 教育研究情報センター 平成15年１月１日～
村立相良南小学校 -lab」を活用した授業実践 センター長 清水 康敏 平成15年３月31日

と評価 （３か月）

有田 浩子 鳥取県八頭郡智頭 交流学習支援システム「co 教育研究情報センター 平成15年１月１日～
町立智頭小学校 -lab」を活用した授業実践 センター長 清水 康敏 平成15年３月31日

と評価 （３か月）



 

４．定員及び予算 

 
 
（１）定員（平成１４年度末） 
 

 

                      （人） 
所 長                １ 
次 長                １ 
部長・センター長・総合研究官    １２ 
総括研究官・主任研究官・研究員   ５８ 
教育課程調査官           ３４ 
社会教育調査官・専門調査員      ３ 
事務職員等             ３５ 

                            
計              １４４ 

                  （併任は除く。） 
 
 

（２）予 算 
 

（単位：千円） 
事 項  平成 14 年度 平成 13 年度 

人に伴う経費  1,387,338 1,393,422 

管理運営経費   71,274 89,542 

政策研究機能高度化推進経費  103,325 30,610 

研究経費 3,088 82,491 

事業経費 1,350,702 1,427,783 

国際研究協力経費 120,952 125,205 

調査研究等特別推進経費 54,086 59,899 

教育情報ナショナルセンター機能の整備に要する経費 161,951 100,916 

計   3,252,716 3,309,868 

施設整備費 26,275 51,720 

合  計                                            3,278,991  3,361,588 

 



 

５．施設等 

 
 
敷地  【目黒庁舎】          10,042 ㎡ 

【上野庁舎】           3,150 ㎡ 

［松戸宿泊施設］         4,966 ㎡ 

 

建物  【目黒庁舎】  区分             建面積      延面積  

        本館  （RC４階建）     1,400 ㎡       4,360 ㎡ 

       西館  （RC３階建）       668         2,040    

       東館  （RC３階建）       556         1,844    

南館  （RC２階建）       434           725    

  渡廊下 （R １階建）         34            34    

実験棟 （RC３階建）      296           882    

  設備棟 （RC 地下１階）       216           216    

車庫  （鉄筋造）        39           39    

  合    計          3,643        10,140    

 

※【虎ノ門庁舎】 区分             建面積      延面積  

        ５階  （RC７階建）       743 ㎡       743 ㎡ 

       ４階  （RC７階建）       148          148   

       地階  （RC７階建）        75           75   

  合    計            966          966 

 

 

  【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   

 

  ［松戸宿泊施設］区分             建面積      延面積  

        本館  （RC３階建）（１部地下２階）  1,001 ㎡     2,734 ㎡   

  合    計            1,001        2,734 

 

※虎ノ門庁舎については，文部科学省からの借用分 



科学研究費（継続）
審査
区分

特別研究促進費 渡辺　　良 １２－１４ ＯＥＣＤ教育インディケータ事業の動向と評価に関する研究

基盤研究（Ｓ） 清水　康敬 １３－１７ 教育情報ナショナルセンターの構築と評価に関する研究

基盤研究（Ａ） 一般 長崎　榮三 １１－１４ 高等学校の科学教育改革に関する総合的研究

〃 〃 小倉　　康 １２－１５
わが国と諸外国における理科授業のビデオ分析とその教師教育への活用効果の研究 :
IEA/TIMSS-R授業ビデオ研究との協調

基盤研究（Ｂ） 〃 坂谷内　勝 １１－１４ 日本語教育支援のための汎用的教材構成要素の開発と流通に関する研究

〃 〃 名取　一好 １３－１５
技術・職業教育における中等教育から中等後教育への接続の実態と動向　－わが国と諸外国の
比較調査研究－

〃 〃 小松　郁夫 １２－１４ 小学校における学級の機能変容と再生過程に関する総合的研究

〃 〃 下野　　洋 １２－１４ 理科の学力に関する国際比較研究

〃 〃 三宅　征夫 １２－１４ 理科の教育課程と学力に関する総合的研究

〃 〃 吉岡　亮衛 １２－１４ 学校教育と学校外知識が科学リテラシーの形成に及ぼす影響についての日独比較研究

〃 〃 斎藤　道子 １２－１４ インターネットにおける教育実践情報の動向分析 ～特に総合的な学習の時間の構想を中心に～

〃 〃 菊地　栄治 １３－１５ ホリスティックな教育改革の実践と構造に関する総合的研究

〃 展開 木岡　一明 １１－１４ 学校評価の促進条件に関する開発的研究　－外部セクターの在り方に着目して

〃 〃 三宅　征夫 １２－１４ 理科の評価基準の策定と実験テストを含む評価方法の開発研究

〃 海外 永田　佳之 １２－１４ オルタナティブな教育実践と行政の在り方に関する国際比較研究

〃 〃 山田　兼尚 １３－１５ 生涯学習の政策立案過程に関する国際比較研究 　　

〃 〃 五島　政一 １３－１６ アースシステム教育の国際比較研究に基づいた教育システムの開発に関する実証的研究

基盤研究（Ｃ） 一般 木岡　一明 １１－１４ 学校組織開発に関する実証的研究　－「創出」モードへの組織進化プロセスの追跡

〃 〃 結城　　忠 １２－１４ 学校の自律性と自己責任の法的構造に関する日本・ドイツ・オランダの比較法制的研究

〃 〃 上野　直樹 １２－１４ 学校と科学をリンクする社会　－道具的ネットワークに関する研究

〃 〃 小林　幸乃 １２－１４ 現職教員研修機関における科学・技術系科目の研修に関する経年変化研究

〃 〃 有本　昌弘 １２－１４ 学校を基盤としたカリキュラム開発の東アジアにおける展開と概念枠組に関する研究

〃 〃 河合　　久 １３－１４ 客観的な評価をめざすルーブリックの研究開発

〃 〃 岩崎久美子 １３－１５ 在外日本人の自我構造と社会的アイデンティティ－国際化社会における「個」とは何か－

〃 〃 屋敷　和佳 １３－１４ 学校統合および学校選択制導入に伴う教育環境の充実と課題に関する研究

〃 〃 本多　正人 １３－１５ 公立学校財務に関する日米比較研究－財務データ分析のための指標開発－

〃 〃 坂野　慎二 １３－１４ 卒業後評価による中高一貫教育の教育課程の個別化と系統性に関する日独比較研究

〃 〃 斎藤　泰雄 １３－１５ グローバリゼーション・インパクトと教育改革に関する研究－メキシコを中心に－

〃 〃 鳩貝　太郎 １３－１５ 生命尊重の態度育成に関わる生物教材の構成と評価に関する調査研究

〃 〃 五島　政一 １３－１５ 学習のネットワークを利用して生徒が意欲的に学ぶ科学教育システムに関する研究

〃 〃 貝塚　茂樹 １３－１４ 戦後日本の道徳教育関係資料に関する基礎的調査研究

〃 〃 渡邉　寛治 １３－１４ 小学校の「総合的な学習の時間」における英会話学習の実態調査

〃 〃 西野真由美 １３－１４ 道徳教育・特別活動における職業観育成カリキュラムの開発に関する研究

萌芽的研究 塚原　修一 １２－１４ 大学序列化（アカデミック・ランキング）の信頼性と影響力に関する比較研究

〃 谷田部玲生 １２－１４ 中等社会科における国際機関に関する学習のカリキュラム開発研究

〃 坂谷内　勝 １３－１４ 科学教育的観点からみた数式問題の構造と理解に関する実証的研究

〃 小松　幸廣 １３－１４ 音声インターフェースを持つ学習支援ロボットの開発に関する研究

〃 吉岡　亮衛 １３－１４ 慣用句および動詞句の使用頻度の分析に基づいた用例集の作成

研究代表者 研　　　究　　　課　　　題研究期間（年度）

６．科学研究費補助金による研究一覧　

研究種目



科学研究費（新規）
審査

区分

特定領域研究 月岡　英人 １４ 理数科教育と他教科との関連に関する基礎的・実証的研究

〃 猿田　祐嗣 １４ 理科教育の内容とその配列に関する基礎的・実証的研究

〃 長崎　榮三 １４ 算数・数学教育の内容とその配列に関する基礎的・実証的研究

〃 瀬沼　花子 １４ 算数・数学教育における創造性・独創性の育成に関する日米露韓の国際比較研究

〃 小倉　　康 １４ 創造的思考力と論理的思考力に関する科学的教育課程基準の編成原理の研究

〃 小松　幸廣 １４ 観測情報の相互利用システムと教材化に関する研究

〃 榎本　　聡 １４ 野外観察学習用ディジタル素材の開発と携帯端末による検索システムの構築と評価

〃 塚原　修一 １４－１５ 醸造技術の展開と継承普及－日本酒と醤油を事例として－

特別研究促進費 高浦　勝義 １４－１５ 指導方法の工夫改善による教育効果に関する比較調査研究

基盤研究（Ｂ） 一般 笹井　宏益 １４－１５ プロフェッショナル学位の社会的機能に関する研究

〃 〃 渡部　宗助 １４－１５ 教育政策評価研究の課題と評価手法の開発に関する基礎的研究

〃 〃 高浦　勝義 １４－１６ ポートフォリオ評価を活用した指導と評価の改善に関する開発的研究

〃 〃 瀬沼　花子 １４－１６ 「理想的な数学授業」のイメージと実情に関する国際比較研究

〃 〃 松原　静郎 １４－１６ グリーンケミストリー教材の開発とそれを使っての意思決定能力育成に関する調査研究

〃 〃 工藤　文三 １４－１６ 総合的な学習の時間におけるカリキュラムの評価と改善に関する研究

〃 海外 鐙屋　真理子 １４－１６ 東アジア地域における「早期教育」の現状と課題に関する国際比較研究

基盤研究（Ｃ） 企画 名取　一好 １４ 科学技術・職業教育カリキュラム開発の現状と課題に関する国際比較研究

〃 一般 澤野　由紀子 １４－１６ 生涯学習政策評価の理論的・実証的研究

〃 企画 吉岡　亮衛 １４ 科学教育を支援する学校外学習環境の評価基準の策定に関する企画調査研究

萌芽的研究 永田　佳之 １４－１５
不登校児童・生徒のための支援メカニズムの構築に関する学際的研究－地域性を活かしたリエ
ゾン機能を中心に－

〃 橋本　昭彦 １４－１６ 教育における評価研究の在り方に関する日韓比較研究

〃 有元　秀文 １４－１５ メディアを批判的に読み解くためのメディア・リテラシー学習プログラム開発研究

〃 工藤　文三 １４－１６ 高等学校における学校設定教科・科目の開発・運用実態に関する調査研究

若手研究（Ｂ） 榎本　　聡 １４－１５ 漢字かな自動変換機能を備えた学習支援・コミュニティシステムの開発と評価に関する研究

研究種目 研究代表者 研　　　究　　　課　　　題研究期間（年度）



科学研究費補助金（特別研究員奨励費）

（継続）
(1)【特別研究員】

梶間みどり ＰＤ 人文社会 １３－１５ 現代イギリスにおける地方教育行政改革に関する研究

(2)【外国人特別研究員】

人文社会 １３－１５ 韓日における「学級崩壊」の現状と対應に関する比較研究－望ましい「学級」のあり方を求めて－

科学研究費補助金（研究成果公開促進費）

小松幸廣

科学研究費補助金採択件数

(1)科学研究費：細目別
　　特別研究促進費  2件 19,800千円

　　教育工学  4件 19,900千円

　　科学教育 15件 38,100千円

　　日本語教育  2件 　2,900千円

　　教科教育 10件 12,800千円

　　教育学 21件 43,000千円

　　理数科教育  7件 26,600千円

　　江戸のモノづくり  1件 　1,800千円

　　　　計

(2)特別研究員奨励費
　　人文社会  2件 　1,700千円

(3)研究成果公開促進費
　　データベース  1件 　2,700千円

研究期間（年度） 研　　　究　　　課　　　題

データベース 　日本語教育用音声画像辞書データベース

研究代表者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名・データベース名

研究代表者

［研究代表者（受入研究者）］

小松郁夫
[研究分担者(外国人特別研究員)]

（鄭廣姫）

種　　　　目

系別

資格 研究期間（年度）研究代表者 系別 研　　　究　　　課　　　題



７．外国人来訪者一覧 
 

 

年 月 日         来 訪 者 名               国 籍 等             役    職    名 来 所 の 目 的                 主な所側の応対者                   

14. 4. 2 Hon Rashid Bawa 

他１名

ガーナ共和国 教育省 副大臣 日本の教育政策・教育制度事

情聴取 

渡部宗助 教育政策・評価研究部長

河合 久 企画調整官 

本多正人 研究員 

14. 5.13 Marie-Rose Nzie Nee 

 Mezanga 

他２名

カメルーン共和

国 

カメルーン国営

テレビキャスタ

ー 

日本の教育事情聴取 塚原修一 総括研究官 

名取一好 総括研究官 

14. 6. 3 Lutfullah Safi 

他３名

アフガニスタン

共和国 

教育大臣諮問委

員会委員長 

日本のカリキュラムについ

て説明聴取 

吉田和文 研究企画開発部長 

永田佳之 主任研究官 

14. 7. 2 H.I.Mashamba 

他１名

南アフリカ共和

国 

リンポポ州教育

大臣 

日本の理数科教育の現状に

ついて事情聴取 

吉田和文 研究企画開発部長 

小倉 康 主任研究官 

14.10. 7 Khusanov Djumma 

他３名

ウズベキスタン

共和国 

高等教育省 第

一次官 

日本の職業教育について事

情聴取 

下野 洋 次長 

名取一好 総括研究官 

14.10.15 Sadibou Maron セネガル共和国 

 

ソレイユ紙記者 日本の初等教育について事

情聴取 

有本昌弘 総括研究官 

松尾知明 主任研究官 

15. 1.30 Y. Abba Omar 南アフリカ共和

国 

広報庁前次官 戦後の日本の教育システム

の変遷について 

吉田 靖 研究企画開発部長 

渡部宗助 教育政策・評価研究部長

15. 2.14 Boller Simataa Khama 

他９名

ナミビア共和国 初等教育スポー

ツ文化省 

総務部長 

国立教育政策研究所の研究

活動について説明聴取 

吉田 靖 研究企画開発部長 

 

15. 3.17 金 容徳 

他１名

大韓民国 ソウル大学 

国際大学院長 

日本の大学院教育に関する

事情聴取 

吉田 靖 研究企画開発部長 

川島啓二 総括研究官 

 



 
８．研究協力者一覧 

 
 
（１）研究協力者 
氏  名 所    属 研究テーマ          担当教官 期  間 備  考 

林    尚示 
山梨大学教育人間科学部 

講師 

戦後初期の小学校におけるカリキュラム

開発 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 橋本  昭彦 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.13. 4. 1～

梶間みどり 
日本学術振興会 

特別研究員 

現代イギリスの地方教育行政改革に関す

る研究 

高等教育研究部 

部長    小松  郁夫 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.12. 4. 1～

深堀  聰子 
大東文化大学 

非常勤講師 

米国における才能教育の現状と課題  

国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実践状況と課題 

高等教育研究部 

部長    小松  郁夫 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.12.12. 1～

杉本真由美 
青山学院大学文学部教育学専 

攻 博士後期課程 

全国の小学校の学級経営と学校経営の実

態に関する調査 

高等教育研究部 

部長    小松  郁夫 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.13. 7. 1～

石井 留奈 
桜美林大学大学院 

博士後期課程 

戦後日本における女子高等教育改革の研

究 ―日米女性リーダーの女子教育思想

と役割― 

高等教育研究部 

部長    小松  郁夫 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.13. 7. 1 ～

井口  千鶴 
東海大学 

非常勤講師 
アメリカ高等教育の研究 

高等教育研究部 

総括研究官 川島  啓二 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.12. 4. 1～

福本みちよ 
青山学院大学 

非常勤講師 

外部機関方式による学校評価システムの

開発的研究 

高等教育研究部 

総括研究官 木岡  一明 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.12. 8. 1～

加藤  崇英 
東京医科大学霞ヶ浦看護専門 

学校 非常勤講師 

学校経営における教師の協働システムに

関する組織開発的研究 

高等教育研究部 

総括研究官 木岡  一明 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.13. 4. 1～

中村三緒子 
日本女子大学 

大学院研究生 

女性の高学歴化に伴う晩婚化と職業キャ

リアの関連性についての教育政策的研究

高等教育研究部 

総括研究官 塚原  修一 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.10. 4. 1～

飯吉  弘子 
桜美林大学大学院 

博士後期課程 
大学に対する産業界の要望の変遷 

高等教育研究部 

総括研究官 塚原  修一 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.12. 5. 1～

井上比呂子 
創価大学通信教育部 

非常勤講師 
自己概念の国際比較 

高等教育研究部 

総括研究官 塚原  修一 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.14. 1. 1～

佐藤  由美 
青山学院大学 

非常勤講師 

1.植民地期朝鮮留学生と日本の教育  

2.韓国における教育改革の動向調査 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋真理子 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.12. 6. 1～

市川    誠 
立教大学文学部 

助教授 
学校教育における宗教の役割 

国際研究・協力部 

総括研究官 齊藤 泰雄 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H. 7. 4. 1～

新井  浅浩 
西武文理大学 

専任講師 
現代イギリスの初等中等教育改革 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

14. 4. 1～

15. 3.31 
S.62. 7.16～

冨田  福代 
名古屋大学・愛知教育大学他 

非常勤講師 

専門職としての教師の資質向上をめざす

教師教育 －日本とイギリスの比較研究

－ 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.10.12. 1～



岡田  昭人 
東京外国語大学 

専任講師 
イギリスの教育政策と民主主義 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.11. 1. 1～

宮島  健次 
日本大学経済学部 

講師 

イギリスにおける中等教育 －パブリッ

ク・スクールを中心に－ 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

14. 4. 1～

15. 3.31 
H.11. 4. 1～

・島 千秋 
富山市立神明小学校 

教諭 
子供にとって意味のある総合的な学習 

研究企画開発部 

企画調整官  河合 久 

14. 9.25 ～

14.12.24 
 

河野 銀子 
山形大学教育学部助教授 

助教授 

教育スタンダードと教育接続に関する国

際比較 

教育政策・評価研究部 

総括研究官  橋本昭彦 

14. 4. 1 ～

15. 3.31 
 

鳥居 朋子 
名古屋大学大学院博士課程 

博士課程 

高等教育に関するマクロな政策動向およ

び機関レベルの改革状況 

高等教育研究部 

総括研究官  川島啓二 

14. 5. 1 ～

15. 3.31 
 

新谷 康浩 
横浜国立大学 

講師 

就業構造の変動と技術者の人材養成・活

用に関する研究 

高等教育研究部 

総括研究官  塚原修一 

14. 5.10 ～

15. 3.31 
 

鳥井 康照 
早稲田大学大学院文学研究科 

大学院生 

ラテンアメリカにおける高等教育の歴史

と動向 

国際研究・協力部 

総括研究官  齊藤泰雄 

14. 4. 1 ～

15. 3.31 
 

村田 敏雄 

国際協力事業団国際協力総合

研修所 

国際協力専門員 

国際教育協力の現状と課題ラテンアメリ

カ地域を中心として 

国際研究・協力部 

総括研究官  齊藤泰雄 

14. 6.14 ～

15. 3.31 
 

北川 澄子 
上市町立宮川小学校 

教諭 

「よりよいﾈｯﾄﾜｰｸ環境のために」

情報教育におけるｺﾝﾋﾟｭｰ ﾀの利用

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの教育利用 

教育研究情報センター 

総括研究官  堀口秀嗣 

14. 4.22 ～

14. 7.21 

 

寺井由紀美 
上市町立白萩西部小学校 

教諭 

「よりよいﾈｯﾄﾜｰｸ環境のために」

情報教育におけるｺﾝﾋﾟｭｰ ﾀの利用

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの教育利用 

教育研究情報センター 

総括研究官  堀口秀嗣 

14. 4.22 ～

14. 7.21 
 

小西 正英 
相模原市立淵野辺小学校 

教諭 

情報教育を基盤にした総合的な学習のあ

り方 

教育研究情報センター 

総括研究官  堀口秀嗣 

14. 6. 1 ～

15. 3.31 
 

森田 義弘 
大門町立大門小学校 

教諭 

コンピュータを中心とした情報機器を有

効に活用した国際理解教育の在り方 

教育研究情報センター 

総括研究官  堀口秀嗣 

14. 8. 1 ～

14.10.31 
 

Etsko Obata  

Reiman (ｴﾂｺ 

ｵﾊﾞﾀ ﾗｲﾏﾝ) 

アリゾナ州立大学 

教授 

日本語に表れるアルファベット標記語彙

の実態と日本語の将来 

教育課程研究センター 

総括研究官  有元秀文 

14. 5.15 ～

14. 8.15 
 

能瀬  明 
婦中町立城山中学校 

教諭 

学級崩壊、いじめ、不登校を防ぐ国語科

の授業展開 

教育課程研究センター 

総括研究官  有元秀文 

14. 9.24 ～

14.12.23 
 

福原  達 
福光町立福光中学校 

教諭 

確かな言語能力を育てるための主体的な

言語活動の工夫 

教育課程研究センター 

総括研究官  有元秀文 

14. 9. 1 ～

14.11.30 
 

坂本 憲次 
聖光高等学校 

教諭 
不登校生に対応した教育課程と学校運営

教育課程研究センター 

総括研究官  工藤文三 

14. 4.10 ～

14.10. 9 
 

高野 春美 
小矢部市立津沢小学校 

教諭 

「総合的な学習の時間」の指導の在り方

について 

教育課程研究センター 

総括研究官  工藤文三 

14. 5. 7 ～

14. 8. 6 
 

桶口智久代 
大山町立上滝中学校 

教諭 

生きる力を育むための評価と学校運営に

ついて 

教育課程研究センター 

総括研究官  工藤文三 

14. 8. 1 ～

14.10.31 

 



西田  誠 
高岡市立五位中学校 

教諭 

「総合的な学習の時間」における評価の

あり方 

教育課程研究センター 

総括研究官  工藤文三 

14.10. 1 ～

14.12.31 

 

中島 正平 
福岡町立福岡中学校 

教諭 

新学習指導要領における評価のあり方に

ついて 

教育課程研究センター 

総括研究官  五島政一 

14. 9. 1 ～

14.11.30 

 

長谷川祐次 
敬愛学園高等学校 

校長 

高等学校における教育課程の改善に関す

る研究 

教育課程研究センター 

総括研究官  鳩貝太郎 

14. 5.10 ～

15. 3.31 

 

杉山 智充 
高岡市立志貴野中学校 

教諭 

学ぶ意欲を高め、基礎・基本が身につく

社会科の学習の在り方について 

教育課程研究センター 

総括研究官 谷田部玲生 

14. 5. 1 ～

14. 7.31 
 

廣島 芳恵 
入善町立飯野小学校 

教諭 

英語活動を含む総合的な学習のあり方に

ついて 

教育課程研究センター 

総括研究官  渡邉寛治 

14. 5. 1 ～

14. 7.31 
 

冨樫 正子 
上市町立上市中学校 

教諭 
自ら高め合える集団づくり 

生徒指導研究センター 

総括研究官  滝  充 

14. 9.20 ～

14.12.20 
 

黒崎 照史 
栃木県立宇都宮白楊高等学校 

教諭 

地域教育力の充実のための社会教育の今

日的在り方 

社会教育実践研究ｾﾝﾀｰ 

社会教育調査官 

真柄正幸 

14.10. 1 ～

15. 3.31 
 

 

 

 

 

 

（２）外国人研究協力者 

氏 名 国籍・職業・所属 研究テーマ 受入担当教官 受入期間 

李 春 

中華人民共和国 

日本獣医畜産大学非常勤講師 

和光大学・東京経済大学 

非常勤講師 

日中教育改革の比較研究 

（カリキュラム改革を中心に） 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋真理子 

14. 4. 1 

～15. 3.31

Pibhop Dhongchai 
タイ王国 

子供村学園代表 
日本のオルタナティブ教育の理論と実践 

研究企画開発部 

主任研究官 永田佳之 

14. 4. 1 

～14. 7.15

Roger Marshman 

オーストラリア 

国際バカロレア機構アジア・太平

洋地域事務所 

中等課程地域プログラム部長 

総合学習についての日本との共同研究 
研究企画開発部 

企画調整官 河合 久 

14. 5. 25 

～15. 3.31

陳 永明 
中華人民共和国 

華東師範大学教育科学学院 教授 
中日両国における教育改革政策の比較研究 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋真理子 

15. 2.14 

～15.12.31

 



９．所内講演会・部内研究会一覧 

 

（１）所内講演会 

日 時 発 表 者 タ イ ト ル 

平成 14 年６月４日 Dr. John Owen 

（メルボルン大学教授・同大学プ

ログラム評価センター長） 

オーストラリア・ヴィクトリア州における教育プ

ログラムの評価 

平成 14 年７月 26 日 エツコ・オバタ・ライマン博士 

（アリゾナ州立大学教授） 

「国語力とは？その国家政策とは？」：21 世紀に求

められる「考える」教育 

平成 14 年 10 月 25 日 山崎勝代 

（文部科学省初等中等教育局 

幼児教育課幼児教育企画官（兼）

幼稚園運営支援室長） 

ヨーロッパにおける幼児教育―フランス、ドイツ、

ベルギーの現状から 

平成 15 年２月 12 日 Dr. Joan McCord 

（テンプル大学刑事司法学部教授

 キャンベル共同研究運営委員）

少年犯罪の温床としての家族：欧米の場合 

平成 15 年２月 20 日 服部 晃 

（岐阜県教育委員会参与兼教育次

長・総合教育センター長） 

教育センターのこれまでとこれから 

平成 15 年３月 12 日 下野 洋次長 人間と自然とのかかわりの学習 

 

 

（２）部内研究会 

日 時 発 表 者 タ イ ト ル 

平成 15 年２月 21 日 篠塚 脩（都城高専名誉教授） 義務教育施設の歩み 

平成 15 年２月 21 日 高野文雄（東京工業大学文教施設

研究開発センター客員教授） 

国立学校施設整備の変遷と課題 

平成 15 年２月 25 日 Dr. James Angermeyr 

（ミネソタ州ブルーミントン学区

調査・評価部長） 

米国における学校評価―ミネソタ州ブルーミント

ン学区での実践事例報告― 

 



１０．所内委員一覧 
 

［◎は議長（委員長）を指す］ 
 
運営会議 
◎伊勢呂裕史 所長 
（～H14. 7.30） 
◎遠藤 昭雄 
（H14. 8. 1～） 
下野  洋 次長 
玉井日出夫 次長 
（～H14. 7.31） 
金森 越哉 
（H14. 8. 1～） 
西  保國 総務部長 
吉田 和文 研究企画開発部長 
（～H14. 7.31） 
吉田  靖 
（H14. 8. 1～） 
渡部 宗助 教育政策・評価研究部長 
山田 兼尚 生涯学習政策研究部長 
高浦 勝義 初等中等教育研究部長 
小松 郁夫 高等教育研究部長 
渡辺  良 国際研究・協力部長 
清水 康敬 教育研究情報センター長 
月岡 英人 教育課程研究センター長 
三宅 征夫 教育課程研究センター基礎研究部長 
長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官 
西尾 典眞 教育課程研究センター研究開発部長 
月岡 英人 生徒指導研究センター長（併任） 
結城 光夫 社会教育実践研究センター長 

 
 
図書館運営委員会 
◎清水 康敬 教育研究情報センター長 
松田 成史 総務部会計課長 
（～H14. 6.30） 
木村 哲規 
（H14. 7. 1～） 
河合  久 研究企画開発部企画調整官 
屋敷 和佳 教育政策・評価研究部総括研究官 
笹井 宏益 生涯学習政策研究部総括研究官 
松尾 知明 初等中等教育研究部主任研究官 
菊地 栄治 高等教育研究部総括研究官 
鐙屋真理子 国際研究・協力部総括研究官 
岩田 裕美 教育研究情報センター情報支援課長 
渡邉 寛治 教育課程研究センター基礎研究部 
       総括研究官 
石塚  等 教育課程研究センター研究開発部 

研究開発課長 
上田 浩士 生徒指導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長 

 
 
紀要編集委員会 
◎下野  洋 次長 
河合  久 研究企画開発部企画調整官 
渡部 宗助 教育政策・評価研究部長 
笹井 宏益 生涯学習政策研究部総括研究官 
鐙屋真理子 国際研究・協力部総括研究官 
松原 静郎 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 

人事委員会 
◎伊勢呂裕史 所長 
（～H14. 7.30） 
◎遠藤 昭雄 
（H14. 8. 1～） 
下野  洋 次長 
玉井日出夫 次長 
（～H14. 7.31） 
金森 越哉 
（H14. 8. 1～） 
西  保國 総務部長 
吉田 和文 研究企画開発部長 
（～H14. 7.31） 
吉田  靖 
（H14. 8. 1～） 
渡部 宗助 教育政策・評価研究部長 
山田 兼尚 生涯学習政策研究部長 
高浦 勝義 初等中等教育研究部長 
小松 郁夫 高等教育研究部長 
渡辺  良 国際研究・協力部長 
清水 康敬 教育研究情報センター長 
月岡 英人 教育課程研究センター長 
三宅 征夫 教育課程研究センター基礎研究部長 
長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官 
西尾 典眞 教育課程研究センター研究開発部長 
月岡 英人 生徒指導研究センター長（併任） 
結城 光夫 社会教育実践研究センター長 
 

 
情報化推進委員会 
◎清水 康敬 教育研究情報センター長 
西  保國 総務部長 
中村 信一 総務部庶務課長 
（～H14. 6.30） 
松田 成史 
（H14. 7. 1～） 
松田 成史 総務部会計課長 
（～H14. 6.30） 
木村 哲規 
（H14. 7. 1～） 
永田 佳之 研究企画開発部主任研究官 
橋本 昭彦 教育政策・評価研究部総括研究官 
立田 慶裕 生涯学習政策研究部総括研究官 
清水 克彦 初等中等教育研究部総括研究官 
塚原 修一 高等教育研究部総括研究官 
佐々木 毅 国際研究・協力部総括研究官 
堀口 秀嗣 教育研究情報センター総括研究官 
吉岡 亮衛 教育研究情報センター総括研究官 
吉田  樹 教育研究情報センター教育図書館 

総務係長 
小倉  康 教育課程研究センター基礎研究部 

主任研究官 
石塚  等 教育課程研究センター研究開発部 

研究開発課長 
滝   充 生徒指導研究センター総括研究官 
手塚 健郎 社会教育実践研究センター企画課長 

 
 
 



研究企画開発委員会 
◎下野  洋 次長 
西  保國 総務部長 
吉田 和文 研究企画開発部長 

（～H14. 7.31） 

吉田  靖 

（H14. 8. 1～） 

河合  久 研究企画開発部企画調整官 
屋敷 和佳 教育政策・評価研究部総括研究官 
立田 慶裕 生涯学習政策研究部総括研究官 
松尾 知明 初等中等教育研究部主任研究官 
菊地 栄治 高等教育研究部総括研究官 
齊藤 泰雄 国際研究・協力部総括研究官 
吉岡 亮衛 教育研究情報センター総括研究官 
鳩貝 太郎 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 
金本 正武 教育課程研究センター研究開発部 

教育課程調査官 
滝   充 生徒指導研究センター総括研究官 
真柄 正幸 社会教育実践研究センター 

社会教育調査官 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

移転連絡協議会 
◎吉田  靖 研究企画開発部長 
西  保國 総務部長 
松田 成史 総務部庶務課長 

渡部 宗助 教育政策・評価研究部長 
屋敷 和佳 教育政策・評価研究部総括研究官 
本多 正人 教育政策・評価研究部主任研究官 
澤野由紀子 生涯学習政策研究部総括研究官 
松尾 知明 初等中等教育研究部主任研究官 
塚原 修一 高等教育研究部総括研究官 
鐙屋真理子 国際研究・協力部総括研究官 
清水 康敬 教育研究情報センター長 
吉岡 亮衛 教育研究情報センター総括研究官 
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 
金本 正武 教育課程研究センター研究開発部 

教育課程調査官 
滝   充 生徒指導研究センター総括研究官 
手塚 健郎 社会教育実践研究センター 

企画課長 
 
 
 



１１．研究成果報告書の刊行

報告書・資料１

■ オルタナティブな学び舎の教育に関する実態調査報告書（平成15年３月）

（事務局担当 研究企画開発部）

■ 教員研修とｅラーニング（平成15年３月）共同研究プロジェクト中間報告Ⅱ

（事務局担当 研究企画開発部）

■ 戦後教育法制の形成過程に関する実証的調査研究 －菅野誠文庫目録－（平成15年２月）

（事務局担当 教育政策・評価研究部）

■ 戦後教育法制の形成過程に関する実証的調査研究 わが国の学校施設整備のあゆみ －髙野文雄氏・

篠塚脩氏講演録－（平成15年３月）

（事務局担当 教育政策・評価研究部）

■ 学校改善研究プロジェクト －平成14年度 学校改善研究プロジェクト活動報告書－（平成15年３月）

（事務局担当 教育政策・評価研究部）

■ 教育研究公開シンポジウム －第21回教育研究公開シンポジウム「これからの『しつけ』を考える」－

（平成15年３月）

（事務局担当 生涯学習政策研究部）

■ 総合的な学習の授業と評価の工夫 －評価規準と評価基準を介した指導の改善，自己学習力の向上及

び外部への説明責任に向けて（第１次報告書）－（平成15年３月）

（事務局担当 初等中等教育研究部）

■ 新しい時代における大学と産業社会との相関システムの構築に関する調査研究 －中間報告書２

「大学・短期大学における資格取得の実態に関する全国調査」－（平成15年３月）

（事務局担当 高等教育研究部）

■ 大学の秋季入学に関する調査研究（平成14年度文部科学省委託研究 （平成15年３月））

（事務局担当 高等教育研究部）

■ アジア・太平洋地域の外国語／第二言語教育の動向 －アジア・太平洋地域セミナー報告書－

（平成14年６月）

（事務局担当 国際研究・協力部）

■ 教育におけるパートナーシップ －中等教育の拡大・多様化を中心として－（平成14年７月）

（事務局担当 国際研究・協力部）

■ 「知識基盤型社会」を目指す韓国の教育改革（平成14年７月）

（事務局担当 国際研究・協力部）

■ アジア地域における職業技術教育および人材養成・開発 －アジア地域セミナー報告書－

（平成15年３月）

（事務局担当 国際研究・協力部）

■ 学校の授業時間に関する国際比較調査（平成14年度文部科学省委託研究 （平成15年３月））

（事務局担当 国際研究・協力部）



■ 国際化政策における評価手法の在り方に関する調査研究（平成14年度文部科学省委託研究）

（平成15年３月）

（事務局担当 国際研究・協力部）

■ 「理科系教科のカリキュラムの改善に関する研究 －諸外国の動向(2) （平成15年３月）」

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 「体育カリキュラムの改善に関する研究 －諸外国の動向－ （平成15年３月）」

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 理科の内容とその配列に関する基礎的・実証的研究（平成15年３月）

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 理科調査報告書 －平成14年度理数定点調査集計結果－（平成15年３月）

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 平成13年度教育課程実施状況調査（小学校・中学校）ペーパーテスト調査集計結果（平成14年12月）

（事務局担当 教育課程研究センター）

」， 」， 」，■ 平成13年度教育課程実施状況調査（小学校・中学校）質問紙調査集計結果「共通 「国語 「社会

「算数・数学 「理科 「英語 （平成14年12月）」， 」， 」

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 総合的な学習の時間 実践事例集（小学校編 （平成14年12月））

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 総合的な学習の時間 実践事例集（中学校編 （平成14年12月））

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 個に応じた指導方法の工夫改善とその成果について（小学校 （平成15年３月））

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 個に応じた指導方法の工夫改善とその成果について（中学校 （平成15年３月））

（事務局担当 教育課程研究センター）

■ 児童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について（平成14年11月）

（事務局担当 生徒指導研究センター）

■ すべての子どもたちの職業観・勤労観を育むために（パンフレット （平成15年１月））

（事務局担当 生徒指導研究センター）

■ 「教職員 ・ 子ども ・ 地域」ではじめる学校づくり －予防教育的な生徒指導の推進のために」「 」「

（平成15年１月）

（事務局担当 生徒指導研究センター）

■ 社会教育地域実態調査 公民館における学級・講座等に関する調査研究報告書（平成15年３月）

（事務局担当 社会教育実践研究センター）

■ 学習プログラムの開発とその効果的な実施に関する調査研究 青少年の体験活動ボランティア活動

－「事前学習」プログラムのすすめ－（平成15年３月）

（事務局担当 社会教育実践研究センター）



■ 社会教育計画の策定・評価に関する調査研究 生涯学習センター等の連携方策に関する調査研究報告書

（平成15年３月）

（事務局担当 社会教育実践研究センター）

■ 社会教育主事等の研修資料の開発・作成 生涯学習概論 （平成15年３月）

（事務局担当 社会教育実践研究センター）

■ 社会教育主事等の研修資料の開発・作成 社会教育計画立案の視点と手順（平成15年３月）

（事務局担当 社会教育実践研究センター）

２ 広報誌

■ 国立教育政策研究所広報

「第１３４号 （平成14年８月）○ 」

「第１３５号 （平成14年10月）○ 」

「第１３６号 （平成15年１月）○ 」

「第１３７号 （平成15年３月）○ 」

■ 社研通信「第２号 （平成14年９月）」

３ 英文刊行物

■ Implementing UNESCO Recommendations for Technical and Vocational Education and Training

（平成14年12月）

■ Issues, Priorities and Strategies for collaborative Educational Research in Asia and the

Pacific（平成15年３月）

■ 「NIER Newsletter」

○ 「 （平成14年7月）Vol.34 No.2」

○ 「 （平成14年11月）Vol.34 No.3」

○ 「 （平成15年3月）Vol.35 No.1」

４ 科学研究費補助金による研究成果報告書

■ ＯＥＣＤインディケータ事業の動向と評価に関する研究 －中間資料（５）－（平成15年２月）

渡辺 良 国際研究・協力部長）（研究代表者

■ ＯＥＣＤインディケータ事業の動向と評価に関する研究 －最終報告書－（平成15年３月）

渡辺 良 国際研究・協力部長）（研究代表者

■ 指導方法の工夫改善による教育効果に関する比較調査研究 －校長、教員及び児童生徒を通してみる少

人数指導の特質とその教育効果について（第一次報告書）－（平成15年３月）

高浦 勝義 初等中等教育研究部長）（研究代表者

■ 算数・数学教育の内容とその配列に関する基礎的・実証的研究 算数・数学の内容とその配列 －戦後

の教育課程と児童・生徒の達成度－ Ⅰ（平成15年３月）

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者



■ 算数・数学教育の内容とその配列に関する基礎的・実証的研究 算数・数学の内容とその配列 －戦後

の教育課程と児童・生徒の達成度－ Ⅱ（平成15年３月）

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者

■ 算数・数学教育における創造性・独創性の育成に関する日米露韓の国際比較研究（平成15年３月）

瀬沼 花子 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者

■ 高等学校の科学教育改革に関する総合的研究 高等学校の理科教育と数学教育（平成15年３月）

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者

■ 高等学校の科学教育改革に関する総合的研究 高等学校の理科・数学教育の改革への提言

（平成15年３月）

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者

■ 高等学校の科学教育改革に関する総合的研究 高等学校の数学の授業と授業研究（平成15年３月）

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者

■ 高等学校の科学教育改革に関する総合的研究 世界の高等学校の数学教育（Ⅰ （平成15年３月））

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者

■ 高等学校の科学教育改革に関する総合的研究 世界の高等学校の数学教育（Ⅱ （平成15年３月））

長崎 榮三 教育課程研究センター総合研究官）（研究代表者

■ 日本語教育支援のための汎用的教材構成要素の開発と流通に関する研究 最終報告書（平成15年３月）

坂谷内 勝 教育研究情報センター総括研究官）（研究代表者

■ 小学校における学級の機能変容と再生過程に関する総合的研究 最終報告書（平成15年３月）

小松 郁夫 高等教育研究部長）（研究代表者

■ 理科の学力に関する国際比較研究 最終報告書（平成15年３月）

猿田 祐嗣 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者

■ 理科の教育課程と学力に関する総合的研究 最終報告書（平成15年３月）

三宅 征夫 教育課程研究センター基礎研究部長）（研究代表者

■ 学校教育と学校外知識が科学リテラシーの形成に及ぼす影響についての日独比較研究 最終報告書

（平成15年３月）

吉岡 亮衛 教育研究情報センター総括研究官）（研究代表者

■ インターネットにおける教育実践情報の動向分析 ～特に総合的な学習の時間の構想を中心に～ 最終

報告書（平成15年３月）

斎藤 道子 教育研究情報センター総括研究官）（研究代表者

■ 学校評価の促進条件に関する開発的研究 －外部セクターの在り方に着目して 最終報告書

（平成15年３月）

木岡 一明 高等教育研究部総括研究官）（研究代表者

■ 理科の評価基準の策定と実験テストを含む評価方法の開発研究 最終報告書（平成15年３月）

三宅 征夫 教育課程研究センター基礎研究部長）（研究代表者

■ オルタナティブな教育実践と行政の在り方に関する国際比較研究 最終報告書（平成15年３月）

永田 佳之 研究企画開発部主任研究官）（研究代表者



■ アースシステム教育の国際比較研究に基づいた教育システムの開発に関する実証的研究

（平成15年３月）

五島 政一 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者

■ 学校組織開発に関する実証的研究 －「創出」モードへの組織進化プロセスの追跡 最終報告書

（平成15年３月）

木岡 一明 高等教育研究部総括研究官）（研究代表者

■ 学校の自律性と自己責任の法的構造に関する日本・ドイツ・オランダの比較法制的研究 最終報告書

（平成15年３月）

結城 忠 教育政策・評価研究部総括研究官）（研究代表者

■ 現職教員研修機関における科学・技術系科目の研修に関する経年変化研究 最終報告書

（平成15年３月）

猿田 祐嗣 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者

■ 学校を基盤としたカリキュラム開発の東アジアにおける展開と概念枠組に関する研究 最終報告書

（平成15年３月）

有本 昌弘 初等中等教育研究部総括研究官）（研究代表者

■ 客観的な評価をめざすルーブリックの研究開発 最終報告書（平成15年３月）

河合 久 研究企画開発部企画調整官）（研究代表者

■ 学校統合および学校選択制導入に伴う教育環境の充実と課題に関する研究 最終報告書

（平成15年３月）

屋敷 和佳 教育政策・評価研究部総括研究官）（研究代表者

■ 卒業後評価による中高一貫教育の教育課程の個別化と系統性に関する日独比較研究 最終報告書

（平成15年３月）

坂野 慎二 教育政策・評価研究部総括研究官）（研究代表者

■ 小学校の「総合的な学習の時間」における英会話学習の実態調査 最終報告書（平成15年３月）

渡邉 寛治 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者

■ 道徳教育・特別活動における職業観育成カリキュラムの開発に関する研究 最終報告書

（平成15年３月）

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）（研究代表者

■ 学校教育における飼育動物 中間報告書（資料編 （平成15年３月））

鳩貝 太郎 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者

■ グリーンケミストリー教材の開発研究（平成15年３月）

松原 静郎 教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）（研究代表者



１２．教育情報データベース一覧 

                           （平成14年度末現在） 

 

 

（１）汎用コンピュータによる提供 

 

№  データベースの名称                           収録件数 

─────────────────────────────────────────── 

１．教育研究所・教育センター刊行論文情報（昭和57年～）                          34,186 

２．初等中等教育諸学校における実践的教育研究主題情報（昭和56年～）                 155,837 

３．教育学系博士・修士学位論文題目情報（新制大学発足～）                           69,352 

４．地方教育センター等における教職員研修講座情報（昭和60年～）                    117,852 

５．教育ソフトウェア情報（昭和62年～）                                       14,742 

６．高校入試問題情報（平成３年～）                                               76,262 

７．学校教職員等自作の教材・教具情報（平成５年～）                              1,237 

８．学習指導要領情報                                               138 

９．教育研究論文索引情報（昭和43年、昭和58～62年）                             30,707 

10．小学校国語教科書情報（昭和22年～）                                    398 

11．小学校国語教科書掲載作品情報（昭和22年～）                              11,036 

12．教科書目録情報（昭和22年～）                                     13,415 

13．学校に関する情報（平成13年5月1日現在）                                  58,469 

14．生涯学習事業プログラム情報                                     91,616 

 

 

 

（２）データベースサーバによる提供 

 

№  データベースの名称                           収録件数 

─────────────────────────────────────────── 

１．高等学校転入学情報                                                     5,513 

２．在外教育施設等情報                  （平成15年3月18日サービス終了） 

３．特色ある授業実践校情報                                                2,105 

４．いじめ問題対策情報                                                   5,441 

５．教育用ソフトウェア関連情報                                                 817 

６．情報源情報                      （平成15年3月18日サービス終了） 

７．文教行政情報                                                        3,127 

８．教材活用事例情報                                                         849 

９．海外教育情報                                                            87 

 



ア．基本統計

　　平成１４年度末図書館蔵書数 474,675 冊（前年度　469,129冊）

　　平成１４年度年間増加冊数 5,336 冊（　〃　　23,731冊）

　　平成１４年度購入図書費 5,360,323 円（　〃　　5,802,705円）

　　　　試験研究費 2,961,502 円（　〃　  4,742,285円）

　　　　科学研究費 2,398,821 円（　〃　　1,060,420円）

　　平成１４年度継続購入雑誌数 182 誌（　〃　　183誌）

　　平成１４年度年間利用者数 2,872 人（　〃　　3,029人）

　　平成１４年度年間利用冊数 19,769 冊（　〃　　19,759冊）

　　平成１４年度レファレンスサービス件数 986 件（　〃　　1,254件）

イ．平成１４年度　蔵書統計

和　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数 洋　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数

０   総記 22,375 101 22,476 ０   総記 1,677 2 1,679

１   哲学 10,258 61 10,319 １   哲学 2,791 1 2,792

２   歴史 14,355 105 14,460 ２   宗教 1,170 1 1,171

３   社会科学 23,906 363 24,269 ３   社会科学 5,269 36 5,305

３７ 教育 53,061 1,291 54,352 ３７ 教育 19,646 157 19,803

４   自然科学 7,554 31 7,585 ４   語学 1,003 0 1,003

５   工学 2,067 13 2,080 ５   自然科学 3,290 34 3,324

６   産業 2,637 15 2,652 ６   応用科学 851 1 852

７   芸術 2,227 13 2,240 ７   芸術 190 0 190

８   語学 2,479 35 2,514 ８   文学 237 0 237

９   文学 4,022 8 4,030 ９   歴史 2,498 19 2,517

　   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 7,800 0 7,800

Ｋ   教科書 87,422 453 87,875 Ｋ   教科書 9,568 50 9,618

Ｚ   製本雑誌等 18,266 302 18,568 Ｚ   製本雑誌等 5,957 0 5,957

Ｃ   漢籍 19,810 0 19,810 Ｆ   外国教育資料等 12,796 0 12,796

Ｓ   マイクロフィルム 2,053 220 2,273 Ｓ   マイクロフィルム 65 6 71

ＳＦ マイクロフィッシュ 27,116 0 27,116 Ｕ   ＣＤ 3 0 3

Ａ   地方教育資料 38,264 792 39,056 ＫＫ 別置教材 22 0 22

Ｐ   大学紀要 39,752 1,225 40,977

Ｕ   ＣＤ 49 1 50

Ｖ   ビデオテープ 7 0 7

Ｙ   戦後教育改革史料 35 0 35

　   戦後教育資料 1,845 0 1,845

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 394,210 5,029 399,239 合　　計 74,919 307 75,226

13. 教育図書館の活動

（単位：冊数）



１　開館日数 日

２　利用者数 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 62 88 96 88 69 66 82 90 65 78 92 83 959
客員研究員 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
共同研究員・研究協力者 0 9 5 9 5 11 5 4 1 4 1 5 59
合計 62 98 101 97 74 77 87 95 66 82 94 88 1021

＜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 31 23 19 20 33 27 26 21 18 18 30 37 303
小・中・高教員 9 8 3 23 38 13 9 6 18 8 3 20 158
その他学校教員 5 5 0 1 4 0 0 1 0 3 0 0 19
大学院生 26 19 14 22 34 26 46 31 28 24 18 18 306
大学生 14 23 28 42 56 45 75 55 56 31 35 22 482
その他の学生 0 3 2 13 14 11 7 8 8 5 5 1 77
教育研究所員 0 2 6 8 1 1 3 4 0 4 7 3 39
教委・官庁職員 0 0 1 1 0 4 2 1 0 0 1 2 12
学校・団体職員 4 8 2 0 0 0 6 0 3 1 1 1 26
出版・報道関係者 11 18 6 11 7 17 13 23 17 9 6 8 146
その他 17 30 29 23 23 31 31 24 16 16 23 20 283
合計 117 139 110 164 210 175 218 174 164 119 129 132 1851
教科書利用者数（内数） 26 30 18 31 38 46 62 38 28 25 22 16 380

３　利用冊数 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 216 186 96 107 120 99 149 180 180 89 282 94 1798
図書返却 164 262 219 94 102 178 89 150 106 95 226 314 1999
雑誌貸出 138 97 42 68 127 49 33 31 28 47 39 148 847
雑誌返却 95 190 14 45 51 30 83 38 46 45 17 30 684
合計 613 735 371 314 400 356 354 399 360 276 564 586 5328

＜所外＞

資料種別　　　　　　　　　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 402 400 331 658 454 714 1151 636 339 285 458 382 6210
教科書 248 269 157 407 1115 969 1175 959 545 380 415 251 6890
マイクロフィルム 142 180 30 94 285 83 81 85 114 104 101 42 1341
合計 792 849 518 1159 1854 1766 2407 1680 998 769 974 675 14441

４　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 件

質問方法別内訳 文書　230件　　電話 745件 　電子メール 11件

５　資料掲載許可申請受付件数 20 件

19,769

ウ．平成１4年度教育図書館利用統計

222

2,872

986


