
１．年 譜 
［平成 20 年度］ 
 

4/22      平成 20 年度全国学力・学習状況調査 

  4/30          OECD 専門家セミナー「知識基盤社会のキー・コンピテンシーをめぐる国際的動向」 

＜霞ヶ関ナレッジスクェア＞ 

 5/12～ 5/26   平成 20 年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業連絡協議会 

                ＜国立オリンピック記念青少年総合研究センター他＞ 

 5/15～ 5/16  平成 20 年度全国キャリア教育・進路指導担当者等研究協議会 

＜国立オリンピック記念青少年総合研究センター＞ 

 5/20      平成 20 年度生徒指導総合連携推進事業連絡協議会 

＜国立オリンピック記念青少年総合研究センター＞ 

5/29      教育情報ナショナルセンター（NICER）運営会議(第６回） 

6/ 3～ 6/ 4  全国生涯学習センター等研究交流会＜上野庁舎＞ 

  6/ 5～ 6/ 6   全国教育研究所連盟総会・研究発表大会＜山口県山口市＞ 

  6/27         平成 18 年度特定の課題に関する調査(小中学校社会)結果公表 

  7/ 2～ 7/ 4   全国教育研究所連盟学校教育相談実技研修会 

＜国立オリンピック記念青少年総合センター＞ 

7/22～ 8/26  社会教育主事講習[A]＜上野庁舎＞ 

  7/29          キーコンピテンシーとその形成的アセスメントの研究会＜東北大学東京分室＞ 

 7/30～ 7/31  平成 20 年度生徒指導総合推進会議 

＜国立オリンピック記念青少年総合研究センター＞ 

8/26          タイ国教育省教育審議会来訪 

8/29       平成 20 年度全国学力・学習状況調査 結果公表 

 8/30          第 27 回教育研究公開シンポジウム「学士課程教育の構成と体系化」 

                ＜文部科学省東館３階講堂＞ 

 9/10～ 9/12  新たな「公共」の形成に資する社会教育プログラム開発研究セミナー 

  9/17～ 9/19  ボランティア活動推進研究セミナー 

  9/18～ 9/19   全国教育研究所連盟教育課題研究協議会＜旭川市大雪クリスタルホール＞ 

 10/ 2～10/ 3  平成 20 年度生徒指導総合連携推進事業ブロック別協議会(中部地区) 

                ＜石川県金沢市＞  



10/ 9          日仏教育政策セミナー「教育行政をめぐる現代的課題にどう取り組むか」 

                ＜文部科学省第２講堂＞ 

 10/ 9～10/10  平成 20 年度生徒指導総合連携推進事業ブロック別協議会(東部地区) 

＜新潟県新潟市＞  

 10/11～10/15  全国生涯学習フェスティバル(NICER 展示等）＜福島県ビッグパレットふくしま＞ 

 10/16～10/17  平成 20 年度生徒指導総合連携推進事業ブロック別協議会(西部地区) 

                ＜山口県山口市＞  

 10/20～11/ 4  平成 20 年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会 

         ＜国立オリンピック記念青少年総合センター他＞ 

11/ 6～11/ 7   全国教育研究所連盟共同研究＜仙台ガーデンパレス＞ 

 11/20～11/21   全国教育研究所連盟カリキュラム研究協議会＜秋田県総合教育センター＞ 

 11/26～11/28  地域教育力の向上に関する研究セミナー 

12/ 4～12/ 5  生涯学習機関等の連携に関する実践研究交流会 

  1/19～ 2/25  社会教育主事講習[B] 

  2/ 2          PISA2009 本調査説明会及び講演会「PISA 調査でみる日本の教育の特徴」 

         ＜文部科学省東館３階講堂＞ 

  2/ 5,24,25    平成 20 年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会 

         ＜砂防会館、都市センターホテル＞ 

  2/20          「小学校における英語教育の在り方に関する調査研究」研究報告会 

               ＜文部科学省東館３階講堂＞ 

  3/11～ 3/13  生涯学習政策国際フォーラム＜学術総合センター会議室＞ 

  3/14          教育改革国際シンポジウム＜文部科学省東館３階講堂＞ 

 3/25     「研究成果アーカイブ」の公開 
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（１）評議員

【任期：平成19年11月15日～平成21年11月14日】
会　長 木村　　孟
副会長 佐藤　禎一

赤堀　侃司
飯野　正子
石原多賀子 北陸大学未来創造学部国際教養学科教授
江上　節子
遠藤純一郎
小田　　豊
梶田  叡一
草野　一紀
近藤　精一
島宮　道男 東京都立芦花高等学校長（～H20.7.31）
清水　康敬
田村　哲夫
壷内　　明
戸谷　賢司
服部　　晃
山本  恒夫
鷲山　恭彦

（２）現職員（平成20年度）

所　長 近藤　信司 総務係長 小山ひろし 高等教育研究部

経理係長 岡﨑　政典 部長 塚原　修一

次　長 惣脇　　宏 (～H20.12.31) 総括研究官 川島　啓二

(～H20.7.10) 〃 関谷　香織 〃 深堀　聰子

〃 大槻　達也※ (H21.1.1～) 〃 松川　誠司

(H20.7.11～) 経理係主任 田中　曜子 (H20.8.1～)

管理係長 奥田　直樹

次　長(併) 管理係 岡　　千陽 国際研究・協力部

東京都立文京高等学校長（H20.8.1～）
岐阜女子大学文化情報研究センター教授（H20.8.1～）

東京工業大学監事（常勤）・名誉教授

国立大学法人東京学芸大学長

武蔵大学社会学部教授
独立行政法人教員研修センター理事長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長

港区立御成門中学校長（H20.8.1～）

新宿区立牛込第二中学校長（～H20.7.31）
東京都教職員研修センター所長（～H20.7.31)

国立大学法人兵庫教育大学長

３．評議員・現職員・客員研究員

学校法人渋谷教育学園理事長

八洲学園大学長

文部科学省顧問、東京工業大学名誉教授　
独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館長
白鴎大学教育学部教授
津田塾大学長

長(併) 管 係 岡 千陽 際 究 部

[文部科学省大臣官房審議官] 専門職 正藤　邦明 部長 渡邊　　良

布村　幸彦 総括研究官 鐙屋真理子

(～H20.7.10) 研究企画開発部 〃 大塚　尚子

德久　治彦 部長 頼本　維樹 〃 齊藤　泰雄

(H20.7.11～) 総括研究官 坂谷内　勝 〃 佐々木　毅

〃 千々布敏弥 〃 篠原　真子

総務部 〃 藤江　陽子 〃 沼野　太郎

部長 白石　薫二 〃　　　 (併)吉田　憲司 研究員 丸山　英樹

 [庶務課] 教育政策・評価研究部 教育研究情報センター

課長 高橋　正敏 部長 葉養　正明 センター長 関　　裕行

(～H20.6.30) 総括研究官 橋本　昭彦 (～H20.7.10)

(取)白石　薫二 〃 本多　正人 〃 作花　文雄

(H20.7.1～H20.8.31) 〃 屋敷　和佳 (H20.7.11～)

水村　義昭 研究員 青木　栄一 総括研究官 小松　幸廣

(H20.9.1～) 〃 植田みどり 〃 吉岡  亮衛

課長補佐 髙井　　修 主任研究官 福本　　徹

庶務係長 (併)佐藤　晃子 生涯学習政策研究部 研究員 江草　由佳

人事係長 田中　昌紀 部長 町田　大輔 〃 榎本　　聡

人事係 岡本　卓也 総括研究官 岩崎久美子

(～H20.6.30) 〃 笹井　宏益 ［情報支援課］

〃 井上　真実 〃 立田　慶裕 課長 小松　圭二

(H20.11.1～H21.2.28) 企画係主任 坂本　陽子

専門職 鳥越留美子 初等中等教育研究部 運用管理係 (併)金子　亜弥

(H21.3.1～) 部長 工藤　文三

総括研究官 下田　好行 ［教育図書館］

 [会計課] 　　　　　 〃 松尾　知明 教育図書館係長 砂押　久雄

課長 矢野　耕一 主任研究官 加藤　崇英 教育図書館係 鈴木由美子

課長補佐 幸田　好史 研究員 山森　光陽



教育課程調査官 池守　　滋 学力調査官（非常勤） 新木　伸次

センター長 大槻　達也 〃 井上　一郎 〃 五十里文映

(～H20.7.10) (～H20.9.30) 〃 柿元　八重

〃 中岡　　司 〃 上野　耕史 〃 倉島　彩子

(H20.7.11～) 〃 宇田　　茂 〃 小石沢勝之

〃 大熊　信彦 〃 田村　潤一

〃 大倉　泰裕 〃 竹下　　悟

部長 三宅　征夫 〃 太田　光春 〃 寺澤　秀哉

総括研究官 荒井　幸男 〃 大橋　泰久 〃 中川　裕之

(～H20.9.30) 〃 岡　　陽子 〃 藤井　宣彰

〃 有元　秀文 〃 奥村　高明 〃 古川真知子

〃 小倉　　康 〃 笠井　健一 (～H20.8.31)

〃 河合　　久 (H20.10.1～) 〃 野上茉莉絵

〃 五島　政一 〃 川田　弘人 〃 福間　章代

〃 猿田　祐嗣 〃 菅　　正隆

〃 瀬沼　花子 〃 清原　洋一 総合研究官 長崎　榮三

〃 田口　重憲 〃 倉田　　寛

〃 名取　一好 〃 笹尾　幸夫

〃 二井　正浩 〃 佐藤　　豊 センター長(併) 大槻　達也

〃 西野真由美 〃 篠原　孝子 (～H20.7.10)

〃 鳩貝  太郎 〃 白旗　和也 〃 中岡　　司

〃 松原　靜郎 〃 杉田　　洋 (H20.7.11～)

〃 森　　規昭 〃 添野　龍雄 総括研究官 滝  　  充

(H20.10.1～) 〃 高須　　一 〃 藤田　晃之

〃 谷田部玲生 〃 瀧田　雅樹 〃 藤平　  敦

主任研究官 安野　史子 〃 田代　直幸 〃 三好　仁司

研究員 萩原　康仁 〃 谷田　増幸

〃 田村　　学 ［企画課］           

［基礎研究課］           〃 寺田　　登 課長 太田　敏彦

課長 殿崎　雅弘 〃 冨山　哲也 企画係長 上島　和幸

(～H21.1.31) 〃 永井　克昇 指導係 五十嵐　裕

足立　　充 〃 長尾　篤志

(H21.2.16～) 〃 中尾　敏朗 社会教育実践研究センター

企画係長 榎木 奨悟 〃 長島 淑子 センター長(併) 馬場祐次朗

生徒指導研究センター

基礎研究部

教育課程研究センター

企画係長 榎木　奨悟 〃 長島　淑子 センター長(併) 馬場祐次朗

調査情報係 森本　陽子 〃 永田　繁雄

〃 永田潤一郎 ［企画課］

研究開発部           〃 西辻　正副 課長 桑原　達也

部長 藤田　和光 〃 西村　修一 企画係長(併) 壬生　篤志

(～H20.7.10) 〃 濱野　圭司 普及・調査係長(併) 濱平　幸典

〃 梅澤　　敦 〃 日置　光久 専門職員 鳥越留美子

(H20.7.18～) 〃 平木　　裕 (～H21.2.28)

〃 水戸部修治 〃 (併)山田まゆみ

［研究開発課］           (H20.10.1～) 社会教育調査官 上田　裕司

課長 太田　知啓 〃 村上　尚徳 専門調査員 五十嵐秀介

企画係長 山口　大地 〃 望月　昌代 〃 稲葉　　隆

企画係 (併)五十嵐　裕 〃 森　　良一 〃 木村　真介

指導係長 新堀　　栄 〃 安野　　功 〃 近藤　真紀

分析・開発推進係長 最所　幸志 〃 矢幅　清司 〃 伊藤真木子

専門職 榧　　貴志 〃 吉開　　潔 (H20.10.1～)

〃 廣田　雅明 〃 吉川　成夫

(～H20.9.30) 文教施設研究センター

［学力調査課］ 情報統計官 盛永　俊弘 センター長 新保　幸一

課長 篠田　智志 学力調査官 樺山　敏郎 総括研究官 磯山　武司

(～H20.8.31) 〃 銀島　　文 企画係長 吉田　哲弥

〃 森下　　平 〃 髙須　亮平 専門調査員 土田　亜紀

(H20.9.1～) 〃 三浦登志一 〃 西　　博文

調査係長 浅井　孝彦

分析係長 津田　浩伸

専門職 (命)最所　幸志 ※は昇任による異動を示す

〃 山本　　良 (取)は事務取扱を示す



（３）客員研究員

氏　名 所　属 研究調査の内容
研究部・センター

又は研究プロジェクト
専門分野

小　松　郁　夫 玉川大学大学院教育学研究科教授

「教育・研究組織における評価に関する総合
的研究」、「教育の質の向上に関する総合的
研究」、「教育条件整備に関する総合的研
究」への参画

教育経営学

坂　野　慎　二 玉川大学教育学部通信教育部准教授

「教育・研究組織における評価に関する総合
的研究」、「これからの学校教育に求められ
る児童生徒の資質・能力に関する研究」への
参画

教育経営学

山　田　兼　尚 国立教育政策研究所名誉所員
「『言語力の向上をめざす生涯にわたる読書
教育に関する調査研究』をはじめとする生涯
学習政策研究部の諸研究」への参画

生涯学習政策研究部
生涯学習、教育心
理学

川　嶋　太津夫
国立大学法人神戸大学大学教育推進
機構教授

「高等教育改革の現代的動向に関する
研究」への参画

高等教育研究部
教育社会学、比較
高等教育論

金　　　泰　勲
日本大学文理学部　非常勤講師、星
槎大学共生科学部准教授

「韓国と日本の教育改革の動向に関す
る比較研究」への参画

国際研究・協力部
比較教育学
国際理解教育

岡　本　弥　彦 麻布大学環境保健学部教授
「『学校における持続可能な開発のため
の教育(ESD)に関する総合的研究(仮
称）』のための準備研究」への参画

理科教育（地学教
育）、環境教育、教
師教育

田　中　孝　一
文部科学省初等中等教育局主任視学
官

「学力に関する調査研究」及び「全国学
力・学習状況調査」への参画

教育課程、国語教
育

鈴　木　秀　幸 静岡県立袋井高等学校教諭
「学力の評価方法の開発に関する調査
研究」への参画

教育評価

長　澤　　　悟 東洋大学工学部建築学科教授
「学校施設の防犯対策に係る点検・改
善マニュアル作成の取組に関する調査
研究」への参画

文教施設研究センター 建築計画学

鹿　嶋　研之助 千葉商科大学教授
「学校におけるキャリア教育に関する総
合的研究」への参画

進路指導、キャリア
教育

寺　田　盛　紀
国立大学法人名古屋大学大学院教育
発達科学研究科教授

「学校におけるキャリア教育に関する総
合的研究」への参画

ドイツの教育、職業
教育 キャリア教育

教育政策・評価研究部

教育課程研究センター

学校におけるキャリア教育
に関する総合的研究寺 田 盛 紀

発達科学研究科教授 合的研究」への参画 教育、キャリア教育

宮　下　和　己 和歌山県教育庁生涯学習局長
「学校におけるキャリア教育に関する総
合的研究」への参画

進路指導、キャリア
教育

今　野　雅　裕
国立大学法人政策研究大学院大学副
学長

「市町村合併に伴う生涯学習政策の変
動とその評価に関する研究」への参画

市町村合併に伴う生涯学
習政策の変動とその評価
に関する研究

生涯学習論、教育
政策

赤　尾　勝　己 関西大学文学部教授
「言語力の向上をめざす生涯にわたる
読書教育に関する調査研究」への参画

言語力の向上をめざす生
涯にわたる読書教育に関
する調査研究

生涯学習論、社会
教育論、比較教育
学

濱　名　　　篤 関西国際大学長
「高等教育の現代的変容と多面的展
開」への参画

高等教育の現代的変容と
多面的展開

教育社会学、高等
教育論

田　中　毎　実
国立大学法人京都大学高等教育研究
開発推進センター長

「FDプログラムの構築支援とFDerの能
力開発に関する研究」への参画

FDプログラムの構築支援
とFderの能力開発に関す
る研究

大学教育学、教育
哲学

牟　田　博　光
国立大学法人東京工業大学理事・副
学長

「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
教育工学
教育社会学

相　良　憲　昭 京都ノートルダム女子大学長 「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
国際教育
比較教育学

坂　本　孝  徳 広島工業大学副総長・教授 「ＯＥＣＤ－ＰＩＳＡ調査」への参画
教育行政
比較教育学

ＯＥＣＤ「生徒の学習到達
度調査」に対応した調査研
究

に関する総合的研究



 

４．定員及び予算 

 
 

 （１）定員（平成２０年度末） 

 
（人） 

所 長                            １ 
次 長                            １ 
部長・センター長・総合研究官                １３ 
総括研究官・主任研究官・研究員               ５５ 
教育課程調査官・学力調査官・情報統計官・社会教育調査官   ４９ 
事務職員等                         ３９ 

 
計                          １５８ 

（併任は除く。） 
 
 
（２）予 算 

 
（単位：千円） 

事 項  平成 20 年度 平成 19 年度 

人に伴う経費  1,479,172 1,467,257 

管理運営経費   232,005 252,543 

政策研究機能高度化推進経費  125,746 121,306 

事業経費 1,924,225 2,358,702 

国際研究協力経費 117,581 101,816 

教育情報ナショナルセンター機能の整備に要する経費 154,866 111,928 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等 87,517 42,741 

合 計 4,121,112 4,456,293 

 



５．施設等 

 
敷地  【上野庁舎】           3,150 ㎡ 

［松戸宿泊施設］         4,966 ㎡ 

 

 

建物  【中央合同庁舎第７号館】 区分                         延面積  

      ６階 （所長・次長室、各部・センター等）          1,772 ㎡ 

  ５階 （教育課程研究センター等）               1,058 

１９階 （教育図書館書庫）                       597 

Ｂ１階 （車庫）                            9 

合    計                    3,436 

 

【上野庁舎】      区分            建面積      延面積  

本館 （RC３階建）       813 ㎡     2,359 ㎡ 

合    計          813         2,359   

 

【松戸宿泊施設】   区分            建面積      延面積  

本館 （RC３階建）（１部地下２階） 1,001 ㎡     2,734 ㎡ 

合    計            1,001        2,734 

 

 



【新規研究課題】

研究期間

（年度）

1 基盤研究（B） ２０－２２ 長崎　栄三 数学教育におけるリテラシーについてのシステミック・アプローチによる総合的研究

2 〃 ２０－２２ 松原　静郎 理科での持続可能な発展に関する教材の開発とそれを用いた科学的表現力の育成

3 基盤研究（C） ２０－２２ 鳩貝　太郎 生命尊重の態度を育成する体系的な生物学習プログラムの開発と評価に関する調査研究

4 〃 ２０－２２ 工藤　文三 高等学校における学習の評価の実態把握と改善に関する研究

5 〃 ２０－２２ 斉藤　泰雄 わが国の国際教育協力の理念及び政策の歴史的系譜に関する研究

6 〃 ２０－２２ 岩崎　久美子 エビデンスに基づいた教育政策決定プロセスに関する調査研究

7 萌芽研究 ２０－２１ 安野　史子 科学的な評価法及び測定法に基づく日本のテスト文化に適した新しい学力調査の設計開発

8 若手研究(B) ２０－２２ 江草　由佳 マッシュアップを想定した複数教育コレクション提供サービスについての研究

9 〃 ２０－２１ 榎本　　聡 振り返り学習機能を有する携帯型体験学習支援システムの開発

10 〃 ２０－２１ 萩原　康仁 児童生徒の諸特性を学校の教育環境との関連で把握するマルチレベルモデルの開発

11 〃 ２０－２１ 青木　栄一 分権改革の自治体教育行政へのインパクト

【継続研究課題】

1 基盤研究（Ａ） １７－２０ 五島　政一 子どもが主体的に学び、科学を好きになるための教育システム開発に関する実証的研究

2 基盤研究（Ｂ） １８－２０ 安野 史子 算数・数学における学習過程評価のための適応型コンピュータテスト開発に関する研究

3 〃 １８－２０ 三宅 征夫 科学的・論理的思考に基づいた表現力に関する分析的研究

4 〃 １８－２０ 吉岡 亮衛 科学的知識と科学に対する態度の関係性についての日独比較研究

5 〃 １８－２０ 本多 正人 比較制度論を応用した日本型教育行財政システムの生成・展開・再編に関する研究

6 〃 １８－２０ 塚原 修一 大学経営の高度化とそれを支援する政策のあり方

６．科学研究費補助金による研究一覧

研究期間
（年度）

番号 研究種目 研究代表者 研究課題名

番号 研究種目 研究代表者 研究課題名

7 〃 １８－２０ 谷田部 玲生 社会科系教科における現職教員の授業力向上プログラム作成のための研究

8 〃 １９－２１ 小倉　　康 科学的リテラシーを向上させる優れた理科授業に関する教師用ビデオ教材の開発

9 〃 １９－２２ 瀬沼　花子 算数・数学における表現力・読解力と到達度や態度との関係に関する研究

10 〃 １９－２１ 立田　慶裕 キー・コンピテンシーの生涯学習政策指標としての活用可能性に関する調査研究

11 〃 １９－２１ 有元　秀文 リーディング・リテラシーを育てるためのカリキュラム，学習指導・評価方法の開発

12 〃 １９－２１ 下田　好行 キー・コンピテンシーに基づく学習指導法のモデル開発に関する研究

13 〃 １８－２０ 坂谷内 勝 中東欧諸国の日本語教育機関における教育用コンテンツの実態調査と共同開発

14 基盤研究（C） １８－２０ 奥村 高明 英、米、中、韓との比較を通した我が国の美術教育のカリキュラムに関する研究

15 〃 １９－２１ 河合　　久 米国における高大接続プログラムの実態に関する研究－単位の取得と活用を中心に－

16 〃 １９－２１ 松尾　知明 多文化教育をモデルにした「総合的な学習の時間」のカリキュラム構築に関する調査研究

17 〃 １９－２０ 屋敷　和佳 コミュニティ・スクールの組織・運営と成果に関する調査研究

18 〃 １９－２０ 馬場　祐次朗 生涯学習活動の活性度指標の開発に関する実証的研究：派遣社会教育主事制度を媒介に

19 〃 １９－２０ 西野　真由美 科学技術時代における市民性を育成する学校カリキュラムの開発に関する総合的研究

20 〃 １９－２１ 名取　一好 児童生徒の社会的能力育成を目指すカリキュラム開発に関する研究

21 〃 １９－２０ 深堀　聰子 子育て支援制度の整合性・公共性・平等性に関する国際比較研究

22 〃 １９－２１ 水戸部　修治 日本版「PISAスーツケース」の開発

23 萌芽研究 １９－２１ 瀬沼　花子 数学問題の理解に及ぼすコンピュータの影響についての研究

24 〃 １９－２０ 滝　充 小中学校の暴力行為に関する基礎的研究:小学校の発生過程と小中間の連関

25 若手研究(B) １９－２１ 福本　徹 次世代インターネット環境を利用した学習基盤の開発と実践的評価に関する研究

26 〃 １９－２１ 丸山　英樹 ヨーロッパ諸国におけるムスリムの教育問題への取り組みと日本の学校教育の将来性



年月日 来訪者名 国籍等 役職名 来所の目的

平成20年４月２日 徐篠青、林文通、
他６名

台湾
国立台北教育大学文教法律研究
所副教授、中華民国教育部参事

国立教育政策研究所の任務、研究活
動の理解

平成20年４月18日
金娜樏、鄭鎭喆 韓国

韓国職業能力開発院職業進路情
報センター研究員、ソウル大學校
研究員

日本のキャリア教育体系、進路指導
関係機関、小・中・高等学校の進路指
導事例等に関する情報・資料提供

平成20年５月23日
Ellen Hazelkorn アイルランド

ダブリン工科大学応用工芸学部
長

日本の大学評価と大学ランキングに
ついて聴取

平成20年６月４日 韓国教員訪日研修
団等23名

韓国
日韓相互理解促進のための一環とし
ての訪問

平成20年７月17日
Hsiou-Hsia Tai 台湾 国立交通大学人文社会学院長 日本の高等教育について聴取

平成20年８月１日
鄭淳元、曺圭福 韓国

韓国教育学術情報院、先任研究
員・研究員

日本の小中高校における教育情報化
等ついての情報収集

平成20年８月６日
Mr.Park,Cheol-
Hee、他15名 韓国

韓国教育科学技術部教育施設支
援課長

日本の学校施設の耐震対策に関する
情報収集

平成20年８月26日 タイ国教育省教育
審議会（OEC）25名

タイ
国立教育政策研究所の管理運営、政
策研究課題等についての情報収集

７．外国人来訪者一覧

平成20年10月８日 バンコクﾄﾝﾌﾞｸ大学
学長等24名

タイ
国立教育政策研究所の使命、高等教
育における役割について情報収集

平成20年12月１日
鍾宜興、他５名 台湾 曁南国際大学副教授

国立教育政策研究所の研究内容と国
際協力事業について情報収集

平成20年12月３日 Jen-Tsung Yu、
他２名

台湾
国家実験研究院科技政策研究興
資訊中心服務推広組長

日本の科学技術人材養成について聴
取

平成20年12月12日
ｷﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗｼﾞｬｰﾃｨ
ﾎﾟｯｸ研究所主催研
修参加者一行30名

タイ 教育省中間管理職
日本におけるノンフォーマル教育に関
するブリーフィング

平成21年１月15日 Harmish Coates
オーストラリア

豪州教育研究所（ACER）主席研
究員

OECD/AHELOについて懇談

平成21年２月３日 Dr.Rieu,Ho-
Seoup、他２名

韓国 韓国東義大学教授
学校施設の環境対策に関する情報収
集と意見交換

平成21年３月９日 Le Quan Tan、
他２名

ﾍﾞﾄﾅﾑ 教育訓練省中等教育局長
日本の初等中等教育の現状と課題に
ついてブリーフィング



８．研究協力者・外国人研究協力者・研究補助者一覧 

(１)研究協力者 
 

氏  名 所    属 研究テーマ          担当教官 期  間 備  考 

佐々木 有紀 
国際教養大学 

講師 
教員研修制度（日米比較） 

研究企画開発部 

総括研究官 千々布敏弥 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
17. 4. 1 ～

石井 留奈 
桜美林大学大学院 

研究生 

戦後教育改革期における女子大学の設立

に関する一研究 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 橋本 昭彦 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
13. 7. 1～ 

豊  浩子 

カリフォルニア大学 

バークレー校教育学大学院 

大学院生 

産業構造の変化と教育システムの変化 
生涯学習政策研究部 

総括研究官 岩崎久美子 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
15. 4. 1～ 

井口 千鶴 
東海大学 

非常勤講師 
アメリカ高等教育の研究 

高等教育研究部 

総括研究官 川島  啓二 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
12. 4. 1～ 

白川 優治 
早稲田大学 教育・総合科学学術院 

助手 

大学教育改善の組織体制に関する調査・

研究及び高等教育政策と財政に関する調

査研究 

高等教育研究部 

総括研究官 川島  啓二 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
18. 4. 1～ 

鶴見 陽子 
中央大学大学院 

院生 
中国における持続可能な発展と教育 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋（一見）真理子 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
20. 1. 1 ～

市川  誠 
立教大学 文学部 

准教授 
学校教育における宗教の役割 

国際研究・協力部 

総括研究官 齊藤 泰雄 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
7. 4. 1～ 

宮島 健次 

西武文理大学  

サービス経営学部サービス経営学科 

准教授 

現代イギリスにおける中等教育改革 
国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
11. 4. 1～ 

柴沼  真 
大阪成蹊大学 現代経営情報学部 

准教授 
教育と宗教の関係 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木  毅 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
15. 4. 1～ 

高藤 三千代 
東京外国語大学・帝塚山大学 

非常勤講師 

学校教育と多様性について、移民家族に

おける言語・文化の継承と学校教育の関

係性について 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木 毅 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
16. 6. 1～ 

青木 敬子 

お茶の水女子大学大学院  

人間文化研究科 比較社会文化学専攻 

博士後期課程3年 

イギリスにおけるシェイクスピア作品教

育の動向 

国際研究・協力部 

総括研究官 佐々木 毅 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
19. 4. 1 ～

Etsuko Obata 

Reiman  

(ｴﾂｺ･ｵﾊ゙ﾀ･ﾗｲﾏﾝ) 

アリゾナ州立大学 

名誉教授 

国際社会における日本人の日本語能力向

上のための教育政策の在り方 

教育課程研究センター 

総括研究官 有元 秀文 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 

16. 5.15

～ 

村上 和久 
栃木県立大田原女子高等学校 

教諭 

青少年を心豊かに育てるための学校・家

庭・地域の連携のあり方 

社会教育実践研究センター 

社会教育調査官 上田 裕司 

20.10. 1 ～ 

21. 3.31 
 

神田 敏宏 
富山県小矢部市立蟹谷小学校 

教諭 

子どもたちが生き生きと学校生活を送る

ことのできる人間関係づくりを目指して

生徒指導研究センター 

総括研究官 滝 充 

20. 4.21 ～ 

20. 7.20 
 

倉斗 綾子 

首都大学東京大学院都市環境

科学研究科 

リサーチアシスタント 

公立小中学校における教室環境整備に関

する研究 

文教施設研究センター 

センター長 新保 幸一 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
 

佐藤 真久 
武蔵工業大学環境情報学部 

専任講師 

学校における持続可能な開発のための教

育（ＥＳＤ）に関する研究 

教育課程センター基礎研究部 

総括研究官 五島 政一 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
 

江原 昭博 
早稲田大学大学院文学研究科 

後期博士課程1年 

高等教育改革におけるInstitutional 

Researchの意義と課題 

高等教育研究部 

部長 塚原 修一 

20. 5.15 ～ 

21. 3.31 
 

大津 尚志 

武庫川女子大学文学部教育学

科 

講師 
イギリスのシティズンシップ教育 

国際研究協力部 

総括研究官 佐々木 毅 

20. 5.22 ～ 

21. 3.31 
 

福島 正行 
筑波大学大学院 

研究生 

小学校における教授学習組織改革の継続

要因に関する研究 

初等中等教育研究部 

主任研究官 加藤 崇英 

20. 5.15 ～ 

21. 3.31 
 

渡邊 恵子 
東京外国語大学 

留学生課長 
都市自治体の教育行財政 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 本多 正人 

20. 7. 1 ～ 

21. 3.31 
 

工藤 哲夫 

東京学芸大学国際中等教育学

校 

教諭 

昭和20年代の中学校コア・カリキュラム

の中のことばの学習の位置 

教育課程研究センター 

総括研究官 有元 秀文 

20. 8. 1 ～ 

21. 3.31 
 

首藤 美香子 
お茶の水女子大学 

客員研究員 

OECD "Starting StrongⅡ: Early 

Childhood Education and Care" （2006）

の政策提言に関する研究 

国際研究協力部 

総括研究官 鐙屋（一見）真

理子 

20. 8. 1 ～ 

21. 3.31 
 

江田 邦彦 
高岡市立福岡中学校 

教諭 

いじめや暴力行為・学級崩壊などに見ら

れる生徒の規範意識等に関する研究 

生徒指導研究センター 

総括研究官 滝 充 

20.10.20 ～ 

21.1.20 
 

 

 



（２）外国人研究協力者 

氏 名 国籍等 職業・所属 研究テーマ 担当教官 期 間 備 考

粱
やん

 明玉
みょんよく

 韓 国 

お茶の水女子大学大学院

人間文化創成科学研究科

研究員 

高齢者の自立志向と生涯

学習 

生涯学習政策研究部 

総括研究官 立田慶裕 

20. 4. 1～

21. 3.31 

19.1.1

～ 

朴
ばく

 主
じゅ

言
おん

 韓 国 
早稲田大学大学院 

博士課程教育基礎専攻 

中高生の学力形成とそれ

を支える内的要因に関す

る研究 

日本と韓国の児童生徒の資

質・能力育成政策と実践に

関する比較研究 

国際研究・協力部 

総括研究官 鐙屋（一見） 

真理子 

20. 4. 1～

21. 3.31 

18.4.1

～ 

 

（３）研究補助者 

氏  名 所    属 調査研究名 担当教官 期  間 備  考

小入羽 秀敬 

東京大学大学院 

教育学研究科学校教育高度化専攻 

博士課程3年 

都市の教育政策と教育行政の在り方に

関する調査研究 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 本多 正人 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 

H20.1.11 

～ 

荒井 英治郎 

東京大学大学院 

教育学研究科学校教育高度化専攻 

博士課程2年 

都市の教育政策と教育行政の在り方に

関する調査研究 

教育政策・評価研究部 

総括研究官 本多 正人 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 

H20.1.11 

～ 

三村 恭子 

お茶の水女子大学大学院人間文

化創成科学研究科 ジェンダー

学際研究専攻 

博士後期課程2年 

高等教育の現代的変貌と多面的展開－

大学経営の視点を踏まえて 

高等教育研究部 

部長 塚原 修一 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
 

中村 悦広 

兵庫県立大学大学院 経済学研

究科財政学専攻 

博士後期課程2年 

都市教育政策 
教育政策・評価研究部 

総括研究官 本多正人 

20. 4. 1 ～ 

21. 3.31 
 

西村 吉弘 

文部科学省新教育システム開発

プログラム（H20.3迄） 

研究員 

教育の条件整備に関する総合的研究 
教育政策・評価研究部 

部長 葉養 正明 

20. 4.21 ～ 

21. 3.31 
 

佐藤 智子 

東京大学大学院教育学研究科総

合教育科学専攻生涯学習基盤経

営コース 

博士課程3年 

教員業務軽減・効率化に関する調査研究
教育政策・評価研究部 

研究員 青木 栄一 

20. 5.21 ～ 

21. 3.31 
 

福島 正行 

筑波大学大学院人間総合科学研

究科ヒューマン・ケア科学専攻 

研究生 

教員の質の向上に関する調査研究 
初等中等教育研究部 

主任研究官 加藤 崇英 

20. 6. 1 ～ 

21. 3.31 
 

中村 いずみ 

早稲田大学大学院教育学研究科 

博士後期課程教育基礎学専攻 4

年 

教育条件整備に関する総合的研究 
初等中等教育研究部 

研究員 山森 光陽 

20.7.20 ～ 

21.3.31 
 

山下  絢 

東京大学大学院教育学研究科学

校教育高度化専攻・学校開発政

策コース 

博士課程3年 

教育条件整備に関する総合的研究 
初等中等教育研究部 

研究員 山森 光陽 

20.7.20 ～ 

21.3.31 
 

黒田 かすみ 
東京学芸大学 

教育学研究科学校教育学専攻 

教育・研究組織における評価に関する総

合的研究 

教育政策・評価研究部 

部長 葉養 正明 

20.9.20 ～ 

21.3.31 
 

 

 

 



（１）研究官会議

年月日 発表者 タイトル

平成20年5月23日
合田哲雄（文部科学省初等中等教育局
教育課程企画室長）

新学習指導要領について

（２）所内講演会・部内研究会等

年月日 発表者 タイトル

平成20年4月22日 葉養正明（教育政策・評価研究部長）
公立小中学校統廃合の集落効果と学校システム構築
に関する研究

平成20年4月30日
Patrick Werquin（OECD教育訓練政策部
門ｼﾆｱｴｺﾉﾐｽﾄ）、宮本晃司（OECD教育研
究革新センター政策分析官）、他

知識基盤社会を生きる力「キー・コンピテンシー」
をめぐる国際的動向－リテラシー、教育・職業資格
システムと学習成果の活用を中心に－

平成20年6月19日
植田みどり（教育政策・評価研究部研
究員）

地域の教育力を活用した学校改革に関する日英比較
研究

平成20年7月16日
屋敷和佳（教育政策・評価研究部総括
研究官）

岐路に立つ、教育方法等の多様化に対応するための
学校施設整備－小学校オープン型教室と中学校教科
教室型校舎の分析－

平成20年7月29日
Janet Looney（前OECD教育研究革新セ
ンター研究官）、馬場百合子（創価大
学教職大学院教授）、他

キー・コンピテンシーと形成的評価－対話型の学習
をめざして－

平成20年9月30日
橋本昭彦（教育政策・評価研究部総括
研究官）

オレゴン州の事例にみるアメリカの「学校評価」の
概要

平成20年12月18日
本多正人（教育政策・評価研究部総括
研究官）

学力テストの政治学的分析―マクドネル『政治，説
得と学力テスト』（2004年）の文献紹介―

９．研究官会議・所内講演会・部内研究会等一覧

平成21年1月13日 伊香賀俊治（慶応義塾大学教授） 建築物における省エネ評価方法開発の動向

平成21年2月17日
日置光久（初等中等教育局視学官
（併）教育課程研究センター教育課程
調査官）

学校教育における新しい環境教育の考え方

平成21年3月26日 小峯裕己（千葉工業大学教授）
学校施設におけるエネルギー消費の現状と省エネ対
策



１０．所内会議メンバー一覧 

 
［◎は議長（委員長／室長）を指す］ 

 

研究所会議 

◎近藤 信司 所長 

惣脇  宏 次長 

(～H20.7.10) 

大槻 達也 

(H20.7.11～) 

白石 薫二 総務部長 

頼本 維樹 研究企画開発部長 

葉養 正明 教育政策・評価研究部長 

町田 大輔 生涯学習政策研究部長 

工藤 文三 初等中等教育研究部長 

塚原 修一 高等教育研究部長 

渡邊  良 国際研究・協力部長 

関  裕行 教育研究情報センター長 

(～H20.7.10) 

作花 文雄 

(H20.7.11～) 

大槻 達也 教育課程研究センター長 

(～H20.7.10) 

中岡  司 

(H20.7.11～) 

三宅 征夫 教育課程研究センター基礎研究部長 

長崎 栄三 教育課程研究センター総合研究官 

藤田 和光 教育課程研究センター研究開発部長 

(～H20.7.10) 

梅澤  敦 

(H20.7.18～) 

大槻 達也 生徒指導研究センター長(併) 

(～H20.7.10) 

中岡  司 

(H20.7.11～) 

馬場祐次朗 社会教育実践研究センター長 

新保 幸一 文教施設研究センター長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

政策研究戦略室 

◎惣脇  宏 次長 

(～H20.7.10) 

大槻 達也  

(H20.7.11～) 

白石 薫二 総務部長 

頼本 維樹 研究企画開発部長 

笹井 宏益 生涯学習政策研究部総括研究官 

(命)企画調整官（次長付） 

葉養 正明 教育政策・評価研究部長 

工藤 文三 初等中等教育研究部長 

川島 啓二 高等教育研究部総括研究官 

小倉  康 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 

 

 

 

紀要編集会議 

◎頼本 維樹 研究企画開発部長 

本多 正人 教育政策・評価研究部総括研究官 

立田 慶裕 生涯学習政策研究部総括研究官 

工藤 文三 初等中等教育研究部長 

加藤 崇英 高等教育研究部主任研究官 

鐙屋真理子 国際研究・協力部総括研究官 

名取 一好 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 

 

 



１１．国立教育政策研究所著作刊行物（平成２０年４月～平成２１年３月）

1 国立教育政策研究所紀要

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

国立教育政策研究所紀要　　第１３８集
平成２１年３月 研究企画開発部

【特集】高等学校教育改革研究の成果と課題、【論文】、他

2 報告書・資料

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

第２７回教育研究公開シンポジウム　報告書－学士課程教育の構成と体系化－ 平成２１年３月 研究企画開発部

教員の質の向上に関する調査研究（二年次報告書） 平成２１年３月 〃

地方教育通史２００８年版 平成２０年１２月 教育政策・評価研究部

「教育条件整備に関する総合的研究」（学校配置研究分野）一年次報告書 平成２１年３月 〃

教員業務軽減・効率化に関する調査研究報告書 平成２１年３月 〃

教育委員会事務局組織＜都道府県版＞－昭和45(1970)年～平成20(2008)年 平成２１年３月 〃

歴代教育委員＜都道府県版＞－昭和45(1970)年～平成20(2008)年 平成２１年３月 〃

「地域の教育力」を活用した学校改革に関する日英比較研究－資料集 平成２０年８月 〃

都市教育政策研究の分析枠組み－隣接諸科学の研究者による講演録－ 平成２１年３月 〃

戦後教育改革資料20  安嶋彌旧蔵資料目録 平成２１年３月 〃

健康教育への招待－生涯の健康を支えあう家庭・学校・地域 平成２０年６月 生涯学習政策研究部

知識基盤社会を ー・コ 」をめ生きる力－「キ ンピテンシー ぐる国際的動向 平成２１年１月 〃

小学生保護者の教育ニーズ るに関す 調査報告書 平成２１年３月 〃

日仏交流150周年日仏教育政策ｾﾐﾅｰ報告書「教育行政をめぐる現代的課題にどう取り
平成２１年３月 〃

組むか－フランスと日本からの問いかけ－」

高等教育の現代的変容と多面的展開－高等教育財政の課題と方向性に関する調査研究 平成２０年７月 高等教育研究部

大学における ﾝ教育改善等のためのｾ ﾀｰ組織の役割と機能に関する調査研究 平成２０年８月 〃

高等教育における ｽﾒﾝﾄ学習成果ｱｾ －特筆すべき事例の比較研究 平成２０年９月 〃

大学における初年次教育に関する調査　基本集計 平成２１年３月 〃

大学・短大で ッ ｲﾄﾞ ﾝＦＤに携わる人のためのＦＤマ プと利用ｶﾞ ﾗｲ 平成２１年３月 〃

教育における Aける AＩＣＴの活用 第２回IE 国際情報教育調査(SITES)2006報告書教育にお ＩＣＴの活用－第２回IE 国際情報教育調査(SITES)2006報告書－ 平成２１年２月平成２１年２月 国際研究 協力部国際研究・協力部

わが国の国際教育協力の在り方に関する調査研究 平成２１年３月 〃

TIMSS2007算数・数学教育の国際比較－国際数学・理科教育動向調査の2007年調査報告書 平成２０年１２月
教育課程研究ｾﾝﾀｰ

基礎研究部

TIMSS2007理科教育の国際比較－国際数学・理科教育動向調査の2007年調査報告書 平成２０年１２月 〃

諸外国におけるキャリア教育の実践（中間報告書Ⅱ） 平成２１年３月 〃

「学校における持続可能な開発のための教育に関する研究」準備会議報告書 平成２１年３月 〃

社会科系教科における ﾞ現職教員の授業力向上ﾌﾟﾛｸ ﾗﾑ作成のための研究 平成２１年３月 〃

特定の課題に関する調査 平成２１年２月 教育課程研究ｾﾝﾀｰ

小・中学校教育課程実施状況調査 平成２１年２月 〃

高等学校教育課程実施状況調査 平成２１年２月 〃

特定の課題に関する調査（社会）調査結果 平成２０年６月 〃

「小学校における英語教育の在り方に関する調査研究」成果報告書 平成２１年３月 〃



「キャリア教育」資料集－文部科学省・国立教育政策研究所－研究・報告書・手引編
平成２０年４月 生徒指導研究ｾ

［平成19年度増補版]
ﾝﾀｰ

適応感を高める高校づくり 平成２０年７月 〃

ｷｬﾘｱ教育体験活動事例集（第２分冊）－家庭や地域との連携・協力－ 平成２１年３月 〃

自分に気付き、未来を ャ けるキャ築くキ リア教育－小学校にお リア教育推進のために－ 平成２１年３月 〃

生徒指導資料第１集「生徒指導上の諸問題の推移とこれからの生徒指導－ﾃﾞｰﾀに見る
平成２１年３月 〃

生徒指導の課題と展望－（改訂版）」

地方公共団体における社会教育計画等の策定及び評価に関する調査研究 平成２０年４月 社会教育実践研究ｾﾝﾀｰ

インターネッ るトを活用した研究ｾﾐﾅｰ等に関す 調査研究報告書 平成２０年４月 〃

家庭教育支援に係る地域の教育力の活性化に関する調査研究 平成２０年４月 〃

参加体験型学習の手法に関する調査研究 平成２０年４月 〃

社会教育を ーディネーター推進するコ の役割とその活動支援に関する調査研究 平成２０年４月 〃

ボランティア活動に関する調査研究 平成２０年４月 〃

体験活動ボランティア活動支援ｾﾝﾀｰ活動事例集－平成１９年度－ 平成２０年７月 〃

社会教育主事等の研修資料・社会教育主事のための社会教育計画「実践・事例集」
平成２１年３月 〃

平成２０年度

社会教育主事等の研修資料・公民館に関する基礎資料－平成２０年度－ 平成２１年３月 〃

社会教育主事等の研修資料・図書館に関する基礎資料－平成２０年度－ 平成２１年３月 〃

社会教育主事等の研修資料・博物館に関する基礎資料－平成２０年度－ 平成２１年３月 〃

社会教育主事等の研修資料・ボラ るンティアに関す 基礎資料－平成２０年度－ 平成２１年３月 〃

文教施設整備に関す ータるデ ２００８（国立大学等編・DVD-ROM) 平成２０年６月 文教施設研究ｾﾝﾀｰ

文教施設整備に関す ータるデ ２００８(DVD-ROM) 平成２０年６月 〃

小中一貫教育校における学校施設の在り方に関する調査研究（最終報告書） 平成２１年２月 〃

学校施設における地域ぐるみの防犯対策事例集 平成２１年３月 〃

3 広報誌

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

NIER WS（ NE 国立教育政策研究所広報）　（第１５５号～１５８号） （年４回発行） 研究企画開発部

4 英文刊行物英文刊行物

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

Concerning Imrpovements to the Courses of Study for Elementary,Lower Secondary
平成２１年３月 国際研究・協力部

and Upper Secondary

5 科学研究費補助金による研究成果報告書

刊　　行　　物　　名 発行時期 事務局担当

本多　正人
比較制度論を応用した日本型教育行財政ｼｽﾃﾑの生成・展開・再編に関する研究報告書 平成２１年３月 教育政策・評価研究部

総括研究官
下田　好行

「キー・コ 」ンピテンシー に基づく学習指導法のモデル開発に関する研究 平成２１年３月 初等中等教育研究部
総括研究官
五島　政一

子どもが主体的に学び テム、科学を好きになるための教育シス の開発に関する実証的な 平成２１年３月 教育課程研究ｾﾝﾀｰ
研究 基礎研究部総括研究官

三宅　征夫
科学的・論理的思考に基づいた表現力に関する分析的研究 平成２１年３月 教育課程研究ｾﾝﾀｰ

基礎研究部長
松原　静郎

持続可能な発展に関する教材と科学的表現力育成方法の試案 平成２１年３月 教育課程研究ｾﾝﾀｰ
基礎研究部総括研究官

安野　史子
戦後日本における スト全国規模テ 平成２１年３月 教育課程研究ｾﾝﾀｰ

基礎研究部主任研究官
西野　真由美

科学技術時代における ュラム市民性を育成する学校カリキ の開発に関する総合的研究 平成２１年３月 教育課程研究ｾﾝﾀｰ
基礎研究部総括研究官

生涯学習活動の活性化指標の開発に関する実証的研究：派遣社会教育主事制度を媒介に 平成２１年３月 社会教育実践研究ｾﾝﾀｰ



＜所内（貸出数）＞

１２．教育図書館の活動

（１）利用統計（平成20年度）

ア.　一般公開の開館日数 230 日 （前年度　156日）

イ.　利用者数 4,211 人 （　〃　　　3,191人）
 ＜所内＞
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

所員 196 263 287 265 162 233 255 145 166 211 220 255 2,658
共同研究員・研究協力者等 8 13 24 19 12 17 45 22 34 20 22 40 276

合   計 204 276 311 284 174 250 300 167 200 231 242 295 2,934

 ＜文部科学省等＞
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

文部科学省等職員 10 30 35 29 40 31 88 83 39 29 63 56 533
合   計 10 30 35 29 40 31 88 83 39 29 63 56 533

 ＜所外＞  
利用者　　　　　　　　　　 月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

大学・短大・高専教員 11 18 19 15 15 21 14 4 8 6 17 21 169
小・中・高教員 1 3 2 11 6 2 3 2 4 4 4 2 44

大学院生 8 16 14 19 11 12 30 20 16 11 10 26 193
大学生 2 5 4 10 10 7 3 13 10 4 1 3 72

教委・教研所員 1 5 4 3 0 1 2 0 1 1 1 0 19
官庁職員 1 3 1 2 2 2 0 0 1 2 0 3 17

学校・団体職員 3 2 0 1 5 3 7 2 2 1 1 2 29
出版・報道関係者 5 5 3 7 6 5 6 7 8 1 3 3 59

その他 9 5 23 20 20 9 12 8 11 7 4 14 142
合計 41 62 70 88 75 62 77 56 61 37 41 74 744

教科書利用者数（内数） 7 15 16 16 14 14 8 12 14 8 15 15 154

ウ.　利用冊数
＜所内（貸出数）＞ 

利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
図書貸出 188 249 279 190 100 179 138 149 226 145 279 279 2,401
雑誌貸出 5 27 18 19 21 41 31 31 6 13 16 7 235
当日貸出 52 22 23 32 25 24 42 13 41 19 8 61 362

合計 245 298 320 241 146 244 211 193 273 177 303 347 2,998

＜文部科学省等（貸出数）＞
利用種別　　　　　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

図書貸出 0 17 17 18 28 10 49 33 11 10 17 18 228
雑誌貸出 2 6 5 35 15 34 9 150 15 39 5 1 316
当日貸出 1 4 4 22 68 15 57 59 11 12 18 41 312

合計 3 27 26 75 111 59 115 242 37 61 40 60 856

 ＜所外（利用数）＞

出納資料の種別　　　　　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
一般図書及び雑誌等 221 596 508 451 392 390 420 201 351 282 166 461 4,439

教科書 451 648 612 755 1,148 770 938 914 695 92 799 706 8,528
マイクロフィルムリール 2 1 2 23 7 39 0 3 3 7 0 11 98

合計 674 1,245 1,122 1,229 1,547 1,199 1,358 1,118 1,049 381 965 1,178 13,065

エ.　参考質問受付 846 件 （前年度　471件） 　

オ.　資料撮影・掲載依頼の受付 24 件 （　〃　　　24件） 　

カ．文献複写・図書借用
　　　　所外への依頼
　　　　　　複写物 138 件 （　〃　　　79件）
　　　　　　現物貸借 36 件 （　〃　　　15件）
　　　　所外からの受付（複写物のみ）
　　　　　　機関から 50 件 （　〃　　　86件）
　　　　　　個人から 31 件 （　〃　　　19件）



ッシュ 27 118 0 27 118 Ｕ 3 0 3

（２）蔵書等統計（平成20年度）

ア.　蔵書数 496,024 冊 　（前年度　493,997冊）

イ.　年間増加冊数 2,027 冊 　（　〃　　　5,532冊）

ウ.　継続購入雑誌数 165 誌 　（　〃　　　164誌）

エ.　蔵書統計（和洋・分類・資料種類別） （単位：冊数）

和　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数 洋　　書 前年度 増加冊数 蔵書冊数

０   総記 19,133 60 19,193 ０   総記　　※１ 1,728 0 1,728

１   哲学 8,953 21 8,974 １   哲学　　※１ 2,880 0 2,880

２   歴史 14,126 79 14,205 ２   宗教　　※１ 1,186 0 1,186

３   社会科学 24,564 685 25,249 ３   社会科学　　※１ 5,745 0 5,745

３７ 教育 61,560 997 62,557 ３７ 教育　　※１ 22,124 0 22,124

４   自然科学 7,450 75 7,525 ４   語学　　※１ 1,024 0 1,024

５   工学 2,061 19 2,080 ５   自然科学　　※１ 3,375 0 3,375

６   産業 2,444 17 2,461 ６   応用科学　　※１ 892 0 892

７   芸術 2,216 7 2,223 ７   芸術　　※１ 195 0 195

８   語学 2,528 14 2,542 ８   文学　　※１ 238 0 238

９   文学 3,471 12 3,483 ９   歴史　　※１ 2,581 0 2,581

　   年報等逐次刊行物 4,612 0 4,612 　   年報等逐次刊行物 86 0 86

　   文部省移管図書 8,700 0 8,700 　   文部省移管図書　　※２ 7,800 -2,232 5,568

Ｋ   教科書 89,875 233 90,108 Ｋ   教科書　 9,775 0 9,775

Ｚ   製本雑誌等 18,982 10 18,992 Ｚ   製本雑誌等 6,266 0 6,266

Ｃ   漢籍 19,810 0 19,810 Ｆ   外国教育資料等 12,796 0 12,796

Ｓ   マイクロフィルム 4,868 35 4,903 Ｓ   マイクロフィルム 537 0 537

ＳＦ マイクロフィッシュＳＦ マイクロフィ 27 118, 0 27 118, Ｕ ＣＤ   ＣＤ 3 0 3

Ａ   地方教育資料 41,410 458 41,868 ＫＫ 別置教材 22 0 22

Ｐ   大学紀要 47,579 1,169 48,748

Ｕ   ＣＤ 51 0 51 NDC分類（平成20年度～） 0 368 368

Ｖ   ビデオテープ 15 0 15

Ｙ   戦後教育改革史料 35 0 35

　   戦後教育資料 1,845 0 1,845

ＳＳ・ＳＳＦ近現代教育史資料 759 0 759

　   文教協会資料 575 0 575

貴   貴重図書 4 0 4

合　　計 414,744 3,891 418,635 合　　計 79,253 -1,864 77,389

※１　DDC分類による。洋書は平成20年度受入分からNDC分類に切替える。
※２　平成20年度に2,232冊廃棄。

オ.　教育研究論文索引・登録データ件数 156,677 件 　（前年度　146,873件）
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