
共通論題1 外資系企業の人事管理評価 Rm.6105

座長 廣野　良吉 成蹊大学

K1-1 日本企業における外国人社員 ロナルド・マック
ファーランド

ユニカ（株）

K1-2 米国多国籍企業１００％子会社Ｐ＆Ｇの人事管理政策の評価 丸谷　奈都子 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株）

K1-3 アジア開発銀行におけるグローバル人材の活用 松波　克次 アジア開発銀行

共通論題4 学校評価人材の育成と活用の在り方について～新設・学校専門評価
士養成講座を考える～

Rm.6108

座長 橋本　昭彦 国立教育政策研究所

K4-1 提案：学校専門評価士資格の創設と今後の展望 橋本　昭彦 国立教育政策研究所

K4-2 学校専門評価士養成講座への期待と注文～公立学校現場の学校評価のために
～

福田　洋一 東京都板橋区立志村第一中学校長

K4-3 学校専門評価士養成講座のカリキュラムについて～英国の評価者養成と比較
して～

植田　みどり 国立教育政策研究所

自由論題1 評価手法 Rm.6107

座長 和田　義郎 国際協力機構

J1-1 幸せ度評価による地域間比較・国際比較の可能性 大島　章嘉 (株)ワード研究所・幸せ度調査館

J1-2 ○ 間宮　志のぶ (株)国際開発アソシエイツ

岩本　あづさ （独法人）国立国際医療研究センター

J1-3 ○ 梅内　拓生 北里大学大学院

岡本　純典 QED Systems(株)

正木　朋也 北里大学大学院

共通論題2 外国人材受け入れによる地域活性化とその評価 Rm.6105

座長 佐藤　由利子 東京工業大学

コメンテータ 水畑　順作 文部科学省

K2-1 九州における留学生等グローバル人材の活用について 松谷　昭一 九州経済産業局

K2-2 立命館アジア太平洋大学と別府市･大分県:新大学設置と地域社会の国際化に
ついて

篠﨑　裕二 立命館アジア太平洋大学

K2-3 温泉観光地別府市の観光開発における留学生受け入れの効用 堀　桂子 観光開発プランナー

K2-4 韓国・全羅北道における留学生受入れの取組み ○ Kim, Mi Hee Jeonbuk Development Institute

長島　万里子 洗足こども短期大学

K2-5 留学生等外国人材受入れによる地域活性化の取組みの横断的比較と評価の課
題

佐藤　由利子 東京工業大学

共通論題5 評価と評価者 Rm.6108

座長 三好　皓一 立命館アジア太平洋大学

K5-1 評価者とは誰か～その機能と役割を再考する 源　由理子 明治大学

K5-2 評価者は存在するのか‐地方自治体の評価システムを中心に‐ 西出　順郎 岩手県立大学

K5-3 評価者の位置づけと役割 — Evidence-based Medicine発案者らの議論から — 正木　朋也 北里大学大学院

K5-4 評価者と評価専門性の整合性について：地域開発評価に焦点をあてて 三好　皓一 立命館アジア太平洋大学

自由論題2 学校評価/教育評価 Rm.6107

座長 高千穂　安長 玉川大学

コメンテータ 西村　邦雄 学校専門評価士

J2-1 教育委員会が有すべき学校評価システムに関する考察 石田　楓軒 評価士・元校長

J2-2 評価制度から捉えた国立大学法人制度の課題 田中　弥生 大学評価・学位授与機構

J2-3 米国における教育プログラムの実験モデル評価研究の現場から学ぶこと 阿部　康代 バークレー・ポリシー・アソシエツ

○ 吉田　暁生 東京大学

朝川　哲司 青山学院大学

日本評価学会春季第9回全国大会「人材育成・活用と評価」
プログラム詳細

6月30日 (土)  受付　　9：45-10：15

6月30日 (土)  午前の部  10：15-12：15

ラオス国保健セクターにおける“セクターワイド調整メカニズムの進展に伴
うセクター事業共通管理ツール改訂の意義と課題“

6月30日 (土)  お昼休み　12：15-13：30  （理事会　12：20～13：25）Rm.6102

第二報WHO健康再定義と持続可能な発展の理念 ― 環境生態学視点からの検討
と評価 ―

6月30日 (土)  午後の部I  13：30-15：30

J2-4 小学生によるＣＭ作品の相互評価



共通論題3 政策評価と施設評価の考察～人材育成のミスマッチ～ Rm.6105

座長 山谷　清志 同志社大学

コメンテータ 桂　容子 日本女性学研究会

コメンテータ 渋谷　典子 NPO参画プラネット

K3-1 ○ 内藤　和美 お茶の水女子大学

高橋　由紀 国立女性教育会館

山谷　清志 同志社大学

K3-2 「男女共同参画政策」の評価と行政評価のミスマッチ―質問紙調査結果か
らー

高橋　由紀 国立女性教育会館

K3-3 施設評価と政策評価-名古屋市を事例として 林　やすこ 同志社大学

共通論題6 CSR活動における社会投資収益率法（SROI）を用いた評価 Rm.6108

座長 伊藤　健 慶應義塾大学

座長 佐々木　亮 国際開発センター／立教大学

K6-1 ○ 伊藤　健 慶應義塾大学

玉村　雅敏 慶應義塾大学

K6-2 SROI評価の事例を論じる１ 佐々木　亮 国際開発センター／立教大学

K6-3 SROI 評価の事例を論じる2 大沢　望 早稲田大学大学院

自由論題3 人材育成/能力強化 Rm.6107

座長 源　由理子 明治大学

コメンテータ 和田　義郎 国際協力機構

J3-1 途上国のM&E制度の強化に関する一考察―ガーナ国M&E能力強化支援プロジェ
クトの教訓―

三輪　徳子 茨城大学

J3-2 地方議会における議員活動の自己評価に関する事例研究－福島町議会に着目
して－

本田　正美 東京大学大学院

J3-3 ナレッジマネジメントの観点から見たプロジェクト評価体系 大迫　正弘 北陸先端科学技術大学院大学

J3-4 「評価者倫理・スタンダード」の構成及び基本原則の国際比較 小林　信行 OPMAC(株)

RTD もっと政策デザインの評価を！―セオリー評価の必要性と可能性― Rm.6109

座長 田辺　智子 国立国会図書館

セオリー評価の理論と手法 西出　順郎 岩手県立大学

セオリー評価の意義と必要性 窪田　好男 京都府立大学

国の政策評価とセオリー評価 小島　卓弥 総務省

セオリー評価の実践と課題 田中　啓 静岡文化芸術大学

社会投資収益率（SROI）の特徴とCSR評価への適用可能性－社会的期待の可視
化・定量化手法の開発に向けて－

施設評価の面から政策評価を論じる－男女共同参画拠点施設にみる政策の
PDCAとの関連、PDCAの担い手と体制

6月30日 (土)   午後の部II  15：45-17：45



2012年6月30日（土）

9:45 - 10:15

共通論題1 共通論題4 自由論題1

外資系企業の人事管
理評価

評価手法

（廣野　良吉） （橋本　昭彦） （和田　義郎）

Rm.6105 Rm.6108 Rm.6107

お昼休み お昼休み

12:15 - 13:30 (理事会　12:20 - 13:25）Rm.6102

共通論題2 共通論題5

外国人材受け入れによ
る地域活性化とその評

価
評価と評価者

（佐藤　由利子） （三好　皓一）

Rm.6105 Rm.6108 Rm.6107

共通論題3 共通論題6

政策評価と施設評価の考察
～人材育成のミスマッチ～

CSR活動における社会投資収
益率法（SROI）を用いた評

価

もっと政策デザインの評
価を！―セオリー評価の

必要性と可能性―

（山谷　清志） （伊藤 健 / 佐々木 亮） （田辺　智子）

Rm.6105 Rm.6108 Rm.6107 Rm.6109

（　　）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：6号館 1階 Rm.6105,6107～6109

　　学会員 1,000円 受　　付：6号館 1階

　　准会員 2,000円 大会本部：6号館 Rm.6103

　　非会員一般 3,000円 理 事 会：6号館 Rm.6102

　　非会員学生 2,000円

3,500円

学校評価人材の育成と活
用の在り方について～新
設・学校専門評価士養成

講座を考える～

文教大学湘南校舎学生食堂２階

人材育成/能力強化

（源　由理子）

RTD

日本評価学会春季第9回全国大会日程
「人材育成・活用と評価」

受  付

午前の部

10:15 - 12:15

午後の部II 自由論題3

【懇親会参加費】

自由論題2

学校評価/教育評価

（高千穂　安長）

【大会参加費】

15:45 - 17:45

午後の部I

13:30 - 15:30

懇親会

18:00 - 19:30




