
2010年6月19日（土）

9:30 - 10:00

共通論題1 自由論題1 自由論題2

学校評価 評価手法

（廣野良吉） （橋本昭彦） （林　薫）

１Ａ １Ｂ １Ｃ

お昼休み
12:00 - 13:15 （理事会 12:05 - 13:00）

共通論題2 自由論題3

各界の評価の10年 行政評価・政策評価

（長尾眞文） （梅田次郎）

１Ａ １Ｂ １Ｃ

共通論題3 共通論題4

日本の評価システム:2000～2010
エビデンスに基づく実践の世界的

動向と日本における取り組み

（山谷清志）

１Ａ １Ｂ １Ｃ

（　　）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。

発表会場：１Ａ〜１Ｃ

　　学会員 1,000円 受　　付：1F　入口付近
　　准会員 2,000円 大会本部：1F　受付
　　非会員一般 3,000円 理 事 会：4F　研究会室Ｂ
　　非会員学生 2,000円

日本評価学会春季第7回全国大会日程

受  付

午前の部

13:15 - 15:15

10:00 - 12:00

午後の部I 自由論題4

国際協力・ＯＤＡ

世界の評価活動：過去十年の
傾向と今後の課題

【大会参加費】

（三好皓一）

15:30 - 17:30

午後の部II 自由論題5

教育・保育・人材育成

（源由理子）(大嶋　巌）



共通論題1 世界の評価活動：過去十年の傾向と今後の課題 １Ａ

座長 廣野良吉 成蹊大学

K1-1 Changes in Aid Approach & Challenges in ODA M&E - A Review of
ODA M&E in the last Ten Years-

三輪徳子 茨城大学

K1-2 Major Challenges facing World Bank’s Evaluation: From
Operations Evaluation Department to Independent Evaluation
Group

Thomas, Vinod World Bank

K1-3 Major Challenges facing UNDP’s Evaluation: Upstreaming
Technical Cooperation from Project to Policy, from Economic to
Sustainable Development and from Development to Governance

Chhibber, Ajay UNDP

K1-4 Recent Development of Ex-Ante External Evaluation of Budget and
Institutional Evaluation of Budgetary System

上野　宏 南山大学

自由論題1 学校評価 １Ｂ

座長 橋本昭彦 国立教育政策研究所

J1-1 新しい学校評価のページは捲れているか 小倉博義 杉並区立済美教育センター

J1-2 学校評価の在り方を探る～自己評価報告書の活用～ 石田謙豪 尾道市立栗原北小学校

J1-3 国立大学法人評価における制度目的の多重性と評価方法の受容性 ○ 林　隆之 大学評価・学位授与機構

田中弥生 大学評価・学位授与機構

齋藤聖子 大学評価・学位授与機構

J1-4 公立教育における学校関係者評価の一考察 清水洋一 世田谷区立喜多見小学校

自由論題2 評価手法 １Ｃ

座長 林　薫 文教大学

J2-1 人間開発指数（HDI）の応用に関する一考察：開発バランス指数として
のHDI

米原あき 日本学術振興会

J2-2 ○ 松尾武司 市民社会評価・支援機構
泉井　透 エボルブアイティワークス㈱
岡本崇宏 エボルブアイティワークス㈱

J2-3 ○ 田中　博 ヒマラヤ保全協会

村田維沙 東京工業大学

J2-4 幸せ度評価と提案 大島章嘉 市民満足学会

共通論題2 各界の評価の10年 １Ａ

座長 長尾眞文 国際基督教大学

討論者 牟田博光 東京工業大学

K2-1 日本のODA評価の10年(2000年-2010年) ○ 松岡俊二 早稲田大学大学院

池田れい 早稲田大学大学院

K2-2 学校評価この10年 橋本昭彦 国立教育政策研究所

K2-3 日本の健康・福祉の評価－評価のねらいと方法の検討－ ○ 梅内拓生 津田塾大学

正木朋也 北里大学

自由論題3 行政評価・政策評価 １Ｂ

座長 梅田次郎 ㈱日本能率協会コンサルティング

J3-1 地方独立行政法人評価の現状 丸山達也 京都大学

J3-2 行政評価の活用による基礎自治体の行政経営改善～練馬区の取組～ 谷口敏彦 行政経営アナリスト

J3-3 政策評価の実効性を高めるための枠組みとわが国への適用可能性 荒川　潤 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱

J3-4 政府レベルの政策評価と省庁レベルの政策評価－政策達成目標明示制
度が政策評価制度にもたらすインパクト－

高崎正有 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱

自由論題4 国際協力・ＯＤＡ １Ｃ

座長 三好皓一 立命館アジア太平洋大学

J4-1 ○ 關谷武司 関西学院大学

芦田明美 神戸大学大学院

J4-2 ○ 富田真紀 東京工業大学大学院

牟田博光 東京工業大学大学院

J4-3 政府開発援助(ODA)の評価指標についての研究 板橋裕美 拓殖大学

J4-4 ○ 間宮志のぶ ㈱国際開発アソシエイツ

野田信一郎 (独)国立国際医療研究センター

角田健一 (独)国際協力機構

共通論題3 日本の評価システム:2000～2010 １Ａ

座長 山谷清志 同志社大学

討論者 丸山達也 京都大学経済研究所

K3-1 評価と行政学 南島和久 神戸学院大学

K3-2 評価と政策学 窪田好男 京都府立大学

K3-3 評価制度とその内在的諸問題 西出順郎 岩手県立大学

K3-4 職業としての評価と学問としての評価 小野達也 鳥取大学

共通論題4 エビデンスに基づく実践の世界的動向と日本における取り組み １Ｂ

座長 大島　巌 日本社会事業大学

座長 佐々木亮 (一財)国際開発センター

K4-1 ○ 正木朋也 北里大学

津谷喜一郎 東京大学

K4-2 教育におけるエビデンスに基づく政策 -新たな展開と課題 岩崎久美子 国立教育政策研究所

K4-3 精神保健福祉領域における科学的根拠にもとづく実践（EBP）の発展か
らみたプログラム評価方法論への貢献 ～プログラムモデル構築とフィ
デリティ評価を中心に～

大島　巌 日本社会事業大学

K4-4 エビデンスに基づく開発援助評価 -ランダム化実験の起源とスクリ
ヴェンとバナージェの考え方の比較-

佐々木亮 (一財)国際開発センター

自由論題5 教育・保育・人材育成 １Ｃ

座長 源由理子 明治大学

討論者 西村幹子 横浜国立大学

J5-1 学童保育施策の「質」に関する評価手法の開発〜東京都小金井市にお
ける保護者の立場からの実践例の意義と課題〜

橋本昭彦 国立教育政策研究所

J5-2 中国における学生の授業評価に対する意識調査 星野敦子 十文字学園女子大学

J5-3 研修効果に影響を与える要因の時系列分析 ○ 菊田怜子 東京工業大学

牟田博光 東京工業大学

J5-4 企業従業員の動機づけ施策の評価に関する研究 高千穂安長 玉川大学

国際協力NGOの組織評価〜参加型手法によるマネジメントの改善

学校要因と家庭環境要因が学力に与える影響力の比較ーマラウイ学力
調査プロジェクトMALPを事例としてー

セクター共通課題への取組みを促進するためのコーディネーションメ
カニズムとそれらを効果的に推進する事業共通管理ツールの意義につ
いて

NPOにおけるインターネットを用いた参加型評価の実現にむけて

中米ホンジュラス共和国初等教育における縦断的就学・追跡調査−個人
の観点から見た就学効率−

エビデンスに基づく医療（EBM）の展開から学ぶもの -EBM普及に伴い
経験した課題と解決策-

日本評価学会春季第7回全国大会「評価の10年と今後の展望」
プログラム詳細（6/2版）

6月19日 (土)  午前の部  10：00-12：00

6月19日 (土)  午後の部I  13：15-15：15

6月19日 (土)   午後の部II  15：30-17：30

6月19日 (土)  お昼休み　　12：00-13：15


