
令和４年度 授業力向上アドバイザー 講師 

 

＜国語＞ 米 田   猛（こめだ たけし）     [富山大学名誉教授・奈良教育大学特任准教授］ 

昭和 28年７月奈良県出身。 

      平成10年４月～奈良県教育委員会事務局教職員課管理主事 

      平成12年４月～奈良県教育委員会事務局学校教育課指導主事 

      平成15年４月～富山大学教育学部教授 

      平成17年10月～富山大学人間発達科学部教授（発達教育学科長、平成19年３月まで） 

            平成19年４月～   同上 （学部長補佐、平成21年３月まで） 

平成19年７月～   同上 （附属人間発達科学研究実践総合センター長、平成20年３月まで） 

平成21年３月～   同上 （副学部長、平成22年３月まで） 

      平成18年度～富山県中学校教育研究会「授業力向上のためのアドバイザー配置事業」国語アドバイザー 

      平成20年度 富山県中学校教育研究会「学力診断サポート事業」アドバイザー 

      平成22年４月～富山大学人間発達科学部附属中学校長（平成26年３月まで） 

      平成31年３月 富山大学定年退職 

      平成31年４月 奈良教育大学特任准教授 

      主な研究テーマ 

        １ 国語科表現指導に関する研究 

        ２ 国語科カリキュラム開発に関する研究 

        ３ 国語科教育における評価に関する研究 

       主な著書 

        『「説明力」を高める国語の授業』（明治図書 2006.3） 

        『「言語文化」の学習指導考究』 （溪水社 2018.9） 

 

＜社会＞  米 田  豊（こめだ ゆたか）  ［兵庫教育大学名誉教授］ 

          昭和 30年 12月 奈良県出身。 

            平成 8年４月～奈良県教育委員会事務局学校教育課指導主事 

      平成12年４月～橿原市教育委員会事務局教育指導部学校教育課指導主事（課長補佐） 

      平成18年４月～兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 

      平成21年４月～兵庫教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻長 

      平成27年６月～兵庫教育大学副理事 

      平成18年４月～神戸市教育委員会「わかる授業推進プラン」委員（平成22年３月まで） 

      平成21年４月～明石市教育委員会スーパーバイザー（社会科教育、人権教育） 

      平成28年４月～兵庫教育大学副学長 

      平成30年４月～兵庫教育大学理事・副学長 

平成31年４月～兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 

令和 3年４月～兵庫教育大学名誉教授 

       主な研究テーマ 

        １ 社会科授業構成理論に関する研究 

        ２ 校内授業研究推進に関する研究 

        ３ 社会認識教育としての人権教育に関する研究 

       主な著書 

        『「習得・活用・探究」の社会科授業＆評価問題プラン』（明治図書 2011.6） 

        『活動あって学びあり！ 小学校社会科アクティブ・ラーニング21の授業プラン』 

（明治図書 2016） 

        『主体的に学習に取り組む態度』を育てる社会科授業づくりと評価』（明治図書 2121） 

 

＜数学＞ 清  水  静  海（しみず しづみ）   ［帝京大学大学院教職研究科・研究科長・教授］ 
昭和 24年６月長野県出身 

      昭和56年１月～愛知教育大学助教授 
      昭和59年４月～文部省初等中等局小学校課教科調査官 
      平成３年９月～筑波大学教育系助教授 

      平成15年５月～中央教育審議会専門委員(平成20年3月まで) 
      平成16年４月～筑波大学大学院人間総合科学研究科助教授 
      平成18年度～富山県中学校教育研究会「授業力向上のためのアドバイザー配置事業」数学アドバイザー 

      平成19年４月～筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 
      平成19年度  富山県中学校教育研究会「学力診断サポート事業」アドバイザー 



      平成21年４月～帝京大学文学部教育学科准教授 
      平成22年４月～帝京大学文学部教育学科教授  

      平成22年４月～帝京大学教育学部教授、教職大学院教授 
平成24年４月～帝京大学教育学部初等教育学科長(平成28年３月まで)・教授、教職大学院教授 

      平成27年12月～中央教育審議会専門委員(平成29年3月まで) 

平成29年４月～帝京大学図書館長(八王子キャンパス)、教育学部教授、教職大学院教授 
平成31年４月～帝京大学大学院教職研究科・研究科長・教授 

       主な研究テーマ 

        １．算数・数学教育の理念・カリキュラムに関する研究 
        ２．算数・数学教育の歴史研究 

主な著書 

        編著「中学校数学科教育実践講座』(全10巻)」（2003、ニチブン） 
編著「小学校算数 学力向上をめざす少人数授業の展開 全６巻」（東洋館出版社 2004） 
編著「平成20年改訂 中学校教育課程講座 数学』（ぎょうせい，2009） 

 

＜理科＞ 神   孝 幸（じん たかゆき）［国立教育政策研究所  教育課程研究センター 

学力調査官･教育課程調査官］ 

昭和47年11月 青森県出身 

            平成７年４月～青森県内公立高等学校 教諭 

平成20年４月～青森県総合教育センター 高等教育課 指導主事 

      平成24年４月～青森県内公立高等学校 教諭 

      令和３年４月～国立教育政策研究所 学力調査官、教育課程調査官 

       主な著書 

        編著「資質・能力」を育む高校化学 探究で変える授業実践」（化学同人 2019） 

編著「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料【高等学校 理科】 

（国立教育政策研究所 2021） 

編著「高等学校学習指導要領（平成三十年告示）解説 理科編 理数編 2019」 

 

＜英語＞ 阿 野 幸 一（あの こういち）［文教大学国際学部国際理解学科 教授］ 

                     ［文教大学大学院国際学研究科 教授］ 

      昭和 36年 5月 埼玉県出身 

昭和 61年 4月～埼玉県立高等学校・中学校 教諭 

      平成 17年 4月～茨城大学 大学教育センター 専任講師 

      平成 19年 4月～文教大学国際学部 准教授 

      平成 24年 4月～文教大学国際学部 教授（現在に至る） 

      平成 20年 4月～NHKラジオ講座『基礎英語３』講師（平成 25年 3月まで） 

平成 25年 4月～NHKラジオ講座『基礎英語２』講師（平成 28年 3月まで）。 

平成 29年 4月～NHKテレビ高校講座『コミュニケーション英語Ⅰ』講師（現在に至る） 

       主な研究分野 英語教育（主に指導方法と教材開発）、応用言語学 

       主な著書 

中学校検定教科書『NEW HORIZON English Course 1・2・3』（令和 3年版）（東京書籍）編集代表 

中学校検定教科書『NEW HORIZON English Course 1・2・3』（平成 28年版）（東京書籍）編集委員 

小学校検定教科書『NEW HORIZON Elementary English Course 5・6』（令和 2年版）（東京書籍）編集代表 

文部科学省高校検定教科書『All Aboard! Communication English Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』（平成 25年版）（東京書

籍）編集委員 

『ニューホライズン英和辞典 第 9版』編集委員（東京書籍、2020） 

『ニューホライズン和英辞典 第 6版』編集委員（東京書籍、2020） 

『フェイバリット英和辞典 第 4版』編集委員（東京書籍、2021） 

『小学校英語 はじめの一歩：授業づくりのポイント』（大修館書店、2019） 

『若手英語教師のためのお悩み解決 BOOK』（大修館書店、2017） 

『使いこなし 中学英文法「シチュエーション」で要点をつかむ』（NHK出版、2018） 

『使いこなし 基本英単語「ストーリー」で記憶に残す』（NHK出版、2018） 



『みんなの楽しい英文法－「スタンプ例文」でわかる英語の基本』（NHK出版、2014） 

『日々の英語授業にひと工夫』（大修館書店、2011） 

『英語授業ハンドブック＜高校編＞DVD付』共編著（大修館書店、2012） 

 

     入之内 昌 徳（いりのうち まさのり）［国立教育政策研究所 教育課程研究センター 教育

課程調査官（併任）文部科学省初等中等教育局 教育

課程課 外国語教育推進室 教科調査官］ 

 昭和 49年 11月  茨城県出身 

平成 17年 4月～ 茨城県内公立中学校 教諭 

           平成 26年 4月～ 笠間市教育委員会指導室 指導主事 

      平成 30年 4月～ 茨城県教育庁学校教育部義務教育課 指導主事 

      令和 4年  4月～ 現職 

 

＜音楽＞ 齊 藤 忠 彦 (さいとう ただひこ) [信州大学教育学部教授] 

昭和39年７月 長野県出身 

            昭和62年４月～長野県内公立中学校 教諭 

平成11年４月～信州大学教育学部 講師 

      平成13年４月～信州大学教育学部 助教授，准教授 

      平成26年４月～信州大学教育学部 教授（現在に至る） 

      平成28年４月～信州大学教育学部附属長野小学校・中学校・特別支援学校 校長（～平成30年３月） 

       主な研究テーマ 

        １ 音楽科の存在意義 

        ２ 音楽科教材開発（ICTの活用を含む） 

        ３ 感性の育成に関わる研究 

       主な著書 

        『新版 中学校・高等学校教員養成課程 音楽科教育法』編著（教育芸術社 2019.11） 

 

＜美術＞ 平 田 朝 一（ひらた ともかず）［文化庁 参事官（芸術文化担当）付 教科調査官］ 

［文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官］ 

［国立教育政策研究所教育課程研究センター  

教育課程調査官］ 

平成 6年4月～ 岡山県内公立中学校 教諭 

            平成24年4月～ 岡山県総合教育センター教科教育部 指導主事 

（小学校図画工作科、中学校美術科、高等学校芸術科担当） 

令和 2年4月～ 岡山県内公立中学校 指導教諭 

      令和 3年4月～ 現職 

       

＜保健体育＞ 佐 藤   豊（さとう ゆたか）[桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部 
スポーツ教育学科 教授］ 

昭和61年～神奈川県教育委員会主事 

            昭和63年～神奈川県公立高等学校教諭 

            平成 8年～神奈川県主任主事 

            平成10年～神奈川県公立高等学校教諭 

            平成16年～神奈川県教育委員会教育局保健体育課(兼務)指導主事 

            平成18年～国立教育政策研究所教育課程調査官 

                      (併任)文部科学省スポーツ・青少年局企画・体育課教科調査官 

      平成23年～鹿屋体育大学教授 

      平成28年～桐蔭横浜大学教授 

              主な研究テーマ  

学習指導要領、体育科教育、運動部活動、諸外国のカリキュラム検討、学習評価 

スポーツ行政、教育委員会支援システム、体育理論、単元構造図、ＩＣＴ活用等 

研究課題 

        大学、教育委員会、学校をつなぐ広域連携ネットワーク、単元構造図、保健体育学習評価、ICT活用 

       主な著書 

・楽しい体育理論の授業をつくろう（佐藤豊、友添秀則編著） 2011．8 大修館書店 



・体つくり運動アプリ・プログラム 2014.3 http://www.karadatsukuri.jp/  

     ・平成２９年版中学校新学習指導要領の展開 保健体育編. 佐藤 豊 編著  明治図書 2017.9 

     ・ワンダフル・スポーツ(2019-2022)版 2018.12 新学社、監修、責任編集 

・評価事例＆評価規準例が満載！中学校保健体育新３観点の学習評価完全ガイドブック編著 2021.6 

・児童生徒の1人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集(スポーツ庁委託事業) 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1398875_00001.htm 

 
＜技術＞ 渡 邊 茂 一（わたなべ しげかず）［文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官] 

［  （併）   情報教育振興室 教科調査官］ 
［国立教育政策研究所教育課程研究センター 

研究開発部 教育課程調査官］ 

平成 13年 4月～ 神奈川県相模原市内公立中学校 教諭 

           平成 26年 4月～ 相模原市教育委員会教育センター 指導主事 

（中学校技術・家庭科技術分野、小中情報教育、教育の情報化担当） 

      令和 4年 4月～ 現職 

 

＜道徳＞ 澤 田 浩 一 (さわだ こういち) ［國學院大學 文学部 教授］ 

      昭和33年11月  茨城県出身 

            昭和59年4月～ 茨城県公立高等学校教諭（公民科、地理歴史科） 

            平成22年4月～ 国立教育政策研究所教育課程調査官 

             （中学校道徳教育、高等学校公民科公共・倫理、高等学校道徳教育担当） 

      平成31年4月～ 現職 

主な著書 「道徳的諸価値の探究」（学事出版 2020.11） 

 

     柴 原 弘 志（しばはら ひろし) ［京都産業大学現代社会学部現代社会学科 教授］ 

平成4年～ 京都市教育委員会学校指導課並びに京都市永松記念教育センター指導主事 

平成12年 文部省「中学校道徳教育推進指導資料」作成協力員 

      平成13年 文部科学省「心のノート」（仮称）編集委員 

      平成13年～文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官 

           国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育課程調査官 

      平成18年 京都市総合教育センター 副所長 

      平成19年～京都市下京中学校 校長 

      平成20・29年 文部科学省「中学校学習指導要領解説 道徳編」作成協力員 

      平成22年～京都市教育委員会 指導部長（京都市教育相談総合センター所長（兼職） 

      平成26年 中央教育審議会道徳教育専門部会主査代理 

      平成27年～京都産業大学 教授 

           道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議副座長 

      平成28年 中央教育審議会初等中等教育分科会専門委員 

       主な著書 

        『板書＆指導案でよくわかる！ 中学校の道徳授業 35時間のすべて』（明治図書 2019） 

        『中学校 新学習指導要領 道徳の授業づくり』（明治図書 2018） 

        『アクティブ・ラーニングを位置付けた中学校「特別の教科道徳」の授業プラン』（明治図書 2017） 

        『中学校 新学習指導要領の展開 特別の教科 道徳編』（明治図書 2016） 

        『「私たちの道徳」完全活用ガイドブック』（明治図書 2015） 

        『新教育課程の授業と評価 公民』（学事出版 2005） 

        『教師の授業力アップのために 研究授業 中学校道徳』（明治図書 2005） 

        『高等学校公民科 指導と評価』（清水書院 2003） 

 

＜特活＞ 島 田 光 美 (しまだ みつよし) [日本体育大学体育学部 兼任講師] 
       昭和30年10月  埼玉県出身 

       昭和53年４月～ 埼玉県公立中学校教員  

         平成16年～   埼玉県北本市教育委員会主幹兼指導主事、副課長 

         平成22年～   埼玉県公立中学校校長 

         平成28年４月～ 現職 

        主な著書  

「平成29年改訂  中学校教育課程実践講座 特別活動」共編著（ぎょうせい 2018.2） 

         「中学校担任がしなければならない 学級づくり 12か月 ［２年］」共編著（明治図書2011.1） 



              「中学校担任がしなければならない 進路指導の仕事 12か月」編集協力（明治図書 2010.6） 

 

＜特別支援＞  村 中 智 彦 (むらなか ともひこ) [上越教育大学愛学院学校教育研究科 教授] 
         昭和46年４月19日 広島県出身 

                学歴 

平成８年３月 広島大学大学院学校教育研究科障害児教育専攻修了 修士（教育学） 

平成成28年３月 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 博士（学校教育学） 

職歴 

平成８年４月 社会福祉法人広島市社会福祉事業団広島市北部障害者デイサービスセンター指導員 

平成９年４月 上越教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター助手 

平成19年１月 国立大学法人上越教育大学障害児教育実践センター講師 

平成24年12月 上越教育大学大学院学校教育研究科准教授 

平成28年９月 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科准教授 資格変更Dマル合判定（現在に至る） 

平成31年４月 上越教育大学大学院学校教育研究科教授（現在に至る） 

専門分野，研究領域 

知的障害や自閉症スペクトラム障害、情緒障害のある子どもたち 

指導法、行動分析学、学習心理学 

              近年の著書（共著） 

教職課程演習Q & A （協同出版，2021） 

知的障害／発達障害／情緒障害の教育支援ミニマムエッセンス （福村出版，2021） 

学校心理学ケースレポートハンドブック （風間書房，2020） 

行動分析学事典 （丸善出版，2019） 

わかりやすく学べる特別支援教育と障害児の心理・行動特性 （北樹出版，2018） 

発達障害事典 （丸善出版，2016） 

 

＜保健＞ 高 柳 佐土美（たかやなぎ さとみ）[東京女子体育大学体育学部体育学科・東京女子体育

短期大学 教授]  
  [学歴] 

     昭和 57年 3月  千葉大学教育学部養護教諭養成課程卒業 

     平成 27年 3月  千葉大学大学院教育学研究科学校教育科学専攻教育発達支援科修了（教育学修士） 

     ［職歴・社会における活動］ 

     昭和 56年 4月～ 千葉市内小学校・中学校養護教諭 

     平成 29年 4月～ 千葉大学教育学部附属中学校養護教諭 

     平成 30年 4月～ 東京女子体育大学体育学部体育学科・東京女子体育短期大学 教授現職 

     平成 28月 4月～ 千葉県学校保健学会評議員 

     令和元年 4月～  東京都国立市福祉協議会理事 

     令和 2年 4月～  東京都国立市保健福祉センター運営協議会委員 

令和 2年 4月～  東京女子体育大学キャリア支援課キャリア支援部長（2年間） 

令和 3年 4月～  東京女子体育大学健康管理センター所長（現在） 

     令和 3年 4月～  東京都国立市福祉協議会ハラスメント委員会委員 

     ［研究分野・受賞］ 専門：学校保健、保健科教育、養護教諭 

      平成 25年    70周年記念学校保健功労者文部科学大臣表彰受賞 

     平成 23年    文部科学省科学研究費助成事業（奨励研究）「中学校における薬教育のための指導資料及

び教材の開発研究」 

     平成 24年    文部科学省科学研究費助成事業（奨励研究）「養護教諭の行う特別支援教育」 

       平成 27年   文部科学省科学研究費助成事業（奨励研究）「ＢＬＳ技能向上に向けた指導資料などの開 

発と研修のための基礎研究」 

            平成 28年    文部科学省科学研究費助成事業（奨励研究）「整形外科医による運動器健診結果からみる 

今後の検診の方向性に関する研究」 

      ［主な著書］ 

            令和 3年 3月   「小象の元気！で行こう」千葉県高等学校道徳教育副教材に採択(NPO生活習慣病を考え 

る市民と医療者の会(2022.3)千葉日報連載 

令和 3年 10月  学校教育の現代的課題と養護教諭  (大学図書 2022.10) 


