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A-5
2012金環日食を科学の目で，子どもた
ちに見せるために－滋賀県での取り組
み－

山村秀人(滋賀県立長浜北星高等学
校)・高橋 進(ダイニック・アストロパー
ク天究館)・小早川 隆(多賀町立博物
館)・坂本大介(滋賀県立米原高等学
校)・NPO法人花山星空ネットワーク賀
茂川プロジェクト

座長 伊藤　孝（茨城大学）

A-2
月・金星の見え方の指導における天体
シミュレーションの活用（国立天文台
"Mitaka”の活用）

間處耕吉（高知大学）・林 武広（広島
大学）

B-7
中学校理科教育の防災に関する問題
点－香川県の中学生に対する地震・津
波に関する質問紙調査結果から－

吉川武憲（香川県教育委員会）・香西
武（鳴門教育大学）

A-3
「天体」の学習における視点変更モデ
ルによる立体的な空間の把握Ⅴ－小
学生・中学生の空間認識の比較－

平松良夫（総社市立総社東中学校）・
岡田大爾（広島国際学院大学）・野瀬
重人（岡山理科大学）・光畑幸司（総社
市立清音小学校）・真柴英樹（総社市
立昭和中学校）

A-4
惑星の満ち欠けの学習に関する実践
的研究－空間的な思考の深まりを中心
として－

岡田大爾（広島国際学院大学）・松浦
拓也（広島大学）・松永 武（柳井市教
育委員会）

８月１７日（土）

受付（西館１階 ホール入口「ホワイエ」にて） 8:00～

Ｃ会場：西館２階 第７講義室Ｂ会場：西館２階 第６講義室

 9:00～9:30

 9:30～9:45

研究発表① Ａ会場：西館１階 ホール

開会行事（Ａ会場：西館１階 ホール）

A-7
気象庁「DVD-NHM」を利用した数値予
報に関する中学校理科での授業実践

名越利幸（岩手大学）・山本桃子（奥州
市立水沢南小学校）・八幡和典（北上
市立黒沢尻東小学校）・斉藤 栞（岩手
大学）

B-5
岩石鑑定における岩石標本ムービー
活用の効果

吉冨健一・林　武広（広島大学）

B-3
炭酸飲料とメントスを用いた火山噴火
モデル実験の開発

永井秀行（沖縄県立球陽高等学校）

B-1
チョークを用いた断層形成実験の開発

香束卓郎（獨協埼玉中学高等学校）

B-4
走向・傾斜の理解と地層の広がりを把
握するための地質図作成実習：簡易露
頭模型を使った“野外調査”とペーパー
クラフトの活用

山崎博史（広島大学）

ポスターセッションの準備

休憩

A-6
世界の高層気象データを用いたコン
ピューター実習教材の開発

小泉治彦（千葉県立我孫子高等学校）

B-6
移動式津波実験装置の開発とその実
践

境　智洋（北海道教育大学釧路校）

B-2
万力による断層発生のモデル実験に
ついて

平賀博之（広島大学附属福山中・高等
学校）

A-1
小学校4年「月と星」における方位認識
について

藤川義範（広島大学）・土井 徹（広島
大学附属東雲小学校）・林 武広（広島
大学）

岡本義雄（大阪教育大学）

大阪大会　研究発表プログラム



12:30～13:00

13:00～14:00

P-5
気象庁59型地震計波形記録を用いた
学校教材の開発（実践編）

古田佐代子・廣田伸之（大阪管区気象
台）・岡本義雄（大阪教育大学）

P-6
中高生の科学部活動振興プログラムを
活用した地学部の活動～研究者・地域
と連携したフィールドワーク～

上村剛史・山田直樹（海城中学高等学
校）・松岡東香（筑波学院大学）

P-11
小学校第4学年での防災教育：土砂災
害を中心に

上島昌晃（太子町立磯長小学校）

※ジュニアセッションでの発表者も含む

P-3
茨城県北浦周辺の河川水電気伝導度
の特徴

遠藤理美・石川大樹・松本典子・伊藤
孝（茨城大学）

J-4
大阪市内における地下水位の変動に
ついて

長尾翔子・古川未菜（大阪市立東高等
学校）

P-4
小学6年生が見て，触って，実験して描
いた100万年前の復元図

森山義博(四天王寺大学)・中條佐和
子・遠藤 努(富田林市立喜志小学校)・
田上智佐子(富田林市立伏山台小学
校)・坂本隆彦(同志社大学)

P-2
高校地学教科書にみられる潮汐現象
の説明の矛盾

池田幸夫（広島修道大学）

P-14
地層の重なりと広がりを把握するため
のペーパークラフト：小学校第６学年理
科「土地のつくりと変化の様子」の教材
として

岩田　真・山崎博史（広島大学）

P-12
デジカメによる太陽黒点温度の測定法
に関する一考察

岸本 浩（兵庫県立須磨東高等学校）・
時政典孝（佐用町生涯学習課）

P-16
身近な環境調査－紫外線強度調査か
らわかったこと－

五十嵐 聡（法政大学第二中・高等学
校）

P-1
インドネシア版津波絵本の作成と津波
博物館との連携

柴山元彦（自然環境研究オフィス）・
Dicky Muslim（インドネシア国立パジャ
ジャラン大学）・香川直子（自然環境研
究オフィス）

P-10
地層はぎ取り標本教材の作製と観察

西連地信男（東海村立白方小学校）

P-7
電子黒板を活用した津波の授業

川村大作(大阪府立福泉高等学校)

J-5
場所・季節による夜空の明るさの経時
変化

西尾真輝・廣木颯太朗・清水彬光・法
兼佑泰・右田亜朗・古賀悠人（海城中
学高等学校地学部）

J-6
降水量データを用いた地下水位変動の
予測

片山健太郎・小野寺祐樹・清水彬光・
法兼佑泰・越田勇気（海城中学高等学
校地学部）

休憩

パネルディスカッション（Ａ会場：西館１階 ホール）

休憩

日本地学教育学会総会（Ａ会場：西館１階 ホール）

記念講演（Ａ会場：西館１階 ホール）

16:45～17:45

P-17
タブレット端末のための岩石薄片インタ
ラクティブムービーの開発

吉冨健一・伊神雅乃・大谷智典・林 武
広（広島大学）

14:15～15:30

P-13
小学校第五学年理科単元「流れる水の
はたらき」に関わるフィールド学習の開
発

梅田知幸・松本一郎（島根大学）

P-15
ゆざわジオパークの取り組み－衣装
ケース内での沖積扇状地の再現実験
－

遠藤大介（湯沢市ジオパーク推進協議
会）

P-9
自動車を用いた環境放射線の測定

飯野直子（熊本大学）・金柿主税（熊本
支援学校）

　　　ジュニアセッション（ミニトーク）（Ａ会場：西館１階 ホール）

座長 名越利幸（岩手大学）

15:45～16:45

J-1
大阪府堺市における雨水組成の継続
観測について－雨水の化学的性質と
気象条件の関係についての研究－

大阪府立堺東高校地学部

J-2
現生種との比較における中新世貝化
石の化石化の研究

光野 萌（広島大学わくプロ科学塾）・
吉冨健一・藤川義範（広島大学）

J-3
気象台保管の地震波形記録を用いた
解析

佐藤雄亮・和田優花・佐野翔子（大阪
教育大学附属高等学校天王寺校舎）

P-8
GISでみる桜島噴火の活発化と防災

金柿主税（熊本支援学校）・飯野直子
（熊本大学）

15:30～15:45

18:15～20:30 懇親会（天王寺キャンパス食堂）

14:00～14:15

　　　ポスターセッション※（Ｃ会場：西館２階 第７講義室）



8
9:00～
9:15

9
9:15～
9:30

10
9:30～
9:45

11
9:45～
10:00

12
10:00～
10:15

13
10:15～
10:30

14
11:00～
11:15

15
11:15～
11:30

16
11:30～
11:45

C-14
地学教育におけるジオパークの活用～
白滝ジオパークでの事例～

和田恵治（北海道教育大学旭川校）

A-10
校内施設を利用した岩石実習：生徒の
石への興味を引き出すには

芝川明義（元大阪府立花園高等学校）

座長
小荒井千人

（慶應義塾湘南藤沢中・高等部）

A-9
自然災害からのまちづくりと防災・環境
教育

田中勝章（国土研・防災士研）

研究発表② Ａ会場：西館１階 ホール

休憩

座長

C-11
地球磁場の生成・逆転に関する新知見
－三重水槽を用いたモデル実験を基に
して－

佐藤俊一（東京都立日比谷高等学校）

C-13
「地球惑星科学」の学習時間は本当に
増加したのか？－「理科」の学習時間
の変遷を読み解く－

根本泰雄（桜美林大学）

宮下　治（愛知教育大学）

A-12
小・中学校における地質観察プログラ
ムと，ＩＣＴ機器を用いた模擬観察教材

横山 光（北海道立教育研究所附属理
科教育センター）

B-11
伊豆半島における地学野外実習の指
導案作成：地学を専門としない小中学
校および高等学校教員のための支援

荻野京也・上栗伸一・伊藤 孝（茨城大
学）

A-8
石炭とアート：地域の地学素材を生かし
た教科連携の試み

伊藤 孝・片口直樹・上栗伸一・谷津夏
未・初澤彩香・荻野京也・大門亜由美・
眞田 怜・佐野 栞（茨城大学）・小関め
ぐみ・畠山勝浩（高萩市教育委員会）

川村教一（秋田大学）小尾　靖（相模原青陵高等学校） 岡田大爾（広島国際学院大学）

Ａ会場：西館１階 ホール

C-16
地学の魅力をどう伝えるか？－地学リ
テラシーをテーマにした教員研修－

相原延光（関東学院中学校高等学校）

C-15
地学への興味を広げるための活動

久保和弘（西宮市立鳴尾南中学校）

A-15
「平成24年九州北部豪雨」がもたらした
被害の実態と教材化の可能性

山下浩之（福岡市立野多目小学校）

A-16
インドネシア，メラピ火山周辺地域の小
学校における防災教育の現状と課題

TUSWADI・林 武広・藤川義範・Nisa
MAULIA（広島大学）

A-14
地域の自然と歴史の理解からはじめる
自然災害教育－神奈川県西湘地域を
例に－

平田大二(神奈川県立生命の星・地球
博物館）

A-11
高等学校地学基礎，火成岩の学習に
おける思考活動を促す学習指導

杉田泰一（広島大学附属中学高等学
校）・間處耕吉（高知大学）・林 武広
（広島大学）

B-9
北海道西南部の安山岩の地表ガンマ
線：探究活動やクラブ活動への展開

池田　正（大阪府立柏原東高等学校）

８月１８日（日）

C-9
岩石・鉱石・化石を使って「学ぶとはど
ういうことか」を考える授業

児島昌雄（枚方市立蹉跎小学校）

Ｃ会場：西館２階 第７講義室

C-8
ボーリング孔を利用した地下水学習

森江孝志（相生中学校）・五王勝義（キ
ング工務店）

Ｂ会場：西館２階 第６講義室

C-12
地学教材としての「ノモグラム」再考

岡本義雄（大阪教育大学）

C-10
学校知と生活知をつなぐモデル教材の
有効的な活用方法に関する考察

中野英之（京都教育大学）

B-13
教員研修における地層観察指導の成
果と課題：男鹿半島・大潟ジオパーク安
田海岸ジオサイトにおける実践例

川村教一（秋田大学）

10:30～11:00

研究発表③

Ｃ会場：西館２階 第７講義室

B-12
河川学習に流速測定と斜面崩壊概念
を導入した教員免許更新講習プログラ
ムの開発

林 慶一（甲南大学）・山下浩之（福岡
市立野多目小学校）

B-15
カンボジアにおける水の循環カード
ゲームを利用した学習の試み

榊原保志（信州大学）・村山哲也（ルワ
ンダ教員間校内相互研鑽強化プロジェ
クト）・野口洋子（香川県立土庄高等学
校）

B-10
教材研究(地学)を担当して

米澤正弘(千葉大学)

Ｂ会場：西館２階 第６講義室

B-14
気象単元における冬季日本海上で発
生する雲のモデルに関する教材研究

尾町光太・榊原保志（信州大学）

B-16
宇宙教育－理科・地学からみた目的と
教育方法について－

松本一郎（島根大学）

A-13
水槽実験による火砕流の発生・流動の
再現

佐藤鋭一・中岡礼奈（神戸大学）・佐野
恭平・和田恵治（北海道教育大学旭川
校）

吉川武憲（香川県教育委員会）

B-8
部活動を作ろう－生徒とともに取り組
む，地域教育活動－

小尾 靖（神奈川県立相模原青陵高等
学校）
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A-19
防災教育リファレンス資料の提案－理
科，社会科の授業で伝えられる防災知
識－

熊澤良浩（大阪市立苅田小学校）

A-17
オホーツク海沿岸の津波に対応した防
災教育の展開

宮下道明（釧路市立幣舞中学校）・境
智洋（北海道教育大学釧路校）

B-18
小学校6年「月」における観測を促す工
夫と学習効果

土井 徹（広島大学附属東雲小学校）・
藤川義範・林　武広（広島大学）

A-18
新しく考案した津波発生装置とこれを
用いた授業

中田智之（枚方市立伊加賀小学校）・
柴山元彦（自然環境研究オフィス）

A-22
野外自然体験学習の現状から捉えた
地学教育の課題－幼児教育・小学校
教育・中学校教育の比較を通して－

宮下　治（愛知教育大学）

B-22
恒星の明るさ等級を求める実習教材～
デジタルカメラの活用～

山本貴志・大谷智典・林 武広（広島大
学）

A-20
ハンドオーガーを用いた子供向け地学
教育の実践

小森次郎（帝京平成大学）

A-21
茨城県の地層と化石

上栗伸一・五十川淳一（茨城大学）

中野英之（京都教育大学）

昼食・休憩

B-20
ミラーレス一眼カメラを使った簡単な分
光観測の実習

原 正（埼玉県立豊岡高等学校）・洞口
俊博（国立科学博物館）

B-21
恒星の色の認識について～望遠鏡・双
眼鏡の効果～

大谷智典（広島大学）・野添 生（広島
大学附属東雲中学校）・山本貴志・林
武広（広島大学）

林　慶一（甲南大学）

C-17
システム・時間・空間から捉えた「地球」
概念について

岡本弥彦（岡山理科大学）・下野 洋
（岐阜女子大学）

C-18
地層に含まれる二枚貝化石の産状観
察から堆積面の変動を読み取る高校
地学の教材開発

小荒井千人（慶應義塾湘南藤沢中・高
等部）

C-19
ホタテガイの観察をふまえて化石を推
する：講座「貝殻のふしぎを調べよう ホ
タテの巻」の実践

田口公則・佐藤武宏（神奈川県立生命
の星・地球博物館）

Ａ会場：西館１階 ホール Ｂ会場：西館２階 第６講義室

Ａ会場：西館１階 ホール Ｃ会場：西館２階 第７講義室

15:45～16:15

座長

15:15～15:45

研究発表④

12:30～13:30

研究発表③

休憩

閉会行事（Ａ会場：西館１階 ホール）

A-23
水質改善を主題とした簡易な実験と，
ESDプログラムへの応用について

棟上俊二（福岡教育大学）

A-24
小学生の流水の働きの理解を促進す
るための指導をめざして－「学び方アイ
テム」支援ワークシートを使った授業を
通して－

加藤尚裕（淑徳大学）

A-25
奈良時代から人為的地形改変を受け
ている奈良盆地・大和川水系の河川

牧野泰彦（元茨城大学）

B-26
地学教育の再構築の観点から捉えた
ジオパークの活用：糸魚川世界ジオ
パークを例として

藤岡達也・五十嵐素子（上越教育大
学）・柚木朋也（北海道教育大学）

A-26
中学校「大地の変化」単元において風
化への理解を深める学習展開

伊神雅乃・大谷智典・吉冨健一・林 武
広（広島大学）

B-24
日本と中国の環境教育の比較ー日中
共同研究からー

松本一郎（島根大学）

B-25
ジオパークを活用した京丹後市の小学
生理科体験学習

小長谷　誠（京都府立峰山高等学校）

B-23
「こどものためのジオ・カーニバル」の
過去，現在，未来

和田充弘（大阪府立泉北高等学校）

Ｂ会場：西館２階 第６講義室

B-17
教員研修を目的とした小学校6年「月」
の模擬授業

林 武広・藤川義範・吉冨健一・磯崎哲
夫（広島大学）・間處耕吉（高知大学）


