
平成 27 年度高等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（国語総合）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

相原 健右   神奈川県立湘南高等学校（定時制）教諭 ※ 

石原 徳子   神奈川県立多摩高等学校教諭 ※ 

内田 浩文   岡山県立林野高等学校指導教諭 ※ 

海老澤恭弘    茨城県教育庁高等教育課指導主事 ※ 

大元 理絵   東京都立荻窪高等学校主幹教諭 ※ 

佐藤 和彦   東京都立西高等学校副校長 ※ 

島田 康行   筑波大学教授 ※ 

髙木 展郎   横浜国立大学教授 ※ 

髙木美菜子    茨城県立石岡第二高等学校教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 

仲野 敏樹   東京都立秋留台高等学校教諭 ※ 

西辻 正副   奈良学園大学副学長 ※ 

藤森 裕治   信州大学教授 ※ 

山下  直    文教大学准教授 ※ 

吉田 佳恵   神奈川県教育委員会教育局総務室専任主幹 ※ 

渡邉  剛    茨城県教育庁高校教育課主任指導主事 ※ 

   

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（国語総合）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

  相原 健右   神奈川県立総合教育センター教育人材育成課（マネジメント研究班）指導主事 

  石原 徳子   神奈川県立多摩高等学校教諭 

  内田 浩文   岡山県立林野高等学校指導教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 

  海老澤恭弘    茨城県教育庁高等教育課指導主事 

  大元 理絵   東京都立荻窪高等学校主幹教諭 

  河手由美香    山梨県立甲府西高等学校教頭 

  幸田 国広   早稲田大学教授 

  佐藤 和彦   東京都立広尾等学校長 

  島田 康行   筑波大学教授 

  髙木 展郎   横浜国立大学名誉教授 

  田中 宏幸   広島大学大学院教授 

  仲野 敏樹   東京都立秋留台高等学校教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 

  西辻 正副   奈良学園大学統括副学長 

  藤森 裕治   信州大学教授（職名は平成 28 年３月末現在） 

  山下  直    文教大学准教授 

  吉田 佳恵   神奈川県教育委員会教育局総務室専任主幹 

  渡邉  剛    茨城県立水戸南高等学校通信制教頭 

  渡辺 本樹   福井県教育庁高校教育課指導主事（職名は平成 28 年３月末現在） 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

大滝 一登   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） 

 

（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（世界史 B）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務  
飯塚 勇一   群馬県立高崎北高等学校教諭 ※ 
大森 淳子   栃木県教育委員会事務局学校教育課指導主事 ※ 
岡本 修一   千葉県立千葉東高等学校教諭 ※ 
小川 幸司   長野県長野高等学校教頭 
奥原 義尚   広島県立賀茂高等学校教頭 ※（職名は平成 27 年３月末現在） 

杉浦 義之   愛知県立旭丘高等学校（定時制）教頭 ※ 

杉本 明隆   愛知県立東海南高等学校教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 
田尻 信壹   目白大学教授 ※ 
原田 智仁   兵庫教育大学大学院教授 
廣川みどり    千葉県立袖ヶ浦高等学校教諭 ※ 
廣本 哲哉   埼玉県立飯能高等学校教諭 ※ 
藤本 和哉   筑波大学附属高等学校教諭 ※ 
村松 輝久   静岡県立浜松南高等学校教諭 ※ 
山方 了平   千葉県立野田中央高等学校教諭 ※ 
山本 清之   立命館宇治中学・高等学校教諭 ※ 
 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（世界史 B）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

飯塚 勇一   群馬県立高崎北高等学校教諭 
池尻 良平   東京大学大学院特任助教 

大関 隆夫   神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校総括教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 

大森 淳子   栃木県教育委員会事務局学校教育課指導主事（職名は平成 28 年３月末現在） 

岡本 修一   千葉県立千葉東高等学校教諭 

奥原 義尚   広島県立五日市高等学校長 

杉浦 義之   愛知県立旭丘高等学校（定時制）教頭 

田尻 信壹   目白大学教授（職名は平成 28 年３月末現在） 

戸田 善治   千葉大学教授（職名は平成 28 年３月末現在） 
服部 一秀   山梨大学大学院教授 
廣川みどり    千葉県立袖ヶ浦高等学校教諭 
廣本 哲哉   埼玉県立飯能高等学校教諭 
福島  宏   愛知県総合教育センター研究部長 
藤中 政浩   愛知県立高蔵寺高等学校教頭 
藤本 和哉   筑波大学附属高等学校教諭 
宮本 英征   広島大学附属高等学校教諭 
村松 輝久   静岡県立浜松南高等学校教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 
山方 了平   千葉県立野田中央高等学校教諭 
山本 清之   立命館宇治中学・高等学校教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 

 
研究所においては，以下の者が担当した。 

大森 淳子   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 
村瀬 正幸   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 30 年３月 31 日まで）（注） 
二井 正浩   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 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（日本史 B）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務  
上田  茂   千葉県立薬園台高等学校教諭 
内堀 隆樹   神奈川県立深沢高等学校教諭 
大庭 大輝   筑波大学附属高等学校教諭 ※ 
小林 武史   埼玉県教育委員会高校教育指導課指導主事 ※ 
下山  忍   埼玉県立越谷北高等学校長 ※ 
多田万里子   埼玉県立熊谷西高等学校教諭 ※ 
田邉  旬   東京都立浅草高等学校教諭 
土屋 武志   愛知教育大学教授 ※ 
坪井 佳代   愛知県総合教育センター研修部企画研修室長 
中家  健   東京都立小石川中等教育学校教諭 ※ 
韮塚 雄一   埼玉県立本庄高等学校教頭 ※ 
三原 慎吾   兵庫県立須磨東高等学校教諭 ※ 
吉田 洋子   東京都立豊島高等学校指導教諭 
六本木健志    文教大学准教授 

 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（日本史 B）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

大庭 大輝   筑波大学附属高等学校教諭 
勝又 貞臣   秋田県教育庁高等教育課指導主事 
小林 武史   埼玉県教育委員会高校教育指導課指導主事 
佐伯 英志   東京都立国分寺高等学校教諭 
下山  忍   東北福祉大学教授 
多田万里子    埼玉県立熊谷西高等学校教諭 
土屋 武志   愛知教育大学教授 
中尾 敏朗   群馬大学准教授 
中家  健   東京都立小石川中等教育学校教諭 
韮塚 雄一   埼玉県立鳩山高等学校長 
三原 慎吾   兵庫県立須磨東高等学校教諭 

 
 
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）  
藤島 尚子   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 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（地理 A，地理 B）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

                               ※は結果分析委員会を兼務  
蒼下 和敬   山口県立響高等学校教諭 ※ 
青本 眞二   広島県立教育センター教科教育部長 ※ 
飯田  太   千葉県立富里高等学校教諭 ※ 
石毛 一郎   千葉県立佐原高等学校教諭 ※ 
宇治川 秀   東京都立青山高等学校指導教諭 ※ 
小野間豊和    神奈川県立湘南高等学校教諭 ※ 
加藤 一郎   埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校教諭 ※ 
小林 正人   東京都教育庁指導部高等学校教育指導課統括指導主事 ※ 
柴田 祥彦   東京都立国分寺高等学校指導教諭 ※ 
田中  泉   栃木県立真岡高等学校教諭 ※ 
田中 隆志   群馬県立桐生女子高等学校教諭 ※ 
常井 仁美   岡山県立津山高等学校教諭 ※ 
中村 理恵   群馬県立前橋高等学校教諭 
中本 和彦   四天王寺大学准教授 ※ 
福井 朋美   北海道札幌北高等学校教諭 ※ 
堀  英男   岐阜県立岐阜高等学校教諭 

松岡 真徳   広島県立広島中学・高等学校教諭 
山口 泰宏   筑波大学附属中学校教諭 
吉村 憲二   神奈川県立寒川高等学校教諭 ※ 

 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（地理 A，地理 B）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

蒼下 和敬   山口県立響高等学校教諭 
青本 眞二   広島県立教育センター教科教育部長（職名は平成 28 年３月末現在） 
飯田  太   千葉県立富里高等学校教諭 
石毛 一郎   千葉県立佐原高等学校教諭 
石丸 哲史   福岡教育大学教授 
宇治川 秀   東京都立西高等学校指導教諭 
小野間豊和    神奈川県立湘南高等学校教諭 
加藤 一郎   埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 
小林 正人   東京都教育庁指導部高等学校教育指導課統括指導主事（職名は平成 28 年３月末現在） 
坂本 伸宏   広島県立教育センター企画部主任指導主事 
柴田 祥彦   東京都立国分寺高等学校指導教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 
田中  泉   栃木県立真岡高等学校教諭 
田中 隆志   群馬県立桐生女子高等学校教諭 
常井 仁美   岡山県立林野高等学校教諭 
中本 和彦   四天王寺大学准教授（職名は平成 28 年３月末現在） 
福井 朋美   北海道札幌北高等学校教諭 
増田 圭司   埼玉県立伊奈学園総合高等学校教諭 
吉村 憲二   神奈川県立横浜緑ヶ丘高等学校教諭 

 
研究所においては，以下の者が担当した。 

濵野  清   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） 

山口 泰宏   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 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（現代社会）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

江口 勇治   筑波大学教授 ※ 

  大倉 泰裕   千葉県立松戸向陽高等学校教諭 ※ 

  片岡 勝規   千葉県立長生高等学校教諭 ※ 

  金子 幹夫   神奈川県立平塚農業高等学校初声分校総括教諭 ※ 

  加納 隆徳   帝京大学特任講師 ※ 

  篠田健一郎   東京都立西高等学校指導教諭 ※ 

  高橋 朝子   東京都立戸山高等学校主幹教諭 

  髙見澤圭一   山梨県立甲府西高等学校教諭 ※ 

  華井 裕隆   埼玉県立いずみ高等学校教諭 ※ 

  溝口 和宏   鹿児島大学教授 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（現代社会）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

  江口 勇治   筑波大学教授 

  大倉 泰裕   千葉県立松戸向陽高等学校教諭 

  片岡 勝規   千葉県立長生高等学校教諭 

  金子 幹夫   神奈川県立平塚農業高等学校初声分校総括教諭 

  加納 隆徳   帝京大学特任講師 

  篠田健一郎   東京都立西高等学校指導教諭 

  髙見澤圭一   山梨県立甲府工業高等学校定時制教頭 

  華井 裕隆   埼玉県立いずみ高等学校教諭 

  溝口 和宏   鹿児島大学教授 

   

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

小栗 英樹   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 

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 

（平成 30 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（倫理）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

  飯塚 秀彦   群馬県伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校教諭 ※ 

  井上結香子   北海道富良野高等学校教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 

  今村 博幸   兵庫県立伊川谷北高等学校教諭 ※ 

  大平 剛生   広島県教育委員会教育部豊かな心育成課人権教育係指導主事 ※ 

  小泉 博明   文京学院大学教授 ※ 

  谷田 増幸   兵庫教育大学大学院教授 ※ 

  樋口 繁章   山梨県立日川高等学校教諭 ※ 

  本間 恒男   東京都立多摩高等学校主幹教諭 ※ 

  村野 光則   東京大学教育学部附属中等教育学校教諭 ※ 

  和田 倫明   東京都立産業技術高等専門学校教授 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（倫理）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

  飯塚 秀彦   群馬県伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校教諭 

  今村 博幸   兵庫県立伊川谷北高等学校教諭 

  大平 剛生   広島県教育委員会教育部豊かな心育成課人権教育係指導主事 

  小泉 博明   文京学院大学教授 

  谷田 増幸   兵庫教育大学大学院教授 

  樋口 繁章   山梨県立日川高等学校教諭 

  本間 恒男   東京都立多摩高等学校主幹教諭 

  村野 光則   東京大学教育学部附属中等教育学校教諭 

  和田 倫明   東京都立産業技術高等専門学校教授 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

澤田 浩一   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（政治・経済）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

  新井  明    上智大学非常勤講師 ※ 

  河田 敦之   広島県立国泰寺高等学校長 ※ 

  栗原  久    東洋大学教授 ※ 

  桑原 敏典   岡山大学大学院教授 ※ 

  高林 賢治   広島県教育委員会高校教育指導課指導主事 ※ 

  橋本 康弘   福井大学教授 ※ 

  保立 雅紀   東京工業大学附属科学技術高等学校教諭 

  升野 伸子   筑波大学附属中学校教諭 

  宮崎三喜男    東京都立国際高等学校主任教諭 

  谷田部玲生    桐蔭横浜大学教授 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（政治・経済）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

  新井  明    上智大学非常勤講師 

  河田 敦之   広島県立国泰寺高等学校長 

  栗原  久    東洋大学教授 

  桑原 敏典   岡山大学大学院教授 

  高林 賢治   広島県教育委員会高校教育指導課指導主事 

  橋本 康弘   福井大学教授 

  谷田部玲生    桐蔭横浜大学教授 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

小栗 英樹   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 

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 

（平成 30 年３月 31 日まで）（注） 
大杉 昭英   国立教育政策研究所初等中等教育研究部長  (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（数学）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

  岩田 耕司   福岡教育大学准教授 ※ 

  荻野 大吾   東京都立戸山高等学校指導教諭 ※ 

  小野満香織    神奈川県立小田原高等学校教諭 ※ 

  川﨑 宣昭   筑波大学附属高等学校教諭 ※ 

  熊倉 啓之   静岡大学教授 ※ 

  小林  廉    東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭 ※ 

  塚原久美子    東京都立板橋有徳高等学校主任教諭 ※ 

  長崎 栄三   国立教育政策研究所名誉所員 ※ 

  丸橋  覚    群馬県教育委員会事務局高校教育課係長 

  茂木  悟    宮城県丸森町立丸森中学校教頭 

  山口 武志   鹿児島大学教授 ※ 

  横澤 克彦   長野県屋代高等学校・附属中学校教諭 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（数学）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

  岩田 耕司   福岡教育大学准教授 

  荻野 大吾   東京都立戸山高等学校指導教諭 

  小野満香織    神奈川県立小田原高等学校教諭 

  川﨑 宣昭   筑波大学附属高等学校教諭 

  熊倉 啓之   静岡大学教授 

  小林  廉    東京学芸大学附属国際中等教育学校教諭 

  島内 啓介   共栄大学准教授 

  塚原久美子    東京都立板橋有徳高等学校指導教諭 

  長崎 栄三   国立教育政策研究所名誉所員 

  西村 圭一   東京学芸大学教授 

  山口 武志   鹿児島大学教授 

  横澤 克彦   長野県屋代高等学校・附属中学校教諭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

長尾 篤志   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（物理基礎）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

荒川   洋   東京都立目黒高等学校非常勤教員 ※ 

岩瀬英二郎    栃木県総合教育センター研究調査部指導主事 ※ 

内ノ倉真吾    鹿児島大学准教授 ※ 

新林 章輝   静岡県立金谷高等学校教頭 ※ 

筒井 和幸   大阪教育大学附属高等学校池田校舎教諭 ※ 

永露 浩明   東京都立杉並高等学校主任教諭 

新田 英雄   東京学芸大学教授 ※ 

林  広幸   千葉県銚子市立銚子高等学校教諭 ※ 

村上  弘    岩手県立伊保内高等学校副校長 ※ 

村田 律子   東京都立駒場高等学校主任教諭 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（物理基礎）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

荒川  洋   東京都立目黒高等学校非常勤教員 

岩瀬英二郎    栃木県総合教育センター研究調査部副主幹 

内ノ倉真吾    鹿児島大学准教授 

木下 正博     富山県総合教育センター研究主事 

新林 章輝   静岡県立金谷高等学校教頭 

筒井 和幸   大阪教育大学附属高等学校池田校舎教諭 

永露 浩明   東京都立杉並高等学校主任教諭 

新田 英雄   東京学芸大学教授 

林  広幸   千葉県銚子市立銚子高等学校教諭 

村上  弘    岩手県立総合教育センター主任研修指導主事 

村田 律子   東京都立戸山高等学校主任教諭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

清原 洋一   文部科学省初等中等教育局主任視学官 
遠山 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 

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） 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（化学基礎）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

飯田 寛志   静岡県総合教育センター指導主事 ※ 

大平 和之   新潟県立教育センター教育支援課指導主事 ※ 

梶山 正明     筑波大学附属駒場中学校・高等学校教諭  ※ 

鎌田 正裕   東京学芸大学教授 ※ 

上村 礼子   東京都立小石川中等教育学校主幹教諭 ※ 

川崎 弘作     岡山大学大学院助教 ※ 

神崎 勝弘   千葉県立国府台高等学校教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 

小林 邦佳    埼玉県立鳩山高等学校教諭 ※ 

坂井 秀敏   東京都立保谷高等学校長 ※ 

清水 武夫     埼玉県立大宮高等学校教諭 ※ 

田中 義靖   東京都立戸山高等学校指導教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 

林  誠一   富山県立高岡南高等学校長 ※ 

松岡 雅忠   駒場東邦中・高等学校教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 

渡部 智博   立教新座中・高等学校教諭 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（化学基礎）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

赤石 定治     東京都立科学技術高等学校長 

飯田 寛志   静岡県総合教育センター指導主事 

伊藤 崇由     北海道立教育研究所附属理科教育センター指導主事 

大平 和之   新潟県立長岡高等学校教諭 

梶山 正明     筑波大学附属駒場中学校・高等学校教諭 

鎌田 正裕   東京学芸大学教授 

上村 礼子   東京都立小石川中等教育学校主幹教諭 

川崎 弘作     岡山大学大学院助教 

小林 邦佳    埼玉県立鳩山高等学校教諭 

坂井 秀敏   東京都立保谷高等学校元校長 

清水 武夫     埼玉県立大宮高等学校教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 

林  誠一   富山県立高岡南高等学校長 

渡部 智博   立教新座中・高等学校教諭 

 

 

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 

松原 憲治   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 

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） 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（生物基礎）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

井口  藍    埼玉県立川口北高等学校教諭 ※ 

池田 達治   香川県教育センター主任指導主事 ※ 

板山  裕    東京都立国立高等学校指導教諭 ※ 

宇田川麻由     筑波大学附属駒場中・高等学校教諭 ※ 

大野 智久   東京都立国立高等学校主任教諭 ※ 

奥脇  亮    開成中学・高等学校教諭 ※ 

押尾  勲    東京都立南多摩中等教育学校長 ※ 

金本 吉泰     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 ※ 

川上 綾子   千葉市立稲毛高等学校教諭 ※ 

倉林  正    群馬県立沼田女子高等学校教諭（職名は平成 27 年３月末現在） 

白石 直樹   東京都立淵江高等学校主任教諭 ※ 

園池 公毅   早稲田大学教授 ※ 

田代 直幸     常葉大学准教授 ※ 

柳本 高秀   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（職名は平成27年３月末現在） 

山田 裕二   国立研究開発法人科学技術振興機構理数学習推進部調査員 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（生物基礎）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

井口  藍    埼玉県立川口北高等学校教諭 

池田 達治   香川県教育センター主任指導主事（職名は平成 28 年３月末現在） 

板山  裕    東京都立国立高等学校指導教諭 

宇田川麻由     筑波大学附属駒場中・高等学校教諭 

大野 智久   東京都立国立高等学校主任教諭 

奥脇  亮    開成中学・高等学校教諭 

押尾  勲    東京都立南多摩中等教育学校長（職名は平成 28 年３月末現在） 

金本 吉泰     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 

川上 綾子   千葉県千葉市立稲毛高等学校教諭 

白石 直樹   東京都立淵江高等学校主任教諭（職名は平成 28 年３月末現在） 

園池 公毅   早稲田大学教授 

田代 直幸     常葉大学教授 

田中 秀二     京都府立洛北高等学校教諭 

山田 裕二   国立研究開発法人科学技術振興機構理数学習推進部調査員 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

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 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（地学基礎）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

大島  良    東京都立青山高等学校副校長 ※ 

苅田 直樹   岡山県教育庁義務教育課指導主事 ※ 

小玉 秀史   千葉県立佐倉高等学校長 ※ 

齋藤 洋輔   東京学芸大学附属高等学校教諭 ※ 

瀬戸 栄子   東京都立葛飾野高等学校主任教諭 ※ 

田邉 浩明   千葉県立長生高等学校教諭 ※ 

土橋 一仁   東京学芸大学教授 ※ 

名和 俊之   茨城県立茎崎高等学校教諭 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（地学基礎）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

大島  良    東京都立日野台高等学校長 

苅田 直樹   岡山県教育庁義務教育課指導主事 

小玉 秀史   千葉県立松戸国際高等学校教諭 

齋藤 洋輔   東京学芸大学附属高等学校教諭 

瀬戸 栄子   東京都立葛飾野高等学校主任教諭 

田邉 浩明   千葉県立長生高等学校教諭 

土橋 一仁   東京学芸大学教授 

名和 俊之   茨城県立茎崎高等学校教諭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

三次 徳二   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

                               ※は結果分析委員会を兼務 
阿部 雅也   新潟県立教育センター教育支援課教育研究班指導主事 ※ 
安間 一雄   獨協大学教授 ※ 
江原 美明   神奈川県立国際言語文化アカデミア教授 ※ 
大井 恭子   清泉女子大学教授 ※ 
亀谷みゆき    岐阜県立関高等学校教諭 ※ 
下村  明   千葉県立成田国際高等学校教諭 ※ 
武田 尚士   愛知県立明和高等学校教諭 ※ 
永尾 昌栄   広島県立福山誠之館高等学校指導教諭 ※ 
長屋 悦子   大分県立別府翔青高等学校指導教諭 ※ 
Peter Parise   神奈川県立国際言語文化アカデミア専任講師 ※ 
百瀬 美帆   千葉県立長生高等学校教諭 ※ 
米津 明彦   愛知県総合教育センター教科研究室長 ※ 
 

 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

阿部 雅也   新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室主任調査員 
安間 一雄   獨協大学教授 
江原 美明   神奈川県立国際言語文化アカデミア教授 
大井 恭子   清泉女子大学教授 
亀谷みゆき    朝日大学准教授 
下村  明   千葉県立成田国際高等学校教諭 
武田 尚士   愛知県立明和高等学校教諭 
永尾 昌栄   広島県立福山誠之館高等学校指導教諭 
長屋 悦子   大分県立別府翔青高等学校指導教諭 
Peter Parise   神奈川県立国際言語文化アカデミア専任講師 
百瀬 美帆   千葉県立長生高等学校教諭 
米津 明彦   日本福祉大学教授 
 

 
研究所においては，以下の者が担当した。 

下山田芳子   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） 

 
 
 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（体育）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務  
石川 泰成   埼玉県春日部市立粕壁小学校長 ※ 
内山みのり   長野県教育委員会事務局教学指導課指導主事 ※ 
菊  幸一   筑波大学教授 ※ 

木原 慎介   東京国際大学専任講師 ※ 
後藤 晃伸   愛知県立一宮高等学校（定時制）教諭 ※ 
佐藤  豊   鹿屋体育大学教授 ※ 
佐藤  若   山形県立山形中央高等学校教諭 ※ 
柴田 一浩   流通経済大学教授 ※ 
萩尾 英司   宮崎県えびの市立真幸小学校長（職名は平成 27 年３月末現在） 
日野 克博   愛媛大学准教授 ※ 
松尾 邦彦   長崎県教育庁体育保健課指導主事（職名は平成 27 年３月末現在） 
松野  明   神奈川県教育委員会教育局指導部保健体育課指導主事 
三木ひろみ    筑波大学准教授 ※ 
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（体育）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

石田  充   山形県教育庁スポーツ保健課指導主事 
石川 泰成   埼玉県教育局県立学校部保健体育課主席指導主事 
内山みのり   長野県教育委員会事務局教学指導課指導主事 
菊  幸一   筑波大学教授 

木原 慎介   東京国際大学専任講師 
後藤 晃伸   愛知県立一宮高等学校（定時制）教諭 
佐藤 真一   福島県立福島北高等学校教頭 
佐藤  豊   桐蔭横浜大学教授 
佐藤  若   山形県立山形中央高等学校教諭 
柴田 一浩   流通経済大学教授 
日野 克博   愛媛大学准教授 
三木ひろみ    筑波大学准教授 
森  靖明   北海道札幌西高等学校（定時制）教頭 

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 
 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（保健）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

                              ※は結果分析委員会委員を兼務  
青栁 直子   茨城大学准教授 ※ 
大見  学   愛知県立碧南高等学校教頭 ※ 
久保 史裕   千葉県教育庁教育振興部体育課指導主事 ※ 
久保 元芳   宇都宮大学講師 ※ 
河本 尚樹   岡山県教育庁保健体育課学校体育班指導主事(主幹) ※ 
笠井 直美   新潟大学教授 ※ 
野津 有司   筑波大学教授 ※ 
南  雄志   滋賀県立膳所高等学校教諭 ※ 

助友 裕子   日本女子体育大学准教授 ※ 
和唐 正勝   宇都宮大学名誉教授 ※ 

 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（保健）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

青栁 直子   茨城大学准教授 
大見  学   愛知県立碧南高等学校教頭 
久保 史裕   千葉県佐倉市立佐倉中学校教頭 
久保 元芳   宇都宮大学准教授 
河本 尚樹   岡山県教育庁保健体育課学校体育班指導主事(主幹) 
笠井 直美   新潟大学教授 
野津 有司   筑波大学教授 
南  雄志   滋賀県立長浜北星高等学校教諭 

助友 裕子   日本女子体育大学准教授 
和唐 正勝   宇都宮大学名誉教授 

 
 
研究所においては，以下の者が担当した。 
  横嶋  剛   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 

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 
（平成 30 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Ⅰ）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

大熊 信彦   群馬県総合教育センター研究・研修主監 ※ 

恩知 理加   大阪府立夕陽丘高等学校長 ※ 

川田 弘人   高知県立高知海洋高等学校教頭 ※ 

北山 敦康   静岡大学教授 ※ 

小森 保弘   福井県国体推進局競技式典課主任 ※ 

島田  聡    群馬県立館林女子高等学校教諭 ※ 

水戸 博道   明治学院大学教授 ※ 

山内  尚    宮城県多賀城高等学校主幹教諭 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（音楽Ⅰ）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

大熊 信彦   群馬県総合教育センター副所長 

恩知 理加   大阪府立夕陽丘高等学校長 

川田 弘人   高知県教育庁高等学校課全国高等学校総合文化祭担当チーフ 

北山 敦康   静岡大学教授 

小森 保弘   福井県国体推進局競技式典課主任 

島田  聡    群馬県立館林女子高等学校教諭 

水戸 博道   明治学院大学教授 

山内  尚    宮城県立小松島支援学校教頭  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員（美術Ⅰ）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

赤池 宏己   山梨県教育庁高校教育課指導主事 ※ 

梅澤 希人   栃木県立大田原女子高等学校教頭 ※ 

太田 隆明   福島県教育庁高校教育課指導主事 ※ 

黒木  健   秋田県立西目高等学校教諭 （職名は平成 27 年３月末現在） 

中村美知枝     東京都立総合芸術高等学校美術科主任教諭 ※ 

永吉  聖   東京都立葛飾総合高等学校主任教諭 ※ 

星  博人   福島県教育センター研究・研修部教員研修チーム指導主事 ※ 

村上 尚徳   環太平洋大学教授 ※ 

安田  淳    石川県立金沢辰巳丘高等学校教諭 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（美術Ⅰ）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

赤池 宏己   山梨県立甲府南高等学校教諭 

梅澤 希人   栃木県立黒磯南高等学校校長 

太田 隆明   福島県教育庁高校教育課指導主事 

中村美知枝    東京都立総合芸術高等学校美術科主任教諭 

永吉  聖   東京都立葛飾総合高等学校主任教諭 

星  博人   福島県立保原高等学校教頭 

村上 尚徳   環太平洋大学教授 

安田  淳    石川県立工業高等学校教諭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

東良 雅人   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（工芸Ⅰ）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

飯田 真人   京都府総合教育センター北部研修所地域教育支援部研究主事兼指導主事 ※ 

尾澤  勇    秋田公立美術大学准教授 ※ 

川野邉 洋   千葉県立松戸高等学校教諭 ※ 

新野 貴則   山梨大学大学院准教授 ※ 

原島 秀行   埼玉県立浦和高等学校教諭 ※ 

平野 信子   千葉県立幕張総合高等学校教諭 ※ 

宮﨑 浩子   千葉県立白井高等学校教諭 ※ 

横田  学    京都市立芸術大学教授・学生部長 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（工芸Ⅰ）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

飯田 真人   プール学院大学准教授 

尾澤  勇    秋田公立美術大学准教授 

川野邉 洋   千葉県立松戸高等学校教諭 

新野 貴則   山梨大学大学院准教授 

原島 秀行   埼玉県立浦和高等学校教諭 

平野 信子   千葉県立幕張総合高等学校教諭 

宮﨑 浩子   千葉県立白井高等学校教諭 

横田  学    京都市立芸術大学教授・学生部長 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

東良 雅人   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（書道）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 
染谷由香理    千葉県立木更津東高等学校教諭 ※ 
殿村 孝平   奈良県立奈良北高等学校教頭 ※ 
長野 秀章   東京学芸大学名誉教授 ※ 
樋口 咲子   千葉大学教授 ※ 
平川 友之   福岡県立太宰府高等学校教諭 ※ 
松尾  治   埼玉県立越谷北高等学校教諭 ※ 
三浦 真琴   岩手県立一戸高等学校指導教諭 ※ 
八巻 敏幸   大阪府立桃谷高等学校准校長 ※ 
山田 典生   福井県立高志高等学校教諭 ※ 
和田 圭壮   福岡教育大学教授 ※ 

 
【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（書道）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

染谷由香理    千葉県立木更津東高等学校教諭 
殿村 孝平   奈良県立奈良北高等学校教頭 
長野 秀章   東京学芸大学名誉教授 
樋口 咲子   千葉大学教授 
平川 友之   福岡県立太宰府高等学校教諭 
松尾  治   専修大学准教授 
三浦 真琴   岩手県立一戸高等学校指導教諭 
八巻 敏幸   大阪府立桃谷高等学校准校長 
山田 典生   福井県立足羽高等学校教諭 
和田 圭壮   福岡教育大学教授 
 
 

研究所においては，以下の者が担当した。 
豊口 和士   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 
加藤 泰弘    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 30 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（家庭基礎）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

荒井 紀子   福井大学特命教授 ※ 

飯塚 晃代   栃木県立小山北桜高等学校教頭 ※ 

石井 克枝   淑徳大学教授 ※ 

石島恵美子     茨城大学准教授 ※ 

市毛 祐子   茨城県教育庁高校教育課指導主事（職名は平成 27 年３月末現在） 

小高さほみ   青山学院大学非常勤講師 ※ 

白井里佳子     埼玉県立総合教育センター指導主事 ※ 

武田 京子   岩手大学教授（職名は平成 27 年３月末現在） 

中尾 恵子     佐賀県教育庁学校教育課指導主事 ※ 

仲田 郁子     千葉県立流山おおたかの森高等学校教諭 ※ 

楢府 暢子   東京大学教育学部附属中等教育学校主幹教諭 ※ 

矢崎 香織     山梨県立北杜高等学校教諭 ※ 

吉川はる奈     埼玉大学教授 ※ 

渡貫由季子   神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育指導課指導主事 ※ 

 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（家庭基礎）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

荒井 紀子   大阪体育大学特任教授 

飯塚 晃代   栃木県立佐野松桜高等学校教頭 

石井 克枝   淑徳大学教授 

石島恵美子     茨城大学准教授 

小高さほみ   青山学院大学非常勤講師 

白井里佳子     埼玉県立総合教育センター指導主事 

中尾 恵子     佐賀県教育庁学校教育課指導主事 

仲田 郁子     千葉県立流山おおたかの森高等学校教諭 

楢府 暢子   東京大学教育学部附属中等教育学校主幹教諭 

矢崎 香織     山梨県立北杜高等学校教諭 

吉川はる奈     埼玉大学教授 

渡貫由季子   神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課グループリーダー兼指導主事 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

市毛 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教育課程調査官 

  望月 昌代   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問題作成委員会委員（社会と情報）】（職名は平成 27 年 12 月末現在） 

※は結果分析委員会委員を兼務 

  大橋 真也   千葉県立船橋啓明高等学校教諭 ※ 

  小原  格    東京都立町田高等学校主幹教諭 ※ 

  鎌田 高徳   神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校教諭 ※ 

  小泉 力一   尚美学園大学教授 ※ 

  坂井 貴行   兵庫県立武庫荘総合高等学校教諭 ※ 

  柴田  功    神奈川県教育委員会指導部高校教育指導課指導主事 ※ 

  津賀 宗充   茨城県教育庁高校教育課指導主事 ※ 

  中村 圭吾   茨城県立取手第一高等学校教諭 ※ 

  藤本 直樹   福岡県立西田川高等学校教諭 ※ 

  水野 修治   愛知県立岡崎商業高等学校教頭 ※ 

 

【学習指導要領実施状況調査結果分析委員会委員（社会と情報）】（職名は平成 29 年３月末現在） 

  大橋 真也   千葉県立船橋啓明高等学校教諭 

  小原  格    東京都立町田高等学校主幹教諭 

  鎌田 高徳   神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校教諭 

  小泉 力一   尚美学園大学教授 

  坂井 貴行   兵庫県立武庫荘総合高等学校教諭 

  柴田  功    神奈川県立鶴見高等学校教頭 

  津賀 宗充   茨城県教育庁高校教育課指導主事 

  中村 圭吾   茨城県立取手第一高等学校教諭 

  藤本 直樹   福岡県立鞍手高等学校教諭 

  水野 修治   愛知県立岡崎商業高等学校教頭 

 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

鹿野 利春   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29年３月末現在） 

  加藤  智    愛知淑徳大学准教授 

  加納 誠司   愛知教育大学准教授 

  園田 哲郎   岡山県立林野高等学校教頭 

  野口  徹    山形大学准教授 

  廣瀬 志保   山梨県総合教育センター指導主事 

  松尾 和子   熊本県立教育センター指導主事 

  山崎 俊一   宮崎県教育研修センター指導主事 

 

研究所においては，以下の者が担当した。 

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 29 年３月末現在） 

帷子  誠    岩手県教育委員会学校教育室指導主事 
神谷 百恵   沖縄県立西原高等学校教諭 
川﨑 友嗣   関西大学教授 
酒井 淳平   立命館宇治中学校・高等学校教諭 
猿渡 正利   NPO まちと学校のみらい参与 
須藤  稔    白鷗大学参与 
中澤 輝博   宮城県仙台南高等学校教諭 
藤田 晃之   筑波大学教授 
松田 素行   文教大学教授 
望月 由起   昭和女子大学准教授 
 

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主任研究官 

（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主任研究官） 
 

 

 

 

 
 



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 31 年 3 月末現在） 

 

小松 悌厚 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 
加藤 弘樹 国立教育政策研究所教育課程研究センター長 （平成 30 年３月 31 日まで）（注） 
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 

（平成 30 年３月 31 日まで）（注） 

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 

（平成 30 年３月 31 日まで）（注） 

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 

（平成 30 年３月 31 日まで）（注） 

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） 

廣田  剛 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 

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） 

高橋 友之 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部研究開発課指導係長 

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指導係専門職 

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指導係専門職 

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） 

 


