
２　教育・研究活動

（10）上越教育大学研究プロジェクト採択状況
　〔継続分〕

採択
年度

区　　分 所　属　・　職　名 氏　　　名 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 名 称
研究費
(千円)

学校教育学系・教授 瀬戸　　健
若手教員の授業力向上に関する実践的研究　－一人一人のニーズに合せた
外部支援を通して－

540

学校教育学系・准教授 古閑　晶子 言語活動が成り立つ国語科学習過程の授業デザイン研究 600

学校教育学系・准教授 白木みどり
児童生徒の社会的・職業的自立を促すキャリア教育の研究
－自己理解・自己管理能力の育成に焦点を当てて－

580

学校教育学系・准教授 辻野けんま ドイツにおける「教師教育スタンダード」の効果的運用に関する研究 590

学校教育学系・准教授 早川　裕隆
児童虐待のケアに資する道徳授業プログラムや道徳教育プログラムの開発
に関する研究

600

学校教育学系・講師 香曽我部　琢 発達の連続性を確保した教育・保育実践を支える教師・保育者の専門性 600

臨床・健康教育学系・
准教授

笠原　芳隆
障害児・者の余暇・生涯学習本人活動に基づく卒業後の自立と社会参加を
見すえた教育内容・方法の検討

580

臨床・健康教育学系・
准教授

藤井　和子
小・中学校の通常学級における個別の指導計画作成に対する教師支援方略
に関する研究

580

人文・社会教育学系・
教授

浅倉　有子
戦前・戦中・戦後の高田における知の系譜と教育界　－市川氏旧蔵書を素
材にして－ 590

人文・社会教育学系・
准教授

石濱　博之
小学校外国語活動におけるコミュニケーション能力の素地を育成する評価
方法に関する実践的研究　－指導と評価の一体化を目指して－

480

人文・社会教育学系・
特任講師

Brown,Ivan
Bernard

教員養成系大学における海外教育研修（英語圏）のためのカリキュラムと
教材の開発

590

自然・生活教育学系・
教授

佐藤　悦子 専門分野の研究成果を基盤とした家庭科の教材開発 760

自然・生活教育学系・
教授

細江　容子
女性初等教員のキャリア形成　－ライフコースにおける大学院教育の位置
付けとその物理的環境－

590

附属中学校・校長 藤岡　達也
「自立して学ぶ生徒」を育てる教育課程の研究開発
－「意欲・自律・学びの質」を高める教育課程の在り方－

600

附属幼稚園・園長 阿部　靖子 幼小の円滑な接続を促す幼児教育の推進 600

計 １５件 8,880

　　　所属・職名・氏名（五十音）順        

23
～
24

一般研究



　〔新規分〕

採択
年度

区　　分 所　属　・　職　名 氏　　　名 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 名 称
研究費
（H24）

研究費
（H25）

学校教育学系・教授
久保田善彦
(清水雅之)

現代社会のニーズに即した放射線学習のカリキュラム開発 600 680

学校教育学系・教授 丸山　良平 幼稚園教諭・保育所保育士の転機の語りにおける自己形成プロセス 520 500

学校教育学系・准教授 水落　芳明 デジタル教科書を活用した学び合う学習デザインの開発 600 680

学校教育学系・講師 辻村　貴洋 地域の教育課題を探究するスクールリーダーシップに関する研究 560 680

臨床・健康教育学系・
教授

加藤　哲文
上越地域における発達障害幼児の早期療育と子育て支援プログラムの実証
的研究－就学に向けた移行支援を中心に－

610 660

臨床・健康教育学系・
助教

山本隆一郎
児童と保護者の睡眠問題に関する基礎的研究－小学校における睡眠健康教
育の確立に向けて－

520 720

人文・社会教育学系・
教授

志村　　喬 地域の社会科教育実践の臨床的課題と包括的改善方策 590 660

人文・社会教育学系・
准教授

原　  瑞穂 JSL児童生徒のための「教科・母語・日本語相互育成学習」に関する研究 590 670

人文・社会教育学系・
講師

吉田　昌幸 ゲームを用いた体験型社会科教材開発に関する研究 600 680

自然・生活教育学系・
講師

佐藤ゆかり
教員養成課程における「家庭科内容学」に関する実践的研究
－食領域を中心として－

620 650

芸術・体育教育学系・
講師

池川　茂樹 上越市における医療費増加の原因の究明 740 450

特別支援教育実践研究セ
ンター・センター長

大庭　重治 特別支援教育に関する協働的課題解決システムの構築に向けた試行的研究 560 680

附属小学校・校長 加藤　雅啓 「自分らしい生き方をつくる子ども」をはぐくむ教育課程の創造 570 700

計 １３件 7,680 8,410

24
～
25

一般研究

　　　所属・職名・氏名（五十音）順　　（単位：千円）　　　　



　〔新規分〕

採択
年度

区　　分 所　属　・　職　名 氏　　　名 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト の 名 称
研究費
(千円)

学校教育学系・准教授 五十嵐素子 大学生の就職活動への取組み方と面接スキルの関係に関する研究 240

学校教育学系・講師 奥村　太一 教育実践研究における「平均への回帰」に関する基礎的研究 230

学校教育学系・准教授 森口　佑介 模倣学習によるセルフコントロールの発達支援方法の開発 240

臨床・健康教育学系・
助教

小林　優子 軽度・中等度難聴児のインクルーシブ環境における聴覚活用に関する研究 50

人文・社会教育学系・
准教授

矢部　直人 新潟県上越市におけるフードデザート地区の抽出に関する研究 240

自然・生活教育学系・
准教授

吉澤　千夏 教員養成課程在籍学生の子ども観と生活概念に関する基礎的研究 240

芸術・体育教育学系・
准教授

五十嵐史帆
大学と地方美術館の連携による教員養成と地域文化の隆盛のための実践的
研究

240

芸術・体育教育学系・
准教授

松尾　大介 大学間の交流による芸術文化教育の実践研究 240

芸術・体育教育学系・
講師

伊藤　将和
芸術活動による地域還元の新たな可能性について－福島における芸術・文
化に対する復興支援－

240

芸術・体育教育学系・
講師

玉村　　恭 「稽古」の教育学－伝統文化教育プログラムの開発へ向けた基礎的研究 240

附属小学校・主幹教諭 青木　弘明
比例的推論を利用した割合単元の構想
～小学校５年生の単位量当たりの大きさと割合をつなぐ～

200

附属小学校・教諭 磯野　正人 地域と学校でつくる総合学習～北陸新幹線の上越駅周辺のまちづくり～ 240

附属小学校・教諭 江谷　和樹
ガムラン・バラガンジュールの表演特性に基づくアジア伝統音楽の教材開
発

230

附属小学校・教諭 中山　　舞
家族への思いをもち、家庭生活に進んでかかわろうとする子どもを育むた
めの授業開発

240

附属小学校・教諭 長谷川成生 携帯情報端末を用いて、イメージする力を高める小学校理科 240

附属小学校・教諭 茂木　淳子 国際交流におけるコミュニケーション能力の育成と評価の工夫 240

附属小学校・養護教諭 丸山　美貴
小学校における「メタボリックシンドローム」予防のための教材研究～６
年生保健学習において保健師との連携を試みて～

220

附属中学校・主幹教諭 尾﨑　　誠 タブレット端末の活用による数学の授業の情報化に関する研究 240

附属中学校・教諭 池村　和重 中学校国語科における地域出身の作家作品の教材開発 240

附属中学校・教諭 濁川　朋也 高濃度海水と淡水を利用した浸透圧発電システムの構築と教材開発 240

附属中学校・教諭 樋口　雅樹 リトルビッツを用いたエネルギー変換に関する技術の教材開発 240

附属中学校・養護教諭 高瀬　育子
PTA･関係機関と連携した学校保健委員会の組織的な取組方法－生徒の健康
の保持増進・体力の向上における目標達成を目指して－

240

計 ２２件 5,010

24 若手研究

　　　所属・職名・氏名（五十音）順        
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