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水産物理学の祖『寺田寅彦』により我が国初の海流調査が実施された 

主催 臨床教科教育学会 

期日 平成 25 年 1 月 12 日 

会場 東京海洋大学 



第 11 回臨床教科教育学セミナー2012 

 

会場 東京海洋大学  

  8 時 20 分〜8 時 45 分  受付 東京海洋大学海洋科学部講義棟 １階ロビー 

  8 時 50 分~ 9 時 00 分  開会行事 各会場で 

  9 時 00 分~10 時 00 分 一般研究発表（１） 

10 時 15 分~11 時 45 分  臨床教科教育学セミナー2012 記念講演（大講義室 生徒・保護者無料） 

≪後援:港区教育委員会≫ 

戸北凱惟上越教育大学理事兼副学長 初代臨床教科教育学会会長 

「フィールドへ出かけて学ぶ成果は何か」～越後妙高の自然体験を中心に～ 

11 時 45 分~13 時 00 分  昼食,休憩 

13 時 00 分~14 時 15 分  一般研究発表（２） 

14 時 20 分~14 時 30 分  休憩 

14 時 30 分~16 時 00 分  一般研究発表（３） 

16 時 00 分~16 時 10 分  閉会行事 各会場で 

16 時 30 分~18 時 00 分  懇親会 

※発表時間が変更になりました（発表時間 13 分 質疑 2 分） 

※大講義室は１階，A 会場（21 教室），B 会場（22 教室）は２階，C 会場（31 教室），D 会場（32 教室）は３階です。 

※受付付近に茶菓を用意します。 

※昼食は天王洲アイル駅，品川駅周辺のコンビニ，レストラン等をご利用ください。 

※参加費について，学会員:1,000 円,非学会員(大学院生,一般):2,000 円,懇親会費:3,000 円です。ただし,大学生の参加費は無

料(資料なし)です。資料を希望される場合は資料代 1,000 円です。全て,当日の受付にて参加費,懇親会費を集めさせていただ

きます。 

※記念講演は小中高生・保護者無料とします。 

 

 

連絡先 

 東京海洋大学 水圏環境教育学研究室内 第 11 回臨床教科教育学セミナー実行委員会 実行委員長 佐々木剛 

〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7 東京海洋大学 水圏環境教育学研究室 

Tel＆Fax 03-5463-0631 t-sasaki@kaiyodai.ac.jp 



 

 

・JR 線・京浜急行線 品川駅港南口(東口)から徒歩約 10 分 

・東京モノレール天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門まで約 15 分 

・りんかい線天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門まで約 20 分 



第 11 回臨床教科教育学セミナー2012 目次 

A 会場（21 教室） 

一般研究発表（1）9:00－10:00 座長 早川裕隆（上越教育大学大学院学校教育研究科） 

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻 

1 
○松本竜也・長谷川

春生  

富山大学大学院人間発達

科学研究科  

学級通信の記述と学級経営の関連に関する事

例的研究－記述内容と学級経営方針の対応に

ついて－  

9:00 

3 
淺野貴之 

埼玉県深谷市立深谷小学

校 

学習内容の構造化が児童の科学的思考力の育

成に与える効果  

9:15 

5 

小林秀樹 
新潟県三条市立第一中学

校 

理科授業における小中連携の在り方 

～ビデオを活用した交流授業の実践を通して

見えてきた成果と課題～ 

9:30 

7 

寺島元子 
新潟県上越市立明治小学

校 

探究的な課題を設定した説明文教材の学習デ

ザイン －小学 1年生「いきもののあし」から

「いきものクイズ」へ－ 

9:45 

 

記念講演（10:15‐11:45 大講義室），昼食 11:45－13:00 

 

一般研究発表（2） 13:00－14:15 座長 水落芳明（上越教育大大学大学院） 

9 ○松原宏樹・西川 

純 
上越教育大学教職大学院 

演劇活動を通したコミュニケーション教育の

在り方に関する一考察 

13:00 

11 
○二ッ𣘺弘純・西川 

純 
上越教育大学 

『学び合い』実践者が抱える困難とその解消方

法に関する研究-勤務校で唯一『学び合い』を

実践する教師に着目して- 

13:15 

13 ○中島清貴・松原宏

樹・西川純 
上越教育大学教職大学院 

学校体制で『学び合い』に取り組む教師集団の

意識 −『学び合い』実践２年目の小学校から− 

13:30 

15 
○木花一則・西川純 上越教育大学教職大学院 

学習意欲を高める指導法の事例的研究 

～中学校英語授業での実践を通して～ 

13:45 

17 

○吉野嵩史・西川純 上越教育大学教職大学院 

年齢差の大きい教員同士の関わり合いに関す

る事例的研究〜異学年『学び合い』中の会話分

析を通して〜 

14:00 

 

休憩 14:15－14:30 

 

一般研究発表（3）14:30－16:00 座長 小林秀樹（新潟県三条市立第一中学校） 

19 
○真島徹也・荒木

学・林俊行・水落芳

明 

上越教育大学教職大学院 

現職教員との協働による学卒院生のねらいに

沿った発問づくりに関する事例的研究―小学

校社会科における児童の学習活動の様相から

― 

14:30 

21 ○吉井彰宏・丸山

悟・松葉大吾・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協働で

デザインした授業が学習者に与える効果に関

する事例的研究 

14:45 

23 ○冨田憲太郎・水落

芳明 
上越教育大学教職大学院 

学習者同士がネームプレートで行う評価のフ

ィードバック機能に関する研究 

15:00 

25 
○北川沙織・早川裕

隆 
上越教育大学教職大学院  

役割演技を取り入れた道徳の時間の効果に関

する一考察 〜児童の向社会的道徳判断の変容

を中心に〜  

15:15 

27 

早川裕隆  
上越教育大学大学院学校

教育研究科  

児童相談所の一時保護所での道徳授業の可能

性に関する考察 〜児童相談所の一時保護所で

実施した道徳授業に対する一時保護課職員の

感想を中心に〜  

15:30 

29 ○荒井大樹・佐々木

剛 
東京海洋大学大学院 

ムサシトミヨ保全に向けた水圏環境教育の実

践研究 

15:45 

 



B 会場（22 教室） 

 

一般研究発表（1）9:00－10:00 座長 山口政之（敬愛大学国際学部） 

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻 

31 
○佐々木剛・池田玲子 東京海洋大学大学院 

協働的コミュニケーション理論からとらえた 

「学びの場」のデザイン制作過程 

9:00 

33 
杵淵眞 

埼玉県・上里町立七本木小

学校 
『学び合い』による国語授業の実践 

9:15 

35 松本修  上越教育大学教職大学院  読みの時間が読みの交流に与える影響  9:30 

37 
○栗田和恵・長砂男・

佐藤孝幸・松本修 

上越教育大学教職大学院 

（上越市立城北中学校 

在籍） 

古典における短歌創作の学習デザイン 

9:45 

 

記念講演（10:15‐11:45 大講義室），昼食 11:45－13:00 

 

一般研究発表（2） 13:00－14:15 座長 長谷川春生（富山大学大学院人間発達科学研究科） 

39 
○林俊行・水落芳明 上越教育大学教職大学院 

学習者の意欲と理解度を高めるデジタル教科

書活用の事例的研究ー小学校外国語活動にお

ける英語劇活動を通してー 

13:00 

41 ○高澤郁男・水落芳明 上越教育大学教職大学院  
中学校英語におけるタブレット型端末を活用

した発音指導の事例的研究  
13:15 

43 
○吉井理人・冨田憲太

郎・水落 芳明 
上越教育大学教職大学院 

中学校社会科の話し合い活動における社会的

相互作用に関する事例的研究 
13:30 

45 ○佐藤裕子・水落芳明 上越教育大学教職大学院 
小学校養護教諭の学級への関わりがもたらす

効果の検証 
13:45 

47 ○橋爪智哲・水落芳明 

 
上越教育大学教職大学院  

小学校音楽科の鑑賞授業におけるICTを活用し

た鑑賞の違いを可視化する効果に関する事例

的研究  

14:00 

 

休憩 14:15－14:30 

 

一般研究発表（3）14:30－16:00 座長 林 俊行（上越教育大学教職大学院） 

49 ○小林司・西川純 上越教育大学教職大学院 
異学年学習の有効性に関する研究−極少人数の

小学校１年生『学び合い』学習の実践から− 
14:30 

51 
○吉澤誠・西川純 上越教育大学教職大学院 

異学年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− 

14:45 

53 ○坂野直樹・西川純 上越教育大学教職大学院 
教職大学院研究室でのふりかえり活動に関す

る研究 
15:00 

55 
○岡田哲典・関谷明

典・西川純 
上越教育大学大学院 

高等学校地理での“言葉”の問題に関する事例

的研究 
15:15 

57 山口政之 敬愛大学国際学部 
読み違いにおける〈再読〉の諸相 

―読字プロトコルの活用を通して― 
15:30 

59 ○渡邊朗・佐々木剛 
東京海洋大学・東京海洋大

学大学院 

水圏環境教育における NPOと市民をつなぐ役割

の考察 
15:45 

 

 

 

 

 

 



C 会場（31 教室） 

 

一般研究発表（1）9:00－10:00 座長 栗原淳一（白梅学園大学子ども学部） 

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻 

61 
石塚諭 

お茶の水女子大学附属小

学校 

低学年における「競争過程」を学習内容とした

体育授業 

9:00 

63 

○附田賢一・西川純 上越教育大学教職大学院 

全校『学び合い』体育に関する研究 〜小規模

校の小学校における表現遊び・表現運動での実

践を通して〜 

9:15 

65 
○齊藤正賢・西川純 上越教育大学院 

小学校外国語活動における『学び合い』の事例

的研究 

9:30 

67 
○佐藤義岳・西川純 上越教育大学教職大学院 

保育園の子どもと小学校児童の交流活動の事

例的研究 

9:45 

 

記念講演（10:15‐11:45 大講義室），昼食 11:45－13:00 

 

一般研究発表（2） 13:00－14:15 座長 淺野貴之（埼玉県深谷市立深谷小学校） 

69 
岩崎太樹 新潟市立内野小学校 

『学び合い』授業による児童の変容に関する考

察—孤立傾向にあった Y児の事例から— 

13:00 

71 
阿部直樹 上越教育大学教職大学院 

「わにのおじいさんのたから物」の学習デザイ

ン（２） ―「続き話」づくりの学習課題― 

13:15 

73 平野秀穂 上越教育大教職大学院 語りを中核とした物語創作単元の開発と検証 13:30 

75 
佐藤慧 上越教育大学教職大学院 

「オツベルと象」を教材とした読みの交流の学

習デザイン 

13:45 

77 

○大平千裕・西川純 
上越教育大学学校教育学

部 

小学校高学年女子の人間関係に関する研究-

『学び合い』の授業における女子児童の関わり

に着目して- 

14:00 

 

休憩 14:15－14:30 

 

一般研究発表（3）14:30－16:00 座長 簑輪欣房（足利短期大学子ども学科） 

79 
猪口奏子・○長谷川 

貴明・西川純 
上越教育大学教職大学院 

全校『学び合い』算数を通じた学習集団の変容

に関する事例的研究 −小規模校における学校

課題解決への取組を通じて− 

14:30 

81 
○岡沢裕治・坂野直

樹・西川純 
上越教育大学教職大学院 

異学年児童同士の話し合いに関する研究−学校

生活の充実と向上を目的とした話し合いに着

目して− 

14:45 

83 ○降旗みなみ・西川

純 
上越教育大学教職大学院 

保護者同士の関係づくりに関する事例研究―

親子活動および保護者懇談会を通して― 

15:00 

85 
○松葉大吾・水落芳

明 
上越教育大学教職大学院  

多様な動きをつくる運動において学習者の運

動有能感を高めるコーディネーショントレー

ニングの事例的研究  

15:15 

87 ○松谷和彦・水落芳

明 
上越教育大学教職大学院 

表現運動における自己表現と人間関係の向上

との関連に関する事例的研究 

15:30 

 

 
   

15:45 

 

 

 

 



D 会場（32 教室） 

 

一般研究発表（1）9:00－10:00 座長 益田裕充（群馬大学教育学部） 

頁 氏名 所属 発表題目 開始時刻 

89 ○三宅峻也・村松久

和・三崎隆 

信州大学教育学研究科・信

州大学・信州大学 

中学校理科における放射線教育とジグソー法

の有効性に関する研究 

9:00 

91 
○小谷竜平・田中亜

季・小松幹・三崎隆 

 

信州大学教育学部理数科

学教育専攻・下諏訪町立下

諏訪中学校・松本市教育文

化センター・信州大学 

小学校理科における『学び合い』の授業に現れ

る児童同士の人間関係と会話内容の関係に関

する研究その２ 

9:15 

93 
○高橋涼介・三崎隆 

 

信州大学教育学部理数科

学教育専攻・信州大学 

理科の授業において『学び合い』の授業を受け

ている生徒の教師に対する意識に関する研究−

授業中の会話分析から− 

9:30 

95 ○増田雄樹・三崎隆 

 

信州大学教育学研究科・信

州大学 

中学校理科の『学び合い』の授業における特別

支援を必要とする生徒の学びの実態 その２ 

9:45 

 

記念講演（10:15‐11:45 大講義室），昼食 11:45－13:00 

 

一般研究発表（2） 13:00－14:15 座長 片桐史裕（新潟県立新潟中央高校） 

97 

○宮下暢央・三崎隆 

 

信州大学教育学研究科・信

州大学 

中学校理科における課題達成した生徒のうち，

『学び合い』の考え方を受け止めた生徒かつ

「教えてもらった人」にとっての「教えてくれ

た人」になった生徒の会話内容に関する研究 

13:00 

99 
○澤栗賢一・久保田

善彦・大崎貢 

上越教育大学教職大学院 

（新潟県上越市春日小学

校 新潟市派遣） 

小・中学校における放射線学習の評価 

13:15 

101 ○山田岳司・加野絵

里・吉山泰樹・久保

田善彦  

上越教育大学教職大学院  
理科実験におけるデジタルストーリーテリン

グ（DST）の実践とその効果の検証  

13:30 

103 〇荻野伸也・久保田

善彦 
上越教育大学教職大学院 

系統性を重視した「熱」・「温度」の学習に関す

る提案 

13:45 

105 ○山上純・久保田善

彦  
上越教育大学教職大学院 

理科教育における「ふきだし法」の利用とその

効果に関する研究 

14:00 

 

休憩 14:15－14:30 

 

一般研究発表（3）14:30－16:00 座長 三崎隆（信州大学） 

107 ○小松祐貴，渡邊悠

也・鬼木哲人・大崎

貢・中野博之・久保

田善彦 

上越教育大学大学院 
月の満ち欠けの立体的な理解と視点移動を促

す AR教材の開発  

14:30 

109 
○中村直貴・吉山泰

樹・久保田善彦 
上越教育大学教職大学院 

思考を促進させる実験用ワークシートの開発

と評価−学習のユニバーサルデザインからの検

討− 

14:45 

111 
○丸山悟・吉井彰

宏・水落芳明 
上越教育大学教職大学院 

現職院生の発話が学卒院生の発話に及ぼす効

果の事例的研究～トランシーバーを活用した

発話を共有する実践を通して～ 

15:00 

113 ○水野大輔・水落芳

明 
上越教育大学教職大学院 

授業の目標表現が授業時間内の評価に与える

影響に関する事例的研究    

15:15 

115 
○茂木良介・西川純 上越教育大学教職大学院 

『学び合い』授業における小テストの有効性に

ついての事例的研究 

15:30 

117 

 

 

○和木美玲・神崎か

おり・佐々木剛 
東京海洋大学大学院 

港区立港南中学校「運河学習」における科学的

思考の発達過程 

15:45 

 



 


