
役員の経歴・任期 
 

（平成２４年４月１日現在） 
役 職 氏 名 就任年月日 任 期 経 歴 

理事長 ◎ 田中
た な か

 
壮一郎
そういちろう

 
平成 20.4.1 

平成 21.4.1～ 
 平成 25.3.31 

昭和 48.4  文部省 
昭和 63.7  文部省官房政策課政策企画官 
平成元.4   文部省助成局企画官 
平成 3.6   文部省助成局教職員課長 
平成 5.7    文部省学術国際局研究機関課長 
平成 6.4   香川県教育委員会教育長 
平成 9.4   文部省官房政策課長 
平成 9.7   文部省助成局財務課長 
平成 10.4  文部省官房人事課長 
平成 11.7  文部省官房審議官（助成局担当） 
平成 13.1  文科省官房審議官（初中局担当） 
平成 13.7  文科省官房総括審議官 
平成 15.1  文科省スポーツ・青少年局長 
平成 16.7  文科省生涯学習政策局長 
平成 19.1  文科省文部科学審議官 
平成 19.7  退職 
平成 19.8  国立青少年教育振興機構理事 
平成 20.4  現職 

理 事 ◎桒原
くわばら

 靖
やすし

 平成 23.4.1 
平成 23.4.1～ 
 平成 25.3.31 

昭和 58.4  文部省 
平成 9.7  文部省生涯学習局生涯学習振興課生涯学習企画官  
平成 9.7  文部省教育助成局財務課教育財務企画室長  
平成 10.7  科学技術庁原子力安全局原子力安全課放射性廃棄物規制室長  
平成 12.4  文部省学術国際局学術調査官 
平成 13.1  文科省研究振興局学術調査官 
平成 13.7  文科省官房企画官 
平成 14.4  文科省生涯学習政策局学習情報政策課長  
平成 15.7  文科省初等中等教育局施設助成課長  
平成 16.4  文科省官房文教施設企画部施設助成課長  
平成 16.7  文科省生涯学習政策局生涯学習推進課長  
平成 18.2  日本学生支援機構政策企画部長 
平成 21.4  内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション  

担当）付参事官（調査・分析担当）  
平成 23.4  現職（役員出向） 



理 事 ◎金谷
か な や

 史
ふ み

明
あ き

 
平成 24.4.1 

平成 24.4.1～ 
平成 26.3.31 

昭和 53.4  文部省 
平成 12.4  文部省官房文教施設部指導課企画調整官  
平成 13 1  文科省官房文教施設部施設企画課企画調整官 
平成 13.4  文科省官房文教施設部計画課整備計画室長  
平成 15.1  文科省研究振興局基礎基盤研究課基礎研究推進企画官  
平成 16.4  京都大学施設・環境部長 
平成 17.4  文科省官房文教施設企画部計画課長  
平成 18.7  国交省国土計画局調整課長 
平成 20.7  国立文化財機構本部事務局長 
平成 24.4  現職（役員出向） 

理 事 澁谷 E

し ぶ や

A  A E健 E

け ん

AA

E治 E

じ

 
平成 24.4.1 

平成 24.4.1～ 
 平成 26.3.31 

昭和 48.4  東京教育大学 
平成 7. 4  国立吉備少年自然の家事業課長 
平成 9. 4  国立オリンピック記念青少年総合センター調査連絡課長  
平成 12.4  国立那須甲子少年自然の家事業課長  
平成 14.4  国立少年自然の家本部企画・評価課長  
平成 16.4  国立少年自然の家本部長 
平成 17.1  国立能登青年の家所長 
平成 20.4  国立日高青少年自然の家所長 
平成 22.8  国立中央青少年交流の家所長 
平成 24.4  現職 

理 事 
(非常勤) AE興梠 E

こうろき

A A E寛 E

ひろし

 平成 18.4.1 
平成 24.4.1～ 
平成 26.3.31 

平成  8.4  日本ボランティア学習協会 
       副代表理事 
平成 14.10  社会福祉法人世田谷ボランティア 

協会理事長 
平成 18.4    現職（非常勤） 

理 事 
(非常勤) AE岡島 E

おかじま

A AE成行 E

しげゆき

 平成 23.4.1 
平成 23.4.1～ 

平成 25.3.31 

平成 16.6  社団法人日本環境教育フォーラム 
理事長 

平成 18.4   国立青少年教育振興機構監事（非常勤）  

平成 23.4  現職（非常勤） 

監 事 
(非常勤) AE鷲山 E

わしやま

A AE恭彦 E

やすひこ

 平成 22.8.1 
平成 23.4.1～ 
 平成 25.3.31 

昭和 45.4  新潟大学教養学部講師 
昭和 50.4    東京学芸大学教育学部講師 
昭和 59.4    東京学芸大学教育学部助教授 
平成 5. 4  東京学芸大学教育学部教授 
平成 8. 4  東京学芸大学教育学部学部主事(平成 10.3 まで)  
平成 11. 4  東京学芸大学附属図書館長 (平成 15.3 まで）  
平成 15.11  東京学芸大学長 (平成 22.3 まで) 
平成 22. 8  現職（非常勤） 



監 事 
(非常勤) AE鈴木 E

す ず き

A AE眞理 E

ま こ と

 平成 23.7.1 
平成 23.7.1～ 
 平成 25.6.30 

昭和 53.4  東京大学教育学部助手 
昭和 58.4    岡山大学教育学部講師 
昭和 61.4    東京大学教育学部講師 
昭和 63.6    東京大学教育学部助教授 
平成 7. 4    東京大学大学院教育学研究科助教授  
平成 19.4    東京大学大学院教育学研究科准教授  
平成 20.4  青山学院大学文学部教授 
平成 21.4  青山学院大学教育人間科学部教授 
平成 23.7   現職（非常勤） 

※役員の経歴・任期は、①独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第２２条 ②特殊法人等整理合

理化計画（H13.12.19 閣議決定） ③公務員制度改革大綱（H13.12.25 閣議決定） ④特別の法律により設立

される民間法人の運営に関する指導監督基準（H14.4.26 閣議決定）に基づき公表しています。（氏名の前に◎

のある役員は、②～④による公表対象者です。） 
 


