プログラム
セッション 1A（A 会場 9:00〜10:20）
座⻑
1A_1

⼩野瀬

倫也（国⼠舘⼤学⽂学部）

⾼等学校化学におけるモデル構築の実態に関する研究（１）
―モデル活⽤に対する意識と実態について―
○宮坂 健太 (横浜国⽴⼤学) 坂井
平瀬

1A_2

真海（横浜国⽴⼤学教育学研究科）

健太郎（神奈川県⽴上溝南⾼等学校）和⽥

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

⾼等学校化学におけるモデル構築の実態に関する研究（２）
−協働学習を通じたモデル構築過程について−
○坂井 真海 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 宮坂

1A_3

和⽥

⼀郎（横浜国⽴⼤学）平瀬

森本

信也（横浜国⽴⼤学）

健太郎（神奈川県⽴上溝南⾼等学校）

理科学習における児童の思考と表現の構造に関する研究
○⼩⾕ 佳奈瑛 (横浜国⽴⼤学) 和⽥
⿑藤

1A_4

健太（横浜国⽴⼤学）

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

武（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部附属横浜⼩学校）

⼩学校理科授業における社会的相互作⽤過程を通じたメタ認知の形成過程に関する研究
○猪⼝ 達也 (横浜国⽴⼤学) 和⽥
⻑沼

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

武志（神奈川県三浦市⽴剣崎⼩学校）

セッション 1B（B 会場 9:00〜10:20）
座⻑
1B_1

寺本

貴啓（國學院⼤學）

中学校理科教科書における問いの特徴
−第 2 学年「電流とその利⽤」単元を事例として−
○森⽥ 貴友 (栃⽊県⼩⼭市⽴⼩⼭城南中学校) ⼈⾒

1B_2

⼩学校における理科学習の充実を⽬指して
−栃⽊県⼩学校理科教育研究⼤会の取組を通して−
○宇賀神 郁夫 (栃⽊県宇都宮市⽴横川東⼩学校)
⿊川 悦夫（栃⽊県宇都宮市⽴上河内⻄⼩学校）

8

久城（宇都宮⼤学）

1B_3

変数を吟味させてより妥当な仮説形成を図る⽅略に関する研究
―中学校「電気のエネルギー」の学習を事例に―
○栗原 頌太 (太⽥市⽴城⻄⼩学校) 栗原

1B_4

淳⼀（群⾺⼤学教育学部）

探究の過程の構造化に関する研究
−授業カンファレンスにおけるデザインベース構造化シートの活⽤を通してー
○吉⽥ 和気 (群⾺⼤学教育学部附属⼩学校) 益⽥
藤本

義博（国⽴教育政策研究所）半⽥

裕充（群⾺⼤学教育学部）

良廣（埼⽟県⽻⽣市⽴⽻⽣南⼩学校）

セッション 1C（C 会場 9:00〜10:20）
座⻑
1C_1

出⼝

明⼦（宇都宮⼤学教育学部）

理科の主体的な課題解決を⽀える⽣徒の⾃⼰効⼒感および集団効⼒感の実態
○岡本 遼太朗 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 加藤
浅利

1C_2

圭（横浜市⽴名瀬中学校）

⾼等学校⽣物における「⽣命の連続性」の理解と学習指導の課題
○伊東 眞由⼦ (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 加藤

1C_3

圭司（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部）

圭司（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部）

LPs を活⽤した評価課題を考案する⼿続きとその分析
ー「⼒と運動」概念を事例としてー
○⿃井 拓弥 (筑波⼤学⼤学院教育研究科) ⽚平

1C_4

克弘（筑波⼤学⼈間系）

⽇本の⽣徒の理科への⾃信が低い原因に関しての研究
―履修主義に着⽬して―
○良永 陽亮 (埼⽟⼤学教育学部) ⼩倉

康（埼⽟⼤学教育学部）
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セッション 1D（D 会場
座⻑
1D_1

寺前

9:00〜10:20）

洋⽣（秀明⼤学）

⼩学校における飼育⼩屋に係わる教員・児童の意識について
○⻑友 ⼤幸 (埼⽟学園⼤学⼈間学部) 鈴⽊
成⽥

1D_2

圭太（野⽥市⽴尾崎⼩学校）

育代（三鷹中原幼稚園）

バイオフィリアの概念を導⼊した環境教育の展開
―アメリカ・カナダの事例を中⼼として―
⼭本 容⼦ (筑波⼤学⼈間系)

1D_3

⽣命倫理について考えるワークショップの開発と評価
−ヒト受精卵へのゲノム編集を事例に考える−
樋江井 哲郎(⽇本科学未来館) ⽥中健(⽇本科学未来館) 濱五⼗鈴(⽇本科学未来館) 内⼭正登
(東京⼤学)

1D_4

⻑⾕川潤(⽇本科学未来館) 武藤⾹織(東京⼤学) 詫摩雅⼦(⽇本科学未来館)

持続可能な社会を考えるワークショップの開発
−まちづくりゲームの⽬標を変えることで持続可能性を体験−
沈 晨晨 (⽇本科学未来館) ⾼橋⿇美(⽇本科学未来館) 相川直美 (⽇本科学未来館)
詫摩雅⼦(⽇本科学未来館)

セッション 1E（E 会場 9:00〜10:20）
座⻑
1E_1

佐藤

寛之（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

⽣活科における植物を通した⽣命と成⻑への気付き
−第２学年「やさい」で扱われる植物教材を例に−
○岩間 淳⼦ (桐蔭横浜⼤学) 松原

1E_2

静郎（桐蔭横浜⼤学）

中学校および⾼等学校における“⽣物進化”の教材開発と実践
−かみね動物園内の霊⻑類のビデオ観察を通して−
酒井 くるみ (茨城⼤学⼤学院教育学研究科) 郡司晴元（茨城⼤学教育学部）

1E_3

「『カルピス』こども乳酸菌研究所プロジェクト」による⼦どもの学びに関する考察（１）
〜五感を通した学びの意義：学級担任による評価と⼦どもの活動分析から〜
○⼤貫 ⿇美 (⽩百合⼥⼦⼤学) 佐野
宮下

公美（アサヒ飲料株式会社）

孝広（⽩百合⼥⼦⼤学）
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1E_4

「⼈の体のつくりと働き」に関する教材とその活⽤を探る（１）
〜教職志望学⽣を対象とした調査から〜
○加藤 美由紀 (⽇本⼥⼦⼤学) ⼤貫

⿇美（⽩百合⼥⼦⼤学）

セッション 1F（F 会場 9:00〜10:20）
座⻑
1F_1

⼭下

修⼀（千葉⼤学教育学部）

市販の湯の華を⽤いた放射線教育⽤教材の開発
○柳瀬 綾花 (東京学芸⼤学⼤学院) 鎌⽥

1F_2

正裕（東京学芸⼤学）

静電気による放射性核種の捕集（２）
−霧箱⽤線源への利⽤−
○⼤⻄ 和⼦ (東京学芸⼤学) 鎌⽥

1F_3

正裕（東京学芸⼤学）

放射能鉱物標本に含まれる放射性核種が放つ α 線、β 線、γ 線の線量⽐の⼀定性についての
検討
○⽇野 義隆 (東京学芸⼤学教育学部) ⻘⼾
平⽥

1F_4

優花（東京学芸⼤学教育学部）

昭雄（東京学芸⼤学教育学部）

当該事故後５年半の⾸都圏理科教師の原発事故関連科学的知識・理解
平⽥ 昭雄 (東京学芸⼤学)
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セッション 2A（A 会場 10:40〜12:00）
座⻑
2A_1

柿沼

宏充（⽻⽣市⽴須影⼩学校）

理科における能動的な概念構築の実態とそれを促す教授⽅略に関する研究
○佐野 菜実 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 和⽥
宮村

2A_2

連理（東京都三鷹市⽴第⼆中学校）

ナラティヴ論に基づく理科授業における「主体的・対話的な学び」の意味に関する⼀考察
○⼤⽊ 裕未 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 和⽥
⻑沼

2A_3

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

武志（神奈川県三浦市⽴剣崎⼩学校）森本

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

信也（横浜国⽴⼤学）

社会的⽂脈を考慮した調整学習を通じた科学概念構築過程の視点からみたアクティブ・ラーニ
ングの具現化
○本間 崚太 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 和⽥
⻑沼

2A_4

武志（神奈川県三浦市⽴剣崎⼩学校）森本

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

信也（横浜国⽴⼤学）

「主体的・対話的で深い学び」を志向する科学的モデリングによる理科授業デザイン
○⼀ノ瀬 友輝 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 和⽥
平瀬

健太郎（神奈川県⽴上溝南⾼等学校）森本

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

信也（横浜国⽴⼤学）

セッション 2B（B 会場 10:40〜12:00）
座⻑
2B_1

栗原

淳⼀（群⾺⼤学）

⾃律性⽀援に着⽬した学習意欲を育む指導法の研究
○⻫藤 祐貴 (埼⽟⼤学教育学部) ⼩倉

2B_2

康（埼⽟⼤学教育学部）

単元の導⼊で⾃由な試⾏活動を⾏うことが問題発⾒・設定する⼒の育成に及ぼす効果
○⼩暮 建宏 (埼⽟県深⾕市⽴岡部⼩学校) ⼩倉

2B_3

康（埼⽟⼤学教育学部）

主体的で対話的で深い学びを促進する理科学習
ーディープ・アクティブラーニングの三つの視点からの考察ー
⼩林 和雄 (福井⼤学⼤学院教育学研究科)

2B_4

⼤学等の貸出教材を利⽤した授業実践
荻野 正彦 (さいたま市⽴⼟合中学校)
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セッション 2C（C 会場 10:40〜12:00）
座⻑
2C_1

加藤

圭司（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部）

平成 20 年版学習指導要領下の⼩学校理科学習に対する児童の印象と理科好きの関係
○清⽥ ⼤貴 (東京学芸⼤学) 中⼭

2C_2

凌輔（東京学芸⼤学）平⽥

昭雄（東京学芸⼤学）

中等理科学習に臨む⽣徒の学習動機に関する検討(2)
−学習単元および学習者の⽂系/理系による差異に着⽬して−
○⼤東 陽奈 (東京学芸⼤学教育学部) ⼩林
平⽥

2C_3

⼤和（東京学芸⼤学教育学部）

昭雄（東京学芸⼤学教育学部）

平成 20 年版学習指導要領下の初等理科教育における実験・観察と実⽣活との結びつきに関する
⼀考察
○中村 陽介 (東京学芸⼤学教育学部) ⼤塚
平⽥

2C_4

昭雄（東京学芸⼤学教育学部）

教員養成課程学⽣の理科学習と実験に対する意欲の実態
○利根川 翔 (上越教育⼤学院) 稲⽥

セッション 2D（D 会場
座⻑
2D_1

翼（東京学芸⼤学教育学部）

⻑友

結美（上越教育⼤学⼤学院）

10:40〜12:00）

⼤幸（埼⽟学園⼤学⼈間学部）

⾼校⽣を対象とした学校教育における森林環境教育の実践
−⾃然科学分野と社会科学分野の事例から−
安藤 愛 (筑波⼤学附属坂⼾⾼等学校)

2D_2

中学⽣に放射線の授業を実施して
ーその１ 授業の内容ー
○藤井 健司 (茗溪学園中学校⾼等学校) 齋藤

利⾏（⽇⽴市⽴助川中学校）

つくばエネルギー教育研究会
2D_3

中学⽣に放射線の授業を実施して
ーその２ 空間放射線量の測定と⽐較（福島と茨城）ー
○齋藤 利⾏ (⽇⽴市⽴助川中学校) 藤井

健司（茗渓学園中学校⾼等学校）

つくばエネルギー教育研究会
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2D_4

中・⼤連携による科学⼒向上プロジェクト
−複数校の⽣徒を対象とした取り組み−
○寺前 洋⽣ (秀明⼤学) 中川
⾦⼦

舜介（秀明⼤学）内潟

智⼦（⼋千代市教育委員会）遠藤

雅仁（⼋千代市⽴⼤和⽥中学校）

昭司（⼋千代市⽴村上中学校）

セッション 2E（E 会場 10:40〜12:00）
座⻑
2E_1

⼤貫

⿇美（⽩百合⼥⼦⼤学）

⽣物教授における Folkbiology の特徴
⼭本 ⾼広 (筑波⼤学⼤学院⼈間総合科学研究科)

2E_2

科学的根拠をもとに説明できる⽣徒を育てるＳＴＥＭ教育
−中学校理科「⽣命を維持する働き」の学習を通して−
○野村 恵伍 (千葉⼤学教育学部) ⼭下

2E_3

修⼀（千葉⼤学教育学部）

⼼臓の⾎流経路に関する⼩学校教員志望学⽣の認識状態について
○佐々⽊ 智謙 (⼭梨⼤学⼤学院総合研究部) 佐藤
松森

2E_4

寛之（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

靖夫（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

季節変化の原因に対する⾼校⽣の認識状態の分析
○岩下 彩華 (⼭梨⼤学教育⼈間科学部) 松森
佐藤

靖夫（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

寛之（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）佐々⽊
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智謙（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

セッション 2F（F 会場 10:40〜12:00）
座⻑
2F_1

⼤嶌

⻯午（千葉⼤学）

ミニホバーと点滅 LED による安価な運動の記録法
後藤 富治 (元⾃由の森学園中・⾼校/⽴正⼤学)

2F_2

⾳波の屈折の可視化教材の開発
岡 虹曜 (東京学芸⼤学⼤学院理科教育専攻) 鎌⽥ 正裕（東京学芸⼤学）

2F_3

中学校理科電気単元におけるモデルに関する研究
−⽇本と海外教科書に⾒られるモデルの取扱いの⽐較を通して−
○⽔野 詳太 (上越教育⼤学学校教育学部) 稲⽥

2F_4

電気現象における抵抗の働き
−⾖電球が点かないと、電気は通らない？−
⾼野 登久 (近代電気学史研究会)
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結美（上越教育⼤学⼤学院）

セッション 3A（A 会場 13:20〜14:40）
座⻑
3A_1

⻑沼

武志（神奈川県三浦市⽴剣崎⼩学校）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（１）
対話的な理科授業が促す⼦どもの「科学的思考・表現」
○⽥代 晴⼦ (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 野原
森本

3A_2

博⼈（川崎市⽴東柿⽣⼩学校）

信也（横浜国⽴⼤学）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（２）
理科授業で⾃⼰調整学習を進めるための視点とその検証
○⼩川 泰明 (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 野原
森本

3A_3

博⼈（川崎市⽴東柿⽣⼩学校）

信也（横浜国⽴⼤学）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（３）
⼩学校理科授業における思考⼒・判断⼒・表現⼒等の育成
○村井 淳⼦ (川崎市⽴⽇吉⼩学校) 森本

3A_4

信也（横浜国⽴⼤学）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（４）
「化学変化と原⼦・分⼦」における粒⼦モデルの変遷を事例として
○⻄村 信吾 (茅ヶ崎市⽴松林中学校) 森本

信也（横浜国⽴⼤学）

セッション 3B（B 会場 13:20〜14:40）
座⻑
3B_1

⽯井

俊⾏（奈良教育⼤学）

植物の構造と機能の相互関連的な理解を図る理科授業における⽣命概念の構築について
○⾓⽥ 竣⼰ (横浜国⽴⼤学⼤学院教育学研究科) 加藤
熊澤

3B_2

圭司（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部）

希実（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部附属鎌倉中学校）

理科の対話的課題解決場⾯における教授⾏為の分析的検討
― ⽣徒の内省を引き出す関わりに注⽬して ―
○⻑島 ⾹菜実 (横浜国⽴⼤学教育学研究科) 加藤
本間

3B_3

圭司（横浜国⽴⼤学）

洋⼀郎（横浜国⽴⼤学教育⼈間科学部附属鎌倉中学校）

「⾦属の温度と体積変化」における素朴概念と教材の検討
○内藤 慎 (国⼠舘⼤学⼤学院) ⼩野瀬

倫也（国⼠舘⼤学⽂学部）
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3B_4

理科への発展を志向した⽣活科における評価指標の検討
○藤森 詩穂 (国⼠舘⼤学⼤学院) ⼩野瀬

倫也（国⼠舘⼤学⽂学部）

セッション 3C（C 会場 13:20〜14:40）
座⻑
3C_1

佐々⽊

智謙（⼭梨⼤学）

科学的な疑問を⾒いだし主体的に探究する児童の育成（１）
−⾃らの⾒いだした疑問を公表する環境の保証を通して−
○駒場 俊博 (筑波⼤学⼤学院) ⼤髙

3C_2

泉（筑波⼤学⼈間系）

科学の有⽤性を実感できる理科の学習指導の開発
−科学の有⽤性と理科との認識の違いに着⽬して−
○森 孝⾏ (東⾦市⽴東⾦中学校) ⼤髙

3C_3

泉（筑波⼤学⼈間系）

科学概念の理解に⽤いる⽣徒の直観的知識を活⽤した教授⽅略
○飯塚 祐介 (筑波⼤学⼤学院教育研究科) ⽚平

3C_4

克弘（筑波⼤学⼈間系）

粒⼦モデルを⽤いて⼀貫した説明を促す授業開発
−中学校第 1 学年「⾝の回りの物質」を事例として−
○平野 祐希⼦ (千葉⼤学⼤学院教育学研究科) ⼭下

セッション 3D（D 会場
座⻑
3D_1

3D_2

⼈⾒

修⼀（千葉⼤学教育学部）

13:20〜14:20）

久城（宇都宮⼤学）

⽇本とモンゴルとの２国間−同時開催による理科教室
○伊藤 光雅 (サレジオ⼯業⾼等専⾨学校) 真島

裕樹（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校）

市村

ムンフオチル（モンゴル⼯業技術⼤学）

洋（NPO 法⼈ M2M 研究会）セルゲレン

学⽣ TA による⽇本とモンゴルにおける 3 年間の理科教室プロジェクトの実施と成果分析
○越宗 廉 (サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科) 関⾕
校機械電⼦⼯学科）寺島

富城（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）森

ジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）伊藤
3D_3

友輔（サレジオ⼯業⾼等専⾨学
タケル（サレ

光雅（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校⼀般教育科）

アクティブラーニングによる海外出前理科教室における⽇・蒙学⽣への教育効果の分析
○寺島 富城 (サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科) 森
学校機械電⼦⼯学科）越宗

タケル（サレジオ⼯業⾼等専⾨

廉（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）関⾕

ジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）伊藤
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友輔（サレ

光雅（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校⼀般教育科）

セッション 3E（E 会場 13:20〜14:40）
座⻑
3E_1

稲⽥

結美（上越教育⼤学）

⼩・中学校教員志望学⽣の酸とアルカリの理解に関する認識調査
○望⽉ 健⼈ (⼭梨⼤学⼤学院
佐々⽊

3E_2

智謙（⼭梨⼤学⼤学院

教育学研究科) 佐藤
総合研究部）松森

靖夫（⼭梨⼤学⼤学院

佐々⽊

総合研究部）

寛之（⼭梨⼤学⼤学院 総合研究部）

智謙（⼭梨⼤学⼤学院 総合研究部）松森

靖夫（⼭梨⼤学⼤学院 総合研究部）

教員養成系⼤学⽣の問題解決能⼒を伸ばすための授業実践
−データセットを⽤いた仮説検証型の授業を通して−
○佐藤 綾 (群⾺⼤学) 栗原

3E_4

総合研究部）

⼩学校教員志望学⽣の振り⼦の運動の理解に関する認識調査
○酒井 忍 (⼭梨⼤学 教育⼈間科学部) 佐藤

3E_3

寛之（⼭梨⼤学⼤学院

淳⼀（群⾺⼤学）

⾼校理科教員が⾃⼰の⼒量を⾼めるために希望する研修の特徴
−研修機会と研修内容との関係に注⽬して−
○池⽥ 和正 (東北⼤学⼤学院教育学研究科)
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セッション 4A（A 会場 15:00〜16:00）
座⻑
4A_1

益⽥

裕充（群⾺⼤学教育学部）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（５）
拡張的学習により理科授業デザインを構想するための要因
○野原 博⼈ (東京学芸⼤学⼤学院連合学校教育学研究科，川崎市⽴東柿⽣⼩学校)
森本

4A_2

信也（横浜国⽴⼤学）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（６）
資質・能⼒としての思考⼒・判断⼒・表現⼒を育成する中学校理科授業の実践と評価
○梶原 弘⼦ (横浜市⽴平楽中学校) 森本

4A_3

信也（横浜国⽴⼤学）

主体的・対話的な理科授業のデザイン（７）
⽣活科における科学概念の萌芽
○樋⼝ ⿇美 (横浜市⽴瀬⾕さくら⼩学校) 森本

信也（横浜国⽴⼤学）

セッション 4B（B 会場 15:00〜16:20）
座⻑
4B_1

松森

靖夫（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

全国学⼒・学習状況調査Ｂ問題に対応する能⼒を⾼めるには？
〜類推的問題解決からのアプローチ〜
○⽯井 俊⾏ (奈良教育⼤学) 橋本

4B_2

美彦（中部⼤学）

価値観が関わる理科授業の試みⅡ
−遺伝⼦組み換え⾷品の問題を中⼼に−
○辻本 昭彦 (武蔵野市⽴第五中学校) 中島

4B_3

雅⼦（埼⽟⼤学）

⼩学校理科「ものづくり」の価値再考
−⼦どもが⾃ら⾒通しをもって関わる授業を考える−
寺本 貴啓 (國學院⼤學)

4B_4

主体的・対話的な⼦どもの学びを⽀援する理科授業デザイン
○松尾 健⼀ (横浜市⽴瀬⾕さくら⼩学校) 佐藤
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寛之（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部）

セッション 4C（C 会場 15:00〜16:00）
座⻑
4C_1

平⽥

昭雄（東京学芸⼤学）

公⽴中学校・連携授業における教材ロボットの利⽤
○張 天⽂ (埼⽟⼯業⼤学) 張
中原

4C_2

真也（愛媛⼤学）⼤橋

凱勝（埼⽟⼯業⼤学）⽯原
淳史（愛媛⼤学）⼩林

敦（埼⽟⼯業⼤学）

明代（加須市⽴加須北中学校）

ICT 機器を組み合わせた学習効果の向上
−タブレット端末等を利⽤した取り組み−
榎本 充孝 (春⽇部市⽴⼋⽊崎⼩学校)

4C_3

Ichigojam を⽤いた理科教材の開発
○佐藤 仁紀 (帝京科学⼤学) 杉本
⼩池

4D_1

鶴岡

⻯成（帝京科学⼤学）

守（帝京科学⼤学）

セッション 4D（D 会場
座⻑

望（帝京科学⼤学）外川

15:00〜16:20）

義彦（千葉⼤学教育学部）、⼤髙 泉（筑波⼤学⼈間系）

ドイツの科学教授におけるプロジェクト授業の理論と実践（Ⅰ）
−化学教科書と化学教育系ジャーナルにみられる事例分析を中⼼に−
○⼤川 翔平 (筑波⼤学⼤学院教育研究科) ⼤髙

4D_2

泉（筑波⼤学⼈間系）

創意⼯夫に着⽬したものづくり活動の開発
−科学領域におけるティンカリング活動を基に−
○柚⽊ 翔⼀朗 (筑波⼤学⼤学院教育研究科) ⽚平

4D_3

克弘（筑波⼤学⼈間系）

⼩学校における理科カリキュラムの中⽇⽐較
−課程標準と学習指導要領を中⼼して−
○王 夢⽯ (千葉⼤学教育学研究科) 鶴岡

4D_4

義彦（千葉⼤学教育学部）

アメリカの FOSS プログラム第 3 版の単元構成
⼈⾒ 久城 (宇都宮⼤学)
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セッション 4E（E 会場 15:00〜16:00）
座⻑
4E_1

和⽥

⼀郎（横浜国⽴⼤学）

教員養成課程学⽣の科学的記述に対する意識と経験
○中澤 優太 (上越教育⼤学⼤学院) 稲⽥

4E_2

結美（上越教育⼤学⼤学院）

ジェンダーの観点による⼩学校理科教科書における写真と挿絵の時代的変化
○植原 美友希 (上越教育⼤学学校教育学部) 稲⽥

4E_3

結美（上越教育⼤学⼤学院）

⼤学⽣による溶解度のモデルを再構築する過程の特徴
○松井 淳 (上越教育⼤学⼤学院) 稲⽥

結美（上越教育⼤学⼤学院）
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ポスター発表
セッション G（G 会場 10:40〜12:00（掲⽰），12:00〜13:20（発表））
G_1

⽇本とモンゴルとの 2 国間理科教室における 3 年間の活動と成果分析
○関⾕ 友輔 (サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科) 越宗
校機械電⼦⼯学科）寺島

富城（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）森

ジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）伊藤
G_2

廉（サレジオ⼯業⾼等専⾨学
タケル（サレ

光雅（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校⼀般教育科）

アクティブラーニングを活⽤した海外出前理科教室における 3 年間の活動と学⽣への教育効果
の分析
○森 タケル (サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科) 寺島
学校機械電⼦⼯学科）越宗

廉（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）関⾕

ジオ⼯業⾼等専⾨学校機械電⼦⼯学科）伊藤
G_3

富城（サレジオ⼯業⾼等専⾨
友輔（サレ

光雅（サレジオ⼯業⾼等専⾨学校⼀般教育科）

幼児・児童を対象とした「⽔」をめぐる理科読の実践研究
〜⼦どもの科学的思考の萌芽に働きかける⽀援の在り⽅〜
○⼟井 美⾹⼦ (株式会社
原⼝

G_4

内⽥洋⾏) ⼤貫

⿇美（⽩百合⼥⼦⼤学）

るみ（東京学芸⼤学⼤学院連合学校教育学研究科）瀧上

豊（関東学園⼤学）

幼児の科学につながる気づきと芽⽣えについて
−⽇常の保育実践を振り返って−
○⽊村 和孝 (社会福祉法⼈みんなぎ

ふらっと保育園

福祉法⼈みんなぎ

⽊実和教育研究部）菅野

ぎ

ふらっと保育園）桑原

祉法⼈みんなぎ
G_5

ふらっと保育園

⽊実和教育研究部) 相川

久⼦（社会福祉法⼈みんなぎ

ふらっと保育園）箕輪

英輝（社会

由⾹⾥（社会福祉法⼈みんな

ふらっと保育園）⾬宮

由⾐（社会福祉法⼈みんなぎ

妙（社会福

ふらっと保育園）

教職課程におけるアクティブラーニング型の⽣物学実験
森⻑ 真⼀ (⽇本⼤学⽣物資源科学部)

G_6

酸化銅の還元実験を⽤いた、原⼦分⼦を⾝近に感じる教材の開発
室井 萌歩 (宇都宮⼤学教育学部) 南 伸昌(宇都宮⼤学教育学部)

G_7

状態変化における液→気の質量保存実験
−ペンタンを⽤いた教材開発−
豊岡 栄奈 (宇都宮⼤学教育学部) 南 伸昌(宇都宮⼤学教育学部) 島⽥雅⼈（絹中学校）
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G_8

中学校「気象」単元における概念の階層性の理解を⽬指した授業デザイン：
コンセプトマップの導⼊を通して
○鈴⽊ 温 (宇都宮⼤学教育学部) 綱川
出⼝

G_9

明芳（宇都宮⼤学教育学部附属中学校）

明⼦（宇都宮⼤学教育学部）

初歩的エネルギー概念を導⼊した⼩学校第 3 学年「⾵とゴムのはたらき」の授業デザイン
○渡邊 翔太 (宇都宮⼤学⼤学院教育学研究科) 出⼝
鈴⽊

G_10

由美⼦（宇都宮市⽴上⼾祭⼩学校）関⼝

明⼦（宇都宮⼤学教育学部）

有⼈（宇都宮⼤学⼤学院教育学研究科）

光害を多⾯的に学ぶ⼩学校環境教育プログラムの実践
越智 信彰 (東洋⼤学経営学部（⾃然科学研究室）)

G_11

中学校理科⽤語（第⼆分野⽣命）のデータベース作成
○根岸 勇輝 (⾼崎健康福祉⼤学) ⼩⾒
祉⼤学）鈴⽊

佳史（⾼崎健康福祉⼤学）⽵節

萌⾹（⾼崎健康福祉⼤学）⽚⼭
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豪（⾼崎健康福祉⼤学）

未奈美（⾼崎健康福

実⾏委員会企画ワークショップ
13:20〜16:20 総合研究棟 1 階・2 階
WS1

理科教育とサイエンスコミュニケーション
〜学校と⾃然科学系博物館の連携〜
⼀般社団法⼈ ⽇本サイエンスコミュニケーション協会 研究開発委員会
［15:00〜16:20

シアター教室（総合研究棟 1 階）セッション形式］

WS2_1 科学的な思考⼒・表現⼒の育成につなげる観察・実験の⼯夫
〜だ液の働きを調べる実験〜
島⽥直也 （埼⽟⼤学教育学部附属中学校，CST マスター）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

WS2_2 科学的な思考⼒・表現⼒の育成につなげる観察・実験の⼯夫
〜パスツールピペットを⽤いたマイクロスケール化学実験〜
⼭本孔紀 （埼⽟⼤学教育学部附属中学校，CST マスター）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

WS2_3 科学的な思考⼒・表現⼒の育成につなげる観察・実験の⼯夫
〜ウニの発⽣の観察〜
伊藤悠昭 （埼⽟⼤学教育学部附属中学校，CST マスター）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

WS2_4 ⼩学校の理科の実験で使えるこんな⼯夫、あんな⼯夫
理科実験おたすけ隊
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

WS2_5 ⽉の地下どうくつ探検かるた
⽉の縦孔探査かるた研究会
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

WS2_6 サイエンストランプによる理科教育
公益財団法⼈ ⽇本発明振興協会
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］
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WS3_1 『⾦属』の⾒⽅を学ぶための授業開発
〜第 3 学年の実践を通して〜
杉⼭直樹 （埼⽟⼤学教育学部附属⼩学校，CST マスター）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

11 番講義室（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS3_2 問題を⾒いだす⼒を育成する授業の⼯夫
〜「問い」が⽣まれる単元展開と教材について〜
塩盛秀雄 （埼⽟⼤学教育学部附属⼩学校，CST マスター）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

11 番講義室（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS3_3 ⽇常⽣活の事象を取り⼊れた授業の⼯夫
〜⾝近な物を使って〜
肥⽥幸則 （埼⽟⼤学教育学部附属⼩学校，CST マスター）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

11 番講義室（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS4_1 ⽕育における思考のキャッチボールの活⽤
島⽥広彦 （滑川町⽴⽉の輪⼩学校，CST）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

12 番講義室（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS4_2 ⽣徒の主体性を⾼める授業の⼯夫
〜中学校化学分野における課題選択学習〜
⾕津勇太 （⼋潮市⽴⼋潮中学校，CST）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

12 番講義室（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS4_3 理科・⽣活科につながる簡単理科⼯作
井形哲志 （上尾市⽴⼤⽯中学校，CST）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

12 番講義室（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS5_1 ⼦供たちの「能(脳)動的学修（AL）」を⽬指した教師の授業改善プラン
柿沼宏充 （⽻⽣市⽴須影⼩学校，CST）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

セミナー室 5（総合研究棟 2 階）ポスター形式］

WS5_2 科学的リテラシーを⾼めるアウトプットを中⼼に据えた単元設計の⼯夫
〜⼩学校４年「空気と⽔の性質」を例に〜
岸⽥拓郎 （川越市⽴霞ヶ関⼩学校，CST）
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

セミナー室 5（総合研究棟 2 階）ポスター形式］
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WS5_3 教科『理科』に貢献する！
〜学校図書館の活動から〜
学校司書理科⽀援隊
［13:20〜14:40，15:00〜16:20

セミナー室 5（総合研究棟 2 階）ポスター形式］

WS6_1 ⼩学校４年「⽔の三態変化」にグリセリンバスを取り⼊れた効果
向⼭典宏 （東京都瑞穂町⽴瑞穂第四⼩学校，CST）
［13:20〜14:40

セミナー室 6（総合研究棟 2 階）ブース形式］

WS6_2 理科実験演⽰・科学イベント運営の学⽣による探求
⼩幡哲⼠

（NPO 法⼈ガリレオ⼯房・早稲⽥⼤学⼤学院政治学研究科）

［13:20〜14:40

セミナー室 6（総合研究棟 2 階）ブース形式］
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企業展⽰
12:00〜16:20 総合研究棟 1 階
企業 1

教材展⽰・解説
ケニス（株）
［12:00〜16:20

企業 2

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

教材展⽰・解説
（株）ナリカ
［12:00〜16:20

企業 3

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］

教材展⽰・解説
（株）島津理化
［12:00〜16:20

ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］
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