
実⾏委員会企画ワークショップ 

セッション WS

13:00〜16:20

（総合研究棟 1 階，２階）

企業展⽰ 

12:00〜16:20

（総合研究棟 1 階ホール）





実⾏委員会企画ワークショップ 

児童⽣徒が，理科がより分かる，好きになる，役⽴ち⼤切だと思う，
関連する職業に就きたいと思うようになる理科を⽬指して

☆形態
・セッション形式（講義室でのプレゼンやショー，ディスカッションなど）
・ブース形式（インタラクティブに机や椅⼦を配置した対⾯での展⽰解説や実験体験など）
・ポスター形式（パネルに⼤判ポスターを掲⽰し，来場者に直接説明し，質疑を⾏う）

☆期待される効果
① 理科がよく分かるようになる ② 理科がより好きになる
③ 理科を学ぶことの⼤切さが実感できる ④ 理科を学ぶと役⽴つことが実感できる
⑤ 将来，理科が関係する職業に就きたいと思う  ⑥ その他

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

理科教育とサイエンスコミュニケーションをテーマに、国⽴科学博物館の⼩川義和⽒（を始
めとした博物館関係者）による学校と⾃然科学系博物館の連携についての講演をおこなう。そ
の後、会場の参加者とともに、より良い連携のための議論をおこなう。
※本企画は⽇本サイエンスコミュニケーション協会（JASC）年会アソシエート企画となってお
ります。
［15:00〜16:20 シアター教室（総合研究棟 1 階）セッション形式 ①②③④⑤］

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）

観察・実験を実際に⾏ってもらった上で、実際の授業でどのように⽤いると、⽣徒の科学的な
思考⼒・表現⼒の育成につながるかを共に考えます。出展者が⾏った授業の展開も紹介し、より
よい展開について議論できればと思います。
［13:20〜14:40，15:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式 ①］

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）

観察・実験を実際に⾏ってもらった上で、実際の授業でどのように⽤いると、⽣徒の科学的な
思考⼒・表現⼒の育成につながるかを共に考えます。出展者が⾏った授業の展開も紹介し、より
よい展開について議論できればと思います。
［13:20〜14:40，15:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式 ①］
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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）   
 観察・実験を実際に⾏ってもらった上で、実際の授業でどのように⽤いると、⽣徒の科学的な
思考⼒・表現⼒の育成につながるかを共に考えます。出展者が⾏った授業の展開も紹介し、より
よい展開について議論できればと思います。 
［13:20〜14:40，15:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式 ①］ 

 
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       
⼩学校の理科⽀援員が、５、６年⽣の単元を中⼼に、それぞれの勤務先の学校で⼿に⼊るもの

を使って⼯夫を凝らして教材研究をしてきました。理科の授業が楽しくなったり、わかりやす
くなったりする実験の⼯夫の数々をご紹介します。あんな⼯夫、こんな⼯夫、ちょっとしたこと
が準備や後⽚づけの⼿間を簡略化させ、あわてることなく授業に臨むことができます。そうす
ることで⼦どもたちも先⽣も楽しく理科を学ぶ事ができるでしょう。 
※本企画は⽇本サイエンスコミュニケーション協会（JASC）年会アソシエート企画となってお
ります。 
［13:20〜14:40，15:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式 ①②］ 

 
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      
⽇本の研究者が⽉の地下どうくつにつながる⼤きな⽳を発⾒しました。その⽳を調べるには

どうしたらいいか？「紙しばい」と「⽉の地下どうくつ探検かるた」を通じて、遊びながら、⽉
の地下どうくつと⽉のヒミツにせまります。 
［13:20〜14:40，15:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式 ①②③④⑤］ 

 
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      
 ⽇本発明振興協会では遊びながら科学を学べることを⽬的にサイエンストランプをシリーズ
で制作しており、これまでに DNA トランプ、元素周期律トランプ、電気トランプを制作してい
る。それぞれのトランプで独⾃のゲームを考案したことにより、セントラルドグマ、元素周期
律、オームの法則など科学の基本を⽣徒は遊びながら理解することができる。 
［13:20〜14:40，15:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式 ①②］ 
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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）   
 第３学年では、電気の通り道、磁⽯の性質、物と重さと３つの単元に⾦属が登場します。しか
し、⼦ども達にとってこれらの学習内容は関連付いていなく、それぞれが独⽴しています。ここ
では、⾦属を通して、３つの単元を関係付けると共に⼦ども達が「キラキラしている」「かたい」
など、何となく認識している「⾦属」をより理解できるように、３つの単元の最後に位置づける
授業の提案です。 
［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 ①②］ 

 
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）   

理科の授業を⾏う上で⼤事にしたい場⾯は、⽣まれた「問い」を授業の課題としての「問題」
にしていく導⼊場⾯です。今回、問題解決の導⼊部分について研究した実践を紹介いたします。
単元の導⼊や構成の仕⽅を⼯夫することでどのような「問い」が⽣まれるのか、⾃分の考えと違
う考えを交流する場を⽤意することで、学習として取り組む価値のある内容を含む「問題」を設
定することができるのか、ぜひ議論を深められればと思います。 
［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 ①②］ 

 
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）   
 理科の授業において、⽇常⽣活の事象から問題を⾒いだしたり、学習したことを⽣かして⽇
常⽣活の事象を説明したりする活動がよく⾏われている。しかし、⽇常⽣活の事象をただ授業
で扱うだけでは、なかなか児童⾃ら理科の授業で学習したことと、⽇常⽣活の事象を関係付け
て考えることは難しいといえる。そこで、本ワークショップでは、⽇常⽣活の事象を効果的に取
り⼊れた指導法について、⾝近な物を使いながら紹介していく。 
［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］ 
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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）     

「⽕育」は⼤阪ガスが⽕の重要性を⼦どもに伝えるために実施しているものである。⼤阪ガ
スが東北⼤学の川島隆太教授と⾏った共同研究では、脳の意思疎通をつかさどる部分が活発に
働くとされている。蝋燭に⽕をつける活動において、キャッチボールにたとえた発信ツールを
⽤いる。参加者が⽕をつけ、発信ツールで会話することで、その有⽤性を検討する場とする。 
［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 ①②③④］ 

 
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）     

これまで実践してきた中学校化学分野における課題選択学習における指導とそのポイントを
紹介します。具体的な単元の展開例を資料としながら、ワークショップの利点である双⽅向性
を⼤切にして、参加し者の⽅と授業についての議論を深めていく予定です。参加後、やってみよ
うと思っていただき、実践を広めていただけると幸いです。 
［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 ②④］ 

 
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）     
理科を苦⼿としている先⽣⽅向けに、理科・⽣活科の学習につながる簡単理科⼯作を⾏いま

す。授業だけでなく、科学クラブなどの時間に⾏えるような題材をいくつか⽤意する予定です。
どれも有名なものばかりですが、もう⼀度実際に作ったり体験したりすることで、⼦どもの気
分に戻って理科の楽しさを感じてもらえたら幸いです。（材料に限りがあります。不⾜の際はご
了承ください。） 
［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 ②］ 
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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）     

本実践では⼦供たちに「確かな学⼒」を⾝につけさせるため、主体的・協働的な「能(脳)動的
学修（AL）」を⽬指した教師の授業改善を⽬指した取組である。「能(脳)動的学修」を教師が AL
導⼊シートで計画（Plan 計画）し、須影 Basic(教師版)で⼦供の思考を広げ、つなげる(Do 実
⾏)。授業後の⾃⼰評価、研究協議で再検討(Check 評価)し、今後の改善提案を出していく(Act
改善)ことで、教師⼀⼈⼀⼈の『授業実践⼒』を向上させる。 
［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 ①②③⑥その他（教員の資質・授業⼒向上）］ 
 
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）     
 主体的、対話的学びによる深い学習と科学的リテラシーの向上は、積極的なアウトプットに
よって実現すると考える。そこで、単元の時間配分を⾒直し、アウトプットにかける時間を多く
するとともに、その内容を⼯夫した。⼩学校４年「空気と⽔の性質」で⾏った実践例を紹介する 
［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 ①③④⑤］ 

 
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       

学校図書館の重要な活動のひとつに、学校教育への貢献がある。教員の⾏う授業へのサポー
トはもちろん、児童⽣徒の興味関⼼の醸成を、資料から⽀えることも視野に⼊れねばならない。
また、学校司書は、関連する様々な活動にも取り組んでいる、これらの活動が、教科「理科」に
対して、いかにしてなされているかについて、実例を⽰しながら報告する。 
※本企画は⽇本サイエンスコミュニケーション協会（JASC）年会アソシエート企画となってお
ります。 
［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 ①②］ 
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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）    

本単元を学習した後の第５学年の児童の多くが、⽔を⼊れて熱したやかんから出てくる「湯
気」を「⽔蒸気」と答えたり、⽔蒸気についての説明ができなかったりする調査結果が出た。こ
れは⽬に⾒えない⽔蒸気の概念形成が不⼗分であることが考えられる。そこで、⽔の三態の概
念形成を定着させるとともに、科学的な思考⼒が⾼まるよう教材や指導法を⼯夫する必要があ
ると考え、実践してみた結果を発表する。昨年度、全国⼩学校理科研究会「全⼩理 第２回教材
開発コンテスト」内⽥洋⾏賞 受賞。 
［13:20〜14:40 セミナー室 6（総合研究棟 2 階）ブース形式 ①②］ 

 
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） 
近年、NPO 法⼈サイエンスリンク、東京⼤学 CAST を始めとして、学⽣やそのグループによ

る理科実験演⽰・科学イベント実演の活動がこれまでにない拡がりを⾒せています。その実践
の中で⾒えてきたものを、実験の実演（レーザー光線を使⽤した光の進み⽅についてのパフォ
ーマンス）を交えてお⾒せします。 
※本企画は⽇本サイエンスコミュニケーション協会（JASC）年会アソシエート企画となってお
ります。 
［13:20〜14:40 セミナー室 6（総合研究棟 2 階）ブース形式 ①②⑤］ 
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企業展⽰ 
 

企業 1  教材展⽰・解説 
ケニス（株）         
［12:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］ 

 
企業 2  教材展⽰・解説 

（株）ナリカ         
［12:00〜16:20 ホール（総合研究棟 1 階）ブース形式］ 

 
企業 3  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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