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

〔国 語〕 沖山 吉和 東京都大田区立東調布中学校長
金子 守 筑波大学教授
米田 猛 奈良県教育委員会指導主事
五味貴久子 筑波大学附属中学校教諭
斉藤 正三 東京都稲城市立稲城第二中学校教諭
田山 淳子 茨城県水戸市立見川中学校教諭
千々岩弘一 鹿児島国際大学教授
花田 修一 前お茶の水女子大学附属中学校教諭

〔社 会〕 青柳 慎一 埼玉大学教育学部附属中学校教諭
漆間 浩一 神奈川県横浜市教育委員会指導主事
硲 茂樹 千葉県千葉市教育センター指導主事
湯浅 清治 広島大学附属中学校教諭
入子 彰子 東京都文京区立本郷台中学校教論
黒崎 至高 群馬県教育委員会中部教育事務所指導主事
小池 公夫 千葉県千葉市教育センター指導主事
山口 正 筑波大学附属中学校教諭
中元 順一 東京都品川区立戸越台中学校長
早川栄里子 愛知県名古屋市立豊正中学校教諭
峯 明秀 香川県高松市立協和中学校教諭
峯岸 誠 東京都大田区立出雲中学校長

〔数 学〕 磯崎 正顕 東京都八王子市立第六中学校教諭
桐渕 博 埼玉県教育委員会指導主事
栗原 史好 佐賀県武雄市教育委員会指導主事
清水 静海 筑波大学助教授
下田 照雄 神奈川県川崎市総合教育センター教科教育研究室長
楚阪 博 東京都品川区立荏原第三中学校長
立花 正男 岩手県岩手郡雫石町教育委員会指導主事
永田潤一郎 千葉大学教育学部附属中学校教諭

〔理 科〕 加藤 裕之 神奈川県小田原市立国府津中学校教諭
熊野 善介 静岡大学助教授
佐々木和枝 お茶の水女子大学附属中学校副校長
中村日出夫 東京都品川区立城南中学校長
大野恵一郎 東京都板橋区教育委員会指導主事
岡崎 恵視 東京学芸大学教授
金子 丈夫 筑波大学附属中学校教諭
川端 喜彦 福井県教育委員会学校教育振興グループ主任

〔音 楽〕 伊野 義博 新潟大学教授
大熊 信彦 群馬県教育委員会指導主事
小島 律子 大阪教育大学教授
小長井博子 千葉県佐倉市立井野中学校教諭
須藤 浩之 栃木県教育委員会安足教育事務所指導主事
西園 芳信 鳴門教育大学教授
福士 幸雄 岩手県立総合教育センター研修主事
松本 進 石川県小松市立丸内中学校教頭

〔美 術〕 朝倉真理子 東京都大田区立東蒲中学校教諭
海老名智子 新潟県上越市立城西中学校教諭
川合 克彦 神奈川県川崎市立向丘中学校教諭
中村 一哉 東京都教育委員会指導主事
橋本 光明 信州大学教授，同附属小，中学校長
村上 尚徳 岡山県教育委員会兼岡山県教育センター指導主事
山口 喜雄 宇都宮大学助教授
山田 晋治 埼玉県川口市教育委員会指導主事
山田 一美 東京学芸大学助教授



〔保健体育〕 石川 泰成 埼玉大学教育学部附属中学校教諭
伊藤 久仁 愛知県名古屋市立富士中学校教諭
井上 馨 埼玉県さいたま市立馬宮中学校長
小高 久登 東京都品川区立八潮南中学校教諭
品田 能吉 宮崎大学教授
根岸 恒夫 兵庫県神戸市立住吉中学校教頭
町田 覚 神奈川県川崎市立東橘中学校教諭
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

〔技術・家庭〕上野 耕史 栃木県教育委員会指導主事
大竹 伸明 埼玉県川口市立青木中学校教諭
鹿嶋 泰好 東京都大田区立大森第六中学校長
佐藤 修 神奈川県相模原市立大野南中学校教諭
佐藤 恭司 茨城県稲敷郡桜川村立桜川中学校教諭
間田 泰弘 広島大学教授
阿部美佐子 鳴門教育大学教育学部附属中学校副校長
阿部 睦子 東京学芸大学附属竹早中学校教諭
出井 玲子 東京都荒川区立諏訪台中学校教諭
金子佳代子 横浜国立大学教授
筒井 恭子 石川県教育委員会小松教育事務所指導主事
長尾裕美子 神奈川県鎌倉市立岩瀬中学校教諭

〔外国語〕 薄井 伸一 岐阜県岐阜市立東長良中学校教諭
大鐘 雅勝 千葉県千葉市立轟町中学校教諭
長 勝彦 日本女子大学講師
高島 英幸 兵庫教育大学教授
太郎良 博 東京都世田谷区立桜丘中学校長
二宮 秀夫 福井県教育委員会指導主事
根岸 雅史 東京外国語大学助教授
松浦 伸和 広島大学助教授

〔特別活動〕 大柄みや子 東京都板橋区立板橋第五中学校長
倉持 博 茨城県古河市立古河第一中学校教頭
島田 光美 埼玉県北本市立西中学校教諭
須藤 稔 栃木県教育委員会総務課児童生徒指導推進室長
塚田 薫 茨城県東茨城郡桂村立桂中学校教諭
長沼 豊 学習院大学助教授
林 尚示 山梨大学講師
美谷島正義 東京都教育委員会多摩教育事務所指導主事
渡部 邦雄 東京農業大学教授

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〕 河野 庸介 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
田中 孝一 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
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〕 朝倉 啓爾 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
池田 信明 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
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
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



〔数 学〕 根本 博 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
長尾 篤志 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）
吉田 明史 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４月３１日まで）
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〕 江田 稔 文部科学省初等中等教育局主任視学官
三輪 洋次 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
清原 洋一 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１４年２月１日から）
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
鳩貝 太郎 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
五島 政一 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
小倉 康 国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部主任研究官

〔音 楽〕 峯岸 創 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

〔美 術〕 遠藤 友麗 文部科学省初等中等教育局視学官
〔保健体育〕 本村 清人 文部科学省スポーツ・青少年局体育官

今関 豊一 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

〔技術・家庭〕河野 公子 文部科学省初等中等教育局視学官
渡邉 康夫 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
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
名取 一好 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

〔外国語〕 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
加納 幹雄 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
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

〔特別活動〕 森嶋 昭伸 国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官
板橋 孝志 国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官

【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


