
平成 25年度中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 26年３月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務  
内田加奈子   高知県立高知南中学校指導教諭 ※ 
菊地 高夫   栃木県総合教育センター研究調査部副主幹 ※ 
木杢  法    茨城県小美玉市立堅倉小学校教諭 ※ 
髙見 雅史   兵庫県多可町立中町中学校教諭 ※ 
中島 聖巳   栃木県小山市立小山第二中学校長 ※ 
中嶋富美代    東京都教職員研修センター研修部教育開発課統括指導主事 ※ 
平林 秀二    京都市総合教育センター指導室指導主事 ※ 
藤井 篤徳    長野県駒ヶ根市立東中学校教諭 ※ 
本間 隆司    横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校教諭 
松田 哲治   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 ※ 
宮前 嘉則    群馬県桐生市立清流中学校教諭 
保田 裕介   千葉県千葉市立葛城中学校教諭 

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

幾田 伸司   鳴門教育大学大学院准教授 
内田加奈子   高知県立高知南中学校指導教諭 
開田 晃央    茨城大学教育学部附属中学校教諭 
菊地 高夫   栃木県総合教育センター研究調査部副主幹 
木杢  法    茨城県小美玉市立堅倉小学校教諭 
黒柳 菜緒    椙山女学園中学校教諭 
髙見 雅史    兵庫県多可町立中町中学校教諭 
中島 聖巳    栃木県小山市立間々田中学校長 
中嶋富美代   東京都教職員研修センター研修部教育開発課統括指導主事 
濵﨑 美幸    山口県教育庁義務教育課主査 
平林 秀二    京都市総合教育センター指導室指導主事 
藤井 篤徳    長野県駒ヶ根市立東中学校教諭 
松田 哲治    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 
 

   
研究所においては，以下の者が担当した。 

杉本 直美   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 
冨山 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 

    （平成 27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 地理的分野）】（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  
青柳 慎一   埼玉県久喜市立太東中学校教諭 ※ 
木村 真冬   お茶の水女子大学講師 ※ 
小谷恵津子   奈良県橿原市立白橿中学校教諭 
鈴木 正博   神奈川県川崎市立柿生中学校教諭 ※ 
田中 隆志   群馬県立桐生女子高等学校教諭 
中本 和彦   四天王寺大学准教授 

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

青柳 慎一     埼玉県久喜市立太東中学校教諭 
井田 仁康   筑波大学教授 
小倉 寛史   栃木県教育委員会学校教育課学力向上推進室指導主事 
木村 真冬     お茶の水女子大学附属中学校教諭 
草原 和博   広島大学大学院教授 
鈴木 正博     神奈川県川崎市立柿生中学校教諭 
能戸威久子   石川県教育センター研修課担当課長 

 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

濵野  清    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 
増田 圭司   国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 

                           （平成 28年３月 31日まで）（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（社会 歴史的分野）】（職名は平成 26 年３月末現在） 

                               ※は結果分析委員会を兼務  
伊藤 純郎   筑波大学教授 ※ 
三藤あさみ     横浜市教育委員会指導主事 
関  裕幸   東京都立小石川中等教育学校主幹教諭 ※ 

関谷 文宏     筑波大学附属中学校教諭 ※ 
藤本 将人     北海道教育大学准教授 

   百瀬 顕正     長野県教育委員会事務局北信教育事務所指導主事 
 
 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（社会 歴史的分野）】（職名は平成 27 年３月末現在） 

石田 尚子     日本女子大学附属中学校教諭 
伊藤 純郎     筑波大学教授 
桐谷 正信     埼玉大学教授 
栗原 利夫   埼玉県羽生市教育委員会学校教育課長 
関  裕幸     東京都立小石川中等教育学校主幹教諭 

関谷 文宏     筑波大学附属中学校教諭 
水谷 哲郎     滋賀県草津市立松原中学校教諭 

   
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

藤野  敦   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 
中尾 敏朗   文部科学省初等中等教育局視学官（平成 28年３月 31日まで）（注）  
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（社会 公民的分野）】（職名は平成 26 年３月末現在） 

                               ※は結果分析委員会を兼務 
井上 奈穂   鳴門教育大学大学院准教授 ※ 
岩本 知之   静岡大学教育学部附属島田中学校教諭 ※ 
大倉 泰裕   千葉県立松戸向陽高等学校教諭 ※   
三枝 利多   東京都目黒区立東山中学校主任教諭 ※ 
髙屋敬一郎   神奈川県横浜市立都岡中学校教諭 ※ 
橋本 康弘   福井大学准教授 ※ 
三浦 朋子   亜細亜大学講師 ※ 
 

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

井上 奈穂   鳴門教育大学大学院准教授 
岩本 知之   静岡大学教育学部附属島田中学校教諭 
大倉 泰裕   千葉県立松戸向陽高等学校教諭   
三枝 利多   東京都目黒区立東山中学校主任教諭 
髙屋敬一郎   神奈川県横浜市立都岡中学校教諭 
橋本 康弘   福井大学准教授 
三浦 朋子   亜細亜大学講師 

 
   
研究所においては，以下の者が担当した。 

樋口 雅夫   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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（数学）】（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  
宇陀 定司   茨城大学教育学部附属中学校教諭 ※ 
大谷  実   金沢大学教授 ※ 
小倉 直子   千葉県千葉市立花園中学校教諭 
影山 和也   広島大学大学院准教授 ※ 
小池 徳男    長野県教育委員会事務局教学指導課義務教育指導係指導主事 
佐藤賢太郎   岩手県盛岡市立黒石野中学校教諭 ※ 
島尾 裕介   鳴門教育大学附属中学校教諭 ※ 
正路  要   千葉県千葉市立打瀬中学校教諭 
鈴木 明裕    岐阜聖徳学園大学教授 ※ 
鈴木  誠   東京学芸大学附属世田谷中学校教諭 
丹  能成    埼玉県さいたま市立宮原小学校教頭 
永田潤一郎   文教大学准教授 ※ 
西仲 則博   奈良県磯城郡川西町・三宅町式下中学校組合立式下中学校教諭 ※ 
野口千津子    埼玉県教育局市町村支援部義務教育指導課指導主事 
藤原 大樹   横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校教諭 
増田 律子    東京都台東区立御徒町台東中学校長 ※ 
山本 周一   東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事 ※ 

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

青山 和裕   愛知教育大学准教授 
宇陀 定司    茨城大学教育学部附属中学校教諭 
大谷  実   金沢大学教授 
影山 和也    広島大学大学院准教授 
佐藤賢太郎   岩手県盛岡市立黒石野中学校教諭 
島尾 裕介    鳴門教育大学附属中学校教諭 
清水 宏幸   山梨県教育庁義務教育課指導主事 
鈴木 明裕    岐阜聖徳学園大学教授 
高橋 広明   東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭 
永田潤一郎   文教大学准教授 
西仲 則博   奈良教育大学附属中学校教諭 
長谷川京子    千葉県千葉市立新宿中学校教諭 
増田 律子    東京都台東区立御徒町台東中学校長 
山口 昭子   栃木県高根沢町立北高根沢中学校教諭 
山本 周一   東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事 

 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

水谷 尚人   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 
新井  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学力調査官 
                             （平成 28 年３月 31 日まで）（注） 
 
 
 
 



【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 26年３月末現在） 

                              ※は結果分析委員会委員を兼務  
池田 容子   兵庫県神戸市立有野中学校長 ※ 
伊藤 英樹   早稲田中学校・高等学校教諭 ※ 
今井  功   千葉市教育委員会学校教育部教育センター指導主事 ※ 
小川 博久   千葉県君津市立君津中学校教頭 
加藤 裕之   神奈川県南足柄市立岡本小学校教頭 ※ 
鎌田 智義   東京都東久留米市立下里中学校主任教諭 ※ 
小林 辰至   上越教育大学教授※ 
小林 俊行   東海大学教授 ※ 
鮫島 朋美   東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭 ※ 
下川 泰弘   千葉県野田市教育委員会学校教育部指導課指導主事 ※ 
関谷 育雄   神奈川県平塚市立江陽中学校総括教諭 ※ 
高畠 勇二   東京都練馬区立開進第一中学校長 ※ 
野内 頼一   茨城県教育委員会高校教育課指導主事 
松浦 拓也   広島大学大学院准教授 ※ 
松下  賢   北海道教育大学附属函館中学校教諭 
宮内 卓也   東京学芸大学附属世田谷中学校教諭 ※ 
山口  毅   東京都立富士高等学校附属中学校主幹教諭 ※ 

 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（理科）】（職名は平成 27年３月末現在） 
  池田 容子   兵庫県神戸市立有野中学校長 
  伊藤新一郎   北海道立教育研究所附属理科教育センター研究研修主事 

伊藤 英樹   早稲田中学校・高等学校教諭 
今井  功   千葉県千葉市立花園中学校教頭 
加藤 裕之   神奈川県南足柄市立岡本小学校教頭 
鎌田 智義   東京都教職員研修センター研修部専門教育向上課指導主事 
小林 辰至   上越教育大学教授 
小林 俊行   東海大学教授 
鮫島 朋美   東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭 
下川 泰弘   千葉県野田市立第二中学校教頭 
鈴木華奈子   新潟県立教育センター教育支援課教育研究班指導主事 
関谷 育雄   神奈川県平塚市立江陽中学校教頭 
高畠 勇二   一般社団法人エネルギー・環境理科教育推進研究所副代表理事 
田代 直幸     常葉大学准教授 
田中 保樹    横浜市教育委員会事務局教職員人事部教職員育成課指導主事 
松浦 拓也   広島大学大学院准教授 
宮内 卓也   東京学芸大学附属世田谷中学校教諭 
山口  毅   東京都立富士高等学校附属中学校主幹教諭 

 
 
 
 



研究所においては，以下の者が担当した。 
野内 頼一    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 
藤枝 秀樹    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 
鈴木 康浩    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 
藤本 義博    国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部学力調査官 
清原 洋一   文部科学省初等中等教育局主任視学官 

（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） 
                                           （平成 29 年３月 31 日まで）（注） 

後藤 顕一   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 
                             （平成 29 年３月 31 日まで）（注） 
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 
                             （平成 26 年３月 31 日まで）（注） 

木下 正博    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 
                              （平成 28 年３月 31 日まで）（注） 

田代 直幸    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） 

田中 保樹    国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部学力調査官 
                             （平成 26 年３月 31 日まで）（注） 

谷口 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学力調査官 
                             （平成 26 年３月 31 日まで）（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（外国語）】（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  

井添純一郎   岐阜県高山市立日枝中学校教諭 ※ 
市川 昌樹   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 ※ 
伊藤 幸男   埼玉県熊谷市立吉岡中学校教頭 ※ 
及川  賢    埼玉大学准教授 ※ 
笠原  一    横浜市教育委員会事務局西部学校教育事務所首席指導主事 ※ 
金子 朝子   昭和女子大学大学院教授 ※ 
菅野 幹子    福島県郡山市立大槻中学校教諭 ※ 
津久井貴之   群馬県教育委員会事務局義務教育課指導主事 ※ 
戸坂 和明    埼玉県熊谷市立玉井中学校教頭 ※ 
根岸 雅史   東京外国語大学大学院教授 ※ 
福沢 仁恵    埼玉県白岡市教育委員会教育部教育指導課指導主事 ※ 
松田 典英    神奈川県川崎市立西生田中学校教諭 ※ 
吉澤 孝幸    秋田県大仙市立大曲中学校教諭 ※ 

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

井添純一郎   岐阜県高山市立日枝中学校教諭 
市川 昌樹   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 
伊藤 幸男   埼玉県熊谷市立吉岡中学校教頭 
及川  賢    埼玉大学准教授 
笠原  一    神奈川県横浜市立本宿中学校校長 
金子 朝子   昭和女子大学大学院教授 
菅野 幹子    福島県郡山市立大槻中学校教諭 
津久井貴之   お茶の水女子大学附属高等学校教諭 
戸坂 和明    埼玉県熊谷市立玉井中学校教頭 
根岸 雅史   東京外国語大学大学院教授 
福沢 仁恵    埼玉県白岡市立白岡中学校教頭 
前田 啓朗   広島大学准教授 
松田 典英    神奈川県川崎市立塚越中学校教諭 
吉澤 孝幸    秋田県大仙市立大曲中学校教諭 
 
 

研究所においては，以下の者が担当した。 
平木  裕    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） 
直山木綿子    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 
向後 秀明    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 

（平成 29 年３月 31 日まで）（注） 
太田 光春    文部科学省初等中等教育局視学官（平成 28年３月 31日まで）（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 26年３月末現在） 
※は結果分析委員会委員を兼務  

臼井  学   長野県中信教育事務所学校教育課指導主事 
小熊 利明    埼玉県川越市立芳野中学校長 ※ 
勝山 幸子    東京都港区立六本木中学校主任教諭 ※ 
佐藤 太一    埼玉大学教育学部附属中学校教諭 ※ 
杉山 厚志   長野県長野市立豊野中学校教諭 ※ 
杉山 利行    神奈川県立相模原中等教育学校総括教諭 ※ 
相馬 直子    新潟大学教育学部附属新潟中学校教諭 ※ 
副島 和久   佐賀県唐津市立加唐中学校教頭 ※ 
寺田己保子    埼玉学園大学准教授 ※ 
 畑   真子   滋賀県草津市教育委員会学校教育課副参事 ※ 
薬袋  貴    山梨県教育庁義務教育課副主幹・指導主事 ※ 

  宮下 俊也   奈良教育大学大学院教授 ※ 
 
 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（音楽）】（職名は平成 27年３月末現在） 

内田 有一   茨城県守谷市立守谷中学校教諭 
大熊 信彦   群馬県総合教育センター研究・研修主監 
小熊 利明    埼玉県川越市教育委員会学校教育部参事兼教育センター所長 
勝山 幸子   東京都港区立六本木中学校主任教諭 
齊藤 忠彦    信州大学教授 
佐藤 太一    埼玉大学教育学部附属中学校教諭 
白石 文子   岩手大学准教授 
杉山 厚志    長野県長野市立豊野中学校教諭 
杉山 利行    神奈川県立相模原中等教育学校総括教諭 
相馬 直子    新潟大学教育学部附属新潟中学校教諭 
副島 和久    佐賀県唐津市立加唐中学校教頭 
寺田己保子   埼玉学園大学准教授 

   畑   真子    滋賀県草津市立高穂中学校教頭 
薬袋  貴    山梨県昭和町立押原中学校教頭 
宮下 俊也   奈良教育大学大学院教授 

   
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

臼井  学    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 
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 

大熊 信彦   国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 
（平成 26年３月 31日まで）（注）  

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（美術）】（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  

内原 良二   香川県高松市立勝賀中学校教諭 ※ 
大野 一紀    秋田県総合教育センター教科・研究班指導主事 ※ 
栗原 理恵    栃木県宇都宮市立宮の原中学校教諭 ※ 
小池 研二    横浜国立大学准教授 ※ 
鈴野 江里    横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校教諭 ※ 
鷹野  晃    山梨県北杜市立須玉中学校教頭 ※ 
直江 俊雄    筑波大学准教授 ※ 
長尾 菊絵    東京都西東京市立ひばりが丘中学校主任教諭 ※ 
中村 一哉   東京都府中市立府中第五中学校長 ※ 
林  光孝    北九州市教育委員会指導部指導第一課指導主事 ※ 
人見 和宏   滋賀県大津市教育委員会学校教育課指導主事 ※ 
福本 謹一   兵庫教育大学理事・副学長 ※ 
松永かおり    東京都教育庁指導部指導企画課指導主事 ※ 
三澤 一実   武蔵野美術大学教授 ※ 
水野 一英    北海道札幌市立宮の森中学校教諭 ※ 
村上 尚徳   環太平洋大学教授 ※ 

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

池田 絵美   独立行政法人国立美術館国立西洋美術館総務課係長 
内原 良二    香川県高松市立屋島中学校教諭  
大野 一紀    秋田県総合教育センター教科・研究班指導主事  
栗原 理恵    栃木県宇都宮市立宮の原中学校教諭  
小池 研二    横浜国立大学准教授  
鈴野 江里    横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校教諭  
鷹野  晃    山梨県北杜市立明野中学校教頭  
直江 俊雄    筑波大学教授  
長尾 菊絵    東京都西東京市立ひばりが丘中学校主任教諭  
中村 一哉   東京都府中市立府中第五中学校長  
林  光孝    北九州市教育委員会指導部指導第一課指導主事  
人見 和宏   滋賀県大津市教育委員会学校教育課指導主事 
福本 謹一   兵庫教育大学理事・副学長  
松永かおり    東京都町田市立金井小学校副校長 
三澤 一実   武蔵野美術大学教授  
水野 一英    北海道札幌市立宮の森中学校教諭  

 村上 尚徳   環太平洋大学教授  
 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

東良 雅人   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 
 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（保健体育 体育分野）】（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  

木原 慎介    東京都墨田区立桜堤中学校主任教諭 ※ 
佐藤  豊    鹿屋体育大学教授 ※ 
田山 満則    山口県教育庁学校安全・体育課指導主事 ※ 
千田  幸喜    岩手県教育委員会事務局スポーツ健康課指導主事兼保健体育主事 ※ 
友添  秀則    早稲田大学教授 ※ 
日野 克博   愛媛大学准教授 
三木ひろみ     筑波大学准教授 ※ 
栁田  勇    埼玉県川口市立芝東中学校教諭 ※ 
山本 一典    茨城県教育庁保健体育課指導主事 ※ 
吉野  聡    茨城大学准教授 ※ 

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

石川 泰成    埼玉県春日部市立粕壁小学校長 
伊藤 久仁    名古屋市教育センター所長 
北本 憲仁    熊本県山鹿市立菊鹿中学校教諭 
木原 慎介    東京都墨田区立竪川中学校主任教諭 
佐藤  豊    鹿屋体育大学教授 
柴田 一浩    流通経済大学准教授 
田山 満則    山口県教育庁学校安全・体育課指導主事 
千田  幸喜    岩手県教育委員会事務局スポーツ健康課主任指導主事兼主任保健体育主事 
友添  秀則    早稲田大学教授 
福井 宏和    佐賀県伊万里市立伊万里中学校教頭 
星野 和貴    秋田県秋田市立大正寺小学校教頭 
三木ひろみ     筑波大学准教授 
栁田  勇    埼玉県川口市立芝東中学校教諭 
山本 一典    茨城県教育庁保健体育課指導主事 
吉野  聡    茨城大学准教授 
 

  
研究所においては，以下の者が担当した。 

高橋 修一   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  
石川 泰成   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 

（平成 26年３月 31日まで）（注） 
 

 
 
 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（保健体育 保健分野）】（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  

荒井 信成    白鷗大学講師 ※ 
今村  修    東海大学教授 ※ 
久保 元芳    宇都宮大学講師 ※ 
根岸  淳    横浜市教育委員会指導部指導企画課主任指導主事 ※ 
横嶋  剛    栃木県宇都宮市教育委員会学校健康課係長 ※ 
吉田 初美    埼玉県熊谷市立大幡中学校教諭 ※ 
渡邉 正樹   東京学芸大学教授 ※ 
渡部  基    北海道教育大学教授 ※ 
 

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

荒井 信成    白鷗大学講師 
今村  修    東海大学教授 
江村恵里子     埼玉県春日部市教育委員会社会教育部スポーツ推進課指導主事 
小野里真弓    上武大学講師 
久保 元芳    宇都宮大学講師 
佐伯 直也    長崎県教育庁体育保健課指導主事 
鈴木 美江    埼玉県杉戸町立西小学校教頭 
高橋 伸明    福島県西白河郡西郷村立西郷第二中学校長 
根岸  淳    横浜市教育委員会指導部指導企画課主任指導主事 
横嶋  剛    栃木県宇都宮市教育委員会学校健康課課長補佐 
吉田 初美    埼玉県熊谷市立大幡中学校教諭 
渡邉 正樹   東京学芸大学教授 
渡部  基    北海道教育大学教授 

 
 
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 
今関 豊一   国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部長 

（平成 29 年３月 31 日まで）（注） 
 

 

 

 

 
 
 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（技術・家庭 技術分野）】（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  

安藤 明伸   宮城教育大学准教授 ※ 
大谷  忠    東京学芸大学准教授 ※ 
大西  有    北海道教育庁上川教育局教育支援課義務教育指導班指導主事 ※ 
尾﨑  誠    神奈川県厚木市立荻野中学校教諭 ※ 
田口 浩継   熊本大学教授 ※ 
竹野 英敏    広島工業大学教授 ※ 

  中西 康雅   三重大学准教授 ※ 
谷田 親彦   広島大学大学院准教授 ※ 

  渡邊 茂一   神奈川県相模原市立上溝南中学校教諭 ※ 
 
 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（技術・家庭 技術分野）】（職名は平成 27年３月末現在） 

安藤 明伸   宮城教育大学准教授 
大泉  計   徳島県徳島市加茂名中学校教頭 
大谷  忠    東京学芸大学准教授  
大西  有    茨城大学准教授 
尾﨑  誠    神奈川県厚木市立荻野中学校教諭  
佐藤  修   神奈川県相模原市立小山中学校長 
田口 浩継   熊本大学教授  
竹野 英敏    広島工業大学教授  

  中西 康雅   三重大学准教授 
長谷川 洋   広島市教育センター主任指導主事（事）主任 
藤本  登   長崎大学教授 
古川  稔   福岡教育大学教授 
森山  潤   兵庫教育大学大学院教授 
谷田 親彦   広島大学大学院准教授 

  渡邊 茂一   相模原市教育委員会総合学習センター指導主事 
   
研究所においては，以下の者が担当した。 

上野 耕史   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（技術・家庭 家庭分野）】（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  

生野 晴美   東京学芸大学教授 ※ 
石川 洋子    文教大学教授 ※ 
上野 顕子    金城学院大学教授 ※ 
小川三代子     埼玉県加須市立三俣小学校長 ※ 
加藤 順子    埼玉県さいたま市立土合中学校教諭 ※ 
佐藤 明子    東京都練馬区立小中一貫教育校大泉桜学園副校長 ※ 
志村 結美    山梨大学大学院准教授 ※ 
鈴木真由子     大阪教育大学教授 ※ 
田中 宏子    滋賀大学准教授 ※ 
長島 淑子    埼玉県さいたま市立東浦和中学校教頭 ※ 
中村 恵子    福島大学教授 ※ 

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

生野 晴美   東京学芸大学教授 
石川 洋子    文教大学教授 
上野 顕子    金城学院大学教授 
大川 美子    栃木県宇都宮市立陽西中学校教諭 
小川三代子     埼玉県加須市立三俣小学校長 
加藤 順子    埼玉県さいたま市立土合中学校教諭 
木村美智子     茨城大学教授 
佐藤 明子    東京都練馬区立小中一貫教育校大泉桜学園副校長 
志村 結美    山梨大学大学院准教授 
鈴木真由子    大阪教育大学教授 
田中 宏子    滋賀大学准教授 
長島 淑子    埼玉県さいたま市立柏崎小学校長 
中村 恵子    福島大学教授 
迎  寿美     千葉県千葉市立轟町中学校教諭 

山﨑 幸子    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 
 
 
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（総合的な学習の時間）】（職名は平成27年３月末現在） 
猪股 亮文    仙台市教育局学校教育部教育指導課主幹兼教育課程係長 
畝尾 宏明    東京都千代田区教育委員会子ども・教育部指導課指導主事 
太田   聡    滋賀大学教育学部附属中学校教諭 
鎌田 明美    徳島県立富岡東中・高等学校教諭 
木村 友昭    青森県総合学校教育センター義務教育課指導主事 
黒上 晴夫   関西大学教授 
坂  恵津子     大阪市教育センター首席指導主事 
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 
田村 公子    新潟県柏崎市立新道小学校教諭 
豊川 秀樹    仙台市教育委員会指導主事 
中村 明彦    鳥取県鳥取市立南中学校教諭 
野口  徹    山形大学准教授 
深井  美和    富山県富山市立蜷川小学校教諭 
三島 晃陽    岐阜県美濃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 
三橋 和博    徳島県阿波市立土成中学校教諭 
山内 貴弘    愛知県岡崎市教育委員会学校指導課指導班指導主事 
山本 直恵    新潟県魚沼市立堀之内中学校教諭 

 
 
 
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 27年３月末現在） 

   

青木由美子    東京都武蔵村山市立第一中学校長 

東  岳史   北海道教育大学附属札幌中学校教諭 
勝亦 章行   東京都練馬区立関中学校長 
川﨑 友嗣   関西大学教授 
工藤 圭介   青森県教育庁西北教育事務所指導主事 
小泉 雅彦   徳島県藍住町立藍住北小学校教頭 
酒巻克太郎   埼玉県加須市立昭和中学校主幹教諭 
猿渡 正利   宮城教育大学教育復興支援センター客員研究員 
清水 隆彦   東京都荒川区立諏訪台中学校長  
白松  賢   愛媛大学教授 
須藤  稔   白鷗大学教授 
竹中 重雄   大阪府教育委員会人権教育企画課指導主事 
藤田 晃之   筑波大学教授 
松田  素行   文教大学教授 

 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 

長田  徹    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 
（併任 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導指導研究センター総括研究官） 

  立石 慎治    国立教育政策研究所高等教育研究部研究員 
（併任 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導指導研究センター研究員） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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） 

 

 

 

 

 


