
Ａ会場（人文棟104教室）

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

1 ○吉野嵩史・西川純 上越教育大学教職大学院
教員集団における若手教員の関わり合いに関
する事例研究～異学年『学び合い』中の会話
分析を通して～

9:00

3 ○中島清貴・西川純 上越教育大学教職大学院
異学年合同『学び合い』における教職員の同
僚性についての研究-50代教諭の会話を中心
とした事例的研究-

9:20

5 ○舟越暁・西川純 上越教育大学教職大学院
全校　『学び合い』に取り組み始めた教員集
団に関する研究－教員の悩みに着目した事例
的研究－

9:40

7 ○松江崇倫・西川純 上越教育大学
『学び合い』における学習者・教師の教師観
に関する研究 10:00

9 ○小林司・西川純 上越教育大学教職大学院
全校『学び合い』算数の授業後に行われる授
業検討会に関する事例的研究 10:20

11
○松葉大吾・勝海由里
  子・水落芳明

上越教育大学教職大学院
校内授業研究において研究主任の働きかけが
職員に与える効果に関する事例的研究 10:40

13
○杉山立・荒井千尋・
  水落芳明

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が授業を
相互参観することが学卒院生の授業力に及ぼ
す効果に関する事例的研究

11:00

15 ○簑輪欣房 足利短期大学子ども学科 校内研修主題と学力調査結果との関係 11:20

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

17
○荒井千尋・水落芳明
  ・三崎隆

上越教育大学教職大学院
信州大学

学習者によるタブレット型デジタル教科書の
機能選択に関する事例的研究 14:40

19
○真島徹也・水野大輔
  ・水落芳明

上越教育大学教職大学院
アウトプット型の述語を用いた目標表現の授
業デザインが学習者の言語活動に与える影響
に関する事例的研究

15:00

21 ○吉澤誠・西川純 上越教育大学教職大学院
異学年合同教科学習における交流及び共同学
習の事例的研究－交流の側面と共同学習の側
面に着目して－

15:20

15:40

閉会行事（各会場にて）            
懇親会（大学会館１階学生食堂） 16：30～18：00

一般研究発表（２）　14：40～16：00　座長 簑輪欣房（足利短期大学）
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総会（講義棟301教室）        　11：40～12：00
昼食・休憩　                   12：00～13：00
シンポジウム（講義棟301教室）　13：00～14：30
休憩　　　　　　　　　　　　　 14：30～14：40

一般研究発表（１）　9：00～11：40　座長　松井千鶴子（上越教育大学教職大学院）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 早川裕隆（上越教育大学教職大学院）



Ｂ会場（人文棟105教室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小松祐貴（上越教育大学教職大学院院生）
頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

23

○小松祐貴・渡邉悠也
  ・桐生徹・中野博
幸・
  久保田善彦

上越市立城北中学校
上越教育大学教職大学院
上越教育大学
宇都宮大学

「凸レンズの働き」学習上の課題－ＡＲ教材
の活用から－ 9:00

25
○荻野伸也・桐生徹・
  久保田善彦

上越市立城北中学校
上越教育大学教職大学院
宇都宮大学

曲線グラフと棒グラフによる複合グラフの読
解に関する研究－溶解度の学習に関して－ 9:20

27 ○阿部貴央・桐生徹 上越教育大学教職大学院
タブレット端末を用いた授業効果に関する事
例的研究～小学校5年流れる水のはたらきを
通して～

9:40

29 ○橋爪智哲・水落芳明 上越教育大学教職大学院
小学校音楽科におけるタブレット型端末を活
用した和声の指導に関する事例的研究 10:00

31 ○齊藤正賢・西川純 上越教育大学教職大学院
タブレット型端末を使用した『学び合い』外
国語活動の事例的研究 10:20

33 ○附田賢一・西川純 上越教育大学教職大学院
異学年　『学び合い』保健に関する研究-小
規模校における実践を通して- 10:40

35 ○橋本里美・三崎隆 信州大学教育学部
中学校理科の『学び合い』に現れた学力上位
群，学力中位群，学力下位群の会話ケースの
分析（２）

11:00

37 ○宮下治 愛知教育大学教職大学院
幼児教育・小学校教育・中学校教育の現状か
ら捉えた野外自然体験学習の課題 11:20

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

39 ○能波真穂・寺田光宏 岐阜聖徳学園大学
中学生の理科に対する態度変容の研究－学習
塾における長期・連続プロトコル分析に基づ
いて－

14:40

41
○丸山悟・水落芳明・
  原瑞穂

上越市立春日小学校
上越教育大学教職大学院

ティームティーチングにおけるトランシー
バーによる熟練教員の発話の聴取が新人教員
の授業意識と指導技術に与える効果に関する
事例的研究

15:00

43
○齋藤亮・伊藤典子・
  水落芳明

上越教育大学
上越教育大学教職大学院

大学生と現職院生による授業参観の共有が大
学生の授業の捉え方に与える効果に関する事
例的研究

15:20

45
○茂木良介・岡沢裕治
  ・西川純

上越教育大学教職大学院
説明する力の向上に関する事例的研究～小規
模校における全校　『学び合い』算数授業を
通して～

15:40

休憩　                         14：30～14：40

閉会行事（各会場にて）　           
懇親会（大学会館１階学生食堂） 16：30～18：00

総会（講義棟301教室）          11：40～12：00
昼食・休憩　                   12：00～13：00
シンポジウム（講義棟301教室）　13：00～14：30

一般研究発表（２）　14：40～16：00　座長　寺田光宏（岐阜聖徳学園大学）　

一般研究発表（１）　9：00～11：40　座長　三崎隆（信州大学）　



Ｃ会場（人文棟106教室）

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

47
○山上純・桐生徹・久
  保田善彦

上越市立春日小学校
上越教育大学教職大学院
宇都宮大学

理科学習における「ふきだし法」の導入とそ
の効果に関する研究 9:00

49 ○髙橋一哉・桐生徹
上越市立城北中学校
上越教育大学教職大学院

事前に学習内容を得ることが授業での学習に
与える影響 9:20

51 ○嘉戸章人・桐生徹 上越教育大学教職大学院
小学校熟練教師と初任教師の中学校理科授業
の比較研究 9:40

53
○中村直貴・桐生徹・
  久保田善彦

上越市立春日小学校
上越教育大学教職大学院

認知的スピードバンプを実装した実験用ワー
クシートの活用に関する研究 10:00

55
○植木幸広・久保田善
  彦

上越市立清里小学校
宇都宮大学教育学部

協同的グラフ作成による実験データのバラツ
キの理解と誤概念の解消に関する研究 10:20

57 ○渡邉悠也・桐生徹 上越教育大学教職大学院
「月の満ち欠け」における子どもの実態に関
する研究-2D図形と3Dモデルによる調査を通
して-

10:40

59 ○吉田英男・桐生徹
岩手県立盛岡第四高等学
校
上越教育大学教職大学院

イオンの存在の理解を深める電気泳動実験の
比較に関する研究－高吸水性ポリマーを用い
た電気泳動実験と教科書実験の比較から－

11:00

61
○佐々木剛・さかなク
  ン・川名優孝・刑部
  真弘・三浦一彦

東京海洋大学
鹿島建設

被災地小学校における海の認識に関するテキ
スト分析 11:20

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

63 ○時松哲也・西川純 上越教育大学教職大学院
『学び合い』による児童の居場所に関する研
究～Ｑ－Ｕの結果に着目して～ 14:40

65 ○西澤尚輝・西川純 上越教育大学
優秀な成績を残している顧問教師の部活への
考え方に関する研究～『学び合い』の考え方
に着目して～

15:00

67 ○坂野直樹・西川純 上越教育大学教職大学院
教職大学院生の会話の実態に関する研究～
『学び合い』の考え方に基づいて運営される
研究室に着目して～

15:20

15:40

一般研究発表（２）　14：40～16：00　座長　佐々木剛（東京海洋大学）　

閉会行事（各会場にて）           　
懇親会（大学会館１階学生食堂） 16：30～18：00

休憩　14：30～14：40

総会（講義棟301教室）        　11：40～12：00
昼食・休憩　                   12：00～13：00
シンポジウム（講義棟301教室）　13：00～14：30

一般研究発表（１）　9：00～11：40　座長　桐生徹（上越教育大学教職大学院）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙橋一哉（上越教育大学教職大学院院生）



Ｄ会場（人文棟107教室）

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

69 ○寺島元子 上越市立明治小学校
論理的思考力の育成を図る説明文教材の学習
デザイン（２）－学習の転移を促す指導の工
夫－

9:00

71 ○保坂国馨 上越教育大学教職大学院
子どもの文章表現能力を高める作文指導の研
究－思考を促す推敲活動を通して－ 9:20

73 ○平澤林太郎 小千谷市立小千谷小学校

「ごんぎつね」の続き話をマンガで作り学習
者間で共有することの有効性－創発的分業支
援システムを活用した小学校第４学年国語
「ごんぎつね」の実践から－

9:40

75 ○半田彩実 上越市立浦川原中学校
ＪＳＬ生徒を対象とした日常生活と関連させ
た説明の仕方－国語と理科の教科による違い
から－

10:00

77
○髙澤郁男・水落芳明
  ・原瑞穂

上越教育大学教職大学院
ＣＬＩＬ（内容言語統合型学習）を活用した
中学校英語科と社会科の統合型学習の事例的
研究

10:20

79 ○林俊行・水落芳明
新潟市立上所小学校
上越教育大学教職大学院

小学校外国語活動における自己効力感を高め
る“Hi，friends!”デジタル教材活用の事例
的研究

10:40

81 ○外山良史・水落芳明 上越教育大学教職大学院
小学校体育学習における学習者によるタブ
レット型端末の活用方法選択に関する事例的
研究

11:00

83 ○古屋達朗・水落芳明
山梨県西桂町立西桂小学
校
上越教育大学教職大学院

タブレット型端末の利用による多種類の動画
フィードバックの効果に関する事例的研究～
小学校3学年器械運動「マット運動」を通し
て～

11:20

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻

85 ○道見咲希・西川純 上越教育大学
学校生活における，集団効力感に関する研究
-『学び合い』実践校の児童に着目して- 14:40

87 ○藤島謙太朗・西川純 上越教育大学教職大学院
全校『学び合い』をリードする学習者に関す
る事例的研究 15:00

89 ○佐藤義岳・西川純 上越教育大学教職大学院
小学校全校『学び合い』算数による保育園児
との交流活動の事例的研究 15:20

91 ○伊藤典子・水落芳明 上越教育大学教職大学院
校内研修の活性化に向けた事例研究～職員間
の研究主題の共通理解と協議会の在り方に着
目して～

15:40

一般研究発表（２）　14：40～16：00　座長　宮下治（愛知教育大学教職大学院）

閉会行事（各会場にて）　           
懇親会（大学会館１階学生食堂） 16：30～18：00

休憩　14：30～14：40

総会（講義棟301教室）　        11：40～12：00
昼食・休憩　                   12：00～13：00
シンポジウム（講義棟301教室）　13：00～14：30

一般研究発表（１）　9：00～11：40　座長　赤坂真二（上越教育大学教職大学院）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤多佳子（上越教育大学教職大学院）
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