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国語科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(嬬妻名や学会名，題名，発行・発表年月日等) (年月日)

①白文に返り点を施すカをつける 『新しい漢字漢文教育J第56号、『平家物 2013.10.12-14，日本中国学会，

有木大輔
②日中における唐詩選受容の研究 語Jから漢文に角蚊Lる (2013，5) 秋田

③原典資料を用いた古典学習 『日本中国学会報便りJ第24号、「第2回

次世代シンポジウム報告J(2013. 12) 

津田英輔
①対話を活用した作文教育

②学校図書館の整備と活用

①古文読解カの育成についての研 「古典への関心を深めるために-古典の 2013. 10. 18，全附連高等学閥

本弁す千亜希 フ""'"し 授業の可能性を探る-J全鮒連高等学校 会，東京大学教育学部附属中等

②中古文学とその耕オ化の研究 部会教育研究大会口頭発表 (2013.10. 18) 教育制交

関口隆一
①川端康成の評論の研究

②現代評論の耕オ化の研究

①近世中興期俳諮の研究

千野浩一
②近世文学作品の耕枇の研究

③古文の授業を楽しくする研究論

文を集める

①昭和期の文学作品とその耕オ化

東城徳、幸 の研究

②国語教育への文学理論の導入

①芸術表現を取り入れたコミュニ

平田 知之 ケーション教育

②密語の特質についての指導

社会科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑彦名や学会名，題名，発行・獄年月日等) (年月日)

①水俣から日本を考える 「水俣フィールドワークから考えるj実 地理教育研究会第52回

瞬時 鳥取・はわし 1温泉大会 日本地

理分科会 2013.8 

i3年間の水俣フィーノレドワークから考

えるJW地理教育研郷庁論集』第17号

2013. 12 

大野 新
舗庁学習指導要領の研究 「高校地理教科書はどのように作られた

かJW地理教育』第42号地理教育研究会

編 2013.6

③「身のまわりの環境地図」研究 「環境地図作品展 in 東京j開催，ワ 2013. 11. 19'"'-'27 地球環境ノミ

ークショッフ。実施 ートナーシッフ。フ。ラザ(ワーク

ショップは、 12.21)

「環境地図をつくろう」小学生向けワー 2014.3.29 鎖]鞠アカデメイア

クショップ
」ー
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氏名 研究テーマ 研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑銘や学会名，題名，発行・獄年月日等) I (年月日)

①ポスト戦後社会の「今j を考え ポスト戦後社会の「今J 12013.11. 1関附連研究大会発

ノJ~宰富士男る 表

②資本主義経済変遷史

①国民患家を考える世界史授業 高l世界史の授業 歴史教育者協議会・全国大会

2013.8大阪

早川 和彦 ②追加実践を通じた耕オ・指導力 実践報告「現念の共和国USA'"'-'小.)11幸司東京都歴史教育者協議会世界

のブラッシュアップ 『世界史との対話』の追加実践から~ 部会 2014. 3 

水俣から日本を考える 高校2年生 (63期)ゼミナーノレ実習 2013. 8. 26'"'-'29 熊本県水俣市|

本際金集第53集「科学者の社会的責任j 周辺

宮崎大輔 を考える授業をつくる(第二期) (5年計

砲の2年次)2014.3

①生徒の考える歴史授業の実践研 歴史教育者協議会・全国大会

究 2013.8大阪

山田耕太②「東アジアの中の日本j という 高2日本史実際陪「台湾を知る~自 東京都歴史教育者協議会日本

視点からの自本史授業 本統治をどう考えるかJ 史部会 2013.11 

③歴史教科書の検討

法教育における法科大判完との連 中3テーマ学習「法と市民社会J 12013.8.3東京大学サマースク

山本智 塩 携 ーノレなど

数学科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(絡協や学会名，題名，発行・発表年月日等) (年月日)

倒受業に生かす教具作りについて -本校5命集第51集、創造的な耕オ・指導 -全附連高校部会数学分科会に

②大学で、の学び、につながる耕オ・ 法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 て発表 (2013.10. 18) 

カリキュラムの開発 から大学へ(2014.03.31) -数特ヰ岡山研i始発表

③中学で、の代数分野の指導につい -本校第羽田教育研究会(2013.11.24) (2013. 8. 28) 

吏科元子
て -本校第40回教育研究会

④入試問題について (2013.11. 24) 

-本機金集第51集創造的な教

材・指導法及びカリキュラムの

開発-中高6カ年から大学へ

(2014.3. 31) 

①大学で、の学び、につながる耕オ・ -本校論集第51集、創造的な耕オ・指導 -日本数学教育学会第95回全

鈴木清夫
カリキュラムの開発 法及びカリキュラムの開発一中高6カ年 国算数・数学教育研究(山梨)

②中学で、の関数の指導について から大学へ(2014.03.31) 大会 (2013.8. 3) 

③入試問題研究 -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) -数判斗岡山研修会 (2013.8. 28) 

①大学で、の学びにつながる耕オ・ . iへロンの公式の導出と立体図形・座標 -日本数学教育学会第95回全

カリキュラムの関発 平面への応用J，日本数学教育学会誌第 国算数・数学教育研究(山梨)

須田 戸づと4こ.
②中学で、の代務調子の播尊について 95回大会特集号， p.271 (2013.8) 大 会 口 頭 発 表 ， 山梨大学

③初等幾何の耕オの開発 . i高校生の数学力NOWVIII -2012年基 (2013.8.4) 

④コンピュータを利用した耕オの 礎 学 力 調 査 報 告 -J，科学新興新社 -数料ヰ岡山研修会，金光学閤

開発 (2013. 10) (2013. 8. 28) 
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氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(縦走名や学会名，題名，発行・獄年月日等) (年月日)

⑤数学ワークショッフ。を利用した . rへロンの公式の幾何的証明と活用J， -日本数学教育学会第46白秋

授業の実践 日本数学教育学会第46@]秋季研究大会 期研究大会口頭発表，宇都宮

発表収録， pp.253-256 (2013.11) 大学 (2013.11. 17) 

須田 λブと4ー
-本校第40回教育研究会 (2013.11. 24) -本校第40回教育研究会

-本校論集第51集創造的な耕オ・指導 (2013.11. 24) 

法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 -第15回折り紙の科学・数学・

から大学へ(2014.3. 31) 教育研究集会口頭発表，らホ

ール (2013.12. 14) 

①大学で、の学び、につながる耕オ・ -日本数学教育学会第95回全国算数・ -日本数学教育学会第95回全

カリキュラムの開発 数学教育研究(山梨)大会 (2013.8.3) 国算数・数学教育研究(山梨)

②再帰の考えに着呂した耕オの研 -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) 大会口頭発表 (2013.8.3)

究 -本校論集第51集倉!鑓的な耕オ・指導 -数料ヰ岡山研修会発表

③図形を利用した三角関数の諸定 法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 (2013.8. 28) 

須藤雄生 理の証明に関する耕2の研究 から大学へ(2014.03.31) -本校第40回教育研究会授業

者(2013.11. 24) 

-本機繰第51集創造的な教

材・指導法及びカリキュラムの

開発一中高6カ年から大学へ

(2014.3. 31) 

①大学で、の学びにつながる耕オ・ -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) -数料ヰ岡山研修会発表

カリキュラムの開発 -材対金集第51集創造的な耕オ・指導 (2013.8. 28) 

②中学での初等幾何の千島尊につい 法及びカリキュラムの開発-中高6カ年 -本校第40回教育研究会

田 中 祥子
て から大学へ(2014.03.31) (2013.11. 24) 

③初等幾何と和算をつなぐ算額教 -本械金集第51集創造的な教

材の開発 材・指導法及びカリキュラムの

開発一中高6カ年から大学へ

(2014.3.31) 

①大学での学びにつながる耕オ・ -本機命集第51集、創造的な粉オ・指導 -数学科岡山研修会研知受業

カリキュラムの開発 法及びカリキュラムの関発一中高6カ年 発表 (2013.8.28)

②不等式の系統的指導の研究 から大学へ (2014.03.31) -本校第40沼教育研究会

町田多加志
③連指卒を助けるICT耕オ・教具の研 -本校第40回教育研究会 (2013.11. 24) (2013. 11. 24) 

究 -本械金集第51集創造的な教

④中国の数学耕オの研究 材・指導法及びカリキュラムの

開発一中高6カ年から大学へ

(2014.3. 31) 

①数思統言十学に繋がる中等教育の -本械金集第51集、創造的な教材・指導 -数料湘山研修会研究授業

耕オの開発・研究 法及びカリキュラムの開発一中高6カ年 発表 (2013.8.28)

②中学校での幾何指導の研究 から大学へ(2014.03.31) -本校第40回教育研究会

三井田裕樹
G激{度実験を用いた統詐学耕2の -本校第40回教育研究会(2013.11. 24) (2013. 11. 24) 

研究 休校論集第51集創造的な教

④高等学校教育での線形代数指導 材・指導法及びカリキュラムの

の研究 開発一中高6カ年から大学へ

(2014.3. 31) 

円
、

υ

門

i



理科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

徳島協や学会名，題名，発行・発表年月時) (年月日)

①物理グループ。別実験の開発と実

演本悟志
践(SSH)

②「理科課題研究」を意識したゼ、

ミナーノレの指導

q瀬理グループ別実験の開発と実 物理教育研究会(即日)夏季研

真梶克彦
践(SSH) 究大会 (2013.7. 27-28) 

②「理科課題研究Jを意識したテ

ーマ研究の指導

①生徒の興味・関心を高める化学

実験教材の開発

②ゼミナーノレ「光で探る化学j教 「新ヰ書の実験を深める課題研究J，東京

梶山正明 材の開発と実践 化学教育研究会6丹例会 (2013. 6. 22) 

③小・中・高を通した新しい理科 筑波大学教育学会第11回大会自由研究発

カリキュラムの研究 表「学習指導要領の作られ方と活かし方

を考えるJ(2013. 3. 9) 

①科学のつながりを意識した化学

吉田哲也 ②中学理科のグノレーフ研究におけ

る指導法の研究

①生態学分野の実験・実習耕才の 日本菌学会主催菌類研修会~先生に知 日本生物教育会全国大会

開発 ってもらいたい菌のヒミツ「観察を中心 (2013.8. 6-8) 

宇田川麻由
とした菌類の授業実践J(2013.8. 13)国立

科学簿物館

②中学理科における生態系に関す 理科教育学会全国大会

る指導法の研究 (2013.8. 10-11) 

①ショウジョウパエのパターン形 教員免許状更新講習会「ゲノム情報を活

成遺伝子単離と発現角勃庁(解読ゲ 用する遺伝子実験の紹介J(2013.8.23) 

ノム情報を活用し、露出実え体を作

成しない生徒実験の方法)

@淳云写調節因子の塩基壁換突然変 教員免許状更新講習会「ゲノム情報を活

仲里友一 異体作成と実験耕オの開発 用する遺伝子実験の紹介J(2013.8.23) 

③PCR法やサザン法により形質転 教員免許状更新講習会「ゲノム情報を活

換体中の導入遺伝子を検出する実 足する遺伝子実験の紹介J(2013.8. 23) 

験教材の開発

④ショウジョウパエを用いた様々 教員免許状更新講習会「ゲノム情報を活

な実験耕才の開発と改良 用する遺伝子実験の紹介J(2013. 8. 23) 

①Vicaryel1a)高の分類と記載

高橋宏和
②東北日本南部の太平洋側に分布

する下部中新統に見られる熱帯性

干潟貝類化石群集の時空分布
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保健体育科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑踏や学会名，題名，発行・線開時) (年月日)

①スポーツイベントフ。ロデ、ユース 本校教育研究会(2013.11. 23) 東京都多摩障害者スポーツセ

ンター(2013.11.22) 

入江友生
東京都王子障害者スポーツセ

ンター(2013.11. 22) 

②歩行姿勢・ランニングフォーム

と姿勢敬育

①チーム・ダンスエアロピック授 ①エアロピ、ックで子どもたちを育てる 江戸川区総合体育館

業実践 学校体青の「ダンス」と「体っくりJは (2013.8.24) 

エアロピ、ックで，季刊「スマイノレJvol62 日本エアロピック連盟

(2013. 10. 1)公益社団法人日本エアロピ (2014. 1. 23) 

ック連盟

@渚日内男子校でのチーム・ダンスエアロ

ピック実践報告， JAF、エアロピックセミ

ナー (2013.8.24) 

@漁溺LBC~こついて ①第22回日本健康教育学会学術大会ワー 千葉大学教育学部 (2013.6.23) 

クショップ， 13・1・2弁当箱法Jをベー 大板市立長居ユースホステル

スに展開してし1く筑駒LBC(2013.6.23) (2014. 2. 3-4) 

②筑波大学教員免許状更新講習会D講座，

筑駒山C(2013. 8. 26) 

③日本健康教育学会誌第21巻第4号

p338-346，“自分が何をどれだけ食べたら

よいか"のイメージを育てる-13・1・2

弁当籍法j を基礎にした食事・食事づく

加藤勇之助 り法の実践， 日本健康教育学会

(2013.11. 30) 

③中高生の姿勢に関わる研究 ①筑波教育学研究第12号，生徒の姿勢改 東海大学校友錦宮 (2013.8.10) 

善と主体的問題解決能力との関係、一実践 筑波大学人間総合科学研究科

的姿勢教育を通して，筑波大学教育学 (2014. 1. 21) 

会 (2014.3) 大板成撲大学 (2014.3.15-16) 

②日本発育発達学会第12回大会，生徒の

静止立位姿勢改善と主榊嫡麟軟能力

一中高一貫校での実樹句姿勢教育を通し

て-(2014.3. 15) 

④中高生の骨密度に関わる研究 女子栄養大学生活習'度病研究

センター (2013.1. 29) 

⑤中高生の体格・体力に関わる研 ①日本体育学会第64回大会，中高生男子 立命館大学びわこ・くさつキャ

究 のからだづくり目標値と静止立位姿勢変 ンパス (2013.8.28-29)

化との関連 (2013.8. 28) 帝京平成大明白袋キャンパス

(2013. 4. 11) 

東海大学代々木キャンパスー

(2013. 5. 11) 
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研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

氏名
(雑務や学会名，題名，発行・発表年月日等) (年月日)

①姿勢の記録と分析方法の耕オ化 本校教育研究会(2013.11.23) 

②陸上競技における適正な自標設

rよE
合 田浩二

③日翻民・食事・運動と体温の変動・

行動意欲との関係、

④水田教前線、覚耕オの更新

①カードゲームを利用した保健学

習の実践

②IICTを取り入れた剣道授業の工 上越教育大学附罵中学校 ICT 

登 坂太樹 夫 研究発表会(2013.11. 19) 

日本武道館研修センター全

国部活動(剣道)指導者講習会

(2014.1.4-6) 

①保健体育相受業実践の向上 本横線53集「総合学習における高大連

携保健体育学習J(2014.3.31) 

②食育の推進 健康教育指導者養成研修食育

コース 独立行政法人教員研

修センター (2013.7. 9-12) 

③中学・高校サッカー部の運動能 2014高校サッカー年間全宮高等学校体 第3@]スポーツデータ解析コン

力発達 育連盟サッカー部編講談社「得点場面 ベティション立教大明也袋

集計J(2014.3) キャンパス (2013.12.26) 

東京都地区選抜U-16研修大会

横尾智治 駒j宰オリンヒ。ツク公爵総合競

技場 (2014.2.11) 

④ブラインドサッカーによる運動 筑駒アカデメイア公開講座「人と人をつ インクルーシブ教育システム

能力発達 なぐブラインドサッカーJ(2015. 3. 29) 構築モデル士出或事業(交流及び

共同学習)筑波大学附属視覚特

別支援学校 (2013.12. 14) 

⑤オリンヒ。ック教育の推進 附属学校オリンヒ。ック教育抱隼委員会 第1回附属学校オリンヒ。ック教

2013年度報告書 (2014.3) 育推進専門委員会

筑波大学東京キャンパス文京

校舎 (20日.6.4)

養護教諭

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(繕協や学会名，題名，発行・獄年月日等) (年月日)

①起立性調節障害の克服事例から 筑波大学教育学会「起立性調節障害の克 筑波大学術属学校教育局

早貸千代子 みえる6年間の心の成長について 服事例から見える中高6か年の心の成長 (2014.3.8) 

についてJ(2014.3.8) 
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氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑踏や学会名，題名，発行・発表年月日等) (年月日)

②筑駒山C~こついて ①第22白日本健康教育学会学術大会ワー 千葉大学教育学部 (2013.6.23) 

クショッフ.0， 13・1・2弁当籍法j をベー

スに展開してし1く筑駒LBC(2013.6.23) 

②日本健康教育学会誌第21巻第4号

p338-346，“自分が何をどれだけ食べたら

よいか"のイメージを育てる-13・1・2

早貸千代子
弁当箱法j を基礎にした食事・食事づく

り法の実践， 日本健康教育学会

(2013. 11. 30) 

③生徒の資源の活用を促すコーデ 日本学校健康棺談学会「養一護教諭による 聖母大学 (2014.3.14) 

ィネーションモデルについて 生徒の資源の活用を促すコーデ、ィネーシ

ョンモデ、ルの実践的有効性の検証

④ソーシヤルスキル及びキャリア

教育について

①発達障害に関する支援について 全附連養護教諭部会第48回研

究協議会 (2013.8. 1 "'2) 

教育相談コイィネーター養成研修講

座 (2013.6. 3) 

附属学校教育局フ。ロジェクト

1 (複数回)

亀主すひかり 附属朝交教育局支援教育推進

委員会(複数回)

②教育メンタノレトレーニング T.HOPE健康教育夏の研修会ポスター 筑波大学附属小学校(複数回)

発表 (2013.8.7) 全附連養護教諭部会関東地区

研究協議会 (2013.12. 14) 

埼玉大学教育学部附属中学校

(複数回)

技術家庭科・芸術科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑去名や学会名，題名，発行・発表年月日等) (年月日)

①槻1刑「材料と加工に関する技

術J、材料を正確に加工し設言村重り

に組み上げる技能を習得させる教

材およひ守旨導御コ開廷知識型技能

としての槻7の再定義を目指して

市)11 道和 ②指開「エネルギ一変換に関す

る郎防、電子回路樹wの理解を促

す耕才およひ守旨導法の潔発。半導

体デ、パイス(サイリスタ・トラン

ジスタ等)のはたらきを平易に理

解させる工夫

ゥ，.
門
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氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑老名や学会名，題名，発行・獄年月日等) (年月日)

③共向利用型コンピュータ室にお

ける 3DCGツーノレ (Rhinoceros)

運用環境の構築。ライセンスサー

ノミー(お0)運用上の問題把握と解

市川道和
決

④3教育拠点の構築および中期目

標を達成する具体的方策の提案一

技芸科が考える地生拠点としての

新1号館の機能と仕様(教科フ。ロ

ジェクト研究)

①中高一貫校における家庭科実習 2015年度本腐食集で報告予定

教室の現状調査

植村 徹 ②SSHシリーズセミナー「メディ 2013年度本校SSH研究開発実施報告書に

ア虎の穴Jのカリキュラム構成と 収録

実践

①日本歌曲から学ぶ日本語の演奏 授業や音楽祭指導にて

法と表現について

小宮一浩 ②音楽用語や楽語について深く研 2013年度本校教育研究会にて発表、

究し、音楽教員のための楽語を研 授業や音楽祭指導にて

究

①高校「美術j における「芸羽洋j

土 井宏之
の教育-高大連携をみすえて-

@濃監賞教育における美綜f解剖学か 2013年度本機繰に掲載

らの視点の導入
」一一一一一

英語科

氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(婚ま供給名，題名，発行・発表年月日等) (年月日)

①文字情報だけの「読みJに終わ 筑波大学的属駒場論集第53集 (2014.3) 

多尾奈央子
らないRea必ng指導

②映画を活用した耕才開発(映画 映画英語教育学会・相模女子大

選択から統合的活動へ) 学 (2013.8.6)

秋元住恵
①小中連携の英語教育 筑波大学F付属駒場論集第53集 (2014.3) 

②コーノミスを用いた英語教育

①英語部受業におけるDゅの活用法 筑波大学F付属駒場論集第53集 (2014.3)

八 宮孝夫 @凝業に活かす談話文法 「背景知識の不十分な耕オの扱し 1方j 語学研究所研知て会・東京家政

(~語研フォーラム~ 2014. 11) 大学 (2013. 11. 24) 

任津受業を英語で効果的にすすめる 「先生と生徒のための教室英語J(大修館

平原麻子 方法 『英語教育J2013・10月増刊号)

G漢文法の実践的な教え方 筑波大学P付属駒場論集第53集 (2014.3) 

n
R
U
 

ウ

i



氏名 研究テーマ
研究発表・論文等 研究にともなう研修・出張先

(雑彦名や学会名，題名，発行・獄年月日等) (年月 13)

①高3Rβa必ng授業における各技 筑波大学F付属駒場論集第53集 (2014.3)

山田忠弘
能演習のバランスについて

②TOEFI謝オを用いた授業につ

いて

①高校1年生におけるコミュ二カ 筑波大学附属駒場論集第53集 (2014.3)

高橋 深美 ティブな英語指導のあり方

②教科書の話題を広げる耕潮発

①中2英語指導のあり方について 筑波大学附属駒場論集第53集 (2014.3)英語授業研究学会サマーセミ

須出智之
ナー(2013.8. 12-13) 

@漢語授業における映画の活用法 映画期教育学会棚好大|

について 学 (2013.8.6)
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