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今年度初めての理研会報№３５７では，平成２４年度理科研究部のスター
トにあたっての研究部長のあいさつや平成２４年度に予定しております事
業に関する内容等を掲載します。 

研 究 部 長 挨 拶 

「理科研究部活動の一層の充実」 

 

                 四街道市立中央小学校  森 成雄 

 

 今年度も印教研理科研究部の部長という大役を仰せつかり大変責任を感

じております。昨年度は，本研究部の主催事業であります印教研集会，理

科作品展において，各部会の先生方の努力により大きな成果をあげること

ができました。 中でも，理科作品展では，科学工夫作品の部において「千

葉県知事賞」を受賞するなど多くの作品が，県さらには全国の作品展で大

きな評価を得ることができました。また，印教研集会では，小学校・中学

校ともに新学習指導要領の趣旨を踏まえた研究がなされ，これからの理科

指導の指標として大きな一歩を踏み出すことができたと思います。こうい

った成果を踏まえ，今年度はさらに理科研究部活動の一層の充実のために

努力してまいりたいと思います。 

 具体的には，主催事業の印教研集会，理科作品展のさらなる充実をめざ

します。印教研集会は，各部会の先生方の地道な研究がすばらしい成果を

あげていますので，今年度は，中学校の新学習指導要領の全面実施という

ことを踏まえ，小学校・中学校ともこれまでの研究をさらに深化させ，充

実した研究になることを期待しています。また，理科作品展では，自由研

究指導法研修会での指導の効果が表れ，県や全国水準の質の高い作品が増

えてきました。今年度は，この自由研究指導法研修会の在り方を見直し，

さらなる飛躍をめざします。 
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 このように理科研究部は，いろいろな取組を通して，先生方の指導力の

向上ひいては，子どもたちに確かな学力を育成するために努力しておりま

す。 

今年度も昨年度までの実績を大切にしつつ，さらに質の高い取組をめざし

ていきたいと思います。先生方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 また，１１月１６日（金）には，第１９回関東甲信越地区小学校理科教

育研究大会・千葉大会が船橋市で行われます。大会主題は「創造性を培う

理科教育」研究主題は「理科好きな子どもを育てる授業の工夫」です。授

業公開，各県からの報告等があり，最新の理科指導を学ぶ絶好の機会です。

ぜひご参加いただきたいと思います。印旛地区理科研究部としてもいろい

ろな面から協力をしていきたいと思います。千葉県主催の大会ということ

で，こちらにつきましてもご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 ４月１８日（水） 第１回役員会 

 ５月 ８日（火） 印旛地区理科研究部総会 

 ６月 ８日（金） 第２回役員会 第１回研究員集会 

          自由研究指導法研修 

  夏休み中    理科技研修会＜部会毎＞ 

 ８月２２日（水） 印旛地区理科研究部会 

 ９月２１日（金） 郡理科作品展（搬入審査） 

 ９月２２日（土） 郡理科作品展（一般公開） 

 ９月２４日（月） 郡理科作品展（搬出） 

２月１５日（金）  第３回役員会 第２回研究員集会 

 

理科研究部では，日々の先生方の実践を募集しております。授業研での実
践や授業・実験・観察での小ネタ，または理科室の様子など，どんなこと
でも構いません。理科研究部へお寄せください。連絡先は，下記メールア
ドレスか，事務局まで直接ご連絡ください。お待ちしております。 
 

印教研理科研究部メールアドレス 
rikainba@yahoo.co.jp 

印教研理科研究部ホームページ 
http://rikainba.or.tv/index.html 

連絡先事務局 
佐倉市立臼井小学校 長見秀樹 

理科研究部事業予定(H２４) 



所属 氏名 所属 氏名 所属 氏名

1 志津中 三村　宏治 間野台小 平山　英輝 酒々井中 堀江　修一

2 高岡小 高木　正和 栄中 半田　耕之

成田中 若狭　昌臣 富里北中 髙谷　昌則

3 白井第三小 和地　滋巳 いには野
小

坂本　文則 南山中 伊東　由美

4 実住小 西貝　喜彦 交進小 湊　康志 八街中央中 松本　義明

5 栗山小 貝塚健太郎 吉岡小 水野　亜哉 四街道西中 宮入　芳雄

部会 市町村 学校名 氏　名 部会 市町村 学校名 氏　名

佐倉小 鳥海　雅弘 布鎌小 森本　敏彦

小竹小 阿波嵜　守 安食小 飯田　和宏

弥富小 古谷　　薫 北辺田小 関口　　亮

西志津小 吉野　信之 酒直小 武井　正巳

間野台小 佐久間保男 大山口小 伊藤　久男

臼井小 下畦　能正 南山中 鈴木　　宏

志津中 三村　宏治 いには野小 坂本　文則

千代田小 渡貫　　健 小林中 吉田　　清

西志津小 沼田　正信 印旛中 松田　治久

佐倉東中 片岡　　勤 滝野中 山田　長雄

酒々井町 大室台小 林　　和之 滝野小 小島　　実

豊住小 阿部　　猛 小林北小 増田　賢一

橋賀台小 松橋　和彦 八街東小 佐瀬　大雄

公津小 箭内　義夫 実住小 川原　裕二

成田西中 岩井　　睦 八街中央中 東城　　孝

成田中 林田　孝二 八街南中 大坊　孝志

下総中 麻生　辰浩 中央小 森　　成雄

吾妻中 片瀬　　実 栗山小 貝塚健太郎

遠山中 中村　一正 みそら小 小山　成志

七栄小 岡　　清志 栗山小 山下　博樹

富里南小 水野　　修 山梨小 松井　　豊

富里第一
小

古谷　成司 四街道中 小野　　哲

日吉台小 梅里　之朗 四街道西中 宮入　芳雄

富里南中 小林　　茂 千代田中 角井　一郎

富里中 佐久間良久 0 0

富里中 清水　龍彦 0 0

0 0 0 0

臼井小 長見　秀樹 0 0

滝野小 小島　実 0 0

吾妻中 関　奈緒美 0 0

冨里南中 菊池　啓爾 0 0

0 0 0 0

備考

理事

理事

理事

理事

0

理事

理事

理事

理事

0

理事

0

0

理事

理事

深山　民夫　先生

村田　正志　先生

成田市

富里市

青柳　伸二　先生

大野　尊史　先生

岩﨑　正彦　先生

水嶋　智巳　先生

古嶋　美文　先生

小栗　雅彦　先生

大三川　弘　先生

井上功太郎　先生

石川真樹子　先生

江村　　司　先生

橋口　明夫　先生

千葉県教育庁北総教育事務所指導主事

平成２４年度 理事等一覧

所　属 氏名

静間　慎一　先生

佐々木　猛　先生

４部会

２部会 栄町

白井市

印西市

３部会

公津小 箭内　義夫

◎各部会研究部長副部長一覧（平成２４年度）

◎理科研究部理事一覧（平成２４年度）

千葉県教育庁教育振興部指導課生徒指導室指導主事

副部長部会研究部長

千葉県教育
委員会

四街道市

佐倉市

２部会

千葉県総合教育センターカリキュラム開発部部長

千葉県現代産業科学館上席研究員

◎事務局幹事一覧（平成２４年度）

◎行政・管外等在籍者一覧（平成２４年度）

１部会

八街市

５部会

佐倉市教育委員会教育センター指導主事

佐倉市教育委員会指導課長

千葉県立我孫子特別支援学校教頭

市町
教育委員会

その他

千葉県立印旛特別支援学校教頭

千葉県立富里特別支援学校教頭

佐倉市教育委員会指導課指導主事

佐倉市教育委員会学務課指導主事

成田市教育委員会学務課管理主事

印西市教育センター指導主事

松戸市立六実第三小学校校長

佐倉市立佐倉幼稚園園長


