
２　教育・研究活動

(９) 外部資金

　①　科学研究費補助金

研究種目 研究代表者職・氏名 研　　　　究　　　　　課　　　　　題 金額（千円）

教　授　藤岡　達也 自然災害・防災教育の観点と自然景観理解を取り入れた野外学習プログラムの開発と評価 2,800

助教授　角谷　詩織 小・中学生にとってのインターネットを用いた課題解決学習の意義と課題 4,600

小　　　計 2件 7,400

助教授　茨木　智志 東アジア各国における世界史教育の教育理念に関する研究 600

小　　　計 1件 600

助教授　石川　真 モバイル機器を活用した魅力ある学習環境インタフェースの検討 700

助教授　谷川　智幸 主要部が非線形微分作用素である高階非線形常微分方程式の解の構造の研究 1,000

助教授　佐久間亜紀 教員養成系大学・学部の「生き残り戦略」に関する史的研究 1,000

助教授  岡崎　正和 デザインリサーチによる中学校数学へ向けた高学年算数の授業開発に関する研究 900

講　師  礪波　朋子 幼児期の三者関係の成立と維持にかかわるコミュニケーションスキルの発達的研究 800

講　師  下司　　晶 「教育」と「心理臨床」の境界に関する原理的研究―精神分析を中心に― 900

小　　　計 6件 5,300

教　授  齋藤　九一 公立小学校の英語科導入に関する包括的開発研究 3,700

教　授  南部　昌敏 ヴィジュアル・リテラシー育成プログラムと遠隔教員研修支援システムの開発と評価 2,300

教　授　得丸　定子 学校教育におけるスピリチュアル・エデュケーションの理論・実証的考察 5,500

教　授  藤岡　達也 自然環境と地域社会との関わりを重視した日本型環境教育の構築と展開 5,200

副学長　戸北　凱惟 東アジアにおける学校教育改革の共通性と差異の比較に関する総合的調査研究 3,600

小　　　計 5件 20,300

教　授  大瀧ミドリ 子どもが生活文化の意味体系を構築する過程に関する実証的研究 1,000

教　授  平野　絹枝 日本人英語学習者の読解力テストの妥当性の検証及び影響要因に関する研究 500

助教授　藤田　武志 日本の学力形成システムの現状に関する社会学的研究 900

副学長　川崎　直哉 中学校技術分野における先端技術の教材化とスタンダードモデルの開発・評価 800

教　授  西川　　純 異学年学習による総合学習における子どもの相互行為と教師集団の意識変化 1,000

教　授  藤原　義博 家庭場面の物理的環境整備による効果的な行動問題改善プログラムに関する研究 600

教　授　中川　　仁 概均質ベクトル空間と代数体の拡大に関する研究 800

教　授  山崎　貞登 技術的素養の育成を重視した初・中・高等学校教育一貫の技術教育課程開発 1,100

教　授  北條　礼子 英語表現力向上のためのポートフォリオ活用学習のカリキュラム開発研究 800

教  授　加藤　雅啓 談話における右方移動構文に関する総合的研究－関連性理論、認知文法による考察－ 500

助教授　大場　浩正 日本人英語学習者の関係代名詞節構文・疑問構文の処理過程の解明に関する研究 700

助教授  丸山　良平 乳幼児の仲間関係の発達を支える遊びの指導プログラム作成に関する基礎的研究 500

助教授　恵羅　修吉 発達障害児を対象とした実行機能の評価に関する基礎的研究：行動面と生理面からの検討 600

助教授  松本　健義 学習過程における意味形成の活動単位に基づく臨床的教育実践の在り方に関する研究 1,000

教　授  黒木　伸明 聴覚障害児童・生徒の数学に関する学力保障の在り方に関する研究 1,600

助教授　内藤　美加 児童における心の理論：高次感情および解釈の理解と誤信念理解との発達的関係 800

助教授  布川　和彦 割合的アイデアと比例的推論を基礎とした小学校高学年における算数カリキュラムの開発 900

助教授　井上　久祥 学校の情報化推進のためのコンピテンシーモデルに基づく教師集団の組織・評価方法 1,400

講　師  笠原　芳隆 教員養成大学の特別支援教育担当教員に対する地域研修組織を活用した支援に関する研究 1,000

教　授　荻原　克男 福祉国家転換期における教育改革－臨教審改革の再検討 700

助教授  大前　敦巳 大学から職業への移行における文化資本の持続効果に関する追跡調査研究 800

助教授  三村　隆男 小学校におけるキャリア教育のプログラム開発及び評価研究 1,600

助教授　釜田　　聡 日韓の相互理解をめざした歴史教育の総合的基礎的研究 1,900

助教授　藤木　一浩 カーボンナノチューブと廃プラスチックを用いた無機／有機複合薄膜センサーの合成 1,800

助教授　田島　弘司 コミュニケーション能力を高める国際理解教育のカリキュラム研究 600

小　　　計 25件 23,900

附属小学校
教　諭　江谷　和樹

歌舞伎下座音楽の音楽構成法を用いた日本音楽授業の開発 750

附属幼稚園
教　諭　須藤　里美

幼児の偏食改善をはかる食育プログラム開発～保育における栽培と食べる活動を通して～ 740

附属幼稚園
教　諭　宮﨑　容子

「人とかかわる力」を引き出す保育者の対応～３歳児クラスのいざこざ場面を通して～ 590

小　　　計 3件 2,080

42件 59,580

特定研究

萌芽研究

合　　　　　計

奨励研究

基盤研究
（C）

基盤研究
（B）

若手研究
（B）



② 各種補助金

採 択 金 額
（千円）

補 助 金 名 事 業 内 容 等

3,000
研究拠点形成費等補助金（海外先 「大学教育の国際化推進プログラム」

進研究実践支援） スピリチュアル教育の現状把握と日本的展開

「大学・大学院における教員養成推進プログラム」
15,841

マルチコラボレーションによる実践力の形成

「特色ある大学教育支援プログラム」
13,802

大学改革推進等補助金（大学改革 教職キャリア教育による実践的指導力の育成

7,341
推進事業） 大学教育の国際化推進プログラム 海外先進教育実践支援「 （ ）」

海外実習による異文化理解マインドの育成

1,997
「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」

教員養成のためのモジュール型コア教材開発

③ 受託研究

受 託 金 額
（千円）

事 業 名 事 業 内 容

教育研究開発 総合的な学習の時間と教科の取組みを再編した新たな教育課
2,700

（文部科学省） 程の研究開発（研究開発学校：附属中学校）

教員採用選考審査に於ける専門教 「専門教養審査問題の実施状況の調査・研究」を行い，望まし
1,900

養審査問題の研究（協同出版㈱） い選考審査問題の在り方について実践的な研究・開発

④ 受託事業

受 託 金 額
（千円）

事 業 名 事 業 内 容

69,710
兵庫教育大学大学院連合学校教育 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の業務運営
学研究科（兵庫教育大学）

1,320
学校図書館司書教諭 学校図書館司書教諭講習
（文部科学省）

1,351
幼稚園教員資格認定試験 幼稚園教員資格認定試験
（文部科学省）

わかる授業実現のための教員の教

2,898科指導力向上プログラム
理科実験・観察指導に優れた小学校教員養成のカリキュラム

開発
（文部科学省）



⑤ 寄附金

名 称
研究代表者

寄 附 者 金 額
職・氏名 （千円）

上越教育大学における教育研究活動等への助成金 公孫会会長 400

上越教育大学における教育研究活動等への助成金 上越教育大学後援会会長 200

上越教育大学における教育研究活動等への助成金 上越教育大学大学院同窓会会長 200

教育実践研究に対する助成金 公孫会会長 1,500

上越教育大学の運営に対する助成金
上越教育大学サービスセンター

300
理事長

上越教育大学の運営に対する助成金 藤原 義博 100

附属小学校の教育・研究活動に対する助成金 上越教育大学附属小学校後援会会長 4,962

附属中学校の教育・研究活動に対する助成金 上越教育大学附属中学校後援会会長 4,500

附属幼稚園の教育・研究活動に対する助成金 上越教育大学附属幼稚園後援会会長 1,000

金融教育研究校助成金（教育研究費） 新潟県金融広報委員会事務局長 150

日本海学研究グループ支援事業助成金
助教授

財団法人とやま国際センター 300
天野 和孝

（財）浦上食品・食文化振興財団研究助成金
助教授 財団法人 2,700
光永 伸一郎 浦上食品・食文化振興財団

清水 富弘に対する研究助成金
助教授

株式会社ＭＴＧ 200
清水 富弘




