第13回臨床教科教育学セミナー2014

目次

Ａ会場（人文棟104講義室）
一般研究発表1
頁

氏名

9：00～11：40

座長

荒井千尋（上越教育大学教職大学院）
古屋達朗（山梨県西桂町立西桂小学校）

所属

発表題目

開始時刻

学習者がデジタル教科書を自作する授業実践
における学習者の情報活用能力に与える効果
に関する事例的研究

9:00

3 ・桐生徹

上越教育大学教職大学院
デジタル記録とアナログ記録の活用カテゴリ
長野県下條村立下條中学校 による学習行動の分析〜小学校5年「流れる
上越教育大学
水のはたらき」での学習者の選択を通して〜

9:20

5 ○三浦卓馬・西川純

上越教育大学教職大学院

9:40

1 ○荒井千尋・水落芳明 上越教育大学教職大学院
○阿部貴央・村松賢

7

教育現場でのICT活用と学習意欲について

山梨県西桂町立西桂小学校
タブレット型端末を利用した同期型CSCLによ
○古屋達朗・八代一浩 山梨県立大学国際政策学部
る協同学習の効果に関する研究～edutabを用
・水落芳明・水越一貴 上越教育大学教職大学院
いた算数科「小数」の実践を通して～
(株)デジタルアライアンス

上越教育大学
9 ○小田瑞希・水落芳明 上越教育大学教職大学院

10:00

学び合う授業における交流活動と学習効果に
関する事例的研究

10:20

愛知教育大学教職大学院

児童間のやりとりの活性化がもたらす効果に
関する社会科授業実践研究

10:40

13 ○出口真理子・宮下治 愛知教育大学教職大学院

「座席表カルテ」活用による小１プロブレム
緩和の実践研究

11:00

15 ○小木曽弘尚・宮下治 愛知教育大学教職大学院

かかわり合いによる「算数的表現力」育成の
効果に関する実践研究

11:20

11 ○今村真弓・宮下治

昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

氏名

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30
14：40～16：00

座長

杉山立（愛知県西尾市立東部中学校）
三部大樹（上越教育大学教職大学院）

所属

発表題目

開始時刻

17 ○中村樹・西川純

上越教育大学

人間関係が学業不振の生徒に与える影響につ
いての事例的研究

14:40

19 ○杉山立・水落芳明

愛知県西尾市立東部中学校 学習者の目標達成に向かう学習活動から見る
上越教育大学教職大学院
学習課題の難易度の推定に関する研究

15:00

21 ○三部大樹・瀬戸健

上越教育大学教職大学院

話し合いを活性化する教師の応答言語の「形
状」と「機能」に関する一考察

15:20

上越市立春日小学校
23 ○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相互の継続的
フィードバックが運動有能感に与える影響に
関する事例的研究

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

Ｂ会場（人文棟105講義室）
一般研究発表1
頁

氏名

9：00～11：40

座長

所属

発表題目

○歌代温子・木下貴

25 文・佐藤由梨・鯨井健 上越教育大学教職大学院
嗣・佐藤多佳子
○木下貴文・佐藤多佳

歌代温子（上越教育大学教職大学院）
寺島元子（新潟県上越市立明治小学校）
開始時刻

論理的思考と論理的表現を結ぶ学習デザイン
－因果関係に着目した低学年説明的文章の指
導の在り方－

9:00

27 子

上越教育大学教職大学院

読書と読解の連絡を図る読書指導の在り方
－アニマシオンにおける読者反応から－

9:20

29 ○松本修

玉川大学教職大学院

読みの交流のための問いを学習者は作れるか
－吉行淳之介「童謡」の授業

9:40

31 ○小川高広

上越市立下黒川小学校

読みの創出を促す伝記学習

33 ○寺島元子

説明文教材「どうぶつの赤ちゃん」を用いた
新潟県上越市立明治小学校 読み書き関連学習の単元開発－生活科と関連
させた「書く」活動の組織－

10:20

35 ○関口幸恵

玉川大学教職大学院

情景描写から心情を読み取ることに着目させ
る読みの学習指導

10:40

37 ○鈴木悠

玉川大学教職大学院

「モチモチの木」における読みの交流の学習
デザイン

11:00

39 ○藤山太郎

玉川大学教職大学院

表現の工夫に着目した説明的文章の読み

11:20

昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

氏名
○岩崎直哉・小林圭

10:00

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30
14：40～16：00

座長

岩崎直哉（上越教育大学教職大学院）
三井雄稀（玉川大学教職大学院）

所属

発表題目

開始時刻

41 ・佐藤多佳子

上越教育大学教職大学院

「三角ロジック」の記号論的分析

14:40

43 ○仲村康太郎

玉川大学教職大学院

国語科における単元を見通して取り組む学習
の有効性

15:00

45 ○三井雄稀

玉川大学教職大学院

文学的文章の読みの学習における読みの観点
の有効性

15:20

47 ○大原ももこ

玉川大学教職大学院

登場人物の立場で日記を書く活動を用いた文
学教材の指導

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

Ｃ会場（人文棟106講義室）
一般研究発表
頁

9：00～11：40

氏名

座長

柴田淳（新潟県胎内市立築地中学校）
赤坂真二（上越教育大学教職大学院）

所属
発表題目
開始時刻
信州大学大学院教育学研究
科
『学び合い』授業と一斉指導教授型授業を比
9:00
信州大学学術研究院教育学 較した学力低位層への学習効果
系

49 ○林康成・三崎隆

51 ○平馬健大・西川純

上越教育大学
上越教育大学教職大学院

目標を共有した運動部活動の考え方や行動の
共通性に関する研究

9:20

53 ○柴田淳・西川純

新潟県胎内市立築地中学校 課題追究中に作業を中断した児童の集中力と
上越教育大学教職大学院
自己有用感に関する事例的研究

9:40

○莅戸翠・○野田大貴

55 ・西川純

上越教育大学教職大学院

57 ○福島佳之・西川純

長野県茅野市立長峰中学校 全校『学び合い』算数における学習活動パ
上越教育大学教職大学院
フォーマンスに関する事例的研究

59 ○後藤梢太・西川純

上越教育大学
上越教育大学教職大学院

子どもの対話で創る学級づくりの事例的研究

10:00
10:20

『学び合い』に取り組み始めた教員の困難に
関する研究－「課題づくり」の悩みに着目し
た事例的研究－

10:40

信州大学教育学部
61 ○坂田あかり・三崎隆 信州大学学術研究院

小学校理科の『学び合い』に現れた理科に好
意的な児童とそうでない児童の会話ケースの
分析 その２

11:00

信州大学教育学部
信州大学学術研究院

小学校理科の『学び合い』の授業における課
題達成と児童間の人間関係と，そこに現れる
会話内容に関する研究その２

11:20

63 ○酒井友輔・三崎隆
昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30
14：40～16：00

氏名

65 ○杉本豊・宮下治

○金子実那美・佐々木

杉本豊（愛知教育大学教職大学院）
佐々木剛（東京海洋大学）

所属
愛知教育大学教職大学院

67 ○羽澄有紗・佐々木剛 東京海洋大学

69 剛

座長

東京海洋大学

発表題目

開始時刻

再創造による感性を育成する実践研究

14:40

水圏環境教育プログラムは学びのきっかけに
なりえるか－ふるさとの浜辺公園における浜
辺の生き物探検隊を通じて－

15:00

東京都港区港南地区の運河の環境改善に向け
た意識に関する研究－東京都港区立港南中学
校における運河学習を通じて－

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

Ｄ会場（人文棟107講義室）
一般研究発表1
頁

9：00～11：40

氏名

座長

吉田恵利子（上越市立春日小学校）
伊藤大輔（福島県金山町立金山中学校）

所属

発表題目

開始時刻

71 ○一藁豊・水落芳明

上越教育大学教職大学院

説明的文章におけるアウトプット型の目標表
現による条件的知識の獲得量の推移に関する
事例的研究

9:00

73 ○金子愛・瀬戸健

上越教育大学教職大学院

「ヤギ語」が児童の認知活動や文章表現に与
える影響

9:20

上越市立春日小学校
75 ○吉田恵利子・瀬戸健 上越教育大学教職大学院

学校と地域・家庭がよりよく連携するために
－コミュニティ・スクールの研修会に着目し
て－

9:40

77 ・西川純

上越教育大学教職大学院
別府市立大平山小学校
上越教育大学教職大学院

『学び合い』授業を通じた地域コミュニティ
の再生

10:00

79 ○齋藤正賢・西川純

上越教育大学教職大学院

放課後学習を通した地域・職員連携の事例的
研究

10:20

親子参加型科学教室における参加者の科学的
リテラシーに関する実態調査その２

10:40

○舟越暁・時松哲也

信州大学教育学部
81 ○小林紗耶香・三崎隆 信州大学学術研究院

福島県金山町立金山中学校 外国語教育における小中合同授業の実践～
上越教育大学教職大学院
『学び合い』による英語教育を通して～

83 ○伊藤大輔・西川純
○豆野元春・長谷川春

85 夫

昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

14：40～16：00

87 ○高橋美早樹
○小林久美・鈴木哲也

89 ・木内菜保子

○矢後祐樹・長谷川春

座長

11:20

小林久美（東京未来大学）
矢後祐樹（富山大学人間発達科学部）

所属

発表題目

開始時刻

玉川大学教職大学院

生活科における教師のかかわりに関する研究
－第２学年おもちゃづくり活動を通して－

14:40

東京未来大学

小学校における環境教育教材制作のための基
礎的研究（１）－環境教育実践に関する教員
意識調査をもとに－

15:00

富山大学人間発達科学部

総合的な学習の時間における外部人材活用に
関する研究－SNSによる外部人材とのかかわ
りを取り入れた実践事例を基に－

15:20

地域の自然を活用した野外活動における生徒
の探究について－中学校第一学年『総合的な
学習の時間』における実践活動より－

15:40

○和木美玲・佐々木剛 東京海洋大学大学院
東京海洋大学

93 ・大島弥生

小学校外国語活動における英語絵本の読み聞
かせを取り入れた授業実践

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30

氏名

91 夫

富山大学人間発達科学部

11:00

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

Ｅ会場（人文棟205講義室）
一般研究発表1
頁

9：00～11：40

氏名

座長

村松賢（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）

所属

発表題目

開始時刻

95 ○村松賢・桐生徹

長野県下條村立下條中学校 気象単元におけるモデルとグラフの関連に対
上越教育大学
する中学生の認識についての研究

9:00

97 ○渡邉悠也・桐生徹

上越教育大学教職大学院
上越教育大学

スケッチを取り入れた月の満ち欠けの授業方
略の実践と評価

9:20

99 ○大林士雄・桐生徹

上越教育大学教職大学院
上越教育大学

火成岩の観察における岩石標本の作成を取り
入れた授業方略に関する研究

9:40

101 ○髙橋一哉・桐生徹

新潟県上越市立城北中学校 理科授業における学習意欲と予習に関する研
上越教育大学
究

10:00

103 ○遊免友紀・宮下治

愛知教育大学教職大学院

小学校理科における観察・実験の技能力向上
を図る実践研究

10:20

105 ○衣川修平・宮下治

愛知教育大学教職大学院

話し合い活動を通して思考力を高める中学校
理科授業の工夫－身近な生活事象との関連を
重視して－

10:40

107 ○早瀬義之・宮下治

愛知県岩倉市立岩倉中学校 学習課題の設定と関わり合いの工夫により学
愛知教育大学教職大学院
習意欲を引き出す理科授業

11:00

上越市立春日中学校
上越教育大学
宇都宮大学

11:20

○小松祐貴

160 ・桐生徹・中野博幸
・久保田善彦

昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

「凸レンズの働き」の実験を補完するAR教材
の開発と評価

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30
14：40～16：00

氏名

座長

松沢要一（上越教育大学教職大学院）
澤田祐介（新潟県上越市立春日小学校）

所属

発表題目

開始時刻

109 ・水落芳明

上越教育大学教職大学院

学習者による学習者用デジタル教材の作成を
通した協同的な学びが学びのユニバーサルデ
ザインに与える効果に関する事例的研究

14:40

111 ○飯野弘人・西川純

上越教育大学教職大学院

特別支援学級に在籍する生徒が通常の学級に
おける『学び合い』の授業に参加した場合の
事例研究

15:00

113 ○敷地美咲・西川純

上越教育大学
上越教育大学教職大学院

特別支援を要する児童生徒に関する研究－学
校で身につけたい力に着目して－

15:20

115 ○澤田祐介・瀬戸健

通常学級における発達障害および行動問題の
新潟県上越市立春日小学校
ある児童への支援の在り方－同僚的コンサル
上越教育大学教職大学院
テーションを通して－

15:40

○田中翔大・荒井千尋

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

Ｆ会場（人文棟206講義室）
一般研究発表1
頁

9：00～11：40

氏名

座長

嘉戸章人（上越教育大学教職大学院）
富樫徹（上越市立春日小学校）

所属

発表題目

開始時刻

上越教育大学教職大学院
上越教育大学

熟練教師と初任教師の発話機能の変化に関す
る研究

9:00

上越教育大学
上越市立春日小学校
上越教育大学教職大学院

大学生と現職院生それぞれが撮影した映像を
もとに行う授業検討会が大学生の授業観察力
に与える効果に関する事例的研究

9:20

○大島崇行・外山良史 上越市立春日小学校
上越教育大学教職大学院

タブレット型端末を活用した授業リフレク
ションを継続的に行うことの効果に関する事
例的研究

9:40

117 ○嘉戸章人・桐生徹
○石井慎太郎・大島崇

119 行・水落芳明

121 ・水落芳明・桐生徹
123 ○明圓愛実・瀬戸健

上越教育大学教職大学院

熟達教員と若手教員の総合的な学習の時間に
おける子どもの記述のみとり能力に関する比
較研究

10:00

125 ○富樫徹・瀬戸健

上越市立春日小学校
上越教育大学教職大学院

若手教員の目指す授業の具現化に果たす先輩
教員の役割～授業観の共有と、肯定的な言葉
がけによる効果の検証～

10:20

127 ○平野雄介・桐生徹

上越市立城北中学校
上越教育大学

授業観察の視点の異なる授業検討会の比較研
究
－参観者の話し合い分析を通して－

10:40

上越市立国府小学校
上越教育大学教職大学院
上越市立南川小学校

先輩教員との協働による新人教員の授業意識
と指導技術の向上に関する事例的研究－
ティームティーチングにおけるトランシー
バーを用いた発話の聴取を通して－

11:00

129

○丸山悟・水落芳明
・原瑞穂・橋爪智哲

11:20
昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

氏名

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30
14：40～16：00

座長

古橋功嗣（愛知教育大学教職大学院）
簑輪欣房（足利短期大学子ども学科）

所属

発表題目

開始時刻

131 ○宮下治

愛知教育大学教職大学院

「概念化シート」活用による校内授業研修会
の効果に関する実践研究

14:40

133 ○古橋功嗣・宮下治

愛知教育大学教職大学院

「三つの軸」によるＫＪ法を用いた授業研究
に関する考察－授業における理論と実践の融
合を目指して－

15:00

135 ○簑輪欣房

足利短期大学子ども学科

「ゆとり教育」を学力調査結果から考察する

15:20

137 ○森俊郎

岐阜県養老郡養老町立東部
エビデンスに基づく教育～「学校現場に役立
中学校
つ教育研究のあり方」への示唆～
・London University

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

Ｇ会場（人文棟207講義室）
一般研究発表1
頁

氏名

9：00～11：40
所属

発表題目

開始時刻

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

氏名

14：40～16：00

座長

菅恭平（広島大学大学院教育学研究科）
平井祐太朗（愛知教育大学教職大学院）

所属

発表題目

開始時刻

高等学校化学における「活用する力」を育て
広島大学大学院教育学研究
るための実験教材－NOとNO2に関する現象に
科
ついて－

14:40

岩手県立盛岡第四高等学校
○吉田英男・嘉戸章人
理科における若手教員の授業力向上に関する
上越教育大学教職大学院
・北吉司・渡邉悠也
研究～ティーチャーローテーションシステム
上越市立春日中学校
・小松祐貴・桐生徹
の開発と評価～
上越教育大学

15:00

139 ○菅恭平・木下博義

141

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30

愛知教育大学教職大学院，

143 ○森山有里加・宮下治 名古屋市立神の倉中学校
愛知教育大学教職大学院

145 ○平井祐太朗・宮下治 愛知教育大学教職大学院

自由試行・手作り教材の導入による中学理科
授業の効果に関する実践研究

15:20

科学的な表現力を高める理科授業の実践研究

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

Ｈ会場（人文棟208講義室）
一般研究発表1
頁

氏名

9：00～11：40
所属

発表題目

開始時刻

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
昼食・休憩
ポスター発表
基調講演，質疑応答
一般研究発表2
頁

氏名

11：40～12：20
12：20～12：50
13：00～14：30
14：40～16：00

座長

青山琴美（愛知教育大学教職大学院）
松井千鶴子（上越教育大学教職大学院）

所属

発表題目

開始時刻

147 ○青山琴美・宮下治

愛知教育大学教職大学院

「読解表現力」を育成する教育的方法の開発
的研究－小学校第１学年国語科単元「くじら
ぐも」を教材として－

14:40

149 ○稲葉健人・宮下治

愛知教育大学教職大学院

ユニバーサルデザインの視点を取り入れた手
立ての有効性－ＩＣＴ機器・実験用ワーク
シートの活用－

15:00

151 ○平澤林太郎

学びのユニバーサルデザイン（UDL)の視点を
新潟県小千谷立小千谷小学
取り入れた理科授業の有効性－小学校３学年
校
「こん虫を調べよう」の実践から－

15:20

学習者のコンテクストに着目した読みの交流
の〈問い〉－院生のグループワークにおける
検討を通して－

15:40

153 ○佐藤多佳子・一藁豊 上越教育大学教職大学

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

ポスター発表（第2講義棟202講義室）
12:20～12:50
頁

氏名
外山良史・大島崇行

所属

発表題目

上越教育大学教職大学院

「目標と学習と評価の一体化」を目指した授
業づくり

155 ・阿部貴央・渡邉悠也 上越教育大学教職大学院

豊かに学ぶ力を育むための授業改善に関する
研究

155 ・水落芳明

平野雄介・村松賢
・桐生徹
鈴木哲也・小林久美

156 ・木内奈保子

小学校における環境教育教材制作のための基
東京未来大学こども心理学
礎的研究（２）―地域の小学校に役立つデジ
部
タル環境紙芝居の開発と使用状況―

上越教育大学教職大学院

総合的な学習の時間への日常的な教師の働き
かけに関する事例的研究－総合的な学習の時
間を中核にした教育課程を編成・実施してい
る小学校に勤務する教員の意識に着目して－

上越教育大学教職大学院

『学び合い』を成立させるために必要な職員
集団の意識・意欲向上を促す支援の在り方

上越教育大学教職大学院

「学び合いを通して、豊かな学力を身につけ
る子どもをめざして～「わかった」「でき
た」の声が響き合う『学び合い』学習を中心
として～」

上越教育大学教職大学院

特別支援学級における学習意欲の向上～個に
応じた指導による自己肯定感を高める実践を
通して～

上越教育大学教職大学院

自分の考えを表現し、かかわり高め合う授業
づくり

159 ・嘉戸章人・大林士雄 上越教育大学教職大学院

「学び合い」を視点として、家庭学習とのつ
ながりを重視した授業改善

156 松井千鶴子・相馬修

福島佳之・柴田淳

157 ・三浦卓馬

157 時松哲也・西川純

伊藤大輔・飯野弘人

158 ・平馬健大

舟越暁・莅戸翠

158 ・野田大貴・西川純
吉田英男・高橋一哉
・桐生徹
杉山立・荒井千尋

159 ・一藁豊・田中翔大
・水落芳明

上越教育大学教職大学院

「子どもがいきいきと学ぶ授業」の創造－日
常的にICTを活用した授業の構成を通して－

