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第1部 世界的な研究の動向
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Part 1. Overview of international research
Part 2. Bridging the gap between experimental results and large scale policy implementation
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こどもの機会均等研究センター（CREOC）https://creoc.keio.ac.jp/
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慶應義塾大学経済研究所（IES）
文部科学省 科学研究費基盤研究(S)16H06323・挑戦的萌芽研究16K13372

お問い合わせ

CREOC事務局

info@creoc.keio.ac.jp

参加ご希望の方はフォームでの登録が必要です（7/26締切）
https://goo.gl/forms/OJBwNnA66kR8vlRJ2

July 31, 2018, 14:00-17:30
G-Lab, 6F, East Building, Mita Campus, Keio University

Speaker

W. Steven Barnett

Professor, Senior Co-Director and Founder of National Institute for
Early Education Research (NIEER), Rutgers University
Hosted by
Co-Hosted by
Supported by

Center for Research on Equality of Opportunity for Children (CREOC)
The Institute for Economic Studies (IES), Keio University
MEXT KAKENHI 16H06323・16K13372

Registration form is available in the following page（〜7/26）
https://goo.gl/forms/OJBwNnA66kR8vlRJ2

講師紹介
ラトガース大学のスティーブン・バーネット教授は、同大に設置されている全米幼児教育
研究センター（NIEER）の所長でもあります。教授の研究領域は、幼児教育と保育の経
済分析、特に就学前教育の費用便益、就学前教育が子どもの発達に与える長期的影響、教
育機会の均等などに渡ります。バーネット氏はミシガン大学で経済学博士号を取得し、こ
れまでに180以上の論文や本の章を執筆されています。博士は特に、子どもの発達の経済
学と、研究成果を現実の政策に転換するための実践に強い関心をお持ちです。最も有名な
研究には、幼児教育の長期的影響に関するメタ分析、ペリー就学前教育プログラムとアベ
セダリアンプログラムの費用便益分析、数々の無作為化社会実験の実施、そして全米就学
前教育年鑑シリーズの発行を通じた、公的就学前教育の州ごとの比較分析があります。
W. Steven Barnett is a Board of Governors Professor and Director of the National Institute for Early
Education Research (NIEER) at Rutgers University. His research includes studies of the economics
of early care and education including costs and benefits, the long-term effects of preschool programs
on children's learning and development, and the distribution of educational opportunities. Dr. Barnett
earned his Ph.D. in economics at the University of Michigan. He has authored or co-authored more
than 180 publications. Research interests include the economics of human development and practical
policies for translating research findings into effective public investments. His best known works
include: reviews of the research on long-term effects; benefit-cost analyses of the Perry Preschool
and Abecedarian programs; randomized trials comparing alternative approaches to educating
children including length of day, monolingual versus dual-language immersion, the Tools of the
Mind curriculum; and, the series of State Preschool Yearbooks providing annual state-by-state
analyses of progress in public pre-K.
バーネット氏の特別講演は、主として慶應義塾大学学生及び研究者を対象をしていますが、
大学院生・研究者の方であれば、どなたでも参加できます。（参加費無料）
Open to all graduate students and scholars interested in the topic.
Undergraduate students at Keio University are also welcome (no fee required).

8/1（水）11:00-17:00にバーネット氏の基調講演を含む研究者向けコンフェレンスが、
慶應義塾大学三田キャンパス 東館6階 G-Labで開催されます。
Professor Barnett will also talk at the mini-conference for researchers at G-Lab, 6F,
East Building, Mita Campus on August 1, 2018, 11:00-17:00.

https://creoc.keio.ac.jp/en/information/events/20180801/

