
共通論題1 政策決定のための系統レビューにおける国際的潮流 かもめ
座長・モデレーター 湊直信 国際大学

コメンテーター 米原あき 東洋大学
佐分利応貴 総務省
APEA参加者 （skypeによる）

K1-1 Enabling the use of research: relevant methods of primary
research and research synthesis and the science of research use

Gough, David EPPI-Centre, University College
London

K1-2 Evidence-based decision for policymaking in Japan 正木朋也 国際協力機構

共通論題2 ODA評価の現状分析とその展望 いちょう
座長 山谷清志 同志社大学

コメンテーター 南島和久 新潟大学
K2-1 ODAにおけるPDCAサイクルの評価結果と今後の課題 村岡敬一 外務省

K2-2 JICAの事後評価 -外部有識者によるレビュー結果と対応- 鴫谷哲 国際協力機構

K2-3 ODA評価の現状と課題 -第三者評価は日本の官僚文化になじまない？- 佐藤寛 アジア経済研究所

自由論題1 自治体評価 やまゆり
座長 西出順郎 岩手県立大学

J1-1 参加型評価を通じた市民教育の可能性 橋本圭多 同志社大学

J1-2 ○ 加藤郁夫 (株)国際開発センター

氏川恵次 横浜国立大学

J1-3 地方議会議員の質問に対する重み付け設定の試行 本田正美 島根大学

J1-4 ○ 熊谷智義 特定非営利活動法人政策21

岩渕公二 特定非営利活動法人政策21

共通論題3 かもめ

座長 廣野良吉 成蹊大学

K3-1 （調整中） 阿部治 立教大学/日本環境教育学会

K3-2 ESD推進施策の評価 岩本渉 千葉大学

K3-3 企業の立場からみたDESDとCSR　～進化の10年を振り返って～ 関正雄 損害保険ジャパン日本興亜（株）

K3-4 市民社会からの挑戦―ESD推進12年間の軌跡 池田満之 持続可能な開発のための教育推進会議
(ESD-J) /岡山ユネスコ協会

共通論題4 「行政評価士」の役割とそのカリキュラム いちょう
座長 山谷清志 同志社大学

コメンテーター 小野達也 鳥取大学
源由理子 明治大学

K4-1 行政評価者と評価士 西出順郎 岩手県立大学

K4-2 「行政評価士」資格の創設をめぐる諸論点 佐藤徹 高崎経済大学

K4-3 「評価人材」に対するニーズと「行政評価士」 田中啓 静岡文化芸術大学

共通論題5 テストに拠らない学校評価の試み－体験学習の評価を中心に やまゆり
座長・司会 石田健一 東京大学

K5-1 テストによらない学校評価の試み－体験学習の評価を中心に  企画趣旨
の説明

石田健一 東京大学

K5-2 体験学習の作文分析 大河原尚 大東文化大学

西村邦雄 東洋学園大学

石田楓軒 Owl Medical Service

○ 石田健一 東京大学

小澤伊久美 国際基督教大学

石田洋子 広島大学

K5-3 インタビュー、フォーカスグループ・ディスカッション ○ 石田健一 東京大学

大河原尚 大東文化大学

石田楓軒 Owl Medical Service

西村邦雄 東洋学園大学

石井徹弥 コーエイ総合研究所

伊藤美保 インテムコンサルティング

K5-4 作文分析による評価 ○ 西村邦雄 東洋学園大学

石田健一 東京大学

大河原尚 大東文化大学

石田楓軒 Owl Medical Service

小澤伊久美 国際基督教大学

石田洋子 広島大学

K5-5 学校現場への提言 ○ 石田楓軒 Owl Medical Service

大河原尚 大東文化大学

石田健一 東京大学

西村邦雄 東洋学園大学

K5-6 ○ 大河原尚 大東文化大学

小澤伊久美 国際基督教大学

西村邦雄 東洋学園大学

石田健一 東京大学

石田楓軒 Owl Medical Service

石井徹弥 コーエイ総合研究所

K5-7 ○ 小澤伊久美 国際基督教大学

石田健一 東京大学

日本評価学会春季第13回全国大会「SDGsの幕開けにあたり評価を考える」
プログラム詳細

5月28日 (土)  受付　　9：30-10：00

5月28日 (土)  午前の部  10：00-12：00

5月28日 (土)  お昼休み　12：00-13：15  （12：05～13：00　理事会）

バランス・スコアカードを用いたSDGsのための事業モデルの評価に関す
る検討

総合討論のための話題提供：学校評価士の共同作業による学校評価、そ
の課題と可能性

指定管理者制度導入施設の管理運営に関する第三者評価の実態－岩手県
盛岡市の取り組みを事例に－

5月28日 (土)  午後の部I  13：15-15：15　（※自由論題2　14：15～15：15）

第三者評価に対する現場教員の評価−アンケート結果から−

「持続可能な開発のための教育国連10年：2005-14」の評価：特に日本におけるその成果
とプロセスについて



自由論題2 大学評価 会議室1

（14：15～15：15） 座長 牟田博光 (一財)国際開発センター
J2-1 大学評価支援へ向けた指標設定のチェックリストの開発 ○ 渋井進 (独)大学改革支援・学位授与機構

田中弥生 (独)大学改革支援・学位授与機構

J2-2 教育と医療の第三者評価の比較検討―大学機関別認証評価と病院機能評
価を中心に―

高池宣彦 筑波大学大学院大学院生（博士後期課
程）

共通論題6 政策形成のためのエビデンス活用 かもめ

座長 正木朋也 国際協力機構/北里大学
K6-1 ODAプロジェクトに関するエビデンス形成の一事例：インドネシア・スラ

ウェシ島の稲作振興プロジェクトから
高橋和志 上智大学

K6-2 エビデンスに基づく犯罪対策：犯罪者治療プログラムの開発と評価 原田隆之 目白大学

K6-3 イギリスにおけるEvidence-Based Policyのエコシステムと日本への示唆 小林庸平 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

K6-4 「エビデンスの活用」を日本の政策形成過程に導入するための自治体で
の試み

家子直幸 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

共通論題7 米国におけるGPRAMAと日本への示唆 いちょう

座長・コメンテーター 南島和久 新潟大学
司会 岡本義朗 新日本有限責任監査法人

K7-1 米国連邦政府GPRAMAの成立過程及びそれに対するGAOの関与 三浦雅央 新日本有限責任監査法人

K7-2 業績達成度評価の進展：米国連邦政府のGPRAMAの取組を参考に 左近靖博 新日本有限責任監査法人

K7-3 スタット・モデルの背景にあるデータ活用型行政経営の進展 高木麻美 新日本有限責任監査法人／国際大学

自由論題3 評価の国際潮流と評価手法 やまゆり

（15：30～18：00） 座長 源由理子 明治大学
J3-1 ○ 黒田かをり (一財)CSOネットワーク

今田克司 (一財)CSOネットワーク

長谷川雅子 (一財)CSOネットワーク

高木晶弘 (一財)CSOネットワーク

J3-2 発展型評価～概念と可能性 今田克司 (一財)CSOネットワーク

J3-3 SDGsの評価：第７目標「エネルギーと持続性の指標」 林薫 文教大学

J3-4 協働型ネットワークにおける業績情報の拡散型探索と深耕型探索ための
活用：試論

中嶋学 ニューヨーク州立大学(博士課程)

J3-5 ○ 宮口貴彰 立命館大学

Uitto, Juha GEF独立評価局

自由論題4 教育評価 会議室1

（15：30～18：00） 座長 橋本昭彦 国立教育政策研究所
J4-1 教育協力に関する政策レベル評価3件からの学び 石田洋子 広島大学

J4-2 国際教育協力プロジェクトは公正的か 田中紳一郎 国際協力機構

J4-3 ○ 吉川香菜子 大阪大学大学院生（博士後期課程）

神谷祐介 龍谷大学

野村真利香 国立保健医療科学院

荻野妃那 四日市看護医療大学

J4-4 修学パターンによるミャンマー初等教育における進級制度の検討 ○ 關谷武司 関西学院大学 

吉田夏帆 関西学院大学大学院生（博士前期課程）

J4-5 ミャンマー国基礎教育学校の教育条件が学力試験結果に及ぼす影響に関
する分析

牟田博光 国際開発センター

○印は、共同研究の代表者

Improving Educational outcomes at Primary Schools in Lao: An
evaluation using a randomised controlled trial

5月28日 (土)   午後の部II  15：30-17：30　（※自由論題3・4　15：30～18：00）

グローバル評価アジェンダと日本の市民社会における評価キャパシティ
の強化に向けて

実存論的評価手法を用いた気候変動適応プロジェクト事後評価のメタ分
析


