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研究に携わった所員・教員研究生・調査委員等 

 

所  長     伊東 哲 

研修部長     増渕 達夫 

教育開発課長   栗原 宏成 

 授業力向上課長  堀田 直樹 

 

○子供一人一人の「分かり方の特性」を生かした指導法に関する研究 

統括指導主事 井上 龍夫、吉川 正、志村 安 

指導主事 
岡 文也、渡辺 賢志、先﨑 達彦、酒見 裕子、山本 佳子、 

土生津 静、田中 圭、白川 智恵子 

協議委員 
国立教育政策研究所    総括研究官 山森 光陽 

筑波大学          教授 熊谷 恵子    

教員研究生  

板橋区立板橋第二小学校   主幹教諭 靱  健治  

立川市立上砂川小学校    主幹教諭 加藤 寛之 

小平市立花小金井小学校   主任教諭 髙野 郁子  

東村山市立東萩山小学校   主任教諭 尾沼 直也  

稲城市立稲城第二小学校   主幹教諭 鈴木 千津  

杉並区立東田中学校       教諭 戸上 琢也  

福生市立福生第二中学校   主任教諭 川村 直也  

都立千歳丘高等学校     主任教諭 加藤 裕一郎  

都立稔ケ丘高等学校     主任教諭 酒井 友実子  

都立城北特別支援学校      教諭 島村 彰  

都立府中けやきの森学園   主任教諭 宮田 愛  

調査委員  

文京区立駕籠町小学校    主任教諭 馬場 千恵 

品川区立台場小学校     主幹教諭 西田 太郎 

渋谷区立代々木山谷小学校  主任教諭 細川 卓郎 

足立区立西新井小学校    主任教諭 轟木 陽子 

江戸川区立瑞江小学校    主任教諭 須藤 敏之 

青梅市立河辺小学校     指導教諭 平井 哲 

東村山市立化成小学校      教諭 宮下 佐枝 

中央区立晴海中学校     主任教諭 上田 純一 

荒川区立原中学校      主幹教諭 駒澤 正人 

板橋区立中台中学校     指導教諭 木下 千津子 

八王子市立陵南中学校    主任教諭 関  孝喜 

日野市立七生中学校     主任教諭 依田 真紀 
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○変化の激しい時代を生き抜く資質・能力の育成（２年次） 

統括指導主事 長町 正弘 

指導主事 海老沼 寛之、大山 聡、吉野 早織、徳永 政雄、三村 徹 

教員研究生 

墨田区立二葉小学校     主任教諭 櫻井 文子 

江東区立豊洲北小学校      教諭 小野 優  

江東区立南砂小学校     主任教諭 横山 友美 

世田谷区立下北沢小学校   主任教諭 髙橋 裕也 

研究及び検証協力校 

千代田区立和泉小学校 

中央区立佃島小学校 

文京区立千駄木小学校 

台東区立富士小学校 

墨田区立隅田小学校 

品川区立第三日野小学校 

目黒区立宮前小学校 

大田区立梅田小学校 

豊島区立仰高小学校 

荒川区立瑞光小学校 

練馬区立大泉南小学校 

足立区立千寿双葉小学校 

足立区立北三谷小学校 

足立区立伊興小学校 

葛飾区立渋江小学校 

葛飾区立南綾瀬小学校 

江戸川区立小松川小学校 

江戸川区立下小岩第二小学校 

八王子市立第一小学校 

小平市立小平第四小学校 

台東区立御徒町台東中学校 

江東区立深川第四中学校 

江東区立深川第五中学校 

渋谷区立渋谷本町学園中学校 

世田谷区立駒沢中学校 

北区立赤羽岩淵中学校 

板橋区立赤塚第二中学校 

練馬区立開進第二中学校 

足立区立伊興中学校 

江戸川区立南葛西第二中学校 

八王子市立南大沢中学校 

町田市立小山田中学校 

小平市立上水中学校 

東村山市立東村山第五中学校 

狛江市立狛江第二中学校 

武蔵村山市立第四中学校 

都立美原高等学校 

都立目黒高等学校 

都立国際高等学校 

都立鷺宮高等学校 

都立富士高等学校 

都立西高等学校 

都立稔ヶ丘高等学校 

都立文京高等学校 

都立飛鳥高等学校 

都立両国高等学校 

都立城東高等学校 

都立成瀬高等学校 

都立山崎高等学校 

都立秋留台高等学校 

都立府中高等学校 

都立国立高等学校 

都立大島高等学校 
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○東京都公立幼稚園５歳児の運動能力に関する調査研究 

統括指導主事 井上 龍夫  

指導主事 先﨑 達彦、岡 文也、渡辺 賢志  

協議委員 東京学芸大学          教授 吉田 伊津美  

調査委員  

文京区立柳町幼稚園           副園長 前田 宏子 

墨田区立曳舟幼稚園           副園長 森田 浩子 

台東区立清島幼稚園          主任教諭 吉澤 尚子 

練馬区立光が丘さくら幼稚園      主任教諭 篠原 直子 

江戸川区立船堀幼稚園         主任教諭 鈴木 晶子 

教育庁指導部義務教育指導課      指導主事 久家 さや加 

教職員研修センター研修部授業力向上課 指導主事 佐々木 勝世 

調査協力園 

千代田区立麹町幼稚園 

千代田区立九段幼稚園 

千代田区立番町幼稚園 

千代田区立お茶の水幼稚園 

千代田区立千代田幼稚園 

千代田区立昌平幼稚園 

千代田区立いずみこども園 

千代田区立ふじみこども園 

港区立芝浦幼稚園 

港区立中之町幼稚園 

新宿区立市谷幼稚園 

新宿区立早稲田幼稚園 

新宿区立西戸山幼稚園 

文京区立明化幼稚園 

文京区立柳町幼稚園 

文京区立後楽幼稚園 

台東区立竹町幼稚園 

台東区立清島幼稚園 

台東区立田原幼稚園 

台東区立育英幼稚園 

墨田区立緑幼稚園 

墨田区立八広幼稚園 

墨田区立曳舟幼稚園 

江東区立第五砂町幼稚園 

江東区立南陽幼稚園 

江東区立ひばり幼稚園 

品川区立第一日野幼稚園 

品川区立八潮わかば幼稚園 

目黒区立みどりがおかこども園 

目黒区立ひがしやま幼稚園 

世田谷区立塚戸幼稚園 

渋谷区立広尾幼稚園 

渋谷区立千駄谷幼稚園 

渋谷区立山谷幼稚園 

中野区立かみさぎ幼稚園 

杉並区立高円寺北子供園 

杉並区立成田西子供園 

豊島区立西巣鴨幼稚園 

豊島区立南長崎幼稚園 

豊島区立池袋幼稚園 

北区立さくらだ幼稚園 

荒川区立南千住第二幼稚園 

荒川区立町屋幼稚園 

板橋区立高島幼稚園 

板橋区立新河岸幼稚園 

練馬区立北大泉幼稚園 

練馬区立光が丘さくら幼稚園   

足立区立鹿浜こども園 

葛飾区立飯塚幼稚園 

葛飾区立水元幼稚園 

江戸川区立小松川幼稚園 

江戸川区立船堀幼稚園 

府中市立矢崎幼稚園 

府中市立小柳幼稚園 

日野市立第四幼稚園 
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