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理研会報№３９８は，研究部長挨拶や令和元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活動の捉え直しを 

 

 八街市立八街中央中学校 大坊 孝志 

  

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、日が経つにつれその責任と重圧を感

じているところです。 

 さて、総会でも少しお話をさせていただきましたが、理科研究部の予算の内、約 8 割は、理科作

品展関係、印教研集会・研究推進関係に支出します。予算は、活動の裏付けともいうべきものです

から、理科研究部の活動は、この２つが活動の中心ということになります。 

まず、１つめの夏期休業中に行われる印教研集会では、例年、5 つの部会より部会提案という形

式で発表をしていただいています。すでに各部会では、研究主題・研究仮説に基づくデータの収集

や分析、そして、授業実践等が行われている時期だと思います。多くの部会や学校では、少子化に

伴う教職員の減少で、従来のような研究体制で研究を行うのが難しくなっている現状があると思い

ます。しかし、印教研本来の教職員による自主的な研究推進、教育実践の向上という趣旨に立ち返

れば、自校以外や異校種の教職員との共同研究は、貴重な研修の機会です。ぜひ、多くの先生方の

積極的な参加や関わりを期待しています。とはいえ、印教研の活動は自主的であるが故に、特に、

働き方改革が喧伝される昨今、その運営、関わりの難しさは増しているように感じます。その中で、

各部会の研究に携わる多くの先生方に感謝申し上げます。 

次に理科作品展についてですが、印旛地区では、昨年度の県展において、千葉県総合教育センタ

ー所長賞を受賞するなど、優秀な成果を上げています。総会時の自由研究指導法研修会で成田小学

校の伊橋先生が話をされたように、論文としての体裁を整えるなどの指導のポイントが、児童生徒

の作品に反映されることを期待しています。また、学校事情が許せば、９月１３日に行われる理科

作品展審査に、審査員としてご参加いただけると自由研究等に対する見識が深まると思います。積

極的な参加をお待ちしております。 

印教研理科研究部は、他に、千葉県教育研究会理科教育部会の活動の一翼を担っており、研究発

表大会での発表を始め、多くの先生方にご協力いただいております。重ねて感謝申し上げます。 

今年度、事務局とともに印教研活動を滞りなく運営できるようにして参りたいと思います。先生

方のご協力をお願いして、研究部長の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 

八街中央中 大坊 孝志 富里中 東城 孝 みそら小 山下 博樹 

 
〔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 上志津小 水嶋 智巳 臼井南中 澤田 法義 

２ 橋賀台小 髙橋 和宏 加良部小 長谷川 直樹 

成田中 

成田中 酒井 理成 
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 二州小 芝原 康介 八街南中 似田貝 祥章 

５ 四街道中 半田 耕之 四和小 柳谷 康平 四街道中 蕨 昌幸 

  幸  
〔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 

千代田小 大三川 弘  

３部会 

印西市 

六合小 増田 賢一 

佐倉東小 宮本 正教 
 

本埜第二小 小田 宗高 

上志津小 水嶋 智巳 平賀小 門脇 英貴 

志津中 三村 宏治 小林北小 小島 実 

井野中 片岡 勤  滝野中 齊藤 實和 

佐倉東中 熊澤 宏明  木刈中 泉水 真由美 
酒々井町    小林中 片瀬 実 

２部会 

成田市 

新山小 小泉 三智雄  
白井市 

清水口小 和地 滋巳 

橋賀台小 髙橋 和宏  大山口中 佐々木 猛 

遠山中 菊池 啓爾  

４部会 八街市 

八街北小 鳥海 雅弘 

富里市 

根木名小 岡 清志  八街北小 水野 修 

浩養小 石橋 健男  八街中央中 大坊 孝志 

富里中 東城 孝  八街中 羽田野 淳 

富里中 古谷 成司  

５部会 四街道市 

みそら小 山下 博樹 

富里北中 小野 哲  山梨小 飯田 和成 

栄町    栗山小 坂本 文則 

    みそら小 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） 

３部会 大山口中 小甲 太郎 玉造中 伊東 由美 
 

理科研究部事業予定(Ｒ元) 

４月１０日（水） 第一回役員会 
５月 ８日（水） 印教研理科研究部総会 

自由研究指導法研修会 
６月１４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２７日（水） 印教研教育研究集会 
９月１３日（金） 印旛郡市理科作品展（搬入審査） 
９月１４日（土） 印旛郡市理科作品展（一般公開） 
９月１７日（火） 印旛郡市理科作品展（搬出） 
２月 ７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(Ｒ元) ※ 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

