
企画・構築・編集委員会                               

2020年11月～ 

企画顧問  銭谷眞美 東京国立博物館 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）、（一財）社会通信教育協会 

編集参与 小山忠弘 

薬袋秀樹 

ふるさと再生塾 

筑波大学（名） 

編集委員 〇青木康太朗 國學院大學 

（○は構築・編集委員） 〇青山鉄兵 文教大学 

  伊藤真木子 

〇伊藤康志 

〇岩崎久美子 

〇上田浩士 

 大島まな 

〇岡田正彦 

〇小川義和 

〇加藤かおり 

神部純一  

〇清國祐二 

 熊谷愼之輔 

○合田隆史 

〇坂井知志 

○坂口緑 

 佐久間章 

○桜庭望 

○佐藤裕紀 

○澤野由紀子 

○志々田まなみ 

○渋谷恵 

○下山佳那子 

 白木賢信 

○春田和男 

○船木茂人 

 真柄正幸 

○松橋義樹 

 水谷修 

○山川肖美 

○山田智章 

 山田誠 

○山本和人 

○吉田広毅 

青山学院大学 

東京家政大学 

放送大学 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

九州女子大学 

大分大学 

（独法）国立科学博物館 

国立教育政策研究所 

滋賀大学 

（独法）教職員支援機構つくば中央研修センター 

岡山大学 

尚絅学院大学 

日本デジタル・アーキビスト資格認定機構 

明治学院大学 

札幌国際大学 

（一財）東京学校支援機構 

新潟医療福祉大学 

聖心女子大学 

国立教育政策研究所 

明治学院大学 

八洲学園大学 

常葉大学 

東京家政大学 

文部科学省 

新潟市食育・花育センター 

常磐大学 

東北学院大学 

広島修道大学 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

愛媛大学 

東京家政大学 

関東学院大学 

幹 事 岡田直人 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  白井淳子 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

システム開発・運営 「生涯学習研究e事典」構築運営委員会 

 

  



2018年12月～2020年11月 

企画顧問  銭谷眞美 東京国立博物館 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）、（一財）社会通信教育協会 

編集参与 小山忠弘 

薬袋秀樹 

ふるさと再生塾 

筑波大学（名） 

編集委員 〇青木康太朗 国立青少年教育推進機構 2019.4より國學院大學 

（○は構築・編集委員） 〇青山鉄兵 文教大学 

 ○浅井経子 八洲学園大学 

  阿部耕也 静岡大学 

 伊藤康志 静岡大学 2019.4より東京家政大学 

  伊藤真木子 

○上田浩士 

常磐大学 2019.4より青山学院大学 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2019.4より 

  大島まな 九州女子大学 

 〇岡田正彦 大分大学 

 〇加藤かおり 国立教育政策研究所 

 神部純一  滋賀大学 

  清國祐二 香川大学 2020.4より（独法）教職員支援機構つくば中央研修センター 

  熊谷愼之輔 岡山大学 

 ○合田隆史 尚絅学院大学 

 〇坂井知志 常磐大学 2019.4より国士館大学 

 ○坂口緑 明治学院大学 

  佐久間章 札幌国際大学 

 ○桜庭望 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 2019.4より（一財）東京学

校支援機構 

 ○佐藤裕紀 新潟医療福祉大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○志々田まなみ 国立教育政策研究所 

 ○渋谷英章 東京学芸大学 

 ○渋谷恵 明治学院大学 

 ○妹尾剛 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2019.3まで 

 ○仲野寛 島根大学 

 二宮伸司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2019.3まで 

 ○原義彦  秋田大学 

 ○春田和男 東京家政大学 

 ○船木茂人 文部科学省 

  真柄正幸 新潟市アグリ・パーク 2019.1より新潟市食育・花育センター 

 ○松橋義樹 明治学院大学（非） 2019.4より常磐大学 

  水谷修 東北学院大学 

 ○宮地孝宜 東京家政大学 

 ○柳田雅明 青山学院大学 

 ○山川肖美 

 山田智章 

広島修道大学 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2019.4より 

 ○山本和人 東京家政大学 

 ○吉田広毅 関東学院大学 

幹 事 岡田直人 

國府田大 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2020.4より 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2020.3まで 

  下山佳那子 八洲学園大学 

  白井淳子 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 山田智章  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2019.3まで 

システム開発・運営 「生涯学習研究e事典」構築運営委員会 

 

  



2016年12月～2018年12月 

企画顧問  銭谷眞美 東京国立博物館 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）、（一財）社会通信教育協会 

編集参与  小山忠弘 ふるさと再生塾 

 坂口順治  

編集委員 〇青木康太朗 （独法）国立青少年教育推進機構 

（○は構築・編集委員） 〇青山鉄兵 文教大学 

 ○浅井経子 八洲学園大学 

  阿部耕也 静岡大学 

  伊藤真木子 常磐大学 

 ○伊藤康志 静岡大学 

  大島まな 九州女子大学 

 〇岡田正彦 大分大学 

 ○小川誠子 日本ワークライフバランス推進・研究機構 

 〇加藤かおり 帝京大学 2017．4より国立教育政策研究所 

  神部純一 滋賀大学 

  清國祐二 香川大学 

 熊谷愼之輔 岡山大学 

 〇坂井知志 常磐大学 

 ○坂口緑 明治学院大学 

  佐久間章 札幌国際大学 

 ○桜庭望 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○志々田まなみ 広島経済大学 2017．4より国立教育政策研究所 

 ○渋谷英章 東京学芸大学 

 ○下川雅人 （一財）日本視聴覚教育協会 

 ○妹尾剛 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2017．４より 

 ○仲野寛 島根大学 

 二宮伸司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  原義彦  秋田大学 

 ○船木茂人 国立科学博物館 2017．10より文部科学省 

  真柄正幸 新潟市アグリ・パーク 

 ○松永由弥子 静岡産業大学 

 ○松橋義樹 国立青少年教育振興機構 

 ○薬袋秀樹 筑波大学（名） 

 ○柳田雅明 青山学院大学 

 ○山川肖美 広島修道大学 

 ○山本和人 東京家政大学 

 ○吉田広毅 常葉大学  2017.4より関東学院大学 

 ○渡部徹 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2017．3まで 

システム構築研究開発協力者  佐藤正 （財）日本視聴覚教育協会 

幹 事  市川恵理 国立青少年教育推進機構 

  市川重彦 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2018.3まで 

  尾山清龍 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2017.3まで 

 國府田大 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2018.4より 

  佐藤裕紀 新潟医療福祉大学  

  下山佳那子 八洲学園大学 

  白井淳子 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2017.4より 

  八田友和 兵庫教育大学大学院  2018．4よりクラーク記念国際高等学校 

  春田和男  東京家政大学 

  山田智章 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2018.4より 

システム開発・運営   「生涯学習研究e事典」構築運営委員会 2008.4 より 

 

  



2014年11月～2016年12月 

企画顧問  銭谷眞美 東京国立博物館 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）、（一財）社会通信教育協会 

編集参与  小山忠弘 

坂口順治 

ふるさと再生塾 

日本社会事業大学大学院 

編集委員 ○青山鉄兵 文教大学 

（○は構築・編集委員） ○浅井経子 八洲学園大学 

  阿部耕也 静岡大学 

 ○伊藤康志 弘前大学 

 ○井上昌幸 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2016.4より栃木県

教育委員会 

  大島まな 九州女子大学 

 ○小川誠子 日本ワークライフバランス推進・研究機構 

  神部純一 滋賀大学 

  清國祐二 香川大学 

 ○熊谷愼之輔 岡山大学 

 ○小池茂子 聖学院大学 

  坂井知志 常磐大学 

 ○坂口緑 明治学院大学 

  佐久間章 札幌国際大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○渋谷英章 東京学芸大学 

 ○下川雅人 （一財）日本視聴覚教育協会 

  仲野寛 島根大学 

  波塚章生 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2016．3まで 

  二宮伸司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2016．4より 

  原義彦 秋田大学 

 ○古市勝也 九州共立大学 

  真柄正幸 新潟市アグリ・パーク 

 ○松永由弥子 静岡産業大学 

 ○松橋義樹 国立青少年教育振興機構 

 ○薬袋秀樹 筑波大学（名） 

 ○柳田雅明 青山学院大学 

 ○山川肖美 広島修道大学 

 ○山本和人 東京家政大学 

 ○吉田広毅 常葉大学 

 ○渡部徹 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

システム構築研究開発協力者  佐藤正 （財）日本視聴覚教育協会 

幹 事  市川恵理 一橋大学 

  市川重彦 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2016.4より 

  糸賀真也 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2017.3まで 

  内河大和 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2015.3まで 

  尾山清龍 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2015.4より 

  佐藤裕紀 新潟医療福祉大学  

  船木茂人 琉球大学 

システム開発社  コスモメディア株式会社 

  



2012年11月～2014年11月 

企画顧問  銭谷眞美 東京国立博物館 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）、（一財）社会通信教育協会 

編集参与  小山忠弘 ふるさと再生塾 

 坂口順治 日本社会事業大学大学院 

編集委員 ○浅井経子 八洲学園大学 

（○は構築・編集委員）  阿部耕也 静岡大学 

 ○石川昇 国立科学博物館 

 ○伊藤康志 弘前大学 

 ○井上昌幸 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  大島まな 九州女子大学 

  神部純一 滋賀大学 

  清國祐二 香川大学 

 ○熊谷愼之輔 岡山大学 

 ○小池茂子 聖学院大学 

  坂井知志 常磐大学 

  佐久間章 札幌国際大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○渋谷英章 東京学芸大学 

 ○下川雅人 （一財）日本視聴覚教育協会 

 ○白木賢信 東京家政大学 

  仲野寛 島根大学 

 波塚章生 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  濱中昌志 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2013.4より 

  原義彦 秋田大学 

 ○蛭田道春 大正大学 

 ○古市勝也 九州共立大学 

  真柄正幸 新潟市アグリ・パーク 

 ○薬袋秀樹 筑波大学（名） 

 ○宮地孝宜 日本女子大学  2013.4より東京家政大学 

 ○柳田雅明 青山学院大学 

 ○山川肖美 広島修道大学 

 ○山本和人 東京家政大学 

 ○山本裕一 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 米澤朋英 （株）イークリエーター 

システム構築研究開発協力者  佐藤正 （財）日本視聴覚教育協会 

幹 事  青山鉄兵 文教大学 

  池田（山内）美千絵 昭和女子大学 

  伊藤真木子 常磐大学 

  糸賀真也 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2014.4より 

  内河大和 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2013.4より 

  木村祐介 常総市立大生小学校 

  坂本陽子 文教大学（非） 

  佐藤裕紀 早稲田大学大学院生 

  篠崎明子 八洲学園大学 

  田井優子 八洲学園大学 

 松橋義樹 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  山本芳正 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2013.3まで 

  弓削暢彦 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2014.3まで 

システム開発社  コスモメディア株式会社 



2010年11月～2012年11月 

企画顧問  銭谷眞美 東京国立博物館 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）・八洲学園大学 

編集参与  池田秀男 広島大学（名） 

  小山忠弘 ふるさと再生塾 

  坂口順治 日本社会事業大学大学院 

編集委員 ○浅井経子 八洲学園大学  

（○は構築・編集委員）  阿部耕也 静岡大学 

 ○有本章 比治山大学 

 ○石川昇 国立科学博物館 

 ○伊藤康志 電気通信大学 

  井上講四 琉球大学 

 ○井上昌幸 栃木県教育委員会 

  神部純一 滋賀大学 

  清國祐二 香川大学 

 ○葛原生子 広島県立生涯学習センター 

  工藤朝博 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 ○小池茂子 聖学院大学 

  坂井知志 常磐大学  

  佐久間章 札幌国際大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学  

 ○渋谷英章 東京学芸大学  

 ○下川雅人 （財）日本視聴覚教育協会  

 ○白木賢信 東京家政大学  

  仲野寛 島根大学 

  波塚章生 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2012.4より 

 ○服部英二 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2012.9まで 

  原義彦 秋田大学 

 ○蛭田道春 大正大学 

 ○古市勝也 九州共立大学 

  真柄正幸 新潟市立青山小学校 

 ○薬袋秀樹 筑波大学  

 ○宮地孝宜 日本女子大学 

 ○山本和人 東京家政大学 

 ○山本裕一 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2012.10より 

  米澤朋英 （株）イークリエーター 

システム構築研究開発協力者  佐藤正 （財）日本視聴覚教育協会 

幹 事  青山鉄兵 桐蔭横浜大学 

  伊藤真木子 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  木村祐介 常総市立大生小学校 

  坂本陽子 文教大学（非） 2011．4より 

  佐藤裕紀 早稲田大学大学院生 

  篠崎明子 八洲学園大学 

  田井優子 八洲学園大学 

  永島茜 武庫川女子大学 2011.4より 

  二宮伸司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2012.3まで 

  長谷川昭子 日本大学(非)  

  松橋義樹 女子美術大学（非）  

  山本芳正 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  弓削暢彦 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2012.4より 

システム開発社  コスモメディア株式会社 

 

  



2008年11月～2010年11月 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）・八洲学園大学 

編集参与  池田秀男 広島大学（名） 

  小山忠弘 ふるさと再生塾 

  坂口順治 日本社会事業大学大学院 

編集委員 ○浅井経子 八洲学園大学 

（○は構築・編集委員）  阿部耕也 静岡大学 

  有本章 比治山大学 

 ○石川昇 国立科学博物館 

 ○伊藤康志 兵庫教育大学 

  井上講四 琉球大学 

 ○井上昌幸 栃木県教育委員会 

 上田裕司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.3まで 

  神部純一 滋賀大学 

  工藤朝博 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.4より 

 ○葛原生子 広島県立生涯学習センター 

  清國祐二 香川大学 

 ○小池茂子 聖学院大学 

  佐久間章 札幌国際大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○渋谷英章 東京学芸大学  

 ○下川雅人 （財）日本視聴覚教育協会  

 ○白木賢信 東京家政大学 

  仲野寛 島根大学 

 ○馬場祐次朗 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.7まで 

 ○服部英二 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.8より 

  原義彦 秋田大学 

 ○蛭田道春 大正大学 

 ○古市勝也 九州共立大学 

  真柄正幸 新潟市立万代長嶺小学校 

 ○薬袋秀樹 筑波大学 

 ○宮地孝宜 日本女子大学 

 望月厚志 茨城大学  

 ○山本和人 東京家政大学  

  米澤朋英 （株）イークリエーター 

システム構築研究開発協力者  佐藤正 特定非営利活動法人 日本防犯学校 

幹 事  青山鉄兵 桐蔭横浜大学（2009.11より） 

  荒井博文 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.4より 

  五十嵐秀介 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.3まで 

  伊藤真木子 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  稲葉隆 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.3まで 

  木村祐介 稲敷市立根本小学校 

  近藤真紀  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.4より 

 篠崎明子 八洲学園大学 

  田井優子   八洲学園大学 

  永島茜   武庫川女子大学 

  二宮伸司  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.4より 

 松橋義樹 女子美術大学（非） 2009.11より 

  山本芳正 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2010.4より 

システム開発社  コスモメディア株式会社 

 

  



2006年11月～2008年11月 

企画顧問  井内慶次郎 （財）日本視聴覚教育協会 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）・八洲学園大学 

編集参与  池田秀男 広島大学（名） 

  坂口順治 日本社会事業大学大学院 

編集委員 ○浅井経子 八洲学園大学 

（○は構築・編集委員）  阿部耕也 静岡大学 

  有本章 広島大学 

  伊藤康志 兵庫教育大学 2008.4より 

  井上講四 琉球大学 

  神部純一 滋賀大学 

  小池茂子 聖学院大学 

  小山忠弘 札幌国際大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○渋谷英章 東京学芸大学  

 ○下川雅人 （財）日本視聴覚教育協会  

 ○白木賢信 東京家政大学 

  仲野寛 島根大学 

 ○馬場祐次朗 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2009.7まで 

 服部英二 金沢大学 

  原義彦 秋田大学 

 ○蛭田道春 大正大学 

 ○藤井佐知子 宇都宮大学 

 ○古市勝也 九州共立大学 

 ○宮地孝宜 日本女子大学 

 ○望月厚志 茨城大学  

  山田誠 愛媛大学 

 ○山本和人 東京家政大学  

 ○米澤朋英 特定非営利活動法人日本防犯学校 

システム構築研究開発協力者  佐藤正 特定非営利活動法人 日本防犯学校 

幹 事  安部正俊 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2008.3まで 

  五十嵐秀介 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  稲葉隆 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  上田裕司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

  大野清恵 東京家政大学 

  木村真介 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2008.4より 

  木村祐介 川村学園大学大学院生 

  近藤真紀 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2008.4より 

  篠崎明子 八洲学園大学 

  田井優子   八洲学園大学 2008.4より 

  永島茜   武庫川女子大学 

  広中郁美 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2008.3まで 

システム開発社  コスモメディア株式会社 

 

  



2005年4月～2006年11月 

企画顧問  井内慶次郎 （財）日本視聴覚教育協会 

構築・編集顧問  山本恒夫 筑波大学（名）・八洲学園大学 

編集参与  池田秀男 広島大学（名） 

  坂口順治 日本社会事業大学大学院 

編集委員 ○浅井経子 八洲学園大学 

（○は構築・編集委員）  有本章 広島大学 

  井上講四 琉球大学 

  上田裕司 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.4より 

  岡田龍樹 天理大学 

  菊池龍三郎 茨城大学 

  小山忠弘 札幌国際大学 

 ○佐々木尚毅 群馬県立女子大学 

 ○澤野由紀子 聖心女子大学 

 ○椎庸行 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 

 ○渋谷英章 東京学芸大学  

 ○下川雅人 （財）日本視聴覚教育協会  

 ○白木賢信 東京家政大学 

 ○中川聡 攻玉社高等学校 

  仲野寛 島根大学 

  原義彦 秋田大学 

 ○平沢茂 文教大学 

 ○蛭田道春 大正大学 

 ○藤井佐知子 宇都宮大学 

 ○藤原昌樹 河村学園女子大学 

  堀井啓幸 富山大学 

 ○望月厚志 茨城大学  

  山田誠 愛媛大学 

 ○山本和人 東京家政大学  

システム構築研究開発協力者  佐藤正 特定非営利活動法人 日本防犯学校 

幹 事  安部正俊 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.4より 

  五十嵐秀介 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.4より 

  稲葉隆 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.4より 

  井上昌幸 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.3まで 

  大野清恵 東京家政大学 

  加藤美幸 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.3まで 

  北島泰雄 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.3まで 

  木村祐介 川村学園女子大学大学院生 

  篠崎明子 筑波大学大学院生 

  鈴木守   常葉学園大学 

  永島茜   東京芸術大学大学院生 

  広中郁美 

 

細井香 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター 2006.4より 

川村学園女子大学 

  向中野裕子 東京学芸大学大学院生 

  米澤朋英 ルームツウ 

システム開発社  コスモメディア株式会社 

 


