
評価規準，評価方法等の研究開発に関する検討委員会（小学校）委員
（職名は平成１３年１２月末現在）

〔国 語〕 大熊 徹 東京学芸大学教授
鯨井 幹夫 埼玉県さいたま市立東大成小学校教諭
小森 茂 青山学院大学教授
清水 健 青山学院大学講師
長崎 秀昭 東京学芸大学教育学部附属小金井小学校教諭
本堂 寛 前青山学院大学教授
三矢 理恵 東京都荒川区立ひぐらし小学校教諭
水戸部修治 山形県教育委員会村山教育事務所指導主事

〔社 会〕 石井 宏明 埼玉県北埼玉郡川里村立共和小学校教諭
北 俊夫 岐阜大学教授
工藤 和子 千葉県八千代市立大和田南小学校教諭
坂本 正彦 東京都大田区立赤松小学校教諭
月岡 正明 東京都府中市立府中第一小学校教諭
中田 正弘 東京都中央区教育委員会指導主事
名古屋眞智子 東京都葛飾区立幸田小学校教諭
向山 行雄 東京都葛飾区立清和小学校長

〔算 数〕 大谷 一義 埼玉県東松山市教育委員会指導主事
志水 廣 愛知教育大学教授
菅野 宏隆 東京都中央区立月島第二小学校教頭
能田 伸彦 岩手大学教授
芳賀 英幸 東京都目黒区立烏森小学校教諭
羽田野庸史 東京都品川区立第三日野小学校教諭
細水 保宏 筑波大学附属小学校教諭
松山 武士 東京都港区立赤羽小学校長

〔理 科〕 楳内 典明 岩手県教育委員会千厩教育事務所指導主事
角屋 重樹 広島大学教授
後藤 良秀 東京都北区教育委員会指導主事
鈴木 康史 神奈川県横浜市立戸部小学校教諭
手代木英明 東京都新宿区立余丁町小学校教諭
野口美保子 神奈川県横浜市立茅ヶ崎小学校教諭
引間 和彦 埼玉大学教育学部附属小学校教諭
村山 哲哉 東京都教職員研修センター長期研修生

〔生 活〕 岡野 雅一 埼玉大学教育学部附属小学校教諭
小川 聖子 埼玉県行田市立南小学校教諭
加藤 明 京都ノートルダム女子大学教授
木村 吉彦 上越教育大学助教授
杉山 雅則 東京都武蔵野市立第五小学校教諭
寺尾 慎一 福岡教育大学教授
野田 敦敬 愛知教育大学助教授
益田 正子 神奈川県横浜市立文庫小学校教諭

〔音 楽〕 熱田 庫康 埼玉県さいたま市立馬宮東小学校教諭
伊藤 俊彦 東京都中央区立京橋築地小学校長
川池 聰 日本女子大学講師
佐野 靖 東京芸術大学助教授
戸塚 浩恵 神奈川県横浜市立東小学校教諭
長谷川祐子 神奈川県横浜市教育委員会指導主事
中山 弘史 東京学芸大学教育学部附属大泉小学校教諭
森 育子 東京都中央区立阪本小学校教諭

〔図画工作〕阿部 宏行 北海道札幌市教育委員会指導主事
飯室 一 東京都武蔵村山市立第十小学校教諭
北澤 晃 長野県上高井郡高山村立高山小学校教諭
栗田 真司 山梨大学助教授
小林真理子 埼玉県さいたま市立東大成小学校教諭
鈴木 義治 東京都教育委員会指導主事
達富 洋二 大阪教育大学教育学部附属天王寺小学校教諭
福岡 知子 大阪府守口市立三郷小学校教諭



〔家 庭〕 加地 芳子 京都教育大学教授
春日 文隆 宮城県仙台市立岩切小学校教諭
加納 博明 岐阜県教育委員会指導主事
合田 芳子 東京都北区立第二岩淵小学校教論
小林真佐恵 埼玉県川越市立川越小学校教諭
鈴木恵美子 お茶の水女子大学助教授
堀江 和代 熊本県熊本市立桜木東小学校教諭
吉泉 幸枝 埼玉県上尾市立東小学校長

〔体 育〕 池田 延行 東京学芸大学教授
小林 美晴 神奈川県綾瀬市立天台小学校教諭
武隈 晃 鹿児島大学助教授
地福 輝久 静岡県引佐郡三ケ日町立西小学校教諭
中村 康弘 千葉県千葉市教育委員会指導主事
橋本 茂樹 東京都品川区立芳水小学校教諭
安江 美保 岡山県岡山市立西大寺小学校教諭
鷲巣 明喜 埼玉県比企郡小川町立小川小学校教諭
薄井 和久 東京都教育委員会指導主事
岡崎 勝博 筑波大学附属駒場中・高等学校教諭
加藤 俊文 千葉県立清水高等学校教諭
高橋 浩之 千葉大学助教授
長岡 佳孝 山形県教育委員会スポーツ保健課主査兼指導主事
野津 有司 筑波大学助教授
森 良一 栃木県宇都宮市立上戸祭小学校教諭
山田 義弥 神奈川県川崎市総合教育センター研修指導主事
吉田 初美 埼玉県熊谷市立富士見中学校教諭

〔特別活動〕井田 延夫 群馬県総合教育センター研修部学校経営課長
稲垣 孝章 埼玉県東松山市教育委員会指導主事
梶 千枝子 東京都文京区立汐見小学校教諭
鈴木 栄子 神奈川県横浜市教育センター指導主事
中尾 茂樹 愛媛大学教育学部附属小学校教諭
成田 國英 東京家政学院大学教授
浜本 一 埼玉県教育委員会指導主事
目黒 明彦 福島県福島市立南向台小学校教諭

国立教育政策研究所及び文部科学省においては，次の関係官が研究開発を担当した。

〔国 語〕 井上 一郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
小森 茂 前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

（平成１３年３月３１日まで）
有元 秀文 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

〔社 会〕 寺田 登 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
安野 功 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
工藤 文三 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

〔算 数〕 吉川 成夫 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
瀬沼 花子 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

〔理 科〕 日置 光久 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
猿田 祐嗣 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
小林 幸乃 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部研究員

〔生 活〕 嶋野 道弘 文部科学省初等中等教育局視学官
谷田部玲生 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

〔音 楽〕 金本 正武 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
吉田 孝 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官

〔図画工作〕板良敷 敏 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
〔家 庭〕 水野香代子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
〔体 育〕 本村 清人 文部科学省スポーツ・青少年局体育官

渡邉 彰 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
戸田 芳雄 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

〔特別活動〕宮川 八岐 文部科学省初等中等教育局視学官



【評価規準等に関するプロジェクトチーム（国立教育政策研究所内 】）
月岡 英人 国立教育政策研究所教育課程研究センター長
西尾 典眞 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部長
三宅 征夫 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部長
長崎 榮三 国立教育政策研究所教育課程研究センター総合研究官
江田 稔 文部科学省初等中等教育局主任視学官
小田 豊 文部科学省初等中等教育局視学官
嶋野 道弘 文部科学省初等中等教育局視学官
河野 公子 文部科学省初等中等教育局視学官
遠藤 友麗 文部科学省初等中等教育局視学官
本村 清人 文部科学省スポーツ・青少年局体育官
小森 茂 前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

（平成１３年３月３１日まで）
井上 一郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官

（平成１３年４月１日から）
大杉 昭英 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
吉川 成夫 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
金本 正武 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
平田 和人 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官
工藤 文三 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
松原 静郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
渡邉 寛治 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
石塚 等 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長
小林 努 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係長
柴尾 理香 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係


