
（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
（H25）

研究費
（H26）

学校教育学系・准教授 辻野けんま
ドイツ合議的学校経営における「教育参加―専門監督―教職専門性」に関
する事例研究

570 600

臨床・健康教育学系・
教授

増井　　晃
女性初等教員のキャリア形成プログラムの開発－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－

560 670

臨床・健康教育学系・
准教授

笠原　芳隆
障害児･者のキャリア発達を促し主体性を高める地域活動の成果に基づく
キャリア教育の内容と教員養成プログラムの検討

560 590

臨床・健康教育学系・
講師

小林　優子 聴覚障害学生との関わりが教員養成系大学在籍学生に及ぼす影響 480 370

人文・社会教育学系・
准教授

石濱　博之
外国語活動における「読むこと」の導入のあり方に関する実践的基礎研究
－「絵本」や「紙芝居」の導入の有効性に焦点をあてて－

350 530

自然・生活教育学系・
教授

光永伸一郎 学生の「教科内容」の理解と「授業の実際」に関する研究 600 670

芸術・体育教育学系・
教授

市川　真澄 心理的および生理的に効果的な身体運動量増加のための歩行運動の活用 640 630

芸術・体育教育学系・
講師

長谷川正規 上越教育大学におけるミュージック・イン・コミュニティ 560 660

附属中学校・校長 直原　　幹
知識基盤社会を主体的に生き抜く生徒の育成－情報や他者と適切に関わる
力を育む学び－

600 670

附属幼稚園・園長 北條　礼子 遊び込む子ども－学びの基盤に着目して－ 600 670

計 １０件 5,520 6,060

２５
～

２６
一般研究

　　　所属・職名・氏名（五十音）順　　（単位：千円）　　　　
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　〔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

学校教育学系・教授 早川　裕隆
道徳的実践力を効果的に育成できる教師の指導力向上に関する研究～役割
演技の監督としての授業者養成プログラムの開発を中心に～

学校教育学系・准教授 井本　佳宏 学校経営への「地域」の参画形態に関する国際比較研究

学校教育学系・准教授 角谷　詩織 幼児教育に関する教員の意識と指導の実際－幼小連携を促す要因の探求－

臨床・健康教育学系・
教授

大庭　重治
特別な教育的ニーズのある児童を対象とした小集団活動場面における学習
支援方法の検討

臨床・健康教育学系・
准教授

藤井　和子
特別支援学校教師による幼・小・中学校教師を対象とした個別の指導計画
作成に関わる支援のあり方に関する研究

臨床・健康教育学系・
講師

山本隆一郎
児童と家族の睡眠習慣の関連性に関する記述疫学的研究－小学校における
睡眠健康教育の確立に向けて（Ⅱ）－

人文・社会教育学系・
教授

茨木　智志 地域の社会科教育における臨床的課題解決に向けた協働的実践研究

人文･社会教育学系・
教授

北條　礼子
小学校外国語活動における中学年を対象とした書くことを取り入れた文字
指導プログラムの構築

芸術・体育教育学系・
教授

阿部　靖子
教員養成における身体性を重視した教材開発の試み－音楽・美術・体育に
おける身体技法の体験プロセスを問う－

学校教育実践研究セン
ター・特任准教授

清水　雅之 へき地・小規模校におけるICT活用に関する研究

附属小学校・校長 河合　　康 子どもが創造的・実践的に学ぶ教育課程の創造

計 １１件

　　　所属・職名・氏名（五十音）順　　（単位：千円）　　　　

研究費
（H26～H27）

２６
～

２７
一般研究

1,200

1,200

1,200

1,139

1,182

1,160

1,194

1,008

1,188

1,177

1,200

12,848
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　〔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 奥村　太一 無回答傾向と特異項目機能の分析を通じたPISAの経年変化の検証 240

学校教育学系・准教授 森口  佑介 幼児・児童を対象にした空想傾向の発達的検討 240

学校教育学系・講師 辻村　貴洋 教育ガバナンス再編期における教育指導行政に関する研究 156

臨床・健康教育学系・
助教

池田　吉史 知的障害児・者の抑制機能障害に対する支援方法の検討 240

人文・社会教育学系・
准教授

橋本　暁子 京都市山科区における野菜行商の存続要因 240

自然・生活教育学系・
准教授

東原　貴志 簡易な方法で製造した木質材料の評価と教材化に関する研究 240

自然・生活教育学系・
准教授

吉澤　千夏 幼児の食スクリプト獲得と家族の相互作用に関する研究Ⅱ 240

芸術・体育教育学系・
准教授

玉村　　恭 古典芸能を用いた伝統文化教育教材の開発 240

芸術・体育教育学系・
准教授

松浦　亮太 感覚許容限度による持久運動の制限を受動運動は修飾するか 240

芸術・体育教育学系・
講師

池川　茂樹 身長の違いが動脈圧反射の感受性に及ぼす影響について 235

附属小学校・教諭 金子 謙太郎
初等科体育科教育の体つくり運動におけるアスレチックを取り入れた単元
開発

240

附属小学校・教諭 川村　孝樹
歴史的・伝統的環境保存と、人間社会の進歩・発展との調和的な在り方に
ついて自分の考えをつくる活動

225

附属小学校・教諭 黒岩　昭伸 景観まちづくり学習との関連を図った造形活動の構想・展開 240

附属小学校・教諭 仲村　　恵 探求的な活動を取り入れた計算指導 240

附属小学校・教諭 湯澤　　卓 子どもが創造性を発揮する音楽科単元の開発～電子楽器を媒体として～ 240

附属中学校・指導教諭 中野　博史 英語運用能力を向上させるシャドウイング用教材の開発と整備 174

附属中学校・教諭 青柳　　潤 魅力的な立体教具の開発 160

附属中学校・教諭 植木　厚夫
科学技術リテラシーの向上を目指す単元開発について－トリックや錯覚に
対し科学的にアプローチする力の育成に関する研究－

240

附属中学校・教諭 坂田　和也
情報や他者と適切に関わりながら，歴史的事象を多面的・多角的に考察
し，メタ認知を深める中学校社会科・歴史分野の実践研究

232

附属中学校・教諭 寺田　　寛
生徒による自律したＩＣＴ利活用の在り方と情報リテラシー，情報モラル
の育成

240

附属中学校・教諭 濁川　朋也 「数学的リテラシー」と「科学的リテラシー」を形成する理科単元の構築 240

附属中学校・教諭 樋口　雅樹 「Raspberry Pi」を用いた計測・制御に関する技術の教材開発 240

計 ２２件 5,022

　　　所属・職名・氏名（五十音）順        

２６ 若手研究
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