
平成 18･19年度学力の把握に関する研究指定校事業担当官

鹿瀬 雅我 文部科学省初等中等教育局視苧官(平成19年:う月31日まで1

宍戸 和成 文部科学省初等中等教育局晩学官

教科等 担 当 官

国語 井上 一郎 国立教育政那 慌所教育誤程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

宮崎 宿志 文部科学宥初等中等教育局独学官 (平成19年4月=ヨから)

社会 寺田 登 国立教育政策研究所教育課程研究センダ-研究開発部教育諜程調査官

安野 功 靖立教育政男研究所教育経程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

工藤 文三 国立教育政男研究所初等中等教育研究部長

S# 吉川 成夫 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発跡数百課程調査官

理科 日置 光久 国立教育政雄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

呉屋 博 国立教育政策研究所教育提程研究センタ-研究問覧部教育課程嗣査官 仲成19年3月:与1日まで)

生活 田村 学 国立教育政頗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

苦楽 高額 一 国立教育鍵箱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

図画 工作 奥村 高明 国立教育政尿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 岡 陽子 国立教育鍵箱研究所教育課程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

体育 渡蓮 彰 国立教育攻穎研究所教育漁程研究センター研究開削 潮音課程調鷺宮

教科等 担 当 官

国語 田中 孝一 文部科学省訪韓中等教育局主任脱字官冨LLr 哲也 国立教育較穎研究所教育課程研究センダー研究開発部数育毘程調査官

西辻 正副 国立教育改段研究所教育課程研究センダー研究悶莞部教育経蔑調査官

社会 大杉 照英 国立教育酸策研究所敦育課程研究センタ-研究凋蒐部教育提程調査官 (平成王9牢3月3iF]まで)

大倉 泰裕 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究謁蒐部数育毘程調査官

吉間 際 国立教育酔顔研究所数百課程研究センター研究開発部教育讃程調査官

中尾 敏朗 国立教育攻崩研究所致青課程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

浅川 俊夫 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19年3月31日まで)

儀野 圭司 国立教育攻箔研究所教育誼程研究センター研究開発部教育課程調査官

工藤 文三 国立教育攻筋研究所祖等中等教育研究部長

谷 田部玲生 国立教青酸茶研究所教育課程研究センタ一基鍔研究部誌括研究官

二井 iE拾 国立教育攻諦研究所教育課程研究センタ-基措研究部総括研究官

数学 永田潤一郎 国立教育鍵箱研究所致青課程研究センタ-研究開発部教育課程詞査官

埋草ト 清原 洋一 国立教育攻策研究所教育説程研究センター研究開発部教育課程調査官

田代 直幸 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

笹尾 幸夫 国立教育政雄研究所数百課程研究センタ-研究開発部教育振程窮査官

呉屋 博 国立教育部細慌所教育課程研究センタ-研究問莞部教育課程調査官 搾成19年3月31日まで)

二虫二三白くl∃ :=Tこ 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

美術 村上 尚徳 国立教育政嗣 慌所教育説程研究センター研究詞発部数帝課程調査官

保健体育 佐藤 豊 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究鞘発部教育琵程調査官

今閑 堕一 国立教青酸茶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 上野 耕 史 国立教育攻那 慌所教育視程研究センター研究開発部致宙課程調査官

岡 陽子 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発部教育箆程調査官

外国語 平田 和人 文部科学省初等中等教育局視苧官

智 正隆 国立教存攻策研究所教育課程研究センタ-研究開発部数看護程繍査官
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【高等 学校 】
教科 一科 目等 担 当 官

叶た[ヨ 国語 田中 孝一 文部科学省初等中等教育局主任採草官

過 西辻 正副 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発部数育課程調査官

教料 冨山 哲也 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発熱教育課程調査官地理歴 史 世界 史 寺田 登 国立教育穀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

二井 正浩 国立教育政策研究所教育課程研究センタ一基曝研究部総括研究官

日本 史 .中尾 敏朗 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

膚野 圭司 国立教育敢碍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

地理 書開 襟 国立教育鍵箱研究所教育提鎧研究センタ-研究開発部数音程担調査官

浅川 俊夫 国立敏和棚 御院センター耶開発轍 顧邑観司安富坪成19年3月31日まで)

公民 大杉 昭英 文部科学省初等中等教育局教育諾程提教科調査官(平成19年3月31日まで)

大倉 泰裕 国立教育酸第研究所教育課程研究センター研究開発飾教育課程調査官

谷 田 増幸 国立教育故節研究所教育課程研究センタ-研究開発部数青線程調査官

工藤 文三 国立教育改宗研究所初等中等教育研究部長

谷田部玲生 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-基騒研究部総括研究官

西野真由美 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-基礎研究部給括研究官

数学 長尾 篤志 国立教育軟論研究所教育課程研究センタ-研矧岸懐部数背振程調査官

理科 晴原 洋- 国立教育攻農研究所教育課程研究センタ-研究開発部数育改程調査官

田代 直幸 国立教育政雄研究所教育課程研究センター研究開発敵教育課程調査官

笹尾 幸夫 国立教育政策研究所教育課程研究センタ-研究開発部教育視程園壷官

呉屋 博 国立敏和真備研砺 教育課程研究センター研究開発網 程詞重富 (平成19年3月31日まで)

保健体育 体育 佐藤 豊 国立教百錬第研究所教育視程研究センター研究開発熱教育琵程調査官

保健 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甑教育諾程調査官

芸術 音楽 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緬教育課程調査官

美術工芸 村上 尚徳 国立教育穀諒研究所教育課程研究センター研究開発部数育護超調査官

寄道 長野 秀撃 文部科学省初等中等教育局教育課程謡教科調査官 仲成19年3月31日まで)

加藤 泰弘 文部科学省初等中等教育局教育課程課教稗調査官 (平成19年4月1日から)

外国語 太 田 光春 国立教育攻策研究所教育課程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

平 田 和人 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 (平成19年3月31日まで)

管 正隆 国立教榊 宅認程研究センター研究間葉転教育課程調整官 (平成19年3月31日まで)

家庭 望月 昌代 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部数脊振程調査官

情報 永井 克昇 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発妬数寄課程調査官

専門戟料 段差 藤野 龍雄 国立教育攻第研究所教育課程研究センター研究開発部数有理担調査官

工業 池守 乾 固立教育政籍研究所教育課程研究センター研究開発部教育提程調査官

商業 吉野 弘一 文部科学省初等中等教育局晩学官

水産 落合 敏邦 国立故郷 研籍薪教育課程研究センタ一所御 覧部教育課程調査官 梓成19年2月28Elまで)

瀧 田 雅樹 国立教育政策耶静微音課程研究センター研究開発部教育課程調査官 (平成19年4月1日から)

看讃 大橋 泰久 国立教育敢策研究所教育課程研究センター研究開発鄭教育課程調査官

福祉 矢幅 清司 国立教育政宗研究所教育課税研究センダー研究開発部数青線程調査官

この研究報告番を刊行するにあたり､平成 20年4月 1日から関わった担当官

教科 .科 目等 担 当 官

幼稚固 吉川 成夫 文部科学省初等中等教育局祝学官

小 体育 白旗 和也 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

辛校 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

中学校 外国語 平木 裕 国立教育政策研究所教育課程研究センター研矧消費部教育課程調査官

保健体育 森 良一 国立教育軒昂研究所教育操程研究センタ-研究開発部教育課程調査官

宿等学校 商業 西村 修- 国立教育政策研究所教育謡程研究センター研究開発部教育課葡調査官
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