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理研会報№３９２は，研究部長挨拶や平成３０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 

「印教研理科研究部の一層の充実と発展を目指して」 

印西市立船穂中学校 山本 正之 

  

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ました船穂中学校山本です。よろしくお願いし

ます。昨年度は、副部長として、前部長の静間先生の補佐的な仕事をさせていただきましたが、今年度は部

長という大役に身の引き締まる思いでおります。これまで多くの先輩方が本理科研究部の伝統を築いてこら

れました。その伝統を引き継ぎ、発展させられますよう全力で責務を全うしたいと考えています。皆様のご

支援・御協力をよろしくお願いします。 

 理科研究部の取り組みは、印教研集会、理科作品展、各部会の実技研修会の 3 つを柱としています。さら

に、千葉県教育研究会理科教育部会研究発表会（千理研）への参加も主要な取り組みの 1 つになります。ま

た、本理研会報も皆様の原稿協力をいただきつつ年 6 回の発行を予定しています。皆様の御協力と各号の記

事情報の共有をよろしくお願いします。 

 まず、印教研集会への取り組みですが、すでに各部会とも、継続研究を含めテーマの設定やデータの収集・

分析、実践等が計画的に進められていることと思います。各部会とも多くの先生方が研究に携わり、データ

の蓄積と実践に裏打ちされた研究発表が毎年行われており、今年の発表も大変楽しみにしております。普段

の授業で先生方が悩んでいることやいろいろなアイデアを出し合うことで生きた研究になってくると思い

ます。各部会の先生方、研究発表に向けてよろしくお願いします。今年の印教研研究集会が各部会の研究発

表はもとより、お集まりの先生方の積極的な質問・ご意見により、さらに充実したものになりますようよろ

しくお願いします。 

 次に、理科作品展ですが、昨年は、小学校科学工夫作品の部で、千葉県教育長賞の受賞をはじめ、小学校

で計５作品、中学校で２作品、また、科学論文の部で小学校７作品、中学校４作品が県展での入賞を果たし

ました。さらに、教職員自作教具の部でも 2 名の先生が入賞しました。大変素晴らしい成果だと思います。

5 月 8 日の研究部総会の後で、理科研修会として、自由研究の指導法について栗山小の坂本文則先生に指導

のポイントについてお話いただきました。各校の先生方が夏休み前に児童生徒に指導する際のよきアドバイ

スをいただけたものと思います。今年度も理科作品展への出品に向けた取り組みをよろしくお願いします。

なお、今年度、出品カード等の様式が変更されますのでご注意いただきたいと思います。 

 各部会で企画されている実技研につきましても、できるだけ多くの先生方にご参加いただき、先生方のス

キルアップにつなげられますよう、よろしくお願いします。 

 そして、11 月 16 日（金）に開催されます千理研東総大会ですが、安食小学校北川太一先生、成田中学校

林宏樹先生に研究発表をしていただきます。また、司会者として吾妻小学校麻生辰浩先生、木刈中学校泉水

真由美先生にご参加いただきます。よろしくお願いします。できるだけ多くの先生方に、一般会員としてご

参加いただきますようよろしくお願いします。 

 最後に、理研会報ですが、今年は、第 392 号～第 397 号が発行されます。自由研究、印教研、研教研、

理科作品展等がテーマとなります。先生方に原稿の依頼をさせていただくことになると思いますがよろしく

ご協力をお願いします。なお、先生方から実践記録や雑感等を投稿いただけますと大変有り難く思います。

まずは、8 月の印教研集会に向けて、各部会の先生方に、研究・実践・まとめへの積極的な取り組みをお願

いして、研究部長挨拶とさせていただきます。 
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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 

船穂中 山本 正之 富里第一小 梅里 之朗 八街中央中 大坊 孝志 

 
〔各部会〕  

 部 長 副部長 
部会 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 

１ 佐倉東小 宮本 正教 根郷中 及川 亨 上志津小 水嶋 智巳 

２ 橋賀台小 髙橋 和宏 公津の杜小 須藤 寛 成田中 酒井 理

成 

美郷台小 戸刺 悟 
３ 平賀小 門脇 英貴 西の原小 米野 淳 印西中 若狭 昌臣 
４ 八街中 羽田野 淳 八街北中 岡村 春美 交進小 門 淳史 

５ 山梨小 飯田 和成 山梨小 戸田 大輔 四街道中 半田 耕之 

 
〔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 

本埜第二小 小田 宗高 

千代田小 大三川 弘 
 

小林北小 小島 実 

上志津小 水嶋 智巳 六合小 増田 賢一 

井野小 吉野 信之 平賀小 門脇 英貴 

佐倉東小 宮本 正教  西の原小 齊藤 實和 

志津中 三村 宏治  船穂中 山本 正之 

井野中 片岡 勤  小林中 片瀬 実 

２部会 

成田市 

新山小 小泉 三智雄  木刈中 泉水 真由美 

津富浦小 長見 秀樹  
白井市 

清水口小 和地 滋巳 

吾妻小 麻生 辰浩  大山口中 佐々木 猛 

橋賀台小 髙橋 和宏  

４部会 八街市 

八街北小 水野 修 

富里市 

根木名小 岡 清志  八街中央中 大坊 孝志 

浩養小 石橋 健男  八街南中 佐久間 良久 

富里第一小 梅里 之朗  八街南中 熊澤 宏明 

富里中 古谷 成司  八街中 羽田野 淳 

富里南中 菊池 啓爾  

５部会 四街道市 

栗山小 坂本 文則 

富里北中 小野 哲  山梨小 飯田 和成 

    四街道小 下畦 能正 
     吉岡小 中村 光宏 

 
 
〔理科研究部事務局幹事一覧〕 

１部会 佐倉小 立田 宣宏 ２部会 成田小 伊橋 辰也 （事務局長） 

臼井南中 谷野 研 玉造中 伊東 由美 

 

理科研究部事業予定(H３０) 

４月１１日（水） 第一回役員会 
５月 ８日（火） 印教研理科研究部総会 

自由研究指導法研修会 
６月 ８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２８日（水） 印教研教育研究集会 
９月１４日（金） 印旛郡市理科作品展（搬入審査） 
９月１５日（土） 印旛郡市理科作品展（一般公開） 
９月１８日（火） 印旛郡市理科作品展（搬出） 
２月 ８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(H３０) ※ 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

