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理研会報№３８０では，研究部長挨拶や平成２８年度の事業予定及び理事一覧を掲載いたします。 
 

研 究 部 長 挨 拶 

 

「理科研究部のさらなる充実を！」 

                    四街道市立吉岡小学校 佐々木 猛 

  

 今年度，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。この一年

間，皆様のご協力を得ながら，頑張っていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 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

と科学論文の部において「千葉市教育長賞」をそれぞれ受賞するなど多くの作品が，県の作品展で

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「意欲持って，

自ら『自然』にはたらきかける理科学習」を踏まえた研究がなされ，活発な協議ができたと思いま

す。さらに印旛地区代表として，県教研で研究発表を行った小学校の三部会，中学校の四部会がと

もに全国教研に参加できたことも明るい話題でありました。こういった成果を踏まえ，今年度もさ

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，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，過日の総会において，自由研究指導法研修会を実施しましたが、今後もさらなる充実をめざ

します。 

 また，昨年度は，千教研理科教育部会研究発表大会夷隅大会が大多喜町で行われ，指導者を務め

た松井豊先生をはじめ，多くの印旛地区理科研究部の先生方が本大会の成功に貢献しました。本年

度の千教研理科教育部会研究発表大会は，小学校，中学校とも松戸市で，１１月１１日の実施とな

ります。こちらにつきましてもご協力をよろしくお願いいたします。 

 最後になりますが，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。そして，どの学校でも若手教員の育成が喫緊の課題ですが，

理科研究部は，どの部会でも，研究員として，多くの仲間とともに

様々な取組をしてきた素地があります。こうした環境を生かして，

研究員集会を充実させ，ともにがんばっていきましょう。 
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〔印教研理科研究部〕 
部 長 副部長 

所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 

吉岡小 佐々木 猛 二州小 西貝 喜彦 船穂中 山本 正之 

〔各部会〕 
 部 長 副部長 

部
会 

所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 

１ 白銀小 水嶋 智巳 
酒々井小 郷田 教一 間野台小 平山英輝 

酒々井中 堀江 修一   

２ 大栄中 麻生 辰浩 
前林小 高橋 和宏 公津の杜小 須藤 寛 

成田中 酒井 理成 富里北中 高谷 昌則 
３ 池の上小 小田 宗高 原山小 門脇 英貴 大山口中 森下 康彦 

４ 川上小 石橋 健男 八街中央中 菅原 直樹   
５ 南小 山下 博樹 中央小 東 孝明 四街道中 佐々木 慶太 

〔理事一覧〕 

部会 市町 学校名 氏名  部会 市町 学校名 氏名 

１部会 佐倉市 

佐倉小 古嶋 美文  

３部会 

印西市 

西の原小 齊藤 實和 

臼井小 下畦 能正 
 

滝野小 小島  実 

井野小 吉野 信之 船穂中 山本 正之 

西志津小 沼田 正信  西の原中 山田 長雄 

上志津中 三村 宏治  印旛中 鈴木  宏 

２部会 

成田市 

新山小 
岩﨑 正彦  

白井市 

七次台小 伊藤 久男 

小泉 三智雄  大山口中 片岡  勤 

公津の杜小 井上 功太郎  桜台中 東城  孝 

津富浦小 長見 秀樹  

４部会 八街市 

二州小 西貝 喜彦 

西中 長岡 奈緒美  八街北小 水野  修 

大栄中 麻生 辰浩 
 

八街南中 佐久間 良久 

富里市 

富里第一小 梅里 之朗 

５部会 四街道市 

中央小 東 孝明 

根木名小 小山 成志  南小 山下 博樹 

富里中 片瀬  実  
みそら小 

貝塚 健太郎 

富里北中 小野  哲  飯田 和成 

富里南中 
中村 一正  栗山小 坂本 文則 

菊池 啓爾  吉岡小 佐々木 猛 

栄町 竜角寺台小 江村  司  千代田中 宮入 芳雄 

     四街道西中 角井 一郎 

 
 

  １部会 佐倉市 
下志津小 中村 光宏 

 
  臼井南中 谷野  研 

 
  ２部会 成田市 

成田小 伊橋 辰弥 
 

  玉造中 伊東 由美 
 

 

理科研究部事業予定(H２８) 

４月１３日（水） 第一回役員会 
５月１０日（火） 印教研理科研究部総会 

自由研究指導法研修会 
６月 ３日（金） 第二回役員会 

 第一回研究員集会 
          
 夏季休業中   理科実技研修会＜部会毎＞ 

８月２４日（火） 印教研教育研究集会 
９月１６日（金） 印旛郡市理科作品展（搬入審査） 
９月１７日（土） 印旛郡市理科作品展（一般公開） 
９月２２日（火） 印旛郡市理科作品展（搬出） 
２月１０日（金）  第三回役員会 第二回研究員集会 

理科研究部理事等一覧(H２８) ※ 敬称略 

 
各部会での研究・研修と児童・生徒・教職員

の理科作品展が理科研究部の大きな柱です。 
多くの先生方に積極的に参加していただき、ご
意見等をお聞かせいただきたいと思います。連
絡先は，右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. com 
連絡先事務局 

佐倉市立下志津小学校  中村 光宏 

理科研究部事務局一覧 

mailto:rikainba@yahoo.co.jp

