
 - 101 -

研究に携わった所員・教員研究生・調査委員等 

 

所  長    高野 敬三 

研修部長    伊東  哲 

教育開発課長  増田 正弘 

主任指導主事  坂本 教喜  大山 敏（平成 26 年 11 月～） 

 
 

○新たな学びを支える教科等指導の工夫 

統括指導主事 海老江 直子、森 清隆、井上 美保、西島 宏和、安部 貴史

指導主事等 

野澤 一代、鈴木 裕二、中村 哲也、土生津 静、國長 泰彦、

各務 美紀、岡  文也、市川 拓治、池田 卓哉、水浦 茂樹、

伹野 嘉美 

 

統括指導主事  
指導主事  

 
教員研究生  

 
 

調査委員  
 

研修部教育開発課              海老江 直子 

研修部教育開発課              野澤 一代 

研修部教育開発課              土生津 静 

板橋区立蓮根第二小学校     主任教諭  小泉 裕子 

三鷹市立高山小学校       主任教諭  関口 佳美 

都立白鷺特別支援学校      教  諭  綿引 清勝 

目黒区立向原小学校       主幹教諭  小野美和子 

江東区立第四砂町中学校     主幹教諭  鈴木 広高 

統括指導主事 

指導主事 

 

教員研究生 

 

 

調査委員 

 

研修部教育開発課              森  清隆 

研修部教育開発課              各務 美紀 

研修部教育開発課              國長 泰彦 

港区立芝浦小学校        主任教諭  菅     彰 

新宿区立天神小学校       教  諭  佐藤 晃広 

練馬区立大泉第六小学校     主任教諭  窪  直樹 

江戸川区立葛西小学校      主任教諭  辻  慎二 

江戸川区立小松川第二中学校   主任教諭  詰田 剛也 

統括指導主事 

指導主事 

 

 

課務担当係長 

 

教員研究生 

 

調査委員 

 

研修部専門教育向上課            安部 貴史 

研修部教育開発課              鈴木 裕二 

企画部企画課                池田 卓哉 

（平成 26 年９月～）

企画部企画課                伹野 嘉美 

（～平成 26 年８月）

板橋区立板橋第二小学校     主幹教諭  橋本 吉尋 

日野市立東光寺小学校      主任教諭  門田 剛和 

大田区立小池小学校       主幹教諭  塚田 英輝 

日野市立日野第三中学校     主任教諭  皆川 弘樹 
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理
科 

統括指導主事 

指導主事 

 

教員研究生 

 

調査委員 

 

企画部企画課                西島 宏和 

研修部教育開発課              中村 哲也 

研修部専門教育向上課            水浦 茂樹 

中央区立佃島小学校       主任教諭  山本 顕子 

渋谷区立神宮前小学校      主任教諭  渡辺 賢志 

杉並区立済美小学校       主幹教諭  畠山 桐子 

日野市立日野第四中学校     主任教諭  大西 琢也 

外
国
語
（
活
動
） 

統括指導主事 

指導主事 

 

教員研究生 

 

調査委員 

 

研修部教育開発課              井上 美保 

研修部教育開発課              岡  文也 

研修部教育開発課              市川 拓治 

調布市立第三小学校       主任教諭  生井 俊明 

都立豊島高等学校        主任養護教諭  戸塚美由記 

日野市立日野第六小学校     主任教諭  阿部  梢 

江戸川区立西葛西中学校     主幹教諭  黒岩みどり 

 

○これからの社会の中でたくましく生き抜く力を培うためのカリキュラム開発 

統括指導主事 森 清隆、海老江 直子、井上 美保 

指導主事 土生津 静、中村 哲也、野澤 一代、鈴木 裕二、國長 泰彦 

協議委員 千 葉 大 学 教 育 学 部     教  授  天笠  茂 

教員研究生 

渋谷区立神宮前小学校      主任教諭  渡辺 賢志 

板橋区立板橋第二小学校     主幹教諭  橋本 吉尋 

板橋区立蓮根第二小学校     主任教諭  小泉 裕子 

練馬区立大泉第六小学校     主任教諭  窪  直樹 

調布市立第三小学校       主任教諭  生井 俊明 

都立豊島高等学校        主任養護教諭  戸塚美由記 

多様な教育課題に対応したカリキュラムの開発プロジェクト委員 

統括指導主事 
海老江 直子、森 清隆、井上 美保、西島 宏和、小須田 哲史、 

長町 正弘、細萱 希彦 

指導主事 
中村 哲也、野澤 一代、鈴木 裕二、土生津 静、國長 泰彦、 

井原  優、吉野 早織、小松 弘喜、久保田 哲司 

 

○基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させる指導の工夫 

統括指導主事 井上 美保、海老江 直子、森 清隆 

指導主事 鈴木 裕二、野澤 一代、中村 哲也、各務 美紀、岡  文也 

教員研究生 

中央区立佃島小学校       主任教諭  山本 顕子 

港区立芝浦小学校        主任教諭  菅     彰 

新宿区立天神小学校       教  諭  佐藤 晃広 

三鷹市立高山小学校       主任教諭  関口 佳美 

日野市立東光寺小学校      主任教諭  門田 剛和 

都立白鷺特別支援学校      教  諭  綿引 清勝 
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