
１．年 譜 
［平成 18 年］ 
 
  4/ 6     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  4/13    研究所会議＜目黒庁舎＞ 
  4/19    学力の把握に関する研究指定校事業連絡協議会(小学校，中学校(技術・家庭を除く)) 
                            ＜ホテルはあといん乃木坂＞ 
        研究官会議＜目黒庁舎＞ 
  4/20     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  4/21    教育課程研究指定校事業連絡協議会（①②幼稚園） ＜目黒庁舎＞ 
        へき地教育研究指定校事業連絡協議会 ＜目黒庁舎＞ 
  4/25    教育課程研究指定校事業（③小学校特別活動） 
                            ＜全共連ビル，都市センターホテル＞ 
        学力の把握に関する研究指定校事業連絡協議会 
       （幼稚園，中学校（技術・家庭），高等学校）＜全共連ビル，都市センターホテル＞ 
  4/26     新任職員（新任事務補佐員）研修会＜目黒庁舎＞ 
  4/28    生きる力をはぐくむ読書活動推進事業連絡協議会＜全国都市会館＞ 
  5/ 8    小・中連携教育実践研究事業連絡協議会＜目黒庁舎＞ 
  5/ 9    評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業連絡協議会＜目黒庁舎＞ 
  5/10    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事業連絡協議会 
                                      ＜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＞ 
  5/11     平成 18 年度生徒指導総合連携推進事業連絡協議会＜国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ＞ 
        研究所会議＜目黒庁舎＞ 
  5/16～17   平成 18 年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会 
                           ＜国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ＞ 
  5/18     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
 6/ 5     教育情報ナショナルセンター（NICER）運営会議（第１回）＜目黒庁舎＞ 
  6/ 6～ 6/ 7  全国生涯学習センター等研究交流会＜上野庁舎＞ 
  6/ 8     研究所会議＜目黒庁舎＞ 
  6/ 9～ 6/10  JST IT 科学技術・理科教育シンポジウム（NICER 展示）＜東京国際交流会館＞ 
  6/12～ 6/23  図書館司書専門講座[文部科学省共催]＜上野庁舎＞ 
  6/15     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  6/21     木田先生を偲ぶ会＜フロラシオン青山＞ 
  6/22     会計事務研修＜丸の内庁舎＞ 
  6/28～ 6/29  管理職マネジメント研修＜目黒庁舎＞ 
  7/ 3,5,6    教育課程研究指定校事業連絡協議会＜目黒庁舎＞ 
  7/ 3～ 7/ 7 公民館職員専門講座[文部科学省共催]＜上野庁舎＞ 
  7/12～ 7/14  全国体験活動ボランティア活動推進研究セミナー＜上野庁舎＞ 
  7/13     研究所会議＜目黒庁舎＞ 
        研究官会議＜目黒庁舎＞ 
  7/14         平成 16 年度特定の課題に関する調査 結果公表 
  7/20         移転推進室＜目黒庁舎＞ 

7/24～ 8/25  社会教育主事講習[Ａ]＜上野庁舎＞ 
  8/ 3     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  8/ 9～ 8/10 平成 18 年度生徒指導総合推進会議＜国立オリンピック記念青少年総合センター＞ 
  8/29～ 9/ 1 新任図書館長研修[文部科学省共催]＜上野庁舎＞ 
  8/31     平成 18 年度第１回評議員会＜目黒庁舎＞ 
  9/ 4～ 9/ 8  学習プログラム研究セミナー＜上野庁舎＞ 
  9/ 7     デンマーク議会教育委員会訪問＜目黒庁舎＞ 
  9/13～ 9/15 参加体験型学習に関する研究セミナー（第１回）＜上野庁舎＞ 
  9/14     研究所会議＜目黒庁舎＞ 
  9/15     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事業連絡協議会 
                                            ＜丸の内庁舎＞ 
  9/21     管理職マネジメント研修＜目黒庁舎＞ 
         馳文部科学副大臣訪問＜丸の内庁舎＞ 
 10/ 4     セクシュアル・ハラスメント研修＜目黒庁舎＞ 
 10/ 5～10/ 9 全国生涯学習フェスティバル（NICER 展示）＜茨城県（笠松運動公園）＞ 
 10/12     研究所会議＜目黒庁舎＞ 



 10/20         教育研究情報データベースオープン 
 10/23～10/24 会計検査院実地検査＜目黒庁舎＞ 
 10/24         韓国教育環境研究院訪問＜目黒庁舎＞ 
 10/26～10/27  学校図書館活用フォーラム西部地区（宮崎県） 
 10/26～10/27 生徒指導総合連携推進事業ブロック別協議会（中部地区） 
                         ＜和歌山県（ホテルアバローム紀の国）＞ 
 10/27～10/28 第 32 回全日本教育工学研究協議会全国大会（NICER 展示） 
                      ＜熊本県（くまもと県民交流館パレアホール）＞ 
 10/31     パソコン研修＜目黒庁舎＞ 
 11/ 1～11/ 2  学校図書館活用フォーラム東部地区（群馬県） 
 11/ 1～11/ 2 生徒指導総合連携推進事業ブロック別協議会（東部地区） 
                     ＜秋田県（県総合教育センター・県自治研修所）＞ 
 11/ 6～11/ 7  学校図書館活用フォーラム中部地区（石川県） 
 11/ 9         研究所会議＜目黒庁舎＞ 
 11/ 9～11/10 生徒指導総合連携推進事業ブロック別協議会（西部地区） 
                             ＜高知県（ウェルサンピア高知）＞ 
 11/20～11/22  参加体験型学習に関する研究セミナー（第２回）＜上野庁舎＞ 
 11/21         レクリエーション大会＜品川プリンスホテルボーリングセンター＞ 
 11/27～11/29  社会教育主事専門講座[文部科学省共催]＜上野庁舎＞ 
 11/27～11/29 学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会＜全国都市会館，丸の内庁舎他＞ 
 11/29     教育課程研究指定校事業研究協議会＜丸の内庁舎＞ 
 12/ 4～12/ 6  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＞ 
 12/ 5     小・中連携教育実践研究事業研究協議会＜目黒庁舎＞ 
 12/ 5～12/ 6 学力の把握に関する研究指定校事業研究協議会＜目黒庁舎，丸の内庁舎他＞ 
 12/15     へき地教育研究指定校事業研究協議会＜丸の内庁舎＞ 
 12/16         平成 18 年度教育改革国際シンポジウム＜国際連合大学＞ 
 12/21         移転推進室＜目黒庁舎＞ 
 1/11     研究所会議＜目黒庁舎＞ 
 1/17～ 2/23 社会教育主事講習[Ｂ]＜上野庁舎＞ 
 1/18     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  1/23         平成 18 年度 教育情報の提供に関する連絡協議会＜目黒庁舎＞ 
  1/24         平成 18 年度特定の課題に関する調査(中学校社会) 
  1/29         教育情報ナショナルセンター(NICER)運営会議（第２回）＜目黒庁舎＞ 
  2/ 1         移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  2/ 8         研究所会議＜目黒庁舎＞ 
 2/13     教育課程研究センター関係指定事業研究協議会（幼，小，中） 
           ＜都市センターホテル他＞ 
  2/14      教育課程研究センター関係指定事業研究協議会（高）＜はあといん乃木坂＞ 
  2/15        移転推進室＜目黒庁舎＞ 
 2/22     平成 18 年度 特定の課題に関する調査(小学校社会) 
 3/ 1     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
 3/ 6     平成 18 年度第２回評議員会＜目黒庁舎＞ 
  3/ 8        研究所会議＜目黒庁舎＞ 
 3/13     教育情報ナショナルセンター（NICER）運営会議（第３回）＜目黒庁舎＞ 
 3/15     移転推進室＜目黒庁舎＞ 
  3/30     臨時研究所会議＜目黒庁舎＞ 
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（１）評議員

【任期：平成17年11月15日～平成19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 　独立行政法人大学評価・学位授与機構長

相澤　益男 　国立大学法人東京工業大学長（～H19.1.5)
鷲山　恭彦 　国立大学法人東京学芸大学長（H19.3.6～)
赤堀　侃司 　国立大学法人東京工業大学教育工学開発センター教授
安西祐一郎 　慶應義塾長・慶應義塾理事長・慶應義塾大学長
石郷岡悦子 　港区立高輪台小学校長
江上　節子 　東日本旅客鉄道株式会社顧問
大橋　久芳 　台東区立忍岡中学校長(～H18.8.31）
高橋　秀美 　大田区立田園調布中学校長(H18.8.31～）
小田　　豊 　独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長
梶田  叡一 　国立大学法人兵庫教育大学長
甲田　充彦 　東京都立竹早高等学校長(～H18.8.31)
島宮　道男 　東京都立芦花高等学校長(H18.8.31～)
近藤　精一 　東京都教育庁理事・東京都教職員研修センター所長
島田  燁子 　学校法人文京学園理事長・文京学院大学長
末松  安晴 　大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所顧問
牧野カツコ 　国立大学法人お茶の水女子大学名誉教授
山本  恒夫 　学校法人八洲学園大学教授、筑波大学名誉教授

所　長 矢野　重典 研究企画開発部
部長 白間竜一郎 部長 渡邊　　良

次　長 尾山眞之助 (～H18.7.10) 総括研究官 鐙屋真理子
(～H18.7.27) 〃 頼本　維樹 〃 齊藤　泰雄

〃 (取)矢野　重典 (H18.7.21～) 〃 佐々木　毅
(H18.7.28～ 総括研究官 坂谷内　勝 〃 篠原　真子
 H18.8.31) 〃 千々布敏弥 〃 永田　佳之

〃 山根　徹夫 〃　　　　(併) 吉田　憲司 〃 沼野　太郎
(H18 9 1～) 主任研究官（併） 渡邊 恵子 研究員 丸山 英樹

３．評議員・現職員・客員研究員・共同研究員

（２）現職員（平成１８年度）

国際研究・協力部

(H18.9.1～) 主任研究官（併） 渡邊　恵子 研究員 丸山　英樹

次　長(併) 教育政策・評価研究部
[文部科学省大臣官房審議官] 部長 小松　郁夫 センター長 (併)尾山眞之助

布村　幸彦 総括研究官 橋本　昭彦 (～H18.7.28)
〃 本多　正人※ 〃 関　　裕行

顧　問 清水　康敬 〃 屋敷　和佳 (H18.8.1～)
〃 結城　　忠 ［情報支援課］

総務部 研究員 青木　栄一 課長 小松　圭二
部長 瀬倉　通利 〃 植田みどり 課長補佐 船渡川　清

(H18.7.1～) 企画係長(併) 蓑毛堅一郎
 [庶務課] 企画係 高橋　智美
課長 守屋　正樹 生涯学習政策研究部 運用管理係(併) 金子　亜弥

(～H18.9.30) 部長 山田　兼尚 データベース・情報提供係有賀　　浩
〃 高橋　正敏 総括研究官 岩崎久美子 (～H18.6.30)

(H18.10.1～) 〃 笹井　宏益 〃 中山　仁史
課長補佐 宮倉　尚之 〃 立田　慶裕 (H18.7.1～)
庶務・企画係長 星川　正樹 データベース・情報提供係赤石　知香
人事係長 山吹　尚弘 初等中等教育研究部
人事係 岡本　卓也 部長 工藤　文三 総括研究官 小松　幸廣
〃 大塚　邦子 総括研究官 有本　昌弘 〃 吉岡  亮衛
〃 野田　花絵 〃 下田　好行 研究員 江草　由佳          

(H18.7.1～) 〃 松尾　知明 〃 榎本　　聡
専門職員 鈴木田鶴子 研究員 山森　光陽 〃 福本　　徹
 [会計課] 　　　　　
課長 平川　康弘 高等教育研究部 ［教育図書館］
課長補佐 一條　敬一 部長 塚原　修一 教育図書館係長 (命)船渡川　清
総務係長 牧野　浩司 総括研究官 川島　啓二 教育図書館係 鈴木由美子
総務係 有山　智子 研究員 加藤　崇英 〃 小玉麻利子
〃 柴﨑伊都子 〃 北川　文美 〃 千田　志帆

(～H19.3.20)
経理係長 太田　邦之
経理係 清田　　盟
〃 角田　京子
管理係長 佐藤　泰司
管理係 関野　榮子
〃 大平　智子
〃 松本　博志
〃 鎌田麻記子

(～H18.9.30)
〃 島岡　美岐

(～H18.11.15)
〃 森田　暁子

(H18.10.1～10.31)

教育研究情報センター



センター長 惣脇　　宏 教育課程調査官 浅川　俊夫
〃 池守　　滋 センター長(併) 惣脇　　宏

部長 三宅　征夫 〃 井上　一郎 ［企画課］           
          〃 今関　豊一 課長 前原　義久

［基礎研究課］           〃 上野　耕史 企画係長 渡辺　桂子
課長 金子　泰久 〃 大熊　信彦 企画係 伊藤　由絵

(～H19.1.31) 〃 大倉　泰裕 指導係 村山　嘉審
〃 殿崎　雅弘 〃 太田　光春 (～H18.7.31)

(H19.2.1～) 〃 大橋　泰久 〃 五十嵐　裕
企画係長 三浦　潤一 〃 岡　　陽子 (H18.8.1～)
企画係 小倉砂緒里 〃 奥村　高明
〃 清水　裕子 〃 落合　敏邦 総括研究官 大塚　尚子※
調査情報係 佐々木慶美 (～H19.2.28) 〃 滝　　　充

(～H18.9.30) 〃 樺山　敏郎 〃 宮下　和己
〃 森本　陽子 (～H18.9.30) 〃 森嶋　昭伸

(H18.10.1～) 〃 菅　　正隆
〃 鹿嶋　佑 〃 清原　洋一

〃 銀島　　文 社会教育実践研究センター
総括研究官 有元　秀文 (～H18.9.30) センター長(併) 加藤　幹夫
〃 小倉　　康 〃 呉屋　　博 (～H18.4.28)
〃 河合　　久 〃 笹尾　幸夫 〃 (取)瀬倉　通利
〃 五島　政一 〃 佐藤　　豊 (H18.5.10～
〃 猿田　祐嗣 〃 篠原　孝子  H18.6.30)
〃 瀬沼　花子 〃 杉田　　洋 〃 馬場　祐次朗
〃 名取　一好 〃 添野　龍雄 (H18.7.1～)
〃 二井　正浩 〃 高須　　一
〃 西野真由美 〃 髙須　亮平 ［企画課］
〃 鳩貝  太郎 (～H18.9.30) 課長 岡田　正史
〃 松原　靜郎 〃 田代　直幸 企画係長(併) 荒木　正寛
〃 谷田部玲生 〃 谷田　増幸 企画係 川瀬　友絵
主任研究官 荒井　幸男 〃 田村　　学 〃 近藤(森)　聖子
〃 安野　史子 〃 寺田　　登 普及・調査係長(併) 小島　清志
研究員 新野　貴則 〃 冨山　哲也 普及・調査係 田中  曜子
〃 萩原　康仁 〃 永井　克昇 〃 加藤　順子

〃 長尾　篤志　 〃 野口　真帆
〃 中尾　敏朗 (H18.6.1～)

総合研究官 長崎 榮三 〃 永田 繁雄 専門職員 鳥越留美子

教育課程研究センター

基礎研究部
生徒指導研究センター

総合研究官 長崎　榮三 〃 永田　繁雄 専門職員 鳥越留美子
　　　　　 〃 永田潤一郎 〃 山田まゆみ

研究開発部           〃 西辻　正副 社会教育調査官 上田　裕司
部長 藤田　和光 〃 濱野　圭司 専門調査員 安部　正俊

(H18.5.15～) 〃 日置　光久 〃 五十嵐秀介
          〃 平田  和人 〃 稲葉　　隆

［研究開発課］           〃 三浦　登志一 〃 広中　郁美
課長 太田　知啓 (～H18.9.30)
企画係長 平山　りか 〃 村上　尚徳 文教施設研究センター

(～H18.9.30) 〃 望月　昌代 センター長 丹沢　広行
〃 山口　大地 〃 安野　　功 (～H18.7.10)

(H18.10.1～) 〃 矢幅　清司 〃 新保　幸一
企画係 (併)五十嵐　裕 〃 吉開　　潔 (H18.7.11～)

(H18.8.1～) 〃 吉川　成夫 総括研究官 山本聖一郎
〃 内田　奈緒 〃 渡邉　　彰 企画係長 竹内　真司
〃 福田　菜未 学力調査官 樺山　敏郎 専門調査員 足立　剛一
指導係長 武市　綾香 (H18.10.1～) 〃 土田　亜紀
指導係 菊池　教子 〃 銀島　　文
〃 佐原　由香 (H18.10.1～)
〃 和光　恵子 〃 髙須　亮平

(H18.7.1～) (H18.10.1～)
分析・開発推進係長 髙須　利幸 〃 三浦　登志一
専門職 佐藤　晃子 (H18.10.1～)

(～H18.8.31) 学力調査官（非常勤新木　伸次
〃 千賀　秀樹 〃 五十里文映 ※は昇任による異動を示す
〃 田中　和彦 〃 柿元　八重

中島美千子 〃 田村　潤一
(～H19.1.30) 〃 中川　裕之
山本八千代 〃 古川真知子

［学力調査課］ 〃 牧野　智彦
課長 篠田　智志 〃 本橋　幸康
調査係長 藤田　昌一
調査係 福田麻里美
分析係長 津田　浩伸
専門職 (命)髙須　利幸
〃 山本　　良

(H18.10.10～)



（３）客員研究員

氏　名 所　属 研究調査の内容
研究部・センター

又は研究プロジェクト
専門分野

善野八千子
奈良文化女子短期大学教授
幼児教育学科長

地方教育研究所との連携 研究企画開発部
学校評価、生活科・総
合的学習

桐村　晋次 法政大学キャリアデザイン学部教授
「生涯にわたるキャリアデザインに関す
る研究」への参画

生涯学習政策研究部
ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｷｬﾘｱｶｳｾﾘﾝｸﾞ
企業内人材育成

加藤　幸次 名古屋女子大学文学部児童教育学科教授
「少人数教育の効果に関する調査研
究」への参画

初等中等教育研究部 教育方法

木岡　一明
名城大学大学院大学・学校づくり研究科主
任教授

「これからの教育政策の在り方に関す
る研究」への参画

教育経営学

加治佐哲也
国立大学法人兵庫教育大学大学院学校教
育研究科教授

「教員養成系大学・学部と教育委員会
の協同システムに関する開発的研究」
への参画

教育経営学

濱名　　篤 関西国際大学長
「高等教育改革の現代的動向に関する
研究」への参画

教育社会学、高等教育
論

川嶋太津夫
国立大学法人神戸大学大学教育推進機構
教授

「高等教育改革の現代的動向に関する
研究」への参画

教育社会学、比較高等
教育論

金 泰勲 星槎大学共生科学部助教授
「韓国と日本の教育改革の動向に関す
る比較研究 の参画

国際研究・協力部
比較教育学
国際理解教育

教育経営学

高等教育研究部

坂野　慎二 玉川大学通信教育部教育学部助教授

「教育の地方分権化の実現過程と教育
組織の再構築に関する総合的研究」、
「教育・研究組織における評価に関する
総合的研究」、「これからの学校教育に
求められる児童生徒の資質・能力に関
する研究」、「教科等の構成」への参画

教育政策・評価研究部

金　　泰勲 星槎大学共生科学部助教授
る比較研究」への参画

国際研究・協力部
国際理解教育

齋藤　道子
国立教育政策研究所名誉所員
二松学舎大学非常勤講師

「全国教育研究所／センター刊行論文
データベースの高度化」への参画

教育研究情報センター 教育情報学

田中　孝一 文部科学省初等中等教育局主任視学官
「学力に関する調査研究」及び「全国的
な学力調査」への参画

教育課程、国語教育

鈴木　秀幸 静岡県立二俣高等学校教諭
「学力の評価方法の開発に関する調査
研究」への参画

教育評価

長澤　　悟 東洋大学工学部建築学科教授
「学校施設の防犯対策に関する調査研
究」への参画

文教施設研究センター 建築計画学

田中　毎実
国立大学法人京都大学高等教育研究開発
推進センター教授

「大学における教育改善等のためのセ
ンター組織の役割と機能に関する調査
研究」への参画

大学における教育改善等のた
めのセンター組織の役割と機
能に関する調査研究

大学教育学、教育哲学

澤野由紀子 聖心女子大学文学部教育学科助教授
「これからの学校教育に求められる児
童生徒の資質・能力に関する研究」へ
の参画

これからの学校教育に求めら
れる児童生徒の資質・能力に
関する研究

比較教育学、生涯学習
体系論

和田　万紀 日本大学法学部教授
「幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大
学の連携・接続のあり方」への参画

幼稚園・小学校・中学校・高等
学校・大学の連携・接続のあ
り方

発達心理学

牟田　博光
国立大学法人東京工業大学大学院社会理
工学研究科長・教授

「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
教育工学
教育社会学

相良　憲昭 京都ノートルダム大学長 「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
国際教育
比較教育学

坂本　孝徳 広島工業大学副総長・教授 「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
教育行政
比較教育学

教育課程研究センター

ＯＥＣＤ「生徒の学習到達度調
査」に対応した調査研究



（４）共同研究員

氏  名 所    属 研究テーマ 担当教官 期  間

松田　知子
相模原市立橋本小学校
教諭

学習を援助する教科書イラストデー
タベースの作成と評価

教育研究情報センター
総括研究官　小松　幸廣

平成18年10月 1日～
平成19年 3月31日

高野　義幸
千葉県総合教育センター
研究指導主事

教育センターにおける自然体験活動
に関わる教員研修講座に関する調査
研究

教育研究情報センター
総括研究官　吉岡　亮衛

平成18年10月 1日～
平成18年 12月31日

高野　義幸
千葉県総合教育センター
研究指導主事

教育センターにおける自然体験活動
に関わる教員研修講座に関する調査
研究

教育研究情報センター
総括研究官　吉岡　亮衛

平成19年1月 1日～
平成19年 3月31日

辻　　靖彦
独立行政法人メディア教育開発セ
ンター
研究開発部助手

学習コンテンツの分類及びメタデー
タの自動生成に関する調査研究

教育研究情報センター
研究員　榎本　聡

平成18年10月 1日～
平成19年 3月31日

森本　容介
独立行政法人メディア教育開発セ
ンター
研究開発部助手

教育情報提供サイトのアクセシビリ
ティに関する研究

教育研究情報センター
研究員　榎本　聡

平成18年10月 1日～
平成19年 3月31日

平岡さゆり
青山学院高等部理科（生物）
教諭

オーセンティックなデータを援用し
たデジタルコンテンツ教材の開発と
評価

教育研究情報センター
研究員　福本　徹

平成19年 1月 1日～
平成19年 3月31日

※平成17年度年報に記載されている共同研究員を下記のとおり訂正します。

氏  名 所    属 研究テーマ 担当教官 期  間

松崎 太亮
熊本県人吉市立東間小学校
教諭

教育行政における情報教育の評価と
政策展開

教育研究情報センター
研究員 福本 徹

平成17年８月 1日～
平成18年１月31日

（正）

松崎　太亮
教諭 政策展開 研究員　福本　徹 平成18年１月31日

辻　　靖彦
独立行政法人メディア教育開発セ
ンター
研究開発部助手

メタデータを用いた教育用コンテン
ツの共有と流通に関する研究開発

教育研究情報センター
研究員　榎本　聡

平成17年10月 1日～
平成17年12月31日

藤木　卓
長崎大学教育学部
助教授

遠隔授業のためのディジタル動画品
質に関する検討

教育研究情報センター
研究員　榎本　聡

平成18年１月 1日～
平成18年３月31日

森田　裕介
長崎大学教育学部
助教授

簡易式三次元仮想空間提示装置を用
いた天体学習の実践

教育研究情報センター
研究員　榎本　聡

平成18年１月 1日～
平成18年３月31日

椿本 弥生
株式会社測定研究所
研究員

Webを介した日本語作文自動採点とそ
のフィードバックシステムの開発

教育研究情報センター
研究員　福本　徹

平成18年１月 1日～
平成18年３月31日

氏  名 所    属 研究テーマ 担当教官 期  間

山本　朋弘
熊本県人吉市立東間小学校
教諭

小学校体育実技における携帯用端末（Ｐ
ＤＡ）活用に関する検討

教育研究情報センター
清水　康敬　センター長

平成16年10月 1日～
平成17年 3月31日

大島　正豊
佐賀県立厳木高等学校
教諭

企業・行政・大学・地域と連携する教育
情報システムの研究

教育研究情報センター
吉岡　亮衛　総括研究官

平成17年 1月 1日～
平成17年 3月31日

森田　裕介
長崎大学教育学部
助教授

非接触型ＩＣカードを活用した野外観察
学習の有用性に関する検討

教育研究情報センター
榎本　聡　研究員

平成16年10月 1日～
平成17年 3月31日

藤木　　卓
長崎大学教育学部
助教授

ＲＦＩＤとデータベースとの連携に関する
検討

教育研究情報センター
榎本　聡　研究員

平成16年10月 1日～
平成17年 3月31日

辻　　靖彦
独立行政法人メディア教育開発セン
ター
研究開発部助手

学習対象メタデータの多機関連携に関
する検討

教育研究情報センター
榎本　聡　研究員

平成16年10月 1日～
平成16年12月31日

辻　　靖彦
独立行政法人メディア教育開発セン
ター
研究開発部助手

メタデータを用いた教育用コンテンツの
共有と流通に関する研究開発

教育研究情報センター
榎本　聡　研究員

平成17年 1月 1日～
平成17年 3月31日

（誤）



 

４．定員及び予算 

 
 
（１）定員（平成１８年度末）  
 

（人） 
所 長                      １ 
次 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         ５６ 
教育課程調査官・学力調査官・社会教育調査官   ４７ 
事務職員等                   ４２ 

 
計                    １６０ 

（併任は除く。） 
 
 
（２）予 算 
 

（単位：千円） 

事 項  平成 18 年度 平成 17 年度 

人に伴う経費  1,403,807 1,430,964 

管理運営経費   261,238 85,150 

政策研究機能高度化推進経費  114,371 138,990 

事業経費 1,282,680 1,616,449 

国際研究協力経費 107,900 120,637 

教育情報ナショナルセンター機能の整備に要する経費 123,211 111,027 

全国的な学力調査の実施に関する経費(新規) 984,451 － 

計 4,277,658 3,503,217 

施設整備費 0 21,275 

合 計 4,277,658 3,524,492 

 



５．施設等 

 
 
敷地  【目黒庁舎】           9,735 ㎡ 

【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）（１部地下 1階）   556         1,844   

南館  （RC２階建）       434           725   

渡廊下 （R １階建）         34            34   

渡廊下 （R ２階建）          7            15   

実験棟 （RC３階建）      289           867   

設備棟 （RC地下１階）       216           216   

車庫  （鉄筋造）        39           39   

合    計          3,643        10,140   

 

※【丸の内庁舎】 区分                          延面積  

文部科学省ビル７階（RC10 階建）           532 ㎡ 

文部科学省ビル３階（RC10 階建）           129   

三菱ビル２階（RC15 階建）                 220   

合    計                        881 

 

【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 

 

※丸の内庁舎については，民間業者からの借用分 



１　科学研究費

（新規研究課題）

1 基盤研究（B） １８－２０ 安野 史子 算数・数学における学習過程評価のための適応型コンピュータテスト開発に関する研究

2 〃 １８－２０ 三宅 征夫 科学的・論理的思考に基づいた表現力に関する分析的研究

3 〃 １８－２０ 吉岡 亮衛 科学的知識と科学に対する態度の関係性についての日独比較研究

4 〃 １８－２０ 本多 正人 比較制度論を応用した日本型教育行財政システムの生成・展開・再編に関する研究

5 〃 １８－２０ 塚原 修一 大学経営の高度化とそれを支援する政策のあり方

6 〃 １８－２０ 谷田部 玲生 社会科系教科における現職教員の授業力向上プログラム作成のための研究

7 〃 １８－２０ 坂谷内 勝 中東欧諸国の日本語教育機関における教育用コンテンツの実態調査と共同開発

8 基盤研究（C） １８－１９ 猿田 祐嗣 理科及び数学に対する生徒の意識や態度の変容に関する追跡調査研究

9 〃 １８－１９ 結城 忠 ヨーロッパにおける私学の自由と私学助成の法的構造に関する研究

10 〃 １８－１９ 滝 充 小学生の暴力的行動に関する基礎的研究　―背景要因および対応策の検討―

11 〃 １８－２０ 奥村 高明 英、米、中、韓との比較を通した我が国の美術教育のカリキュラムに関する研究

12 〃 １８ 永田 佳之 アジア太平洋地域の持続可能な開発のための教育に関する国際研究集会に向けた企画調査

13 萌芽研究 １８－２０ 永田 佳之 グローバリゼーションの時代における国際理解教育の実践基盤に関する学際的研究

14 若手研究(B) １８－１９ 榎本 聡 学習履歴管理機能を有する携帯型観察学習支援システムの開発

15 〃 １８－１９ 加藤　崇英 公立小中学校の組織マネジメントに資する学校評価の基礎的調査研究

16 〃 １８－２０ 新野 貴則 子どもの意味産出行為の分析による芸術教育のカリキュラム開発に関する研究

17 若手研究（ｽﾀｰﾄ） １８－１９ 江草　由佳 図書館の情報提供システムにおける多言語アクセス：教育専門図書館を対象として

（継続研究課題）

1 特定領域研究 １７－１８ 長崎　榮三 算数・数学において育成する諸能力とその系列に関する研究

番号
研究期間

(年度)
研究種目 研　　　究　　　課　　　題研究代表者

６．科学研究費補助金による研究一覧

番号 研究種目 研究代表者 研　　　究　　　課　　　題
研究期間

(年度)

2 〃 １７－１８ 猿田　祐嗣 理科教育の内容とその配列に関する評価・開発研究

3 〃 １７－１８ 小倉　　康 科学的探求能力の育成を軸にしたカリキュラムにおける評価法の開発

4 〃 １７－１８ 五島　政一 高校で総合理科を普及させるためのシステム科学に基づいた革新的な教材教具の開発

5 〃 １７－１８ 瀬沼　花子 算数・数学教育における創造性育成に関する内容や指導法の国際比較研究

6 基盤研究(Ａ) １５－１８ 小倉　　康 優れた小中学校理科授業構成要素に関する授業ビデオ分析とその教師教育への適用

7 〃 １７－２０ 五島　政一 子どもが主体的に学び、科学を好きになるための教育システムの開発に関する実証的研究

8 基盤研究(Ｂ) １６－１８ 長崎　栄三 高等学校における離散数学を中心とした新たな教材の開発研究

9 〃 １６－１８ 橋本　昭彦 米国における新しい教育スタンダード・評価の学校現場への定着過程の研究

10 〃 １６－１８ 立田　慶裕 生涯にわたる読書能力の形成に関する総合的研究

11 〃 １６－１８ 名取　一好 中等教育におけるキャリア準備教育の現状とカリキュラム開発に関する国際比較研究

12 〃 １７－１９ 鳩貝　太郎 生物教育における生命尊重についての指導観と指導法に関する調査研究

13 〃 １７－１９ 松原　静郎 中等教育における持続可能な発展を題材とし科学的態度の育成を目指す教材の開発研究

14 基盤研究(Ｃ) １６－１８ 岩崎久美子 在外教育機関に学ぶ日本人高校生のキャリア意識－日本で育つ青少年との比較－

15 〃 １７－１８ 瀬沼　花子 算数・数学の成績や態度等に関する１６年間の経年変化の分析的研究

16 〃 １７－１８ 河合　　  久 国際バカロレア・プログラムにおける教科外活動の位置づけと評価方法に関する研究

17 〃 １７－１８ 屋敷　和佳 市町村合併に伴う自治体行財政構造の変容と学校教育体制の再編に関する研究

18 〃 １７－１８ 下田　好行 学習意欲向上のための総合的戦略に関する研究

19 〃 １７－１８ 西野真由美 科学技術時代に求められる倫理の育成に向けた道徳教育カリキュラムの開発研究

20 萌芽研究 １７－１９ 五島　政一 日本の教育改革を実現するためのネオ・アースシステム教育の開発・実践研究

21 〃 １７－１８ 山田　兼尚 防災学習の支援システム構築のための調査研究

22 〃 １７－１９ 工藤　文三 教科等の再編に関する基礎的研究－準拠枠と方法論の明確化－

23 〃 １６－１８ 川島　啓二 ギャップイヤーの実態と機能に関する実証的研究

24 若手研究(B) １６－１８ 青木　栄一 地方分権改革による自治体教育行政の変容に関する実証的研究

25 〃 １７－１９ 銀島　文 数センスの概念構造に関する基礎的研究

26 〃 １７－１８ 北川　文美 大学間連携システムとイノベーション：知識経済におけるネットワーク戦略の国際比較

２　特別研究員奨励費

1 平成１６年度 １６－１８ 鞍馬　裕美 米国の教師教育改革に関する研究－教育学部の再構築に着目して－

研　　　究　　　課　　　題
研究期間

(年度)
研究代表者採用年度



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 

18. 5.29 

Ms Chen Ming, 
Mr.Yang Guang 
and Ms. Xu Wei 
他25名 

中国 

Director and Section  
Chiefs, Education Office 
of Henan Province 

高等教育の国際化についての聴取 

18. 6. 14 
Ms.Lillian Ciron  

Echeve, 他９名 
ホンジュラス 

 

Vice Minister, 
Ministry of Education 

日本の教育ついての調査 

18. 6.19 
Mr.Luis Emesto Narvaez 
他17名 

ニカラグア 

Technical Assistant, 
General Education  
Direction, Ministry of 
Education 

日本の数学教育についての調査 

18.7.5 

Mr.Erly TJahya, 

Mr.Iwan Heryawan, 

Mr.Darliana,and Ms.Lili 

Indarti 

インドネシア 

Science education  

Specialists of 

National Education  

Department, Bandung 

日本の理科教育に関する説明聴取 

18.7.21 Mr.Mohammad K.Eiedat ヨルダン 

Director, Mediterranean  
Center of International 
Affairs 

日本の教育と社会について懇談 

18.8.7 
Ms.Chiung-Hua Chen 

他５名 
台湾 

Vice President, 

National Taiwan Normal 

University 

本研究所が行っている教育研究につい

ての聴取 

18.9.7 
Ms.Carina Christensen 

他13名 
デンマーク 

デンマーク国会議員（教育委

員会委員） 

日本における職業訓練教育など日本の

教育についての事情聴取 

18.10.24 
Ms.Nam Jung-kul 

他74名 
韓国 

Director of Korean  

Institute of  

Educational Environment 

日本と韓国における環境教育について

の討議 

18.10.30 Ms.Song Sun-yong 韓国 

Researcher of 

Ministry of Education and

Human Resources 

Development 

日本社会の国際化と技術に関する調査

18.10.31 Ms.Ester Basri ＯＥＣＤ Senior Policy Analyst 日本の研究機関の現状についての調査

18.11.9 
Ms.Iman Mohammed  

Elshair 

他６名 
中東諸国  日本の教育と社会について懇談 

18.11.15 
Mr.Kim Kyung-Hwoi 

他５名 
韓国 

Director General of Human

Resources  

Development Policy  

Bureau of Ministry of  

Education and Human  

Resources Development 

日本の教育行政についての事情聴取 

18.11.20 
Mr.Suchart 

Prasith-rathasint 

他29名 
タイ 

Prof. of Suan Sunandha  

Rajabhat University 
日本の教育についての事情聴取 

18.12.4 
Mr.Lee Jong Gag 

他４名 
韓国 教育革新委員会先任委員 

日本における教育ビジョン等について

の事情聴取 

18.12.8 
H. E. Mr.Francisco 

Caetano José Madeira 
モザンビーク 大統領府外交担当大臣 日本の教育についての事情聴取 

18.12.15 Prof.EL  BARADEI エジプト 
カイロ大学政治経済学部学

部長、経済学教授 
日本の教育についての事情聴取 

19. 1.9 Prof.Chris Duke オーストラリア 
Regional Partnerships  
And Learning at RMIT 

高等教育と社会との関わりについての

講義 

19. 2.14 Mr.Peter C. White アメリカ 
サザンセンター国際研究所

所長 
日本の高校社会科の内容、社会科教師の

養成課程についての懇談 

19. 3.1 
Dr.Surin  

Phongsupasamit 
タイ 

独立法人科学技術教育振興

機構（タイ教育省管轄）所長
日本の理数科教育についての事情聴取

19. 3.5 
Mr.Adama Tamboura 

他11名 
アフリカ諸国  日本の教育政策に関する事情聴取 

 



氏  名 所    属 研究テーマ 担当教官 期  間 備  考

日本学術振興会 研究企画開発部

特別研究員 総括研究官　千々布敏弥

国際教養大学 研究企画開発部

講師 総括研究官　千々布敏弥

佐賀大学 教育政策・評価研究部

高等教育開発センター　講師 部長　　　　小松  郁夫

東京電機大学 教育政策・評価研究部

研究員 部長　　　　小松　郁夫

筑波大学研究センター 教育政策・評価研究部

研究協力者 部長　　　　小松　郁夫

東京国際大学、東洋大学 教育政策・評価研究部

非常勤講師 部長　　　　小松　郁夫

日本学術振興会 教育政策・評価研究部

特別研究員 部長　　　　小松　郁夫

桜美林大学大学院 教育政策・評価研究部

研究生 総括研究官　橋本　昭彦

山形大学地域教育文化学部 教育政策・評価研究部

助教授 総括研究官　橋本　昭彦

元ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾊﾞｰｸﾚｰ校教育学大学院 生涯学習政策研究部

大学院生 総括研究官　岩崎久美子

麗澤大学・日本大学 初等中等教育研究部

非常勤講師 総括研究官　有本　昌弘

日本女子大学 高等教育研究部長

学術研究員 部長　　　　塚原  修一

元東京工業大学 高等教育研究部

大学院生 部長　　　　塚原  修一

東海大学 高等教育研究部

非常勤講師 総括研究官　川島  啓二

京都文教短期大学 国際研究・協力部

教授 総括研究官　鐙屋真理子

立教大学文学部 国際研究・協力部

助教授 総括研究官　齊藤　泰雄

日本女子大学 国際研究・協力部

非常勤助手 総括研究官　齊藤　泰雄

西武文理大学 国際研究・協力部

サービス経営学部　専任講師 総括研究官　佐々木  毅

大阪成蹊大学 国際研究・協力部

現代経営情報学部　講師 総括研究官　佐々木  毅

中央学院大学商学部 国際研究・協力部

専任講師 総括研究官　佐々木　毅

関西学院大学リサーチ・アシスタント 国際研究・協力部

帝塚山大学非常勤講師 総括研究官　佐々木　毅

日本学術振興会 国際研究・協力部

特別研究員 総括研究官　佐々木　毅

中央大学大学院 国際研究・協力部

大学院生 総括研究官　永田　佳之

Etsuko Obata アリゾナ州立大学 教育課程研究センター

Reiman (ｴﾂｺ･ 教授 総括研究官　有元　秀文

ｵﾊﾞﾀ･ﾗｲﾏﾝ)

現代イギリスの地方教育行政改
革に関する研究

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

青野　裕一 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

米国の教師教育改革に関する研
究―教育学部の再構築に着目し
て―

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

河野　銀子

H.15. 4.11 ～

前田　有紀 教員研修制度（日米比較） 18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.17. 4. 1 ～

H.12. 4. 1～

黒田　あや フィンランドの教育の動向 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

H.15. 4. 1～
教育活動における情報処理能力
の育成

梶間みどり

H.15. 8.15～

多田　順子
日本の大学におけるエンプロイ
ヤビリティ教育に関する比較研
究

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.15. 4. 1～

飯嶋　香織
後期中等教育および高等教育で
の職業教育に関する研究

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

中村三緒子
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

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

H.16. 4. 1～

石井　留奈
新制女子大学の成立と米日女性
リーダーの役割

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.13. 7. 1～

H.14. 4. 1～

鞍馬　裕美

鈴木　京子
初等中等教育の教員政策からの
質保証

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

米国における教育スタンダード
政策と高校卒業資格の変容

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

H.16. 7.15 ～

豊　　浩子

産業システム及び教育システムの構
造変動と、児童・生徒・青年のキャ
リア観及びキャリアの形成の変容に
関する考察

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.15. 4. 1～

H.17. 6.13 ～

井口  千鶴 アメリカ高等教育の研究 18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.12. 4. 1～

H.10. 4. 1～

三村　恭子
科学技術教育および科学政策に
おけるジェンダー分析、技術の
社会学

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

H.14. 4. 1～

宮島  健次
現代イギリスにおける中等教育
改革

市川    誠
フィリピン公教育のなかでの宗
教の扱いの実証的研究

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H. 7. 4. 1～

H.16.12.27～中島　千恵

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.11. 4. 1～

鳥井　康照
大学の国際化　－諸外国の高等
教育の事例分析－

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

アメリカにおける教育改革の動
向に関する研究

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

H.15. 4. 1～

大津　尚志
イギリスのシティズンシップ教
育

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.16. 4. 1～

柴沼　　真 教育と宗教の関係 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

小宮　明彦
英国における＜親密性・性愛＞
と＜教育＞

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.17. 4. 1 ～

H.17. 4. 1 ～

高藤三千代 学校教育と多様性について 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

（１）研究協力者

８．研究協力者一覧

国際社会における日本人の日本
語能力向上のための教育政策の
在り方

18. 4. 1 ～ 19. 3.31 H.16. 5.15～

鶴見　陽子 教育開発と持続可能な社会 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

H.16. 6. 1～



中央大学大学院 教育政策・評価研究部

大学院生 部長　　　　小松　郁夫

東京芸術大学 教育政策・評価研究部

元非常勤講師 部長　　　　小松　郁夫

神奈川県立平塚商業高等学校 生涯学習政策研究部

教諭 総括研究官　笹井　宏益

栃木県河内町立古里中学校 初等中等教育研究部

教頭 総括研究官　有本　昌弘

千葉県立成田国際高等学校 初等中等教育研究部

教諭 総括研究官　有本　昌弘

城西国際大学 初等中等教育研究部

非常勤講師 総括研究官　有本　昌弘

筑波大学附属坂戸高等学校 初等中等教育研究部

教諭 総括研究官　有本　昌弘

専修大学国際交流センター 初等中等教育研究部

非常勤講師 総括研究官　有本　昌弘

東京大学大学院教育学研究科 初等中等教育研究部

博士課程 総括研究官　有本　昌弘

東京大学新領域創成科学研究科 初等中等教育研究部

修士課程 総括研究官　有本　昌弘

早稲田大学大学院 高等教育研究部

博士後期課程 総括研究官　川島  啓二

獨協大学 高等教育研究部

非常勤講師 研究員　　　加藤　崇英

相模原市立橋本小学校 教育研究情報センター

教諭 総括研究官　小松　幸廣

富山県氷見市立速川小学校 教育課程研究センター

教諭 総括研究官　西野真由美

富山市立八尾中学校 生徒指導研究センター

教諭 総括研究官　滝　　充

栃木県立今市高等学校 社会教育実践研究センター

教諭 センター長　加藤　幹夫

早稲田大学人間科学部 文教施設研究センター

教育コーチ センター長　丹沢　広行

氏  名
（国籍等）
パク キョンジャ

朴 　景  子 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

（韓　国）

キャンベル アシュウィン

Campbell Ashwin 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

（ニュージーランド）

ハイディ クニプラス

Heidi Knipprath 18. 4. 1 ～ 19. 3.31

（オランダ）

ユキ シオセ

Yuki Shiose 18. 5. 1 ～ 19. 3.31

（カナダ）

レーナ リンダル

Lena Lindahl 18.10. 1 ～ 19. 3.31

（スウェーデン）

ヤン ミョンオク

梁　明玉 19. 1. 1 ～ 19. 3.31

（韓　国）

初等中等教育研究部
総括研究官　有本　昌弘

初等中等教育研究部
総括研究官　有本　昌弘

初等中等教育研究部
総括研究官　有本　昌弘

初等中等教育研究部
総括研究官　有本　昌弘

生涯学習政策研究部
総括研究官　立田　慶裕

職業・所属 研究テーマ 担当教官 期  間 備  考

早稲田大学大学院博士課程
教育基礎専攻

中高生の学力形成とそれを支え
る内的要因に関する研究、日本
と韓国の学力問題関連政策に関
する比較研究

国際研究・協力部
総括研究官　鐙屋真理子

Auckland Institute of Studies
at St. Helens

Northern Audit Office
Senior Researcher

University of Sherbrooke
教授

Sustainable Sweden
Association (持続可能なス
ウェーデン協会)
日本代表

お茶の水女子大学大学院博士
課程、お茶の水女子大学21世紀
COEプログラム研究員

学力問題への対応としての中央
集権下でのSBCDとアセスメント
の政策の改革

学力問題への対応としての学校
効果（教師含む）、SBCDによる
学校改善とアセスメント政策－
特に日本の授業観察指標の開発

日本の教室における学校効果と
改善―人類学とエスノグラ
フィー―

カリキュラム開発による学校改
善・開発と教員政策の日本・ス
ウェーデン比較研究

高齢者の自立志向と心理的幸福
感

吉新佳世子

小幡　幸治 これからの生徒指導のあり方 18. 9.25 ～ 18.12.24

松本　正樹
豊かな道徳性を育成する道徳の
時間の指導の在り方

18. 5. 1 ～ 18. 7.31

佐藤　将之
子どもの空間把握発達からみた
文教施設に関する研究

18. 5.12 ～ 19. 3.31

生涯学習を見据えた学校におけ
る社会教育の在り方

18.10. 1 ～ 19. 3.31

松田　知子
校内ＬＡＮや学校間イントラ
ネットを活用した授業の在り方

18. 5. 1 ～ 18. 7.31

吉田　武大
アメリカ合衆国における高等教
育機関と初等中等教育機関の連
携に関する研究

19. 1. 1 ～ 19. 3.31

18. 4.14 ～ 19. 3.31

三輪　充子
初等中等教育における多文化教
育のカリキュラムのあり方

18. 4.14 ～ 19. 3.31

白川　優治
大学教育センターを中心にした
大学教育の改善の方法の研究

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

佐々木晃子
カリキュラム開発による学校改
善・開発と教員政策の日欧比較
研究

18.10. 1 ～ 19. 3.31

榎本　泰子
日本における高等学校における
スクール・ペースト・カリキュ
ラム開発(SBCD)

18. 4.14 ～ 19. 3.31

18. 4.14 ～ 19. 3.31

林　　寛平
カリキュラム開発による学校改
善・開発と教員政策の日欧比較
研究

18.10. 1 ～ 19. 3.31

初等中等教育のカリキュラム・
アセスメントからの質保証

小田　勝己

初等中等教育の教員政策からの
質保証

小清水貴子

藪　由美子
小中一貫教育における音楽科教
育の在り方について

18. 5.12 ～ 19. 3.31

菅　　志織
地域に根ざした学校のあり方－
商業高校を事例にして－

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

白鳥　信義
中等教育のカリキュラム・アセ
スメントからの質保証

18. 4. 1 ～ 19. 3.31

舘林　保江 英国のパストラル・ケアの教育 18. 5.12 ～ 19. 3.31

（２）外国人研究協力者



９．所内講演会・部内研究会・研究経過報告会等一覧 
 
 
（１）所内講演会・部内研究会等 

日 時 発 表 者 タ イ ト ル 

平成18年４月28日 小松郁夫 教育政策・評価研究部 学校の第三者評価システムの開発 

平成18年５月29日 塚原修一 高等教育研究部 高等教育の国際化──日本における現状と課題 

平成18年６月30日 濱名篤 関西国際大学 
初年次教育の歩みと今後の展望──日本とアメ

リカの事例・実践から 

平成18年７月３日 澤昭裕 東京大学 国立大学の財務問題 

平成18年７月20日 田中秀明 財務省 
予算マネジメントの改革──諸外国の経験と日

本の課題 

平成18年７月20日 秋田喜代美 東京大学大学院 
子どもの発達に即した読書コミュニティの形成

に向けて 

平成18年７月21日 本多正人 教育政策・評価研究部 米国の地方教育行財政－在外研究報告－ 

平成18年７月21日 
筒井泉 高エネルギー加速器研究機構・素粒

子原子核研究所 
素粒子・原子核物理のＯＤの現状 

平成18年９月４日 吉田敦也 徳島大学大学開放実践センター 市民の健康をめざす大学開放プログラム 

平成18年９月12日 青木栄一 教育政策・評価研究部 
ＮＰＭ型教育ガバナンス改革と評価制度－政策

共同体からプリンシパル・エージェント関係へ－

平成18年９月15日 鈴木優香 文部科学省大学振興課 大学院施策について 

平成18年９月15日 鳩貝太郎 教育課程研究センター基礎研究部
スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）施策

の概要 

平成18年10月20日 中野昌明 文部科学省科学技術学術政策局 
科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事

業 

平成18年10月26日 塚原修一 高等教育研究部 高等教育の国際化 

平成18年11月８日 北川文美 高等教育研究部 
地域開発への高等教育の貢献──OECD/IMHEプロ

ジェクトの報告 

平成18年11月17日 織岡正夫 トヨタ自動車株式会社 自動車製造業における博士課程卒業者の採用 

平成18年12月14日 植田みどり 教育政策・評価研究部 若年無業者対策と行政の役割 

平成18年12月15日 和田昭允 横浜子ども科学館 若い頭脳の全面的・総合的活用 

平成19年１月９日 Chris Duke ロイヤルメルボルン工科大学 
Universities and Learning Regions: Lessons 

from International Experience 



平成19年２月１日 市川昭午 名誉所員 高等教育財政について 

平成19年２月１日 大久保正博 会計検査院 高等教育にかかわる会計検査の最近の動向 

平成19年２月６日 村川雅弘 鳴門教育大学 
総合的な学習の時間における健康教育の取り組

み 

平成19年２月８日 屋敷和佳 教育政策・評価研究部 
六三制に伴う中学校施設整備と教科教室制の導

入 

平成19年２月14日 田中毎実 京都大学 
FDの現段階と今後の展望──義務化をめぐる諸

問題 

平成19年２月16日 坂東昌子 愛知大学法学部 ポスドク問題と理科教育 

平成19年２月22日 北村亘 大阪市立大学法学研究科 行政学からみた地方財政 

平成19年３月15日 川島啓二 高等教育研究部 学士課程教育の改革動向 

 
 
（２）研究経過報告会（研究官会議の中で発表） 

日 時 発 表 者 タ イ ト ル 

平成18年７月13日 

三宅征夫 教育課程研究センター基礎研究部

松原静雄      〃 

猿田祐嗣      〃 

鳩貝太郎      〃 

理科及び算数数学の到達度とそれに影響を与え

る諸因子に関する定点調査研究 

山田兼尚 生涯学習政策研究部 

岩崎久美子     〃 
生涯にわたるキャリア発達の形成過程に関する

総合的研究 

平成18年11月１日 小松郁夫 教育政策・評価研究部 
教育・研究組織における評価に関する総合的研究

（中間報告） 

 
 
 
 
 



１０．所内会議メンバー一覧 

 
［◎は議長（室長／座長）を指す］ 

 
研究所会議 
◎矢野 重典 所長 

尾山眞之助 次長 

(～H18.7.28) 

山根 徹夫  

(H18.9.1～) 

布村 幸彦 次長 

瀬倉 通利 総務部長 

白間竜一郎 研究企画開発部長 

(～H18.7.11) 

頼本 維樹 

(H18.7.21～) 

小松 郁夫 教育政策・評価研究部長 

山田 兼尚 生涯学習政策研究部長 

工藤 文三 初等中等教育研究部長 

塚原 修一 高等教育研究部長 

渡邊  良 国際研究・協力部長 

尾山眞之助 教育研究情報センター長（併） 

(～H18.7.28) 

関  裕行 

(H18.8.1～) 

惣脇  宏 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 栄三 教育課程研究センター総合研究官 

藤田 和光 教育課程研究センター研究開発部長 

(H18.5.15～) 

惣脇  宏 生徒指導研究センター長(併) 

加藤 幹夫 社会教育実践研究センター長 

(～H18.4.28) 

(取)瀬倉 通利 

(H18.5.10～6.30) 

馬場祐次朗 

(H18.7.1～) 

丹沢 広行 文教施設研究センター長 

(～H18.7.11) 

新保 幸一 

(H18.7.11～) 

 
政策研究戦略室 
◎尾山眞之助 次長 

(～H18.7.28) 

山根 徹夫 

(H18.9.1～) 

瀬倉 通利 総務部長 

白間竜一郎 研究企画開発部長 

(～H18.7.11) 

頼本 維樹 

(H18.7.21～) 

笹井 宏益 生涯学習政策研究部総括研究官 

(命)企画調整官（次長付） 

小松 郁夫 教育政策・評価研究部長 

塚原 修一 高等教育研究部長 

谷田部玲生 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 

 

紀要編集会議 
◎頼本 維樹 研究企画開発部長 

結城  忠 教育政策・評価研究部総括研究官 

岩崎久美子 生涯学習政策研究部総括研究官 

下田 好行 初等中等教育研究部総括研究官 

塚原 修一 高等教育研究部長 

斉藤 泰雄 国際研究・協力部総括研究官 

河合  久 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 

 

 

 



「 学校教育に求 児童生徒 資質 能 究 究

１１．国立教育政策研究所著作刊行物

１　国立教育政策研究所紀要
刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

国立教育政策研究所紀要　第136集
［特集］理科及び算数・数学の学習状況の系年変化，［論文］，他

平成１９年３月 研究企画開発部

２　報告書・資料
刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

基礎体力の向上をめざす生涯にわたる健康教育の総合的研究 平成１９年３月 生涯学習政策研究部

子どもの体力向上に関する調査研究 平成１９年３月 生涯学習政策研究部

小中一貫教育の課題に関する調査研究　発達班　第１次報告書 平成１９年３月
教育政策・評価研究部
初等中等教育研究部

小中一貫教育の課題に関する調査研究　教育制度・行財政／教育内容・方法
班　第１次報告書

平成１９年３月
教育政策・評価研究部
初等中等教育研究部

今後の後期中等教育の在り方に関する調査研究（中間報告書） 平成１９年３月
教育政策・評価研究部
初等中等教育研究部

大学における教育改善等のためのセンター組織の役割と機能に関する調査研
究

平成１８年５月 高等教育研究部

アジア諸国における教育の動向＜資料集＞ 平成１８年９月 国際研究・協力部

From School to Work: Contemporary TVET Regional Experiences 平成１９年３月 国際研究・協力部

持続可能性に向けた教師教育の新たな方向づけ－ガイドライン及び提言－ 平成１９年３月 国際研究・協力部

韓国における学校評価の現状 平成１９年３月 国際研究・協力部

韓国における教員評価システム 平成１９年３月 国際研究・協力部

平成18年度ＡＰＥＣ教育協力に関する調査研究 平成１９年３月 国際研究・協力部

特定の課題に関する調査（国語，算数・数学）
●調査結果（国語）
●調査結果（算数・数学）
●ペーパーテスト調査集計結果及び質問紙調査集計結果（国語）
●ペーパーテスト調査集計結果及び質問紙調査集計結果（算数・数学）

平成１８年７月 教育課程研究センター

特定の課題に関する調査（国語，算数・数学）調査結果（CD－ROM） 平成１８年７月 教育課程研究センター

読書活動・学校図書館関係資料 平成１８年１０月 教育課程研究センター

「これから 学校教育に求められる児童生徒 資質 能力に関する研究 研究これからの められる の ・ 力に関する研 」研
成果報告書
児童生徒の資質や能力に関する調査　集計結果　＜校長編＞

平成１８年１１月 教育課程研究センター

「これからの学校教育に求められる児童生徒の資質・能力に関する研究」研究
成果報告書
児童生徒の資質や能力に関する調査　集計結果　＜保護者編＞

平成１８年１１月 教育課程研究センター

平成18年度小・中連携教育実践研究事業研究協議会関係資料 平成１８年１２月 教育課程研究センター

平成18年度へき地教育研究指定校事業研究協議会研究の要点等資料 平成１８年１２月 教育課程研究センター

平成18年度教育課程研究指定校事業研究協議会資料　―幼稚園・小学校・
中学校―

平成１９年２月 教育課程研究センター

平成18年度教育課程研究指定校事業研究協議会資料　―高等学校― 平成１９年２月 教育課程研究センター

平成18年度評価の工夫改善に関する総合的推進地域事業研究協議会資料 平成１９年２月 教育課程研究センター

「これからの学校教育に求められる児童生徒の資質・能力に関する研究」研究
成果報告書
諸外国における学校教育と児童生徒の資質・能力

平成１９年３月 教育課程研究センター

「これからの学校教育に求められる児童生徒の資質・能力に関する研究」研究
資料

平成１９年３月 教育課程研究センター

「教科等の構成と開発に関する調査研究」研究成果報告書
諸外国の教育課程(2)

平成１９年３月 教育課程研究センター

「教科等の構成と開発に関する調査研究」研究資料
文部科学省研究開発学校における教育課程の研究開発の調査

平成１９年３月 教育課程研究センター

環境教育指導資料（小学校編） 平成１９年３月 教育課程研究センター

平成18年度読書活動実践事例集（読書活動優秀実践校実践の概要） 平成１９年３月 教育課程研究センター

教育課程研究センター・生徒指導研究センター関係研究指定校等事業便覧
（平成18年度）

平成１８年９月
教育課程研究センター
生徒指導研究センター

「生徒指導体制の在り方についての調査研究」報告書 －規範意識の醸成を目
指して－

平成１８年５月 生徒指導研究センター

職場体験・インターンシップに関する調査研究（中間まとめ） 平成１８年６月 生徒指導研究センター

いじめ問題に関する取組事例集 平成１９年２月
生徒指導研究センター

（文部科学省との協同編集）



社会教育主事の の社会教育計画「実践 事例編 平成18年度 平成 年３月
社会教育実践研究

「キャリア教育」資料集－文部科学省・国立教育政策研究所－
　研究・報告書・手引編〔平成18年度増補版〕

平成１９年３月 生徒指導研究センター

職場体験・インターンシップに関する調査研究報告書 平成１９年３月 生徒指導研究センター

社会教育主事の職務等に関する実態調査報告書 平成１８年４月
社会教育実践研究

センター

環境教育プログラムの開発に関する調査研究報告書 平成１８年４月
社会教育実践研究

センター
生涯学習センター等における遠隔社会教育研修プログラムの運用に関する調
査研究報告書

平成１８年４月
社会教育実践研究

センター

子どもの成長過程における発達資産についての調査研究報告書 平成１８年４月
社会教育実践研究

センター

子どもの居場所におけるコーディネーターの研修プログラムの開発報告書 平成１８年４月
社会教育実践研究

センター
学校における体験活動ボランティア活動のコーディネーター研修プログラムの
開発に関する研究報告書

平成１８年４月
社会教育実践研究

センター

生涯学習・社会教育関係文献目録（2004.4～2005.3） 平成１８年４月
社会教育実践研究

センター
平成18年度都道府県・市区町村体験活動ボランティア活動支援センター等一
覧

平成１８年４月
社会教育実践研究

センター
社会教育主事等の研修資料
●社会教育主事のための社会教育計画「理論編」－平成17年度－
●社会教育主事のための社会教育計画「実践・事例編」－平成17年度－
●生涯学習・社会教育事業事例集－平成17年度－
●平成16年度都道府県・指定都市等における生涯学習・社会教育に関する答
申・建議等－平成17年度－
●社会教育基礎データ集－平成17年度－
●博物館に関する基礎資料－平成17年度－
●図書館に関する基礎資料－平成17年度－
●公民館に関する基礎資料－平成17年度－

平成１８年４月
社会教育実践研究

センター

ボランティアに関する基礎資料－平成18年度－ 平成１９年１月
社会教育実践研究

センター

体験活動ボランティア活動支援センター等の実態調査報告書 平成１９年３月
社会教育実践研究

センター

社会教育主事のための社会教育計画「実践 事例編 平成18年度ため ・ 」－ － 平成１９年３月１９
社会教育実践研究

センター

博物館に関する基礎資料－平成18年度－ 平成１９年３月
社会教育実践研究

センター

図書館に関する基礎資料－平成18年度－ 平成１９年３月
社会教育実践研究

センター

公民館に関する基礎資料－平成18年度－ 平成１９年３月
社会教育実践研究

センター

公民館における学級・講座等の実態に関する調査研究報告書 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

社会教育委員の職務等の実態に関する調査研究報告書 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

インターネットを活用した研究セミナー等に関する調査研究報告書 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

参加体験型学習に関する調査研究報告書 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

ボランティア活動の推進に関する調査研究報告書 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

生涯学習・社会教育関係資料一覧－平成18年度－ 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

社会教育主事のための社会教育計画「理論編」－平成18年度－ 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター

社会教育基礎データ集－平成18年度－ 平成１９年４月
社会教育実践研究

センター
学校施設の防犯対策に係る点検・改善マニュアル作成の取組に関する調査研
究 報告書

平成１８年６月 文教施設研究センター

文教施設整備に関するデータ　2006 平成１８年６月 文教施設研究センター

文教施設整備に関するデータ　2006（国立大学等偏） 平成１８年６月 文教施設研究センター

学校施設の防犯対策点・改善マニュアルパンフレット 平成１８年１０月 文教施設研究センター

３　広報誌
刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

国立教育政策研究所広報（第149号～第152号） （年４回発行） 研究企画開発部



理科教育の の 開発研究 研究資料 猿田 祐嗣

４　英文刊行物
刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

NIER NEWSLETTER 「Vol.37 No.2」「Vol.37 No.3」「Vol.38 No.1」「vol.38
No.3」 「vol.39 No.1」

（年３回発行） 国際研究・協力部

５　科学研究費補助金による研究成果報告書
刊　　　　　行　　　　　物　　　　　名 発行時期 事務局担当

在外教育機関に学ぶ日本人高校生のキャリア意識－日本で育つ青少年との
比較－

平成１９年３月
岩崎　久美子

生涯学習政策研究部
総括研究官

生涯にわたる読書能力の形成に関する総合的研究 平成１９年３月
立田　慶裕

生涯学習政策研究部
総括研究官

防災学習の支援システム構築の為の調査研究 平成１９年３月
山田　兼尚

（元）生涯学習政策研究
部長

幼稚園から第12学年までの科学の学習成果に関する共通フレームワーク 平成１８年７月
小倉　康

教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

優れた小中学校理科授業構成要素に関する授業ビデオ分析とその教師教育
への活用

平成１９年３月
小倉　康

教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

理科好きの裾野を拡げ，トップを伸ばす科学カリキュラムとは 平成１９年３月
小倉　康

教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

国際バカロレア・プログラムにおける教科外活動の位置づけと評価方法に関す
る研究

平成１９年３月
河合　久

教育課程研究センター
基礎研究部総括研究官

理科及び数学に対する生徒の意識や態度の変容に関する追跡調査研究
中間報告書「理数調査報告書－平成18年度理数追跡調査集計結果－」

平成１９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

理科教育の内容とその配列に関する評価・開発研究　研究成果報告書 平成１９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

理科教育の内容とその配列に関する評価 開発研究 研究資料内容とそ 配列に関する評価・ 　
「オランダの初等教育学校・中等教育学校の学校要覧例」

平成１９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

算数・数学教育における創造性の育成に関する内容や指導法の国際比較研
究（研究成果報告書）

平成１９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

算数・数学の成績や態度等に関する16年間の経年変化の分析的研究（研究
成果報告書）

平成１９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

科学技術時代に求められる倫理の育成に向けた道徳教育カリキュラムの開発
研究（平成16～17年度科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書）

平成１９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

持続可能な発展に関する教材 平成１９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



ア.　一般公開の開館日数

イ.　利用者数

 ＜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 230 167 235 191 169 173 174 163 139 210 121 209 2,181

共同研究員・研究協力者 17 41 21 20 5 19 12 15 9 14 8 11 192

合   計 247 208 256 211 174 192 186 178 148 224 129 220 2,373

  

 ＜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 15 8 14 13 24 20 22 23 21 14 31 23 228

小・中・高教員 2 13 8 11 20 12 5 7 12 11 8 13 122

その他学校教員 - - 1 - 1 3 1 - 1 - - - 7

大学院生 7 23 21 21 23 19 24 18 36 14 27 27 260

大学生 13 19 22 25 36 33 43 46 47 31 13 17 345

その他の学生 - 2 1 - - - - 1 - - - - 4

教育研究所員 - 2 - 6 3 1 1 1 3 1 5 - 23

教委・官庁職員 - 2 - 1 3 1 - 3 2 - 1 - 13

学校・団体職員 - 3 1 7 4 4 2 - - - 3 - 24

出版・報道関係者 20 7 7 14 6 6 10 10 16 3 17 5 121

１２．教育図書館の活動

３,７３３人

２３０日

出版 報道関係者

その他 24 14 19 10 30 22 14 19 9 13 15 24 213

合計 81 93 94 108 150 121 122 128 147 87 120 109 1,360

教科書利用者数（内数） 20 9 24 25 41 39 25 41 46 18 31 33 352

 

ウ.　利用冊数

 ＜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 261 169 200 73 187 120 215 107 154 315 257 85 2,143

図書返却 226 119 122 92 260 47 254 110 158 174 197 108 1,867

雑誌貸出 23 32 19 32 15 28 19 40 18 61 39 9 335

雑誌返却 14 2 5 15 18 5 15 20 29 37 31 3 194

合計 524 322 346 212 480 200 503 277 359 587 524 205 4,539

 ＜所外＞

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 157 368 363 366 631 506 534 378 537 333 666 744 5,583

教科書 155 126 463 504 930 538 440 722 1,095 299 1,067 1,572 7,911

マイクロフィルムリール 16 2 10 - 3 19 10 11 5 3 2 - 81

合計 328 496 836 870 1,564 1,063 984 1,111 1,637 635 1,735 2,316 13,575

エ.　参考質問受付（レファレンスサービス）件数 485件 　

オ.　資料掲載許可申請受付件数     73件  　

１８,１１４冊
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