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プログラム 
日本学校教育学会・日本グローバル教育学会

合同研究大会 

 

日本学校教育学会 第 28回全国大会 

日本グローバル教育学会 第 21回全国大会 

 

期日：２０１３年８月３日（土）、８月４日（日） 

会 場：鳴門教育大学  

後 援 徳島県教育委員会，鳴門市教育委員会，鳴門社会科教育学会 
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2013年 

日本学校教育学会・日本グローバル教育学会合同研究大会 

大会プログラム 

 

１．テーマ：グローバル社会時代の学校教育の方向を考える―理論と実践の往還を踏まえて― 

２．期 日：２０１３年８月３日（土）、８月４日（日） 

３．会 場：鳴門教育大学  

４．後 援 徳島県教育委員会，鳴門市教育委員会，鳴門社会科教育学会 

５．日 程 

（１）８月３日（土） 

9:00     9:30             11:30     12:30    13:40       14:40             17:00   17:30    18:20   20:00 

受付 自由研究発表 
昼食 

理事会 
総会 基調講演 シンポジウム 

総括 

講演 
移動 懇親会 

 

（２）８月４日（日） 

9:00     9:30             11:30      12:30                 15:00      16:30 

受付 自由研究発表 昼食 課題研究 
ラウンド

テーブル 

 

６．大会参加要領 

大会参加費  ３，０００円 

懇 親 会  ６，０００円 

・受 付：9：00 から開始します。受付場所は講義棟１階入り口付近です。大学内の案内表示にしたがっ

てお越しください。 

・昼 食：土曜日・日曜日ともに、学内食堂が営業していますのでご利用ください。 

・懇親会：ホテルルネッサンスリゾートナルトで行います。夏季の繁忙期のため，ホテルには駐車スペー

スがありません。大学からのマイクロバスを利用してください。 

往路：大学発→ホテル   復路：ホテル発→大学→鳴門駅→徳島駅 

 

７．問い合わせ先 

日本グローバル

教育学会用 

〒772-8502徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748  鳴門教育大学  

  第 21回 日本グローバル教育学会全国研究大会実行委員会 伊藤直之 

    電 話：０８８－６８７－６３７０（研究室直通） 

    ＦＡＸ：０８８－６８７－６３７０（伊藤直之 宛と明記して下さい） 

    Ｅメール：naoyuki@naruto-u.ac.jp 

日本学校教育学

会用 

〒772-8502徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748  鳴門教育大学  

   日本学校教育学会第 28回大会実行委員会 前田洋一 

    電 話：０８８－６８７－６２６７（研究室直通） 

    ＦＡＸ：０８８－６８７－６２６７（前田洋一 宛と明記して下さい） 

    Ｅメール：ymaeda@naruto-u.ac.jp 
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《 プ ロ グ ラ ム 》 

 

（１）8月 3日（土）      自由研究発表 ９：３０～１１：３０ 場所：講義棟 

 

 

 

第１分科会 講義棟：Ｂ１０３教室             司 会 三輪 昭子（愛知学泉大学） 

（日本グローバル教育学会）                    伊藤 直之（鳴門教育大学） 

 

９：３０  グローバル社会を生きる子どもを育てる小学校外国語活動 

鈴江 裕子（徳島市千松小学校） 

 

１０：００  グローバル社会時代に活きるコミュニケーション能力の素地を育む小学校外国語活動 

―聴くこと、ことばを大切にした教師のかかわりを通して― 

森下 久美（阿南市中野島小学校） 

 

１０：３０   グローバル化に対応した人材育成からみた高等学校英語授業の実践と課題 

喜多久美子（徳島県立新野高等学校） 

  

 

 

 

第２分科会 講義棟：Ｂ１０４教室             司 会 和井田清司（武蔵大学） 

（日本学校教育学会）                   

  

９：３０  1950年代前半における戦後の郷土教育運動の地域的展開 

       －岡山県・月輪古墳発掘運動の中の教育実践に着目して－ 

                             白井 克尚(兵庫教育大学［院生］) 

 

１０：００  職人の技能継承に関する研究 

倉石茉由子(上越教育大学[院生])) 

 

１０：３０  通常学級における特別支援教育の視点から見た教科教育と教科外教育の関係 

吉田 茂孝(福岡教育大学) 
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第３分科会 講義棟：Ｂ１０５教室             司 会 勝見 健史(兵庫教育大学) 

（日本学校教育学会）                       坂本 泰雅（目白大学） 

 

９：３０   高等学校における「道徳」授業実践と教師の職能発達に関する考察 

長島 利行(茨城県教育庁高校教育課) 

 

１０：００  小学校若手教員の自覚低成長を促す授業研究会の方法 

       －ポートフォーリオの特質を生かした試み－ 

                             勝見 健史(兵庫教育大学) 

 

１０：３０  若手教師のOJTを支える教師力研究④ 

       学級の規範意識を可視化する「シグナルⅡ」を使って学級の行動特性を分析し、 

その方策を考える事例研究 

                                      青木 一（千葉市立土気南中学校） 

 

１１：００  学校における「他者とのかかわり」が教師の力量形成に与える影響 

       －現職派遣教員の質問紙調査より 

                             鷹屋正導（上越教育大学[院生]) 

 

 

 

第４分科会 講義棟：Ｂ２０５教室           司 会 木村 博一（広島大学） 

（日本グローバル教育学会）                  疋田 晴敬（愛知県立中村高等学校） 

 

９：３０  中学校社会科における「ユダヤ文化学習」試案 

～教科書分析を通して～ 

                           森口 洋一（奈良県平群町立平群中学校） 

１０：００  憲法学習のユニバーサルデザイン 

       ―「社会科」と「道徳の時間」の横断型カリキュラムの開発を目指して― 

奥野 浩之（相愛大学） 

 

１０：３０  意思決定学習で育てる確かな実践力 

       ―総合的な学習の時間「作ろう！マイ防災袋」の実践を通して― 

                矢野 智子 杉浦 崇洋 六角 英彰（愛知県高浜市立翼小学校） 

 

１１：００  他者とのかかわりの中で、自他の役割を理解する計画書作り 

―総合的な学習の時間「飯ごうマスターになろう！」の授業実践を通して― 

浜下 洋之 藤井 健人 六角 英彰（愛知県高浜市立翼小学校）     
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第５分科会 講義棟：Ｂ２０６教室           司 会 吉村功太郎（宮崎大学） 

（日本グローバル教育学会）                  寺田 佳孝（名古屋商科大学） 

  

９：３０  グローバル教育としての産業教育の展開 

―「ものづくり愛知」によるグローバル経済の理解― 

水野 英雄（椙山女学園大学） 

１０：００  地球市民を育てる「生命」の学び 

―教育実践とその省察の視点― 

                            寺林 民子（創価大学） 

１０：３０  国際教育の限界とグローバル教育の展開 

川西 俊吾（北陸先端科学技術大学院大学） 

１１：００  「物語り」を活用したＮＩＥＳＤの構想 

                            伊藤 裕康（香川大学） 

 

  

 

第６分科会 講義棟：Ｂ２０７教室 

 

第６会場 講義棟：Ｂ１０４教室         司 会 田村 和之（鳴門教育大学） 

     品川 勝俊（兵庫県立神戸商業高等学校） 

 

９：３０  グーロバル時代のESDにおける地域「文化」の重要性 

                            田村 和之（鳴門教育大学） 

 

１０：００  ＥＳＤ教育のための世界史教育内容編成論 

       －グローバルラーニングの授業事例「アフリカと産業革命」を中心に－ 

                         祐岡 武志 （奈良県立法隆寺国際高等学校） 

 

１０：３０  生涯学習の視点からみた学校教育の役割に関する研究 

―ＥＳＤ持続発展教育に焦点をあてて―    

小野 礼子（三重県志摩市立的矢小学校） 

 

１１：００  ＥＳＤを推進するための教員リーダー養成プログラムの開発) 

                            中山 博夫 （目白大学) 

                               多田 孝志（目白大学)                       

                                      和井田清司（武蔵大学） 

 

 

 

日本グローバル教育学会・日本学校教育学会 

合同分科会 
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第７分科会 講義棟：Ｂ２０８教室            司 会 古賀 一博（広島大学） 

（学校教育学会）                        関   芽（日本体育大学） 

 

９：３０   米国における職業教育学校に関する一考察 

坂本 泰雅(目白大学) 

 

１０：００  中等教育学校におけるＷＴＣに関する一考察 

                南美佐江(奈良女子大学付属中等学校／関西大学[院生]) 

 

１０：３０～１１：００  発表なし 

 

 

１１：００  ベトナムの小学校体育の現状 

                        山西 哲也（淑徳大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自由研究発表要領＞ 

①発表時間 ：自由研究の発表時間は 20分，質疑応答を10分とします。 

②発表資料 ：発表資料等は，発表者各自で４０部をご用意の上，当日の発表開始１０分前までに各会場

係に提出してください。 

③発表用機材：発表に使用される機材は，申し込み時にご連絡頂いた方に限らせて頂きます。機材を使用

する予定の発表者は，各自で事前に機器の作動確認を行ってください。 

④発表中止 ：発表を取りやめる場合は，事前に大会準備事務局までご連絡ください。 

       なお，発表時間の繰り上げは行いません。 
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（２）理 事 会 １１：３０～１２：３０ 

 

会場：日本グローバル教育学会 講義棟 Ｂ１０２教室 

日本学校教育学会 人文棟 ６階 Ａ３会議室 

 

（３）総   会 １２：３０～１３：３０ 

会場：日本グローバル教育学会 講義棟 Ｂ２０７教室 

    日本学校教育学会 講堂（シンポジウム会場） 

 

（４）基調講演・シンポジウム・総括講演  １３：４０～１７：３０ 場所：講堂 

■ 基調講演 １３：４０～１４：４０ 

「グローバル化の二側面と学校教育の実践的主要課題」 

講師 若井 彌一 

（元上越教育大学学長，日本学校教育学会顧問） 

 

■ シンポジウム １４：４０～１７：００ 

「グローバル社会時代の学校教育の方向性を考える 

－理論と実践の往還を踏まえて－ 

司 会 西村 公孝（鳴門教育大学） 

多田 孝志（目白大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 総括講演 １７：００～１７：３０ 

 

講師 今谷 順重（帝塚山大学，日本グローバル教育学会会長） 

 

 

（５）懇 親 会 １８：２０～２０：００ 

会場：ルネッサンスリゾートナルト 

 

日本グローバル教育学会シンポジスト 

  研究者の立場から  鴛原 進（愛媛大学） 

実践者の立場から  岡田 要（鳴門教育大学院生，元岡崎市立城南小学校長） 

日本学校教育学会シンポジスト 

  研究者の立場から  和井田 清司（武蔵大学） 

  実践者の立場から  澤井 史郎（福島県いわき市立勿来第二中学校） 
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（６）8月 4日（日）      自由研究発表 ９：３０～１１：３０ 場所：講義棟 

 

第８分科会 講義棟：Ｂ１０２教室           司 会 善野八千子（奈良文化女子短期大学） 

（日本学校教育学会）                     松岡  律（環太平洋大学） 

 

９：３０   学校評価アンケートとその分析に関する一提案  

       ～経年比較に着目して～ 

                            山本 礼二(目白大学) 

                                       藤谷  哲(目白大学) 

                                       渡邉はるか(目白大学) 

 

１０：００  学校運営協議会における熟議のジレンマに関する一考察 

 

                            関   芽(日本体育大学) 

 

１１：３０  教師の資質向上と教員評価 

                 

一之瀬 敦幾（静岡県立小笠高等学校／静岡大学［院生］） 

 

１１：００  体育会系学生の体罰に対する意識(2) 

                            松岡  律(環太平洋大学) 

 

 

第９分科会 講義棟：Ｂ１０３教室            司 会 黒羽 正見（群馬大学） 

（日本学校教育学会）                      堀井 啓幸（山梨県立大学） 

 

９：３０   児童側から見る「さん」付け指導 

－２つのクラスの事例検討－ 

                            小山 昇志(上越教育大学[院生]) 

 

１０：００  ピアノ学習における動画教材の活用例と応用 

                            小林 恭子(目白大学) 

 

１０：３０  第二言語喪失のプロセスに関する研究 

                            服部 孝彦（大妻女子大学） 

 

１１：００  職務上の役割葛藤を克服する中学校教師のふるまいに関する考察 

                                田口 秀行（上越教育大学［院生］） 
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第10分科会 講義棟：Ｂ１０４教室（学校教育学会）   司 会 西尾 理（東京都立国分寺高等学校） 

（日本学校教育学会）                       

９：３０   高等専修学校における教育内容の検討 

－教育課程の類型化を中心にー 

                            山田 千春(苫小牧尾高等商業学校) 

 

１０：００  学生の多忙化の中での高専教育カリキュラムの課題 

                            安藤 聖雅(上越教育大学[院生]) 

 

１０：３０  高校生のキャリア教育に関する研究(1) 

       －小学生の短期交流による教育効果－ 

                            林 幸克(岐阜大学[院生]) 

 

１１：００  伝統・文化教育の充実を意図した学習指導に関する考察 

       －カンボジアにおける古典舞踊教育に着目して－ 

                           大矢 隆二（常葉大学） 

                            安藤 雅之（常葉大学） 

 

第11分科会 講義棟：Ｂ１０５教室（学校教育学会）   司 会 小林 淳一（金沢学院短期大学） 

（日本学校教育学会）                      中山 博夫（目白大学） 

９：３０   学校に基礎をおくカリキュラム開発と授業実践 

－生徒の自己同一性の育成を目指して－ 

                            李  凱茜(国立嘉義大学[院生]) 

林  明煌(国立嘉義大学) 

                       

１０：００  幼少期の「体の記憶」に関する一考察   

                            橘田 重男（信州豊南短期大学)  

  

１０：３０  教職キャリアの育成を目指したボランティア授業カリキュラムの実践 

       －初年時「ボランティア体験」における学生の意識－ 

                            中野 博幸(上越教育大学) 

                                      石野 正彦(上越教育大学) 

                                      清水 雅之(上越教育大学) 

                            亀山  博(上越教育大学) 

                            金子 淳嗣(上越教育大学) 

                                      渡辺 径子(上越教育大学) 

 

１１：００  教育基本法の人間像と教育観  

                            佐々木幸寿（東京学芸大学） 
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（７）8月 4日（日）      課題研究  

１２：３０～１４：５０ 場所：講義棟 Ｂ２０７ 

 

〈生きる力〉の育成を支援する教育行政・学校経営の在り方 

 コーディネーター  古賀 一博（広島大学） 

［報告者］ 

・阪根 健二（鳴門教育大学）    〜学校の危機管理の視点から 

・廣瀬 裕一（上越教育大学）    〜教育行政の視点から 

・入部 勝治（八女市立矢部中学校） 〜学校経営の視点から 

［司会者］ 

・古賀 一博（広島大学） 

    ・佐々木幸寿（東京学芸大学） 

            

（８）8月 4日（日）      ラウンドテーブル  １５：００～１４：５０ 

 ラウンドテーブル①   場所：講義棟 Ｂ１０４ 

 

震災と学校 

－東日本大震災と学校経営改善－ 

コーディネーター 佐々木幸寿（東京学芸大学） 

［報告者］ 

 ・林  明煌（台湾・国立嘉義大学）  

    ・澤井 史郎（福島県いわき市立勿来第二中学校）   

 ・佐々木幸寿（東京学芸大学）  

［司会者］ 

    ・末松 裕基(東京学芸大学)  

 

（９）8月 4日（日）      ラウンドテーブル  １５：００～１４：５０ 

ラウンドテーブル②  場所：講義棟 Ｂ１０５ 

 

実践的研究の課題と方法 

コーディネーター 黒羽 正見(群馬大学) 

 ［報告者］   

  ・稲垣 応顕 （上越教育大学） 

        ・小林 淳一 （金沢学院短期大学）      

・堀井 啓幸 （山梨県立大学） 
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鳴門教育大学までのアクセス 

 

（１）高速バス 

  ① 大阪・神戸方面からお越しの場合は「高速鳴門」で下車。タクシーで約１０分。 

    「高速鳴門」から徒歩５分の「小鳴門橋」から路線バス（下記）を利用することもできます。 

  ② 広島・岡山・高松方面からお越しの場合は「鳴門インター北口」で下車。タクシーで約２０分。 

（２）航空機（羽田空港・福岡空港から） 

  徳島空港からは，徳島駅に向かう場合は徳島駅行きリムジンバスを利用してください。 

  鳴門方面に向かう場合は，路線バス「鳴門公園」行き（9:34から16:34まで1時間おきに出発）に乗

車すると，「鳴門駅前」や「小鳴門橋」に向かうことができますが，大学を経由しません。 

（３）ＪＲで鳴門駅まで 

  徳島駅から「鳴門線」で約４０分。高松駅からは「特急うずしお」を利用すると徳島駅が終着です。

高松方面から鳴門駅に向かう場合は，途中の池谷駅あるいは勝瑞駅にて「鳴門線」に乗り換えてください。 

（４）大学までの路線バス（土日祝ダイヤ） 

《ゆき》徳島駅→鳴門駅→小鳴門橋→鳴門教育大学    《かえり》鳴門教育大学→小鳴門橋→鳴門駅→徳島駅 

徳島駅前 鳴門駅前 小鳴門橋 鳴門教育大学  鳴門教育大学 小鳴門橋 鳴門駅前 徳島駅前 

７：４０ ８：１３ ８：１８ ８：２３  １３：００ １３：０７ １３：１１ （鳴門止） 

８：３０ ９：０３ ９：０８ ９：１３  １５：０８ １５：１５ １５：１９ １５：５４ 

１０：２０ １０：５３ １０：５８ １１：０３  １７：３８ １７：４５ １７：４９ １８：２４ 

（５）タクシー 

  「高速鳴門」「鳴門駅前」「徳島空港」などにはタクシーが常駐しておりますが，「鳴門教育大学」付近，

「鳴門インター北口」では流しのタクシーはつかまりません。電話で呼び出してください。 

鳴門第一タクシー （０８８）６８５－５５５５ 

鳴門観光タクシー （０８８）６８５－９９９９ 

懇 親 会 

会 場 
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鳴門教育大学の構内案内図 

 

 

 

 

講義棟案内図および会場配置 

 

 

 

 

 

シンポジウム会場 

日本学校教育学会総会会場 

自由研究発表会場 

 

日本グローバル教

育学会理事会・総会

会場 

日本学校教育学会 

理事会会場 
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会 場 配 置 一 覧 

 

８
月
３
日
（
土
） 

自由研究発表 

（9:30～11:30） 

第１分科会 講義棟：Ｂ１０３教室 第５分科会 講義棟：Ｂ２０６教室 

第２分科会 講義棟：Ｂ１０４教室 第６分科会 講義棟：Ｂ２０７教室 

第３分科会 講義棟：Ｂ１０５教室 第７分科会 講義棟：Ｂ２０８教室 

第４分科会 講義棟：Ｂ２０５教室  

理 事 会 

（11:30～12:30） 

日本グローバル教育学会 講義棟：Ｂ１０２教室 

日本学校教育学会 人文棟：６階Ａ３会議室 

総   会 

（12:30～13:20） 

日本グローバル教育学会 講義棟：Ｂ２０７教室 

日本学校教育学会 講  堂 

基調講演・シンポジウム・総括講演（13:40～17:30） 講  堂 

懇親会（18:20～20:00） ルネッサンスリゾートナルト 

８
月
４
日
（
日
） 

自由研究発表 

（9:30～11:30） 

第８分科会 講義棟：Ｂ１０２教室 第10分科会 講義棟：Ｂ１０４教室 

第９分科会 講義棟：Ｂ１０３教室 第11分科会 講義棟：Ｂ１０５教室 

課題研究 

（12:30～15:00） 

 

〈生きる力〉の育成を支援する 

教育行政・学校経営の在り方 

 

 

講義棟：Ｂ２０７教室 

 

ラウンドテーブル 

（15:00～16:30） 

 

震災と学校 

 

 

講義棟：Ｂ１０４教室 

 

実践的研究の課題と方法 

 

 

講義棟：Ｂ１０５教室 

 

 

 

 


