
自由研究発表 

Ａ会場（北校舎 N２０１） 

頁 氏 名 所 属 発 表 題 目 開始 
時間 

1 桐生 徹 長野県総合教育センター アタッチメント方式の簡易カメラとケプ

ラー式望遠鏡の教材開発と評価 9:00 

3 

○阿部 裕子 

楠本 誠 

久保田善彦 

舟生日出男 

鈴木 栄幸 

加藤 浩  

上越教育大学教職大学院 

上越教育大学教職大学院 

上越教育大学教職大学院 

広島大学大学院 

茨城大学人文学部 

放送大学 ICT 活用・遠隔教育センター 

「ごんぎつね」における心情と情景の読み

のための Voicing Board の活用 
9:20 

5 宮下 治 関東学院大学 小学校教育における野外自然体験学習の

現状－東京都及び神奈川県を例にして－ 
9:40 

   10 周年記念講演  10:15～11:45  

   昼食休憩    11:45～13:00  

7 ○小澤 愛実 

西川 純 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

『学び合い』が教師に与える影響－教師主

導型授業においての児童に対する指導に

着目して－ 

13:00 

9 ○松原 宏樹 
 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

『学び合い』による演劇活動を通したコミ

ュニケーション力育成の研究 
13:20 

11 ○伊藤 善隆 

西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

『学び合い』の授業における子どもたちに

よる学習計画づくりの研究―学習計画づ

くり（算数科）の会話に着目して― 
13:40 

13 
○吉井 理人 
林 俊行 
水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

小学校社会科の『学び合い』における学習

者同士の「可視化」の効果に関する事例的

研究 
14:00 

   休憩    14:20～14:30  

15 ○松谷 和彦 
水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

コンビネーションなわとびにおける人間

関係の向上に関する事例的研究 
14:30 

17 ○植木 幸広 
久保田善彦 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

実験数値の比較と誤差認識の関連につい

て―5年生「振り子の運動」の実践を通し

て― 

14:50 

19 ○澤田栄三郎 
 水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

校内研修テーマを教師と学習者が共有す

る効果に関する事例的研究 15:10 

21 ○若井 秀倫 
 三崎 隆 

信州大学教育学部学部生 
信州大学 

児童の得ている環境に関する情報の情報

源についての調査研究 15:30 



Ｂ会場（北校舎 N２０２） 

頁 氏 名 所 属 発 表 題 目 開始 
時間 

23 渡邉 三津 新潟県三条市立大島中学校 
学習者相互の revoicingを起こす授業条件

（１）～「意味づけ論」による分析を通し

て～ 

9:00 

25 

○井上功太郎 

木花 明美 

豊本 英嗣 

栗田 和恵 

松本 修 

上越教育大学教職大学院 

上越市立直江津東中学校 

上越教育大学教職大学院 

上越教育大学教職大学院 

上越教育大学教職大学院 

相互作用を生かした主張文を書く活動の

臨床的研究 
9:20 

27 寺島 元子 上越教育大学教職大学院 

「話す・聞く」言語活動の成立条件に関す

る一考察（２）－論理的表現の検討を課題

とした高学年話し合い活動の学習分析を

通して－ 

9:40 

   10 周年記念講演  10:15～11:45  

   昼食休憩    11:45～13:00  

29 

○大沢 正典 
坂野 直樹 
長谷川貴明 
西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

小規模校の活性化を図る「全校『学び合

い』」に関する研究－子どもの姿から学び

合う教師集団の形成を通して－ 

13:00 

31 ○朝比奈雅人 
 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

小学校社会科における『学び合い』－気に

なる子への教え方に着目した事例的研究

－ 

13:20 

33  山口 政之 敬愛大学 
読み違いにおける〈漢字部分の代用〉の諸

相―読字プロトコルをもとにした読字分

析を中心に― 

13:40 

35 中原 靖友 
群馬大学教育学部附属小学

校 
図画工作科の表現領域における子どもの

交流の姿の検証 14:00 

   休憩   14:20～14:30  

37 
○木花 一則 
 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

小学校中学年における外国語活動の事例

的研究 
14:30 

39 ○相澤 文哉 
水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

教職経験のない学卒院生と現職院生との

協働による授業実践に関する効果の検証 
14:50 

41 ○冨田憲太郎 
 水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

学習者自身による「知識の構造化」を目指

した社会科授業 
15:10 

43 ○田中 亜季 
 三崎 隆 

信州大学教育学部学部生 
信州大学 

理科における『学び合い』の授業に現れる

児童同士の相互作用と人間関係に関する

研究 

15:30 

 



Ｃ会場（北校舎 N２０３） 

頁 氏 名 所 属 発 表 題 目 開始 
時間 

45 松沢 要一 上越教育大学教職大学院 関与と実感の視座から開発した数学教材

の有効性の検証 
9:00 

 47 古屋 達朗 山梨市立加納岩小学校 

協同的な学習における学習過程の可視化

による表現の広がりへの効果に関する一

考察 ～算数科「小数」の実践を通して～ 

9:20 

49 ○小林 克樹 

水落 芳明 
新潟県上越市立保倉小学校 

上越教育大学教職大学院 
校内研修における教師の協働が研修意欲

に与える効果に関する事例的研究 
9:40 

   10 周年記念講演  10:15～11:45  

   昼食休憩    11:45～13:00  

51 

○阿部 里美 
 五十嵐洋貴 
 大沢 正典 
 西川 純 

糸魚川市能生中学校 
糸魚川市能生中学校 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

一人も見捨てない『学び合い』数学の実践

に関する一考察－生徒による授業改善の

ための「『学び合い』会議」に着目して－ 

13:00 

53 
○降旗みなみ 
 大沢 正典 
西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

「中１ギャップ」解消に向けた『学び合い』

の実践に関する一考察－小規模校間の連

携による「全校『学び合い』算数」「『学び

合い』会議」を通して－ 

13:20 

55  峰本 義明 新潟県立新潟高等学校 読みの交流の有無が読みの方略の習得に

与える影響 
13:40 

57 松本 拓明 上越教育大学大学院 算数好きの児童を増やすための手立て－

活用力の育成の視点から－ 14:00 

   休憩   14:20～14:30  

59 ○鈴木 智久 
 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

異学年学習の協議会に関する研究―子ど

も参加型協議会を通して― 
14:30 

61 ○加藤 優宜 

 西川 純 
上越教育大学 
上越教育大学教職大学院 

『学び合い』実践者の意識と行動における

共通点の考察 
14:50 

63 ○奥澤 良尚 
三崎 隆 

信州大学教育学部学部生 
信州大学 

小学校における環境教育実践の改善に関

する事例研究―2010 年度に「ながの学校

版環境マネジメントシステム（EMS）」に

認定された学校の第５学年の児童の実態

に着目して― 

15:10 

    15:30 

 

 



Ｄ会場（北校舎 N３０１） 

頁 氏 名 所 属 発 表 題 目 開始 
時間 

65 ○伊藤 修也 
 水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

「目標と学習と評価の一体化」をした英語

の授業実践 
9:00 

67 ○佐藤 裕子 
 水落 芳明 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

生徒会活動を通じてのフォロアーシップ

育成の実証的検証 9:20 

69 ○林 俊行 
 水落 芳明 

上越教育大学教職大学院生 
上越教育大学教職大学院 

小学校外国語活動におけるタブレット型

端末活用の効果に関する事例的研究－英

語劇シナリオづくりにおける音声認識翻

訳活動を通して－ 

9:40 

   10 周年記念講演  10:15～11:45  

   昼食休憩    11:45～13:00  

71 小林 秀樹 新潟県三条市立第一中学校 
次世代の公教育の在り方の一考察 

～小中交流授業の実践を通して見えてき

た成果と課題～ 

13:00 

73 ○長谷川貴明 

 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

中途退学者の社会復帰に関する実践的研

究 
13:20 

75 ○八城 元哉 
 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

児童による自己評価の事例的研究－児童

と授業参観者の相互作用を生かして－ 
13:40 

77 ○福島 俊介 
久保田善彦 

上越教育大学大学院 
上越教育大学大学院 

中学校理科「火山活動と火成岩」の単元に

おける GoogleEarth の活用 
14:00 

   休憩   14:20～14:30  

79 

○楠本 誠 
岡崎 翼 
阿部 祐子 
久保田善彦 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

学力向上への取り組みにおける自己調整

学習サイクルの活用と検証 
14:30 

81 早川 裕隆 上越教育大学教職大学院 

被虐待児童に対する道徳の授業の効果に

関する考察 －児童相談所の一時保護所で

の役割演技による道徳の授業実践を中心

に－ 

14:50 

83 ○三石 梨沙 
 三崎 隆 

信州大学教育学部学部生 
信州大学 

教師の『学び合い』の経験年数とその言動

に関する事例研究 その２ 
15:10 

    15:30 

 
 
 



 
Ｅ会場（北校舎 N３０２） 

頁 氏 名 所 属 発 表 題 目 開始 
時間 

85 平澤林太郎 小千谷市立小千谷小学校 

Facebook や mixi の「いいね！」機能を，

小学校の教室で使ったら－創発的分業支

援システムを活用した小学校第３学年理

科「明かりをつけよう」の実践から－ 

9:00 

87 ○岡田 哲典 

 西川 純 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

小規模小学校児童の関わりの変容～同学

年の他校合同『学び合い』算数を通して～ 9:20 

89 ○中村 友貴 
 西川 純 

上越教育大学 
上越教育大学 

『学び合い』による特別な支援を要する児

童の変容に関する一考察 9:40 

   10 周年記念講演  10:15～11:45  

   昼食休憩    11:45～13:00  

91 ○坂野 直樹 

 西川 純 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

『学び合い』が組織に与える影響に関する

研究 
13:00 

93 
○澤栗 賢一  

 久保田善彦 

 濁川 朋也 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学附属中学校 

音を可視化することで管楽器の音の出る

仕組みを探究する学習‐中学校第１学年

「音の性質」の実践‐ 

13:20 

95 ○東 一也 
 西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

地域における子どもの学習実態に関する

事例研究 
13:40 

97 ○猪口 奏子 

西川 純 

上越教育大学教職大学院 
上越教育大学 

プロジェクト型外国語活動に関する実践

的研究－総合的な学習の時間との連携を

通して－ 

14:00 

   休憩   14:00～14:30  

99 ○生田 恵子 

水落 芳明 
上越教育大学教職大学院 
上越教育大学教職大学院 

小学校５学年音楽科鑑賞学習における児

童間対話による相互作用促進と鑑賞の深

まりに関する事例的研究 

14:30 

101 
○蓬郷 尚代 
千足 耕一 
小山 浩 

東京海洋大学大学院 
東京海洋大学 
筑波大学附属中学校 

中学校における遠泳実習が中学生の海洋

リテラシーに及ぼす影響 
14:50 

103 ○高見澤 誠 
 三崎 隆 

信州大学教育学部学部生 
信州大学 中学校理科における生徒の質問分析(２) 15:10 

    15:30 

 


