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愛知県小中学校理科教育研究協議会 
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受付 
研究発表 
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セッション２ 
昼食 

研究発表 

セッション３ 

休
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セッション４ 

        ＊企業展示は 10 時 30 分～15 時 
        ＊日本理科教育学会東海支部評議員会・教大協東海地区理科部門会は 209 講義室 
                     １２時３０分～１３時３０分 

＜会場＞  

○車の乗り入れについて、無

断で乗り入れられますと不

審車両とみなされますので

ご注意ください。なお、必要

があってお車でお越しの際

は、車両番号を事務までお届

けください。 
 
○大学構内は全面禁煙とな

っておりますので、ご協力い

ただきますようお願いしま

す。 
 

 

 

 

受付（１階） 

研究発表会場Ａ Ｂ、企

業展示、休憩室（２階） 

研究発表会場Ｃ（１階） 

受付(1 階)・研究発表会場(2 階) 
評議員会・教大協東海地区理科部門会場(2階 209) 

トイレは、男子用が少ないですが、 
各階にございます。 
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地下鉄桜通線瑞穗区役所駅下車 
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【※印を付す発表は 日本教育大学協会東海地区理科部門会 会員分】 

Ａ会場 

座長  中村  琢 (岐阜大学) 

(10：00～11：00) 
A-01 一般化した説明ができる児童を育てる理科学習  － 適用する活動を位置付けて － 

田邉 賢 (名古屋市立弥富小学校) 

A-02 考えを振り返らせることで、科学的な概念の形成を促す理科の指導  － 運勢ライン法を活用して － 

安藤 史貴 (名古屋市立八熊小学校) 

A-03 自然の事物・現象についての実感を伴った理解を目指す理科学習 

－ 共通の経験の充実と仮説設定の関係に着目して － 

神谷 昭範 (名古屋市立栄小学校) 

A-04 科学的な概念を形成する理科学習 

－ 単元構成の工夫と学習活動の構成の工夫を通して － 

近藤 慎介 (名古屋市立大高南小学校) 

 

◇休憩 (11：00～11：05) ◇ 

座長  吉川  直志 (名古屋女子大学) 

(11：05～12：20) 
A-05 すべての子供が楽しく参加し，わかる喜びを実感できる理科授業 

      ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり ３年生「ゴムや風でものをうごかそう」を通して 

水越 健介 (北野小学校) 

A-06 タブレット型顕微鏡の活用に影響を及ぼす要因の検討 

○味岡 ゆい (中部大学)，野ヶ山 康弘 (京都教育大学附属京都小中学校) 

A-07 ※ ものづくりとアートから始まる幼少期のエネルギー環境カリキュラム実践とその課題 

      －現職の幼児教育・小学校教員による検討を基にして－ 

○郡司 賀透 (静岡大学)，草野 葉子，伊藤 哲章，小松 太志 (郡山女子大学) 

A-08 小学校教員養成課程における理科教育の課題                     一柳 慶一 (東海学園大学) 

A-09 子どもにとっての矛盾を取り入れた地学学習  ～主体的に問題を見いだし、根拠のある考えをつくるために～ 

新村 茂生 (静岡市立清水西河内小学校) 

 

◇昼食 (12：20～13：40) ◇ 

 

座長  吉田  淳 (名古屋学院大学) 

(13：40～14：55) 
A-10 ※ 外部連携を通した地域の水環境学習カリキュラムの作成  ～小学校第 3､4 学年の実践から～ 

○前田 昌志 (松阪市立第五小学校)，小西 伴尚 (三重中学校・高等学校)，平賀 伸夫 (三重大学教育学部) 

A-11 ※ 「動物の体のつくり」の学習における透明鱗金魚の活用 

〇久野 将史 (三重大学大学院教育学研究科)，後藤 太一郎 (三重大学教育学部) 

A-12 身の回りの環境に興味関心を持ち関わっていく心を育てる活動を目指して  生き物観察クラブの実践を通して 

○杉浦 万利子 (西味鋺小学校)，石田 典子 (三重大学) 

A-13 気付きの質や活動意欲を高める問題解決学習の工夫 

      子ども同士をかかわらせて取り組んだ身近な生き物の飼育を通して 

〇木戸 由美子 (安城市立新田小学校)，石田 典子 (三重大学) 

A-14 ※ 「科学的な見方や考え方」とは何か                           遠西 昭寿 (愛知教育大学名誉教授) 

 

◇休憩 (14:55～15:00) ◇ 

座長  後藤  太一郎 (三重大学) 

(15：00～16：15)  
A-15 理科教科書別に見た素朴概念変容に関する一考察 

○原田 果奈 (蒲郡市立西浦小学校)，橋本 美彦 (中部大学) 

A-16 安全・環境に配慮した水溶液の化学  －第 58 回 兵小理夏季実験実技講習会の実践より－ 

谷川 直也 (岐阜聖徳学園大学) 

A-17 パターン把握を通して環境リテラシーを高める現職教員研修プログラムの作成  －長良川研修を通して－ 

小椋 郁夫 (名古屋女子大学) 

A-18 ５ｍひもを使って、簡易ベルトトランセクト法を取り入れた植物観察 

      「長良川の上流、中流、下流の植物観察」を例として                  井上 好章 (岐阜県博物館) 

A-19 環境リテラシーを高める現職教員プログラム  ―長良川の上中下流の水生生物の観察を通して― 

千藤 克彦 (岐阜市立長森南小学校) 



【※印を付す発表は 日本教育大学協会東海地区理科部門会 会員分】 

Ｂ会場 

座長  小椋  郁夫 (名古屋女子大学) 

(10：00～11：00) 
B-01 野島断層から近畿地方のネオテクトニクスにつなげる探究学習と断層モデル実験 

○榎 悠希，川上 紳一 (岐阜聖徳学園大学) 

B-02 変成岩の形成過程をテーマにした探究学習の試み  -中央構造線に付随する変成岩の教材化- 

○藤原 崚祐，川上 紳一 (岐阜聖徳学園大学) 

B-03 溶岩流の形態を支配する要因を探究するための実験教材の研究 

○岡田 京，川上 紳一 (岐阜聖徳学園大学) 

B-04 ドローンを用いた理科教育用デジタルコンテンツの開発の可能性 

○川上 紳一，長澤 美穂 (岐阜聖徳学園大学)，長尾 好裕 (（株）森商会) 

 

◇休憩 (11：00～11：05) ◇ 

座長  上井  靖 (名古屋市立八王子中学校) 

(11：05～12：20) 
B-05 小学校における「理科に対する自己認識」の男女の差違 

〇北村 萌香，寺田 光宏 (岐阜聖徳学園大学) 

B-06 参与観察による小学校理科の支援の在り方の現状 

○森尾 雄大，寺田 光宏 (岐阜聖徳学園大学) 

B-07 不快感に基づいた順序性をもつ解剖実習に関する一考察 

○鬼頭 弘成，寺田 光宏 (岐阜聖徳学園大学) 

B-08 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 (近代電気学史研究所) 

B-09 学校で使用するリサイクルペットボトルプランターの作成方法の検討と実験利用の可能性 

○高橋 哲也，小椋 郁夫 (名古屋女子大学)，今度 ゆりこ (愛知県がんセンター)， 

村田 公一 (専門学校日本聴能言語福祉学院) 

 

 

◇昼食 (12：20～13：40) ◇ 

 

座長  髙橋  哲也 (名古屋女子大学) 

(13：40～14：55) 
B-10 ※ どのような自然体験活動が自然愛護・生命尊重の心を育むのか 

○吉本 彩乃，須山 知香，古屋 康則 (岐阜大学教育学部) 

B-11 ※ 生活科におけるものづくりを核とした合科的・関連的な指導についての研究 

○加藤 将仁 (愛知教育大学４年)，野田 敦敬 (愛知教育大学生活科教育講座) 

B-12 ※ 生活科におけるミミズコンポストの教材性に関する研究 

○川野 裕太 (愛知教育大学)，野田 敦敬 (愛知教育大学生活科教育講座) 

B-13 ※ 生活科における静電気を用いた遊びに関する調査研究 

○宮地 涼平 (愛知教育大学４年)，野田 敦敬 (愛知教育大学生活科教育講座) 

B-14 ※ 学校における飼育活動が子どもの発達に及ぼす影響に関する研究 

○松野 荘子 (愛知教育大学４年)，野田 敦敬 (愛知教育大学生活科教育講座) 

 

◇休憩 (14:55～15:00) ◇ 

座長  丹沢  哲郎 (静岡大学) 

(15：00～16：15)  
B-15 ※ 小学校理科授業における話し合い活動の実態と教育効果                

○池戸 亮平，中村 琢 (岐阜大学) 

B-16 ※ 主体的・協働的な学びを通して本質に迫るための理科学習の在り方 

○田中 利典，佐藤 秀行，藤原 玄宜 (岐阜大学教育学部附属小学校)，中村 琢 (岐阜大学教育学部) 

B-17 主体的な学びに向けて擬人化体感学習の利用の検討  ～電気回路を流れる電気の理解方法～ 

○尾崎 真帆，○沖 柚希，磯村 梨奈，向井 風夏，吉川 直志 (名古屋女子大学) 

B-18 主体的な学びに向けて擬人化体感学習の利用の検討  ～ものの溶ける現象の理解方法～ 

○磯村 梨奈，○向井 風夏，尾崎 真帆，沖 柚希，吉川 直志 (名古屋女子大学) 

B-19 主体的な学びに向けて擬人化体感学習の利用の検討  ～小学校理科での利用に向けて～ 

○秋谷 真衣，○茗荷谷 毬，吉川 直志 (名古屋女子大学) 

 



【※印を付す発表は 日本教育大学協会東海地区理科部門会 会員分】 

Ｃ会場 

座長  平賀  伸夫 (三重大学) 

(10：00～11：00) 
C-01 ※ 知識の「一つの集まり」としての光合成と呼吸  ̶ ホーリズムの科学観とコンセプトマップによるメタ認知 ̶ 

○佐野 嘉昭 (名古屋市立平針中学校)，遠西 昭寿 (愛知教育大学名誉教授)， 

福田 恒康 (愛知淑徳中学校・愛知淑徳高等学校) 

C-02 知識の内部構造と観察事実が意味するもの  ̶ 知識の「一つの集まり」としての光合成と呼吸 ̶ 
○福田 恒康 (愛知淑徳中学校・愛知淑徳高等学校)，佐野 嘉昭 (名古屋市立平針中学校)， 

遠西 昭寿 (愛知教育大学名誉教授) 

C-03 生物分野における生徒の目的意識を向上させるための授業展開の工夫  中３「生命の連続性」の実践から 

○新村 和弥 (浜松市立佐鳴台中学校)，小川 博士 (京都ノートルダム女子大学)， 

鈴木 啓二 (浜松市教育センター) 

C-04 中学校理科におけるパフォーマンス評価の実践（２） 

      吹き矢の運動を課題とした単元「運動とエネルギー」の授業           吉田 泰久 (大垣市教育委員会) 

 

◇休憩 (11：00～11：05) ◇ 

座長  平野  俊英 (愛知教育大学) 

(11：05～12：20) 
C-05 ※ 持続可能な環境教育の実践に向けて～地域で支える松名瀬干潟の取り組み～ 

○小西 伴尚，秦 浩之，川田 博基，井野 真奈美，石井 智也 (三重中学校・高等学校)， 

佐野 茂樹，地主 大智 (三重県環境生活部)，前田 昌志 (松阪市立第五小学校)， 

平賀 伸夫，荻原 彰 (三重大学教育学部)，朴 恵淑 (三重大学人文学部) 

C-06 ※ 中学 1 年の生物分野におけるエネルギー教育の導入 

○井野 真奈美，小西 伴尚，秦 浩之，川田 博基 (三重中学校・高等学校)，平賀 伸夫 (三重大学教育学部) 

C-07 ※ 高等学校理科課題研究における科学探究能力の実態および評価  -大規模調査の分析から- 

○長尾 洋樹 (岐阜大学院教育学研究科)，池戸 亮平，岩田 将行，道上 雄陽 (岐阜大学教育学部)， 

青木 一真 (岐阜大学院教育学研究科)，中村 琢 (岐阜大学教育学部) 

C-08 ※ 中学校理科の放射線教育を志向した高感度霧箱による岐阜県の環境放射能測定 

○岩田 将行，道上 雄陽，中村 琢 (岐阜大学) 

C-09 ※ 放射線教育用霧箱を用いた人歯の放射能測定             ○道上 雄陽，岩田 将行，中村 琢 (岐阜大学) 

 

◇昼食 (12：20～13：40) ◇ 

 

座長  寺田  光宏 (岐阜聖徳学園大学) 

(13：40～14：55) 
C-10 『課題解決菊西スタイル』をもとにした、問題解決的な授業展開の工夫      

駒井 輝彦 (静岡県袋井市立袋井中学校) 

C-11 大地のダイナミックな変化を足元の地形から感じ取れる授業 

      中２理科「新城の地形に隠された謎」の実践を通して         安藤 浩司 (愛知県新城市立千郷中学校) 

C-12 ※ 中高の接続を円滑に進める中学校の理科指導  ～化学基礎での学習を見通した授業づくり～ 

○藤原 僚，川口 貴則 (静岡大学教育学部附属島田中学校)，丹沢 哲郎 (静岡大学教育学部) 

C-13 ※ 高等学校生物でのプロジェクト学習(ＰＢＬ)の女子に対する有効性についての実践的考察 

○奥村 仁一，熊野 善介 (静岡大学創造科学技術大学院) 

C-14 ※ 理科におけるエネルギー教育 －「高レベル放射性廃棄物の処分」の教材化と実践－ 

〇田中 大樹 (三重大学大学院教育学研究科)，小西 伴尚 (三重中学校・高等学校)，平賀 伸夫 (三重大学教育学部) 

 

◇休憩 (14:55～15:00) ◇ 

座長  白井  靖敏 (名古屋女子大学) 

(15：00～16：15)  
C-15 電磁誘導の法則に関する実験の再評価  

      ～｢物理基礎｣から｢数理探究（仮称）｣まで，科目を縦断的に使える探究課題の一例～ 

阿部 幸夫 (阿部科学教育アーカイブス) 

C-16 大気光学現象の出現頻度  －日常生活10年間の統計－               鵜山 義晃 (三重県立桑名高等学校) 

C-17 授業で測定するヒトの神経伝導速度の実験                       川口 実 (三重県立松阪商業高等学校) 

C-18 中学校理科における測定実験の再評価と評価  ―電流の並列回路に注目して― 

○長谷川 航，寺田 光宏 (岐阜聖徳学園大学) 

C-19 ベトナム･カンボジア修学旅行で採集されたトンボ類 

      岐阜聖徳学園高等学校の 2 年生「総合的な学習の時間」        石田 勝義 (岐阜聖徳学園高等学校) 



【※印を付す発表は 日本教育大学協会東海地区理科部門会 会員分】 

Ｄ会場 

座長  野々山  清 (名城大学教職センター) 

(10：00～11：00) 
D-01 ※ 理科授業における思考の可視化・操作化の実現と表現 

○中澤 祐介，鈴木 眞介 (磐田市立南部中学校)，萱野 貴広 (静岡大学教育学部) 

D-02 理・数教師の連携レベルの強弱が生徒に与える影響 

○橋本 美彦 (中部大学)，石井 俊行 (奈良教育大学) 

D-03 化学教育における物質量についての定義認識の差異                      漆畑 文哉 (オイスカ高等学校) 

D-04 「生物の刺激の受容―眼と脳―」の学習に関する実験例について 

○石田 典子 (三重大学生物資源学部非常勤講師)，宗宮 麗 (長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科) 

 

◇休憩 (11：00～11：05) ◇ 

座長  萱野  貴広 (静岡大学) 

(11：05～12：20) 
D-05 ※ 立体解剖モデルの開発と教材化 

○中道 瑛美 (三重大学大学院教育学研究科)，後藤 太一郎 (三重大学教育学部) 

D-06 ※ 新型アリ飼育容器内における営巣を指標としたアリの行動観察 

○岡﨑 こころ (三重大学大学院教育学研究科)，後藤 太一郎 (三重大学教育学部) 

D-07 ※ 三重県総合博物館の自然観察林の二酸化炭素固定量の推定と環境学習への活用 

○山崎 あさぎ (三重大学大学院教育学研究科)，平山 大輔 (三重大学教育学部) 

D-08 ※ シミュレーション教材 PhET の活用に向けた調査と実践  Ⅰ. PhET の概要と三重県における活用の取組状況 

○後藤 太一郎，國仲 寛人 (三重大学教育学部理科教育) 

D-09 ※ シミュレーション教材 PhET の活用に向けた調査と実践  II. 米国コロラド州における活用実践の調査 

○國仲 寛人，後藤 太一郎 (三重大学教育学部) 

 

 

◇昼食 (12：20～13：40) ◇ 

 

座長  大鹿  聖公 (愛知教育大学) 

(13：40～14：55) 
D-10 ※ F. W. パーカーの科学教育観に関する研究 

      －「Uncle Robert’s Geography」の記述内容に焦点をあてて－ 

○澤田 衣李 (設楽町立津具小学校)，丹沢 哲郎 (静岡大学教育学部)  

D-11 ※ STEM 教育における Professional Development に関する基礎的研究 

齊藤 智樹 (静岡大学創造科学技術大学院) 

D-12 ※ STEM ジュニアプロジェクト「STEM キャンプ」における子どもたちのイシューズへの向き合いかたの調査 

      ～井川少年自然の家での実践をもとに～ 

○小林 美沙希，石川 遥，熊野 善介 (静岡大学教育学研究科) 

D-13 ※ 実験動画による演示実験を取り入れた理科授業における学習者の概念理解の変容 

○青木 一真 (岐阜大学院教育学研究科)，池戸 亮平，中村 琢 (岐阜大学教育学部) 

D-14 ヒトの聴覚器における音の受容のための有毛細胞の役割 

◯村田 公一 (専門学校日本聴能言語福祉学院)，柳原 由起 (東海学院大学)， 

廣渡 洋史，池田 雅志 (岐阜保健短期大学), 高橋 哲也 (名古屋女子大学) 

 

◇休憩 (14:55～15:00) ◇ 

座長  熊野  善介 (静岡大学) 

(15：00～16：15)  
D-15 ※ 教科書分析から考える実験目的の思考場面  「化学変化と原子・分子」を事例に 

〇原山 慎 (愛知教育大学大学院)，平野 俊英 (愛知教育大学) 

D-16 ※ 理科授業を探究する技法開発 －分析観点の検討－                      平野 俊英 (愛知教育大学) 

D-17 ※ ESD の視点を備えた教員養成のための基礎的研究 

      多面的な見方・考え方を育成するための授業開発 

○田村 安花利，大鹿 聖公 (愛知教育大学) 

D-18 ※ イオンの生成を理解させるためのモデル教材の開発 

○久野 史絵 (愛知教育大学大学院)，大鹿 聖公 (愛知教育大学) 

D-19 ※ 生命について科学的に考えさせる授業の実践 

○石黒 茂 (愛知医療学院短期大学)，大鹿 聖公 (愛知教育大学) 


