平成 25 年度
教科・
教育課題等

講師名

講師に関する情報

指導できる内容

図画工作

や

ぎ

矢木

たけし

武

プロフィール

講師依頼の手順
研究団体
指導できる内容
図画工作

すず いし ひろゆき

鈴石 弘之

プロフィール
講師依頼の手順
研究団体
指導できる内容

図画工作

う ちの

つとむ

内野

務

プロフィール

講師依頼の手順
研究団体
指導できる内容

図画工作

教育研究普及事業研究団体ＯＢ講師名簿

つじ

まさ ひろ

辻 政博

プロフィール

講師依頼の手順
研究団体

・幼児・児童・生徒がつくりだす喜びを味わって主体的に取り組む図画工作・美
術の授業
・図工科経営全般
・図画工作・美術の教員の指導・助言
・ワークショップの企画･指導
最終所属校 豊島区立豊成小学校 主任教諭
研究歴
東京都開発委員、美術科教育学会会員
『新版造形教育実践全集１』日本教育図書センター
著書
『くるくるアート』東京都図画工作研究会編 PARCO 出版 等
本人へ電話かメールで依頼してください。
・TEL 042-491-8068
・メール meme1446＠terra.dti.ne.jp（＠マークは半角に変換してください）
東京都図画工作研究会
幼児・児童がつくりだす喜びを味わって取り組む絵画表現・図画工作の授業
最終所属校 新宿区立四谷第四小学校 主幹教諭
研究歴
東京都開発委員、東京都教育研究員、文科省指導要領作成協力者
本人へメールで依頼してください。
・メール bellston＠yf6.so-net.ne.jp（＠マークは半角に変換してください）
東京都図画工作研究会
・子どもがアート感覚で進める図工の授業づくり
・木工、粘土、絵具などの実技指導研修（初歩的段階から、高学年の段階まで）
・図工科経営論全般
最終所属校 品川区立第三日野小学校 主任教諭
都図研研究局長、読売教育賞（美術教育部門最優秀賞）
、
研究歴
韓国「芸術教育国際シンポジウム」2013
著書
「アートフル図工の授業」2012
映画
「トントンギコギコ図工の時間」2004 公開
本人へメールで依頼してください。
・メール uchi-0812＠nifty.com（＠マークは半角に変換してください）
東京都図画工作研究会
・図画工作の指導法（造形遊び、絵や立体に表す、鑑賞など）
・図画工作実技演習（造形遊び、絵や立体に表す、鑑賞など）
・図画工作概論（教科論、教師論、教科の歴史、子ども論）
・図画工作授業研究の指導助言 等
現所属
帝京大学教育学部専任講師
最終所属校 文京区立青柳小学校 主任教諭
・東京都図画工作研究会会長（平成 18 年～平成 23 年 3 月）
・東京都図画工作研究会顧問（平成 23 年 4 月～現在に至る）
・文部省教育課程に関する総合調査結果分析協力者（平成 8 年～
平成 9 年 3 月まで）
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「評価規準、評価方
研究歴
法の工夫改善に関す調査研究協力者」
（平成 22 年 5 月～平成
23 年 3 月）
・ＮＰＯ「市民の芸術活動推進委員会」理事（平成 18 年～現在
に至る）
・財団法人美育文化協会評議委員（平成 8 年～現在に至る）
・財団法人教育美術振興会評議委員（平成 19 年～現在に至る）
①本人に電話かメールにて連絡してください。
・TEL 03-3958-5603
・メール masatsuji＠jcom.home.ne.jp（＠マークは半角に変換してください）
②必要に応じて、現所属・帝京大学教育学部に講師依頼を提出してください。
東京都図画工作研究会
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教科・
教育課題等

講師名

講師に関する情報
指導できる内容

学校
図書館

こうもと とし ひろ

河本 利廣

プロフィール
講師依頼の手順
研究団体

指導できる内容

道徳

つ じ の とも なり

辻野 具成
プロフィール

講師依頼の手順
研究団体

指導できる内容

特別活動
生活指導

や ま だ ただゆき

山田 忠行

プロフィール

講師依頼の手順
研究団体

・子供たちが喜ぶ読書会の進め方
・ブックトークで組み立てる授業での実践
・図鑑で調べる図書館を活用した授業の指導のしかた
最終所属校 あきる野市立東小学校 校長
研究歴
東京都教育研究員（課題解決学習）
学校図書館活用支援研究室（自宅）へ電話で依頼をしてください。
・TEL 042-966-1386
東京都小学校図書館研究会
・全教育活動を通した道徳教育の推進のしかた
・生徒の心を躍動させる道徳の時間の在り方
・読み物資料の分析と発問構成
・家庭・地域が連携した道徳教育の推進
・生徒の自尊心を育む道徳教育
・体験を生かした道徳教育の推進
・道徳の時間の指導の工夫
・道徳教育の評価
・道徳教育の推進体制の構築
・道徳教育推進教師の果たすべき役割
最終所属校 八王子市立第一中学校 校長
・学会発表 「江戸しぐさ」を活用した道徳の時間の指導 日本
研究歴
教材学会 2009
著書
「新しい道徳教育の進め方」学事出版 2006
「道徳の時間の指導とその改善」全日本中学校道徳教育研究会
講師歴
道徳教育推進教師育成講座 2012
①東京都中学校道徳教育研究会会長 神田茂（江戸川区立清新第一中学校校長
電話 03-3878-1281）に連絡してください。
②講師の自宅電話番号を紹介するので、直接講師依頼を行ってください。
東京都中学校道徳教育研究会
・生徒の自主的、実践的活動を助長する特別活動の指導
・生徒会活動を活性化する指導
・学校における生徒指導体制
・生徒の問題行動等の早期発見と効果的な指導
（少年非行・いじめ・薬物乱用・暴力行為・不登校など）
最終所属校 中野区立第九中学校 校長
昭 50.11～52.3 文部省中学校学習指導要領特別活動作成協力者
文部省中学校学習指導要領指導書特別活動編
昭 52. 7～53. 4
作成協力者
文部省中学校特別活動指導資料作成協力者
昭 53.11～55.3
［学校行事をめぐる諸問題］
昭 57.4～平 1.4 東京都中学校特別活動研究会事務局長
平 3. 4 ～ 5. 3 全日本中学校特別活動研究会事務局長
文部省中学校特別活動指導資料作成協力者
平 3.11～ 5. 3
［指導の改善と評価の工夫］
平 4. 4～ 7. 3
東京都中学校特別活動研究会長
研究歴
平 5. 4～ 8. 3
全日本中学校特別活動研究会会長
東京都立教育研究所基礎研究調査委員会
平 5. 5～ 7. 3
特別活動委員長
平 5. 5～ 8. 3
全日本中学校長会役員幹事 （生徒指導部）
東京都中学校教育課程委員会特別活動部会委
平 6. 4～ 7. 3
員長［進路指導の手引き］
国立教育研究所学校カリキュラム改善総合研
平 8. 6～ 9. 3
究協力委員（特別活動）
文部省中学校学習指導要領特別活動改善調査
平 10.1～12.3
研究協力者
平 10. 8～現在
日本特別活動学会理事
東京都中学校特別活動研究会会長 勝亦章行（練馬区立関中学校校長 電話
03-3929-0048）に連絡し、取りつぎを依頼してください。
東京都中学校特別活動研究会
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教科・
教育課題等

講師名

講師に関する情報

指導できる内容

公民科教育

こ は ら たか ひさ

小原 孝久
プロフィール

講師依頼の手順
研究団体
指導できる内容
社会科教育
公民科教育
法教育
環境教育
ＮＩＥ

お お た まさゆき

太田 正行

プロフィール

講師依頼の手順
研究団体
指導できる内容

プロフィール
こ く ぼ ま さみ
数学
小久保
正己
（中・高）

講師依頼の手順
研究団体
指導できる内容
プロフィール

数学
（高）

さ と う こうさく

佐藤 公作
講師依頼の手順
研究団体

・スピーチ、発表、グループ討論、ディベートなどを取り入れた、生徒が主体
的に取り組める公民科の授業
・視聴覚教材や図書資料などを活用した、生徒が自ら学び・考える公民科の授
業
・小論文指導、スピーチ指導、ディベート指導
・戦後日本の教育の流れとその問題点
現所属
東京学芸大学、上智大学、放送大学等で非常勤講師
最終所属校 都立国立高等学校 主幹教諭
・現職教員の大学院派遣（東京学芸大学大学院社会科教育専攻修
士課程）
研究歴
・東京都教育研究員（社会科）
・開発委員（特別活動） 他
東京都公民科・社会科教育研究会事務局（都立蒲田高等学校 宮崎主任教諭
03-3737-1331）に連絡し、取りつぎを依頼してください。
東京都公民科・社会科教育研究会
・生徒の主体的な学習を取り入れた公民科の授業
・新聞記事を活用した公民科の授業
最終所属校 都立工芸高等学校 副校長
・平成 11 年版「高等学校学習指導要領解説公民編」作成協力者
・平成 22 年版「高等学校学習指導要領解説公民編」作成協力者
・
「東京都立高等学校 教育課程編成基準・資料」平成 22 年東
研究歴
京都教育委員会（東京都立高等学校教育課程検討委員会委員）
・日本公民教育学会副会長（平成 20 年～）
東京都公民科・社会科教育研究会事務局（都立蒲田高等学校 宮崎主任教諭
03-3737-1331）に連絡し、取りつぎを依頼してください。
東京都公民科・社会科教育研究会
・生徒が主体的に取り組む数学科の授業
・いじめや不登校、中途退学を未然防止する授業等の工夫
現所属
東京理科大学教職課程指導室
最終所属校 都立大江戸高等学校 校長
・平成 2 年～6 年 中央区教育委員会指導主事
行政歴
・平成 7 年～9 年 教育庁指導部指導企画課指導主事
・日本数学教育学会常任理事（平成 17・18 年度）
、監事(19 年
度～現在)
・全国学校教育経営研究会調査研究部長（平成 15～18 年度）
研究歴
・若年者の職業意識啓発の在り方に関する調査研究（平成 17 年
度厚生労働省）
・高校における不登校対策の調査研究（平成 18・19 年度国立
教育政策研究所）
メールで自宅または勤務先アドレスに連絡してください。
・magenk470328＠yahoo.co.jp（自宅）
・kokubo＠rs.kagu.tus.ac.jp（東京理科大学教職課程指導室）
（＠マークは半角に変換してください）
東京都高等学校数学教育研究会
数学教育におけるコンピューターの活用
現所属
東京都教職員研修センター
最終所属校 都立成瀬高等学校 校長
行政歴
・平成 2１年～
東京都教職員研修センター 教授
研究歴
開発委員、研究員など多数
現所属の東京都教職員研修センターに御連絡の上、取りつぎを依頼してくださ
い。
・TEL 03-5802-2071
東京都高等学校数学教育研究会
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