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一一般般社社団団法法人人日日本本科科学学教教育育学学会会第第 226666 回回理理事事会会報報告告	 	 

	 

	 下記に第 266回理事会報告を掲載します。なお、要点のみを参考に掲載するものです。 
	 

日	 時	 2015年 6月 20日（土）14:00～17:00 
会	 場	 コクヨ 品川オフィス 
出席者	 会長 中山	 迅	  副会長 余田義彦、吉岡亮衛 
        理事	 飯島康之、佐伯昭彦、益子典文、坂谷内勝、寺田光宏、三宅志穂、鈴木栄幸、

稲垣成哲、荻原	 彰、千葉和義、山下修一、加藤久恵、谷塚光典 
  監事	 熊野善介、片平克弘 
        事務局長 吉川	 厚 
  年会  今村哲史 
        庶務担当幹事 青山和裕 

 
１．議事要録（案）の承認 
○第 265回理事会議事録（案）を承認した。 
 
２．第 266回理事会までの電子会議による審議事項と審議結果 
○事務局からの発議により、3月 31日までに入会を希望した 6名を電子会議により審査した結果、全
員の入会が承認された（4月 6日）。 

○事務局からの発議により、4月 27日までに入会を希望した 13名を電子会議により審査した結果、全
員の入会が承認された（5月 20日）。 

○事務局からの発議により、5月 31日までに入会を希望した 12名を電子会議により審査した結果、全
員の入会が承認された（6月 12日）。 

○事務局からの発議により、5月 31日までにシニア会員を申請した 1件を電子会議により審査した結
果、承認された（6月 12日）。 

 
３．報告事項 
１）庶務・事務局 
○事務局より文書受理（刊行物送付を含む）の報告があった。 
○事務局より、上記の文書等の受理資料に関して、3年を経過するものは破棄してもよいかという打診
があり(契約上は 1年保管)、 了承した。 

 
２）機関誌編集 
○「科学教育研究」の編集状況について報告があった。 
 
 

理理事事会会だだよよりり	 	 
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３）学会賞 
○学会賞について 4件の推薦があった旨の報告があった。 
 
４）支部・研究会 
○2015年度の研究会の予定について報告があった。 
○広報活動を早めに展開することが確認された。 
 
５）調査研究・学術交流 
○学会と科学教育ステークホルダーとの話し合いや科学教育研究のこれまでの歴史をまとめるなどの企

画が検討中である旨報告があった。 
 
６）国際交流 
○ICASEへの年会費を支払った旨の報告があった。 
○第 39回年会でのランチョンミーティングの準備が進行中である旨の報告があった。 
 
７）年会企画 
○第 39回年会の進捗状況について報告があった。 
○CiNiiへの年会論文集掲載について、第 38回年会の論文までが公開されていることが確認できた旨報
告があった。 

○企業広告および企業ブース設置は実施しない方向で進めている旨報告があった。 
○各年会における企業展示及び企業広告の実施については、年会企画委員会が判断し、その結果を理事

会に報告することが確認された。 
○年会期間中に開催される各種委員会について日時を連絡してほしい旨要請があった。 
 
８）広報・学会 IT化 
○学会通信 2015の編集・発送日程（案）について報告があった。 
○学会Webサイトの委員会名簿について、各会務に関することは各会務担当理事・幹事等で担当する方
向で確認された。 

 
９）若手活性化 
○年会における企画について（若手ワークショップ、懇親会）、若手ワークショップとスタートパーティ

について報告があった。 
○若手MLおよび広報 FBを立ち上げた旨の報告があった。 
 
10）その他 
○ICASEの学会が 2016年にトルコで開催される旨の報告があった。 
 
４．協議事項 
１）退会希望者等について 
○退会希望者８名（正会員７名と公共会員１名）の退会について承認した。 
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＊現在会員数 1405名（正会員 1233名、学生会員 140名、名誉会員 11名、公共会員 1名、賛助会員 3
名、シニア会員 17名）（2015年 6月 15日付） 
（前回理事会：現在会員数 1388名（正会員 1230名、学生会員 138名、名誉会員 11名、公共会員２
名、賛助会員３名、シニア会員 16名）（2015年 3月 10日付）） 

 
2) 経理・会員 
○2015年度収支予算書の支出の部（案）について説明があり、承認した。 
○2014年度収支決算書と収入の部を含めた 2015年度収支予算書については、監査会を終えてから後日
メール審議することを確認した。 

 
3) 名誉会員の推薦について 
○下記 6名を名誉会員として推薦することを承認した。 
	 清水康敬、三宅征夫、赤堀侃司、梅埜國男、下條隆嗣、下野	 洋 
○内規について若干修正することで了承した。 
 
4) 学会賞について 
○学会賞選考委員会より、功労賞 2件、学術賞 1件、奨励賞 1件の選考結果の報告があり、下記の会員
にそれぞれ授与することを決定した。 
功労賞	 堀	 哲夫（会員番号 1276）、吉田	 淳（会員番号 2162） 
学術賞	 稲垣成哲（会員番号 1782） 
奨励賞	 北澤	 武（会員番号 2785） 
 

5) 総会資料について 
○総会資料の作成のために庶務担当理事より各会務担当理事に対して 7 月 10 日までに情報提供してほ
しい旨の依頼があり、了承した。 

 
6) 広報・学会 IT化 
○代議員選挙及び役員候補者選挙の投票の電子化について説明があり、中西印刷が提案する電子投票シ

ステムを導入するということで承認した。 
○選挙管理委員会委員について案を作成するという方向で了承した。 
 
7) その他   
○会員登録時にメールアドレスが登録されていない会員のメールアドレス把握のために働きかけを行う

ことで了承した。 
 
５．次回以降の理事会予定 
・第 267回：2015年 8月 21日 (金) 16:00～18:00	 場所: 山形大学 
・第 268回：2015年 11月 21日（土）14:00～17:00	 場所：コクヨ品川オフィス 
・第 269回：2016年 3月 19日（土）14:00～17:00	 場所：コクヨ品川オフィス 
・第 270回：2016年 6月 18日（土）14:00～17:00	 場所：コクヨ品川オフィス 
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一一般般社社団団法法人人日日本本科科学学教教育育学学会会第第 226677 回回理理事事会会報報告告（（案案））	 	 

	 

	 下記に第 267回理事会報告（案）を掲載します。なお、これは議事要録承認前のものであり、要点の
みを参考に掲載するものです。 
	 

日	 時 	 2015年 8月 21日 (金) 16:00～18:00 
会	 場 	 山形大学（小白川キャンパス）基盤教育 1号館 124 
出席者 	 会長 中山	 迅	  副会長 余田義彦、吉岡亮衛 
	 	 	 	 理事	 飯島康之、益子典文、坂谷内勝、寺田光宏、清水美憲、三宅志穂、鈴木栄幸、 
              稲垣成哲、千葉和義、山下修一、日野圭子、加藤久恵、谷塚光典、森田裕介
	 	 	 	 監事	 熊野善介 
    	 	 事務局長 吉川	 厚 
	 	 	 	 年会  今村哲史 
	 	 	 	 庶務担当幹事 青山和裕 
	 	 	 	 オブザーバー	 久保田善彦、隅田	 学、松浦拓也、山下	 茂 

 
１．議事要録（案）の承認 
○第 266回理事会議事録（案）を承認した。 
 
２．第 267回理事会までの電子会議による審議事項と審議結果 
○事務局からの発議により、6月 30日までに入会を希望した 27名及びシニア会員を申請した 10件を
電子会議により審査した結果、全員の入会が承認された（7月 13日）． 

○事務局からの発議により、7月 31日までに入会を希望した 5名及びシニア会員を申請した 1件を電
子会議により審査した結果、全員の入会が承認された（8月 10日）． 

 
３．報告事項 
１）庶務・事務局 
○事務局より文書受理（刊行物送付を含む）の報告があった。 
 
２）経理・会員 
○新規入会会員について報告があった。 
 
３）機関誌編集 
○「科学教育研究」の編集状況について報告があった。 
○現投稿審査システムの廃止と代替システムへの移行手順及びシステムダウン時の対応策などが報告さ

れた。 
 
４）学会賞 
○年会発表賞への投票に関して協力依頼があった。 
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５）支部・研究会 
○これまでに実施された研究会報告が揃った旨報告があった。 
○27年度の研究会開催について全ての支部から返答があった旨報告があった。 
 
６）調査研究・学術交流 
○特になし。 
 
７）国際交流 
○今回の年会における国際ランチョン・ミーティングについてアナウンスがあった。 
 
８）年会企画 
○年会論文集に記載の年会テーマに誤りがあったため、2日目の受付時から正誤表を配布し、電子版年
会論文集（第 2版）をダウンロードできるようにする旨報告があった。 

○第 39回年会の参加人数等の状況について、事前申込 233名であった旨報告があった。 
○第 40回年会の日程等について、2016年 8月 19日～21日にホルトホール大分を会場として準備が進
められている旨報告があった。 

 
９）広報・学会 IT化 
○『科学教育研究レター』の編集・発行日程について報告があった。 
○学会Webサイトのホスティングサービスの見直しについて検討中である旨報告があった。 
 
10）若手活性化 
○年会企画（ワークショップ）について、参加者 24名にて開催された旨報告があった。 
○若手懇親会について、参加者 42名にて開催予定である旨報告があった。 
○若手研究会について、2015年 12月 12日に明治学院大学にて開催予定である旨報告があった。 
 
11）その他 
○代議員選挙管理委員会の委員指名について、鈴木栄幸理事、森田裕介理事、三宅志穂理事を指名した

旨報告があった。 
○役員選挙管理委員会の委員指名について、谷塚光典理事、日野圭子理事、稲垣成哲理事を指名した旨

報告があった． 
 
４．協議事項 
１）退会希望者等について 
○退会希望者 36名と除籍 21名について、除籍対象者 1名について保留し、退会希望者・除籍者につい
て承認した。 

＊現在会員数 1406名（正会員 1222名、学生会員 142名、名誉会員 11名、公共会員 1名、賛助会員 3
名、シニア会員 27名）（2015年 8月 10日付）） 
（前回理事会：現在会員数 1405名（正会員 1233名、学生会員 140名、名誉会員 11名、公共会員 1
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名、賛助会員 3名、シニア会員 17名）（2015年 6月 15日付）） 
 
２) 調査研究についての提案 
○調査研究「学会と社会の対話」について、CSERS（教科理科関連学会協議会）に向けて提案するこ
とが承認された． 

○調査研究「学会の歩みの振り返り」については引き続き検討を続けることとなった。 
 
３)	  理数系学会教育問題連絡会について 
○理数系学会教育問題連絡会シンポジウム「理数系教育におけるアクティブ・ラーニング」について、

本年はオブザーバーとして参加するということで承認した。 
 

４) その他   
○年会開催時の託児サービスについて、年会企画委員会等関連各部門で今後検討を進めることとなった。 
○研究者倫理指針について、吉川事務局長が素案を作り今後検討することとなった。 
 
５．次回以降の理事会予定 
・第 268回：2015年 11月 21日（土）14:00～17:00	 場所：コクヨ品川オフィス 
・第 269回：2016年 3月 19日（土）14:00～17:00	 場所：コクヨ品川オフィス 
・第 270回：2016年 6月 18日（土）14:00～17:00	 場所：コクヨ品川オフィス 
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第第 3399 回回年年会会	 	 開開催催報報告告	 	 

 
日本科学教育学会第 39 回年会は、「学びの原点への回帰－新時代に対応した科学教育研究－」をテー

マとして、2015 年 8 月 21 日（金）～23 日（日）の 3 日間の日程で、山形大学・小白川キャンパス
で開催されました。今回の年会では、シンポジウム 1 件、招待講演 1 件、課題研究 11 セッション、
一般研究 24 セッション（113件）、インタラクティブセッション 17 件、若手ワークショップ、懇親会、
総会、及び各種委員会等が行われました。参加者数は、事前申込 231 名、当日参加 102 名、その他、
山形大学関係者及び運営に携わったスタッフを含めて総勢 381 名となり、盛況のうちに終えることが
できました。誠にありがとうございました。 
全体シンポジウムでは、第 37 回年会より継続しているテーマである「イノベーティブ人材育成を実

現する科学教育」の最終回（3 年目）として、カリキュラムの構成原理、数学教育研究及び理科教育研
究の視座から、諸外国での研究動向、SSHや才能教育の現状等を基に討論が行われ、イノベーティブ人
材育成に向けて本学会が取り組むべき課題等が示されました。また、招待講演では、新田英雄先生（東

京学芸大学）より、「ピア・インストラクション型授業とその定量的分析」と題して、大学教育におけ

るアクティブ・ラーニング型授業について、米国での研究成果や我が国における実践事例を基にお話し

いただきました。大学も含め、各学校で取り組みが必要とされているアクティブ・ラーニングについて

大いに刺激を与えていただきました。例年に比べて、課題研究のセッション数は少なくなりましたが、

その分、一般研究の発表件数が多くなりました。また、年会実行委員会企画や企業展示については、今

回は見送らせていただきました。 
会場については、１つの建物の 1～3 階の教室を使用し、できるだけコンパクトになるように計画し

ました。準備から当日の運営まで、大学院生 3 名と学部学生 37 名が学生スタッフとして、献身的に仕
事をしてくれました。学部の 1、2 年生もいたため不慣れな感はあったと思いますが、上級生と協働し
てがんばってくれました。懇親会においても花笠踊りサークル（四面楚歌）の学生にお手伝いをいただ

きました。学生にとっても良い勉強と経験の機会を与えていただき、充実した時間を過ごせたと考えて

おりおます。また、本年会の運営にあたっては、後援していただいた山形県及び山形市、そして山形大

学より、様々なご支援をいただきました。特に、参加者の 300余名の方が、山形市内に宿泊していただ
いたことにより、山形県等から経費面でのご支援をいただきました。参加者の皆様には、参加申込み及

び受付において、宿泊に関する調査にご協力をいただき、誠にありがとうございました。一方、年会論

文集及び年会要旨集の表紙のテーマに誤記があり、校正段階でこれを見落とすという大変なミスを起こ

してしまいました。既に印刷済みの要旨集に修正シールを貼ったり、学会ホームページを通じて論文集

の修正をお知らせしたりと、大変ご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げます。 
最後になりましたが、みちのく山形の地に、そして山形大学にご参集いただき、活発な議論を通じて

実りある大会にしていただいた参加者の皆様に厚くお礼申し上げます。また、本年会の開催にあたり、

年会企画委員会の松浦拓也先生を始めとする年会企画委員の皆様、後援をいただいた各機関・団体の皆

様、スタッフとして運営に協力いただいた皆様に深く感謝いたします。 
 

日本科学教育学会第 39 回年会実行委員会委員長	 	 今村哲史 

年年	 	 会会	 	 
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第第 4400 回回年年会会	 	 開開催催案案内内（（第第 11 次次））	 	 

 
 
1．日程：2016年 8月 19日（金）〜21日（日）（3日間） 
 
2．会場：ホルトホール大分 
	 	 	 	 〒870-0839 大分県大分市金池南一丁目５番１号 
	 	 	 	 （http://www.horutohall-oita.jp/） 
 
3．連絡先：日本科学教育学会第 40回年会実行委員会 
	 	 	 	 	  〒870-1192	 大分県大分市旦野原 700	  
	            大分大学教育福祉科学部	 竹中真希子 
	            E-mail：tmakiko [at mark] oita-u.ac.jp 
 
4. 日本科学教育学会第 40回年会実行委員会 
	 	 実行委員長	 山下	 茂（大分大学） 
	 	 副委員長	 	 牧野治敏（大分大学） 
	 	 実行委員	 	 三次徳二（大分大学） 
	 	 	 	 	 	 	 	 市原靖士（大分大学） 
	 	 	 	 	 	 	 	 島田和典（大分大学） 
	 	 	 	 	 	 	 	 中原久志（大分大学） 
	 	 事務局	 	 	 竹中真希子（大分大学） 
 
 
	 実行委員会の総力を挙げて第 40 回年会を盛り立てていく所存です。多数の皆様のご参加，ご来県を
心よりお待ちしております。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 40回年会	 実行委員長	 山下	 茂（大分大学） 
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22001155 年年度度研研究究会会開開催催ののおお知知ららせせ  
 
	  
	 2015年度研究会の開催に関しては、下記の通りです。なお、案内及びプログラムなどの詳細につい
ては、学会ホームページに順次掲載するので、ご覧ください。	 

 
（１）2015年度第 1回日本科学教育学会研究会（北海道支部開催） 
［テーマ］ 科学教育の充実に向けて  
［主	 催］ 一般社団法人	 日本科学教育学会  
［共	 催］ 北海道教育大学旭川校  
［日	 時］	 2015 年 11 月 14 日（土）	 9:30～16:30   
［会	 場］ 北海道教育大学旭川校  

〒070-082	 北海道旭川市北門町 9丁目  
［参	 加］ 参加費は無料です。  

 会員、非会員にかかわらず、どなたでも参加できます。   
［発表申込］ 発表者は本学会員のみです。連名の発表の場合には、連名者のうち少なくとも１人が会

員である必要があります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば、会員とし

て扱うこととします。  
	 発表を希望される方は、氏名、所属、発表題目、E-mailアドレス、電話番号、連絡先住所、
使用機器を明記した E-mail を 2015 年度第 1 回日本科学教育学会研究会・企画編集委員：
高橋一将（北海道教育大学旭川校）までお送りください。  
◎メール送付先：takahashi.kazumasa [at mark] a.hokkyodai.ac.jp  
高橋一将（北海道教育大学旭川校）   

［発表申込締切］2015年 10月 16日（金）です。  
［原稿提出］ 発表原稿様式等については、発表申込があった方に E-mailにてお知らせいたします。   
［原稿提出締切］2015年 10月 30日（金）です。  
［連絡先］ 〒070-0824 北海道旭川市北門町 9丁目 北海道教育大学旭川校理科教育教室  

	 Tel/Fax：0166-59-1305  
	 E-mail：takahashi.kazumasa [at mark] a.hokkyodai.ac.jp  
	 2015年度第 1回日本科学教育学会研究会  
	 企画編集委員：高橋一将（北海道教育大学旭川校）   
 
多数の方々の申込をお待ちしております。  
	 	 	 日本科学教育学会	 北海道支部長	 久保良宏（北海道教育大学旭川校）   

 
 
 

研研究究会会・・支支部部だだよよりり	 	 
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（２）2015年度第 2回日本科学教育学会研究会（九州・沖縄支部開催）案内 
［テーマ］ 未来を見つめる科学教育  
［主	 催］ 一般社団法人	 日本科学教育学会  
［日	 時］ 2015 年 11 月 14 日（土）	 9:30～17:00（予定）	   
［会	 場］ 佐賀大学文化教育学部	 1号館  

 〒840-8502 	 佐賀市本庄町１番地  
［参	 加］ 参加費は無料です。  

 会員、非会員にかかわらず、どなたでも参加できます。   
［発表申込］ 発表者は本学会員のみです。連名の発表の場合には、連名者のうち少なくと 

も１人が会員である必要があります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完 
了していれば、会員として扱うこととします。  
	 発表を希望される方は、氏名、所属、発表題目、E-mailアドレス、電話番号、連絡先住所、
使用機器を明記した E-mail を 2015 年度第 2 回日本科学教育学会研究会・企画編集委員：
世波敏嗣（佐賀大学）までお送りください。  

	 	 	 	 	 ◎メール送付先：yonami [at mark] cc.saga-u.ac.jp  
世波敏嗣（佐賀大学）   

［発表申込締切］ 2015年 10月 16日（金）です。  
［原稿提出］ 発表原稿様式等については、発表申込があった方に E-mailにてお知らせいたします。   
［原稿提出締切］ 2015年 10月 23日（金）です。  
［連絡先］ 〒840-8502 	 佐賀市本庄町１番地  

Tel/Fax：0952-28-8317  
E-mail：yonami  [at mark] cc.saga-u.ac.jp  
2015年度第 2回日本科学教育学会研究会  
企画編集委員：世波敏嗣（佐賀大学）   

	 	  	 	   
          多数の方々の申込をお待ちしております。  

	 	 	 日本科学教育学会	 九州・沖縄支部長	 山下	 茂（大分大学）	 

 
（３）2015年度第 3回日本科学教育学会研究会（若手活性化委員会開催）案内	 
［テーマ］次世代の科学教育研究	 

［主	 催］日本科学教育学会	 

［日	 時］2015 年 12 月 12 日（土）13:00～17:00（12:30 受付開始）予定	 

［会	 場］明治学院大学	 

	 	 〒108-8636 東京都港区白金台 1-2-37 
［参	 加］ 参加費は無料です。  

会員、非会員にかかわらず、どなたでも参加できます。   
［発表申込］ 発表者は本学会員のみです。連名の発表の場合には、連名者のうち少なくとも１人が会

員である必要があります。発表申し込み時に「入会申し込み」が完了していれば、会員とし

て扱うこととします。今回は全てポスター発表となります。	 

	 発表を希望される方は、氏名、所属、発表題目、E-mailアドレス、電話番号、連絡先住所、
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使用機器を明記した E-mail を 2015 年度第 3 回日本科学教育学会若手活性化委員会企画編
集委員幹事：江草遼平（神戸大学）までお送りください。 	 
◎メール送付先：126d103d [at mark] stu.kobe-u.ac.jp	 
江草遼平（神戸大学）	 

［発表申込み］発表申込み締切は、2015年 11月 13日です。 
［原稿提出］発表原稿様式、送付方法等については、発表申込みがあった方にメールにてお知らせいた

します。	   
［原稿送付締切］2015年 11月 23日（日）です。 
［連絡先］ 〒657-8501 兵庫県神戸市灘区鶴甲 3-11	  

神戸大学人間発達環境学研究科  江草遼平（稲垣研究室） 
［表	 彰］当日の発表の中から、優秀な研究発表に対して「ベストプレゼンテーション賞」を授与しま

す。（ベストプレゼンテーション賞の対象となるのは、今年 4/1時点で 40歳未満の方です） 
	 	   
	 	 	 	 	 多くの方の発表申込みをお待ちしております。  
	 	 	 	 日本科学教育学会	 若手活性化委員会	 委員長	 杉本雅則（北海道大学）	 

 
（４）今後の研究会開催予定 
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第 39 回年会	 国際ランチョン・ミーティング実施報告	 

―	 日本でつながり、世界とつながる科学教育研究の輪	 ―	 

 
日本科学教育学会第 39回年会 3日目の 8月 23日（日）の昼食時間に、国際交流委員会主催の「国際

ランチョン・ミーティング-日本でつながり、世界とつながる科学教育研究の輪-」が開催され、38名の
方にご参加頂き、昨年度と同じく盛況のうちに会を終えることができました。今回のランチョン・ミー

ティングも、国際学会等に参加した大学院生の発表と学会参加者同士の交流を通して、それぞれの経験

の共有を図り、国際学会や国際交流事業への参加のきっかけをつくることを目的として開催されました。

企画・運営を担当したのは、雲財寛（広島大学大学院）、河原太郎（広島大学大学院）、高橋一将（北海

道教育大学旭川校）、高松森一郎（ぐんま国際アカデミー中等部）、山田真子（広島大学大学院）、吉田

実久（コペンハーゲン大学）です。 
	 当日は、はじめに隅田学国際交流委員長より開会の挨拶があり、その後吉田実久（コペンハーゲン大

学）から英語での発表のコツについての発表、山田真子（広島大学大学院）から国際会議・学会への参

加を通して得たものについての発表、参加者によるフリートーク、最後に山下修一国際交流委員会担当

理事より閉会の挨拶がありました。 
フリートークでは、特別に熊野善介先生（静岡大学）よりご自身のアメリカ留学についてのお話をし

ていただき、貴重な経験を参加者全員で共有することができました。さらに、参加者同士での活発な交

流もみられ、各グループで国際学会や国際交流事業についての経験談などで盛り上がっている様子が見

受けられました。そして、アンケート（回答数 25）では、「とてもすばらしい企画で勇気とやる気がわ
きました。若い方々の経験談が新鮮で、聞いている方も楽しくなりました。」、「今まで国際会議に対す

る畏怖の念を抱いていましたが払拭されました」など、企画の目的に合ったフィードバックをもらうこ

とができました。さらに、「ぜひ続けて下さい」といった次年度も継続して欲しいという声も頂いた一

方で、もっと国際学会や英語研修プログラムの情報が欲しいといった声や、英語のプレゼンについての

要望の声を頂きました。次年度の計画を練るにあたり、有難く検討させて頂きます。 
	 最後に、ご協力頂いた年会実行委員会、年会企画委員会、広報委員会、の方々、当日ご協力下さった

皆様、参加者の方々に感謝申し上げます。特に年会実行委員の鈴木宏昭先生（山形大学）には軽食の手

配から当日準備まで大変お世話になりました。 
来年度も継続して開催していきたいと思いますので、是非皆様ご参加下さい。 

 
 
 
 
 
 

（広島大学大学院教育学研究科・雲財寛） 
 
 

国国際際交交流流委委員員会会だだよよりり	 	 
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国国際際学学会会開開催催情情報報	 

 
	 今後、下記の 5つの国際学会が開催予定である。詳細については、各ホームページをご参照いただき
たい。 
 
１）ICASE (The International Council of Association for Science Education)  
	 	 2016 -World Science and Technology Education Conference- 
開催地：Antalya, Turkey 
期間：2016年 11月 1日～5日 
締切等：2016年 2月 1日（アブストラクト提出締切） 
	 	 	 	 2016年 7月 1日（Early Bird参加申込期限） 
	 	 	 	  http://www.icase2016.org/ 
※日本科学教育学会は ICASE加盟団体のため、参加費の割引がある予定です。 

 
（愛媛大学教育学部・隅田	 学） 

 
２）SITE (Society for Information Technology and Teacher Education) 2016 
開催地：Savannah, GA, USA 
期間：2016年 3月 21日〜25日 
締切等：2015年 10月 21日（プロポーザル投稿締切） 

	 	 	 	 2016年 2月 25日（Early Bird参加申込期限） 
http://site.aace.org/conf/ 

 
３）AERA (American Educational Research Association) Annual Meeting 2016 
開催地：Washington、 DC、 USA 
期間：2016年 4月 8日〜12日 
締切等：2015年 7月 22日（プロポーザル投稿締切） 

 
４）ICLS2016（12th International Conference of the Learning Sciences） 
テーマ： Transforming Learning, Empowering Learners 
開催地：Hangzhou, China 
期間：2015年 11月 30日〜12月 4日 
締切等：2015年 11月 13日（プロポーザル投稿締切） 
	 	 	 	 2016年 1月 29日（査読結果通知） 
	 	 	 	 2016年 2月 29日（カメラレディ原稿締切） 
https://www.isls.org/icls/2016/ 

 
（専修大学ネットワーク情報学部・望月俊男） 
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国際学会参加報告(25)	 

	 	 －第８回（隔年）技術教育研究に関する国際会議（8th	 Biennial	 International	 	 

	 	 	 Conference	 on	 Technology	 Education	 Research）参加報告－	 

 
私は、2014年11月に、オーストラリアデザインと技術協会（the Design and Technology of Australian, 

DATTA）と、ニューサウスウェールズ州の技術教育における工業技術研究所（the Institute of Industrial 
Arts Technology Education, IIATE）が共催した第８回（隔年）技術教育研究に関する国際会議に参加
し、技術教育に関する情報を収集しました。同学会には、数学教育研究者（日本人）も参加するなど、

日本においても周知された学会の一つです。 
開催期間は、平成 26年 11月 27日（木）、28日（金）、29日（土）（於：オーストラリア、Sydney Masonic 

Centre）です。Sydney Masonic Centreの所在地は、Sydney Masonic Centre 279 Castlereagh Street 
Sydney, New South Wales 2000,  Australia, TEL：+61 - 2 - 9284 – 2835です。 
大会スケジュールについては、11月 26日（水）に歓迎会・出版祝賀会が開催されました。２日目の

11 月 27 日（木）には、各分科会での会議と、会場内での歓迎行事が行われました。最終日の３日目、
11月 28日（金）には、基調演説講演（Professor Richard Kimbell）・各分科会での会議・懇親会が開
かれました。特に、本大会基調演説者の Richard Kimbell 氏は、現在、ロンドン大学 Golodsmiths 校
の名誉教授です。同氏は、Golodsmiths 校において、技術教育研究団体を 1990 年に設立しました。同
団体は、教授方法から学習と評価など、広範な受託研究プロジェクトを行っています。スポンサーには、

研究委員会（ESRCなど）、及び政府（DfES；DflDなど）、産業（LEGO1；BP）慈善専門団体（Royal 
Society of Arts；Design Museum；Engineering Councilなど）が協賛しています。同氏は、技術教科
Design & Technology（以下、DT）を教えると共に、教師教育に関する学生・院生プログラムのディレ
クターも兼任しています。2004～2009年には、DTの学習評価のための eポートフォリオの役割を試験
する E-scapeプロジェクトを実施しました。 
	 私自身の発表は、日本の 2008 年版中学校学習指導要領技術分野における改善の具体的事項の視点に
基づき、イングランドの 2014年版ナショナルカリキュラム DT (Department for Education, 2013) １）

と ITEEA【ITEA（現 ITEEA）、2000】の Standard for Technological Literacy２）の比較カリキュラ
ム研究を通して、各国の内容構成や指導内容のあり方についての検討を研究目的とした研究発表でした。

今回は、様々な立場の研究者と研究内容についての対話を行うことができました。年齢や研究に対する

熟練度の違いは相互にありましたが、対話の中には、それぞれの国における現状と課題を基に議論する

内容もありました。今後も、自分自身の研究成果の発表の場として参加したいと考えています。 
 
引用文献 
１）	 Department for Education. (2013). The National Curriculum for England. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education/series/national-curri
culum. 

２）	 International Technology Education Association and its Technology for All Americans Project. 
(2000). Standards for Technological Literacy: Content for the Study of Technology. 
http://www.iteea.org/TAA/Publications/TAA_Publications.html. 

 
（愛知教育大学 創造科学系技術教育講座・磯部征尊） 
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国際学会参加報告(26)	 

－EARLI2015 参加報告－	 

 
EARLIは European Association for Research on Learning and Instructionの略称で、教授学習研

究の国際学会です。従来の実験計画法をメインとし、多変量解析を含む数量的分析を重視する学会で、

公式ジャーナルとして Learning & Instructionを発行しています。大会は２年に１回です。開催期間は
５日程度ですが、若手中心の大会である JUREと、同会場で連続して開催することが多いようで、両方
に参加して学会三昧の一週間を送ることも可能です。研究分野ごとの分科会に相当するSpecial Interest 
Group (SIG)が、現時点で２７あり、大会のない年度は SIGのミーティングが開催されています。 
	 EARLI の 2015 年大会は、8 月 25 日から 29 日にかけて、キプロス工科大学において開催されまし
た。今回の大会テーマは、Towards a reflective society: synergies between learning、 teaching and 
researchであり、EARLI は 30周年、JUREは 20周年の記念大会でした。受付時には、通常のプログ
ラムに加えて記念書籍が配布され、オープニングセレモニーでは 30 周年の祝賀も行われました。基調
講演９件、招待シンポジウム 34件の他、paperと呼ばれる口頭発表と、ポスター発表、シンポジウム、
ラウンドテーブルのセッションが用意されていました。内容は多岐にわたり、高等教育、幼児教育、科

学教育、数学教育の他、次のような領域が目立ちました。評価法、授業デザイン、教師発達、動機づけ、

社会的相互作用、自己調整、テクノロジ利用等です。 
開催地のリマソールは海沿いのため、強い日差しの割には過ごしやすい気温ではありましたが、セッ

ションごとに会場エリアを移動する際には、刺すような日差しに閉口しました。次のセッションのため

に街路をてくてく歩きながら、異国情緒にひたり、カフェや雑貨屋、ブティックの誘惑とたたかうのも、

リマソールならではの経験でしょうか。初日夕方の学会長講演や表彰式、オープニングセレモニーが全

て野外で実施されたのも、雨の降らない（かつ蚊の少ない？）リマソールではだと感じました。 
	 EARLI の大会での研究発表、paperと posterにはそれぞれ、empirical と theoretical、すなわち実
証と理論の２つのカテゴリーがあり、審査基準が公開されています。例えば今回の empirical paperの
基準は、次のように述べられていました。 

1. EARLI の教授学習領域に関連していること 
2. 理論、政策、実践の面で意義があること 
3. 理論枠組み、概念的理由付けまたは実用的根拠 
4. 質的アプローチと量的アプローチの両方による研究方法とデザイン（リサーチクエスチョン、

文脈、参加者とサンプリング、データソース、手続き、倫理面への配慮を明示する） 
5. 結果もしくは予備的結果ならびに結論の明記 
6. 全体的な質と科学的オリジナリティ 

theoretical paperの場合は、1、3、6点目は empiricalと共通で、後の審査基準は、次のように設定さ
れています。 
l 理論に関する議論の面で意義があること 
l 重要な文献に関連づけられていること 
l 理論に関わる議論が、明確かつ強固であること 
ポスター発表の審査基準もほぼ同様で、細かな違いとして、empirical posterの場合は、予備的なデー
タ分析でも構わないことになっています。とはいっても実際の発表は、EARLI らしく、N を一定数確
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保して量的分析を行ったものが大半だ、という印象を持ちました。 
	 筆者は今回、科学的探究における問いの生成への支援をテーマにした研究をエントリーし、empirical 
poster で採択されました。JSSE に掲載していただいた研究論文を発展させたものですが、EARLI で
の査読時に、検定方法その他に関して種々のコメントをいただき、直前まで発表内容の手直しをしまし

た。（Sigミーティングの時も、有益な査読コメントをいただいたので、全体として、きっちり査読して
いる学会だとの印象があります。）発表時の質疑応答でも、学ぶことが多く、貴重な発表経験となりま

した。 
	 EARLI の大会は、発表の採択率は高い方ではありませんが、講演や発表、質疑応答ともに良質なも
のが多く、チャレンジする価値は十分ある学会だと思います。プロシーディングスが発行されないため、

「論文を送って下さい」等のやりとりが盛んに行われています。今年度の大会の詳細は、

http://www.earli2015.orgでご覧いただけます。 
	 次回のEARLI2017は、フィンランドのTampereで開催されることが発表されました。追って、EARLI 
のウェブサイト http://www.earli.org で情報が公開されていくと思います。ご興味のある方は、どうぞ
ご覧下さい。 
 

 （神戸大学大学院人間発達環境学研究科	 坂本美紀） 
 

 
国際学会参加報告(27)	 

－The	 11th	 Conference	 of	 the	 European	 Science	 Education	 	 

Research	 Association	 参加報告—	 

 
	 European Science Education Research Association（ESERA）は、1995年に発足、今年で 20年目
を迎える科学教育学会である。主にヨーロッパにおける科学教育研究の共同、発展のためのコミュニティ

であり、Early Years Science、Video-Based Research of Teaching and Learning Processes、Science 
Education in Out-of-School Contexts、Science|Environment|Health (SHE)、の 4つの SIGを持って
いる。カンファレンスは隔年開催されており、毎回非常に質の高い発表と議論が行われている。 
	 2015年の今年は、8月 31日〜9月 4日の 5日間、フィンランドのヘルシンキで開催された。フィン
ランドといえば、日本人にとっては、サウナやキシリトール、妖精の谷で有名な国である。その首都で

あるヘルシンキは 450年以上の歴史を持つ街であるが、その趣を各所に残しつつも、学会場をはじめと
する中心部は電車、バス、トラムの発達した生活のしやすい街であった。2012年〜2014年には世界デ
ザイン首都にも認定されている。 
	 カンファレンスには、ヨーロッパのみならず南北アメリカ、アジア、アフリカ、オーストラリアの様々

な国から研究者が集っていた。参加者はおおよそ 1300 人、200 を優に超えるセッションが行われた。
ストランドは全部で 19 と多岐にわたり、以下の通りであった。1. Learning science: conceptual 
understanding、2. Learning science: cognitive, affective, and social aspects、3. Science teaching 
processes、4. Digital resources for science teaching and learning、5. Teaching learning sequences as 
innovations for science teaching and learning、6. Nature of science: history, philosophy and 
sociology of science、7. Discourse and argumentation in science education、8. Scientific literacy and 
socio scientific issues、9. Environmental, health and outdoor science education、10. Science 
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curriculum and educational policy、11. Evaluation and assessment of student learning and 
development、12. Cultural, social and gender issues in science and technology education、13. 
Pre-service science teacher education、 14. In-service science teacher education, continued 
professional development、15. Early years science education、16. Science in the primary school、 17. 
Science in the secondary school、 18. Science teaching at the university level、19. Methodological 
issues in science education research。 
	 報告者の発表したポスターセッションでは、Envioronmentをテーマとして自身を含め計 8つの発表
が行われた。デンマーク、スペイン、ポルトガル、フィンランド、台湾、エジプト、南アフリカから集

まった発表者達が、各々の国の状況に触れながら環境、文化にまつわる科学教育のトピックを発表して

いた。報告者は、日本における科学系博物館の情報アクセシビリティに関する研究の発表を行った。ポ

スターセッションは常にパラレルで進行しており、気軽に各セッションに出入りすることができた。そ

のため各分野の研究者達が部屋から部屋を渡り歩き、ポスター前で質問をやりとりする大変忙しい 2時
間であった。また、若手の研究者も多数参加していたことに驚いた。おかげさまで、へとへとになりな

がらも、年齢、国籍を問わず多くの研究者達との交流が生まれたことは、自身にとって大きな価値とな

るものであった。 

      
 
	 Keynoteでは、活動理論で著名なヘルシンキ大学の Yrjö Engeström氏や、アーギュメント研究で大きな
功績を挙げているリムリック大学の Sibel Erduran氏らが日ごとにスピーチを行い、いずれも濃密な議論が
取り交わされた。欧州における最大規模の科学教育コミュニティにふさわしい盛況振りであった。 
	 次回のカンファレンスは 2017 年 8 月 28 日〜9 月 1 日、アイルランドのダブリンで開催される。CFP は
2016 年 11 月にオープンが予定されている。また、博士課程の学生を対象としたサマースクールが 2016 年
に開催される。場所は、チェコのチェスケー・ブジェヨヴィツェの南ボヘミア大学である。詳細は以下の URL
から参照してほしい。 

 
公式 HP:http://www.esera.org/ 

Facebook:https://www.facebook.com/ESERA.org  
Twitter:https://twitter.com/esera_org  

（神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士課程後期	 江草遼平） 
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国際学会参加報告(28)	 

—Computer	 Supported	 Collaborative	 Learning	 2015	 参加報告—	 

 
	 2015年 6月 7日から 11日の 5日間、スゥエーデンのヨーテボリで CSCL2015 (11th International 
Conference on Computer Supported Collaborative Learning)の国際会議が開かれ、参加してきました。 
	 スウェーデンのヨーテボリは、首都ストックホルムに次ぐ規模の都市で、車メーカーのボルボ車をは

じめとした産業も発展した湾港都市です。ヨーテボリ大学は都市の中心に位置して街と一体となってい

て、ガラス張りで開放的な教育学部棟が会場となっていました。 
	 CSCLの国際会議は、Learning Sciencesの国際会議(ICLS)と交互に開催されており、今年で 11回目
です。これら 2つの国際会議は、International Society of the Learning Sciencesの学会のもとに運営
されており、 International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning(ijCSCL)と The 
Journal of the Learning Sciences(JLS)という 2つの論文誌を発刊しています。2016年にはシンガポー
ルで ICLS が、2017 年にはアメリカ、ペンシルベニア州のフィラデルフィアで CSCL が開催される予
定になっています。 
	 CSCLは名前の通り、学習科学研究の中でも特にテクノロジを用いた協調学習を研究テーマとして扱
い、教育研究者からテクノロジ研究者まで幅広い研究者が世界中から集まりました。特に今年は日本か

らの研究者が 15 名前後参加していたということで、これでも過去最大規模の日本からの参加人数だっ
たのではないかと思います。しかしアジア全体の参加者人数から見てもとても少なく、今後、日本の研

究者が積極的に CSCLや ICLSに参加していく必要性があると思っています。 
	 今回 Twitter の CSCL2015 のタグが作られ、学会中リアルタイムでツイートされていました。そこ
でツイートされた内容の分析が Scraawl というサイトでレポートされていました。よく用いられた専
門用語等を順に示すと、Learning、CSCL、Great、Data、Moocs、Big、Know、Collaborative、Interesting、
Analytics、と続いていました。CSCL研究がMOOCsや Big Dataといったトレンド研究とも連動して
いることが読み取れます。今回の CSCL で自分も興味を持って見に行ったセッションが、Learning 
Analyticsというキーワードで構成されたシンポジウムなどでした。CSCL2013では、Learning Analytics
というキーワードを用いた発表は 1件もなかったと話されていたので、大きな時代の変化かもしれませ
ん。発表の中身はまちまちで、いわゆる操作ログを分析して学習成果を抽出しようとする量的なものか

ら、自由記述記録などの質的なものを量的に抽出しようとするものまでありました。ネットワーク化さ

れたテクノロジで様々な記録が取れるようになってきている現在、学習プロセスをより詳細に追ってい

く Learning Analytics研究が、学習理論を精緻化したり、より学習を向上させるための道具となってい
くかどうか、私たち自身も研究していく必要がある分野だと思います。 
	 実は今回の CSCLで、急遽特別セッションが組まれました。それは、2015年 5月 29日に逝去された
恩師である三宅なほみ先生の追悼セッションでした。三宅なほみ先生は国際学習科学会の会長を歴任さ

れ、Koshmann氏、Hall氏と共に、CSCL2: Carrying Forward the Conversationという本を編集、出
版されていました。追悼セッションが行われた 6月 8日は偶然にもなほみ先生の誕生日でした。Marcia 
Linn 氏による司会のもと、白水先生が過去の研究や研究友人のメッセージを、なほみ先生の息子さん
である三宅正樹さんが算数学習のエピソードを話しました。その後、Marcia Linn氏のアイデアで、建
設的相互作用が好きだったなほみ先生に敬意を表して会場内の人同士で対話する時間が設けられました。

この時の様子は、三宅なほみ先生のメモリアルサイトに動画として公開していますので、ご覧いただけ

ればと思います。そして今回、CSCLに Naomi Miyake Best Student Paper Awardという賞が設定さ
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れることになりました。この背景として CSCL2 の売上分が学生の研究支援に使われているという話も
聞いています。今後、日本科学教育学会に所属する若手研究者のみなさまも、ぜひ CSCLと ICLSに参
加し、発表して欲しいと願っています。 
 
参考 URL 
CSCL2015 (http://www.isls.org/cscl2015/ ) 
Scraawl’s CSCL2015 report 

 (https://blog.scraawl.com/2015/06/computer-supported-collaborative-learning-cscl-2015/ ) 
三宅なほみメモリアルサイト (http://recls.ed.shizuoka.ac.jp/nmiyake/movie/movie.html ) 
 

（静岡大学大学院教育学研究科学習科学研究教育センター(RECLS)	 益川弘如） 
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若手ワークショップ及びスタートパーティ～若手研究者の集い	 報告	 

 

 
第 39 回年会において、若手活性化委員会主催による若手ワークショップが初めて開催されました。

学部生、大学院生から 10 年以上も大学教育に携わってきた研究者まで、様々な層の方にお集まりいた
だきました。 
ワークショップでは、まず、若手のこれからとこれまでを考える過去と未来の「10年時計」を作って、

互いにいろいろな話をしたり、様々なキャリアで現在大学の職に携わっている 3 名の若手研究者から、
お話をいただいたりしました。研究者になるきっかけもいろいろ、科学教育に携わるきっかけもいろい

ろです。また研究者になってからも様々な転換期があることなど、大学院生などこれから研究者を目指

す皆さんには興味深いお話しが聞けた充実した時間になったようです。 
その後は、プレゼンテーション・マッドネス。これは、1 人 30 秒の持ち時間で自分の発表内容につ

いてアピールするイベントで、入れ替わり立ち替わり、いろいろな研究テーマで若手研究者が発表しま

した。どの発表でも、自分の研究に対する思いと「知ってほしい！」という気持ちが、一枚のスライド

と 30 秒のプレゼンに込められていました。分野、領域に関係なく、研究者が一堂に集まり発表を聞く
…という機会はこれまであまりなかったのではないでしょうか？科学教育学会という様々な研究者が集

まる学会だからこそのイベントになったと思います。 
ワークショップでの盛り上がりの後、これまでの「若手の会」の思いを引き継ぎ、年会企画委員会と

の共催で「スタートアップ~若手研究者の集い」が開催されました。40名以上の皆さんにお集まりいた
だき、山形の美味しいものを食しながら、様々なことを語らい、充実した 2時間を過ごすことができま
した。他己紹介やアプリを使用した参加者紹介ボードなどを利用した企画が、この 2時間がこれからの
学会の時間につながっていくことを期待してやみません。 
以上の若手ワークショップ及びスタートアップの様子については、若手活性化委員会が運営している

facebook（https://www.facebook.com/jssewakate）にも掲載しています。ぜひご覧いただき、これから
の活動に興味を持っていただけると幸いです。 

 
（明治学院大学・辻宏子） 

 
 
 
 
 
 
 
 

若若手手活活性性化化委委員員会会だだよよりり	 	 
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2015 年度第 1回編集委員会報告	 

 
2015年 8月 21日（金）15:00~16:00、2015年度第１回編集委員会が山形大学小白川キャンパスにお

いて開催された。 
	 まず、「科学教育研究」の編集状況について、寺田編集理事担当より、以下の通りの報告があった。 

1. 新規投稿論文（2015.6.1～2015.7.31）：11編（内訳：和文 11編、英文 0編） 
2．査読中論文（2015.7.31 現在）：28 編（内訳：担当編集委員選定中：5 編、査読員選定中：4 編、
査読中（1回目）：4編、改訂稿待ち：9編、査読中（2回目）：4編、総合判定中（第 2回目）：1
編、編集委員長最終判定中：1編） 

3．掲載決定論文（2015.6.1～2015.7.31現在）：2編（内訳：研究論文 1編、資料 1編（通算合計 39-3：
8編）） 

次に、現在、暫定的に運用中である担当編集委員の決定プロセスについて、寺田編集担当理事より説

明があり、当面運用を継続することとなった。また、現行査読システムの老朽化とその対応について、

寺田編集担当理事より説明があり、代替システムの選定について議論した。 
 
	 次回、2015年度第 1回編集理事会は、2015年 11月 21日（土）、11:00～13:00、場所はコクヨ品川
オフィスを予定している。 
  

編編集集委委員員会会だだよよりり	 	 
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「科学教育研究」投稿状況および掲載決定状況 

(2015年 7月 31日現在） 

 
招待論文については、新規投稿数、審査中論文数に加えておりません 

 
 

PDF ファイルサービスの終了について	 

 
 
	 本学会誌「科学教育研究」が 38巻より J-stageで公開されたため、PDFファイルを無料でダウンロー
ドできるようになりました。これに伴い、PDFファイルサービスを終了いたしました。ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和　文 英　文 和　文 英　文
掲載不
可

辞退

1 (38-4) 0 (38-4) 0

0 (39-1) 0 (39-1) 0
1 (38-4) 0 (38-4) 0
0 (39-1) 0 (39-1) 0
1 (38-4) 0 (38-4) 0
0 (39-1) 0 (39-1) 0
2 (38-4) 0 (38-4) 0
0 (39-1) 0 (39-1) 0
4 (39-1) 0 (39-1) 0
1 (39-2) 0 (39-2) 0
1 (39-1) 0 (39-1) 0
1 (39-2) 0 (39-2) 0
2 (39-2) 0 (39-2) 2
0 (39-3) 0 (39-3) 0
6 (39-2) 0 (39-2) 0
0 (39-3) 0 (39-3) 0
2 (39-2) 0 (39-2) 0
1 (39-3) 0 (39-3) 0
1 (39-2) 0 (39-2) 0
5 (39-3) 0 (39-3) 0
0 (39-3) 0 (39-3) 0
0 (39-4) 0 (39-4) 0
2 (39-3) 0 (39-3) 0
0 (39-4) 0 (39-4) 0

2015年 	 	 5月 1 0 22 2 1 0

2015年 	 	 3月 7 1 25 2 4 0

2015年 	 	 4月 8 0 27 2 2 1

2015年 	 	 2月 5 0 28 1 2 0

5 02014年 	 	 8月 3 0 17 1

新規投稿論文数（編） 掲載決定論文数（掲載号）

和　文

掲載不可論文数招待論文数（掲載号）審査中（編）

和　文 英　文英　文

2014年 	 	 9月 8 1 23 1 2 0

2014年 	 10月 22 2 41 3 3 0

2015年 	 	 1月 8 0 27 1 5 1

2014年 	 11月 4 0 39 3 3 1

2014年 	 12月 4 0 26 2 9 1

2015年 	 	 6月 6 0 27 1 2 0

2015年 	 	 7月 5 0 27 1 2 1
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ＵＲＬ：	 http://www.jsse.jp	 	 	 	 	 	 	 
□	 事務局	 	 中西印刷（株）	 学会部	 内	 	 	 	 ＴＥＬ：075-415-3661 	 ＦＡＸ：075-415-3662	 
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	 郵便振替口座：00170-6-85183	 日本科学教育学会	 
	 銀	 行	 口	 座：みずほ銀行	 京都中央支店	 普通	 2269008	 日本科学教育学会	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

	 	 一一般般社社団団法法人人日日本本科科学学教教育育学学会会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Japan Society for Science Education	 

広広報報委委員員会会かかららののおお知知ららせせ	 	 	 	 
	 科学教育研究レター第 224号をお届けします。一般社団法人日本科学教育学会の広報活動につ
いてお気づきの点などがございましたら、学会Webサイトにある「お問い合わせ」をご利用の
うえ、お知らせください。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 担当理事：谷塚光典（信州大）	 	 	 森田裕介（早稲田大）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 委	 	 	 員：渡邊慶子（滋賀大）	 	 	 久保田善彦（宇都宮大）	 	 鈴木	 誠（北海道大）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 荻原	 彰（三重大）	 	 	 清水美憲（筑波大）	 	 	 	 望月俊男（専修大）	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 谷田親彦（広島大）	 	 	 辻	 宏子（明治学院大）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 幹	 	 事：内ノ倉真吾（鹿児島大）	 小松孝太郎（信州大）	 	 	 	 	 
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