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2023 年 4 月現在 

 

経歴および著書・発表論文等  

 

１．氏名      南風原朝和（Haebara, Tomokazu） 

 

２．生年月       1953年12月 

 

３．学歴 

1972年3月        琉球政府立那覇高等学校 卒業 

1972年4月     東京工業大学工学部第四類 入学 

1972年9月     同 中途退学 

1973年4月        東京大学教養学部理科二類 入学 

1977年3月        同 教育学部教育心理学科 卒業 

1977年4月        同 大学院教育学研究科教育心理学専攻修士課程 入学 

1978年9月        アイオワ大学大学院教育学研究科教育心理･測定･統計学専攻 編入学 

1979年12月       同 修士課程 修了（M.A.取得） 

1981年12月    同 博士課程 修了（Ph.D.取得） 

 

４．職歴 

1978年6月     アイオワ大学 Iowa Testing Programs 研究助手 

1982年1月     同 博士研究員  

1982年9月     新潟大学教育学部講師 

1983年10月    新潟大学教育学部助教授 

1993年10月    東京大学教育学部助教授 

1995年4月     東京大学大学院教育学研究科助教授 

1995年4月     東京大学総長補佐（-1996年3月） 

2002年4月     東京大学大学院教育学研究科教授（-2019年3月） 

2008年4月     東京大学教育学部附属中等教育学校長（-2010年3月） 

2013年4月     東京大学大学院教育学研究科長・教育学部長（-2015年3月） 

2015年4月     東京大学理事・副学長（-2017年3月） 

2017年4月     東京大学高大接続研究開発センター長（-2019年3月） 

2019年4月    広尾学園中学校・高等学校長（-現在） 

2019年4月    環太平洋大学次世代教育学部特命教授（-現在） 

2019年6月    東京大学名誉教授（-終身） 

 

５．非常勤講師等 

放送教育開発センター研究開発部客員助教授（1984,1985,1989-1990） 
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東京大学大学院教育学研究科（1988-1989） 

琉球大学法文学部（1988,1990） 

横浜国立大学教育学部（1992） 

金沢大学教育学部（1993,2002,2004） 

学習院大学文学部（1995-2002） 

慶應義塾大学大学院社会学研究科（1995,1997,2000,2012） 

岡山大学教育学部（1997） 

東京女子大学文理学部（1997） 

東京都立大学大学院人文科学研究科（1998） 

名古屋大学教育学部／大学院教育学研究科（1999） 

九州大学教育学部（2000） 

お茶の水女子大学文教育学部／生活科学部（2001-2007） 

金沢大学文学部（2002,2004） 

放送大学客員教授（2002-2008） 

早稲田大学大学院文学研究科（2005） 

大阪大学人間科学部／大学院人間科学研究科（2010） 

横浜国立大学大学院教育学研究科（2010-2012） 

 

６．所属学会 

日本教育心理学会 

テクニカルレポート企画検討小委員会委員（1988） 

フォーラムレポート委員会委員（1989-1998,1995-1998(委員長)） 

『教育心理学研究』常任編集委員（1993-2001,2007-2009,2010-2012(副委員長), 

  2019-現在（2020 年 1 月からは「編集委員」と統合）） 

城戸奨励賞選考委員（1995,1999,2010-2012(委員長)） 

研究委員会委員（1995-1997） 

常任理事（2000-2003(事務局長),2006-2012） 

優秀論文賞選考委員（2003,2007,2009） 

理事長（2012-2013） 

（以下，一般社団法人化後） 

理事（2013-2019,2021-現在） 

理事長（2013-2017） 

事務局長（2019-現在） 

日本心理学会 

編集委員（1999-2003） 

優秀論文賞選考委員（2006-2008） 

理事（2015-2017） 

日本行動計量学会 

欧文誌編集委員（1997-2000） 
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理事（2006-2009, 2012-現在） 

日本テスト学会 

理事（2005-現在） 

副理事長（2014-2020） 

理事長（2020-現在） 

 

７．学会以外の委員・役員等（ 2015 年以降分） 

文部科学省  高大接続システム改革会議委員（ 2015 年 2 月-2016 年 3 月）  

独立行政法人  大学入試センター  

運営審議会委員（2015 年 4 月-2017 年 3 月） 

今後の研究開発戦略の策定に向けた有識者懇談会委員（ 2019 年 9 月-2020 年 9 

月） 

研究開発部の活性化に向けた検討委員会委員（ 2020 年 11 月-2021 年 3 月） 

一般財団法人  東京大学運動会  

  理事長（2017 年 4 月-2019 年 3 月） 

  顧問（2019 年 4 月-現在） 

人事院 国家公務員採用試験（試験技法）試験専門委員（ 2017 年 4 月-現在） 

杏林大学医学部教育評価委員（ 2018 年 6 月-2019 年 3 月） 

学校法人  成女学園評議員（2018 年 6 月-2022 年 3 月） 

学校法人  順心広尾学園理事・評議員（2019 年 4 月-現在） 

公益財団法人  日本人事試験研究センター評議員（ 2019 年 6 月-現在）  

文化庁 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会（20期）「日本語能力の判定基準」等

に関するワーキンググループ委員（2020年5月-2021年3月） 

東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系専門評価委員会委員（2022 年 4 月-

2022 年 8 月） 

学校法人  創志学園理事・評議員（2023 年 4 月-現在） 

 

８．論文査読  

Behaviormetrika，Japanese Psychological Research，Psychologia，

Psychometrika，教育心理学研究，計量生物学，行動計量学，心理学研究，  

心理学評論，日本テスト学会誌  

 

９．受賞 

Paul C. Packer Award（アイオワ大学, 1980） 

Howard R. Jones Achievement Award（アイオワ大学, 1981） 

日本テスト学会賞（日本テスト学会， 2014） 

 

１０．著書・発表論文等  
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(A) 著書・訳書  

(B) 論文・論説 

(C) 学会発表等 

(D) 報告書・辞典・書評・記事・講演動画等 

(A) 著書・訳書 

南風原朝和（1988）主成分分析（pp.29-42），因子分析（pp.43-56） 渡部 洋（編）心

理・教育のための多変量解析法入門 基礎編 福村出版 

南風原朝和（1989）応用統計 池田 央（編）統計ガイドブック 新曜社 pp.144-159. 

芝 祐順・南風原朝和（1990）行動科学における統計解析法 東京大学出版会 

南風原朝和（1991）項目反応理論の概要 芝 祐順（編）項目反応理論―理論と応用 東京

大学出版会 pp.9-31. 

子安増生・田中俊也・南風原朝和・伊東裕司（1992）教育心理学 有斐閣 

南風原朝和（1992）授業能力の評価尺度を作る（pp.32-46），知能検査の因子構造をさぐ

る（pp.71-81） 渡部 洋（編）心理・教育のための多変量解析法入門 事例編 福村

出版 

南風原朝和（訳）（1992）テスト利用におけるバイアス 池田 央・藤田恵璽・柳井晴夫・

繁桝算男（監訳）教育測定学 みくに出版 pp.283-310. 

南風原朝和（1998）心理測定学と性格 詫摩武俊（監修）性格心理学ハンドブック 福村出

版 pp.247-254. 

南風原朝和（1998）実践の観点から見た因果モデル 豊田秀樹（編）共分散構造分析［事

例編］―構造方程式モデリング 北大路書房 pp.195-199. 

南風原朝和（2000）統計的分析と推論 大沢武志・芝 祐順・二村英幸（編）人事アセスメ

ントハンドブック 金子書房 pp.411-452. 

南風原朝和・市川伸一・下山晴彦（編）（2001）心理学研究法入門―調査・実験から実践

まで  東京大学出版会 

南風原朝和（2002）心理統計学の基礎―統合的理解のために 有斐閣 

南風原朝和・市川伸一・下山晴彦（編）（2003）心理学研究法 放送大学教育振興会 

南風原朝和（2003）統計法の適用と結果の解釈をめぐって 日本教育心理学会（編）教育

心理学ハンドブック 有斐閣 pp.170-183. 

子安増生・田中俊也・南風原朝和・伊東裕司（2003）教育心理学［新版］ 有斐閣 

南風原朝和（2004）検査法 高野陽太郎・岡 隆（編）心理学研究法 有斐閣 

南風原朝和（2005）心理学分野のキーワード 松原 望（編）統計学100のキーワード 弘

文堂 pp.102-131. 

南風原朝和（2005）統計学と心理学―個を重視する統計学の観点から 下山晴彦（編）心

理学論の新しいかたち 誠信書房 pp.139-160. 

三宅和夫・松見淳子・南風原朝和・高橋惠子（2008）座談会：縦断研究の課題 三宅和

夫・高橋惠子（編）縦断研究の挑戦―発達を理解するために 金子書房 pp.197-226. 

南風原朝和・平井洋子・杉澤武俊（2009）心理統計学ワークブック―理解の確認と深化の

ために 有斐閣 
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  《紹介文》 

http://yuhikaku-nibu.txt-nifty.com/blog/files/prof_haebara_mado0911.pdf 

南風原朝和（2010）授業改革のふり返りと展望―全教員のアンケートから 東京大学教育

学部附属中等教育学校（編）［新版］学び合いで育つ未来への学力―中高一貫教育の

チャレンジ 明石書店 pp.196-201. 

南風原朝和（2011）臨床心理学をまなぶ7 量的研究法 東京大学出版会 

《紹介動画》https://www.youtube.com/watch?v=pVCsyR8-LbE 

南風原朝和（2012）発達科学の心理統計 高橋惠子・湯川良三・安藤寿康・秋山弘子（編）

発達科学入門［1］理論と方法 pp.239-253. 

南風原朝和（2014）続・心理統計学の基礎―統合的理解を広げ深める 有斐閣 

《書評》http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1505/11.html 

子安増生・田中俊也・南風原朝和・伊東裕司（2015）教育心理学［第 3 版］ 有斐閣 

南風原朝和（2017）検査法 高野陽太郎・岡 隆（編）心理学研究法［補訂版］ 有斐閣  

南風原朝和（2017）共通試験に求められるものと新テスト構想 東北大学高度教養教育・

学生支援機構（編）高等教育ライブラリ12 大学入試における共通試験 東北大学出

版会 pp.83-99. 

http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~haebara/Common_Test_2017.pdf 

南風原朝和 (編) (2018) 検証 迷走する英語入試―スピーキング導入と民間委託 岩波ブ

ックレット，No.984 岩波書店 

  《紹介文》https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/D_00170.html 

南風原朝和（2020）共通試験に求められるものと新テスト構想 倉元直樹（編）大学入試

センター試験から大学入学共通テストへ 金子書房 pp.72-88.（2017年に東北大学

出版会の『大学入試における共通試験』に掲載された章の採録） 

南風原朝和（2023）大学入試改革元年の受験生たちとの対話 久保沙織（編）再考 大学

入試改革の論理 金子書房 pp.37-54. 

 

(B) 論文・論説 

芝 祐順・野口裕之・南風原朝和（1978）語彙理解力測定のための多層適応形テスト 教

育心理学研究, 26, 229238. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/26/4/26_229/_pdf/-char/ja 

Haebara, T. (1979) A method for investigating item bias using Birnbaum's three 

parameter logistic model. Iowa Testing Programs Occasional Paper, No.25.

（M.A. Thesis） 

Mayekawa, S., & Haebara, T. (1980) Estimation of the reliability of a test 

consisting of more than three congeneric parts. Iowa Testing Programs 

Occasional Paper, No.28. 

Haebara, T. (1980) Equating logistic ability scales by a weighted least squares 

method. Japanese Psychological Research, 22, 144149. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/psycholres1954/22/3/22_3_144/_pdf/-

http://yuhikaku-nibu.txt-nifty.com/blog/files/prof_haebara_mado0911.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pVCsyR8-LbE
http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1505/11.html
http://www.p.u-tokyo.ac.jp/~haebara/Common_Test_2017.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/D_00170.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/26/4/26_229/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/psycholres1954/22/3/22_3_144/_pdf/-char/en


6 

 

char/en 

Haebara, T. (1981) Least squares method for equating logistic ability scales: A 

general approach and evaluation. Iowa Testing Programs Occasional Paper, 

No.30.（Ph.D. Thesis） 

南風原朝和（1983）授業の目標達成のための評価 授業の研究, 78, 2-5. 

Haebara, T. (1983) Some comments on Noguchi's ability scale equating method. 新

潟大学教育学部紀要, 24, 109114. 

南風原朝和（1983）米国における試験と選抜の公平性をめぐって サイコロジー, 41, 44-

49. 

https://www.p.u-tokyo.ac.jp/~haebara/PSYCHOLOGY_1983_8.pdf 

南風原朝和（1984）学習意欲を高める評価のあり方を求めて 教育にいがた, 116, 6-9. 

南風原朝和（1984）テスト理論への個人正答確率に基づくアプローチ 新潟大学教育学部

紀要, 26, 2128. 

Haebara, T. (1985) On "Regression between true scores." Japanese Psychological 

Research, 27, 173175. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/psycholres1954/27/3/27_3_173/_pdf/-

char/en 

南風原朝和（1986）相関係数を用いる研究において被験者数を決めるための簡便な表 教

育心理学研究, 34, 155158. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/34/2/34_155/_pdf/-char/ja 

南風原朝和（1986）一流高校の下位合格者の入学後の成績―二重の回帰現象の例 

NIIGATA Educational Psychologist, 3, 265-266. 

南風原朝和（1987）テスト得点の尺度について NIIGATA Educational Psychologist, 4, 

86-91. 

南風原朝和・芝 祐順（1987）相関係数および平均値差の解釈のための確率的な指標 教

育心理学研究, 35, 259265. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/35/3/35_259/_pdf 

南風原朝和・青木和彦（1988）SP 表における注意係数の判定基準の改善の試み 新潟大

学教育学部附属教育実践研究指導センター研究紀要, 7, 7990. 

南風原朝和（1988）統計的な見方について NIIGATA Educational Psychologist, 5, 93-

95. 

南風原朝和（1989）統計教育におけるコンピュータの利用 新潟大学情報処理センター年

報, 7, 41-45. 

南風原朝和（1989）選抜試験の妥当性と“輪切り”効果 NIIGATA Educational 

Psychologist, 6, 96-98. 

南風原朝和（1990）統計学習者の主観的標本分布 NIIGATA Educational Psychologist,    

7, 27-31. 

南風原朝和（1990）テスト得点の解釈の妥当性について 学習評価研究, 3, 29-35. 

Abe, Y., Haebara, T., & Hanada, K. (1990) An index for objective evaluation of 

the soft tissue profile. International Journal of Adult Orthodontics and 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/psycholres1954/22/3/22_3_144/_pdf/-char/en
https://www.p.u-tokyo.ac.jp/~haebara/PSYCHOLOGY_1983_8.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/psycholres1954/27/3/27_3_173/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.go.jp/article/psycholres1954/27/3/27_3_173/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/34/2/34_155/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/35/3/35_259/_pdf
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Orthognathic Surgery, 5, 249254. 

南風原朝和・藤野淳子（1991）子どもはどのような評価方式を望んでいるか―異なる評価

方式に対する児童の選好とその関連要因 教育論究, 31, 1-8. 

南風原朝和（1991）測定・評価・統計研究この１年 教育心理学年報, 30, 91-99. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj1962/30/0/30_91/_pdf/-char/ja 

阿部裕子・南風原朝和・森田修一・花田晃治（1994）成長後の下顎骨の位置予測について

―縦断的資料を用いた統計的評価 日本矯正歯科学会雑誌, 53, 77-89. 

南風原朝和（1995）教育心理学研究と統計的検定 教育心理学年報, 34, 122131. 

  https://www.jstage.jst.go.jp/article/arepj1962/34/0/34_122/_pdf/-char/ja 

KuharaKojima, K., Hatano, G., Saito, H., & Haebara, T. (1996)  Vocalization 

latencies of skilled and lessskilled comprehenders for words written in 

Hiragana and Kanji. Reading Research Quarterly, 31, 158171. 

  https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1598/RRQ.31.2.3 

南風原朝和（1997）メタ分析による精神療法の効果研究の統合 精神療法, 23, 131-136. 

小嶋惠子・波多野誼余夫・齋藤洋典・南風原朝和・徳島洋子（1997）読解力上位群と下位

群の平仮名と漢字で表記された単語の音読潜時 読書科学, 41, 67-79. 

南風原朝和・小松孝至（1999）発達研究の観点から見た統計―個の発達と集団統計量との

関係を中心に 児童心理学の進歩，38，213-233. 

南風原朝和・片岡尚子（2000）得点調整に伴う共通科目の重みの変化 大学入試研究ジャ

ーナル, 10, 49-53. 

中畝菜穂子・前川眞一・石塚智一・内田照久・柳井晴夫・村上 隆・南風原朝和（2002）

大学入試に関わる選抜資料のあり方について 大学入試研究ジャーナル，12, 65-72. 

Hakamada-Taguchi, R., Uehara, Y., Haebara, T., Negoro, H., & Toyo-oka, T. (2002) 

The relationship between changes in normal-range systolic blood pressure and 

cognitive function in middle-aged healthy women. Hypertension Research，25, 

565-569. 

南風原朝和（2002）モデル適合度の目標適合度―観測変数の数を減らすことの是非を中心
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