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日本教育実践学会

第 17 回研究大会

１．期日

2014 年 11 月 1 日(土)・2 日（日）

２．会場

鳴門教育大学
（〒772-8502

開催要項

講義棟
徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地）

受付：1 階ロビー
自由・課題研究発表会場：
Ａ会場（1 階

B102），Ｂ会場（2 階

B202），Ｃ会場（2 階

Ｄ会場（2 階

B205），Ｅ会場（2 階

B206）

総会，特別講演：1 階

B203），

B104

理事会，編集会議，大会事務局： 1 階

B10３

３．日程
<1 日目>11 月 1 日（土）
9:30～10:00

受付

10:00～12:10

自由研究発表（A,B,C,D,E 会場） ＊10:00～11:30 編集委員会（B103）

12:10～13:00

昼食

13:00～13:50

総会（B104）

14:00～15:30

特別講演（B104）
阪根健二（鳴門教育大学

＊11:30～13:00 理事会（B103）

教授）

「学校防災を考える
―南海トラフ地震に学校はどう備え、どう指導していくのか―」
15:40～16:40 課題研究発表
課題Ⅰ「大学と教育行政の連携・協働」（D 会場），
課題Ⅱ「主体的に学ぶ力を育てる授業実践」（E 会場）
18:00～20:00

懇親会

<2 日目>11 月 2 日（日）
9:30～10:00
10:00～12:10

受付
自由研究発表（A,B,C,D,E 会場）

４．会場までのアクセスおよび発表会場の案内図
日本教育実践学会のホームページ（http://www.jssep.jp/ms/）の日本教育実践学会第
17 回研究大会（第二報）をご覧下さい。

５．大会当日運営
（１）研究大会，懇親会の参加について
・振込にて申し込みとさせていただいています。まだ，振り込んでおられない方は，
郵便振り込み用紙(手数料は自己負担)にて 10 月 24 日（金）までに振り込んで下
さい。一用紙，お一人様でお願いいたします。特に懇親会に参加される方は早め
にお願いします。
① 参加費(論文集１冊を含む)正会員・一般(当日臨時会員) 5,000 円
学生会員

4,000 円

② 懇親会費

5,500 円

③ 論文集

2,000 円

④ 郵便振り込み用紙(郵便局窓口をご利用ください)
加入者名 日本教育実践学会研究大会実行委員会
口座記号番号 ０１６９０－７－１００９７８

・研究大会，懇親会の参加は，研究大会当日朝の受付時にも現金にて受け付け可能で
すが，その場合，釣銭が出ないようにご用意下さい。
（２）受付
・研究大会当日は，受付を済ませてご参加下さい。受付にて論文集をお渡しします。
・研究大会時間中に手荷物（貴重品除く）をお預かりすることができます。ご利用
下さい。
（３）発表者の方へ
・発表時間は、1 件 20 分（発表 15 分、質疑応答 5 分）です。１鈴 12 分（発表終了 3
分前予告）
、2 鈴 15 分（発表終了）、3 鈴（終了）。時間厳守でお願いいたします。
・プロジェクター，パソコン（windows 7，パワーポイント）は、各会場に用意します。
・会場のパソコンを利用される方へ：

USB でパワーポイントのファイルを持参し，

各セクションの開始前 10 分間に会場のスタッフによりパソコンに入れてもらって
下さい。USB は必ずウイルスチェックをして置いて下さい。
・パソコン，タブレットなどを持参される方へ：

Mac，タブレットの方は，接続アダ

プターをご持参ください。持参したパソコンから正常にプロジェクターへの投影が
できるか，予めご確認ください。発表前の休み時間までにテストを終えていただけ
るようお願いいたします。また，発表開始時には予め起動させておいてプロジェク
ターへの接続をして下さい。発表時間のスムーズな進行にご協力下さい。
・発表資料は 50 部程ご用意していただき，当日、会場内後ろの入り口の机の上におい
てください。残部があれば，お持ち帰りをお願いします。
・発表辞退及び欠席者が出た場合、発表順位の繰り上げは、原則行いません。
（４）座長担当の方へ
・セッション（3 題発表）毎に座長をお願いしています。担当のお時間の 10 分前には
直接会場に行っていただき，開始まで待機して下さいますようお願いいたします。
・発表者の交代時間等も含めて調整し，時間厳守で進行をお願い致します。
・発表者の欠席，変更がありましたら事務局（B103）までご連絡下さい。

（５）お昼のお弁当
・鳴門教育大学付近で土曜日に開店している飲食店は少ないです。次のように会場で
購入される事をお勧めします。
11 月 1 日（土）にお弁当を希望される方は，当日 9:30～10:00 の間に受付横のお
弁当屋でチケットを購入してください。お昼にチケットと引き替えにお弁当を受け
取っていただけます。お茶付きで 630 円位の値段です。
（６）懇親会
鳴門市内の和食店「とみます」で行います。大学から店へのバスを出してもらう予定で
す。時間等詳細は当日受付場所に掲示してお知らせいたします。
（７）事務局連絡先
急な不都合が出てきましたら，以下の事務局宛メールにてご連絡下さい。

住所

〒772-8502

徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地
鳴門教育大学

健康棟

日本教育実践学会第 17 回研究大会事務局
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プログラム

11月1日（土） 自由研究発表 （10:00～12:10） A，B, C，D，E会場

A会場（B102） 自由研究発表： 11月1日（土） 10:00～12:10
座長： 齋藤昇（立正大学）
教育評価研修におけるグループ・モデレーションの効果

10:00ｰ に関する研究

○岡田広示（兵庫県佐用町立佐用小学校）

-算数科『数学的な考え方』の成果物を基にして-

10:20- ○○方式にたよらない算数授業のあり方
数学的な考え方を発達させる共同学習

10:40- -学びあうグループ学習をコアにして-

○黒田恭史（京都教育大学）
○竹原成美（岡山大学教職大学院）

休憩（10分間）
座長： 早藤幸隆（鳴門教育大学）
中学生における「オームの法則」の公式理解と学習活

11:10- 動への示唆

○植原俊晴
（兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究
科）

11:30- 話し合い活動を通して数学的思考力を育てる授業実践 ○牧成宏（岡山大学大学院教育学研究科）
算数の問題解決過程における逆向きの思考について

11:50- ～逆向きの思考に着目して～

○黒澤寿美（環太平洋大学短期大学部）

B会場（B202） 自由研究発表： 11月1日（土） 10:00～12:10

座長： 村田恵子（就実大学）
児童の乳児きょうだいへの発話に関する研究Ⅱ

10:00ｰ ―生後24か月までの家庭観察場面を通して―

○中川愛（奈良教育大学）

中学・高校時代における保育学習および乳幼児との触
○細谷里香（滋賀大学）
大学生に対する調査より

10:20- れ合い体験の意義

授業報告「子どもの保健 乳幼児の健康と発育につい

10:40- て、体験型演習に取り組んだ授業の実践より」

○高田美子，河原照子（明治国際医療大学）
伊東直美（済生会兵庫県病院）
田中響（鳥取短期大学）

休憩（10分間）
座長： 中川愛（奈良教育大学）
養護教諭の生徒へのかかわり方の特徴

11:10- －GTAに基づく中学校保健室の分析－

保育者養成課程の学生のピアノ練習に関する調査２

○砂村京子（東京医療保健大学）

11:30- －練習報告書の効果について－

○岩口摂子，大橋邦康，田口友子，
横山由美子(相愛大学)

11:50- 保育士養成課程における施設実習に関する一考察

○村田恵子（就実大学）

C会場（B203） 自由研究発表： 11月1日（土） 10:00～12:10

座長： 川上綾子（鳴門教育大学）
10:00ｰ

中学生の友人関係の違いによるLINE使用時の情動 ○鈴木勲（兵庫教育大学大学院）
松村京子（兵庫教育大学大学院）
認知に関する研究

10:20-

○齋藤明子（兵庫教育大学大学院）
水野敬（理化学研究所ライフサイエンス技術
中学生の身体的疲労が認知能力・情動能力に及ぼす
基盤研究センター・大阪市立大学大学院医学研
影響
究科疲労医学講座）
松村京子（兵庫教育大学大学院）

10:40- 実行機能が子どもの学習に及ぼす影響

○藤原直美（兵庫教育大学大学院）
水野敬（理化学研究所ライフサイエンス技術
基盤研究センター・大阪市立大学大学院医学研
究科疲労医学講座）
松村京子（兵庫教育大学大学院）

休憩（10分間）
座長： 麻生雄治（長崎県立大学）
S家族の実践共同体における十全的参加への過程分

11:10- 析 ―「ピアノ遊び」をとおして―

意欲的に課題を追究し，科学的思考力を高める授業デ

11:30- ザイン

数量に関する実感的理解を伴う知識を習得する授業

11:50- 構成

○奥村直子（創価大学）
○安道隼人（岡山大学大学院教育学研究科）
○小川章弘（岡山大学大学院教育学研究科）

D会場（B205） 自由研究発表： 11月1日（土） 10:00～11:50

座長： 小坂浩嗣（鳴門教育大学）
道徳的な思考・判断の根拠を再構成する指導システム
の開発
10:00ｰ ３次元マトリクス法を組み込んだ「８in４課題解決システ ○藤枝茂雄（岡山大学大学院教育学研究科）
ム」
思考力・判断力・表現力を育成するための協働的な学

10:20- び合い

数学的な思考力・表現力を育成するための算数的活

10:40- 動をコアにした授業デザイン

○東智子（岡山大学大学院教育学研究科）
○山﨑湧太（岡山大学大学院教育学研究科）

休憩（10分間）
座長： 尾島卓（岡山大学）
特別支援教育における小学校校長のリーダーシップと

11:10- 校内支援体制

○山﨑幸子（長野市立芹田小学校）

11:30- いじめ判決書で学ぶ人権教育の開発と検証

○新福悦郎（石巻専修大学）

E会場（B206） 自由研究発表： 11月1日（土） 10:00～12:10

座長： 梅野圭史（鳴門教育大学）
10:00ｰ 中学校スポーツ部活動の指導方法についての考察

○川口厚（佛教大学大学院教育学研究科）

10:20- ～肢体不自由児の水泳指導はどうあればよいか～

○松元泰英（鹿児島県立桜丘養護学校）

中学校体育における長距離走の指導に関する研究

10:40- ―ペア学習による長距離走への認識変容プロセス―

○遠藤葉月
（上越教育大学大学院学校教育研究科）
土田了輔（上越教育大学）

休憩（10分間）
座長： 福井典代（鳴門教育大学）
実践報告「熊野古道子ども語り部の活動」

11:10- ―学校での活動から自主活動へー

○久保玄理
（過疎からの脱却を目指すグループ）

高等学校家庭科におけるＥＳＤの視点に立った消費者 ○皆川勝子（愛媛大学附属高等学校）
福井典代（鳴門教育大学）

11:30- 教育に関する授業実践

大学生の家庭科に対する意識の変化

11:50- －「初等家庭科教育論」の受講を通して－

11月1日（土）

○速水多佳子（鳴門教育大学）
福井典代（鳴門教育大学）

特別講演 （14:00～15:30） B104
司会：吉本佐雅子（鳴門教育大学）

「学校防災を考える
―南海トラフ地震に学校はどう備え、どう指導していくのか―」
阪根健二（鳴門教育大学 教授）

11月1日（土） 課題研究発表 （15:40～16:40） D，E会場
D会場（B205） 課題研究発表： 11月1日（土） 15:40～16:40
課題Ⅰ「大学と教育行政の連携・協働」

座長： 木原資裕（鳴門教育大学）
演劇ワークショップ実践に対する教育評価

15:40ｰ ―大阪府茨木市における取組から―
16:00-

学習者中心主義の背後にある課題

大学・学校・教育委員会との連携による学校リーダー

16:20- 養成の在り方

○蓮行
（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター）
村山晴香（大阪大学大学院）
○西之園晴夫
（特定非営利活動法人学習開発研究所）
○黒﨑東洋郎，渡邉満，住野好久，高瀬淳，
熊谷慎之介，宮本浩治，金川真貴子，岩堂秀明
（岡山大学大学院教育学研究科）

E会場（B206） 課題研究発表： 11月1日（土） 15:40～16:20
課題Ⅱ「主体的に学ぶ力を育てる授業実践」

座長： 吉本佐雅子（鳴門教育大学）

15:40ｰ 問い

○太田誠（兵庫教育大学大学院連合学校教育学研
究科院生・東海学園大学教育学部）
岡崎正和（岡山大学）

16:00- 児童の学習活動を支援する教材の開発

○山﨑光洋（岡山大学教師教育開発センター）

算数学習におけるめあてと振り返りをつなぐ子どもの

11月2日（日） 自由研究発表 （10:00～12:10） A，B, C，D，E会場

A会場（B102） 自由研究発表： 11月2日（日） 10:00～12:10
座長： 西谷工平（就実大学）
多角的な教材分析力の形成をめざした国語科教員養

10:00ｰ 成のあり方
-「語り」概念に着目して国語科授業における「いっぱい」の概念発達の実践的

10:20- 研究

読みの深化を促進する授業づくり

10:40- ―問いの生成と活用に着目して―

○宮本浩治（岡山大学大学院教育学研究科）
幾田伸司（鳴門教育大学）
○千種彰典（中国学園大学大学院）
○土井康司（岡山大学大学院教育学研究科）

休憩（10分間）
座長： 宮本浩治（岡山大学）
授業研究における「ピザ型」学力評価枠組みの構築

11:10- （４） －技能習得における言語活動の評価枠組みの ○尾島卓（岡山大学大学院教育学研究科）
検討を中心に－
プロセス・ライティング指導における

11:30- ピア・レスポンスが誤りの修正に及ぼす有効性の検討 ○麻生雄治（長崎県立大学）
英語の誤出力から日本語の文法指導の重要性を考え

11:50- る
―「できた」と “could” を例に―

○西谷工平（就実大学）
中﨑崇（就実大学）

B会場（B202） 自由研究発表： 11月2日（日） 10:00～12:10
座長： 秋田美代（鳴門教育大学）
数学的に考える力を育成する反省的授業についての

10:00ｰ 一考察

高等学校数学科における数学的活動を核とした授業デ

○黒﨑東洋郎（岡山大学大学院教育学研究科）

10:20- ザイン

○藤井亮太（岡山大学大学院教育学研究科）

10:40- 教員を目指す文系大学生の算数の教材構造分析力

○齋藤昇（立正大学）
秋田美代（鳴門教育大学）

休憩（10分間）
座長： 坂井武司（鳴門教育大学）
シンガポールの算数教科書における問題解決学習の

11:10- 特徴

○岡本尚子（立命館大学産業社会学部）

11:30- 算数科における「数の規則性」教材に関する一考察

○矢田敦之（高知県 芸西村立芸西小学校）

関数の指導についての研究

11:50- －「ともなって変わる量」についての考察-

○秋田美代（鳴門教育大学）
齋藤昇（立正大学）

C会場（B203） 自由研究発表： 11月2日（日） 10:00～12:10
座長： 砂村京子（東京医療保健大学）
保育職に関する「職業観」（または価値観)についての

10:00ｰ 一研究

○林静香（常磐会短期大学 非常勤講師）

-学生のキャリア形成に注目して学び続ける教員を養成できる教育実習について

10:20- ―「省察」の能力の養成を中心に―

○胡（ﾎｳ）怡（ｲ）（岡山大学大学院教育学研究科）

実習施設と保育士養成校の協働による保育実習（保

10:40- 育所）の実践

○澤津まり子（就実短期大学）

－実習日誌におけるエピソード記録の検討－

休憩（10分間）
座長： 阿 形恒 秀（鳴門教育大学）
生徒指導上の学校事故に関する教員研修プログラム

11:10- の開発

教育実習生が実習中に直面する生徒指導上の諸問題

11:30- に関する一検討
～実習記録の記述における「省察」の分析を通して～

11:50-

ネットいじめを規定する要因に関する実証的研究

○原田聡（大阪市立三軒家東小学校）
○佐々木弘記
（中国学園大学子ども学部子ども学科）
原清治（佛教大学）
○浅田瞳（華頂短期大学）
堀出雅人（京都華頂大学）
山内乾史（神戸大学）

D会場（B205） 自由研究発表： 11月2日（日） 10:00～12:10
座長： 細谷里香（滋賀大学）
10:00ｰ ケルンモザイクを用いた保育実践の研究
幼小連携における論理教育について（Ⅰ）

○藤田知里（就実大学）
柏まり（就実大学）
北村望（就実大学付属就実こども園）

10:20- ～幼児の論理認識～

○竹歳賢一（大阪大谷大学）
太田直樹（福山市立大学）

10:40- 保育者志望学生の身体特性

○矢野正（大阪総合保育大学）

休憩（10分間）
座長： 山﨑光洋（岡山大学)
小学校低学年における郷土カルタ作りの実践的研究

11:10- ー地域を愛する心を育てるー

11:30-

郷土の自然の理解に基づく中学校理科における大地
の学習

○渡邊千佳（静岡市立長田東小学校）

○澤田一彦（大津市立唐崎中学校・兵庫教育大学
連合大学院）
村田守（鳴門教育大学）
香西武（鳴門教育大学）

小学生と大学生が共に学ぶ総合的な学習の時間にお

11:50- ける一考察
ーぼくらはまちの探検隊を通してー

○尾崎承子（練馬区立大泉小学校）

E会場（B206） 自由研究発表： 11月2日（日） 10:00～11:50
座長： 渡邊隆信（神戸大学）
10:00ｰ アンケートから見る中学校の職場体験の現状と課題

○孫 婉（岡山大学教育学研究科）

10:20- 体験型授業を通して気づきへの学び

○田中響（鳥取看護大学設置準備室）
高田美子（明治国際医療大学）

10:40-

幼児期における食育の在り方に関する研究
－体験型栄養教育の実践を通じて－

○影山弘典（京都栄養医療専門学校）
矢部大（京都栄養医療専門学校）

休憩（10分間）
座長： 上原禎弘（兵庫教育大学）
体育科教育における競争に関する一考察

11:10- －勝敗、順位づけに関する意識について－
自転車発電機を用いた電力をダイナミックに体感する

11:30- 授業実践

○大森宏一（大阪女子短期大学）

○畑中翔太，寺島幸生
（鳴門教育大学大学院 自然系コース：理科）

