
平成 24 年度小学校学習指導要領実施状況調査委員名簿 

（五十音順，敬称略） 

 

【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（国語）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

石川 和広   東京都八王子市立由木中央小学校主幹教諭 ※ 

大場 弥恵   山形県寒河江市教育委員会指導主事 ※ 

岸田  薫   神奈川県横浜市立並木中央小学校主幹教諭 ※ 

楠瀬 千夏   千葉市教育センター指導主事 ※ 

小久保美子    新潟大学教授 ※ 

内藤 邦子   千葉県千葉市立轟町小学校教諭 ※ 

中田 祐二   香川大学教育学部附属坂出小学校教諭 ※ 

西川さやか   東京都杉並区立杉並第九小学校副校長 ※ 

細川 太輔   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 ※ 

三田 典子   東京都豊島区立池袋第二小学校主任教諭 

吉田 裕久   広島大学大学院教授 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（国語）】（職名は平成 26年３月末現在） 

生田 弥恵   山形県寒河江市立三泉小学校教諭 

石川 和広   東京都八王子市教育委員会指導主事 

岩倉 智子   福岡県北九州市立折尾西小学校指導教諭 

岸田  薫    神奈川県横浜市立並木中央小学校主幹教諭 

紀  修    岩手県教育委員会事務局主任指導主事 

楠瀬 千夏   千葉市教育センター指導主事 

小久保美子   新潟大学教授 

瀬川 葉子   京都市総合教育センター指導主事 

竹下 敦子   静岡県総合教育センター指導主事 

内藤 邦子   千葉県千葉市立轟町小学校教諭 

中田 祐二   香川大学教育学部附属坂出小学校指導教諭 

西川さやか   東京都多摩教育事務所統括指導主事 

細川 太輔   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 

皆川美弥子   宇都宮大学教育学部附属小学校教諭 

山下 敦子   大阪府大阪市立丸山小学校教頭 

吉田 裕久   広島大学大学院教授 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

菊池 英慈   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 

水戸部修治   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 29年３月 31日まで）（注） 

（注）問題作成並びに結果分析の途中で異動した研究所担当者の職名は，在任最終日のものを表記している（以下，同様） 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（社会）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

石井 正広   東京都中野区立武蔵台小学校副校長 ※ 

梅田比奈子   横浜市教育委員会主任指導主事 ※ 

小倉 勝登   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 ※ 

折本 正巳   茨城県水戸市教育委員会指導主事 ※ 

北  俊夫   国士舘大学教授 ※ 

北中 啓勝   東京都新宿区立四谷小学校主任教諭 ※ 

児玉 大祐   東京都教育委員会主任指導主事 ※ 

廣嶋憲一郎   聖徳大学教授 ※ 

細村 一彦   埼玉大学教育学部附属小学校教諭 ※ 

安野  功    國學院大學教授 ※ 

山手 美保   埼玉県さいたま市立大谷口小学校教諭 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（社会）】（職名は平成 26年３月末現在） 

石井 正広   東京都多摩市教育委員会統括指導主事 

梅田比奈子   横浜市教育委員会主任指導主事 

大隅 清陽   山梨大学大学院教授 

小倉 勝登   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 

折本 正巳   茨城県水戸市教育委員会指導主事 

加藤 寿朗   島根大学教授 

唐木 清志   筑波大学准教授 

 北  俊夫   国士舘大学教授 

北川 大樹   東京都渋谷区立笹塚小学校主幹教諭 

北中 啓勝   東京都新宿区立四谷小学校主任教諭 

桑原 俊典   岡山大学大学院教授 

児玉 大祐   東京都教育委員会主任指導主事 

米田  豊   兵庫教育大学大学院教授 

永田 忠通   広島大学大学院准教授 

廣嶋憲一郎   聖徳大学教授 

細村 一彦   埼玉大学教育学部附属小学校校内教頭（主幹教諭） 

安野  功    國學院大學教授 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

澤井 陽介   文部科学省初等中等教育局視学官 
（併任 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） 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（算数）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

椎名美穂子   秋田県潟上市立天王小学校教諭・秋田県教育専門監 

清水 静海   帝京大学教育学部初等教育学科長・教授 ※ 

清水 紀宏   福岡教育大学教授 ※ 

高橋 丈夫   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 ※ 

滝井  章   國學院大學教授 

田中 博史   筑波大学附属小学校教諭 

鶴見 行雄   栃木県上三川町立本郷北小学校長 ※ 

中川 愼一   富山県小矢部市立大谷小学校長 ※ 

中村 享史   山梨大学教育人間科学部長・教育学研究科長 ※ 

蒔苗 直道   筑波大学准教授 ※ 

吉川 成夫   共栄大学教授 ※ 

吉田 映子   東京都杉並区立高井戸第三小学校主任教諭 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（算数）】（職名は平成 26年３月末現在） 

池田 敏和   横浜国立大学教授 

後山 和彦   石川県教育センター指導主事 

齊藤 一弥   神奈川県横浜市立岸谷小学校長 

清水 静海   帝京大学教育学部初等教育学科長・教授 

清水 紀宏   福岡教育大学教授 

盛山 隆雄   筑波大学附属小学校教諭 

高橋 丈夫   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 

鶴見 行雄   栃木県上三川町立本郷北小学校長 

直海 知子   大阪府豊中市立新田南小学校指導教諭 

中川 愼一   富山県小矢部市立大谷小学校長 

中村 享史   山梨大学教育人間科学部長・教育学研究科長 

中村 光晴   北海道札幌市立円山小学校教諭 

蒔苗 直道   筑波大学准教授 

間嶋  哲   新潟県新潟市立上所小学校教頭 

宮崎 理恵   広島大学附属小学校教諭 

矢部 一夫   埼玉県さいたま市立上小小学校長 

吉川 成夫   共栄大学教授 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

笠井 健一   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 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（理科）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

伊勢 明子   東京都杉並区立馬橋小学校副校長 ※ 

遠藤 雅孝   東京都世田谷区立用賀小学校主任教諭 

坂野真貴子   東京都多摩市立西落合小学校主任教諭 

鈴木 康史   神奈川県横浜市立山下小学校副校長 ※ 

鷲見 辰美   筑波大学附属小学校教諭 ※ 

千葉 秀一   東京都世田谷区立希望丘小学校長 

寺本 貴啓   國學院大學専任講師 

中西  史   東京学芸大学講師 

成田  恵   北海道旭川市立緑新小学校教諭 ※ 

鳴川 哲也   福島県教育センター指導主事 

松田 暢元   東京学芸大学附属小金井小学校教諭 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（理科）】（職名は平成 26年３月末現在） 

伊勢 明子   東京都杉並区立杉並第八小学校副校長 

大井  隆   新潟県教育委員会指導主事 

小田 孝仁   愛知県刈谷市立富士松中学校教諭 

菅野  望   福島大学附属小学校教諭 

木下 博義   広島大学准教授 

小早川  覚   香川大学教育学部附属高松小学校教諭 

小林まり子   東京都北区立西ヶ原小学校主任教諭 

紺野 高裕   北海道教育大学附属札幌小学校副校長 

猿田 祐嗣   國學院大學大学院教授 

鈴木 康史   神奈川県横浜市立山下小学校副校長 

鷲見 辰美   筑波大学附属小学校教諭 

田村 正弘   東京都足立区立千寿小学校長 

成田  恵   北海道旭川市立緑新小学校教諭 

馬場  賢   山形県教育センター指導主事 

日置 光久   東京大学特任教授 

増田由香里   東京都調布市立布田小学校主任教諭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

鳴川 哲也   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 

山中 謙司   国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部学力調査官 

村山 哲哉   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 27 年４月まで）（注） 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（音楽）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

岡  千恵   東京都杉並区立新泉小学校主幹教諭 ※ 

川上 拓治   埼玉県志木市立宗岡小学校教諭 ※ 

河﨑 秋彦   茨城県つくば市立二の宮小学校教諭 ※ 

川田 弘人   高知県ねんりんピック推進課主任（音楽担当） 

清田 和泉   群馬県教育委員会指導主事 

中山 純子   東京都板橋区立板橋第五小学校主任教諭 ※ 

館  雅之   神奈川県横浜市立綱島小学校副校長 ※ 

山内 雅子   東京都渋谷区立渋谷本町学園小学校主幹教諭 ※ 

山下 薫子   東京芸術大学准教授 ※ 

吉川 武彦   福島県東白川郡鮫川村立青生野小学校教頭 ※ 

吉田  孝   関西学院大学教授 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（音楽）】（職名は平成 26年３月末現在） 

今村 行道   横浜市教育委員会指導主事 

岡  千恵   東京都教職員研修センター指導主事 

川上 拓治   埼玉県志木市立宗岡小学校教諭 

河﨑 秋彦   茨城県つくば市立二の宮小学校教諭 

齊藤 忠彦   信州大学教授 

新山王政和   愛知教育大学教授 

千葉 敏弘   宮城県仙台市立向陽台小学校教諭 

中山 純子   東京都板橋区立板橋第五小学校主任教諭 

原  クミ   福岡県糸島市立東風小学校主幹教諭 

藤井 浩基   島根大学教授 

宮﨑 新悟   富山県下新川郡入善町立入善小学校長 

館  雅之   神奈川県横浜市立綱島小学校副校長 

山内 雅子   東京都国立市立国立第六小学校副校長 

山下 薫子   東京芸術大学准教授 

吉川 武彦   福島県東白川郡鮫川村立青生野小学校教頭 

吉田  孝   関西学院大学教授 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

津田 正之   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 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（図画工作）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

阿部 宏行   北海道教育大学准教授 ※ 

大泉 義一   横浜国立大学准教授 ※ 

奥村 高明   聖徳大学教授 ※ 

坂本  晶   千葉県四街道市立四街道小学校教諭 ※ 

武内 厚子   東京都美術館学芸員 ※ 

中下 美華   京都市教育委員会指導主事 ※ 

西村 德行   筑波大学附属小学校教諭 ※ 

三根 和浪   広島大学大学院准教授 ※ 

宮内  愛   東京都清瀬市立清瀬第八小学校教諭 ※ 

山根 淳一   埼玉県教育局指導主事 ※ 

横内 克之   東京都新宿区立花園小学校主幹教諭 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（図画工作）】（職名は平成 26年３月末現在） 

阿部 宏行   北海道教育大学准教授 

内田佳代子   東京都目黒区立碑小学校主任教諭 

大泉 義一   横浜国立大学准教授 

奥村 高明   聖徳大学児童学部長・教授 

金子 大介   東京学芸大学附属世田谷小学校教諭 

郡司 明子   群馬大学准教授 

見城 秀明   静岡市教育委員会指導主事 

坂本  晶   千葉県四街道市立四街道小学校教諭 

佐藤 賢司   大阪教育大学准教授 

武内 厚子   東京都美術館学芸員 

中下 美華   京都市教育委員会指導主事 

西村 德行   筑波大学附属小学校教諭 

三根 和浪   広島大学大学院准教授 

宮内  愛   東京都清瀬市立清瀬第八小学校教諭 

山田 芳明   鳴門教育大学大学院准教授 

山田 一美   東京学芸大学教授・附属竹早小学校長・附属幼稚園竹早園舎主事 

山根 淳一   埼玉県戸田市立戸田第一小学校教頭 

横内 克之   東京都新宿区立落合第六小学校主幹教諭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

岡田 京子   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 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（家庭）】（職名は平成 25年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

井上 千春   埼玉県川口市教育局指導主事 ※ 

栗原 恵子   茨城県坂東市立七重小学校教頭 ※ 

杉山久仁子   横浜国立大学教授 ※ 

鈴木 明子   広島大学大学院准教授 ※ 

鈴木 佳子   群馬県教育委員会義務教育課指導係長 ※ 

須藤 恵美   茨城県結城市立結城小学校教諭 ※ 

種村 由紀   神奈川県川崎市立鷺沼小学校教諭 

長澤由喜子   岩手大学教授 ※ 

永田 晴子   大妻女子大学助教 ※ 

中林由美子   神奈川県茅ケ崎市教育センター所長 ※ 

蓮実 和代   東京都北区立滝野川第三小学校副校長 ※ 

  

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（家庭）】（職名は平成 26年３月末現在） 

阿部信太郎   城西国際大学准教授 

井上 千春   埼玉県川口市教育局指導主事 

大山 方住   埼玉県本庄市立旭小学校教諭 

表  真美   京都女子大学教授 

栗原 恵子   茨城県下妻市立総上小学校長 

杉山久仁子   横浜国立大学教授 

鈴木 明子   広島大学大学院教授 

鈴木 佳子   群馬県教育委員会義務教育課補佐（教科指導係長） 

須藤 恵美   茨城県結城市立結城小学校教諭 

長澤由喜子   岩手大学教授 

永田 晴子   大妻女子大学助教 

永田 恵子   山梨県甲州市立玉宮小学校教頭 

中林由美子   神奈川県茅ケ崎市教育センター所長 

蓮実 和代   東京都北区立滝野川第三小学校副校長 

本庄 則子   神奈川県横浜市立新吉田小学校主幹教諭 

横山 美明   神奈川県横浜市立左近山小学校副校長 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

筒井 恭子   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 

 

 

 
 



【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（生活）】（職名は平成 26年 3月末現在） 
青木 博子   新潟市教育委員会総合教育センター指導主事 
伊津野留美     熊本市教育センター指導主事 
久利 知光    香川県教育センター教育研究課指導主事 
久龍 和巳   徳島県阿南市立羽ノ浦小学校教諭 
嶋﨑  修   山梨県教育庁義務教育課課長補佐 
野田 敦敬     愛知教育大学教授 
平田 あや     京都府京都市立御所南小学校教諭 
古島そのえ     神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課指導主事 
米持 武彦     大分県教育庁佐伯教育事務所次長兼指導課長 
若手三喜雄     共栄大学教授 
 
 

研究所においては，以下の者が担当した。 
渋谷 一典   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 

田村  学    文部科学省初等中等教育局視学官（平成 29年３月 31日まで）（注） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（総合的な学習の時間）】（職名は平成26年３月末現在） 
荒井 雄一     東京都八王子市立第四小学校主幹教諭 
井浦 順子     新潟県教育庁義務教育課指導第二係指導主事 
猪股 亮文    宮城県仙台市立茂庭台小学校長 
久野 弘幸     愛知教育大学准教授 
黒上 晴夫   関西大学教授 
後明 好美     横浜市教育委員会事務局指導部指導企画課指導主事 
四ヶ所清隆     福岡県久留米市教育センター指導主事 
渋谷 一典    札幌市教育委員会学校教育部教育課程担当課指導主事 
進藤 弓枝     京都府京都市立七条小学校教諭 
鈴木 千津     東京都稲城市立稲城第二小学校主幹教諭 
中西 憲子     川崎市教育委員会総合教育センターカリキュラムセンター指導主事 
松井千鶴子    上越教育大学大学院准教授 
三島 晃陽    岐阜県岐阜教育事務所教育支援課学校教育係課長補佐 
三田 大樹    東京都新宿区立大久保小学校主幹教諭 

  山之内知行   新潟県柏崎市立柏崎小学校教諭 
 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

渋谷 一典   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 

田村  学    文部科学省初等中等教育局視学官（平成 29年３月 31日まで）（注） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（特別活動）】（職名は平成 26年３月末現在） 

占部美緒子  北九州市教育委員会指導部指導第一課指導主事 
川本 和孝  玉川大学学術研究所助教 
嶋田 克彦  横浜市教育委員会西部学校教育事務所主任指導主事 
白松  賢  愛媛大学教育学部准教授 
新富 康央  國學院大學人間開発学部長・教授 
鈴木純一郎  東京都多摩市立瓜生小学校長 
恒吉 僚子  東京大学教育学研究科教授 
豊福  聡  鳥取県鳥取市立末恒小学校長 
長沼  豊  学習院大学文学部教育学科教授 
野村佐智夫  埼玉県富士見市立関沢小学校主幹教諭 
橋谷 由紀  川崎市教育委員会学校教育部担当課長 
橋本 大輔  さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課主任指導主事 
東  豊  兵庫県赤穂市立御崎小学校教諭 
福田 俊彦  東京都練馬区立南町小学校長 
松永 裕子  熊本県熊本市立尾ノ上小学校教頭 
米津 光治  文教大学教育学部教授 

 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

安部 恭子  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 
杉田  洋    文部科学省初等中等教育局視学官（平成 27年３月 31日まで）（注） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 25年度小学校学習指導要領実施状況調査委員名簿 

（五十音順，敬称略） 
 

【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（運動領域）】（職名は平成 26年 3月末現在） 
※は結果分析委員会委員を兼務 

大友  智    立命館大学スポーツ健康科学部教授 ※ 
岡出 美則    筑波大学体育系教授 ※ 
小川 史子   栃木県宇都宮市立岡本北小学校教諭 
荻原 朋子     順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科助教 ※ 
白旗 和也    日本体育大学体育学部教授 ※ 
内藤 康司   滋賀県大津市立田上小学校教諭 
細越 淳二    国士舘大学文学部教授 ※ 
森賀 慎一   東京都三鷹市立第五小学校主幹教諭 

   
 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（運動領域）】（職名は平成 27年 3月末現在） 

大友  智    立命館大学スポーツ健康科学部教授 
岡出 美則    筑波大学体育系教授 
荻原  朋子     順天堂大学スポーツ健康科学部助教 
白旗 和也    日本体育大学体育学部教授 
中野 貴博    名古屋学院大学スポーツ健康学部准教授 
西田 順一    群馬大学教育学部准教授 
原  祐一    岡山大学大学院教育学研究科講師 
細越 淳二    国士舘大学文学部教授 
吉永 武史    早稲田大学スポーツ科学学術院准教授 

  
 
研究所においては，以下の者が担当した。 
  高田 彬成   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（保健領域）】（職名は平成 26年 3月末現在） 
※は結果分析委員会委員を兼務 

植田 誠治   聖心女子大学文学部教育学科教授 ※ 
上地  勝      茨城大学教育学部准教授 ※ 
杉崎 弘周    新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科講師 ※ 
冨岡  寛    神奈川県川崎市立京町小学校教頭 ※ 
長柄 克彦    東京都台東区立浅草小学校副校長 ※ 
長谷川 智    新潟県新潟市立中野山小学校長 ※ 
水落美佳子     埼玉県教育局県立学校部保健体育課健康教育担当指導主事 ※ 
物部  博文    横浜国立大学教育人間科学部准教授 ※ 
山田 浩平    愛知教育大学教育学部養護教育講座講師 ※ 

 
 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（保健領域）】（職名は平成 27年 3月末現在） 

甘利 和美     徳島県教育委員会体育学校安全課指導主事 
植田 誠治   聖心女子大学文学部教育学科教授 
上地  勝      茨城大学教育学部准教授 
片岡  千恵    筑波大学助教 
杉崎 弘周    新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科講師 
冨岡  寛    神奈川県川崎市立南加瀬小学校長 
長柄 克彦    東京都台東区立浅草小学校前副校長 
長谷川 智    新潟県新潟市立中野山小学校長 
水落美佳子     埼玉県教育局県立学校部保健体育課健康教育担当指導主事 
物部  博文    横浜国立大学教育人間科学部准教授 
山田 浩平    愛知教育大学教育学部養護教育講座講師 
山田 知利    群馬県教育委員会健康体育課指導主事 

 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

森  良一    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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本調査全般にわたり，国立教育政策研究所において以下の者が担当した。 

 （職名は平成 29年 12月末現在） 

 

  加藤 弘樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 
梅澤  敦 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 （平成 29年３月 31日まで）（注） 

髙口  努 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 （平成 27年４月 29日まで）（注） 

勝野 頼彦 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 （平成 26年７月 24日まで）（注） 

神代  浩 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 （平成 24年７月 31日まで）（注） 

佐藤 弘毅 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 
  （平成 29年２月 10日まで）（注） 
大金 伸光 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 

  （平成 27年３月 31日まで）（注） 

谷合 俊一 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部長 

  （平成 26年１月 31日まで）（注） 

宮内 健二 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 

  （平成 25年３月 31日まで）（注） 

清水 正樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

松本 吉正 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部副部長 

  （平成 28年３月 31日まで）（注） 

髙井  修 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 

五十嵐祐子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長 

  （平成 27年４月 30日まで）（注） 

沓澤  進 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 

  （平成 26年３月 31日まで）（注） 

大内 克紀 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 

  （平成 25年３月 31日まで）（注） 

岩城由紀子 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課長補佐 

萩原 康仁 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 

今村 豊記 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 

鴨志田新一 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 

鶴田 智樹 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 29年３月 31日まで）（注） 

歌川真一郎 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 29年３月 31日まで）（注） 

須賀 重和 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 28年３月 31日まで）（注） 

野口 広恵 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 28年３月 31日まで）（注） 
寺田 政輝 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 28年３月 31日まで）（注） 



池末 雄太 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 28年３月 31日まで）（注） 
河合 光治 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 27年３月 31日まで）（注） 

古川 孝宏 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 27年３月 31日まで）（注） 

荒木 昭人 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 

  （平成 26年３月 31日まで）（注） 

中尾 恵子 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 

  （平成 26年３月 31日まで）（注） 

下反 達二 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 25年３月 31日まで）（注） 

菅  貴博 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係長 

  （平成 29年３月 31日まで）（注） 

深澤 国広 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 

  （平成 28年３月 31日まで）（注） 

今岡 二郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係長 

  （平成 26年３月 31日まで）（注） 

神保 岳史 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専門職 

牛山 晴登 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係専門職 

池田森太郎 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課企画係専門職 

  （平成 29年３月 31日まで）（注） 

吉田  智 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専門職 

  （平成 28年３月 31日まで）（注） 

小松  司 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専門職 

  （平成 27年３月 31日まで）（注） 

岸本 良彦 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専門職 

  （平成 26年３月 31日まで）（注） 

小田 孝仁 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専門職 

  （平成 25年３月 31日まで）（注） 

 

 

 

 


