◆

日本教育実践学会

第 20 回研究大会プログラム

◆

第 20 回研究大会実行委員長

原 清治

会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび、日本教育実践学会第 20 回研究大会を、京都にあります佛教大学紫野キャンパスで開催する
ことになりました。今年度は公開シンポジウムとして、「日本における教育実践研究の動向―フランス
との比較を通して―」を開催します。また、元文化庁長官の玉井日出夫先生より「社会の構造的変化と
教育システム」という演題で特別講演も行うことになりました。「自由研究発表」では皆様からの教育
に関する様々な研究のご発表が 71 演題の発表の申し込みがございました。プログラムをご参照ください。
どうぞ万障お繰り合わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。
記
主催
後援（予定）

日本教育実践学会
文部科学省、京都府教育委員会、京都市教育委員会、佛教大学

１．大会日程

2017 年 11 月 25 日（土）・26 日（日）

＜１日目＞ 11 月 25 日（土）
9:30～10:00
受付
10:00～12:15
自由研究発表
※10：00～11：20 編集委員会
12:15～13:15
昼食
※11：30～12：50 理事会
13:15～14:00
総会
14:15～15:45
公開シンポジウム
日本における教育実践研究の動向―フランスとの比較を通して―
16:00～17:00
特別講演 玉井 日出夫氏
（元文化庁長官、武庫川女子大学・浜松医科大学客員教授）
演題「社会の構造的変化と教育システム」
17:15～19:00
情報交換会
＜２日目＞ 11 月 26 日（日）
9:30～10:00
受付
10:00～12:15
自由研究発表

２．会場
佛教大学 紫野キャンパス１号館
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町 96
（http://www.bukkyo-u.ac.jp/about/access/murasakino/）
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３．大会プログラム
自由研究発表 I

１１月２５日（土）１０：００～１２：１５

A 会場（1-301・302 教室） / 国語教育の実践をめぐって / 座長：青砥弘幸（佛教大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○本多礼諭 (福島大学大学
10:20

読みの授業における動作化の有効性

院)

10:20～ ○高橋由衣（神戸大学附属小
10:40

発表題目

学校）

小学校高学年の説明的文章教材の学習指導における結論部
の取り扱いに関する課題―「生き物は円柱形」に焦点を当
てて―

10:40～ ○宮本浩治（岡山大学大学
11:00
院）
11:00～11:15

休憩

11:15～ ○田中聞人（岡山大学大学
11:35

論理的思考力を育む国語科授業デザインの方略

院）

11:35～ ○光藤雄矢（兵庫教育大学大
11:55

高等学校国語科における論理論証教育の学習モデルの開発

教育者として読書推進に取り組む意識に関する調査研究

学院）,細谷里香（兵庫教育
大学）

B 会場（1-303 教室） / 算数・数学教育の実践をめぐって / 座長：二澤善紀（佛教大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○大林正法（兵庫教育大学大
10:20

院）

ICT を利用した数学史を題材とする授業実践に関する一考
察―学習者のメタコードに着目して―

10:40～ ○波形政輝（埼玉大学大学
11:00

小学校段階における図形の論理的思考に関する研究

学院）

10:20～ ○鈴木大樹（埼玉大学大学
10:40

発表題目

院）

GeoGebra による２次関数のグラフのふるまいに着目した授
業実践に関する一考察―漫画『黒子のバスケ』のスリーポ
イントシュートの一場面からの問題設定を通じて―

11:00～11:15

休憩

11:15～ ○渡野広貴（静岡大学大学
11:35

院）,石上靖芳（静岡大学）

11:35～ ○赤川峰大（神戸大学附属小
11:55

深い学びに向けた算数の本質に迫る単元開発・実践と評価

学校）

11:55～ ○太田誠(東海学園大学)

算数の授業における集団解決の時間確保に関する一考察―
反転授業の方略を用いて―
おたずねの質を上げるための実践的研究

12:15
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C 会場（1-305・306 教室） / 教育の現代的課題 / 座長：高見仁志（佛教大学）
時間

発表者（所属）

発表題目

10:00～ ○柴原宏一（茨城大学全学教

スクールコンプライアンスに関するアクティブ・ラーニン
10:20
職センター）,長島利行（茨 グ型校内研修の試み
城県立常陸大宮高等学校）
10:20～ ○長島利行（茨城県立常陸大 人間としての在り方生き方を深く考えさせる生徒指導の在
宮高等学校）,柴原宏一（茨 り方―県立Ａ高校の喫煙指導事例を中心として―
10:40
城大学全学教職センター）
10:40～ ○丸山裕輔（阿賀町立上条小 主観カメラによる授業者と熟達者のみえの比較
11:00
学校）,後藤康志（新潟大学）
,生田孝至（岐阜女子大学）
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○阿曽奈生（兵庫教育大学大 職場内におけるノンフォーマルな学びの場の創造に関する
11:35
学院・宍粟市立神野小学校） 一考察―職場外コミュニティからのつながりをめざして―
11:35～ ○市川諒（岡山大学大学院） 多面的多角的な思考をふまえ意思決定を促す授業デザイン
11:55
11:55～ ○影山弘典（京都栄養医療専
12:15

子どもの偏食を克服する教育実践

門学校）

D 会場（1-307・308 教室） / 総合的学習のあり方を考える / 座長：篠原正典（佛教大学）
時間

発表者（所属）

発表題目

10:00～ ○平田幸男（神戸市立雲中小

総合的な学習の時間におけるカリキュラム・マネジメント
10:20
学校）
に関する研究―関連性評定質的分析法による分析結果を手
がかりとして―
10:20～ ○大平修也（上越教育大学大 子どもの相互作用的な造形行為を媒介とした共感的な場の
10:40
学院）,松本健義（上越教育 生成に関する研究
大学）
10:40～ ○新福悦郎（石巻専修大学）
, 安全学習の総合的研究―判決書教材活用によるプログラム
11:00
蜂須賀洋一（伊仙町立犬田布 化および授業開発―
小学校）
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○臼井秀明（静岡大学大学 小学校社会科歴史分野における「社会的な見方・考え方」
11:35
院）,石上靖芳（静岡大学） を育むことを目指した授業実践―比較・関連・統合し、鎌
倉時代を解釈する単元開発とその評価―
11:35～ ○戸田宇海（静岡大学大学

小学校社会科歴史分野における認識の変容を促すことを目
11:55
院）,石上靖芳（静岡大学） 指した授業実践
―『鎖国』史観を再考する授業の単元開発―
11:55～ ○山本詞野（日高町立志賀小 なぜ小学生児童は勉強するのか―ゴフマン理論による勉強
12:15
学校）
するという自己呈示の検討―
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E 会場（1-314 教室） / 教科外教育の実践とその課題 / 座長：橋本憲尚（佛教大学）
時間

発表者（所属）

発表題目

10:00～ ○矢野真樹子（兵庫教育大学

START プログラムが小学校５年生児童の実行機能に及ぼす
10:20
大学院）,松村京子（兵庫教 効果
育大学大学院）
10:20～ ○梶原正史（兵庫教育大学大 「地域とともにある学校」の創造に向けての課題―創作劇
学院）
「巌道峠（がんどうとうげ）」の実践にみる連携・協働の視
10:40
点から―
○中島義和（東京大学大学
「差異」に着目した学級文化形成過程に関する教室談話分
10:40～
院・お茶の水女子大学附属中 析研究―Agar の「リッチ・ポイント」の概念に基づいて―
11:00
学校）
11:00～11:15
休憩
○堀出雅人
（華頂短期大学・ 若者の社会参画のきっかけをつくる体験活動の実践
11:15～
特定非営利活動法人学習開発 ―「特別活動」における地域での活動づくりの視点から―
11:35
研究所）,日髙由紀（京都市
総合政策室 市民協働推進コ
ーディネーター）
11:35～ ○大門耕平（近江兄弟社中学 中学校における学習習慣と学級環境，および成績の関係に
校）,来田宣幸（京都工芸繊 ついて
11:55
維大学）,駒田淑久（近江兄
弟社中学校）
教育実習（小学校）において学生に学ばせたい力にかかる
11:55～ ○西川潔(関西福祉科学大
学),堀田千絵(関西福祉科学
一考察―学生と現場教員への意識調査をもとに―
12:15
大学)宮野安治(関西福祉科
学大学),馬野範雄(関西福祉
科学大学)
F 会場（1-316 教室） / 幼児・子どもの世界 / 座長：佐藤和順（岡山県立大学）
時間

発表者（所属）

発表題目

10:00～ ○藤田知里（就実大学）

子どもの造形表現理解のための試み―「つぶやき」の分析
を通して―
10:20～ ○吉田めぐ（関東短期大学） ピアノを楽しむための音楽体験
10:40
―保育で活用できる鍵盤楽器アンサンブルの実践―
10:40～ ○青山翔（兵庫教育大学大学 4 歳児を対象とした START プログラムの介入効果
11:00
院）,岸本記公野（明石市立
人丸小学校）,松村京子（兵
庫教育大学大学院）
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○捧光希（上越教育大学大学 遊びの道具を媒介とした他者との実践的関係の生成過程
11:35
院）,松本健義（上越教育大
学）
11:35～ ○工藤麻耶（静岡大学大学 社会や生活とのつながりを意識した図画工作科授業カリキ
11:55
院）,石上靖芳（静岡大学） ュラム開発
11:55～ ○渡邉雄介（兵庫教育大学大 絵画の解説文が鑑賞者の視線に及ぼす影響
12:15
学院）,松村京子（兵庫教育
大学大学院）
10:20
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編集委員会

１１月２５日（土）１０：００～１１：２０

H 会場（1-311）

理事会

１１月２５日（土）１１：３０～１２：５０

H 会場（1-311）

総会

１１月２５日（土）１３：１５～１４：００

I 会場（1-316）

公開シンポジウム １１月２５日（土）１４：１５～１５：４５
日本における教育実践研究の動向―フランスとの比較を通して―
G 会場（1-313 教室）
発表者（所属）
ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｽﾄ１

細尾萌子（立命館大学文学部

司会進行：原清治（佛教大学）
発表題目
フランスの中学校におけるカリキュラム実践の動向

准教授）

ｼﾝﾎﾟ

西之園晴夫（特定非営利活動

高等教育無償化への実践研究―フランス社会の階層格差克服

ｼﾞｽﾄ 2

法人学習開発研究所代表、京

の取り組みは資料から読み取れるか―

都教育大学名誉教授）
ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｽﾄ 3
ｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｽﾄ 4

堀出雅人（華頂短期大学幼児

日本教育実践学会 20 年間の流れ―日本教育実践学会発表テー

教育学科講師）

マからみる―

山口孝治（佛教大学教育学部

日本における教育実践研究の動向―連合教育学大学院での学

教授）

びを通じて―

指定

山内乾史（神戸大学大学教育

討論者

推進機構教授、日本比較教育
学会常任理事）

総括

松村京子（兵庫教育大学／日

これからの教育実践研究のあり方を問う

本教育実践学会会長）
特別講演 １１月２５日（土）１６：００～１７：００
G 会場（1-313 教室）
16:00～ 演題「社会の構造的変化と教育システム」
17:00
講師：元文化庁長官、武庫川女子大学・浜松医科大学客員教授
玉井 日出夫氏

情報交換会 １１月２５日（土）１７：１５～１９：００

１号館地下食堂
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自由研究発表Ⅱ １１月２６日（日）１０：００～１２：１５
A 会場（1-301・302 教室） / 学校の現代的課題をめぐって / 座長：田中圭治郎（佛教大学名誉教授）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○高野由美子（上越教育大学
10:20

大学院）

発表題目

高等学校における「自他の命を大切にする心」の育成―「協
力的」「参加的」「体験的」な学習活動を取り入れた授業実
践研究―

10:20～ ○河野辺貴則（新宿区立戸山
10:40

小学校）

10:40～ ○作田澄泰（早稲田大学教師

人権教育と道徳教育の異同に関する授業実践研究
―参加型人権学習とモラルジレンマ授業の比較を通して―
教員養成課程における心に響く道徳授業づくりの実践研究

11:00
教育研究所）
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○富川拓（聖泉大学）,大束
11:35

貢生（佛教大学）

11:35～ ○北

日本におけるサービス・ラーニングの展開（12）
―活動先選択型の奉仕体験活動が及ぼす影響―

朗（武蔵野美術大学） 体育教育における高大接続についての一考察―ベースボー

11:55

ル型におけるレディネステストの試行―

11:55～ ○清水皓太（佐賀大学大学

イメージマップを活用したゴール型（バスケットボール）

12:15

院）,堤公一（佐賀大学）

の授業についての実践研究

B 会場（1-303 教室）/ 外国語教育の可能性をめぐって / 座長：東郷多津（京都ノートルダム女子大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○吉市睦生（岡山大学大学
10:20

院）

10:20～ ○東郷多津（京都ノートルダ
10:40

発表題目

高等学校外国語科におけるコミュニケーション能力を育成
する授業づくり ―読みの指導に着目して―
学習者主体で進める英作文活動―初中等教育への適用を目

ム女子大学）,村上裕美（関 指して―
西外国語大学短期大学部）,
神月紀輔（京都ノートルダム
女子大学）

10:40～ ○中﨑崇（就実大学）,○西

英語学習者による前置詞 by のエラーに関する追跡調査

11:00
谷工平（就実大学）
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○王佳穎（兵庫教育大学大学
11:35

院）

11:35～ ○村上裕美（関西外国語大学
11:55

日本語教育の授業分析における GTA 活用の可能性と課題
英語嫌いにしない作文指導―初中等英語教育から可能な意

短期大学部）,東郷多津（京 味順指導―
都ノートルダム女子大学）

11:55～ ○大塚清高（明治大学大学
12:15

院）

会話分析を通じた小学校英語教育の授業内相互行為に関す
る事例研究
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C 会場（1-305・306 教室） / 理科教育・情報教育の実践をめぐって / 座長：平田豊誠（佛教大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○植原俊晴（宝塚市立御殿山
10:20

中学校）

10:20～ ○津村和（岡山県立烏城高等
10:40

学校）

10:40～ ○山﨑光洋（岡山大学教師教

発表題目

演繹的学習モデルによる理科の授業が実験に対する情動や
意欲に与える影響
科学的な見方や考え方を働かせる指導の在り方―高等学校
理科の「生物」分野において―
小学校理科における学習指導改善に向けての視点

11:00
育開発センター）
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○神月紀輔（京都ノートルダ
11:35

小学校普通学級での情報モラル教育

ム女子大学）,東郷多津(京都
ノートルダム女子大学),堀
出雅人(華頂短期大学)

11:35～ ○黒田恭史(京都教育大学),
11:55

岡本尚子(立命館大学)

11:55～ 原清治(佛教大学), ○浅田
12:15

瞳(華頂短期大学)

ＩＣＴを用いた算数教材制作における教員養成としての効
果
特別活動におけるいじめ指導の効果―ネットいじめに注目
して―

D 会場（1-307・308 教室） / 新たな教育実践課題の解決に向けて / 座長：吉川明守（佛教大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○山之内幹(鹿児島県立鹿児
10:20

学校管理職の法意識を高めるための研修資料開発

学校)

10:40～ ○山本訓子(兵庫教育大学大
11:00

特別支援教育における指導記録の書き方と分析の方法

島聾学校)

10:20～ ○原田聡(大阪市立南港緑小
10:40

発表題目

小学校 1 年生における START プログラムの実施

学院),松村京子(兵庫教育大 ―実行機能と行動性セルフレギュレーションへの効果―

学大学院)
11:00～11:15
休憩
11:15～ ○葛城元(京都教育大学大学 伝承文化を取り入れた小学校算数科における折り紙の教育
11:35
院),黒田恭史(京都教育大 実践
学)
11:35～ ○生田孝至（岐阜女子大学） 参観者は「春」の授業のわざがどうみえたのか―オンゴー
11:55
後藤康志（新潟大学）
イング法による事例―
11:55～ ○古市文章（佛教大学）,○
12:15

原清治（佛教大学）

教員養成カリキュラムにおける生徒指導論のあり方に関する
実証的研究－学生の意識と採用側が求める力とのかい離に注
目して―
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E 会場（1-314 教室） / 体育教育の実践をめぐって / 座長：山口孝治（佛教大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○伊藤沙織(上越教育大学大
10:20

学院),土田了輔(上越教育大

発表題目

体育についての｢語り｣をめぐる考察―ライフヒストリーか
らみる中堅教師の学び―

学)
10:20～ ○渡辺正樹 (佐賀大学大学
10:40

院),堤公一(佐賀大学)

選択球技（バスケットボール）におけるフロー体験に関す
る研究

10:40～ ○峯勇太(佐賀大学大学院),

学習者のエンパワーメントを引き出す保健体育授業につい

11:00
堤公一(佐賀大学)
11:00～11:15
休憩

て

11:15～ ○丸山尚晃(上越教育大学大

学習者の姿からみたベースボール型の難しさについて

11:35

学院),土田了輔(上越教育大
学)

11:35～ ○山口俊充(上越教育大学大
11:55

学習集団の質的変容を企図したボール運動の授業実践 ―

学院),土田了輔(上越教育大 他者と協働した課題解決過程 ―
学)

11:55～ ○山口裕司(上越教育大学大
12:15

ボール運動系における学習評価法の構築―プレイの関係性

学院),土田了輔(上越教育大 に視点をおいて―
学)

F 会場（1-315 教室） / 算数・数学教育を深い学びへ誘う / 座長：月岡卓也（佛教大学）
時間

発表者（所属）

10:00～ ○井手瑞恵(佐賀大学大学
10:20

活用を通して―

10:20～ ○平野義明 (岡山大学大学

11:00
学校)
11:00～11:15

動的な見方を生かした垂直・平行の深い学び

小学校)

11:35～ ○齋藤 昇(立正大学),秋田

美代(鳴門教育大学)

11:55～ ○黒崎東洋郎（岡山理科大
12:15

深い学びを実現させ，「整数」についての理解を深める一考察

休憩

11:15～ ○山﨑加奈恵(笠岡市立中央

11:55

数学を通して論理的思考力を育成する授業デザイン

院)

10:40～ ○山﨑湧太(岡山市立福島小

11:35

児童の自覚的な学びを促す小学校算数科の授業実践とその

院),岡陽子(佐賀大学大学 考察―「イメージマップ」と「思考を促す学びの過程」の
院)

10:40

発表題目

数学イノベーションを創出する数学授業モデルの開発―小
学生を対象として―
深い学びを創発する数学的な見方に関する一考察

学）

8

４．会場案内図

１号館３階
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５．会場（佛教大学紫野キャンパス）までのアクセス
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