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学士（文学）

学位取得年月
出身地

昭和52（1977）年3月
岩手県

専門分野

19世紀英文学、英語教育

担当科目

基礎英語、応用英語、展開英語、教養演習

所属学会

言語人文学会

長期研究テーマ
短期研究テーマ

１

英語指導における形成的評価研究

２

未来学概論研究（進路指導の観点から）

初年次学生の英語導入教材の開発・実践研究～Active Learning を効果的に行うために～

1年以内に発表予
定の研究業績

研究業績

（2018年3月末日現在）

【その他の執筆】
1
2
3
4

昭和56・57・58年度文部省・岩手県教育委員会指定

高等学校学習習熟度別指導研究校

「岩手県立伊保内高等学校研究報告書」英語領域、1983.10月、55 - 86頁
第4回東北大学高等教育フォーラム報告書「新時代の大学教育を考える（３）～高校英語教
育の現状と東北大学における英語教育～」講評、2006.12月、94 - 96頁
「祈り ～東日本大震災の記録と手記～」（岩手県高等学校校長協会編集）2013．1月、4147頁
未来学概論シリーズ（出前講義用テキスト） 2014-2015-2016-2017-2018

【学会発表】
1

言語人文学会（平成27年8月

岩手大学会場）

導要領をふまえた英語指導における高大連携～

【教職歴】
1

岩手県立盛岡第一高等学校 1977.4 – 1980.3

2

岩手県立伊保内高等学校 1980.4 – 1986.3

“What’s our mission?”～高等学校新学習指

3

岩手県立盛岡北高等学校 1986.4 – 1995.3

4

岩手県立釜石南高等学校 1995.4 – 2000.3

5

岩手県立盛岡第一高等学校 2000.4 – 2007.3

6

岩手県立久慈高等学校（副校長） 2007.4 – 2010.3

7

岩手県立大船渡高等学校（校長） 2010.4 – 2012.3

8

岩手県立花巻北高等学校（校長） 2012.4 – 2014.3

9

富士大学

教授2014.4

10

富士大学

硬式野球部部長

11

富士大学

国際交流センター長 2016.4 – 2017.3

12

北東北大学野球連盟

–
2016.2 –

理事長 2016.12–

【内外における公開講座等の講師】
1.社会人対象：

共通テーマ「企業人としてのあり方」
ベネッセコーポレーション東北支社（2014.3月）

2.大学関係者・教育委員会、校長対象：

共通テーマ「高校の進路指導と高大連携のあり方」

岩手大学（2005.10月）、岩手県立大学（2006.5月）、岩手医科大学（2006.6月・2008.6
月）、山形大学（2006.10月・2009・10月）、
岩手県校長協会進路指導部会（2005.10月）
いわて高等教育コンソーシアム「基調講演」（2013.2月）
3.高校教員等対象：

共通テーマ「進路達成に向けての進路指導体制とその実践」
① ＜2005年度～2006年度、盛岡第一高等学校

進路指導主事＞

佐賀県進路指導部会、長崎県立長崎西高校、北海道地区進学研究会（学研主催）、青森県立
弘前高校、青森県高教研進路指導部会、福島県高教研進路指導部会、山形県立山形南高校、
山形県立山形東高校、東北ブロック進学研究会（ベネッセ主催）、全国進学指導研究会（ベ
ネッセ主催）、東大研究会（代ゼミ主催）、進学指導研究会（駿台主催）、宮城県気仙沼高
校、
② ＜2007年度～2009年度、久慈高等学校

副校長＞

東北大進学研究会（代ゼミ主催）、岡山県立岡山朝日高校、大阪進学研究会（駿台主催）、
埼玉県進学指導研究会（教育委員会主催）、山形県難関大学進学指導研究会（ベネッセ主
催）、山形県酒田東高校、山形県立米沢興譲館高校、山形県立寒河江高校、埼玉県立熊谷女
子高校、島根県進路部会、岡山県進学指導研究会（ベネッセ主催）、東京進学研究会（駿台
主催）、岩手県立盛岡第二高校、大阪府立天王寺高校、山形県立新庄北高校、福島県立福島
高校、福島県立安積高校、福井県進路指導部会、東京都八王子東高校、東北ブロック若手教
員研修会（ベネッセ主催）、岩手県立黒沢尻北高校、秋田県立秋田北高校、茨城県立竜ヶ崎
第一高校、岐阜県立可児高校、八戸工業大学附属第二高校、千葉県立東葛飾高校、青森県立
青森東高校、埼玉県立秩父高校、
③ ＜2010年度～2011年度、大船渡高等学校

校長＞

宮城県気仙沼高校、岩手県大学進学懇談会（2010,2011）、秋田県立秋田南高校

④ ＜2012年度～2013年度、花巻北高等学校

校長＞

私立花巻東高校、岩手県立葛巻高校、教員免許更新研修（総合教育センター主催、
2012,2013）、岡山県進学指導研究会（ベネッセ主催）、私立金光学園高校（岡山）、岡山
県立倉敷南高校、長崎県立奈留高校、岩手県進学専門委員会、私立岡山中学校・高等学校
4.生徒（高校生・中学生）対象：

共通テーマ「自分の進路を考える」

① ＜2005年度～2006年度、盛岡第一高等学校

進路指導主事＞

山形県立山形東高校、山形県立山形西高校
② ＜2007年度～2009年度、久慈高等学校

副校長＞

岩手県立大東高校、青森県立八戸北高校（2007、2009）、山形県立米沢興譲館高校、岩手
県立高田高校、岩手県立釜石南高校、埼玉県立熊谷女子高校、青森県立青森高校、茨城県立
土浦第一高校、茨城県立竜ヶ崎第一高校（2008、2009）、岩手県立千厩高校、久慈市立長
内中学校（2008,2009）、山形県立新庄北高校、岩手県立黒沢尻北高校、秋田県立秋田北高
校、岩手県立盛岡南高校、岩手県立盛岡北高校、岩手県立盛岡第一高校、岩手県立花巻北高
校、埼玉県立秩父高校、岩手県立盛岡商業高校
③ ＜2010年度～2011年度、大船渡高等学校

校長＞

岩手県立釜石高校、岩手県立久慈高校（2010,2011）、岩手県立千厩高校、岩手県立盛岡北
高校（2010,2011）、青森県立八戸西高校（2010,2013）、山形県立新庄北高校、秋田県立
秋田南高校
④ ＜2012年度～2013年度、花巻北高等学校

校長＞

私立花巻東高校、岩手県立葛巻高校（2012,2013）、岩手県立久慈高校（2012,2013）、青
森県立三本木高校、岩手県立盛岡北高校（2012,2013）、岩手県立大東高校、茨城県立土浦
第一高校、青森県立野辺地高校（2012,2013）、山形県立新庄北高校、北上市立和賀東中学
校、岩手県立大船渡高校（2012,2013）、花巻市立花巻北中学校、私立中央大学高校（東
京）、長崎県立奈留高校、神奈川県立秦野高校、岩手県立盛岡第一高校、岩手県立福岡高等
学校（2012,2013）、花巻市立南城中学校、岩手県立花巻北高校（2012,2013）
5.保護者、地域住民等対象：

共通テーマ「親としてのあり方」

① ＜2005年度～2006年度、盛岡第一高等学校

進路指導主事＞

福島県立福島高校、山形県立山形東高校、岩手県立盛岡第四高校、
② ＜2007年度～2009年度、久慈高等学校

副校長＞

岩手県立大東高校、山形県酒田東高校、岩手県立釜石南高校、青森県立青森高校、茨城県立
土浦第一高校、久慈市立大川目小学校、久慈市立長内中学校（2008,2009）、秋田県立秋田
北高校、岩手県立盛岡北高校（2012,2013）、
③ ＜2010年度～2011年度、大船渡高等学校

校長＞

手県立千厩高校、岩手県立盛岡北高校（2010,2011）、青森県立八戸西高校
（2010,2011）、岩手県立遠野高校、山形県立新庄北高校、大船渡市立大船渡第一中学校、
埼玉県立越谷北高校（被災地に学ぶ企画）

④ ＜2012年度～2013年度、花巻北高等学校

校長＞

岩手県立葛巻高校（2012,2013）、岩手県立盛岡北高校（2012,2013）、茨城県立土浦第一
高校、北上市立和賀東中学校、千葉県立船橋高校、長崎県立奈留高校、岩手県立一関第一高
校・中学校、花巻市立南城中学校、岩手県立花巻北高校（2012,2013）
6.講演・パネリスト・出前講義等
＜2014年度＞
共通テーマ：「未来学概論2014 ～生きることは、呼吸することではない。行動することである～」
岩手県立花巻北高校（4月保護者対象、6月保護者対象）、岩手県立黒沢尻北高校（6月保護
者対象、7月生徒対象、10月生徒対象）、岩手県立釜石高校（6月生徒対象）、岩手県立葛
巻高校（6月中学生・高校生・保護者対象）、盛岡市立高校（6月生徒・保護者対象）、岩
手県立盛岡北高校（6月生徒・保護者対象）、山形県立新庄北高校（6月生徒・保護者対
象）、岩手県立大船渡高校（6月生徒対象）、岩手県立久慈高校（7月生徒対象、11月生徒
対象）、長崎県進路指導主事研修会（7月長崎県進研協主催、校長・教員対象）、岩手県高
等学校授業力向上研修（8月岩手県教育委員会主催、教員対象）、九州ブロック東大研究会
基調講演（8月代々木ゼミナール主催、九州ブロック内高校教員対象）、WACE世界大会in
Kyoto

プレ大会パネリスト（8月教育関係者）、岩手県高教研学校保健部会中央支部研修

会（9月養護教諭等対象）、青森県立野辺地高校（9月生徒対象）、花巻市立東和中学校（9
月生徒・保護者対象）、熊本県進学指導研究会（10月進学指導担当教員対象）、山形県立
楯岡高校（10月生徒・保護者対象）、三重県教育委員会進学対策研修会（11月生徒・教員
対象）、青森県立弘前高校（11月保護者・教員対象）、岩手県立伊保内高校（12月生徒・
教員対象）、岩手県立一関第一高校（1月生徒・保護者対象）、茨城県立土浦第一高校（2
月生徒対象）山口県立下関南高校（2月生徒・保護者・教員対象）、岩手県立盛岡第二高校
（3月生徒対象）、岩手県立花巻南高校（3月生徒対象）、山形大学Academic Camp Spring
（3月、山形県内高校生生徒対象）
＜2015年度＞
共通テーマ：「未来学概論2015 ～生きることは、呼吸することではない。行動することである～」

新潟県立国際情報高校（4月生徒・教員対象）、岩手県立花巻南高校（5月保護者対象）、
岩手県立久慈高校（5月生徒・保護者対象）、岩手県立盛岡第一高校（5月生徒対象）、福
島県教育委員会主催進路指導研修（5月高校進路担当者対象）、岩手県立金ヶ崎高校（6月
生徒対象）、宮城進路研修会（ベネッセ主催、進路担当者対象）、岩手県立大船渡高校（6
月生徒対象）、岩手県立盛岡北高校（6月生徒・保護者対象）、岩手県立遠野高校（6月生
徒対象）、宮崎県立宮崎大宮高校（7月生徒・保護者対象）、青森県立弘前高校（7月生徒
対象）、岩手県高等学校授業力向上研修（8月岩手県教育委員会主催、高校教員対象）、山
形大学Academic Camp Summer（8月山形県内高校生対象）、岩手県立盛岡第一高校（9
月・11月生徒対象）、北上市立北上中学校（9月保護者対象）、山形県立酒田西高校（10月
生徒・教員対象）、岩手県立黒沢尻北高校（10月生徒・保護者対象）、岩手県立福岡高校
（10月生徒対象）、山形県立新庄北高校（10月生徒対象）、岩手県立一関第二高校（10月
生徒・保護者対象）、山形県立舘岡高校（10月生徒・保護者対象）、青森県立野辺地高校
（10月生徒対象）、宮城県岩ヶ崎高校（10月生徒対象）、山形県立米沢興譲館高校（11月
生徒・保護者・教員対象）、北東北3県5校合同進路研修会（11月教員対象）、長崎県立口
加高校（12月生徒・保護者対象）、長崎県立長崎西高校（12月教員対象）、岩手県立盛岡
第三高校（12月生徒対象）、千葉県立柏の葉高校（2月生徒・教員対象）、岩手県立一関第
一高校（3月生徒・教員対象）、茨城県立竜ヶ崎第一高校（3月生徒・教員対象）、日本中
等教育ネットワーク～中四国進路研修会～（3月中学・高校・大学各教員・ベネッセ職員対
象）
＜2016年度＞
共通テーマ：「未来学概論2016 ～生きることは、呼吸することではない。行動することである～」
新潟県立国際情報高校（4月生徒・教員対象）、岩手県立釜石高校（4月保護者対象）、高
知県立中村中・高等学校（5月生徒・保護者対象）、岩手県立花巻南高校（5月保護者対
象）、北上市中学校校長会（5月校長対象）、岩手県立大槌高校（5月生徒対象）、岩手県
立盛岡北高校（6月生徒・保護者対象）、山形県立新庄北高校（6月生徒・保護者対象）、
岩手県立盛岡第一高校（6月生徒対象）、岡山県立総社高校（7月教員対象）、山形大学
Academic Camp（8月生徒対象）、長崎県立長崎南高校（9月生徒・教員対象）、岩手県立
大船渡高校（9月生徒対象)、岩手県立黒沢尻北高校(10月生徒・保護者対象・3月生徒対
象）、山形県立酒田西高校（10月・12月生徒・教員・保護者対象）、山形県立山形東高校
（10月保護者対象）、広島県立基町高校（10月生徒対象）、青森県立野辺地高校(10月生徒
対象）、宮城県岩ヶ崎高校(10月生徒対象）、青森県立三本木高校(10月生徒・保護者対
象)、盛岡市立高校（11月生徒対象）、山形県立東桜館学館(11月・2月生徒・保護者対
象）、岩手県立盛岡第三高校（11月保護者対象）、山形県立米沢興譲館高校(11月生徒・保
護者対象）、茨城県立土浦第一高校(12月生徒対象）、三重県ハイパー講座（三重県教育委
員会主催、12月生徒対象)、花巻市立八重畑小学校（1月教員対象)、私立岡山中等・高等学
校（1月生徒・保護者対象）、山口県立下関南高校（2月生徒・保護者・教員対象）、岩手
県立一関第一高校（2月生徒対象）
〈2017年度〉
共通テーマ：「未来学概論2017 ～生きることは、呼吸することではない。行動することである～」

山形県立長井高校（4月保護者対象）、岩手県立花巻南高校（5月保護者対象）、岩手県立
久慈高校（5月生徒・保護者対象）、茨城県立土浦第一高校（5月保護者対象）、岩手県立
福岡高校（5月生徒対象）、新潟県立国際情報高校（6月生徒対象・教員対象）、山形県立
山形北高校（6月保護者対象）、岩手県立釜石高校（6月生徒対象）、山形県立新庄北高校
（6月生徒対象・保護者対象）、山形若手中堅進学指導者研究会（6月若手教員対象）、岩
手県立大槌高校（6月生徒対象）、葛巻町小中PTA連合会研修（7月保護者対象）、岩手県立
住田高校（7月生徒対象）、岩手県立盛岡第一高校（8月生徒対象）、山形県立酒田西高校
（9月生徒対象・保護者対象）、秋田県立湯沢高校（9月生徒対象）、岩手県立大船渡高校
（9月生徒対象）、岩手県立黒沢尻北高校（10月生徒対象）、岩手県立軽米高校（10月生徒
対象)、青森県立野辺地高校（10月生徒対象）、宮城県岩ヶ崎高校（10月生徒対象）、青森
県立弘前高校（11月保護者対象）、私立岡山中等・高等学校（11月保護者対象）、山形県
立東桜学館高校（11月生徒対象）、山形県立東桜学館中学校（11月生徒対象）、大学進学
セミナー（12月生徒・保護者対象）、山形県立酒田西高校（12月生徒対象）、大阪市立咲
くやこの花高校（12月生徒・保護者対象）、岩手県立盛岡第三高校（12月生徒対象）、岩
手県立山田高校（2月生徒対象）、山形県立寒河江高校（2月生徒対象）、岩手県立一関第
一高校（2月生徒対象）、岩手県立花巻北高校（3月生徒対象）、茨城県立土浦第一高校（3
月生徒対象）
【社会的活動】
1
2
3

英和・和英辞書編集協力員（ウィズダム、三省堂） 2006.8
岩手県高等学校文化連盟
英語弁論部会副部会長

英語弁論部会部会長
2011.4.1-2013.3.31

岩手県高等学校教育研究会
英語部会部会長

2010.4-2011.3

英語部会副部会長

2010.4-2012.3

2013.4-2014.3

2012.4-2013.3

4

花巻市奨学生選考委員会委員長

2012.4-2014.3

5

花巻市教育振興審議委員

6

岩手県高校体育連盟副会長

7

岩手県高校体育連盟陸上競技

副専門部長

8

岩手県高校野球連盟

2013.4-2014.3

9

岩手県校長協会ならびに全国校長協会教育課題検討委員会理事

10

いわて高等教育コンソーシアム(大学進学率の向上に関するPT) 2016.4-

2012.4-2014.3

副会長

2013.4-2014.3
2012.4-2014.3
2012.4-2014.3

教育機関誌（取材等による掲載）
・ VIEW21［高校版］（ベネッセ教育情報誌）,「クラス運営・進路学習のためのVIEW’s
method」、2001、4月号、6月号、 9月号、10月号、12月号、2月号
・ VIEW21［高校版］（ベネッセ教育情報誌）、「真のリーダー育成を目指して（２）」、
11

2006、2月号
・ VIEW21［高校版］（ベネッセ教育情報誌）、「地方公立高校の挑戦」、2008、6月号
・ VIEW21［高校版］（ベネッセ教育情報誌）、「生徒を学びへと向かわせるために」、
2010、4月号
・ VIEW21［高校版］（ベネッセ教育情報誌）、「グローバル社会へのパスポート」、
2010、臨時増刊号

12

高校生のための図書館活用講座（富士大学主催）

受賞暦
優秀授業表彰（富士大学）2017.9月

