
（９）外部資金

　①　科学研究費助成事業

直接経費 間接経費

教　授　藤岡　達也 東アジア等の自然災害に関する防災・減災教育についての日本の教育貢献可能性 3,200 960

教　授　南部　昌敏 協働と省察による校内教員研修が教師の授業力と学習者の学力向上に及ぼす影響 4,200 1,260

教　授　中村　雅彦 マダガスカル特産鳥類オオハシモズ類の適応放散と社会進化 5,400 1,620

小　　　計 3件 12,800 3,840

准教授　宮下　敏恵 小・中学校教師におけるバーンアウトのプロセスモデルの検討及び予防的介入 700 210

教　授　内藤　美加 日本語話者の素朴心理学：心的動詞の意味構造とテクスト内語使用 700 210

准教授　土田　了輔 分業に基づき関わりと理解と促進するボールゲームの戦術アプローチの開発 300 90

教　授　加藤　雅啓 談話における分裂文の総合的研究－関連性理論、機能文法、認知言語学による考察 700 210

教　授　下里　俊行 十九世紀ロシア帝国の文化統合におけるロシア正教の役割に関する基礎的研究 500 150

教　授　河合　康 パートナーシップ原理を基軸とした特別支援教育システムの構築に関する研究 1,000 300

　 准教授　大前　敦巳 日仏の中等後教育における職業専門化と文化資本伝達の変容過程に関する研究 500 150

教　授　布川　和彦 小中学校の接続を意図した関数の活用力を育成するカリキュラムの開発に関する研究 900 270

　 准教授　葉石　光一 マルチメソッドによる知的障害児の運動機能の生態学的分析と支援方法の開発 500 150

教　授　加藤　哲文 特別支援教育支援員を活用した通常学級支援プログラムの開発 800 240

教　授　得丸　定子 死生観を基盤とした人間関係育成教育の構築 1,100 330

教　授　浅倉　有子 近世・近代における大名・華族家資料群に関する基礎的研究－榊原家を中心に 900 270

准教授　時得　紀子 言語活動を取り入れた活用型音楽学習の開発と評価－創作表現の日米授業比較をもとに－ 900 270

教　授　久保田善彦 教師の教育観をベースとした教科横断型問題解決学習モデルの構築 1,500 450

教　授　細江　容子 学校教育におけるジェロントロジー教育のカリキュラム開発システムの構築 1,000 300

准教授　迎　勝彦 中学校国語科における「話し合い活動」を対象としたメタ認知学習ツールの開発 500 150

副学長　川崎　直哉 自律型ロボットを用いた校内競技会による「ものづくり」への動機づけと達成感の共有 1,100 330

准教授　濤崎　智佳 局所銀河群銀河の高密度分子ガス広域撮像サーベイに基づく大質量星形成過程の解明 600 180

准教授　大森　康正 対象モデルの概念に基づく知的学習支援環境に関する研究 1,500 450

准教授　山縣耕太郎 東北地方日本海沿岸地域における湖沼堆積物を用いた歴史時代の環境変遷復元 1,000 300

准教授　小島　伸之 近現代日本の宗教とナショナリズム－国家神道論を軸にした学際的総合検討の試み－ 1,700 510

　 教　授　小埜　裕二 小川未明小説全集（小品・評論・随筆を含む）未収録作品の調査・収集と研究 800 240

　 准教授　安藤　知子 ＜学校力＞向上を規定する組織の内的メカニズムに関する基礎的研究 800 240

教　授　大庭　重治 低学年児童を対象とした小集団における文字学習支援方法の開発 1,600 480

　 准教授　志村　喬 イギリス諸島における社会系教科教育課程の多様性にみられる普遍性と固有性 500 150

　 教　授　釜田　聡 臨床的アプローチとＥＳＤを基軸とした日韓相互理解のための歴史教育の教材開発研究 1,700 510

准教授　加藤　哲則 特別支援学校の学校健康診断における聴力検査実施方法の検討 600 180

教　授　松本　健吾 作用素環論の記号力学系理論への応用 1,000 300

教　授　天野　和孝 新生代型化学合成群集の出現とその古生態学的要因 1,800 540

准教授　石川　真 青少年のネットワーク環境における社会的なつながりの認識に関する基礎的研究 1,100 330

小　　　計 30件 28,300 8,490

准教授　大場　浩正 英語コミュニケーション能力の育成における協同学習の効果に関する研究 500 150

小　　　計 1件 500 150

講　師　森口　佑介 幼児の社会的場面における抑制機能の発達とその脳内基盤 1,200 360

准教授　原　瑞穂 社会科（歴史）・第一言語・第二言語の相互育成ための統合カリキュラムと教材の開発 900 270

准教授　五十嵐素子 授業実践の相互行為における学習経験・教授知識の解明 500 150

准教授　角谷　詩織 「自分のことばによる説明」が学習理解を促進する過程 800 240

准教授　高橋　靖子 子どもと養育者の関係性における援助プログラムの開発と効果評定 700 210

講　師　生澤　繁樹 デューイ教育思想の政治哲学的検討─共同体論的再解釈の可能性と課題の解明─ 600 180

講　師　辻村　貴洋 「教育の地方自治」を推進する戦後初期日本の教育指導行政に関する史料実証的研究 600 180

准教授　東原　貴志 ものづくり授業における映像教材とディジタルフォトフレームの活用に関する研究 600 180

助　教　山本隆一郎 大学生を対象とした不眠の自己対処プログラムの開発 1,100 330

講　師　末松　裕基 現代イギリス学校自律化政策の学校へのインパクトと帰結に関する調査研究 700 210

准教授　辻野けんま ドイツ教師教育改革における「教師教育スタンダード」の影響に関する研究 1,500 450

准教授　宮川　健 学校数学における証明の生態の国際比較研究：日仏米の教科書と学習指導要領の分析から 1,600 480

小　　　計 12件 10,800 3,240

講　師　稲田　結美 女子の理科学習促進のための指導方法・教材の開発 650 195

小　　　計 1件 650 195

奨励研究 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 600

附属小学校
教　諭　高橋　栄介

初等科国語科教育における「翻作法」の可能性 300

附属小学校
教　諭　橋本　忍

空間認識・社会認識を広げ，深める社会科指導の工夫 300

附属小学校
教　諭　磯野　正人

算数の授業における数学的知識の構成過程と子どもの抱く納得の心情とのかかわり 600

小　　　計 4件 1,800

51件 54,850 15,915

　※　科学研究費助成事業のうち，「学術研究助成基金助成金」分については，平成23年度分の交付決定額を記載。

70,765

２　教育・研究活動

研究
種目

研究代表者職・氏名 研　　　　究　　　　　課　　　　　題
交付決定額（千円）

合　　　　　計

直接経費＋間接経費

基盤研究
（B）

基盤研究
（C）

若手研究
（B）

挑戦的
萌芽研究

研究活動
ｽﾀｰﾄ支援



　②　各種補助金

補　助　金　名
採択金額
　　（千円）

大学改革推進等補助金
（文部科学省）

16,950

免許状更新講習開設事業費等補助金
（文部科学省）

951

　③　受託研究

事　業　名
受託金額
　　　（千円）

教育研究開発事業
（文部科学省）

1,563

教育研究開発事業
（文部科学省）

2,436

教育研究開発事業
（文部科学省）

1,448

教員採用試験における筆記試験問題の研
究
（協同出版(株)）

2,804

教員採用試験の教職・一般教養分野におけ
る検査問題の研究
（協同出版(株)）

838

教員採用試験における教職・一般教養分野
の実施レベルの調査・研究
（協同出版(株)）

236

戦略的創造研究推進事業（さきがけ）
（（独）科学技術振興機構）

51,376

　④　共同研究

研究題目
研究代表者

職・氏名
研　究　内　容

受託金額
　　　（千円）

なし

　⑤　受託事業

事　業　名
受託金額
　　　（千円）

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究
科
（国立大学法人兵庫教育大学）

64,559

学校図書館司書教諭講習
（文部科学省）

1,150

幼稚園教員資格認定試験
（文部科学省）

10,512

事　業　内　容

学校図書館司書教諭講習

幼稚園教員資格認定試験

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科の業務運営

山間地離島へき地等免許状更新講習開設事業

事　業　内　容　等

大学生の就業力育成支援事業「人的交流を基軸とする活力ある教
員養成」

事　業　内　容

「筆記試験問題の実施状況の調査・研究」を行い、望ましい選考審
査問題の在り方について実践的な研究・開発を行う。

教育課程改善のための教育研究開発（附属小学校）

「教員採用試験における教職・一般教養分野の実施レベルの調査・
研究」を行い、採用候補者に求められる教養を分析する。

教育課程改善のための教育研究開発（附属中学校）

教育課程改善のための教育研究開発（附属幼稚園）

脳情報の解読による幼児特有の認知的世界の解明

「筆記試験問題の実施状況の調査・研究」を行い、望ましい選考審
査問題の在り方について実践的な研究・開発を行う。



小学校教員資格認定試験
（文部科学省）

1,495

特別支援教育に関する教職員等の資質向
上事業
（文部科学省）

868

教員の資質能力の向上に係る調査
（文部科学省）

1,053

先導的大学改革推進委託事業
（文部科学省）

6,000

理数系教員養成拠点構築事業
（（独）科学技術研究機構）

32,870

学術機関リポジトリ構築連携支援事業
（（独）情報・システム研究機構）

800

フューチャースクール推進事業
（総務省）

19,000

学びのイノベーション事業
（文部科学省）

1,300

　⑥　寄附金

名　　　　称
研究代表者

職・氏名
寄　　附　　者

金　　額
     （千円）

国立大学法人上越教育大学創立３０周年記
念事業募金

上越教育大学振興協力会会長 1,000

教育実践研究に対する助成金 公孫会会長 1,500

上越教育大学国際交流事業助成 公孫会会長 400

上越教育大学国際交流事業助成 上越教育大学後援会会長 200

上越教育大学国際交流事業助成 上越教育大学大学院同窓会会長 200

東北地方太平洋沖地震関連緊急研究・調
査助成金

准教授
山縣耕太郎

山縣耕太郎 500

法人運営費活動等助成 若井彌一 198

小学校教員資格認定試験

教員の資質能力の向上に係る調査検討

科学リテラシーと観察・実験指導能力に優れたCST養成プロジェクト

特別支援学校教員の専門性向上

教科専門と教科教育を架橋する教育研究領域に関する調査研究

学術機関リポジトリのコンテンツ拡充

附属中学校における情報通信技術活用の実証研究

附属中学校のICT機器を使ったネットワーク環境を構築し，学校現場
における情報通信技術面を中心とした課題を抽出・分析する実証研
究


	上越教育大学 年次報告書　－第27集：平成23年度版 －　 第四章　資料編
	２　教育・研究活動
	（９）外部資金
	①　科学研究費助成事業
	②　各種補助金
	③　受託研究
	④　共同研究
	⑤　受託事業
	⑥　寄附金


