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教育研究の記録 
 

    

    

昭和昭和昭和昭和３３３３３３３３年度年度年度年度    

道 徳    

１        集団に生きる目（ある生活指導のグループ

記録から） 

小 林 謙 三 （四中） 

２ 私はこんな子どもを育てた 吉 田   茂 （桂萱中） 

  ３ 規則やきまりを守っていこう 阿久津 宗 二 （総社小） 

    ―こどもたちのつくる生活のきまり―         

４ 児童会の記録 清 水 文 枝 （城東小） 

５ 学級会における実践例 山 田 敏 夫 （敷島小） 

６ 学級会と道徳教育 並 木 秀 雄 （桃川小） 

７ H・R（ホームルーム）の記録 中 山 文 男 （三中） 

８ 読後感想文を読んで思うこと 阿 部 シズエ （中央小） 

９ 四月のしつけ指導 山 崎 郁 男 （桃井小） 

１０ 「道徳」の指導の実際を見て 小井戸 哲 夫 （南橘中） 

１１ 学校環境と道徳教育 岸     甲 （元総社小） 

１２ 人生の調和統一と道徳教育 田 村 忠 三 （桂萱小） 

 １３ 学級生活目標調査について 近 江   紀 （城南小） 

 

昭和昭和昭和昭和３４３４３４３４年度年度年度年度 

中学校における二次方程式の指導 石田金太郎（市教委） 上原有良司（市教委） 

   近江  紀（五 中） 滝上豊太郎（五 中） 

 庭屋  宗（三 中） 藤田 嘉衛（一 中） 

 林辺 健二（三 中） 荒木  勲（三 中） 

研究紀要№１ 高山 富二（五 中） 渋谷  昭（上川中） 

国語助詞に関する調査研究 石田金太郎（市教委） 上原有良司（市教委） 

   近江  紀（五 中） 阿部シズエ（中央小） 

研究紀要№２ 青木 文子（桂萱小） 小林 久美（五 中） 

理科における技術的能力に関する調 石田金太郎（市教委） 上原有良司（市教委） 

査研究 近江  紀（五 中） 下田文太郎（上川中） 

   飯野 芳夫（元総社中） 高橋  桂（若宮小） 

 加藤 章順（中央小） 細井 文夫（総社小） 

研究紀要№３ 篠原  豊（東 小）  

「道徳」指導の実践的研究 石田金太郎（市教委） 荒木 彦七（細井小） 

 茂木 五郎（市教委） 近江  紀（五 中） 

 池田 光明（岩神小） 木村 房雄（一 中） 
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 金井 祐一（城南小） 田村 忠三（桂萱小） 

    田中  勝（清里小） 横堀 仲吉（桂東小） 

研究紀要№４    原沢 秀雄（総社中） 横山 竹男（芳賀小） 

    

昭和昭和昭和昭和３５３５３５３５年度年度年度年度    

中学校における生活指導のための非 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

行予測に関する研究 毛利 四郎（総社中） 吉田  弘（一 中） 

   横山 英夫（二 中） 田所 二郎（三 中） 

研究紀要№５ 中野 正義（四 中） 井上  淳（五 中） 

「道徳」主題設定の手順と実践 田中 凡夫（市教委） 近江  紀（三 中） 

   谷  正久（桃井小） 今井 保男（城南小） 

研究紀要№６ 横山 竹夫（芳賀小） 田中  勝（清里小） 

小学校第５学年における長さの概測 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

の指導に関する研究 飯野十三子（敷島小） 吉田 金吾（中央小） 

  研究紀要№７ 朝倉 孝夫（桃川小） 篠原  豊（東 小） 

中学校第３学年における二次方程式 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

の解法とその利用に関する研究 桑原藤衛門（芳賀中） 庭屋  宗（三 中） 

中学校第１学年における近似値と誤 滝上豊太郎（五 中） 林辺 健二（三 中） 

差の取扱いに関する研究 高山 富二（五 中） 宮田 寛一（芳賀中） 

  研究紀要№８ 原田  脩（総社中）  

子どもの詩の研究 田中 凡夫（市教委） 茂木 五郎（市教委） 

   新井 英雄（上川小） 柴崎 初太（四 中） 

 湯沢 麻男（永明中） 中沢 茂樹（南橘中） 

研究紀要№９ 角田  男（東 小）  

理科における技術的能力に関する研 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

究 佐藤 清治（市教委） 近江  紀（三 中） 

   下田文太郎（上川中） 斎藤 康之（三 中） 

 須永 六郎（下川中） 細井 文夫（総社小） 

研究紀要№１０ 高橋  桂（若宮小） 加藤 章順（中央小） 

 

昭和昭和昭和昭和３６３６３６３６年度年度年度年度    

図形指導の資料 原田  脩（六 中） 桑原藤衛門（芳賀中） 

用語 定義 図解 記号しらべ 関口 邦夫（元総社中） 田子 道夫（南橘中） 

  研究紀要№１１   

中学校における生徒指導のための非 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

行予測に関する研究 吉田  弘（一 中） 中野 正義（四 中） 

   井上  淳（五 中） 新井 清一（元総社中） 

研究紀要№１２ 井野 勝弥（城南小） 一倉 伝次（中川小） 

道徳指導における内面化の一研究 田中 凡夫（市教委） 今井 保男（城南小） 
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   斎藤 三郎（若宮小） 横山 竹男（芳賀小） 

 小林 堯平（総社小） 田中  勝（清里小） 

研究紀要№１３ 近江  紀（三 中）  

小学校児童の科学的思考の発達とそ 田中 凡夫（市教委） 佐藤 清治（市教委） 

の指導 長谷川 清（敷島小） 井田 明治（桃川小） 

中学校理科における思考の要素に関 神沢 憲治（元総社小） 宝条  正（五 中） 

する調査研究 野村 忠臣（二 中） 斎藤 康之（三 中） 

  研究紀要№１４   

木材加工指導票作成のための基礎調 

査 

田中 凡夫（市教委） 

新井 林三（一 中） 

佐藤 清治（市教委） 

都丸  茂（三 中） 

  その１ 経験的知識の調査 石沢 俊昭（四 中）  

  その２ 読図力の調査   

  研究紀要№１５   

中学校１学年における作図演習に関 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

する研究 桑原藤衛門（芳賀中） 関口 邦夫（元総社中） 

  研究紀要№１６ 田子 道夫（南橘中） 原田  脩（六 中） 

小学校における平面図形の作図指導 田中 凡夫（市教委） 上原有良司（市教委） 

   近江  紀（三 中） 林  賢治（城東小） 

研究紀要№１７ 並木 秀雄（桃川小） 吉田 金吾（中央小） 

小、中学校における主語、述語の理 田中 凡夫（市教委） 近江  紀（三 中） 

解度に関する調査研究 石原 良吉（二 中） 石井 修一（桂萱中） 

  研究紀要№１８ 石田美恵子（中央小）  

 

昭和昭和昭和昭和３７３７３７３７年度年度年度年度 

前橋市における児童生徒のテレビ視 金井 正作（市教委） 近江  紀（市教委） 

聴の実態 吉田  弘（一 中） 新井 清一（元総社中） 

 田部井武夫（桂萱中） 一倉 伝治（中川小） 

斎藤 貞二（敷島小）   

発展段階に応じた価値かっとうの質 金井 正作（市教委） 近江  紀（市教委） 

的研究 吉田  弘（一 中） 新井 清一（元総社中） 

   高橋  清（東 小） 鈴木タツエ（中央小） 

 鎌田 博彦（永明小） 小林太一郎（五 中） 

研究紀要№１９ 原沢 秀男（六 中） 佐藤 俊二（二 中） 

小、中学校における電気教材の研究 金井 正作（市教委） 佐藤 清治（市教委） 

 宝条  正（五 中） 三輪 益男（一 中） 

 岡崎 健二（城南小） 須田己之吉（中央小） 

神沢 憲治（元総社小）   

木材加工における指導票作成の研究 金井 正作（市教委） 佐藤 清治（市教委） 

   新井 林三（一 中） 都丸  茂（三 中） 

研究紀要№２０ 石沢 俊昭（四 中）  
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逆思考を要する文章題の指導 金井 正作（市教委） 佐藤 清治（市教委） 

 吉田  弘（一 中） 新井 清一（元総社中） 

 城田永三郎（敷島小） 馬場  勇（嶺 小） 

林  憲治（城東小）   

学習の能率化を図るための一研究 金井 正作（市教委） 近江  紀（市教委） 

          （社会科） 吉田  弘（一 中） 新井 清一（元総社中） 

   笠原 粂男（東 中） 関口 宗男（芳賀小） 

 瀬沼 正次（永明小） 橋本  担（二 中） 

研究紀要№２１ 八木原 元（岩神小）  

中学２・３年における１年英語の基 金井 正作（市教委） 茂木 五郎（市教委） 

本文型の理解度に関する調査研究 田所 二郎（三 中） 定形  勇（四 中） 

高橋 忠衛（元総社中）   

論証につながる作図指導 金井 正作（市教委） 佐藤 清治（市教委） 

   大図 吉雄（五 中） 原田  脩（六 中） 

研究紀要№２２ 関口 邦夫（元総社中） 田子 道夫（南橘中） 

 （第一回教育相談班報告書） 中野 正義（四 中） 福津 憲盛（東 小） 

 

昭和昭和昭和昭和３８３８３８３８年度年度年度年度 

子どもの読解力を向上させるため文 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

図をいかに活用したらよいか 茂木 五郎（市教委） 朝賀太一郎（三 中） 

市川かつ江（中央小） 朝倉 孝夫（桃川小）  

道徳指導法の研究スライド利用によ 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

る教師と児童の話し合いの分析 近江  紀（市教委） 佐藤 俊二（二 中） 

  後閑 正一（総社小） 真下 ひで（若宮小） 

 村田 信一（城東小） 高橋  武（六 中） 

研究紀要№２３ 池田 光明（一 中）  

中学３年生における英語運用に関す 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

る一調査 茂木 五郎（市教委） 朝賀太一郎（三 中） 

 矢崎雅太郎（二 中） 山崎 周造（桂萱中） 

木村憲太郎（元総社中）   

単項式、多項式の四則計算のつまづ 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

きと指導上の問題点 佐藤 清治（市教委） 荒木 彦七（南橘中） 

  研究紀要№２４ 神原 誠重（三 中） 松島  栄（四 中） 

子どもの理解の方法としての知能検 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

査   近江  紀（市教委） 吉田  弘（一 中） 

ＷＩＳＣ知能診断検査とその事例 中野 正義（四 中） 吉沢 清貞（岩神小） 

岸  英一（元総社小）   

金属加工指導票作成のための基礎調 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

査 佐藤 清治（市教委） 牛込  栄（五 中） 

  研究紀要№２５ 山崎 恒夫（南橘中） 福田 博明（三 中） 
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生物教材における指導上の問題点 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

 佐藤 清治（市教委） 新井 清一（七 中） 

 朝倉 春江（敷島小） 岡崎 健二（城南小） 

 須田己之吉（中央小） 高橋 興芳（城東小） 

三輪 益男（一 中） 吉田  正（六 中）  

逆思考を要する文章題の指導 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

（小学校高学年における問題点とそ 佐藤 清治（市教委） 馬場  勇（嶺 小） 

の指導法） 角田  男（東 小） 中村 吉蔵（駒形小） 

  研究紀要№２６   

農工業単元を中心とした作図作業は 鈴木角太郎（研究所） 金井 正作（市教委） 

どのように行なわれたか 近江  紀（市教委） 橋本  担（二 中） 

 笠原 粂男（三 中） 加藤 靱子（中川小） 

 島田しづ江（若宮小） 関口 宗男（芳賀小） 

 水落 新平（四 中）  

 

昭和昭和昭和昭和３９３９３９３９年度年度年度年度    

接続語と指示語の指導について 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

 唐沢 完次（四 中） 掛川五代子（桃井小） 

 井田  浜（城南小） 橋本  清（城東小） 

高橋  清（東 小） 町田  博（総社小）  

地理的分野における作図作業の効果 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

に関する実証的研究 近江  紀（市教委） 関口 宗男（芳賀小） 

   加藤 靱子（中川小） 斎藤 利治（五 中） 

 島田しづ江（若宮小） 田村 伸之（二 中） 

研究紀要№２７ 南雲 時夫（桂萱小）  

生物教材における指導上の問題点 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

 （その２） 井田 益雄（市教委） 岡崎 健二（城南小） 

 鈴木 茂男（中央小） 関塚 雅視（桂萱小） 

 細野 和昭（永明小） 関谷 金一（二 中） 

宮崎  徹（桂萱中） 吉田  正（六 中）  

数量関係における割合指導に関する 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

実験的研究 佐藤 克巳（市教委） 高橋福太郎（清里小） 

   田子 道夫（天川小） 今井 寿雄（下川小） 

研究紀要№２８ 安沢 時子（敷島小）  

中学３年生における英語運用能力に 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

関する一調査 佐藤 克巳（市教委） 朝賀太一郎（三 中） 

 高橋  武（六 中） 一瀬 重治（五 中） 

内田 昭彦（芳賀中）   

金属加工指導票の作成 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

   井田 益雄（市教委） 山崎 恒夫（南橘中） 
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研究紀要№２９ 高井  裕（中央小） 中野 浩一（東 中） 

国民的自覚（愛国心）の育成はいか  鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

にしたらよいか 近江  紀（市教委） 朝賀太一郎（三 中） 

 池田 光明（一 中） 高山  明（芳賀中） 

 真下 ひで（若宮小） 後閑 正一（総社小） 

橋爪 璋次（中川小）   

教育相談のあゆみ 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

   吉田  弘（市教委） 中野 正義（四 中） 

 吉沢 清貞（岩神小） 岸  英一（元総社小） 

研究紀要№３０ 中村  靖（天川小） 朝倉 孝夫（桃川小） 

 

昭和昭和昭和昭和４０４０４０４０年度年度年度年度    

説明文における要点のつかみ方（要  鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

約も含む）をどうしたらよいか 金子 英光（桂萱小） 高橋  清（東 小） 

 橋本  清（城東小） 綿貫 さと（敷島小） 

榎田すみ子（桃井小）   

歴史的学習における指導の順序性 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

－特に四年単元「交通のむかしと今」 近江  紀（市教委） 阿久津宗二（総社小） 

を中心として－ 加藤 靱子（中川小） 八木原 元（岩神小） 

  研究紀要№３１ 南雲 時夫（桂萱小） 瀬沼 正次（永明小） 

小学校算数科のねらいにそくした評 林  賢治（城東小） 井田 明治（桃井小） 

価問題 田子 道夫（天川小） 並木 秀雄（中川小） 

 奥野 邦男（桃川小） 田上 道家（三 中） 

理科実験観察指導カードの研究 岡崎 健二（城南小） 朝倉 春江（敷島小） 

   鈴木 茂男（中央小） 清水  功（元総社小） 

 小口 秀夫（一 中） 関谷 金一（二 中） 

家庭科の互的分野（電気）の実証的 小沢 喜三（元総社中） 福島 澄子（一 中） 

研究 東 富美子（五 中） 石井 文栄（七 中） 

国民的自覚（愛国心）の育成はいか 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

にしたらよいか 近江  紀（市教委） 田中  勝（若宮小） 

 小山 武伸（城東小） 町田 紀夫（上川小） 

藤井 義雄（駒形小） 大野  順（七 中）  

中学生の行動心理に関する調査研究 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

－主として非行傾向をもつ生徒の 吉田  弘（市教委） 斎藤 貞二（細井小） 

認知を中心とした－ 品川  保（四 中） 滝沢 二郎（五 中） 

  研究紀要№３２ 今泉 義男（元総社中）  

教育相談のあゆみ 鈴木角太郎（研究所） 茂木 五郎（市教委） 

－教育相談業務報告・教育相談研修

会報告・学級集団理解の一方法－ 

吉田  弘（市教委） 

岸  英一（元総社小） 

中野 正義（四 中） 

中村  靖（天川小） 

研究紀要№３３ 黒岩  勉（中川小）  
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昭和昭和昭和昭和４１４１４１４１年度年度年度年度    

ねらいに直結した評価問題 金井 博之（市教委） 鈴木角太郎（研究所） 

－算数－ 近江  紀（市教委） 佐藤 克巳（市教委） 

   林  賢治（城東小） 並木 秀雄（中川小） 

 田上 道家（三 中） 井田 明治（桃井小） 

 奥野 邦男（桃川小） 井田 章次（元総社小） 

研究紀要№３４ 田子 道夫（天川小）  

理科実験観察カード 金井 博之（市教委） 鈴木角太郎（研究所） 

   近江  紀（市教委） 井田 益雄（市教委） 

 岡崎 健二（城南小） 清水  功（城東小） 

 関谷 金一（二 中） 小口 秀夫（一 中） 

 鈴木 茂男（中央小） 朝倉 春江（敷島小） 

研究紀要№３５ 関塚 雅視（若宮小） 吉野  努（桂萱中） 

社会科指導カード小学校６年「武士   金井 博之（市教委） 鈴木角太郎（研究所） 

の世の中」 近江  紀（市教委） 瀬沼 正次（永明小） 

   北爪  旭（敷島小） 植野 文雄（若宮小） 

研究紀要№３６ 篠田 昭一（七 中） 定方 年一（南橘中） 

物語文の取り扱い方とその指導 鈴木角太郎（研究所） 近江  紀（市教委） 

－ジャンル別読解指導のポイント－ 中村 信二（市教委） 高橋  清（東 小） 

   関口 てい（中央小） 竹沢 美つ（駒形小） 

研究紀要№３７ 中田 恵子（桂萱小） 荒田 絹子（桃川小） 

技術・家庭科女子向き 金井 博之（市教委） 鈴木角太郎（研究所） 

－工的分野指導法の研究（電気）－ 近江  紀（市教委） 井田 益雄（市教委） 

   小沢 喜三（元総社中） 福島 澄子（一 中） 

研究紀要№３８ 石井 文栄（七 中）  

国民的自覚（愛国心）の育成はいか 鈴木角太郎（研究所） 近江  紀（市教委） 

にしたらよいか 田中  勝（若宮小） 小山 武伸（城東小） 

－国民的自覚に対する指導計画と 須賀原輝夫（総社小） 藤井 義雄（駒形小） 

その実践－ 大野  順（七 中）  

  研究紀要№３９   

不適応行動の要因に関する調査研究 鈴木角太郎（研究所） 近江  紀（市教委） 

   吉田  弘（市教委） 原沢 秀雄（六 中） 

 関根  繁（岩神小） 羽鳥 隆晴（元総社小） 

研究紀要№４０ 宮崎  徹（桂萱中）  

教育相談のあゆみ 鈴木角太郎（研究所） 近江  紀（市教委） 

－教育相談業務報告・教育相談研修 吉田  弘（市教委） 斎藤 貞二（細井小） 

会報告・カウンセリングの技術・ 品川  保（四 中） 黒岩  勉（中川小） 

生徒理解の技術－ 吉沢 清貞（岩神小） 今泉 義男（元総社中） 

  研究紀要№４１   
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昭和昭和昭和昭和４２４２４２４２年度年度年度年度    

国語学力診断調査報告書 加藤 守善（研究所） 近江  紀（市教委） 

－説明的文章の読解－ 中村 信二（市教委） 唐沢 宗次（四 中） 

   金子 英光（桂萱小） 橋本  清（城東小） 

 阿久津幸子（岩神小） 青木 文子（中央小） 

研究紀要№４２ 八木原ゆき子（三中） 大野  順（七 中） 

算数・数学科学力診断調査報告書 加藤 守善（研究所） 近江  紀（市教委） 

－割合・関数－ 佐藤 克巳（市教委） 並木 秀雄（中川小） 

   田上 道家（三 中） 井田 章次（中央小） 

 橋爪ちくを（敷島小） 久保原治二（永明小） 

 城田 明良（七 中） 新保百合子（一 中） 

研究紀要№４３ 女屋 文子（四 中）  

金属加工「作業票を使っての評価に 加藤 守善（研究所） 近江  紀（市教委） 

ついての研究」 井田 益雄（市教委） 牛込  栄（五 中） 

「調理」指導と評価 田村 常美（一 中） 新井 林三（桂萱中） 

   福島 澄子（一 中） 相馬 節子（五 中） 

研究紀要№４４ 金子 澄代（桂萱中）  

望ましい習慣形成と母親のやくわり 加藤 守善（研究所） 近江  紀（市教委） 

－家庭における基本的しつけを 森村富二男（市教委） 角田  男（東 小） 

中心として－ 船引 謙子（敷島小） 国領千鶴子（城南小） 

   柳原 政子（神明幼） 町田 淳子（総社幼） 

研究紀要№４５ 斎藤 順子（若宮幼）  

学校行事等の計画と指導・交通安全 加藤 守善（研究所） 吉田  弘（市教委） 

教室の計画と指導 田所 二郎（七 中） 高橋貞三郎（東 小） 

   真塩 恒夫（元総社小） 石田 四郎（細井小） 

研究紀要№４６ 片岡  弘（元総社中）  

教育相談のあゆみ 加藤 守善（研究所） 近江  紀（市教委） 

－教育相談業務報告・教育相談研修 吉田  弘（市教委） 中野 正義（天川小） 

会報告・教育相談のための診断－ 品川  保（四 中） 荒木 彦七（南橘中） 

   今泉 義男（元総社中） 立見  宏（桂萱中） 

 黒岩 志げ（若宮小） 吉沢 清貞（岩神小） 

研究紀要№４７ 羽鳥 隆晴（元総社小）  

教育研究の手引 金井 博之（所 長） 近江  紀（市教委） 

（研究員のオリエンテーション用と 井田 益雄（市教委） 佐藤 克巳（市教委） 

して作成した ９４頁） 吉田  弘（市教委） 中村 信二（市教委） 

 森村富二男（市教委） 加藤 守善（研究所） 

 中野 正義（天川小）  
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昭和昭和昭和昭和４４４４３３３３年度年度年度年度 

国語学力診断調査報告書 

－読解過程にはたらく 

思考の一考察－ 

 

 

研究紀要№４８ 

加藤 守善（研究所） 

下田文太郎（市教委） 

城田永三郎（桃井小） 

橋本  清（桂東小） 

杉本富美子（一 中） 

石井 勝利（荒砥中） 

中村 信二（市教委） 

岡田 幸造（桃川小） 

山崎 郁男（細井小） 

山田 敏夫（元総社小） 

石原 良吉（二 中） 

 

算数・数学学力診断調査報告書 

－数と計算－ 

 

 

 

研究紀要№４９ 

加藤 守善（研究所） 

下田文太郎（市教委） 

下田 タケ（桃井小） 

代田 悦子（敷島小） 

桑原 達雄（一 中） 

城田 明良（七 中） 

石井 浩三（市教委） 

橋爪ちくを（敷島小） 

黒田三枝子（城南小） 

石曽根 努（桂萱小） 

竹  茂夫（三 中） 

 

図工・美術科における色彩指導の問 

題点とその考察 

－アンケートと実践研究を 

とおして－ 

研究紀要№５０ 

加藤 守善（研究所） 

未本 修一（桂萱中） 

宇多川純子（若宮小） 

河内世紀一（荒砥中） 

森村富二男（市教委） 

片山 晴江（城南小） 

日向野 淳（二 中） 

 

幼稚園（保育所）と小学校教育との 

関連  

－自然領域（理科）を重点にして－ 

  研究紀要№５１           

加藤 守善（研究所） 

角田  男（城東小） 

養田 志う（中央小） 

柳 シズエ（若宮幼） 

森村富二男（市教委） 

秋元れい子（城南小） 

常見 昌子（神明幼） 

町田 淳子（総社幼） 

学年、学級経営の意義、内容と経営 

案例 

 

研究紀要№５２ 

加藤 守善（研究所） 

森島  繁（五 中） 

明石 和雄（天川小） 

大橋 三郎（駒形小） 

吉田  弘（市教委） 

植野 文雄（若宮小） 

近藤 茂子（中央小） 

石沢 シズ（芳賀中） 

教育相談のあゆみ 

（相談業務報告、相談研修会報告児 

童生徒理解と指導） 

 

研究紀要№５３ 

加藤 守善（研究所） 

吉沢 清貞（岩神小） 

東宮 敏子（桃川小） 

酒井 正保（四 中） 

茂手木嗣子（東 中） 

吉田  弘（市教委） 

岩丸 元治（上川淵小） 

長谷川六郎（二之宮小） 

立見  宏（南橘中） 

           

教育研究所十年のあゆみ 多数の人に執筆を依頼、 研究所で編集（５７頁） 

    

昭和昭和昭和昭和４４４４４４４４年度年度年度年度    

 

国語学力診断調査報告書 加藤 守善（研究所）   阿部 シズエ（市教委） 

－文章表現力についての診断調査－ 岡田 幸造（桃川小） 竹淵 英子（総社小） 

   清水 教子（敷島小） 杉本富美子（一 中） 

戸塚 浪江（上川淵小） 小田  博（五 中）  

研究紀要№５４ 高橋伊和夫（桂萱東小）   岩瀬 明子（元総社中） 
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物理的分野における理解力の調査研

究 

   

 

研究紀要№５５ 

加藤 守善（研究所）  宝条  正（市教委） 

関塚 雅視（若宮小）  土屋 清喜（元総社小） 

篠原  豊（細井小）  小林 一郎（二 中） 

吉田  正（城南小）  吉野  努（五 中） 

高橋  明（桃川小）  鈴木  修（芳賀中） 

図工・美術科における色彩指導 

－効果的な指導法を実践研究を 

とおしてさぐる－ 

    研究紀要№５６ 

加藤 守善（研究所）  森村富二男（市教委） 

宇津木伸一（嶺 小）  星野 匡信（芳賀中） 

小山 武伸（城東小）  河内世紀一（荒砥中） 

長岡  子（天川小） 

体力を伸ばす指導法の研究 

－三年生のドッチボールについて－ 

   

研究紀要№５７ 

加藤 守善（研究所） 

手島昭三郎（中央小） 

三輪 晶一（敷島小） 

近藤 雅一（天川小） 

宝条  正（市教委） 

星野 和美（元総社小） 

小野里秀夫（荒子小） 

学年経営の改善に関する研究学級に 

おける集団経営 

   

 

研究紀要№５８ 

加藤 守善（研究所） 

片貝高四郎（市教委） 

関口 武男（東 小） 

佐藤 俊二（南橘中） 

大竹 聡一（木瀬中） 

吉田  弘（市教委） 

加藤  昭（二 中） 

関口 てい（中央小） 

下田 臣子（芳賀小） 

青木 英之（元総社小） 

児童生徒理解カウンセリングの技術

に関する研究 

    研究紀要№５９ 

 

加藤 守善（研究所） 

片貝高四郎（市教委） 

藤重 公英（三 中） 

立見  宏（南橘中） 

新井 貴子（元総社中） 

吉田  弘（市教委） 

岩丸 元治（上川淵小） 

細谷 啓介（永明小） 

長谷川六郎（二之宮小） 

池田 光明（一 中） 

      

昭和昭和昭和昭和４５４５４５４５年度年度年度年度      

学校経営の問題点及びその改善に関 

する研究 

－学校経営参画の意識調査を 

めぐって－ 

  研究紀要№６０ 

茂木 六次（研究所） 

石井 浩二（市教委） 

坂口 吉男（大室小） 

都木 慶三（芳賀中） 

金子 康一（研究所） 

斎藤 三郎（四 中） 

神谷 治郎（岩神小） 

加藤  昭（二 中） 

中学校における社会科指導上の問題 

点と対策 

   

研究紀要№６１ 

茂木 六次（研究所） 

片貝高四郎（市教委） 

角田  好（五 中） 

中沢 良賢（荒砥中） 

金子 康一（研究所） 

飯塚 保夫（一 中） 

田村  茂（元総社中） 

小学校器械運動の効果的指導法 

－特にさか上がりの指導について－ 

   

研究紀要№６２ 

茂木 六次（研究所） 

宝条  正（市教委） 

大塚 静江（城南小） 

広村 茂樹（中央小） 

金子 康一（研究所） 

田口 繁雄（桂萱小） 

赤石 和雄（天川小） 

図工・美術科におけるデザイン指導 

の系統的研究  

茂木 六次（研究所） 

森村富二男（市教委） 

金子 康一（研究所） 

吉原  宏（元総社中） 
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－年間計画・実態調査と指導プラン   

をとおして－ 

    研究紀要№６３ 

杉本 寿男（岩神小） 

鈴木喜久江（荒子小） 

萩原 芳江（東 小） 

笹原 成平（桂萱中） 

教育機器の特性と利用法 

学習プログラムの作成について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

研究紀要№６４ 

茂木 六次（研究所） 

石井 浩三（市教委） 

宝条  正（市教委） 

橋爪伊勢雄（笂井小） 

古沢 茂夫（永明小） 

関塚 雅視（若宮小） 

石田 和男（敷島小） 

藤重 公英（三 中） 

一瀬 重雄（五 中） 

石綿 重次（城南小） 

平石 玉栄（中央小） 

三輪 益男（南橘中） 

金子 康一（研究所） 

森村富二男（市教委） 

阿部シズエ（市教委） 

星野 和美（元総社小） 

田村  寛（芳賀中） 

近藤 栄一（敷島小） 

清水  功（城東小） 

田中美奈子（桂萱中） 

篠原利喜雄（木瀬中） 

石田すみ子（天川小） 

小林 一郎（二 中） 

教育相談のあゆみ 

 教育相談を生かした実践的研究 

 教育相談研修会報告 

教育相談業務報告 

 

 

研究紀要№６５ 

茂木 六次（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

唐原 寿子（駒形小） 

茂手木嗣子（東 中） 

今泉 義男（元総社中） 

品川  保（三 中） 

宮崎  徹（桂萱中） 

金子 康一（研究所） 

岩丸 元治（広瀬小） 

古仙 紀子（五 中） 

関谷 金一（木瀬中） 

黒岩 志げ（若宮小） 

羽鳥 隆晴（芳賀小） 

    

昭和昭和昭和昭和４６４６４６４６年度年度年度年度    

 

学校運営における人間関係について 

   

研究紀要№６６ 

茂木 六次（研究所） 

金子 康一（研究所） 

都丸 秀男（荒砥中） 

森村富二男（市教委） 

藤井 達男（桂萱東小） 

中野 正義（上川淵小） 

学級指導における適応指導の研究 

   

 

 

茂木 六次（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

目崎 公正（七 中） 

小屋  正（五 中） 

金子 康一（研究所） 

天野 次郎（桂萱小） 

角田  男（城東小） 

中沢 孝雄（荒砥中） 

研究紀要№６７ 福田 紀雄（城南小）  

式表示の指導 

   

 

研究紀要№６８ 

茂木 六次（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

梅山 仲司（天川小） 

諸岡 富江（駒形小） 

金子 康一（研究所） 

林  賢治（元総社小） 

須藤 新蔵（若宮小） 

生徒の主体性を育てるための学習指 

導（社会科） 

  研究紀要№６９ 

茂木 六次（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

引田 賢次（四 中） 

金子 康一（研究所） 

飯塚 保夫（一 中） 

角田  好（五 中） 
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機器活用による学習指導法の実験研   

究 

   

 

 

 

研究紀要№７０ 

茂木 六次（研究所） 

宝条  正（市教委） 

三品 幸二（細井小） 

篠沢利喜雄（木瀬中） 

神山 義樹（駒形小） 

相馬  弘（東 小） 

木村  裕（一 中） 

金子 康一（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

吉田  正（広瀬小） 

平山 義隆（桂萱小） 

芝田 友善（中川小） 

手島 一美（三 中） 

今井 憲一（芳賀中） 

図工・美術科におけるデザイン指導 

の系統的研究Ⅱ 

   

研究紀要№７１ 

茂木 六次（研究所） 

森村富二男（市教委） 

進邦 澄子（城南小） 

猪俣 富司（二之宮小） 

金子 康一（研究所） 

星野 匡信（芳賀中） 

塚田 秀雄（清里小） 

入間島康子（東 中） 

学習指導を改善充実し、学力の向上 

をはかるための調査研究  

－小学校五年児童の国語・算数に 

ついて－ 

  研究紀要№７２ 

茂木 六次（研究所） 

阿部シズエ（市教委） 

女屋 文子（二 中） 

久保田文夫（桂萱中） 

金子 康一（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

井田  浜（大利根小） 

坂口 俊子（桃井小） 

教育相談のあゆみ  

－学校における治療的指導の実践－ 

   

研究紀要№７３ 

茂木 六次（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

立見  宏（南橘中） 

羽鳥 隆晴（芳賀小） 

金子 康一（研究所） 

品川  保（三 中） 

岩丸 元治（広瀬小） 

黒岩 志げ（敷島小） 

  

昭和昭和昭和昭和４７４７４７４７年度年度年度年度     

学校行事の精選と運行の改善 茂木 六次（研究所） 金子 康一（研究所） 

   森村富二男（市教委） 小林 堯平（芳賀小） 

 水野 文一（桂萱小） 関口 和男（駒形小） 

研究紀要№７４ 岸   宏（一 中）  

教育評価の実態に関する研究 茂木 六次（研究所） 金子 康一（研究所） 

   森村富二男（市教委） 阿部シズエ（市教委） 

 久保田文夫（桂萱中） 須藤 新蔵（若宮小） 

山口 俊昭（中央小） 石原 文子（岩神小）  

研究紀要№７５ 小竹  斉（五 中）  

教育機器活用による学習指導の研究 

   

 

 

 

 

 

 

 

茂木 六次（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

宝条  正（市教委） 

関根  繁（桃川小） 

手島 一美（三 中） 

平山 義隆（桂萱小） 

古屋 毅士（二 中） 

樺沢能婦子（総社小） 

岩丸 文男（桃井小） 

金子 康一（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

山本 蕘雄（木瀬中） 

芝田 友善（中川小） 

木部日出雄（大利根小） 

山越 政栄（東 小） 

三品 幸二（細井小） 

吉田 清光（天川小） 

大友 卯平（桂萱中） 
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研究紀要№７６ 

梅沢弥五郎（元総社中） 

吉沢 荘次（六 中） 

今井 憲一（芳賀中） 

調理学習の効率を高めるのに必要な 

科学的要素を定着させるくふう 

   

 

研究紀要№７７ 

茂木 六次（研究所） 

森村富二男（市教委） 

剣持 美子（中川小） 

福島 澄子（二 中） 

引田ゆりえ（東 中） 

金子 康一（研究所） 

阿部シズエ（市教委） 

北爪 幸枝（元総社小） 

山田トク子（五 中） 

実践化をめざす道徳教育 

   

 

研究紀要№７８ 

茂木 六次（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

福田 紀雄（城南小） 

吉永 武弘（四 中） 

金子 康一（研究所） 

藤井 義雄（笂井小） 

岡部 ゆき（敷島小） 

福田 丞書（七 中） 

教育相談のあゆみ  

－非行性早期発見に関する研究－ 

 

 

研究紀要№７９ 

茂木 六次（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

羽鳥 隆晴（芳賀小） 

宮崎  徹（一 中） 

関谷 金一（木瀬中） 

金子 康一（研究所） 

黒岩 志げ（敷島小） 

岩丸 元治（広瀬小） 

立見  宏（南橘中） 

   

昭和昭和昭和昭和４８４８４８４８年度年度年度年度      

校務分掌組織の類型と職務内容の明 

確化  

－学校経営の合理化をめざして－ 

  研究紀要№８０    

今井 市松（研究所） 

宝条  正（市教委） 

金子 英光（六 中） 

田上 道家（荒砥中） 

森村富二男（市教委） 

小林太一郎（岩神小） 

山田 恭次（荒子小） 

授業過程における評価研究 

   

 

研究紀要№８１ 

今井 市松（研究所） 

田村 善之（市教委） 

引田  宏（桂萱中） 

湯沢 達男（一 中） 

宝条  正（市教委） 

天野 次郎（桂萱小） 

武田 雅子（中川小） 

川端 和雄（永明小） 

教育機器活用による学習指導の研究 

   

 

 

 

 

 

研究紀要№８２ 

今井 市松（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

峯岸 里美（若宮小） 

関口 茂男（南橘中） 

篠原  豊（細井小） 

青木 純郎（三 中） 

茂木 岩雄（若宮小） 

篠田 昭一（中川小） 

宝条  正（市教委） 

蛭間  武（木瀬中） 

市田 勇三（三 中） 

豊島  彰（東 中） 

近藤  栄（七 中） 

原  繁雄（荒牧小） 

広村 茂樹（中央小） 

下田孝太郎（二 中） 

幼稚園教育と小学校教育との関連 

－言語領域・国語を中心として－ 

   

 

研究紀要№８３ 

今井 市松（研究所） 

阿部シズエ（市教委） 

橋本  清（桂萱東小） 

福良 倶子（神明幼） 

小池ユキ江（総社幼） 

森村富二男（市教委） 

宝条  正（市教委） 

朝比奈増美（総社小） 

荒木 信子（若宮幼） 
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教育相談のあゆみ  

－学級における非行性予測に 

          関する研究－ 

研究紀要№８４ 

今井 市松（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

久保原治二（元総社小） 

宮内 和夫（桃瀬小） 

宝条  正（市教委） 

羽鳥 忠男（天川小） 

大谷 正子（養 護） 

三輪 敏子（七 中） 

   

昭和昭和昭和昭和４９４９４９４９年度年度年度年度      

学校教育目標と具現化の方途     田中 凡夫（研究所） 森村富二男（市教委） 

－学校経営の効率的運用を 

           めざして－ 

  研究紀要№８５ 

新井 清一（市教委） 

関塚 雅視（荒牧小） 

須藤 尅基（元総社中） 

井上  淳（荒砥中） 

関口 和雄（駒形小） 

評価結果の利用に関する研究 

   

 

研究紀要№８６ 

田中 凡夫（研究所） 

新井 清一（市教委） 

持田 三郎（岩神小） 

一場 進一（若宮小） 

田村 善之（市教委） 

星野 匡信（元総社中） 

高山キミエ（中川小） 

長尾 健一（一 中） 

教育機器活用による学習指導の研究 

   

 

 

 

 

 

研究紀要№８７ 

田中 凡夫（研究所） 

神原 誠重（市教委） 

滝沢 二郎（木瀬中） 

樺沢能婦子（総社小） 

近藤 栄一（敷島小） 

吉田 智彦（二之宮小） 

田中美奈子（中川小） 

都丸  茂（二 中） 

新井 清一（市教委） 

高橋貞三郎（永明小） 

萩原 静香（桃井小） 

青木  忠（荒牧小） 

新井 文夫（上川淵小） 

吉田  功（南橘中） 

代田 悦子（中央小） 

川嶋 勝芳（荒砥中） 

幼稚園教育と小学校教育との関連 

－音楽リズム・音楽科の歌唱を中心 

として－ 

   

研究紀要№８８ 

田中 凡夫（研究所） 

阿部シズエ（市教委） 

鈴木 テル（養 護） 

根井スミ子（若宮幼） 

中島 裕子（総社幼） 

森村富二男（市教委） 

新井 清一（市教委） 

宮下 栄子（桂萱東小） 

矢野間喜三恵（神明幼） 

 

教育相談のあゆみ  

－学級担任の行なう教育相談の 

実践的研究－ 

  研究紀要№８９ 

田中 凡夫（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

尾池 邦子（嶺 小） 

浜田 叡子（養 護） 

新井 清一（市教委） 

田所 穂積（二 中） 

田村 二男（城東小） 

若月 秀雄（東 中） 

   

昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年度年度年度年度     

自主的な子どもの育成をめざした学 田中 凡夫（研究所） 新井 清一（市教委） 

級経営の実践 小林 一郎（市教委） 佐藤  晃（大利根小） 

   片桐 照次（桃井小） 関根 七郎（桂萱東小） 

 猪俣 富司（天川小） 大山 ゆき（中川小） 

研究紀要№９０ 久保田和子（総社小） 悴田 美智（桃川小） 

ひとりひとりを生かす学年・学級経 田中 凡夫（研究所） 森村富二男（市教委） 

営  新井 清一（市教委） 朝比奈良男（元総社中） 
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                    －中学校－ 亀井 三郎（桂萱中） 吉沢 荘次（元総社中） 

  研究紀要№９１ 千木良 玄（南橘中） 瀬下  肇（芳賀中） 

学期末の評価はどうあるべきか 

－補助簿の作成とその利用－ 

田中 凡夫（研究所） 

田村 善之（市教委） 

新井 清一（市教委） 

山田 敏夫（二之宮小） 

     関根  繁（荒牧小） 高坂  勇（下川淵小） 

   榎田スミ子（若宮小） 光安  昭（清里小） 

研究紀要№９２ 熊谷 誠司（四 中） 永井  勝（木瀬中） 

理科指導の効率を高めるＴＰの作製 

と活用 

田中 凡夫（研究所） 

関塚 雅視（中央小） 

新井 清一（市教委） 

相馬  弘（広瀬小） 

後藤  正（敷島小） 

南雲 孝次（広瀬小） 

代田 悦子（中央小） 

関根 信之（元総社小） 

－すなぐるま、風車、 

光の進みかた－ 

研究紀要№９３ 須郷 恵子（大利根小）  

学級担任による教育相談の実践的研 

究 

－望ましい児童・生徒理解を 

めざして－ 

田中 凡夫（研究所） 

八木原勝可（市教委） 

小林泰五郎（七 中） 

吉羽 弘安（嶺 小） 

新井 清一（市教委） 

狩野 久夫（七 中） 

丸橋 寿美（桃井小） 

伊藤 直江（大利根小） 

研究紀要№９４ 田村  寬（荒子小） 小暮 宏哉（東 小） 

 

昭和昭和昭和昭和５１５１５１５１年度年度年度年度 

あたたかみのある児童・生徒を育て 田中 凡夫（研究所） 新井 清一（市教委） 

る学年・学級経営 吉原  宏（市教委） 横山 竹男（元総社小） 

   松島 艶子（敷島小） 赤石 哲也（城南小） 

 福島 久子（桃瀬小） 田村  章（上川淵小） 

 林 喜久夫（大利根小） 折田  恒（六 中） 

 大友 卯平（桂萱中） 三輪 敏子（七 中） 

研究紀要№９５ 日野 光之（五 中）  

教科経営における現状は握と改善に 田中 凡夫（研究所） 新井 清一（市教委） 

対する一つの試み 中山 文男（敷島小） 奥野 邦夫（広瀬小） 

   青木 純郎（三 中） 荒木  誠（三 中） 

 羽鳥 信子（若宮小） 根岸たき子（桂萱東小） 

研究紀要№９６ 土屋 清喜（二 中） 星野 保貞（南橘中） 

図形指導におけるＯＨＰの活用 田中 凡夫（研究所） 新井 清一（市教委） 

   神原 誠重（市教委） 藤井 達男（天川小） 

 宇津木一雄（東 小） 沢田 正弘（桃井小） 

研究紀要№９７ 曽我テル子（若宮小） 井田 史郎（細井小） 

言語活動を活発にするための教育機 田中 凡夫（研究所） 新井 清一（市教委） 

器の活用 田村 善之（市教委） 狩野 平八（五 中） 

   湯沢 達雄（一 中） 永井  勝（木瀬中） 

研究紀要№９８ 中沢恵美子（東 中）  
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学級担任による教育相談の実践的研 田中 凡夫（研究所） 新井 清一（市教委） 

究 

－個性が生かされるあたたかい 

人間関係づくりをめざして－

研究紀要№９９ 

小林 一郎（市教委） 

広村 茂樹（駒形小） 

三品 紀子（永明小） 

瀬下  肇（芳賀中） 

山田 恭次（東 小） 

塚田 千枝（元総社小） 

海川  寬（四 中） 

小屋 亮一（養 護） 

音楽的感覚を高める学習指導法 

－統合的指導を基盤としたリズム 

指導に着目して－ 

   

研究紀要№１００ 

田中 凡夫（研究所） 

田村 善之（市教委） 

秋山喜代江（総社小） 

伊藤 道子（中央小） 

茂木  仲（清里小） 

新井 清一（市教委） 

田村 岩男（大室小） 

沢田 幸子（中川小） 

萩原 英子（桃川小） 

 

昭和昭和昭和昭和５２５２５２５２年度年度年度年度    

小学校におけるのぞましい教科経営 須田 良作（研究所） 神原 誠重（市教委） 

の実践  新井 清一（市教委） 井野 勝弥（桂萱東小） 

－学年・学級経営を基盤にして－ 山本 俊久（駒形小） 宇田 洋子(元総社南小) 

   橋爪 俊明（大利根小） 田村 圭子（細井小） 

 神山  孝（桂萱小） 小山 文義（荒子小） 

研究紀要№１０１ 清水 和夫（朝倉小） 田中 凡夫（研究所） 

教科経営の具体的実践  田中 凡夫（研究所） 須田 良作（研究所） 

－教科経営案と学習指導 神原 誠重（市教委） 新井 清一（市教委） 

（国・数・理・英）を中心として－               石原 良吉（六 中） 武藤 忠義（五 中） 

   南雲 節子（四 中） 吉田  功（南橘中） 

  研究紀要№１０２ 瀬下  肇（芳賀中）  

小学校３年の社会科学習におけるＴ 田中 凡夫（研究所） 須田 良作（研究所） 

Ｐの作成とその効果的活用をめざし 神原 誠重（市教委） 新井 清一（市教委） 

て 関口 宗男（市教委） 武田 善夫（荒牧小） 

   後藤 達夫（城東小） 川端 和雄（若宮小） 

研究紀要№１０３ 金井貴美代（岩神小） 吉田 俊雄（広瀬小） 

ＶＴＲを利用したダンス（表現）の 田中 凡夫（研究所） 須田 良作（研究所） 

効果的指導法の研究 神原 誠重（市教委） 新井 清一（市教委） 

   松下  勝（市教委） 岸   宏（広瀬小） 

 猪俣 邦男（若宮小） 鈴木恵美子（敷島小） 

 藤原 秀夫（天川小） 本多 道男（永明小） 

研究紀要№１０４ 三輪 晶一（元総社小）  

進路指導資料の収集と活用  田中 凡夫（研究所） 須田 良作（研究所） 

－主として学級指導の進路指導を 神原 誠重（市教委） 新井 清一（市教委） 

中心として－ 田村 善之（市教委） 石井 浩三（元総社中） 

   吉田  正（三 中） 鈴木 ヤエ（六 中） 

  研究紀要№１０５ 国定  宏（七 中） 武藤  永（木瀬中） 
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構想画における個性的な表現につい 田中 凡夫（研究所） 須田 良作（研究所） 

ての調査研究   神原 誠重（市教委） 新井 清一（市教委） 

－小学校中学年における発想から 吉原  宏（市教委） 田中 恒夫（永明小） 

表現の過程に着目して－ 田村 明人（五 中） 井上 修一（六 中） 

   富岡千恵子（永明小） 宗  幸子（元総社小） 

研究紀要№１０６ 新井 文夫（上川淵小） 関根 和子（総社小） 

学級担任による教育相談の実践的研 田中 凡夫（研究所） 須田 良作（研究所） 

究 神原 誠重（市教委） 新井 清一（市教委） 

   小林 一郎（市教委） 田中  勝（細井小） 

 金井登喜光（若宮小） 熊谷  清（下川淵小） 

 山中ささえ（岩神小） 国領千鶴子（桂萱東小） 

 上村 きよ（桃瀬小） 吉沢あや子（東 小） 

研究紀要№１０７ 福良 倶子（神明幼）  

 

昭和昭和昭和昭和５３５３５３５３年度年度年度年度 

小学校教科部会に視点をあてた教科 須田 良作（研究所） 新井 清一（市教委） 

経営 吉原  宏（市教委） 岩瀬 明子（市教委） 

   橋爪伊勢雄(元総社南小) 

岩丸 元治（桃瀬小） 

川田 絹子（城南小） 

田中  努（大利根小） 

研究紀要№１０８ 内田 一枝（荒子小）  

改訂学習指導要領にそった年間指導 須田 良作（研究所） 新井 清一（市教委） 

計画の作成  

－小学校４年社会科－ 

吉原  宏（市教委） 

横山 竹男（二之宮小） 

関口 宗男（市教委） 

橋本 敦子（桂萱小） 

研究紀要№１０９ 橋本  清（勝山小） 宇田 洋子(元総社南小) 

構想画の学習指導におけるイメージ 須田 良作（研究所） 新井 清一（市教委） 

づくりの追求  

－構想段階に着目して－ 

吉原  宏（市教委） 

大沢 伸枝（城南小） 

田中 恒夫（永明小） 

田村 昭男（岩神小） 

  研究紀要№１１０ 田中 満子（元総社小）  

学力調査診断結果の活用に関する研 

究  

－算数・数学科に視点をおいて－ 

須田 良作（研究所） 

吉原  宏（市教委） 

後藤 達夫（市教委） 

新井 清一（市教委） 

田村 善之（市教委） 

小林成太郎（二 中） 

   

研究紀要№１１１ 

木村 厚子（東 小） 

入山 利行（三 中） 

石原 勝美（朝倉小） 

学級担任による教育相談の実践的研 

究 

－性格行動面に問題を持つ子の変容    

を求めて－ 

   

研究紀要№１１２ 

須田 良作（研究所） 

吉原  宏（市教委） 

中野 正義（東 中） 

野村  武（駒形小） 

町田 幸子（若宮幼） 

羽鳥美恵子（東 中） 

新井 清一（市教委） 

竹  茂夫（市教委） 

小林  功（細井小） 

森山 タケ（勝山小） 

都丸 真治（六 中） 
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昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４年度年度年度年度 

系統性をふまえた作文指導の研究 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

－中学生の文章構成能力 

育成の試み－ 

斉藤 利夫（市教委） 

佐藤  実（城南小） 

岩瀬 明子（市教委） 

上村 きよ（城東小） 

   稲塚知位子(元総社南小) 女屋 タキ（大室小） 

研究紀要№１１３ 北岡 弘子（天川小） 山崎 幸子（桃木小） 

喜びのある造形活動展開のための指 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

導についての研究  斉藤 利夫（市教委） 田中 恒夫（若宮小） 

－小学校２年、５年の 内田 君栄（東 中） 山田とき枝（四 中） 

      体験的学習を通して－ 岡田 尚子（大利根小） 野村 英子（東 小） 

 岡田 正幸（二之宮小） 高田 雅美（荒子小） 

研究紀要№１１４ 橋爪 良子（桂萱東小）  

施設、用具を活用した障害走の実践 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

的研究 斉藤 利夫（市教委） 松下  勝（市教委） 

   猪俣 邦男（山王小） 後藤 哲也（若宮小） 

 川崎  進（永明小） 福田  勝（勝山小） 

 蜂須 聖司（総社小） 森田美恵子（大利根小） 

研究紀要№１１５ 井上 哲男（朝倉小） 青木 明彦（天川小） 

「ゆとりと充実」の背景と教育課程 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

編成に関する研究  斉藤 利夫（市教委） 橋本  坦（上川淵小） 

－中学校の創意を生かした 石田 四郎（桃瀬小） 内田 照彦（芳賀中） 

教育活動の時間に着目して－ 金井 松江（東 小） 神林 正之（木瀬中） 

  研究紀要№１１６ 唐沢  守（桃井小）  

学力向上を阻害する要因に関する調 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

査研究 斉藤 利夫（市教委） 関口 宗男（市教委） 

   後藤 達夫（指導員） 小沢 行雄（春日中） 

 鈴木 正明（城東小） 松岡 三吉（下川淵小） 

 塚田 博子（永明小） 湯沢  勲（三 中） 

 天田 茂夫（五 中） 金井  怜（芳賀中） 

研究紀要№１１７ 岸  正博（南橘中）  

特別活動におけるＶＴＲの効果的な 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

活用の研究  斉藤 利夫（市教委） 竹  茂夫（市教委） 

－小中学校の交通安全指導を 八高 久夫（細井小） 細谷 忠良（元総社中） 

          中心として－ 篠原 勝郎（桃井小） 高橋  誠（若宮小） 

 池田  登（桃木小） 吉田 武雄（桃川小） 

研究紀要№１１８ 和田山 稔（七 中）  

 

昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年度年度年度年度        

系統性をふまえた作文指導の研究 須田 良作（研究所） 田中 良三（市教委） 

－指導事項に着目して－ 中沢 祐喜（南橘中） 朝倉 孝夫（芳賀中） 
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   真下美智子（三 中） 金井 好子（南橘中） 

研究紀要№１１９ 石川 充枝（荒砥中）  

児童の企画・運営による学び合う集 須田 良作（研究所） 松下  勝（市教委） 

会活動の研究 山崎 恒夫（桃川小） 大橋 三郎（上川淵小） 

   唐沢  守（桃井小） 笹原紀代子（細井小） 

研究紀要№１２０ 田村 二男（広瀬小） 清水 茂夫（大室小） 

創意ある学校経営の展開に関する研 須田 良作（研究所） 武田 善夫（市教委） 

究 中村 信二（桃瀬小） 赤石 哲也（城南小） 

－小学校における教育課程実施の 岡田 富夫（総社小） 都丸 文六（桃川小） 

状況に目をむけて－ 原  佑典（笂井小） 田村 圭子（細井小） 

  研究紀要№１２１ 吉田  清之(元総社南小) 

学力向上をめざした学習指導の改善 須田 良作（研究所） 斉藤 利夫（市教委） 

に関する研究  八木原 元（桃木小） 井上 昌三（木瀬中） 

－学習意欲を高める自己評価を 加辺 史枝（若宮小） 小野里照雄（岩神小） 

    とり入れた指導を中心に－ 平沢  明（駒形小） 中里 百枝（二之宮小） 

研究紀要№１２２ 原  秀匡（桂萱中）  

学級担任による教育相談の実践的研 須田 良作（研究所） 小鮒 隆憲（市教委） 

究 林  克明（桃井小） 須郷 恵子(元総社南小) 

－学級集団になじめない子の 羽鳥みよこ（大利根小） 小野 幸子（東 小） 

実践的研究－ 柳沢 捷子（天川小） 阿部美智夫（一 中） 

  研究紀要№１２３   

理科指導におけるＶＴＲの効果的活 須田 良作（研究所） 竹  茂夫（市教委） 

用に関する研究 細谷 忠良（元総社中） 斎藤 宗治（東 中） 

－観察・実験指導を通して－ 三沢  実（朝倉小） 園部 守央（桃瀬小） 

  研究紀要№１２４ 嶋田  勉（一 中） 千原  哲（芳賀中） 

 

昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６年度年度年度年度    

生徒理解に根ざした学年学級経営の 須田 良作（研究所） 斉藤 利夫（市教委） 

研究 田村  茂（荒砥中） 木村 正一（勝山小） 

   小竹  斉（元総社中） 久保田恵子（山王小） 

 玉尾 泰夫（二 中） 金井 昌子（桂萱中） 

研究紀要№１２５ 今井 憲一（三 中） 植松 係次（東 中） 

形成的評価に着目した一斉指導改善 須田 良作（研究所） 小屋  正（市教委） 

のための実験的研究  馬場  勇（東 小） 宮下 末男（城南小） 

－話し合い活動をとおした学習調整 高德  彰（岩神小） 高橋 博志（朝倉小） 

の効果について－ 駒形 臣子（勝山小） 田中 福二（元総社小） 

  研究紀要№１２６ 植木 敬子（新田小） 小林 建夫（東 中） 

問題行動のある児童生徒の原因の診 

断に関する研究  

 

須田 良作（研究所） 

吉原  宏（東 中） 

 

田中 良三（市教委） 

熊谷 誠司（四 中） 
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－窃盗行動のある児童生徒に視点を 

あてて 

研究紀要№１２７ 

辺見 幸子（大利根小） 

原沢 正光（一 中） 

 

星野 昭子（天川小） 

 

 

学習意欲を高める理科指導の研究 

－ＶＴＲの活用を通して 

 

研究紀要№１２８ 

須田 良作（研究所） 

芝田 友善（大利根小） 

都丸 俊六（嶺 小） 

狩野 邦彦（城南小） 

竹  茂夫（市教委） 

関口  孝（南橘中） 

五十嵐仁三郎(中川小) 

松村 晃人（東 中） 

全員が生きいきと学習に参加する音 

楽指導のあり方  

－表現活動（歌唱）を通して－ 

   

研究紀要№１２９ 

須田 良作（研究所） 

田村 岩男（朝倉小） 

金井 紀彦（荒砥中） 

小林芙佐子（芳賀小） 

青柳  隆（下川淵小） 

小鮒 隆憲（市教委） 

内田 照彦（芳賀中） 

田村 次男（二 中） 

清水 蓉子（広瀬小） 

 

遊びを取り入れた鉄棒運動の指導の 

研究 

   

研究紀要№１３０ 

須田 良作（研究所） 

高橋 嘉三（南橘中） 

茂木日出子（桂萱中） 

金井 由一（荒子小） 

関口 尚則（市教委） 

斉藤  茂（総社小） 

高橋 信子（城南小） 

入内島和之（若宮小） 

落ち着きのない子の原因の考察と指 

導 

   

 

研究紀要№１３１ 

須田 良作（研究所） 

植村 栄生（四 中） 

宇田川和彦（桃井小） 

船戸 作司（芳賀小） 

荒井 弘幸（一 中） 

田中 良三（市教委） 

町田  悟（東 小） 

佐藤 泰子（若宮小） 

養田 志う（荒牧小） 

早川春之輔（二 中） 

やる気を育てる学年、学級経営の研 

究 

－望ましい集団づくりを通して－ 

  研究紀要№１３２ 

須田 良作（研究所） 

梅沢弥五郎（七 中） 

阿佐見 純（城東小） 

阿久津正一（六 中） 

松下  勝（市教委） 

小暮 宏哉（木瀬中） 

土屋 欣一（清里小） 

山口 俊昭（東 中） 

学習指導におけるＯＨＰの活用に関 須田 良作（研究所） 小鮒 隆憲（市教委） 

する研究  

－学習者のＴＰ作成とその活用－ 

栗林 夏樹（二 中） 

高徳 博子（若宮小） 

高橋 健司（桃井小） 

佐藤 雅栄（天川小） 

研究紀要№１３３ 橳島 正明（新田小） 鳶島 哲夫（三 中） 

    

昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７年度年度年度年度    

子どもが意欲的に取り組む学習をめ 須田 良作（研究所） 竹  茂夫（市教委） 

ざす評価の研究 石田 四郎（嶺 小） 新井 将男（芳賀中） 

－めあてカードによる自己評価に 川野 竹子（桃木小） 加藤 智子（大利根小） 

着目して－ 高橋 宏明（細井小） 松本 泰子（勝山小） 

  研究紀要№１３４   

地域に根ざした学校教育に関する研 須田 良作（研究所） 斉藤 利夫（市教委） 

究  関口 宗男（市教委） 金井  脩（東 小） 

－地域社会の教育力をさぐる試み－ 小竹  斉（元総社中） 山田 一郎（敷島小） 

 神山  孝（下川淵小） 原 美智恵（桃瀬小） 
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研究紀要№１３５ 

関根 七郎（二之宮小） 

曽田 純子（東 中） 

吉田  功（四 中） 

駒倉 秀一（荒砥中） 

道徳的実践力を育てる指導をめざし 

て  

－指導過程に着目して－ 

研究紀要№１３６ 

須田 良作（研究所） 

藤井 義雄（天川小） 

諸岡 富江（上川淵小） 

松岡 三吉（三 中） 

小屋  正（市教委） 

大友 卯平（五 中） 

近藤 順子（南橘中） 

高徳  彰（岩神小） 

    

昭和昭和昭和昭和５８５８５８５８年度年度年度年度    

基本的生活習慣の確立を通し、自立 日向野 惇（市教委） 中沢 祐喜（元総社中） 

できる子どもを育てる生徒指導 

－小・中学校の一貫性を図った指導 

高橋 夏樹(元総社北小) 

砂川 次郎（城南小）  

加藤 博一（荒砥中） 

奈良  子（桂萱東小） 

目標づくり－ 狩野 容子（駒形小） 藤原 孝夫（一 中） 

研究紀要№１３７   

心のふれあいを深める学級経営の研 

究  

－好ましい人間関係の育成を 

めざして－ 

  研究紀要№１３８ 

小屋  正（市教委） 

真下美智子（南橘中） 

須藤登喜雄（元総社小） 

阿部富美枝（木瀬中） 

関口 武男（笂井小） 

北爪 悦男（芳賀小） 

松村 正一（二 中） 

わかる授業をつくりだすための評価 

の研究 

－数と計算の指導における 

形成的評価を通して－ 

山田 恭次(元総社北小) 

千葉 悦子（永明小） 

田所 淳子（勝山小） 

 

本間 利男（城南小） 

竹渕 正幸（桃井小） 

高橋  清（大利根小） 

 

研究紀要№１３９   

子どもたちが生き生きと学ぶ授業の 

創造 

－教育機器と地域教材の活用を 

通して－ 

研究紀要№１４０ 

関口 宗男（市教委） 

中澤 充裕（芳賀中） 

須田 昭司（広瀬中） 

原田 典子（二之宮小） 

 

庭屋  崇（箱田中） 

大山美津子（細井小） 

矢島 幸好（荒子小） 

 

 

地域に根ざした学校教育に関する研 

究 

－地域、学校連携の現状と 

その可能性をさぐる－ 

研究紀要№１４１ 

竹  茂夫（市教委） 

石井 保重（上川淵小） 

千木良 玄（五 中） 

池田 行則（東 小） 

 

小鮒 隆憲（市教委） 

曽田 純子（箱田中） 

金井 松江（城東小） 

小見喜久治（永明小） 

 

心に問題をもつ子どもの指導の試み 

－事例を中心に－ 

   

研究紀要№１４２ 

田中 良三（市教委） 

前田 勝弘（清里小） 

唐沢  宏（桃井小） 

川浦多美子（岩神小） 

中野 正義（二之宮小） 

桜井 章子（養 護） 

中沢 栄孝（広瀬小） 

石田 京子（元総社中） 

    

    

 


