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１．年譜 

4/8  「みんなでつくる被災地学校運営支援サイト」公開 

4/21 

平成 23 年度魅力ある学校づくり調査研究事業第１回連絡協議会  

＜文部科学省 3 階講堂＞ 

5/17～5/30 
平成 23 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センター、文部科学省＞ 

5/26～5/27 
平成 23 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センター＞ 

6/2～ 6/ 3 
平成 23 年度全教連総会・研究発表大会  

＜札幌市（ホテルライフォート札幌）＞ 

6/2～ 6/ 3 
平成 23 年度全国生涯学習センター等研究交流会  

＜社会教育実践研究センター＞ 

6/24 
平成 23 年度生徒指導研究連絡会議  

＜文部科学省 3 階講堂＞ 

6/27～ 6/30   
平成 23 年度公民館職員専門講座   

＜社会教育実践研究センター＞ 

7/20～ 8/24 
平成 23 年度社会教育主事講習［Ａ］ 

＜社会教育実践研究センター＞ 

7/20 

国立教育政策研究所公開研究会 

「グローバル化の進展と教育の在り方～グローバル社会における企業の展開と求められ

る人間像～」 

＜文部科学省旧庁舎第２講堂＞ 

8/31 
評議員会 

 ＜所内第一特別会議室＞ 

9/ 1～ 9/ 2   
平成 23 年度社会教育計画の立案と評価に関する研究セミナー 

  ＜広島県立生涯学習センター＞ 

9/ 8～ 9/ 9 
平成 23 年度全教連カリキュラム研究協議会  

＜さいたま市（ブリランテ武蔵野）＞ 

10/ 3～10/ 7  
平成 23 年度メディア教育指導者講座  

＜社会教育実践研究センター＞ 

10/ 6～10/ 7  
平成 23 年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（中部地区） 

＜福井市（福井市地域交流プラザ）＞ 

10/12～10/14  
平成 23 年度博物館学芸員専門講座  

＜社会教育実践研究センター＞ 

10/17～10/28 
平成 23 年度図書館司書専門講座   

＜社会教育実践研究センター＞ 

10/20～10/21 
平成 23 年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（西部地区） 

  ＜岡山市（ピュアリティまきび）＞ 

10/27～10/28 
平成 23 年度魅力ある学校づくり調査研究事業ブロック協議会（東部地区） 

  ＜横浜市（メルパルク横浜）＞ 

11/16～11/18  
平成 23 年度社会教育主事専門講座 

  ＜社会教育実践研究センター＞ 

11/10～11/11 
平成 23 年度全教連共同研究 

  ＜金沢市（金沢国際ホテル、石川県教育センター）＞ 
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11/24～11/25 
平成 23 年度全教連教育課題研究協議会 

  ＜岐阜市（岐阜県総合教育センター）＞ 

11/24   
平成 23 年度教育研究公開シンポジウム「東日本大震災と学校－学校運営や教育指導にお

ける工夫など－」  ＜文部科学省東館 3 階講堂＞ 

11/25   
第一回日中韓国立教育政策研究所長会議 

  ＜所内第一特別会議室＞ 

11/29～12/ 2  
平成 23 年度新任図書館長研修 

 ＜社会教育実践研究センター＞ 

12/ 7～12/ 9  
平成 23 年度博物館長研修 

＜社会教育実践研究センター＞ 

12/15～12/16 
平成 23 年度生涯学習機関等の連携に関する実践研究交流会 

 ＜静岡県男女共同参画センター＞ 

1/19～ 2/24  
平成 23 年度社会教育主事講習［Ｂ］ 

＜社会教育実践研究センター＞ 

1/24 
平成 23 年度国立教育政策研究所文教施設研究講演会「地震国の学校建築－ニュージーラ

ンドと日本の知見の交流－」 ＜文部科学省旧庁舎第 2 講堂＞ 

1/30～2/2  
平成 23 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  （平成

22・23 年度、平成 23・24 年度指定関係）＜文部科学省、航空会館＞ 

2/15     
平成２３年度魅力ある学校づくり調査研究事業第２回連絡協議会 

＜文部科学省東館３階講堂＞ 

3/2 
地域教育力を高めるボランティアセミナー 

＜社会教育実践研究センター＞ 

3/2,3/6 
平成２２年度終了プロジェクト研究に係る研究成果報告会 
＜文部科学省会議室＞ 

3/27 
評議員会 

＜所内第一特別会議室＞ 
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 ［文部科学省大臣官房審議官］ 

 

評議員会 

 

所 長 

 

次 長 

 

次長（併任） 

 

研究企画開発部 

 

教育政策・評価研究部 

 

生涯学習政策研究部 

 

初等中等教育研究部 

 

高等教育研究部 

 

国際研究・協力部 

 

教育研究情報センター 

 

社会教育実践研究センター 

 

文教施設研究センター 

 

教育課程研究センター 

教 育 図 書 館 

 

基 礎 研 究 部 

 

研 究 開 発 部 

 

総 合 研 究 官 

 

生徒指導研究センター 

 

総  務  部 

企画調整官 

研 究 官 

研 究 官 

研 究 官 

研 究 官 

研 究 官 

研 究 官 

研 究 官 

情報支援課 

社会教育調査官 

企 画 課 

研 究 官 

研 究 官 

基礎研究課 

教育課程調査官 

学力調査官 

情報統計官 

研究開発課 

学力調査課 

研 究 官 

企 画 課 

庶 務 課 

会 計 課 
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４．定員及び予算 

 

 

（１）定員（平成２３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               ５１ 

教育課程調査官・学力調査官・情報統計官・社会教育調査官   ５２ 

事務職員等                         ３７ 

 

計                          １５５ 

（併任は除く。） 

 

 

（２）予 算 

 

 

（単位：千円） 

事 項  平成 23年度 平成 22年度 

人に伴う経費  1,392,571 1,403,099 

管理運営経費   220,316 220,700 

政策研究機能高度化推進経費  102,644 114,996 

事業経費 1,220,458 1,390,815 

国際研究協力経費 570,464 315,722 

教育情報ナショナルセンター機能の運用に要する経費 0 182,689 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等 77,044 81,787 

合 計 3,583,497 3,709,808 
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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 （駐車場）                             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）（ 一 部 地 下 ２ 階 ）  1,001 ㎡     2,734 ㎡ 

合    計            1,001        2,734 
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年月日 来訪者名 国籍等 役職名 来所の目的

平成23年 5月25日
中国国務院発展研究センター
（貢　森　他２名）

中国
中国国務院発展研究センター
社会発展研究部副部長　他

義務教育の行財政制度についての意
見交換

平成23年 6月15日
Mrs. Pojjaman Pongpaiboon
他32名

タイ
タイ国教育省基礎教育委員会
教育革新開発局長　他

国立教育政策研究所の教育関連情報
の入手方法等に関する情報収集

平成23年 8月 3日 周祝瑛 台湾 政治大学教授
国研の研究および日本の高等教育の
動向に関する聴取

平成23年10月22日 Ms. Michelle M. Shearer 米国
メリーランド州Urbana高等学
校教員

教育課程研究センター連絡会（部内
研究会）での講演

平成23年11月24日
25日

中国中央教育科学研究院、韓国
教育開発院　（袁　振国、金
泰完　他）

中国
韓国

院長　他

平成23年度教育研究公開シンポジウ
ムへの参加
第一回日中韓国立教育政策研究所長
会議

平成23年12月 5日
カンボジア国民議会（モッム・
チムフィ　他7名）

カンボジア カンボジア人民党員　他

教育政策研究全般（国立教育政策研
究所の位置づけ、研究範囲等）につ
いての意見交換

平成24年 1月24日 Ms. Kim Shannon　他1名
ニュージー

ランド
教育省学校施設資産グループ
ジェネラルマネージャー

平成23年度国立教育政策研究所文教
施設研究講演会での講演

平成24年 2月15日 Dr. Sam Stern
アメリカ合

衆国
オレゴン州立大学教育学部教
授 (前学部長)

現職教員研修に関する聴取

平成24年 2月29日 Dr. Iddo Gal イスラエル
Chair, Department of Human
Services, University of
Haifa

日本におけるPIAACの実施状況に関
する聴取

平成24年 3月 2日
カザフスタン国立大学（バラカ
エヴァ・ライラ　他１名）

カザフスタ
ン

カザフスタン国立大学　教
授、日本語学科長

高等教育全般（大学の役割等）につ
いての意見交換

平成24年 3月 5日 Arne Carlsen デンマーク UIL所長
生涯学習政策研究に関する聴取・意
見交換

平成24年３月27日 Mr. Yu, Woong-Sang　他２名 韓国
韓国教育開発院教育施設研究
管理センター所長

日本の教育施設についての情報収集
と意見交換

７．外国人来訪者一覧
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１０．所内委員一覧 

 

［◎は議長（委員長／室長）］ 

研究所会議 

◎德永  保 所長 

大槻 達也 次長 

(～H23.12.31) 

吉田 和文   

(H24.1.1～) 

笠井 俊秀 総務部長 

大和  淳 企画普及室長 

長屋 正人 研究企画開発部長 

葉養 正明 教育政策・評価研究部長 

小桐間 徳 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 

渡辺  良 国際研究・協力部長 

神代  浩 教育課程研究センター長 

      (併)教育研究情報センター長 

  角屋 重樹 教育課程研究センター基礎研究部長 

宮内 健二 教育課程研究センター研究開発部長 

猿田 祐嗣 教育課程研究センター総合研究官 

青木 早苗 生徒指導研究センター長 

服部 英二 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 

 (～H24.1.5) 

  齋藤 福栄 

(H24.1.6～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策研究戦略室 

◎大槻 達也 次長 

(～H23.12.31) 

  吉田 和文 

   (H24.1.1～) 

笠井 俊秀 総務部長 

大和  淳 企画普及室長 

長屋 正人 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） 

(～H23.9.28) 

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 

塚原 修一 高等教育研究部長 

神代  浩 教育課程研究センター長 

      （併）教育研究情報センター長 

 角屋 重樹 教育課程研究センター基礎研究部長 

 猿田 祐嗣 教育課程研究センター総合研究官 

 

紀要編集会議 

◎長屋 正人 研究企画開発部長 

橋本 昭彦 教育政策・評価研究部総括研究官 

岩崎久美子 生涯学習政策研究部総括研究官 

藤原 文雄 初等中等教育研究部総括研究官 

塚原 修一 高等教育研究部長 

吉岡 亮衛 教育研究情報センター総括研究官 

後藤 顕一 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 
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