
⼤会プログラム 
     ※印を伏す発表は，⽇本教育⼤学協会東海地区理科部⾨会 会員分 
                 〇印は連名発表の発表者 
Ａ会場 
 
 
 
            ページ 
 Ａ1 明確な仮説をもって観察，実験に取り組む理科学習    1 
  尾河 ⼤輔 名古屋市⽴千年⼩学校 
 
 Ａ2 仮説を設定できる児童を育てる理科学習     2 
  古池 秀⾏ 名古屋市⽴⾼⾒⼩学校 
 
 Ａ3 知識を活⽤することができる児童の育成     3 
  池⽥ 純也 名古屋市⽴広⾒⼩学校 
 
 Ａ4 知識を活⽤できる⽣徒を育てる理科学習     4 
  松原 潤⼀ 名古屋市⽴千⿃丘中学校 
 
 
 
 
 
 Ａ5 素朴概念から科学的概念へ変換できる⽣徒を育てる理科学習   5 
  ⽮野 貴裕 名古屋市⽴⾼針台中学校 
 
 Ａ6 主体的に問題を解決し、科学の⾯⽩さを実感する授業づくり   6 
    〜２年理科「回路の謎を解明しよう」の学習を通して〜 
  前⽥ 由美 知⽴市⽴⻯北中学校 
 
※Ａ7 プログラミング教育におけるコーチングと児童間の対話的な学び  7 
 〇伊東 慎介 静岡⼤学 ⼤学院教育学研究科 
  荒⾕ 航平 静岡⼤学 ⼤学院博⼠課程教育学研究科 
  郡司 賀透 静岡⼤学 学術院教育学領域 
 
※Ａ8 昭和初期の「特別学級」における初等理科の実践     8 
 ―静岡県安倍郡千代⽥尋常⾼等⼩学校を事例にしてー  
 〇加島 ⾥菜 静岡⼤学 ⼤学院教育学研究科 
  荒⾕ 航平 静岡⼤学 ⼤学院博⼠課程教育学研究科 
  郡司 賀透 静岡⼤学 学術院教育学領域 
 
  

9:00〜10:15   座⻑ 古川 貴之（岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校） 

 

10:30〜11:45   座⻑ 内海 志典（岐⾩⼤学 教育学部） 

 



Ａ会場︓ 
 
 
 
            ページ 
 Ａ9 化学教授におけるプロジェクト授業の実践（Ⅲ）    9 
   ⼥⼦⽣徒の理科学習を促進するプロジェクト「チョコレート」 
  ⼤川 翔平 静岡県⽴沼津商業⾼等学校 
 
 Ａ10 科⽬「⽣物基礎」における「問い」の作り⽅    10 
  ⽣徒を惹きつける「問い」にするには 
  佐⽥ 恵⼦ 静岡市⽴⾼等学校定時制課程 
 
 Ａ11 中学校理科におけるアーギュメント構成能⼒育成を⽬指した授業  11 
 ―「消化」を事例として― 
 〇奥村 桐⽮ 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  寺⽥ 光宏 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
 
 Ａ12 理科における図解の同型性と理解の関係     12 
 ―「飽和⽔蒸気量」を例にして―  
 〇杉江 泉 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  寺⽥ 光宏 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
 
 
 
 
 Ａ13 理科の認知的不協和状況における粘り強さについての⼀考察   13 
 ―学習観と⾃⼰認識の変化に着⽬して― 
 〇前⽥ 光哉 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  寺⽥ 光宏 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
 
 Ａ14 概念変化に伴う学習者の理科に対する総合的な興味の変化    14 
 −「浮⼒」を事例として−  
 〇恒成 怜 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  寺⽥ 光宏 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  
 Ａ15 中学校理科における領域的横断型の授業デザインとその評価   15 
 −光学台の改善を通して−  
 〇前⽥ 笑 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  寺⽥ 光宏 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 

  

13:00〜14:15   座⻑ 熊野 善介（静岡⼤学 教育学部） 

 

14:30〜15:25   座⻑ 後藤 太⼀郎（三重⼤学 教育学部） 

 



Ｂ会場 
 
 
 
            ページ 
※Ｂ1 将来への⾜場かけとして機能するスキルに関する研究   16 
 〇宮下 蒼 岐⾩⼤学 ⼤学院教育学研究科 
  内海 志典 岐⾩⼤学 教育学部 
 
※Ｂ2 科学技術に関連する社会的諸問題（SSI）を取り扱った中学校理科の  17 
 指導⽅略に関する研究  ―⽣徒の意思決定に着⽬してー 
 〇⽝飼 真⾐⼦ 岐⾩⼤学 教育学部 
  内海 志典 岐⾩⼤学 教育学部 
 
※Ｂ3 ⼩学校理科における「科学の本質（NOS）」の理解を促進する指導⽅略に関する研究
 〇⾼野 詩織 岐⾩⼤学 教育学部     18 
  内海 志典 岐⾩⼤学 教育学部 
 
 Ｂ4 ⽔の温まり⽅における実験系の検討と熱対流の安定化   19 
  猪本 修 兵庫教育⼤学 
 
 
 
 
 
※Ｂ5 JSTジュニアドクター育成塾事業、「静岡 STEM アカデミー」における 1 年⽬と 2 年⽬

の相違点と改善点とその成果      20 
 〇熊野 善介 静岡⼤学 教育学部 
  増⽥ 俊彦 元静岡科学館る・く・る館⻑ 
  ⻘⽊ 克顕 静岡⼤学 教育学部 
  郡司 賀透 静岡⼤学 教育学部 
  ⼭本 ⾼広 静岡⼤学 教育学部 
 
※Ｂ6 STEM教育のための 3Dペンを活⽤した課題解決型プログラムの開発  21 
  Engineering Design Processを⽤いて 
 〇峯⽥ ⼀平 静岡⼤学 ⼤学院教育学研究科 
  ⾼橋 政宏 静岡⼤学教育学部附属静岡中学校 
  井出 祐介 静岡⼤学教育学部附属静岡中学校 
  熊野 善介 静岡⼤学創造科学技術⼤学院 
 
 Ｂ7 追究し、解決する楽しさを味わう理科学習を⽬指して   22 
  海野 ⻯也 静岡市⽴服織⼩学校 
 
 Ｂ8 ⽣徒が⾒通しをもって観察・実験を⾏うための学習評価の在り⽅  23 
 〜⼩単元を意識したOPPAによる授業のグランドデザイン〜 
  橘⽥ 勇 静岡市⽴⻄奈中学校  

9:00〜10:15   座⻑ 吉川 直志（名古屋⼥⼦⼤学 ⽂学部） 

 

 

 

10:30〜11:45   座⻑ 須⼭ 知⾹（岐⾩⼤学 教育学部） 

 



Ｂ会場 
 
 
 
            ページ 
※Ｂ9 中学校理科「⽣物の分類」      24 
  指導要領改訂の背景を踏まえた授業プランニング  
 〇簗瀬 敬吾 岐⾩⼤学 教育学部 
  須⼭ 知⾹ 岐⾩⼤学 教育学部 
  ⼤井 真菜 美濃加茂市富加町中学校組合双葉中学校 
  ⼩川 唯菜 恵那市⽴恵那⻄中学校 
 
※Ｂ10 植物に対する興味・関⼼及び愛護⼼を⾼める⾃然観察授業の開発  25 
 〇加藤 恵梨奈 岐⾩⼤学 教育学部 
  須⼭ 知⾹ 岐⾩⼤学 教育学部 
  ⽇⽐野 敦稀 関市⽴富岡⼩学校 
  ⼭本 幹 岐⾩市⽴⻑森⻄⼩学校 
 
※Ｂ11 ⾍の標本を利⽤した授業による⼦供の理科への興味関⼼を向上させる効果の検証  
 〜教員の博物館利⽤促進を⽬指して〜     26 
 〇夏厩 悠⽃ 岐⾩⼤学 ⼤学院教育学研究科  
  須⼭ 知⾹ 岐⾩⼤学 教育学部 
  佐藤 秀⾏ 岐⾩⼤学附属⼩中学校 
  ⽇⽐野 敦希 岐⾩県関市⽴富岡⼩学校 
 
 Ｂ12 主体的に問題解決に取り組み、実感を伴った理解ができる⼦の育成 
 −３年理科「磁⽯で楽しもう！ふしぎなおもちゃ！〜じしゃくのふしぎをしらべよう〜」

の実践を通して−       27 
  三浦 仁敬 豊橋市⽴東陵中学校 
 
 
 
 
 
 Ｂ13 情報活⽤能⼒の向上を⽬指した理科教育の創造    28 
 − ６年理科『⽔溶液の性質』の実践を通して − 
  ⾦澤 徹 岡崎市⽴⼤⾨⼩学校 
 
 Ｂ14 中学校理科で扱う銅の酸化実験に関する⼀考察    29 
 −定⽐例の法則を実感的に理解させるために− 
 〇後藤 翔 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
  ⾕川 直也 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部 
 
 Ｂ15 炭素電極を⽤い，⽔酸化ナトリウム⽔溶液に通電させた後に⽣じる起電⼒に関する⼀考察 
 〇浅井 ⾠哉 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部    30 
  ⾕川 直也 岐⾩聖徳学園⼤学 教育学部  

13:00〜14:15   座⻑ 荻原 彰（三重⼤学 教育学部） 

 

14:30〜16:25   座⻑ ⼾⾕ 義明（愛知教育⼤学 理科教育講座化学分野） 

 



Ｃ会場 zoom 接続リンク︓ 
 
 
 
            ページ 
※Ｃ1 「⽣物の特徴と分類の仕⽅」における博学連携の活⽤  
 〜異なった⽣物群の動物カードを使った学習の⽐較を通して 〜  31 
 〇古市 博之 
  ⼤⿅ 聖公 
  ⾼野 智 
 
※Ｃ2 協働学習を取り⼊れた中学校理科カリキュラムの開発 
 ―中学校第 1 学年第 1分野における授業実践を通して―   32 
 〇野村 優成 愛知教育⼤学 
  ⼤⿅ 聖公 愛知教育⼤学 
 
※Ｃ3 外来植物を題材に⾃分の意思決定をするための教材の開発   33 
  中学校第３学年「⾃然と⼈間」単元での授業実践を通して 
 〇佐野 聖 愛知教育⼤学⼤学院 
  ⼤⿅ 聖公 愛知教育⼤学 
 
※Ｃ4 名古屋港⽔族館でのワークシート活⽤の実践検証    34 
 〇⼤⾕ 恵⾥ 愛知教育⼤学⼤学院 
  ⼤⿅ 聖公 愛知教育⼤学 
 
 
 
 
※Ｃ5 社会教育施設でＳＤＧｓを学ぶためのワークシートの開発   35 
 〇⽵内 真紀 愛知教育⼤学 
  ⼤⿅ 聖公 愛知教育⼤学 
 
※Ｃ6 ⼩学校理科「⾬⽔の⾏⽅と地⾯の様⼦」における STEM教材の開発  36 
  試⾏錯誤と協同を促す授業実践を通して 
 〇⽚岡 千春 愛知教育⼤学教職⼤学院 
  ⼤⿅ 聖公 愛知教育⼤学 
 
 Ｃ7 ⼩学校での動画利⽤による理科教材の提案     37 
  林  咲良 名古屋⼥⼦⼤学 ⽂学部 
  ⽔⾕ 優⾥ 名古屋⼥⼦⼤学 ⽂学部 
  ⼭⽥ 清楓 名古屋⼥⼦⼤学 ⽂学部 
 〇吉川 直志 名古屋⼥⼦⼤学 ⽂学部 
 
 Ｃ8 ⼿づくり「科学絵本」の読み聞かせと実験による教育的効果(6)  38 
  橋本 美彦 中部⼤学  

9:00〜10:15   座⻑ 佐藤 秀⾏（岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校） 

 

10:30〜11:45   座⻑ 中村 琢（岐⾩⼤学 教育学部） 

 



Ｃ会場 
 
 
 
            ページ 
※Ｃ9 実験教室で実施可能な「⽔あめ作り」の改良実験法の開発   39 
 〇⼾⾕ 義明 愛知教育⼤学 理科教育講座化学分野 
  平岩 ⼤作 南⼭国際⾼等学校 
 
※Ｃ10 天然の放射線源による放射線⾶跡観察を⽤いた探究型授業の開発  40 
 〇中村 琢 岐⾩⼤学 教育学部 
  奥村 真⼦ 岐⾩⼤学 教育学部 
 
※Ｃ11 理数授業における評価指標の作成       41 
 ―⽇本版RTOPの開発―  
 〇⽝飼 騰浩 岐⾩⼤学 ⼤学院教育学研究科  
  中村 琢 岐⾩⼤学 教育学部 
 
※Ｃ12 反転授業による物理授業の実践と効果測定     42 
 〇伊東 朋⾥ 岐⾩⼤学 教育学部 
  中村 琢 岐⾩⼤学 教育学部 
 
 
 
 
 
※Ｃ13 義務教育学校における７か年のカリキュラム開発と指導の在り⽅   43 
 〜前期課程 科学的に探究する⼒の育成に焦点をあてて〜  
 〇佐藤 秀⾏ 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  上原 純 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  古川 貴之 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  三橋 直哉 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  ⾼橋 亮 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  中村 琢 岐⾩⼤学 教育学部 
 
※Ｃ14 義務教育学校における理科 7 か年の探究活動と評価    44 
 〜第９学年の運動とエネルギーを通して〜 
 〇古川 貴之 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校  
  三橋 直哉 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  ⾼橋 亮 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  佐藤 秀⾏ 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  上原 純 岐⾩⼤学教育学部附属⼩中学校 
  中村 琢 岐⾩⼤学 教育学部 

 

13:00〜14:15   座⻑ 郡司 賀透（静岡⼤学 学術院教育学領域） 

 

14:30〜16:25   座⻑ 橋本 美彦（中部⼤学） 

 


