
 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 

- 79 -





１．年譜 

4/25   
平成 24 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 〜 5/18 
平成 24 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＞ 

5/21 〜 5/29 
平成 24 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センター＞ 

5/22 〜 5/25 平成 24 年度公民館職員専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

5/31 〜 6/1 平成 24 年度全教連総会・研究発表大会＜那覇市（パシフィックホテル沖縄）＞ 

6/7 〜 6/8 平成 24 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＞ 

6/8   平成 24 年度生徒指導研究推進協議会＜文部科学省３階講堂＞ 

6/18 〜 6/29 平成 24 年度図書館司書専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

7/24 〜 8/28 平成 24 年度社会教育主事講習〔Ａ〕＜社会教育実践研究センター＞ 

8/24   評議員会＜国立教育政策研究所第一特別会議室＞ 

9/26 〜 9/27 
全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた指導改善研究会 

＜国立オリンピック記念青少年総合センター＞＜文部科学省旧庁舎６階第二講堂＞ 

10/1 〜 10/5 平成 24 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＞ 

10/10 〜 10/12 平成 24 年度博物館長研修＜社会教育実践研究センター＞ 

10/18 〜 10/19 
平成 24 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） 

＜津市（プラザ洞津）＞ 

10/25 〜 10/26 
平成 24 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） 

＜米子市（米子コンベンションセンター）＞ 

11/4   
平成 24 年度教育研究公開シンポジウム「いじめについて、わかっていること、でき

ること。」＜文部科学省３階講堂＞ 

11/8 〜 11/9 
平成 24 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）＜千葉市

（ホテルポートプラザちば）＞ 

11/8 〜 11/9 全教連第 20 期共同研究第３回全国研究集会＜愛知県総合教育センター＞ 

11/14 〜 11/16 平成 24 年度社会教育主事専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

11/15 〜 11/16 全教連カリキュラム研究協議会＜奈良市（奈良ロイヤルホテル）＞ 

11/21 〜 11/22 全教連教育課題研究協議会＜鳥取県教育センター＞  

12/5 〜 12/7 平成 24 年度博物館学芸員専門講座＜社会教育実践研究センター＞ 

12/13 〜 12/14 
平成 24 年度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

＞ 
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12/18   
平成 24 年度教育改革国際シンポジウム「ＥＳＤの国際的な潮流」＜文部科学省３ 階

講堂＞ 

1/21 〜 2/27 平成 24 年度社会教育主事講習［Ｂ］＜社会教育実践研究センター＞ 

1/22   
平成 24 年度国立教育政策研究所文教施設研究講演会「ニアリー･ゼロエネルギーの学

校建築 国際的動向と先進事例の紹介」＜文部科学省第２講堂＞ 

2/4 〜 2/7 

平成 24 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 23・24 年度指定関係、平成 24 年度及び平成 24・25 年度指定関係）＜文部科

学省・都内会場＞ 

2/15   
平成 24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３階講

堂＞ 

3/2   
平成 24 年度教育研究公開シンポジウム「いじめについて、わかっていること、でき

ること。」in KANSAI ＜京都市（ＫＢＳ ホール）＞ 

3/27   評議員会＜国立教育政策研究所第一特別会議室＞ 
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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・進路指導研究センター

 

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２４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               ５０ 

教育課程調査官・学力調査官・情報統計官・社会教育調査官   ５３ 

事務職員等                         ３５ 

 

計                          １５３ 

（併任は除く。） 

 

（２）予 算 

 

 

（単位：千円） 

事 項  平成 24年度 平成 23年度 

人に伴う経費  1,431,306 1,392,571 

管理運営経費   223,428 220,316 

政策研究機能高度化推進経費  116,065 102,644 

事業経費 1,266,389 1,220,458 

国際研究協力経費 465,114 570,464 

民間資金等活用官庁施設維持管理運営等 74,048 77,044 

合 計 3,576,350 3,583,497 
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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 発表者 タイトル 研究部・センター

平成24年 4月 3日 長田徹（文部科学省社会教育課）
今こそ、地域・家庭・学校の絆を深
めよう！

教育課程研究センター研究開発部

平成24年 6月25日
舌津一良（学校法人上智学院総務担当
理事補佐）

国立大学と私立大学の施設整備の違
いについて

文教施設研究センター

平成24年 9月18日
小谷和浩（文部科学省高校教育改革Ｐ
Ｔ教育制度改革室長）

高等学校教育改革の動向について 教育課程研究センター研究開発部

平成24年10月 1日
合田哲雄（文部科学省高等教育局高等
教育企画課高等教育政策室企画官(併)
室長）

大学改革の動向について 教育課程研究センター研究開発部

平成24年10月16日
日向信和（文部科学省初等中等教育局
企画官）

教職生活の全体を通じた教員の資質
能力の総合的な向上方策について

教育課程研究センター研究開発部

平成24年10月20日
Ms. Rebecca Lynn Mieliwocki（カリ
フォルニア州Luther Burbank中学校教
師）

共感理解教育～クリエイティブな学
びの構築～

教育課程研究センター研究開発部

平成24年11月16日 楠見孝（京都大学）
批判的思考について-未来の教育の
ための実践と評価-

教育課程の編成に関する基礎的研
究（プロジェクト研究）

平成24年12月12日
青木茂（首都大学東京戦略研究セン
ター教授）

リファイニング建築にできること 文教施設研究センター

平成24年12月17日
上月正博（文部科学省大臣官房審議官
(生涯学習政策局担当)）

創造復興教育について 教育課程研究センター研究開発部

平成24年12月28日 西岡加名恵（京都大学）
活用する力」を育てる授業と評価に
ついて －パフォーマンス評価の進
め方－

教育課程の編成に関する基礎的研
究（プロジェクト研究）

平成25年 1月22日

Tony Sheppard（アイルランド教育技能
省　建築計画建設ユニット技術マネ
ジャー　OECD/CELE　経済協力開発機構
効果的な教育環境に関する委員会議
長）、小峯　裕己（千葉工業大学工学
部建築都市環境学科教授）、小泉　治
（(株)日本設計第２建築設計群副群長
チーフ・アーキテクト）

平成24年度国立教育政策研究所文教
施設研究講演会「ニアリー・ゼロエ
ネルギーの学校建築 国際的動向と
先進事例の紹介」

文教施設研究センター

平成25年 3月 4日

後藤顕一（基礎研究部総括研究官）、
上野耕史（研究開発部教育課程調査
官）、田代直幸（研究開発部教育課程
調査官）、林誠一（研究開発部教育課
程調査官）

平成24年度プロジェクト研究「中学
校・高等学校における理系進路選択
に関する研究」の報告について

教育課程研究センター研究開発部

平成25年 3月26日 角屋重樹（基礎研究部長） 汎用的能力を育むための「すべ」 教育課程研究センター基礎研究部

平成25年 3月26日 猿田祐嗣（基礎研究部副部長） 国際調査から学ぶもの 教育課程研究センター基礎研究部

９．所内講演会・部内研究会等一覧
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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 

 （～H24.7.30） 

◎尾﨑 春樹 

 （H24.8.1～） 

吉田 和文 次長 

(～H24.8.19) 

尾﨑 春樹 事務取扱（命） 

 （H24.8.20～H24.9.9） 

杉野  剛 

(H24.9.10～) 

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 

（～H24.4.30） 

萬谷 宏之 

（H24.5.1～） 

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 

（～H24.9.30） 

笹井 宏益 

（H24.10.1～） 

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 

小桐間 徳 国際研究・協力部長 

神代  浩 教育研究情報センター長（併） 

（～H24.7.31） 

勝野 頼彦            （併） 

（H24.8.1～H24.9.9） 

杉野  剛            （併） 

(H24.9.10～) 

神代  浩 教育課程研究センター長 

（～H24.7.31） 

勝野 頼彦 

（H24.8.1～） 

  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・進路指導研究センター長 

（～H24.8.31） 

勝野 頼彦               （併） 

（H24.9.1～） 

服部 英二 社会教育実践研究センター長 

（～H24.9.30） 

山本 裕一 

（H24.10.1～） 

齋藤 福栄 文教施設研究センター長 

 

 

政策研究戦略室 

◎吉田 和文 次長 

(～H24.8.19) 

◎尾﨑 春樹 事務取扱（命） 

 （H24.8.20～H24.9.9） 

◎杉野  剛 

 （H24.9.10～） 

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 

（～H24.4.30） 

萬谷 宏之 

（H24.5.1～） 

葉養 正明 教育政策・評価研究部長 

笹井 宏益 生涯学習政策研究部長 

（H24.10.29～） 

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 

小桐間 徳 国際研究・協力部長 

杉野  剛 教育研究情報センター長（併） 

（H24.10.29～） 

神代  浩 教育課程研究センター長 

（～H24.7.31） 

勝野 頼彦 

（H24.8.1～） 

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 

 （H24.10.29～） 

 猿田 祐嗣 教育課程研究センター総合研究官 

 勝野 頼彦 生徒指導・進路指導研究センター長（併） 

 （H24.10.29～） 

山本 裕一 社会教育実践研究センター長 

 （H24.10.29～） 

 齋藤 福栄 文教施設研究センター長 

 （H24.10.29～） 

 

紀要編集会議 

◎萬谷 宏之 研究企画開発部長 

笹井 宏益 生涯学習政策研究部長 

橋本 昭彦 教育政策・評価研究部総括研究官 

藤原 文雄 初等中等教育研究部総括研究官 

深堀 聰子 高等教育研究部総括研究官 

丸山 英樹 国際研究・協力部総括研究官 

銀島  文 教育課程研究センター基礎研究部 

総括研究官 
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