
 

 

2020.2.29(土) 
10:00～16:30  

 
令和元年度 

滋賀大学大学院教育学研究科 

高度教職実践専攻(教職大学院) 

研究成果報告会・中間報告会 
 

滋賀大学教職大学院は本年度の３月に２回目の修了生を送り出します。 

研究成果報告会では、本年度修了予定者が教職大学院での２年間の研

究成果を報告します。研究成果中間報告会では、１年次の現職教員学生

が１年間の研究成果を中間報告します。学校関係者の皆様、教職大学院

に関心をお持ちの方々のご参加をお待ちしております。    

 

 

 10:00-10:10 開会挨拶 

 

 

学校経営力開発コース 

10:10-12:20 第１講義室 

【研究成果中間報告会】 

（現職教員院生１年次生） 

13:30-16:00 第１講義室 

【研究成果報告会】 

（現職教員院生２年次生） 

 

 

教育実践力開発コース 

10:10-12:00 第６･９講義室 

【研究成果報告会】 

（学部新卒院生２年次生） 

13:30-16:10 第６講義室 

【研究成果報告会】 

（現職教員院生２年次生） 

13:30-16:30 第９講義室 

【研究成果中間報告会】 

（現職教員院生１年次生） 

 

  

《場所》 

滋賀大学大津キャンパス 

研究棟    

                        

《問い合わせ先》 
滋賀大学教育学部教務係 
滋賀県大津市平津 2-5-1  
kyomu@edu.shiga-u.ac.jp 
TEL 077-537-7860 
FAX 077-537-7861 
 
 

 

１階：第１講義室 
２階：第６・第９講義室 



研究成果報告会・研究成果中間報告会実施要領 

令和元年 12月 5日 

 

１．日時・場所 

  令和２年２月２９日（土） １０時 ～ １６時３０分 

  滋賀大学大津キャンパス研究棟 

 

２．プログラム 

  ①受  付  ９：３０ ～ １０：００ 研究棟入口 

  ②開会挨拶 １０：００ ～ １０：１０ １階第１講義室 

  ③報  告 １０：１０ ～ １６：３０ 会場はコース別（以下のとおり） 
 

  ◆学校経営力開発コース １階第１講義室 

【研究成果中間報告会】（現職教員院生 1 年次生） 

 10:10-10:20 進行挨拶及び趣旨説明 

 発表（質疑応答等を含む） 発表者 

経 1-1 10:20-10:40 
1519401 
大久保 勝史（大津市立打出中学校） 

経 1-2 10:40-11:00 1519402 
谷 純子（大津市立瀬田北中学校） 

経 1-3 11:00-11:20 1519403 
手島 剛也（草津市立高穂中学校） 

 （11:20-11:30） （休   憩） 

経 1-4 11:30-11:50 
1519404 
中尾 一美（彦根市立稲枝北小学校） 

経 1-5 11:50-12:10 
1519405 
菱沼 由美（野洲市立中主中学校） 

 12:10-12:20 全体質疑･講評 

 （昼食・休憩） 

 【研究成果報告会】（現職教員院生 2 年次生） 

 13:30-13:40 進行挨拶及び趣旨説明 

 発表（質疑応答等を含む） 発表者 

経 2-1 13:40-14:00 
1518401 
大崎 寿（守山市立吉身小学校） 

経 2-2 14:00-14:20 
1518402 
川端 清司（彦根市立佐和山小学校） 

経 2-3 14:20-14:40 
1518403 
沢村 志穂（長浜市立長浜南小学校） 

 （14:40-14:50） （休   憩） 

経 2-4 14:50-15:10 
1518404 
中谷 諭（東近江市立八日市南小学校） 

経 2-5 15:10-15:30 
1518405 
橋本 三左（栗東市立大宝東小学校） 

経 2-6 15:30-15:50 
1518406 
柳内 祐樹（近江八幡市立八幡中学校） 

 15:50-16:00 全体質疑･講評･本会場閉場挨拶 
       

 ・自由に会場（教室）を移動してご覧ください。 
       ・昼食は各自でご用意ください。 
       ・昼食場所は会場の教室などをご利用ください。 
              ・題目については追ってＨＰでお知らせします。  



◆教育実践力開発コース 

           【会場１】２階第６講義室      【会場２】２階第９講義室 

 【研究成果報告会】 
（学部新卒院生 2 年次生） 

【研究成果報告会】 
（学部新卒院生 2 年次生） 

10:10-10:20 進行挨拶及び趣旨説明 

発表 
（質疑応答等を含む） 発表者 

10:20-10:40 
実 2-7 

1518413 
伊藤 尚也 

実 2-11 
1518417 
福井 駿 

10:40-11:00 
実 2-8 

1518414 
井上 正英 

実 2-12 
1518418 
松村 響子 

11:00-11:20 
実 2-9 

1518415 
黒川 和志 

実 2-13 
1518419 
三橋 祐亮 

（11:20-11:30） （休   憩） 

11:30-11:50 
実 2-10 

1518416 
平木 雅登 

実 2-14 
1518420 
吉川 健太 

11:50-12:00 全体質疑･講評 

（昼食・休憩） 

 【研究成果報告会】 
（現職教員院生 2 年次生） 

【研究成果中間報告会】 
（現職教員院生１年次生） 

13:30-13:40 進行挨拶及び趣旨説明 

発表 
（質疑応答等を含む） 発表者 

13:40-14:00 
実 2-1 

1518407 
九重 昇一郎（大津市立田上小学校） 

実 1-1 
1519406 
淺野 智子（守山市立明富中学校） 

14:00-14:20 
実 2-2 

1518408 
長澤 和馬（豊郷町立豊日中学校） 

実 1-2 
1519407 
井上 順子（高島市立安曇川中学校） 

14:20-14:40 
実 2-3 

1518409 
西山 晶博（大津市立瀬田北中学校） 

実 1-3 
1519408 
井ノ尾 大（甲賀市立希望ヶ丘小学校） 

（14:40-14:50） （休   憩） 

14:50-15:10 
実 2-4 

1518410 
三浦 知也（草津市立草津第二小学校） 

実 1-4 
1519409 
神谷 信広（近江八幡市立八幡西中学校） 

15:10-15:30 
実 2-5 

1518411 
村田 俊宏（湖南市立石部小学校） 

実 1-5 
 1519410 
廣田 真由子（東近江市立能登川中学校） 

15:30-15:50 
実 2-6 

1518412 
山本 真由美（甲賀市立大野小学校） 

実 1-6 
1519411 
松田 愛（栗東市立大宝東小学校） 

15:50-16:10 全体質疑･講評･本会場閉場挨拶 
実 1-7 

1519412 
松波 和樹（長浜市立長浜北小学校） 

16:10-16:30  全体質疑･講評･本会場閉場挨拶 

   
・自由に会場（教室）を移動してご覧ください。 

  ・昼食は各自でご用意ください。 
  ・昼食場所は会場の教室などをご利用ください。 
  ・題目については追ってＨＰでお知らせします。 

 


