
第1日目：2015年12月12日(土）

10：00-10：30

午前の部

10：30-12：30

12：30-13：30

午後の部Ⅰ
13：30-15：30

午後の部Ⅱ
15：45-17：45

18：00-18：30

18：45-20：45

第2日目：2015年12月13日（日）

9：00-9：30

午前の部
9：30-11：30

11：30-12：30

午後の部 I
12：30-14：30

午後の部Ⅱ
14：45-16：45

（　　）は座長です。
自由論題報告の時間は原則として、発表20分、質疑8分、交替2分（計30分）です。

【大会参加費】 発表会場：　　　　　 201AB、多目的ルーム2分割

　　学会員（正、学、賛） 2,000円 総会：　 多目的ルーム
　　准会員 3,000円 大会本部：　　　　 311AB
　　非会員学生 3,000円 理事控室 オリエンテーションルーム
　　非会員一般 4,000円 理事会／編集委員会：　　　　　　オリエンテーションルーム
　　懇親会（予定） 4,000円

（齊藤貴浩）
第1会議室

（正木朋也）
第2会議室

共通論題 4

第2会議室
（山谷清志) （青柳恵太郎)

第3会議室

第1会議室

共通論題 6

（林薫）
第2会議室

第3会議室

共通論題 1 共通論題 2

（齊藤貴浩）

第2会議室 第3会議室

日本評価学会第16回全国大会日程
「国際評価年：評価のイノベーション」

受  付

～国際セッション～ 評価の独立
性、有効性のためのガバナンス

第1会議室

自由論題 1

社会開発評価 行政機関の評価

第1会議室

（和田義郎）

国際評価年：評価のイノベーション

小規模自治体の行政評価

自由論題 2

第2会議室

（湊直信)

教育評価

受  付

Symposium

（窪田好男)

共通論題 3

総会

懇親会

（村田誠英）
第3会議室

サスティナビリティーをどう評価
するか（ラウンドテーブル）

新しい大学評価を求めて：大学外
部の視点から ～評価学のフロン

ティアとしての「大学」～

共通論題 5

（齊藤貴浩）
第1会議室

評価の教育
－アートかサイエンスか、それと

もエンジニアリングか

行政評価局調査の現状

評価手法

自由論題 5

（牟田博光)
第2会議室・第3会議室

科学的根拠に基づく政策形成

お昼休み／編集委員会

共通論題 7
新しい大学評価を求めて：大学内
部の視点から ～評価学のフロン

ティアとしての「大学」～

共通論題 8 共通論題 9

研究倫理と評価

自由論題 4

（西野桂子) （關谷武司) （上野宏）

自由論題 3

お昼休み／理事会

国際事業評価



自由論題 1 社会開発評価 第1会議室

座長 西野桂子 関西学院大学
J1-1 ○ 皆元理恵 ジーエルエム・インスティチュート

西野桂子 関西学院大学

J1-2 NGO スタディツアーの開発教育的影響に関する質的評価-参加型評価手
法MSC（Most Significant Change）を活用して-

田中博 参加型評価ファシリテーター

J1-3 投資家によるプログラム評価－SIB（ソーシャル・インパクト・ボン
ド）の効用と課題

北大路信郷 明治大学

J1-4 プロフェッションの倫理教育：監査人の倫理教育からの示唆 小林信行 OPMAC

自由論題 2 第2会議室

座長 關谷武司 関西学院大学

J2-1 個々の子どもたちの修学パターンによる基礎教育評価 ○ 關谷武司 関西学院大学

江嵜那留穂 関西学院大学（大学院生）

J2-2 気候変動適応における事業評価の課題 池田まりこ 京都大学大学院（博士後期課程）

J2-3 ○ 池田満 南山大学

福田彩 東京外国語大学

宮城徹 東京外国語大学

自由論題 3 行政機関の評価 第3会議室

座長 上野宏 統計研究会/国際開発センター
J3-1 テキストマイニングによる独立行政法人の中期目標の分析 森田弥生 筑波大学

J3-2 協働型ネットワークにおける業績情報の学習のための活用：内部評価
と外部評価による業績情報の相違についての試論

中嶋学 ニューヨーク州立大学（博士課程）

J3-3 独立財政機関（IFI）の設立の事前評価基準と実績の事後評価基準 上野宏 統計研究会/国際開発センター

J3-4 社会変革プログラムの評価の枠組み 上野真城子 アジア都市コミュニティー研究センター

共通論題 1 ～国際セッション～ 評価の独立性、有効性のためのガバナンス 第1会議室

座長 湊直信 国際大学
コメンテータ 佐々木亮 国際開発センター

上野宏 統計研究会/国際開発センター
K1-1 Governance for Independent and Effective Monitoring and

Evaluation
廣野良吉 成蹊大学

K1-2 Governance and Evaluation: Experience of UNDP Indran A. Naidoo UNDP

K1-3 Role of VoPEs for Promoting Sustainable Evaluation: How Can
APEA Make a Difference？

Arunaselam
Rasappan

Center for Development & Research in
Evaluation, International

共通論題 2 第2会議室

座長 窪田好男 京都府立大学

K2-1 地方公共団体における行政評価の現状 ～予算と評価、評価疲れ・評価
廃止～

小島卓弥 EYアドバイザリー

K2-2 地方創生における評価の位置づけ 内田真 ジャパンインターナショナル総合研究所

K2-3 沖縄における行政評価の特殊性―沖縄振興予算の事後評価― 橋本圭多 同志社大学

自由論題 4 評価手法 第3会議室

座長 和田義郎 国際協力機構
J4-1 地方議会議員の活動の評価と検証 本田正美 島根大学

J4-2 学校のエンパワーメントを導く評価キャパシティの検討 池田琴恵 東京福祉大学

J4-3 規制を評価する仕組みについての一考察 村上裕一 北海道大学

J4-4 大学教育におけるルーブリックの実践とその評価方法論的な含意 西村君平 弘前大学

Symposium 国際評価年：評価のイノベーション 第2会議室・第3会議室

座長 牟田博光 東京工業大学

International Evaluation Year: SDGs and Evaluation Indran A. Naidoo UNDP

ADBと評価 冨永二郎 ADB

齊藤貴浩 大阪大学

Symposium 正木朋也 国際協力機構/東京大学

林薫 文教大学

山谷清志 同志社大学

和田義郎 国際協力機構

日本評価学会第16回全国大会日程
「国際評価年：評価のイノベーション」

12月12日（土） 午前の部 10：30-12：30

12月12日（土） 受  付 10：00-10：30

SROIを活用したソーシャルビジネスの社会的効果の検証～フィリピン
小規模農民向け農機レンタル事業を事例として～

国際事業評価

プログラム詳細

12月12日（土） 午後の部Ⅱ 15：45-17：45

12月12日（土） 総会 18：00-18：30

アジアの紛争経験国を対象とした平和構築・紛争予防教育プログラム
の評価

12月12日（土） 懇親会 18：45-20：45

12月12日（土） お昼休み／理事会12：30-13：30

12月12日（土） 午後の部Ⅰ 13：30-15：30

小規模自治体の行政評価

Panelist



共通論題 3 評価の教育 －アートかサイエンスか、それともエンジニアリングか 第1会議室

座長 山谷清志 同志社大学

K3-1 「国際的視点の評価」-セオリー評価とログフレーム，異文化理解を中
心とした大学院科目-

佐藤由利子 東京工業大学

K3-2 評価のディシプリンを再考する～公共政策大学院の講義経験から～ 源由理子 明治大学

K3-3 政策評価の教育と模擬評価の活用 窪田好男 京都府立大学

K3-4 日本における政策評価教育の現状と課題　大学院講義20年、学部教育
10年の反省

山谷清志 同志社大学

共通論題 4 科学的根拠に基づく政策形成 第2会議室

座長 青柳恵太郎 国際協力機構／東京大学
K4-1 JICAによるインパクト評価の取り組み：エビデンスに基づく事業実施 浅岡浩章 国際協力機構

K4-2 フィリピンにおけるコミュニティ参加型インフラ整備事業のインパク
ト評価

倉田正充 上智大学

K4-3 コミュニティ参加型介入によるソーシャルキャピタル蓄積―クラス
ターランダム化比較試験とフィールドラボ実験による実証分析―

青柳恵太郎 国際協力機構／東京大学

K4-4 日本におけるエビデンスに基づく教育のあり方 ～WWC･EPPIと国内の現
状から～

森俊郎 岐阜県公立中学校／ロンドン大学（IOE）

自由論題 5 教育評価 第3会議室

座長 齊藤貴浩 大阪大学
J5-1 大学認証評価における大学図書館評価の検討 高池宣彦 筑波大学大学院

J5-2 ○ 岡嶋裕子 大阪大学

和嶋雄一郎 大阪大学

中村将大 大阪大学

齊藤貴浩 大阪大学

J5-3 ○ 渡邉美紀 首都大学東京

島林智香子 首都大学東京

J5-4 ○ 和嶋雄一郎 大阪大学

齊藤貴浩 大阪大学

共通論題 5 第1会議室

座長 齊藤貴浩 大阪大学
コメンテータ 田中弥生 大学評価・学位授与機構

K5-1 大学内部に求められる評価とIR 浅野茂 山形大学

K5-2 研究者の業績評価の現状と課題に関する研究 ○ 高谷徹 三菱総合研究所

林隆之 大学評価・学位授与機構

K5-3 大学経営の効率性を高める方策の検討 ○ 山崎その 京都外国語大学

伊多波良雄 同志社大学

宮嶋恒二 京都学園大学

K5-4 OIST、科学技術大学のあり方を模索する大学 大竹茂行 沖縄科学技術大学院大学

共通論題 6 サスティナビリティーをどう評価するか（ラウンドテーブル） 第2会議室

座長 林薫 文教大学
K6-1 趣旨説明と問題提起１　持続可能性のマクロ指標 Energy for All（第

7目標）
林薫 文教大学

K6-2 問題提起２　持続的、包括的かつ持続可能な経済成長（第8目標）、持
続可能な消費と生産のパターン（第12目標）

長尾眞文 国連大学サステイナビリティ高等研究所

K6-3 問題提起３　包括的かつ公平で質の高い教育の提供（第4目標）、グ
ローバル・パートナーシップの強化（第17目標）

米原あき 東洋大学

K6-4 問題提起４（研究報告）　サステナビリティ評価の手法に関する考察 加藤郁夫 国際開発センター

共通論題 7 行政評価局調査の現状 第3会議室

座長 村田誠英 総務省
コメンテータ 西出順郎 岩手県立大学

南島和久 神戸学院大学
K7-1 行政評価・監視（全国計画調査）「事例１：国の債権管理等」 稲垣好展 総務省

K7-2 行政評価・監視（全国計画調査）「事例２：温室効果ガスの排出削減
に係る国の補助事業」

竹中一人 総務省

K7-3 現地における行政評価局調査の取組―地域計画調査「事例：高齢者等
の交通手段の確保対策に関する実態調査」

山田昌二 総務省

共通論題 8 第1会議室

座長 齊藤貴浩 大阪大学
コメンテータ 西出順郎 岩手県立大学

K8-1 教育・研究水準を評価するための分野別基準の模索：学系別「参考
例」の策定

林隆之 大学評価・学位授与機構

K8-2 博士人材データベースの構築による人材政策への貢献 ○ 篠田裕美 文部科学省 科学技術・学術政策研究所

松澤孝明 文部科学省 科学技術・学術政策研究所

K8-3 大学評価と市場化・社会的インパクト―大学ランキングの最新動向か
ら―

藤井翔太 大阪大学

K8-4 The Future of Research Metrics & its Use for Research
Evaluations

Karlsson, Anders Elsevier

共通論題 9 研究倫理と評価 第2会議室

座長 正木朋也 国際協力機構／東京大学
K9-1 評価 における研究倫理の諸問題 正木朋也 国際協力機構／東京大学

K9-2 国際協力プロジェクトと研究・調査倫理：EBP実現に向けた現状課題 青柳恵太郎 国際協力機構／東京大学

K9-3 研究不正への対応と責任ある研究活動の推進：評価の観点から 中村征樹 大阪大学

12月13日（日） 午後の部 I 12：30-14：30

12月13日（日） 午前の部 9：30-11：30

12月13日（日） お昼休み／編集委員会 11：30-12：30

新しい大学評価を求めて：大学外部の視点から ～評価学のフロンティアとしての「大学」～

12月13日（日） 午後の部Ⅱ 14：45-16：45

新しい大学評価を求めて：大学内部の視点から ～評価学のフロンティアとしての「大学」～

SERUによる学生経験と大学における教育成果との関係

大学図書館におけるスタディアシスタント（LSA）の効果に関する研究

企業調査・入学時調査・卒業時調査を利用した大学生の能力に関する
分析 ―企業が重視する能力と大学生の主観的能力評価とのギャップ―


