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理研会報№３８６は，研究部長挨拶や平成２９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 

 

「研究の輪を広げよう」 

                   成田市立公津の杜中学校 静間 慎一 

  

 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、身に余る大役に責任と重圧を感じて

いるところです。 

私は、理科研究部では９年前に２部会の部長をさせていただいたのと、最近では、役職の立場上、

研究部に顔を出させていただいておりました。自分では「研究部で頑張った」（若い頃に、１部会

で印刷係として頑張った覚えはあります。）ということもなく、長年にわたり研究部に携わってこ

られた先生方には少々不安なところもあるかもしれません。しかしながら、お引き受けしたからに

は、皆様の御理解と御協力を支えとして、充実した理科研究部の活動を作ってまいりたいと考えま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、昨年度は、印旛地区の代表として小学校は５部会、中学校は３部会が県教研で研究発表を

行い、さらには中学校の３部会が全国教研に参加するという大変すばらしい成果を挙げました。ま

た、昨年のみならず、近年の研究発表では、千葉県代表として全国教研に参加させていただく機会

も増えてきています。まさに、印教研の提案を通して各部会が切磋琢磨し、よりよい実践研究に努

められている成果だとおもいます。 

 さらには、児童生徒の理科作品展においても、近年は県の上位のすばらしい成績を多くの児童生

徒が受賞しています。これも、先生方の熱心なご指導の賜物だと思います。 

 近年、お世話になった多くの先輩方が退職されている中、新たに若い先生方が多数採用されてき

ています。この機を逃しては、今後の理科研究部の発展は厳しいと思います。幸い、理科研究部は

学校単位でなく、共同研究です。ぜひ、これまでかかわってこなかった、こられなかった先生方に

も声をかけ、学校の枠を超えて一緒に研究を進めていく中で、ベテランから若手への授業のあり方

や教材開発のノウハウの伝達をしていただければと思います。そして、それが、

各学校での理科授業の改善につながると、印旛地区の理科教育はさらにすばらし

いものになるに違いありません。そのためにも、一人でも多くの先生方の参加を

呼びかけていただければと思います。 

 最後になりますが、今年度もこれまで以上に充実した取組を目指してまいりた

いと思います。各会員の皆様の積極的な活動をよろしくお願いいたします。 

 みんなで、頑張っていきましょう！ 
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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 

公津の杜中 静間 愼一 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 佐倉東小 宮本 正教 根郷中 及川 亨 

２ 吾妻小 麻生 辰浩 前林小 高橋 和宏   

３ 内野小 泉水 真由美 平賀小 門脇 英貴 七次台中 森下 康彦 

４ 八街南中 熊澤 宏明 八街中 羽田野 淳   

５ 四街道北中 五井 信夫 みそら小 飯田 和成   

 
〔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 佐久間 保男  

３部会 

印西市 

西の原小 齊藤 實和 

井野小 吉野 信之 
 

滝野小 小島  実 

西志津小 沼田 正信 船穂中 山本 正之 

上志津中 三村 宏治  西の原中 山田 長雄 

２部会 

成田市 

新山小 小泉 三智雄  印旛中 鈴木  宏 

吾妻小 麻生 辰浩 
 白井市 

七次台小 伊藤 久男 

津富浦小 長見 秀樹 池の上小 小田 宗高 

公津の杜中 静間 愼一  

４部会 八街市 

二州小 西貝 喜彦 

富里市 

富里第一小 梅里 之朗  八街北小 水野  修 

浩養小 石橋 健男  
八街中央中 

大坊 孝志 

根木名小 岡  清志  片岡 勤 

富里中 片瀬  実 
 

八街南中 佐久間 良久 

富里北中 小野  哲 

５部会 四街道市 

四街道小 下畦 能正 

富里南中 
中村 一正  

みそら小 
貝塚 健太郎 

菊池 啓爾  飯田 和成 

 
 栗山小 坂本 文則 

 吉岡小 佐々木 猛 

 千代田中 宮入 芳雄 

 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 佐久間 保男  

３部会 

印西市 

西の原小 齊藤 實和 

井野小 吉野 信之 
 

滝野小 小島  実 

西志津小 沼田 正信 船穂中 山本 正之 

上志津中 三村 宏治  西の原中 山田 長雄 

２部会 

成田市 

新山小 小泉 三智雄  印旛中 鈴木  宏 

吾妻小 麻生 辰浩  白井市 
七次台小 伊藤 久男 

池の上小 小田 宗高 

津富浦小 長見 秀樹  

４部会 八街市 

二州小 西貝 喜彦 

公津の杜中 静間 愼一  八街北小 水野  修 

富里市 

富里第一小 梅里 之朗  
八街中央中 

大坊 孝志 

浩養小 石橋 健男  片岡 勤 

根木名小 岡  清志 
 

八街南中 佐久間 良久 

富里中 片瀬  実 

５部会 四街道市 

四街道小 下畦 能正 

富里北中 小野  哲  
みそら小 

貝塚 健太郎 

富里南中 
中村 一正  飯田 和成 

菊池 啓爾  栗山小 坂本 文則 

     吉岡小 佐々木 猛 

  
１部会 佐倉市  

 佐倉小 立田宣宏 

    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 

 

〔理科研究部事務局一覧〕 
 
 
 
 
 

 

理科研究部事業予定(H２９) 

４月１２日（水） 第一回役員会 
５月 ９日（火） 印教研理科研究部総会 

自由研究指導法研修会 
６月 ９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２３日（火） 印教研教育研究集会 
９月１５日（金） 印旛郡市理科作品展（搬入審査） 
９月１６日（土） 印旛郡市理科作品展（一般公開） 
９月１９日（月） 印旛郡市理科作品展（搬出） 
２月 ９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(H２９) ※ 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 

成田市立成田小学校  伊橋 辰弥 

mailto:rikainba@yahoo.co.jp

