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 本報告書は、独立行政法人科学技術振興機構の 

理数系教員養成拠点構築プログラムにおける実施協定

書に基づいて、国立大学法人埼玉大学が実施した 

「平成２６年度理数系教員養成拠点構築プログラム 

（埼玉大学）」の成果を取りまとめたものです。 

 

 

 



 

 
平成２６年度理数系教員養成拠点構築プログラム（埼玉大学） 

業務成果報告書 
 
１．業務の題目 

「平成２６年度理数系教員養成拠点構築プログラム（埼玉大学）」 
 
２．企画名 

「地域の小中学校理科教育力を持続的に向上させる埼玉ＣＳＴネットワークの構築」 
 
３．実施機関 

実施者       
 住所   埼玉県さいたま市桜区下大久保２５５    
 機関名   国立大学法人 埼玉大学      
 
共同実施者       
 住所   埼玉県さいたま市浦和区常盤６－４－４    
 機関名   さいたま市教育委員会      
        
 住所   埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１    
 機関名   埼玉県教育委員会      
 
４．業務の目的 

埼玉県全域での理科教育力の継続的な向上策として、埼玉大学と埼玉県教育委員会、政令指定

都市さいたま市教育委員会が共同し、中核的理科教員の養成とそれを活用した教員支援のシステ

ムを構築することを目的とする。小・中学校の現職教員、埼玉大学の理工系学生と教育系学生を

主対象とし、①発展的内容を含む小・中学校の幅広い科学的知識や観察・実験技能と指導法に精

通するとともに、②科学研究の能力と理解、科学系部活動の指導力を高め、③学校と実社会の科

学技術とを橋渡しする科学コミュニケーション能力を有する、中核的理科教員（CST）を養成す

る。また養成した CST が相互にネットワークとして連携し、広域での小・中学校教員向けの研修

プログラムを提供する。そのための活動拠点を県内各地に構築する。このうち、さいたま市教育

委員会と埼玉県教育委員会では、それぞれの教員を対象とした CST の養成と養成された CST の

活用促進を実施し、埼玉大学ではそれらに加えて大学生・大学院生を対象とした CST の養成と養

成された CST が効果的に活動するための人的ネットワークの構築と維持発展、及びその他必要な

事項を含みプロジェクトを総合的に推進する。 
 
  



 

５．業務実績報告 

 
（１）業務運営体制 

 本事業は、次ページの図に示すように、学内では教育学部・教育学研究科と理学部・工学部・

理工学研究科・教育学部附属小・中学校が連携し、政令指定都市であるさいたま市、および埼玉

県の三者の共同事業として計画したものである。平成２４年度の事業開始に当たり、学内的に部

局横断的な科学教育の外部連携拠点として「埼玉大学科学教育センター」を設け、その中核事業

として本事業を位置づけ、ＣＳＴ事務局を教育学部内に設置した。平成２６年度において、ＣＳ

Ｔ事業と学内連携している科学教育事業は、理工学研究科に事務局を置く「科学者の芽育成プロ

グラム」と、理学部に事務局を置く「ハイグレード理数教育プログラム（ＨｉＳＥＰ）」であり、

これによって、ＣＳＴ事業は数多くの連携講座を学内で実施することを可能にしている。 
本事業の実施体制は、学内については、実施責任者を細渕富夫・教育学部長が務め、実務をＣ

ＳＴ事務局で執り行い、実施主担当者を小倉康・教育学部准教授、ＣＳＴ事務局専任の科学教育

連携シニアコーディネーターを永澤明・埼玉大学名誉教授が務め、同じく専任の事務職員２名で

事業全体の事務を遂行している。加えて、教育学部理科教育講座所属の５名のワーキング委員、

「科学者の芽育成プログラム」の専任事務職員、および、「ハイグレード理数教育プログラム（Ｈ

ｉＳＥＰ）」の実施主担当者である井上直也・理工学研究科教授と随時必要な協議を行い、学内の

連携業務を推進している。 
ＣＳＴ事務局は、共同実施機関である「さいたま市教育委員会」、「埼玉県教育局（教育委員会）」

と最重要事項について調整を図り、さらに連携実施機関である「さいたま市立教育研究所」、「さ

いたま市青少年宇宙科学館」、「埼玉県立総合教育センター」と必要な調整を図り、事業全体をコ

ーディネートしている。ＣＳＴ事務局は、各機関の担当者と、諸事項について電話や電子メール

を用いて随時協議し共通理解を図る他、定期的に「Saitama CST 事業連携機関担当者定例会」を

開催し、この定例会が重要事項に関する意思決定の機能を果たしている。平成２６年度に開催し

た定例会は以下の通りである。 
 第 1 回定例会  4 月 24 日(木) 15 時～17 時  出席 6 機関 15 名 
 第 2 回定例会  6 月 3 日(火) 15 時～17 時  出席 5 機関 11 名 
 第 3 回定例会  7 月 15 日(火) 15 時～17 時  出席 5 機関 12 名 
 第 4 回定例会  9 月 17 日(火) 15 時～17 時  出席 6 機関 11 名 
 第 5 回定例会  10 月 30 日(木) 10 時～12 時  出席 6 機関 12 名 
 第 6 回定例会  1 月 7 日(木) 10 時～12 時  出席 6 機関 13 名 
 第 7 回定例会  3 月 5 日(木) 10 時～12 時  出席 6 機関 12 名 
 
また、現職教員がＣＳＴ講座を受講できるものとするため、埼玉県教育局は、県内４箇所の教

育事務所（南部、北部、東部、西部）を通じて、現職教員が所属する小中学校を所管する市町の

教育委員会と連携し、所属の学校長に対して、講座への教員派遣を依頼する体制を整えている。

さいたま市教育委員会は、教員が所属する学校長に対して、直接派遣依頼を行っている。 
こうした連携体制で事業を推進するに際して、本事業は、平成２５年４月１日付けで「運営要

綱」を定め、その第１～４項で次のように規定した。 
  



 

 

 

Saitama CST 事業（さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学 

中核的理科教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業） 

運営要綱（第 1～4項抜粋） 

1 Saitama CST 事業（さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学コア・サイエンス・

ティーチャー養成拠点構築事業）は、さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学

が共同で実施する。 

2 本事業の企画・運営方針は、事業に連携して参画する各機関の意向を踏まえて、上記三者が

共同で決定する。そのためにすべての連携機関の担当者が集まって連絡調整を行うための会

合（定例会）を定期的に開催する。平成２４年度事業開始時における連携機関は以下の通り

である。 

さいたま市立教育研究所、さいたま市青少年宇宙科学館 

埼玉県立総合教育センター 

3 本事業は、上記の機関に加えて、趣旨に賛同する諸機関、団体、個人等に積極的に協力を要

請し実施する。 

4 本事業の事務は、埼玉大学内に設置する「CST 事務局」で取り扱う。 

 

  



 

 
 
（２）ＣＳＴ養成講座の実施 

平成２５年度の実施状況を踏まえたプログラムの改善を図り、上図に示すように、平成２６年

度に全体で２２２のＣＳＴ養成講座を実施した。これらは、ＣＳＴ養成カリキュラムの５つの領

域（領域Ⅰ 最先端の自然科学に関する知識・理解、領域Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験

法、領域Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント、領域Ⅳ 科学の才能育成・科学研究指導法、

領域Ⅴ 科学コミュニケーション）に幅広く及び、ＣＳＴが有するに相応しいと考えられる資質能

力の伸長を支えるものとなっている。ＣＳＴ受講生は、これらの広範なプログラム群から、自身

の伸長に適切なプログラムを選択して受講することが可能である。 
各領域のプログラムの特徴と平成２６年度に実施した講座の一覧を次頁以降に示す。 
 

 

 

 

  



 

 

Ⅰ最先端の自然科学 

特定分野の先端科学技術研究について、その分野の講義を受講し、小中学校の理科学習で関連

づけて教えるための知識基盤を養うことにより、児童生徒が理科学習と実際の科学研究や科学技

術との関連性が実感できるようにする。 

 

ⅡＣＳＴ観察実験 

物理、化学、生物、地学の幅広い分野・手法で、安全に配慮しつつ、かつ科学の面白さを児童

生徒に実感させられる良質な観察実験の指導力を身につけることにより、理科を教える教員の苦

手意識を払拭させる観察実験研修会を行うための技能を習得する。大学や教育センター等での受

講の他、地域の小中学校で行う出前授業や観察実験授業補助としての参加機会を設け、指導法を

含めた実践的スキルを養う。 

 

Ⅲ小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 

小中学校における効果的な理科指導法について学ぶとともに、理科教育環境のマネジメントと

充実策について、CST マスター（CST の指導者としての教員）や大学教員から習得する。大学や教

育センター、教育学部附属小・中学校、CST 拠点校としての県内の小・中学校において受講する。 

 

ⅣＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 

学習指導要領に規定されている理科教育の範囲を大きく超える発展的もしくは先端的な科学に

強い関心と学習意欲をもつ小中学生に対する実践的な指導法を学ぶ。才能児に対する理解を深め、

才能育成を促す指導力の向上を図るとともに、小中学生の科学研究の指導法を体得する。 

 

Ⅴ科学コミュニケーション 

実社会の科学研究や科学技術開発、及び将来の理系キャリアと理科教育との関連性を児童生徒

に実感させるための基盤を培う。科学研究施設や企業の研究開発の現場を訪問し、実際の科学研

究や科学技術開発、及びそれに携わる様々な理系職種についての認識を深める。また、理科教育

を支える多様な関係者（ステークホルダー）を講師に迎え、対話を通じて理解を深める。また、

科学技術と人間との関わりの認識を深め、科学技術の有用性とリスクについて自ら判断できる資

質を養うための体験を伴う実習と講義に参加する。 

 

 

 

  



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

大学S-0 Ⅴ 科学技術週間　科学技術研究機関一般公開参加 2014/04/14（月）～20（日） 茨城県つくば市
CST事務局
（担当・小倉康）

4.0

科芽①-1 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

地球に住む君達へ　−地球はどんな惑星？－（講
義）

2014/05/10(土)13:30～15:00 埼大・総合研究棟1階シアター教室
岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

2.5

科芽①-2 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

サイエンスカフェ第1回 2014/05/10(土)15:00～16:00 埼大・総合研究棟1階ロビー 2.0

科芽①-3 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

誰でもわかる、おもしろルーレット！（講話）
2014/05/10(土)16:00～17:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室

道工　勇
（教育学部数学教育講座）

2.5

科芽①-4 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

DNA分子を切断してみよう（実験）
2014/05/10(土)16:00～17:30

埼大・理学部3号館３階
分子生物学科学生実験室

藤木　友紀
（理学部分子生物学科）

2.5

大学①-1 オリエンテーション（受講のガイダンス） 2014/05/13(火)9:00～10:30 埼大・総合研究棟１階シアター教室
CST事務局
（担当・小倉康）

-

大学①-2 Ⅰ CST自然科学講座（地学）「地球内部を観察しよう」 2014/05/13(火)10:40～14:20 埼大・教育学部Ｂ棟３階地学実験室
岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

4.0

大学①-3 Ⅴ
平成26年度SaitamaCST開講式およびCST・CSTマ
スター認定証交付式，記念講演

2014/05/13(火)14:40～16:30 埼大・総合研究棟１階シアター教室
堀　哲夫
（山梨大学名誉教授）
（担当・小倉康）

2.0

大学①-4 Ⅲ 一枚ポートフォリオ評価OPPAセミナー 2014/05/13(火)17:00～18:30 埼大・教育学部A棟２１１
堀　哲夫
（山梨大学名誉教授）
（担当・小倉康）

2.0

市研① Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2014/05/15（木）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内小学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市研② Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/05/21（水）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

大学②-2 Ⅲ CST授業研究（第二回）　授業研究会・協議会 2014/05/27(火) 13:00～16:50 埼大・附属中学校

埼大附属中学校教員，
清水　誠
（教育学部理科教育講座）
（担当・小倉康）

5.5

大学②-1 Ⅲ CST授業研究（第一回）　理科授業研究 2014/05/27(火) 9:00～11:30 埼大・教育学部A棟２１３
小倉　康
（教育学部理科教育講座）

4.5

HiSEP① Ⅴ
第３回HiSEP特別セミナー
【社会】大震災：地震と津波と原発事故

2014/05/29(木)13:00～14:30
埼大・理学部講義実験棟
１階１番教室

石川俊（福島県南相馬市
石川建設工業株式会社社長）

2.5

市宇①-1 Ⅱ
科学実験教室（６月）
いろいろな電池の仕組みを学ぼう

2014/06/01（日）9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇①-2 Ⅰ
東覚先生講演会
ＩＳＳコマンダー若田宇宙飛行士に続け！君は未来
の宇宙飛行士

2014/06/01（日）13:00～15:30
さいたま市青少年宇宙科学館
青少年ホール

宇宙科学館指導主事 2.5

県総① Ⅱ 樹木を活用した学習のための研修会 2014/06/05（木）9:15～16:30 県立総合教育センター江南支所
総合教育センター江南支所　指
導主事、担当課長、県農林部職
員

8.0

科芽②-1 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

高速連写カメラで切り撮る世界　（再チャレンジ編）
2014/06/07(土)13:30～15:00

埼大・理学部2号館2階
第1会議室

理学部HiSEP学生・大学院生
（理学部物理学科教員）

2.5

科芽②-2 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

「水と私たちのくらし」（実験）
2014/06/07(土)13:30～15:00

埼大・全学講義棟1号館4階
化学実験室

藤原　隆司
（科学分析支援センター）

2.5

科芽②-3 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

女性科学者の芽セミナー第1回
2014/06/07(土)15：00～16：00 埼大・総合研究棟1階シアター教室 2.0

科芽②-4 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

デジタルカメラはどうやって顔を見つけるのか？(講
義）

2014/06/07(土)16:00～17:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室
小林　貴訓
（工学部情報システム工学）

2.5

市宇②-1 Ⅱ
顕微鏡教室（６月）
淡水ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの世界を見てみよう（初夏）

2014/06/07(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇②-2 Ⅳ
天体観望会（春２）
上弦の月と火星、土星をみよう

2014/06/07(土)19:00～20:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

市指① Ⅲ
平成２６年度さいたま市立小・中学校における「中
核的理科教員拠点校」理科教育研修会（授業研究
会）

2014/06/10（火）13:30～16:30 さいたま市立指扇中学校 指導１課指導主事
授業者8.0
参会者3.0

市研③ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」『流れる水のはたらき』

2014/06/19（木）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者
講師4.0

受講者2.5

HiSEP② Ⅰ

第４回HiSEP特別セミナー
【物理・宇宙】PamirXXI  project:current experiment
on charm particle production study with HE cosmic
rays（仮題）

2014/06/20（金）10:40～12:10
埼大・理学部講義実験棟
１階１番教室

HiSEP招聘外国人研究者
ロシア科学アカデミー
レベデフ物理学研究所
Ａ．Ｂｏｒｉｓｏｖ　教授

2.5

市研④ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/06/20（金）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

大学③-1 Ⅲ
ＣＳＴ実践理科指導法（第一回）
『科学的概念の形成を促す理科の授業づくり』

2014/06/24(火) 9:00～12:10 埼大・教育学部A棟２１３
清水　誠
（教育学部理科教育講座）

4.0

大学③-2 Ⅱ
CST観察実験講座（物理Ⅰ）
『物理量の扱い方　（振り子の運動を例に）』

2014/06/24(火) 13:00～16:40 埼大・教育学部B棟３１２
大向　隆三
（教育学部理科教育講座）

4.5

科芽③-1 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

日本科学未来館見学
2014/06/28(土)10:30～15:30 日本科学未来館 大学院理工学研究科教員 6.0

HiSEP③ Ⅰ
第５回HiSEP特別セミナー
【理工学・文化人類学】理学が解明する先史アンデ
スの文明

2014/07/03（木）13:00～14:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室
加藤　泰建
（埼玉大学名誉教授・前理事・副
学長）

2.5

市宇③-2 Ⅳ
天体観望会（夏１）
土星と春・夏の星座をみよう

2014/07/05(土)19:00～20:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

市宇③-1 Ⅱ
科学実験教室（７月）
石を割って化石を探そう

2014/07/05(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市指② Ⅲ
平成２６年度さいたま市立小・中学校における「中
核的理科教員拠点校」理科教育研修会（授業研究
会）

2014/07/08（火）時間未定 さいたま市立与野南中学校 指導１課指導主事 3.0



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

市研⑦ Ⅲ さいたま市学習状況調査小学校理科部会（全５回）

2014/07/08（火）15:30～16:30
2014/07/30（水）14:00～16:30
2014/08/20（水）9:00～12:00
2014/09/24（水）15:30～16:30
2014/10/31（金）15:30～16:30

さいたま市教育研究所 教育研究所指導主事 25.0

市研⑥ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2014/07/08（火）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者
講師4.0

受講者2.5

県総② Ⅱ 小学校理科指導力向上研修会 2014/07/10（木）9:15～16:30
県立総合教育センター　物理室，生
物地学室，化学室　（受付：121研修
室）

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

8.0

県総③-1 Ⅲ 小学校初任者指導研修①（準備）　※必須 2014/07/15（火）13:00～17:00
県立総合教育センター　物理室，生
物・地学室，化学室

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

7.0

市研⑧ Ⅲ さいたま市学習状況調査中学校理科部会（全５回）

2014/07/15（火）15:30～16:30
2014/08/08（金）9:00～12:00
2014/08/08（金）13:00～16:30
2014/08/19（火）9:00～12:00
2014/10/03（金）15:30～16:30

さいたま市教育研究所 教育研究所指導主事 25.0

HiSEP④ 第６回HiSEP特別セミナー 2014/07/18（金）10:40～12:10
埼大・理学部講義実験棟
１階１番教室

HiSEP招聘外国人研究者
または　女性科学者

2.5

市研⑤ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/07/24（木）18:30～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

大学S-特 Ⅴ 青少年のための科学の祭典2014への一般参加 2014/07/26(土),27（日）終日
東京・科学技術館（千代田区北の丸
公園）

担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

8.0

市宇④ Ⅳ
天文宇宙教室（７月）
望遠鏡をつくって土星の環をみてみよう

2014/07/26(土)18:00～20:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、団体拠室

宇宙科学館指導主事 3.5

県総④ Ⅱ 理科の授業力を高める実験・実技研修会 2014/07/28（月）9:15～16:30 県立総合教育センター
１０年以上の経験をもつ中学校
教諭

8.0

市指③-1 Ⅲ さいたま市教育課程研究協議会提案 2014/07/29（火）時間未定 青少年宇宙科学館 指導１課指導主事
市指③-2

と合算

県総⑤ Ⅴ 科学プレゼンテーション研修 2014/07/30（水）9:15～16:30 鉄道博物館 総合教育センター指導主事 8.0

市指③-2 Ⅲ さいたま市教育課程研究協議会提案 2014/07/30（水）時間未定 青少年宇宙科学館 指導１課指導主事 10.0

科芽④-1 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

素粒子の世界（仮題）（講義）
2014/07/31(木)11:00～12:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室 理学部物理学科教員 2.5

科芽④-2 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

タッチパネルの科学～未来のユーザーインター
フェースを考える～（講義)

2014/07/31(木)13:00～14:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室
小室　孝
（工学部情報システム工学科）

2.5

科芽④-3 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

女性科学者の芽セミナー第２回
2014/07/31(木)14:30～15:45 埼大・総合研究棟1階シアター教室

大朝　由美子
（教育学部理科教育講座）

2.0

科芽④-4 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

高分子をつくろう，高分子を知ろう（実験）
2014/07/31(木)16:00～17:30

埼大・全学講義棟1号館4階
化学実験室

廣瀬　卓司
（工学部応用化学）

2.5

科芽⑤-1 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

グラフ理論入門　〜ひとふでがきの原理〜（実技）
2014/08/01(金)11:00～12:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室

小林　雅人
（理学部数学）

2.5

科芽⑤-2 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

体の中の時計について知ろう(講義・観察)
2014/08/01(金)13:00～14:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室

足立　明人
（理学部生体制御学）

2.5

科芽⑤-3 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

サイエンスカフェ第２回 2014/08/01(金)14:45～15:45 埼大・総合研究棟1階ロビー 2.0

科芽⑤-4 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

はるかなる第二の地球（講義）
2014/08/01(金)16:00～17:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室

大朝　由美子
（教育学部理科教育講座）

2.5

科芽⑤-5 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

星空観望会第１回 2014/08/01(金)19:00～
埼大・総合研究棟1階シアター教室
 (集合場所)

大朝　由美子
（教育学部理科教育講座）

3.0

市研⑨ Ⅴ 理科教育臨地研修会 2014/08/01（金）9:30～12:00 熊谷地方気象台 気象台職員 3.5

大学S-3 Ⅴ 科学コミュニケーション訪問研修(科学博物館） 2014/08/01(金),2(土) 国立科学博物館　東京・上野
小倉康
（教育学部理科教育講座）

7.0

科芽⑥-1 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

数学手品を作ろう（実技） 2014/08/02(土)9:00～15:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室
岡部　恒治
（埼玉大学　名誉教授）

8.0

科芽⑥-2 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

スズの融点と臨界状態の研究（実験） 2014/08/02(土)9:00～15:30
埼大・全学講義棟1号館4階
物理学生実験室

井上　直也
（理学部物理学）
総合技術支援センター

8.0

科芽⑥-3 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

私たちのくらしを支える触媒とその働き（実験） 2014/08/02(土)9:00～15:30
埼大・全学講義棟1号館4階
化学実験室

長島　佐代子
（工学部応用化学）

8.0

科芽⑥-4 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

高圧の氷を作ろう！！（実験）
2014/08/02(土)9:00～15:30

埼大・教育学部B棟３階
地学実験室

岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

8.0

科芽⑥-5 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

蛍の光で酵素の働きをみてみよう（実験）
2014/08/02(土)9:00～15:30 埼大・総合研究棟3階セミナー室8

川合　真紀
（工学部環境制御システム学）

8.0

市宇⑤-1 Ⅱ
科学実験教室（８月）
きれいな押し花を作ってみよう

2014/08/02(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇⑤-2 Ⅳ
天体観望会（夏２）
３００回記念！伝統的七夕を祝って、七夕の星を観
察しよう

2014/08/02(土)19:00～20:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

市宇⑥ Ⅱ
顕微鏡教室（８月）
身近な植物のつくりを見てみよう

2014/08/03(日)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

県総⑥ Ⅱ 身近な環境と動植物を学ぶ研修会 2014/08/04（月）9:15～16:30 県立総合教育センター江南支所
総合教育センター指導主事, 担
当課長

8.0



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

市研⑩ Ⅱ 基礎から学ぶ小学校理科研修会 2014/08/04（月）9:00～12:00 さいたま市教育研究所
ＣＳＴマスター候補者
ＣＳＴ候補者

講師7.0
受講者4.0

市研⑪ Ⅱ 中学校理科観察・実験基礎研修会 2014/08/04（月）13:30～16:30 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師7.0

受講者4.0

大学S-特 Ⅳ SSH生徒研究発表会 2014/08/06（水）,07（木）終日
パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西
区みなとみらい）

担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

8.0

市研⑫ Ⅱ 初任者研修教科等研修「小学校理科①」 2014/08/06（水）8:45～16:30 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者 10.5

市研⑬ Ⅱ 初任者研修教科等研修「小学校理科②」 2014/08/07（木）8:45～16:30 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者 10.5

大学S-9 Ⅴ
放送大学一般公開講演会
原発23Ｋｍでの医療支援・今現場で何が起きている
か

2014/08/09(土)15:30～17:00
放送大学埼玉学習センター８Ｆ講堂
（JACK大宮）

坪倉　正治
（東京大学医科学研究所研究
員）
担当：永澤　明
（埼玉大学　名誉教授）

2.5

市宇⑦ Ⅳ
天文宇宙教室（８月）
望遠鏡をつくって、月のクレーターをみてみよう

2014/08/09(土)18:00～20:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、団体拠室

宇宙科学館指導主事 3.5

市研⑭ Ⅱ 初任者研修教科別研修（中学校理科） 2014/08/18（月）13:00～16:30 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭 7.5

大学S-2 Ⅰ
先端研究施設訪問研修
・・・遺伝子組み換え，遺伝資源等

2014/08/19（火）終日・・埼玉大を8:00
にバスで出発，帰着予定17:00

（独）農業生物資源研究所
茨城県つくば市

担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

8.0

市宇⑧-1 Ⅱ

小学校科学実験研修①
教育課程に位置づけられている学習内容や発展的
な内容について、教材開発及び児童・生徒とのコ
ミュニケーションを生かした授業実践を学ぶ。

2014/08/19(火)13:30～15:00
さいたま市青少年宇宙科学館
多目的室２

宇宙科学館指導主事 3.0

市宇⑧-2 Ⅱ
小学校科学実験研修②
小学校科学実験研修①受講終了者に対し、自校で
の授業実践にむけて指導法を検討する。

2014/08/19(火)15:30～16:30
さいたま市青少年宇宙科学館
多目的室２

宇宙科学館指導主事 2.0

市宇⑧-3 Ⅱ
望遠鏡を活用した天文分野の指導法
主として望遠鏡のしくみ、使い方、天体観望会の観
望会の運営について学ぶ

2014/08/19(火)18:00～19:00
さいたま市青少年宇宙科学館
天体観測室

宇宙科学館指導主事 2.0

市宇⑨ Ⅳ
天体撮影法研修１
太陽望遠鏡による太陽の撮影

2014/08/20(水)9:30～12:00
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、多目的室１

宇宙科学館指導主事 3.5

大学S-7 Ⅳ 平成26年度理科教育研究発表会（教員の部） 2014/08/20(水)終日
公益財団法人　本庄早稲田国際リ
サーチパーク

担当：清水　誠
（教育学部理科教育講座）

8.0

大学S-1 Ⅰ 草津白根火山での観察実習 2014/08/21（木）8:30～19:00 草津白根火山（群馬県）
上木賢太（海洋開発機構）、岡本
和明（教育学部理科教育講座）

8.0

県総⑦ Ⅲ ＩＣＴ活用教材作成研修会 2014/08/22（金）9:30～16:30 県立総合教育センター

総合教育センター指導主事, 義
務教育理科担当教諭、外部講
師：近清　武先生（科学コミュニ
ケーションプロデューサー）

8.0

市研⑮ Ⅲ 理科研究委員会（全５回）

2014/08/25（月）13:30～16:30
2014/09/26（金）15:30～16:30
2014/10/31（金）15:30～16:30
第４回・第５回未定

教育研究所、第4回のみ市内小学校
または中学校

教育研究所指導主事 25.0

大学④-1 Ⅲ ＣＳＴ授業研究（第三回　理科の単元構想） 2014/08/27(水)9:00～12:10 埼大・教育学部G棟109
小倉　康
（教育学部理科教育講座）

8.5

大学④-2 Ⅳ ＣＳＴ才能育成（ロボティクス教育の可能性） 2014/08/27(水)13:00～16:10 埼大・教育学部G棟109
野村　泰朗
（教育学部学校教育臨床講座）

4.0

市宇⑩ Ⅳ
若田杯ロボット大会（夏）
ロボット大会の運営補助を通じて、科学に関する啓
発事業の企画運営のノウハウを学ぶ。

2014/08/30(土)9:00～16:00
さいたま市青少年宇宙科学館
青少年ホール

宇宙科学館指導主事 7.0

科芽⑦-1 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

紙で作る組木パズル（実技）
2014/09/06(土)13:30～15:00 埼大・理学部2号館２階　第1会議室

岡部　恒治
（埼玉大学　名誉教授）

2.5

科芽⑦-2 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

神経細胞の活動を光で見てみよう！（講義・実験複
合）

2014/09/06(土)13:30～15:00
埼大・教育機構棟５階　オープンラボ
２Ｂ、３Ａ、４Ａ、７、ラウンジ

大倉　正道
（脳科学融合研究センター）

2.5

科芽⑦-3 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

サイエンスカフェ第３回 2014/09/06(土)15:00～16:00 埼大・理学部2号館２階　第1会議室 2.0

科芽⑦-4 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

錯体の化学（講義）
2014/09/06(土)16:00～17:30 埼大・理学部2号館２階　第1会議室

永澤　明
（埼玉大学　名誉教授）

2.5

市宇⑪-1 Ⅱ
科学実験教室（９月）
結晶づくりに挑戦しよう

2014/09/06(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇⑪-2 Ⅳ
天体観望会（秋１）
もうすぐ中秋の名月　お月見を楽しもう

2014/09/06(土)19:00～20:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

大学S-４ Ⅲ CST指導実践研究・発表（学会参加） 2014/09/15(月・祝) 9:20～15:00
埼大・総合研究棟２階講義室（日本
科学教育学会全国大会との共催）

清水　誠，小倉　康
（教育学部理科教育講座）

7.0

県総⑧-1 Ⅳ 「体験教室」企画・運営研修① 2014/09/18（木）13:30～16:30 県立総合教育センター 総合教育センター指導主事
県総⑧-2

と合算

大学⑤ Ⅱ
CST実地研修（生物・野外実習）
・・・宝蔵寺沼ムジナモ自生地の生態系

2014/09/24(水)9:00～17:00 埼玉県羽生市（バスで移動予定）
金子　康子，日比野　拓
（教育学部理科教育講座）

8.0

市研⑯ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2014/09/24（水）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者
講師4.0

受講者2.5

県総③-2 Ⅲ 小学校初任者指導研修②(指導者打合会）　※必須 2014/09/25（木）13:00～17:00
県立総合教育センター　物理室，生
物・地学室，化学室

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

4.0



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

市研⑰ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/09/25（木）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市指⑪ Ⅲ オーストラリア教員視察対応「理科授業研究会」 2014/10/02（木）09:40～10:25 さいたま市立高砂小学校 指導１課指導主事
授業者8.0
参会者3.0

大学⑥-2 Ⅴ ＣＳＴ観察実験講座（地学　天体観測） 2014/10/03(金）17:00～21:00 埼大・教育学部
大朝　由美子
（教育学部理科教育講座）

5.0

科芽⑧-1 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

１００万年前から地球は氷河期？　君達の知らない
地球の話（講義）

2014/10/04(土)13:30～15:00 埼大・総合研究棟1階シアター教室
岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

2.5

科芽⑧-2 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

サイエンスカフェ第４回 2014/10/04(土)15:00～16:00 埼大・総合研究棟1階ロビー 2.0

科芽⑧-3 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

不思議な力：磁気力（実験）
2014/10/04(土)16:00～17:30

埼大・機能材料工学科棟1階
71番講義室

酒井　政道
（工学部機能材料工学）

2.5

科芽⑧-4 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

ゼブラフィッシュの受精と発生（実験）
2014/10/04(土)16:00～17:30

埼大・理学部2号館4階
生体制御学科学生実験室

川村　哲規
（理学部生体制御学科）

2.5

市宇⑫-1 Ⅱ
科学実験教室（１０月）
葉脈標本を作ってみよう

2014/10/04(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇⑫-2 Ⅳ
天体観望会（秋２）
月と秋の星座たちをみよう

2014/10/04(土)18:30～20:00
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

市宇⑬ Ⅱ
顕微鏡教室（１０月）
植物の花粉や胞子を見てみよう

2014/10/05(日)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市指⑫ Ⅲ 「教育課程」研究指定校研究発表会（中学校） 2014/10/08（水）午後 さいたま市立大宮東中学校 指導１課指導主事 3.0

市宇⑭ Ⅱ
科学工作教室（１０月）
化石レプリカを作ろう

2014/10/11(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

大学S-10 Ⅲ 小学校教育研究協議会 2014/10/14(火)13:00～16:40 埼玉大学教育学部附属小学校
担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

4.5

大学⑥-1 Ⅱ
CST実地研修（生物・野外実習）
・・・荒川河川敷周辺の生態系と昆虫観察

2014/10/15(水)9:30～17:00 埼大教育学部および荒川河川敷
林　正美
（埼玉大学　名誉教授）

8.0

市指⑬ Ⅲ 「理科授業研究会」 2014/10/15(水)13:45～14:30 さいたま市立高砂小学校 指導１課指導主事
授業者8.0
参会者3.0

県総⑧-2 Ⅳ 「体験教室」企画・運営研修② 2014/10/18（土）9:00～16:00 県立総合教育センター 総合教育センター指導主事 11.0

市研⑱ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/10/21（火）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者
講師4.0

受講者2.5

市研⑲ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2014/10/22（水）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 ＣＳＴ候補者
講師4.0

受講者2.5

県教①-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/10/24（金）13:15～16:30 川口市立上青木中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

県総③-3 Ⅲ 小学校初任者指導研修③（１回目） 2014/10/24（金）9:00～17:00
県立総合教育センター　物理室，生
物・地学室，化学室

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

7.0

市指④ Ⅲ
平成２６年度さいたま市立小・中学校における「中
核的理科教員拠点校」理科教育研修会（授業研究
会）

2014/10/24（金）13:00～17:00 さいたま市立大原中学校 指導１課指導主事 3.0

県教②-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/10/28（火）13:15～16:30 上尾市立大石中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県総③-4 Ⅲ 小学校初任者指導研修④（２回目） 2014/10/28（火）9:00～17:00
県立総合教育センター　物理室，生
物・地学室，化学室

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

7.0

大学⑦-2 Ⅰ CST自然科学講座（化学） 2014/10/28(火)13:00～16:40
埼大・教育学部B棟４階
化学第1実験室

冨岡　寛顕
（教育学部理科教育講座）

4.5

大学⑦-1 Ⅲ
ＣＳＴ実践理科指導法（第二回）
科学的な思考力の育成を促す理科授業

2014/10/28(火)9:00～12:10 埼大・教育学部Ａ２１３
清水　誠
（教育学部理科教育講座）

4.0

HiSEP⑦ Ⅰ 超高エネルギー宇宙を探る宇宙放射線先端研究 2014/10/30（木）16:20～17:50
埼玉大学理学部2号館２F　第1会議
室

東京大学宇宙線研究所　佐川
宏行 教授

2.5

県総③-5 Ⅲ 小学校初任者指導研修⑤（３回目） 2014/10/31（金）9:00～17:00
県立総合教育センター　物理室，生
物・地学室，化学室

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

7.0

市宇⑮-1 Ⅱ
科学実験教室（１１月）
石を割って化石を探そう

2014/11/01(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇⑮-2 Ⅳ
天体観望会（秋３）
月と天王星をみよう

2014/11/01(土)17:30～19:00
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

市指⑤ Ⅲ
平成２６年度さいたま市立小・中学校における「中
核的理科教員拠点校」理科教育研修会（授業研究
会）

2014/11/05（水）14:10～16:30 さいたま市立新開小学校 指導１課指導主事
授業者8.0
参会者3.0

県教③-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/11/07（金）13:20～16:30 吉川市立栄小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

科芽⑨-1 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

ひし形裏返しパズル（実技）
2014/11/08(土)13:30～15:00 埼大・総合研究棟1階シアター教室

岡部　恒治
（埼玉大学　名誉教授）

2.5

科芽⑨-2 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

身近な化学発光（実験）
2014/11/08(土)13:30～15:00

埼大・全学講義棟1号館4階
化学実験室

中田　憲男
（理学部基礎化学）

2.5

科芽⑨-3 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

女性科学者の芽セミナー第３回
2014/11/08(土)15:00～16:00 埼大・総合研究棟1階シアター教室 2.0

科芽⑨-4 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

生物と地球が作る大気（講義）
2014/11/08(土)16:00～17:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室

岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

2.5



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

科芽⑨-5 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

身近なカオス～天気予報はなぜ当たらないか～(講
義)

2014/11/08(土)16:00～17:30
埼大・理学部講義実験棟１階
１番講義室

内田　淳史
（工学部情報システム工学科）

2.5

大学S-5 Ⅴ
科学コミュニケーション訪問研修（サイエンスフェス
ティバル）

2014/11/08(土)～9(日)
サイエンスアゴラ－日本科学未来館
とその周辺

担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

7.0

市宇⑯ Ⅱ
顕微鏡教室（１１月）
淡水ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝの世界を見てみよう（秋）

2014/11/09(日)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

県総③-6 Ⅲ 小学校初任者指導研修⑥（４回目） 2014/11/11（火）9:00～17:00
県立総合教育センター　物理室，生
物・地学室，化学室

１０年以上の経験をもつ小学校
教諭

7.0

県教④-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/11/11（火）13:15～16:30 行田市立東小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

市指⑥ Ⅲ 「理数教育」研究指定校研究発表会(中学校) 2014/11/11（火）13:20～16:20 さいたま市立白幡中学校 指導１課指導主事 3.0

市指⑦ Ⅲ さいたま市教育研究会研修大会における研究授業 2014/11/13（木）13:00～16:30

さいたま市立つばさ小学校
さいたま市立岸町小学校
さいたま市立大谷口小学校
さいたま市立植竹中学校
さいたま市立本太中学校
さいたま市立田島中学校

さいたま市指導主事
つばさ小学校はＣＳＴマスター
（授業者）
大谷口小学校はＣＳＴ受講者（授
業者）

授業者8.0
参会者3.0

県教⑤-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/11/13（木）13:15～16:30 戸田市立芦原小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教⑦-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/11/19（水）13:10～16:30 所沢市立林小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

大学⑧-1 Ⅱ
CST観察実験講座（化学Ⅱ）「色の化学、放射線の
化学」

2014/11/19(水)9:00～12:10
埼大・教育学部Ｂ棟４階化学実験室
（Ｂ４０６）

松岡　圭介
（教育学部理科教育講座）

4.0

大学⑧-2 Ⅱ
CST観察実験講座（地学・気象）「雪結晶の作成実
験」

2014/11/19(水)13:00～15:00 埼大・教育学部　Ｂ３０７
高橋　忠司
（埼玉大学名誉教授）
（担当・日比野拓）

3.0

大学⑧-3 Ⅲ
ＣＳＴ鉄人理科教師（ＣＳＴ教師による他教科と関連
づけた授業実践）

2014/11/19(水)17:00～18:30 埼大・教育学部　Ａ３２５
舩戸智（岐阜県のCST）
担当：小倉康
（教育学部理科教育講座）

2.5

市研⑳ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2014/11/20（木）19:00～20:20 青少年宇宙科学館 市内小学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市研㉑ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/11/20（木）19:00～20:20 青少年宇宙科学館 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市指⑭ Ⅲ ハイチ政府視察対応理科授業研究会 2014/11/21（金）13:45～14:30 さいたま市立新開小学校 指導１課指導主事 8.0

科芽⑩ Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

理学部公開セミナー　in  むつめ祭
2014/11/23(日)10:00～16:00

埼大・総合研究棟1階シアター教室
及び１Ｆロビー

担当：永澤　明
（埼玉大学　名誉教授）

6.0

市指⑧ Ⅲ
平成２６年度さいたま市立小・中学校における「中
核的理科教員拠点校」理科教育研修会（授業研究
会）

2014/11/25（火）13:10～16:30 さいたま市立見沼小学校 指導１課指導主事
授業者8.0
参会者3.0

県教⑪-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2014/12/05(金)13:10～16:30 川越市立大東中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

科芽⑪-1 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

セパタクローを作ろう」（実技）
2014/12/06(土)13:30～15:00 埼大・総合研究棟1階シアター教室

岡部　恒治
（埼玉大学　名誉教授）

2.5

科芽⑪-2 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

物体の自由落下と斜面運動（実験）
2014/12/06(土)13:30～15:00 埼大・理学部2号館2階第1会議室

中條　亮之
（日の出学院高等学校）

2.5

科芽⑪-3 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

身近な柑橘類の香り成分を取り出そう（実験）
2014/12/06(土)13:30～15:00

埼大・全学講義棟1号館4階
化学実験室

長谷川　登志夫
（理学部基礎化学）

2.5

科芽⑪-4 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

マントル対流とは？（講義） 2014/12/06(土)13:30～15:00
埼大・総合研究棟2階
11番講義室

岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

2.5

科芽⑪-5 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

野菜の色は細胞のどこに？(実験)
2014/12/06(土)13:30～15:00

埼大・理学部3号館３階
分子生物学科学生実験室

大西　純一
（理学部分子生物学科）

2.5

科芽⑪-6 Ⅴ 先端施設見学第2回（科学分析支援センター） 2014/12/06(土)15:00～16:00
埼大・総合研究棟1階ロビー
（集合場所）

2.0

科芽⑪-7 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

宇宙へとびだす～宇宙機と人類の活動～（講義）
2014/12/06(土)16:00～17:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室

津野 克彦
（理化学研究所　計算宇宙物理
研究室）

2.5

市宇⑰ Ⅱ
科学実験教室（１２月）
空気の性質と温度計の仕組みを学ぼう

2014/12/06(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇⑱ Ⅱ
顕微鏡教室（１２月）
身近な昆虫のつくりを見てみよう

2014/12/07(日)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

県教⑥-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/12/09（火）13:05～16:30 八潮市立八潮中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教⑧-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/12/10（水）13:20～16:30 東松山市立新明小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

市研㉓ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2014/12/11（木）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市宇⑲ Ⅳ
天体観望会（冬１）
すばると冬の星座たちをみよう

2014/12/13(土)17:30～19:00
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

県教⑨-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2014/12/17（水）13:15～16:30 深谷市立上柴中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

市宇⑳ Ⅳ
天文宇宙教室（１２月）
すばる・スターウォッチングと冬の星座観察

2014/12/20(土)17:00～19:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 3.5

大学⑨-1 Ⅲ
ＣＳＴ実践理科指導法（第三回）
コンピュータ計測を活用した理科授業の展開

2014/12/25(木)9:00～12:10
埼大・教育学部Ｇ棟１階
Ｇ１０９実習室

小倉　康
（教育学部理科教育講座）

4.0



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

大学⑨-2 Ⅱ
CST観察実験講座（化学Ⅰ）
「化学実験のレシピ」

2014/12/25(木)13:00～16:40
埼大・教育学部Ｂ棟４階
（化学第１実験室）Ｂ４０６

芦田　実
（教育学部理科教育講座）

4.5

大学⑨-3 Ⅲ CST鉄人理科教師（実演・講演） 2014/12/25(木)17:00～20:00
埼大・教育学部Ｇ棟１階
Ｇ１０９実習室

小森　栄治
（日本理科教育支援センター代
表）

4.0

科芽⑫-1 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

コンピュータの中の論理的思考(講義）
2014/12/25(木)11:00～12:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室

吉浦　紀晃
（工学部情報システム工学科）

2.5

科芽⑫-2 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

塗るだけでできる太陽電池(実験)
2014/12/25(木)13:00～14:30

埼大・全学講義棟1号館4階
化学実験室

上野 啓司
（理学部基礎化学）
石川 良
（工学部機能材料工学）

2.5

科芽⑫-3 Ⅴ
「科学者の芽育成プログラム」

サイエンスカフェ第５回 2014/12/25(木)14:45～15:45 埼大・総合研究棟1階ロビー 2.0

科芽⑫-4 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

日本列島で起こる地震の原因（講義）
2014/12/25(木)16:00～17:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室

岡本　和明
（教育学部理科教育講座）

2.5

科芽⑫-5 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

星空観望会第２回 2014/12/25(木)18:00～
埼大・総合研究棟1階シアター教室
(集合場所)

大朝　由美子
（教育学部理科教育講座）

3.0

科芽⑬-1 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

素数定理と双子素数について（講義）
2014/12/26(金)11:00～12:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室 小嶋　久祉（理学部数学科） 2.5

科芽⑬-2 Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

超高圧・極低温下での物性（仮題）（講義）
2014/12/26(金)13:00～14:15 埼大・総合研究棟1階シアター教室

埼玉大学
大学院理工学研究科
教員

2.5

科芽⑬-3 Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

ウニの受精の観察（実験）
2014/12/26(金)14:30～16:00

埼大・教育学部G棟1階
G109実習室

日比野　拓
（教育学部理科教育講座）

2.5

市研㉒ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2014/12/未定 さいたま市教育研究所 市内小学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市宇㉑ Ⅱ
科学工作教室（１月）
手作りかん電池を作ろう

2015/01/10(金)13:00～15:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

県教⑦-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/01/13(火)13:10～16:30 所沢市立林小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教⑧-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/01/15(木)13:10～16:30 東松山市立新明小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

市宇㉒ Ⅳ
天文宇宙教室（１月）
特殊なカメラ（冷却CCD）を使って銀河や星雲を見
てみよう

2015/01/17(土)17:30～20:00
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、ＰＣ室、団体拠室

宇宙科学館指導主事 3.5

県教⑩-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2015/01/20（火）13:15～16:30 本庄市立秋平小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

市研㉔ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2015/01/21（水）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

県教③-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/01/22(木)13:15～16:30 吉川市立栄小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教⑪-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2015/01/23（金）13:10～16:30 川越市立大東中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

市宇㉓ Ⅳ
天体観望会（冬２）
月とオリオン大星雲をみよう

2015/01/24(土)17:30～19:00
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

科芽⑭ Ⅰ
「科学者の芽育成プログラム」

先端施設見学第3回（国立科学博物館）
2015/01/25(日)9:00～12:00（予定） 国立科学博物館 4.0

市宇㉔ Ⅳ
若田杯ロボット大会（冬）
ロボット大会の運営補助を通じて、科学に関する啓
発事業の企画運営のノウハウを学ぶ。

2015/01/25(日)9:00～16:00
さいたま市青少年宇宙科学館
青少年ホール

宇宙科学館指導主事 7.0

県教⑤-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/01/26(月)13:15～16:30 戸田市立芦原小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

市指⑨ Ⅲ 「理数教育」研究指定校研究発表会(小学校) 2015/01/27（火）時間未定 さいたま市立桜木小学校 指導１課指導主事 3.0

大学⑩-1 Ⅱ CST観察実験講座（物理Ⅱ） 2015/01/27(火)9:00～12:10 埼大・教育学部
近藤　一史
（教育学部理科教育講座）

4.0

大学⑩-2 Ⅱ
CST観察実験講座（生物）
「ウニ初期発生の観察」

2015/01/27(火)13:00～16:00
埼大・教育学部　生物学第１実験室
B417

藤沢　弘介
（埼玉大学名誉教授）
（担当・日比野拓）

4.0

大学⑩-3 Ⅳ
ものづくりを通したSTEM教育による21世紀型学力
育成の考え方

2015/01/27(火)17:00～19:00
埼大・教育学部A棟１階
教育メディア実習室

野村　泰朗
（教育学部学校教育臨床講座）

3.0

市研㉕ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2015/01/未定 さいたま市教育研究所 市内小学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市宇㉕ Ⅱ
科学実験教室（２月）
モーターが回る仕組みを学ぼう

2015/02/01(日)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

県教⑥-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/03(火)13:05～16:30 八潮市立八潮中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教⑫-1 Ⅲ
観察・実験指導等に関する研究協議会－授業研究
会

2015/02/3（火）13:15～16:30 熊谷市立籠原小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教④-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/04(水)13:15～16:30 行田市立東小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

県教②-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/10(火)13:15～16:30 上尾市立大石中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

県教⑨-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/10(火)13:15～16:30 深谷市立上柴中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

大学S-8-1 Ⅳ
平成26年度埼玉県理科教育研究発表会（小・中学
校児童生徒の部）

2014/02/10（火）終日 行田市教育文化センター「みらい」
担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

8.0



番号 領域 テーマ 日時 場所 講師 認定時間

大学S-8-2 Ⅳ
平成26年度埼玉県理科教育研究発表会（高等学校
の部）

2015/02/14(土)9:00～16:30 埼大・大学会館
担当：永澤　明
（埼玉大学　名誉教授）

8.0

科芽⑮ Ⅳ
「科学者の芽育成プログラム」

テーマ研究発表会
2015/02/14(土) 埼大・総合研究棟1階シアター教室

担当：永澤　明
（埼玉大学　名誉教授）

2.0

市宇㉖ Ⅱ
科学工作教室（２月）
石を磨いてアクセサリーを作ろう

2015/02/14(土)9:00～11:30
さいたま市青少年宇宙科学館
電気工作室

宇宙科学館指導主事 3.5

県教①-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/17(火)13:15～16:30 川口市立上青木中学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

県教⑫-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/17(火)13:15～16:30 熊谷市立籠原小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ（授業者）

3.0

大学⑪-1 Ⅲ ＣＳＴ授業研究（第四回　授業の分析と改善） 2015/02/18(水)9:00～12:10 埼大・教育学部Ａ棟２階　Ａ２１４
小倉　康
（教育学部理科教育講座）

4.5

大学⑪-2 Ⅴ 平成26年度埼玉CST事業成果発表会 2015/02/18(水)14:00～16:30 埼大・総合研究棟1階シアター教室
参加3.5
発表4.0

大学⑪-3 交流会 2015/02/18(水)夕方
担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

HiSEP⑧ Ⅴ サイエンスバトルカフェ 2015/02/18（水）18:30～20:00
浦和コミュニティーセンター「コムナー
レ」10階　第13集会室

担当：永澤　明
（埼玉大学　名誉教授）

2.5

市研㉖ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「中学校理科における観
察・実験の充実」

2015/02/19（木）19:00～20:20 さいたま市教育研究所 市内中学校教諭
講師4.0

受講者2.5

県教⑩-2 Ⅱ
観察・実験指導等に関する研究協議会－実技研修
会

2015/02/20(金)13:15～16:30 本庄市立秋平小学校
教育委員会指導主事
該当校のＣＳＴ受講者（授業者）

授業者8.0
参会者3.0

市宇㉗ Ⅳ
天文宇宙教室（２月）
デジカメで星の写真を撮ろう

2015/02/21(土)17:00～19:30
さいたま市青少年宇宙科学館
プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 3.5

市宇㉘ Ⅳ
サイエンスフェスティバル
中・高の科学部が講師となって、来館者に実験やも
のづくり等を体験してもらう。

2015/02/22(日)9:00～15:30
さいたま市青少年宇宙科学館
青少年ホール

宇宙科学館指導主事 7.0

市宇㉞ Ⅰ
木場田繁先生講演会
はやぶさ２新たな挑戦～宇宙への夢に向かって～

2015/02/22(日)13:00～15:30
さいたま市青少年宇宙科学館
青少年ホール

木場田　繁
（宇宙航空研究開発機構
JAXA）

3.5

市指⑮ Ⅲ
平成２６年度さいたま市立小・中学校における「中
核的理科教員拠点校」理科教育研修会（授業研究
会）

2015/2/25（水）13:00～16:30 さいたま市立美園小学校 指導１課指導主事
授業者8.0
参会者3.0

市宇㉙ Ⅳ
天体観望会（冬３）
月のクレーターと木星をみよう

2015/02/28(土)18:00～19:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事
講師5.0

受講者2.5

市研㉗ Ⅱ
教師力パワーアップ講座「小学校理科における観
察・実験の充実」

2015/02/中旬 さいたま市教育研究所 市内小学校教諭
講師4.0

受講者2.5

市宇㉚ Ⅳ
天体観望会（春３）
木星と冬の大三角をみよう

2015/03/14(土)18:00～19:30
さいたま市青少年宇宙科学館
屋上、プラネタリウム

宇宙科学館指導主事 2.5

大学S-11 Ⅲ
神奈川ＣＳＴプラン
第四回シンポジウム　理科教員養成の新展開

2015/3/14（土）14:00～17:45 横浜市技能文化会館２階ホール
担当：小倉　康
（教育学部理科教育講座）

5.0

市宇㉟ Ⅰ ＫＡＧＵＹＡ講演会 2015/03/28（土）13:00～15:30
さいたま市青少年宇宙科学館
青少年ホール

加賀谷　穣
（デジタルグラフィクアーティスト）

3.5



 

（３）大学院生対象「ＣＳＴ学校インターンシップ」の新設 

本事業では、学生と現職教員で共通の修了要件としており、各養成講座で課される課題も共通

であるため、教職経験のない学生にとっては、難度の高い課題が多かった。学生の修了者を増や

すため、今年度は、教員免許を保有している大学院生に限定して、ＣＳＴ拠点校においてＣＳＴ

教員が指導者となって行う２単位相当の実習科目「ＣＳＴ学校インターンシップ」を新設した。

以下にその実施要項等を記載する。これを適用して、平成２６年度は３名の大学院生が受講した。 

 

 

「CST 学校インターンシップ」実施要項 

 

1 目的 

CST 学校インターンシップ(以下インターンシップという。) の目的を，以下のように定める。 

理科を教える中核的教員としての高度な実践力(学習指導要領のねらいと児童生徒の実態をふ

まえ，学校や地域の理科教育環境の向上に努め，効果的な理科授業の指導計画や教材作成，観察・

実験準備，授業支援，教員支援，実験室整備等を実施できる資質能力)の基礎を実践的に身につけ

るため，CST 教員あるいは CST マスター教員あるいは埼玉大学教育学部附属小中学校教員の直接

指導を受けながら，小中学校において理科教育に関わる補助的業務を一定期間実習する。 

 

2 受講対象者等 

本インターンシップは，Saitama CST 事業の選択実習科目に位置づけられ，すでに小学校また

は中学校の１種教員免許状を保有する埼玉大学の学生（すなわち大学院生）を受講対象者とする。

現職教員は対象外とする。 

 

3 実施期間・時間帯 

年間を通して，CST 事務局が受入機関（小学校または中学校）と受講学生との調整を行い，受

入機関の了承を得て実施する。 

受講の時間帯は，学生が大学において受講する授業と重複してはならない。 

1 週間に 1日(3.0 時間相当)を基本とし，半年間で 15 週(45 時間以上) とする。状況に応じて，

集中実施も可能とする。 

 

4 実習内容 

実習する内容は，受入機関の指導担当教員の直接指導の下で，理科授業(観察・実験) の準備や

そのための教材研究，授業中の学習支援，授業後の片付けと実験室整備に携わることを基本とす

る。 

研修期間の内に，最低 1回は研究授業を実施し，その指導案を 1 編作成する。原則として，研

究授業には大学の担当教員も参観し，授業後の検討会での指導を受ける。 

その他，受入機関の状況に応じて，実習の目的に沿う範囲で，指導担当教員の指導の下，実習

者が授業を行うことや理科の部活動の補助に当たること，授業研究会の補助など地域の理科教育

向上のための取り組みに参加することなども実習内容とすることができる。 

 

5 受入機関の確保 

受入機関は，CST 事務局が，学生の教職希望の地域と学校種別に配慮して，関係する教育委員

会，学校にと協議の上，受入れ可能な場合に実習校として依頼する。実習校の依頼に関する優先

順位は，特に学生の希望がない場合あるいは埼玉県での教職を希望しない場合は以下の順番とす

る。 

a) 埼玉大学教育学部附属小学校または附属中学校 

b) CST 認定者勤務校 

c) CST マスター認定者勤務校 



 

 

6 受講申し込み 

インターンシップの受講を希望する学生は，大学の指導教員の了承を得た上でインターンシッ

プ受講申請書（様式２号－１）にインターンシップ実習生調書（様式２号－２）及び麻しんに対

する免疫が確認できる書類を添えて CST 事務局に申し込む。 

教育実習時に麻しんに対する免疫が確認できる書類を学務係に提出している場合には、学生が

学務係に書類写し交付を依頼する。 

 

7 誓約書の提出 

受講学生は誓約書(様式２号－３)を提出する。 

 

8 受講中における事故・損害 

受講中に万が一発生する事故等に備えて，受講する学生の傷害・損害等の保険加入を指導し，

大学で加入の確認を行い，リスクの軽減に対応する。保険の種類として学生自身が傷害を負う場

合，及び学生が受入れ機関や第三者に損害を与える場合に対応できる保険とする。(「学生教育研

究災害傷害保険」や「学生教育研究賠償責任保険」など。) 

 

9 事前指導 

受講する学生に対し，CST 事務局の担当教員が事前指導を行う。事前指導では，学校インター

ンシップの目的と想定される活動，CST を目指す教員としての心構え，安全教育，服務の徹底な

どの指導を行う。 

 

10 計画書の作成と受入機関との事前打ち合わせ 

受講する学生は，実習校において事前打ち合わせに参加し，インターンシップの実施に向けて

準備を整える。 

 

11 服装・マナー 

(1) 参加学生は，清潔で品位ある身だしなみに気を付ける。また，実験を行う際は白衣を着用し，

必要に応じて安全メガネを使用する。 

(2) インターンシップ中は，常時名札(受講者証) を着用する。 

(3) 貴重品は，各自が責任をもって管理する。 

(4) 職員室，更衣室，事務室等への出入りの仕方に十分配慮し，礼節を守る。 

(5) 学校敷地内は全面禁煙である。 

(6) 機器類・備品・消耗品等を使用するときは，学校の教員の許可を得る。 

(7) 交通手段については，事前に実習校の許可を得て決定する。 

(8) 交通安全に心がけ，事故を起こさないよう十分に注意すること。 

 

12 インターンシップ中の服務 

(1) 受講者は，埼玉大学大学院生の身分を保有する。 

(2) 受講者は，実習時間中は専ら所定の実習に従事しなければならない。 

(3) 受講者は，実習時間中指導監督等を担当する指導担当者の指導，指示等に従わなければなら

ない。 

(4) 受講者は，実習により得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後においても永久に同様と

する。 

(5) 受講者は，良識ある態度で行動し，信用を失墜させる行為を起こさないよう十分注意しなけ

ればならない。 

 

13 評価・報告及び事後指導 



 

(1) 受講する学生はインターンシップ実習日誌(様式２号－４)を作成し，学習の進捗状況を確認

するとともに，最後にインターンシップ実施報告書(様式２号－５)を作成し，受入機関に提出す

る。 

(2) 受入機関では実習中の学生の学習・活動状況について，インターンシップ実習日誌，インタ

ーンシップ実施報告書を確認し評価を行い，インターンシップ評価報告書(様式２号－６)をイン

ターンシップ実習日誌，インターンシップ実施報告書と合わせて，CST 事務局に返送する。 

(3) CST 事務局の担当教員は，実習終了後，インターンシップ実習日誌，インターンシップ実施

報告書，インターンシップ評価報告書をもとに面接を行い，実習の成果を学生と再確認する（事

後指導）。 

 

14 認定 

学校インターンシップの認定は，受入機関のインターンシップ評価報告書，学生のインターン

シップ実習日誌，インターンシップ実施報告書及び面接結果により総合評価する。 

 

15 その他 

このインターンシップの実施に関してその他必要な事項は，その都度 CST 事務局で対処する。 

 

  



 

 
Saitama CST 学校インターンシップ実施手順（参考） 

 

学校インターンシップは，Saitama CST 学校インターンシップ実施要項に基づき実施する。そ

の他必要な事項を以下の通り補足する。 

 

１．インターンシップ実習校の受入れ体制(先方へのお願い事項) 

(1) 校長，教頭または指導担当教員は，着任時に学校の特色を説明し，実習生としての心構え(特

に指導担当教員の補助業務が確実にできるように)などを確認する。 

(2) 全職員(可能な範囲で)への紹介。 

(3) 記録文書(誓約書，インターンシップ実習日誌，インターンシップ実施報告書)の確認。 

(4) 常時の活動場所，待機場所の指示(学校では，理科室，理科準備室など: 暖房器具の使用につ

いて)。 

(5) 指導担当教員との連絡方法の確認(電話，連絡用黒板，連絡用ノート，メール等)。 

(6) 薬品庫の施錠，管理の指示(薬品庫の鍵の取扱など)。 

(7) 実習期間中の学校行事予定を提示。 

(8) インターンシップ評価報告書の作成。 

 

２．インターンシップ実習校と市町教育委員会への事務手続き（参考） 

(1) CST 事務局は学生の教職希望の地域と学校種別に配慮して実習校に配置先の希望順位を決め

る。 

(2) 実習校の割り振りを決める。 

CST 事務局は，受講を希望する学生のインターンシップ受講申請書に麻しんに対する免疫が確

認できる書類、インターンシップ実習生調書，誓約書を添えて，さいたま市教育委員会もしくは

埼玉県教育委員会あるいは附属小・中学校と協議を踏まえて，実習校との調整を行う。 

(3) 実習校の内諾を得る。 

CST 事務局は，受講を希望する学生のインターンシップ受講申請書写しに麻しんに対する免疫

が確認できる書類写し、インターンシップ実習生調書（原本），誓約書写しを添えて実習校に受入

を依頼する。 

実習校は，各書類を確認の上, インターンシップ受入内諾書（様式３号－１）を埼玉大学 CST

事務局に返送する。 

(4) 実習校所管教育委員会に申請する。 

CST 事務局は所管教育委員会教育長あてに，インターンシップ承認申請書，インターンシップ

受入内諾書写し，インターンシップ実習生調書写し，麻しんに対する免疫が確認できる書類写し，

誓約書写し，返信用封筒(切手貼付) の各 1通を送付する。なお，申請手続きは，4 週間以上の猶

予をもって早めに行う。 

各教育委員会は，各書類を確認の上，インターンシップ実習承認書（様式３号－２）を埼玉大

学 CST 事務局に返送する。 

 

 
  



 

（４）ＣＳＴ養成講座の受講者及び修了者について 

平成２６年度のＣＳＴ養成講座受講者数は、学生２１名（うち理工学系４名、大学院生８名）、

現職教員５９名である。このうち、平成２６年度末の修了者数は、学生３名（うち理工学系１名、

大学院生３名）、現職教員１２名であり、ＣＳＴの認定者は、累積で、学生３名、現職教員２２名

となった。 
 受講者数と修了者数ともに、当初見込みを下回っているが、特に、学生数が少ないことが課題

である。前記の通り、大学院生を対象とした「ＣＳＴ学校インターンシップ」を新設するなどに

より、この度初めて３名の学生がＣＳＴ講座を修了した。３名はいずれも教員志望の大学院生で

あり、うち１名が理工系学生である。なお、この理工系学生は、平成２７年度から高校の理科教

員となる予定である。学生のＣＳＴ養成は、平成２６年度末に累計２４名を養成する計画であっ

たが、受講生の大半が講座を修了する前に卒業し教職に就いている状況である。受講学生増を目

的とした PR 活動として、教育系、理工系の学生に対する受講説明会を開催（５月、７月）する

とともに、学内各所にポスターや講座の案内を掲示するなど行っているが、学生の受講者を大幅

に増やすには至っていない。今後も、学生の修了者を増やす取り組みが必要である。 
また、本事業においては、ＣＳＴの指導者層の現職教員をＣＳＴマスターとして独自に認定し

ている。これは、すでに県内外で理科教員に対する指導的役割や地域の理科教育を推進してきた

実績を有する者の中から、一定の研修等を経て、中核的理科教員指導者（CST マスター）として

認定し、ＣＳＴを養成する指導者を務めていただくもので、具体的には、ＣＳＴやＣＳＴ候補者

が授業者となって県内各地で行われている授業研究会等の研修会において、指導案検討や指導講

評の際の指導者を務めている。これにより、世代を超えて、優れた授業実践や教材に関する知識

を継承し発展するための中核的理科教員のネットワークが構築されつつあるところである。平成

２６年度末に新たに４８名のＣＳＴマスターを認定し、前年度認定者と合わせて計６７名となっ

た。 
 
（５）ＣＳＴ拠点校の構築と活用について 

 平成２６年度新たに構築したＣＳＴ拠点校は、以下の１０校である。これにより、昨年度まで

に整備した１６校と合わせて、ＣＳＴ拠点校は、計２６校となった。 

 

小学校 

行田市立東小学校 

さいたま市立大谷口小学校 

さいたま市立美園小学校 

さいたま市立つばさ小学校 

東松山市立新明小学校 

本庄市立秋平小学校 

 

中学校 

川口市立上青木中学校 

さいたま市立与野南中学校 

さいたま市立大谷中学校 

さいたま市立岩槻中学校 

 

 

 

（昨年度までに整備した小学校）     （昨年度までに整備した中学校） 

熊谷市立籠原小学校 

さいたま市立上里小学校 

さいたま市立下落合小学校 

さいたま市立新開小学校 

さいたま市立見沼小学校 

所沢市立林小学校 

戸田市立芦原小学校 

吉川市立栄小学校 

 

上尾市立大石中学校 

川越市立大東中学校 

さいたま市立大宮東中学校 

さいたま市立岸中学校 

さいたま市立大原中学校 

さいたま市立指扇中学校 

深谷市立上柴中学校 

八潮市立八潮中学校 

 

拠点校では、ＣＳＴ、ＣＳＴマスターあるいは受講生が勤務しており、理科の研修・研究が活



 

発になりつつある。前記の養成講座の実施スケジュールに見られるように、平成２６年度は、教

育委員会が主催し、ほとんどの拠点校において、ＣＳＴ養成講座をかねた理科の授業研究会や実

験実技研修会等が開催され、近隣の小中学校から、数多くの教員が研修目的で参加している。こ

の他、さいたま市青少年宇宙科学館が主催するＣＳＴ養成プログラムを兼ねた教員向け観察実験

研修会等も、ＣＳＴ拠点校を活用して実施している。 

 
（６）ＣＳＴの活動、活用の状況 

認定されたＣＳＴと認定前のＣＳＴはともに、県内各所のＣＳＴ拠点校や研修機関において、

地域の教員対象の研修会の授業者・講師として活動している。確認できた実績では、平成２６年

度、認定ＣＳＴによって計 30 回の研修講座が開催され、延べ参加した教員は、小学校 1293 人、

中学校 236 人の計 1529 人となっている。また認定前のＣＳＴ（ＣＳＴマスターを含む）によっ

ても、計 26 回の研修講座が開催され、参加した教員は、小学校 739 人、中学校 216 人の計 955
人となっている。これらの合計で、埼玉県内で平成２６年度に実施されたＣＳＴ事業が関わった

研修会に、延べ、小学校 2032 人、中学校 452 人の計 2484 人の教員が参加した。 
埼玉県では、文部科学省から「理科の観察・実験指導等に関する研究協議の実施」に関する事

業を受託し、ＣＳＴ拠点校において、ＣＳＴ候補者または認定ＣＳＴが授業研究会の授業者や観

察・実験実技研修会の講師を務める形態をとり、平成２７年度までの３か年で県内すべての小中

学校の理科主任もしくはそれに相当する教員が参加する研修会を実施している。また、県立総合

教育センターにおける初任者研修講座や希望研修講座の講師として、ＣＳＴが活躍している。 
さいたま市では、各ＣＳＴ拠点校において、ＣＳＴ候補者が授業研究会の授業者として市内の

小中学校教員対象の研修会を開催している。その他、任意参加で、市内の小中学校教員が夜間に

理科の指導法や観察実験実技を学ぶことができる研修会「パワーアップ講座」の講師をＣＳＴ候

補者が務めるなど、多面的な活用が推進されている。 
埼玉大学では、理科教育に関わる学会（日本科学教育学会）の全国大会開催に合わせて、日本

科学教育学会、独立行政法人科学技術振興（JST）との共催で「小中学校教員研修会 全国のコ

ア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）から学ぼう」を開催（2014.9.15）し、県内 4 名の認定

ＣＳＴが、県外 6 名のＣＳＴとともに、ワークショップの講師を務めるとともに、シンポジウム

「理科を教える先生方をいかにサポートするか」で討議に参加するなど、CST の活動の内容や課

題について報告した。 
その他、埼玉大学は、さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会と連携し、認定ＣＳＴにアン

ケートを行うなど、個々の活動実績の把握に努めている。 
 また、平成２５・２６年度に開催された授業研究会で参会者に提供された指導案のうち、公開

に了解が得られたものを編纂して、平成２７年２月に『ＣＳＴ指導案集』として冊子印刷した。

小中学校のさまざまな単元内容が含まれており、ＣＳＴの授業実践の工夫が凝縮して盛り込まれ

ている貴重な資料集である。県内の多くの理科教育関係者に提供するとともに、電子化し全国か

ら参照可能にしている。 
 
  



 

（７）特記事項 

①実体験を重視した講座設定 

 共同実施機関および連携機関（さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学、さいた

ま市立教育研究所、さいたま市青少年宇宙科学館、埼玉県立総合教育センター）とＣＳＴ拠点校

で行った講座に加え、今年度は、日本科学未来館（6 月 28 日）、科学技術館（7 月 26、 27 日）、

SSH 生徒研究発表会（8 月 6、 7 日）、国立科学博物館（8 月 2～3 日）、放送大学埼玉学習センタ

ー（8 月 9 日）、サイエンスアゴラ（11 月 8、9 日）、国立科学博物館（1 月 25 日）のイベント等

を利用した現地研修講座を実施した他、独立行政法人農業生物資源研究所（8 月 19 日）、鉄道博

物館（7月 30 日）においては現地職員に解説等ご協力いただいた訪問研修講座、および、草津白

根火山（8 月 21 日）、宝蔵寺沼ムジナモ自生地（9 月 24 日）を訪問しての野外研修講座など、体

験的なプログラムを実施した。今後も、最先端科学技術の体験研修機会や、本物について学ぶ研

修機会を伴う講座を実施する予定である。 

 

②県内全域に広がる理科授業研究会でのＣＳＴの活躍 

 埼玉県教育委員会では、平成２７年度までの３か年をかけて、県内所管のすべての小中学校に、

ＣＳＴ拠点校を活用した理科の授業研究会と実験実技研修会に各 1 回以上参加を要請し、参加者

を通じて所属校の他の教員にも成果を波及させる予定である。今年度も、その授業者・指導者と

してＣＳＴ（認定者および候補者）が活躍しているところである。この取り組みは、県内にＣＳ

Ｔの存在と意義を周知し、今後の活用を活発にする基盤になるもので特筆に値する。 

 さらに、さいたま市教育委員会では、日本を代表する理科教育の実践的指導者と市の理科教育

の中核的な役割を担う教員が、２つ異なる手法で同じ内容の授業を公開し、参会者が、2 つの授

業の参観後、研究協議により、それぞれの指導方法のよさを研修し、さいたま市立小・中学校に

おける理科授業の質の向上を目指す「キラリ授業大公開」（10 月 24 日、11 月 25 日）を実施した。

小学校では、早稲田大学の露木和男教授、中学校では、日本理科教育支援センター代表の小森栄

治氏が授業者を務め、ＣＳＴ候補者の教員も同じ理科の内容をそれぞれ別の学級に指導し、それ

らを研究協議で比較検討するという新しい試みとなった。参会者の評価も高く、次年度も実施の

予定である。 

 埼玉県教育委員会とさいたま市教育委員会が主催して今年度実施された一般教員向け研修会は

以下の通りである。各会には、埼玉大学ＣＳＴ事務局から大学教員が可能な限り同席し、ＣＳＴ

関係者と意見交換を行い、今後の発展に向けた情報収集に努めた。 

 

ＣＳＴ拠点校名    実 施 日   種 別 大学出席者 

さいたま市立指扇中学校 平成 26 年 6 月 10 日（火） 授業研究会 小倉 

さいたま市立与野南中学校 平成 26 年 7 月 8 日（金）    授業研究会 小倉 

さいたま市立高砂小学校 平成 26 年 10 月 2 日（木）    授業研究会  

川口市立上青木中学校 平成 26 年 10 月 24 日（金）    授業研究会  

さいたま市立大原中学校 平成 26 年 10 月 24 日（金）    授業研究会 永澤 

上尾市立大石中学校 平成 26 年 10 月 28 日（火）    授業研究会 小倉 

さいたま市立新開小学校 平成 26 年 11 月 5 日（水）    授業研究会 小倉 

吉川市立栄小学校 平成 26 年 11 月 7 日（金）    授業研究会  

行田市立東小学校 平成 26 年 11 月 11 日（火）    授業研究会 永澤 

さいたま市立白幡中学校※ 平成 26 年 11 月 11 日（火）  研究発表会  

戸田市立芦原小学校 平成 26 年 11 月 13 日（木）     授業研究会 小倉 

さいたま市立つばさ小学校 平成 26 年 11 月 13 日（木） 授業研究会  

さいたま市立岸町小学校 平成 26 年 11 月 13 日（木） 授業研究会  

さいたま市立大谷口小学校 平成 26 年 11 月 13 日（木） 授業研究会  

さいたま市立植竹中学校 平成 26 年 11 月 13 日（木） 授業研究会  

さいたま市立本太中学校 平成 26 年 11 月 13 日（木） 授業研究会  



 

さいたま市立田島中学校※ 平成 26 年 11 月 13 日（木） 授業研究会  

所沢市立林小学校 平成 26 年 11 月 19 日（水）    授業研究会 永澤 

さいたま市立見沼小学校 平成 26 年 11 月 25 日（火）   授業研究会 小倉 

川越市立大東中学校 平成 26 年 12 月 5 日（金）    実技研修会  

八潮市立八潮中学校 平成 26 年 12 月 9 日（火）    授業研究会 小倉 

東松山市立新明小学校 平成 26 年 12 月 10 日（水）    授業研究会 永澤 

深谷市立上柴中学校 平成 26 年 12 月 17 日（水）    授業研究会 永澤 

所沢市立林小学校 平成 27 年 1 月 13 日（火）    実技研修会  

東松山市立新明小学校 平成 27 年 1 月 15 日（木）    実技研修会 小倉 

本庄市立秋平小学校 平成 27 年 1 月 20 日（火）    授業研究会 小倉 

吉川市立栄小学校 平成 27 年 1 月 22 日（木）    実技研修会 小倉 

川越市立大東中学校 平成 27 年 1 月 23 日（金）    授業研究会 永澤 

戸田市立芦原小学校 平成 27 年 1 月 26 日（月）    実技研修会  

さいたま市立桜木小学校※ 平成 27 年 1 月 27 日（火）  授業研究会 小倉、永澤 

八潮市立八潮中学校 平成 27 年 2 月 3 日（火）    実技研修会 永澤 

熊谷市立籠原小学校 平成 27 年 2 月 3 日（火）    授業研究会 小倉 

行田市立東小学校 平成 27 年 2 月 4 日（水）    実技研修会 永澤 

上尾市立大石中学校 平成 27 年 2 月 10 日（火）    実技研修会 永澤 

深谷市立上柴中学校 平成 27 年 2 月 10 日（火）    実技研修会  

川口市立上青木中学校 平成 27 年 2 月 17 日（火）    実技研修会 永澤 

熊谷市立籠原小学校 平成 27 年 2 月 17 日（火）    実技研修会  

本庄市立秋平小学校 平成 27 年 2 月 20 日（金）    実技研修会  

さいたま市立美園小学校 平成 27 年 2 月 25 日（水）    授業研究会 永澤 

（※は、ＣＳＴ拠点校ではない。） 

 

③公開研修会「全国のＣＳＴから学ぼう」の開催 

 埼玉大学では、9 月 13～15 日に、日本科学教育学会第 38 回年会（参加者総数約 600 名）を開

催するに当たり、日本科学教育学会、独立行政法人科学技術振興（JST）と埼玉大学 Saitama Ｃ

ＳＴ事業の共催で「小中学校教員研修会 全国のコア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）か

ら学ぼう」を公開開催（9月 15 日）した。以下の県内 4名の認定ＣＳＴが、県外 6名のＣＳＴと

ともに、93 名の参会者（小学校 29 名、中学校 23 名、その他・関係者 41 名）に対して、ワーク

ショップの講師を務めるとともに、シンポジウム「理科を教える先生方をいかにサポートするか」

で討議に参加するなど、ＣＳＴの活動の内容や状況、課題等について報告した。また、理科教材

等の各社の展示ブースも設け、参会者は最新の理科教材やその使用法に触れた。県外ＣＳＴの参

加旅費については JST のご支援をいただいた。他都県のＣＳＴと交流できたことで、講師を務め

たＣＳＴ自身も「とても勉強になった」と有意義な研修機会となったと評価した。一般参会者の

アンケート結果も全般的に良好であった。講師となったＣＳＴとテーマを以下に記す。 

 

小学校理科 

◇垣内浩・福井県越前市立武生東小学校教諭 

「小学校理科の授業のための提案～興味・関

心を高め、持続させるためには～」 

◇柿沼宏充・埼玉県羽生市立須影小学校教諭 

「不十分な科学概念の再構成を促す教授学

習モデルの開発」 

◇桑岡佳朗・長崎県長崎市立飽浦小学校教諭 

「遊び心のある教材の活用～５年生「ものの

とけ方」におけるカラー水溶液を使った学習 

 

を中心に～」 

◇高橋健一郎・神奈川県川崎市立西有馬小学

校教諭「「理科が楽しい」「理科が好き」とい

う仲間が増えるためにＣＳＴとしてできる

こと～研究会や外部機関との連携を意識し

て～」 

◇向山典宏・東京都瑞穂町立瑞穂第四小学校

教諭「小学校理科授業におけるゲーミフィケ

ーションの導入」 



 

中学校理科 

◇朝尾保彦・鹿児島県鹿児島市立西陵中学校

教諭「小中９年間を見通した理科の指導につ

いて」 

◇井形哲志・埼玉県上尾市立大石中学校教諭 

「ニボシの解剖をしよう」 

◇谷津勇太・埼玉県八潮市立八潮中学校教諭 

「地域研修会の実践報告とその中の教材の

紹介」 

 

◇間所忠昌・滋賀県立琵琶湖博物館主任主事

（中学校籍）「教材研究の楽しさを伝えるＣ

ＳＴ活動」 

◇山下雅之・埼玉県深谷市立上柴中学校教諭 

「火成岩の色の違いを、カラーサンドを使っ

て体験的に学習する教材」 

 

 

 

（８）成果と課題 

①ＣＳＴ養成プログラム 

 本ＣＳＴ養成プログラムの特色は、ＣＳＴに求められる幅広い資質・能力を修得するための多

様な講座が年間を通じて開講され、受講者は自分の都合や必要性に合わせて、講座を選択し受講

することができることである。 

 ＣＳＴとしての認定申請には、通算 120 時間以上の受講実績が必要であるが、平成 25、26 年

度は、ともに、年間 200 以上の講座が開講されていることで、現職教員が 1 年間で認定要件を満

たすことは可能である。実際に、平成 25、26 年度に認定された現職教員 12 名は、通常勤務の合

間に、埼玉大学や教育センター、その他での講座を受講し、1 年間でＣＳＴとして認定された。

しかし、これには、勤務校であるＣＳＴ拠点校に、教員加配があり、ＣＳＴ講座を受講しやすく

する配慮があったことが大きく影響している。一方、教員加配がない現職教員 5 名については、

養成講座の受講実績が伸びず、ＣＳＴとして認定されるまでに 2 年間を要した。ＣＳＴ養成プロ

グラムを設計する段階で、夏期休業期間中は部活動の指導など校務で出張できない場合が多いこ

と、期間を限定すると生物などその期間に実施できない講座内容があること、週末や祝日は教員

を出張させられないこと、などの理由から、通常期の平日日中の勤務時間内に講座を設定し、加

えて大学では、夜間や週末の講座を希望参加の形態で設定することで、幅広い講座内容を提供し

てきた。学生については、平日日中のＣＳＴ講座の中には、授業時間や実験等の研究時間と重な

り、受講したくても受講できない場合が多くなってしまうが、2 年以上かかっても、在学期間中

に認定要件を満たすことは可能と判断した。 

 しかしながら、平成 26 年度の養成講座においては、埼玉大学で実施した平日日中の養成講座の

受講者数は、想定を大きく下回り、受講者がいなくて開催を中止する講座も複数発生した。多忙

な学校環境において、現職教員にとって、半日あるいは 1 日学校を離れて、研修出張することが

一層困難な状況となっている。この状況が、今後改善する見込みが立たないことから、平成 27

年度は、埼玉大学がこれまで平日日中に実施してきた養成講座については、可能なものは、夏期

休業期間中に集中開催することで、受講者増を図ることとした。 

 さいたま市教育委員会、および埼玉県教育委員会の養成講座については、受講生は平日日中に

出張により受講が可能となっているため、平成 27 年度も今年度と同様の講座を実施する予定であ

る。 

 



 

②拠点の構築とその活用 

 本事業ではＣＳＴとなる予定の教員が所属する小中学校を拠点として整備し、その学校におい

て、地域の小中学校教員を対象とした理科授業研究会や実験・実技等の研修会を定期的に開催す

ることで、ＣＳＴ教員の活用と、地域の理科教育の改善を図ってきた。前述の通り、今年度だけ

で、延べ約 2500 人の教員が研修会に参加している。拠点校は、さいたま市の 14 校と、さいたま

市以外の 12 校（東部、南部、西部、北部教育事務所管内各 3 校）と、広域に存在し、県内全域か

ら、小中学校教員が理科の研修会に参加したり、拠点校のＣＳＴ教員と情報交換したりすること

が容易となっている。支援最終年度の平成２７年度も引き続き拠点校の増設に取り組む予定であ

り、県内各地域の理科教育の充実に実質的な効果を与えると期待できる。しかし今後、教員が異

動し、拠点校にＣＳＴやＣＳＴマスターがいなくなった場合に、その位置づけや機能をどうする

のかが課題となっている。平成２８年度以降に新たな予算措置ができないことも困難な要因であ

る。平成２７年度中の検討が必要である。 

 

③中核的理科教員の養成 

 本事業によって、 ＣＳＴあるいはＣＳＴマスターとして認定された中核的理科教員が県内各地

に存在する状況が進展しつつある。ＣＳＴマスターは、40 歳代以上の経験豊かですでに指導者と

して定評のある現職教員を養成・認定し、新たなＣＳＴを養成する指導者層として活躍していた

だく立場である。ＣＳＴもいずれはＣＳＴマスターとして新たなＣＳＴの養成に寄与することで、

持続可能な中核的理科教員の養成システムが構築されつつある。このシステムの構築が本事業の

最も重要な目標であり、それに向けて今年度も確実な進展を実現できたことが重要な成果である。 

 一方、大きな課題は、学生ＣＳＴの養成である。本事業ではこれまで現職教員のＣＳＴ認定と

同じ要件を学生にも適用してきた。中核的理科教員としての資質・能力は、教員免許を取得する

教員養成の水準とは明らかに異なるものであるべきであり、理想的には、教員免許を取得後、学

校において一定期間の教職経験をした上で、大学院に入学した学生であれば、まさに中核的理科

教員として相応しい学修となる。学部学生にとっては、この要求に応えるのは不可能であるが、

養成講座の中には、領域Ⅰ（最先端の自然科学に関する知識・理解）や領域Ⅱ（理科好きを増や

す魅力的な観察実験法）、領域Ⅴ（科学コミュニケーション）など、受講自体は困難といえないも

のも多くある。しかし、課題レポートの作成において、学校の理科教育への還元や具体的な授業

案の提案を問われる場合、学部学生にとっては困難な課題となる。そのため、受講しても課題レ

ポートが作成できず、受講途中で諦めるケースが多い。平成２６年度も、修了要件に達した学部

学生は 0 名となった。諦める誘因として、理科の教員志望の学部学生は、2 年次まではカリキュ

ラム上空き時間が無く、3 年次から 4 年次にかけては、教員採用試験に合格するためのセミナー

等に空き時間を当てるのが一般的であり、大量退職期の教員採用が過去と比較して広き門の現状

では、ＣＳＴ講座を修了することが教員になるための魅力的な要因とはなりにくいという事情も

考えられる。また、ＣＳＴ講座を修了していることが、教職に就いた後にどのような付加価値を

もたらすかについて明確な見通しがもちにくいことも、強い受講動機につながらない原因と考え

られる。学部学生向けの受講説明会（ガイダンス）を毎年複数回、教育学部と理学部において開

催しているが、参加した学生の中で実際にＣＳＴ講座を受講する学生はわずかである。 

 そこで、平成２６年度は、前述したように、教員免許を取得済みの大学院生を対象に、ＣＳＴ

修了者を増やすための変更を行うこととした。それを適用することで、初めて 3 名の大学院生が



 

修了できた。内 1 名は理数系学生であるが、すでに今春から県の高校教員としての採用される予

定である。残りの 2 名は来年度も大学院在学中であるが、いずれも中学校を希望している。将来

ＣＳＴとなるに相応しい学生のＣＳＴ養成について、特に小学校段階に関して、修了者増につな

がる改善に取り組む必要がある。 

 

④成果の普及 

 2 月 18 日には、関係者 65 名が参加して、本事業成果発表会を開催した。記念講演、パネル討

論に続いて、ＣＳＴ受講生 24 名（現職教員 19 名、学生 5 名）が今年度の活動内容や自身の研究

内容をポスター発表しました。他の参加者は、興味を持ったさまざまなポスターの内容について、

直接、発表者に質問したり説明を受けたり助言したりして、互いに有意義な研修を行うことがで

きた。このようにして、県内各地から参加した理科教育関係者がポスターを介して交流を深める

ことができた。 

 こうした状況は、埼玉県内の理科教育関係者の地域の壁を越えた横のつながり（ネットワーク）

と世代を超えた縦のつながり、及び、大学と教育現場という研究と実践とのつながりを強化する

もので、本事業の意義は大きい。今後も、本事業が継続することで、県内理科教育関係者のネッ

トワークが充実する。そして、埼玉県内では、歴史ある「埼玉県理科教育研究会」が小中学校の

理科教育を推進する多様な活動を組織的に展開しており、ＣＳＴの認定者の多くが、今後、埼玉

県理科教育研究会で活動するにつれて、人的ネットワークはさらに拡大する。本事業は、こうし

た理科教育支援の人的ネットワークを確立することを目指しており、その意味で、適切な方向に

発展しつつあるといえる。 

 

６．評価 

 小中学校教員を取り巻く多忙な環境で、理科に特化した教員研修の機会は、ＣＳＴ事業の存在

によって確実に増加している。ＣＳＴ拠点校についても、県内各地に構築・整備されてきた。今

後こうした変化に伴う効果が現れることが期待されるが、本事業では、平成２７年４月に実施さ

れた全国学力学習状況調査－理科の調査結果を、平成２４年度の調査結果と比較することによっ

て、影響要因の一つとしての本事業の効果を間接的に議論することが可能になると考えている。

平成２６年度においては、以下に述べる受講者アンケートの結果を本事業の評価情報として示す。 

 平成２６年度の本事業の受講生とＣＳＴ認定者は計９１名であるが、平成２７年２月に無記名、

回答任意での受講者アンケートを実施した。有効回答者は２９名（学生１名、現職教員２８名）

であり、そのうち、現職教員（さいたま市教員で認定前のＣＳＴ、ＣＳＴマスター１４名、埼玉

県教員で認定前のＣＳＴ、ＣＳＴマスターと長研生６名）および埼玉大学の学生２名の計２２名、

ＣＳＴ認定者は、さいたま市教員で認定後のＣＳＴマスター４名と埼玉県教員で認定後のＣＳＴ

およびＣＳＴマスター３名の計７名である。 

 

 アンケートでは、平成２６年度に参加した講座をふり返り、プログラムの良さについて５件法

による量的評価を求めた他は、自由記述式で６つの質問を設定した。以下、それぞれの結果につ

いて記載する。 

 

 



 

① プログラムの良さについての量的評価 

 
 

有効回答者２７名中２５名（９３％）が、「大変良い」１４名、「まあまあ良い」１１名と肯定

的に回答しており、「ふつう」１名、「あまり良くない」１名と否定的な回答者は少なかった。概

ね良いプログラムとして評価されたことがわかる。平成２５年度と比較して、「大変良い」の回答

者の割合がやや増加した。次年度に向けて、さらに「大変良い」の割合が高まるように、プログ

ラムの改善を図りたい。 

 

（参考） 

 
 

②受講して良かったと思う講座名とその理由 

・さいたま市学習状況調査小学校理科部会･･･児童の実態をふまえ、今後の指導の重点について

考えることができた。また、児童の実態を詳しく知るための問題づくりを通して、指導内容

を見つめ直すこともできた。 

・科学プレゼンテーション研修・・・鉄道博物館での研修でタブレットを使っての研修がよか

った。／教員としての研修では、やらないようなアプローチからの取り組みであったから(ど

ちらかというと民間の新人研修のようであった) ／今後必要不可欠となる ICT の活用を含め

て、体験し、学ぶことができたから。 

・授業研究会･･･他の学校の先生方と情報交換ができた。／自分の研究授業ということで、大変

勉強になった。／研究授業の参観は、具体的な児童の姿を見ることができ、大変参考になり



 

ます。特に、見沼小で行われた研究会は、露木先生の授業を見られたことが有意義でした。

／平成 25 年度に実施された、清水先生の講座、セイタカアワダチソウの葉のつき方の調査方

法や音の実験(ダンシングスネーク作り)がとても楽しく、日頃の授業の中で、教科書本位にな

らず、教師が工夫して授業を創造していくことの大切さを学ぶことができました。／大朝先

生の宇宙についての講座がとてもわかりやすく、宇宙・天体に対する興味を更に持つことが

できました。／埼大附属中で行われた授業研究会を参観し、とてもいい刺激になりました。

／新開小で開催された福山先生の授業研究会に参加させていただきました。同じ 6 年の担任

として学ばせていただいたことが多くありました。導入の工夫や問題解決の進め方はもちろ

んその後の協議で多くの先生方から指導のヒントをいただきました。／いろいろな先生方の

様々な授業を参観することができ大変勉強になりました。また、自分でも授業をしてみて、

授業後にたくさんの先生方からアドバイスをもらうことができました。／すぐに実践にいか

せるような指導法を学ぶことができた。 

・中核的理科教員拠点校による研究発表会(見沼小)･･･お二方のアイデアが大変おもしろく、す

ぐにでも取り入れたいと思ったから。また、同じ単元の同じ時間をみるということが初めて

で、とてもよかった。／露木先生の授業を見られたことが有意義でした。／キラリ授業は、

小中学校の授業の進み方だけでなく、大学の先生方からの提案項目もあり、今後の理科教育

についてよく考える機会となった。／特に、キラリ授業大公開では図と題材を異なったアプ

ローチでの検討が行われ、とても有意義でした。今後もこのような方法を望みます。 

・「中核的理科教員拠点校」理科教育研修会･･･実践的な授業の工夫がとても勉強になった。／

９月に行われた発表会に参加させてもらい、「にぼしの解剖」などを行わせてもらいました。 

・CST 授業研究(第 1～4 回) ･･･先生方の実践やその意図やねらいについて協議することで深く

学ぶことができたから。／小倉先生により理論などを教えていただき、自分の実践について

も教えていただいた。 

・CST 実践理科指導法･･･役に立った。／(第 1 回)清水先生のお話が大変勉強になった。教材等

も教えていただき、よかった。 

・事業成果発表会･･･CST 事業の全体像がわずかながらわかった。／市や県、埼玉大学の取り組

みを具体的に提示され、事業の全体像や講座の様子を把握することができました。／事業全

体の活動が理解できよかったです。特に他市町村の実践は次年度の本市 CST 要請拠点校にお

ける教育活動に取り入れてまいります。／埼玉県・さいたま市共に、どのような取り組みを

しているかわかった。パネル発表では、各 CST の教員(学生)による具体的な実践内容が紹介さ

れており、すぐにでも取り組める手立てが有難かった。／1 年間の取組をまとめ、振り返る

ことができた。／ポスター発表は、様々な取組を見させていただき、目からうろこでした。

大変参考になりました。／様々なポスターを見ることができた。 

・江南支所での研修(樹木を活用した学習のための研修会) ･･･実物にふれられたため。 

・江南支所での研修(身近な環境と動植物を学ぶ研修会) ･･･実物にふれられたため。 

・科学者の芽育成プログラム･･･興味・関心の強い小中学生と大学の知識・技術がダイレクトに

つながるよい取り組みだと感じた。 

・小学校初任者研修･･･初任者指導という立場から、先生方に対する課題で、自分自身にフィー

ドバックできるよい機会となった。 

・CST 鉄人理科教師･･･実際に活用できる教材紹介がすばらしかった。 



 

・CST 観察実験講座･･･学生時代(大学)に学んだことであっても改めて教員という立場で受講す

ることで視点が変えられた。 

・先端研究施設訪問研修･･･個人ではなかなか行くことができない研究施設は得るものも大きか

った。 

・農業生物資源研究所訪問･･･最先端の研究施設を見学する機会をもて、勉強になった。また、

教科書でも扱っている遺伝子の組みかえなどの実験ほ場を見学できよい体験ができた。 

・荒川河川敷周辺の生態系と昆虫観察･･･日頃、フィールドワークを行っての研修をする機会が

なく、今回の内容は現地での研修があり役立った。インベントリー調査の方法や意義など生

徒の指導にも生かせると感じた。 

 ・小学校教育研究協議会･･･授業展開の工夫・努力に触れる事ができた。 

・三崎での宿泊研修･･･時間をたくさんつかって研修ができた。 

・身近な環境と動植物を学ぶ研修会･･･専門的な施設や豊かな環境を生かした体験ができた。 

・教師力パワーアップ講座･･･現職の先生方の取組や工夫を知ることができ、明日からの授業に

直接生かすことができた。／すぐに実践にいかせるような指導法を学ぶことができた。 

・ロボティクス教育の可能性･･･レゴを用いたロボットの作成・プログラミング等、大変興味深

く参加することができました。 

・物理学実験(ふりこ)･･･子どもに指導することで、教師自身が知っておくべき内容をしっかり

身に付けることができた。 

・理科研究委員会･･･役立った。／すぐに実践にいかせるような指導法を学ぶことができた。 

・JAXA の方の講演会･･･役立った。 

・観察実験講座(化学 I・物理 I)･･･実験を通して、教材研究を行うことができた。 

・さいたま市教育環境資料作成･･･大変勉強になりました。 

・タブレット活用等･･･ICT を活用したもの等は、機器の各校の充実を図る上で重要だと思う。 

 

 以上のように、さまざまな講座が、受講者から受講して良かったと評価されている。「良かった」

理由を参考にするなどして、次年度にさらに講座の質の向上を図ることが課題である。 

 

③受講して改善した方がよいと思った授業名とその理由 

・実技研修会・・・初めから決まっていた内容でしたが、水素を使っての爆発実験教材は小学

校にとっては活用しづらいという意見が多かった。／実技研修の教材（水素爆発）は、小学

校の先生にとっては取り入れにくいものであったので、小中共通の導入可能な教材の紹介が

よいと感じた。 

・科学者の芽講座・・・平成 25 年度に科学者の芽育成プログラムにいくつか参加しました。

小中学生の子どもたちも多く参加していましたが、少し内容が専門的すぎるのではないかな

と思う講座もいくつかありました。 

・内容・・・学校現場、日頃の授業に直接役に立つ講座がもっと多いと教員の参加者が増える

と思います。 

・開催日・・・平日の開催だと、埼大以外の参加者が難しいのではないか。CST 最終年度の発

表会では、他大学のように土曜開催にしないと埼玉県の取組を全国に知ってもらうのが難し

い(→土曜だと情報交換会も行いやすい) 



 

 講座数は少ないが、内容の水準が高い講座については、受講者の理解が難しく、学校の授業で

の活用が難しいという意見が見られた。そうした講座では、受講者の理解度を高めるための工夫

や、授業での活用を促すためのアドバイスなどを盛り込むことが次年度に向けての課題である。 

 

④受講して自分自身にとって良かったこと 

・センター等の研修指導者として自身の実践の発表ができた。 

・CST として実践した内容を福井や大阪等で発表できたこと。また、全国の CST の先生方と交

流を図ることができたこと。→実際、鹿児島県の CST の先生と資料をお互いにやり取りする

ことができました。 

・教育に生かせる機関・施設が多くあることを知った。 

・理科教育に熱心に取り組まれている先生方の実践や考え方を学べた。 

・教師としてのひきだしを増やせることだと思います。最新の科学に関する知識は大変勉強に

なります。また、多くの先生方の実践を知ることができ、日々の指導に取り入れて生かせる

ことも大変良かったと思います。 

・受講することを通して、授業の進め方などについて学ぶことができた。 

・他の学校の先生とかかわる機会が増え、いろいろと情報交換することができた。 

・研究授業に参加し、様々な取組を知ることができたこと。 

・先端技術に触れ、自分自身の見聞をひろげることができたこと。 

・大学の講義を 10 年ぶりに受け、学生時代に分からなかったことをたくさん吸収できた。 

・生物のみにかたよっていたが、宇宙科学館の講座に参加し、天文への知識を深めたいと思う

ようになった。 

・多くの先生方と意見を交流する場があり、情報収集ができたこと。 

・大学で正しい知識を習得し、授業をする際に注意しながら指導を進めることができたこと。 

・教材研究をすることができ、授業にいかせたこと。 

・理科を学ぶ機会が増えたこと。特に他の先生の実践を見ることができることがよい。 

・ポスターの作り方が非常に参考になった。 

・最先端の内容を知り得たこと。 

・様々な CST マスター、CST 候補者の方々の取り組みや授業を参観させて頂き、理科教育の充

実に対する意欲を高めることができた。他校の取り組みを職場で広めることができ、特に若

手教員育成に寄与することができ、自分自身のスキルアップにもつなげられた。 

 本講座が、受講者個人にとって、さまざまな意義や効果をもたらしたことがわかる 

 

⑤プログラム全体を通して改善してほしいこと 

講座の開設時間 

・平日の講座に参加することはできないので、土日の講座数を増やしてほしい。 

・開催時間(家庭の事情で、土日の参加が限定されるので、平日の 16:00～20:00 の設定が増え

ると参加しやすいです。) 

・さいたま市の研修が、土日が多いため参加できないことも多かった。 

・担任をしていると、大学で実施されている講座を取りにくいのが現状でした。午後 18:00 以

降のものも育児中はとりにくい。さいたま市では独自のプログラムを作ってくださったので、



 

単位をとることができました。 

プログラム 

・どのプログラムも工夫されたものでした。 

・領域によっては、大学でないと取れない単位があり、授業で自習にしなくてはいけないこと。 

・領域をバランスよくとることができない。月毎にバランスよく領域を分けていただけるとあ

りがたいです。（学校事情等で参加できない月があり、いざとるというときにうまくできなか

ったため） 

レポートと評価 

・評価が大変遅い時、ドキドキしました。また点数をつけていただいたのですが、レポートに

コメントまでつけてくださる先生と、点数だけの先生もいて、なぜその点数なのか、今後の

課題のために、説明していただきたかった。 

・レポートがとても難しい内容のものがあり、作成に時間がかかりすぎてしまうものがあった。 

・レポートにかなりの時間を要する講座があり、提出できないこともあった。 

ホームページ 

・ホームページをより見やすく、使いやすいものにして欲しい。 

・ホームページの検索方法として、「領域別」、「期間別」、「開催地別」など増やしていた

だけるとありがたい。 

・4～5月の時点で、認定時間を明示してほしい。 

・受講予定→I～Ｖのカテゴリー別ですが、日程順だと探しやすかったです。 

・カレンダー→レポート〆切のみでなく参加講座も示していただけると便利でした。 

・お知らせ→変更は一目でわかるように小さくし、クリックすると詳細が出るようにすると便

利です。 

運営 

・大学・委員会(県・市)・所属校とのスムーズな連携体制 

H27 以降の活動について 

・CST の活用方法について、教育委員会がより積極的に御配慮くだされば幸いです。(活用して

ほしくても…なかなかその場がない…という気がしてしまっています。) 

 

⑥CST、 CST マスターとなってからサポートしてほしいこと（平成 26 年度認定予定者も回答して

ください) 

・具体的に何をしていけばよいのか、示してほしい。 

・CST になってからも学ぶ機会があるといいと思います。 

・学校現場にいるため、講座に出にくい(学校を空けにくい)。 

・予算で物品を購入させていただけたらうれしいです。 

・他の CST の先生の授業を見せていただきたいです。 

・研究費をサポートして欲しいです。実験道具を自費でそろえるのはキビシイです… 

・他県 CST が行っている活動について教えてほしいです。行う研修の参考にしたいです。 

・研修を計画した際、その周知と時間の確保に協力していただきたいです。 

・個人で地域の理科教育を活性化するためのアクションには限界があるので、いろいろなアイ

デアやサポートをお願いできるとありがたいです。 



 

・情報交流の場を作ってほしい。 

・資料の提供や他の CST や CST マスターの取り組みなども情報としてほしい。取り組みの際の

指導や助言もひき続き受けられるようにしてほしい。 

・地域の中核としての活動を行うのであれば、人的な補充がほしい。 

 

H27 以降の活動について 

・CST のネットワークづくり…県内 CST 認定者を一覧にし、県小中学校長会等で配布し、より

認知されるようにすること。→市を超(越)えた CST の活用もいいと思っています。(現在、市

外での活用はありません。) 

・教育実践に対する金銭的なサポート 

・指導者や講演者の派遣依頼の受付 

・なかなか参加できないのが残念なのですが、今後もぜひ大学で開催される研修の機会をお知

らせいただければと思います。 

・今後も研究会等を開催していただきたい。(実践的な研修会がありがたい) 

・より専門性を求められると思うので、必要に応じて研修会等のサポートをしていただけると

ありがたいです。 

・CST としてメリットを感じられるようにしてほしい。 

・情報交換の場を作って頂けると良いと思います。 

・CST や CST マスターの方々が活躍でき、その活動を若手やベテラン教員が見合って理科教育

が充実できる環境を整えてください。 

 

⑦その他、ご意見・ご感想・ご要望など 

・細めに連絡をしていただき、大変助かった。 

・JST からのサポートがなくなっても、CST 事業を続けて欲しいです。興味ある「大学での講義」

に参加できるようにしておいてほしいです。 

・CST 事業プログラムに参加させていただき得るものが大変多かったです。この経験を職場や

地域の理科教育に生かしていけるよう努力していきたいと思います。 

・興味のある CST 講座がいろいろありできれば参加したいものばかりですが、教員という立場

のため、なかなか出張できないのが現状です。事務局からは毎月予定の講座について送付し

ていただきながら申し訳ない気持ちがしています。CST マスターとしては力不足ですが、自

分なりに精一杯がんばっていきたいと思います。 

・授業を自習にしてまで、大学などの講座には参加できない。何か手だてがあり、生徒に影響

がでないようにしてもらいたい。(土曜、日曜も同じ) 

・学校職員の出張に関わる情報発信は早めに頂けるとありがたいです。 

・プログラム全体を通して改善してほしいことに記入したこと「CST の活用方法について、教

育委員会がより積極的に御配慮くだされば幸いです。(活用してほしくても…なかなかその場

がない…という気がしてしまっています。)」と関連しますが、CST がより活動しやすくなる

ように環境づくりをお願いします。まだ県内で CST について認知されておりません。 

・受講者がさらに増え(予算の問題がありますが)全県に浸透していくと良いと思います。あり

がとうございました。 



 

・いつもお世話になっております。ありがとうございました。 

・CST 事業について、理科が専門の先生以外、名前すら知らない状況です。せっかくの事業な

ので、もっと大きくアピール・周知していくと良いと思います。 

・体験的なプログラムが多くなることを期待しています。 

・産休・育休明けで CST 事業に参加する機会を頂き、感謝しております。単位取得に向けては

至難でした。CST 事業事務局や市教委の方々から単位取得のための手立てを頂き、ありがと

うございました。容易に受けてしまったこと、多大なご迷惑をお掛けしていることを反省し

ています。今後もがんばります。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CST 養成プログラム実施報告 
 

 

 

 

  



 

 

 

  



講座「DNA 分子を切断してみよう（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 5 月 10 日（土）16:00~17:30 
場所：埼玉大学 理学部 3 号館 3 階 分子生物学科学生実験室 
講師：埼玉大学理工学研究科 助教授 藤木 友紀 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 

小学校教諭 1 名 
領域：Ⅳ CST 才能育成・科学研究指導法 
概要：大きな DNA 分子を酵素を使って切断し、長さや形状で DNA 分子を分けてみた。 
 

   



講座「サイエンスカフェ第 1 回（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 5 月 10 日（土）15:00~16:00 
場所：埼玉大学 総合研究棟 1 階ロビー 
講師：埼玉大学 教育学研究科理科教育講座 准教授 岡本 和明 
   埼玉大学 理工学研究科 教授 井上 直也 
   埼玉大学 理工学研究科 教授 田中 秀逸 
   埼玉大学 理工学研究科 助教授 藤木 友紀 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
        小学校教諭 1 名 
領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
概要：テーブルを囲んでお茶とお菓子を食べながら、先生や学生、大学院生と科学の様々

な科学の話題について議論した。 
 

   



講座「地球に住む君達へ −地球はどんな惑星？−（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 5 月 10 日（土）13:30~15:00 
場所：埼玉大学 総合研究棟 1 階シアター教室 
講師：埼玉大学 教育学研究科理科教育講座 准教授 岡本 和明 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
        小学校教諭 1 名 
領域：Ⅰ 最先端の自然科学 
概要：私達は地球人。でもどれくらい地球のことを知っているだろう。私達が生きている

惑星地球を概観しました。 
講座中に使用した映像の URL：http://www.jst.go.jp/csc/virtual/ 
 

   



堀 哲夫 山梨大学名誉教授 

「一枚ポートフォリオ評価 OPPA セミナー」実施報告 
 
日時：平成 26 年 5 月 15 日（火）17:00～18:30 
場所：埼玉大学教育学部 
受講者：8 名（教員 6 名，学生 2 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメ

ント実習 
概要：平成 26 年度 CST 事業開講式において， 
堀哲夫・山梨大学名誉教授に記念講演「授業力

向上を図る教育評価－OPPA の理論と実践－」

をしていただきました。開講式には，大学内外

の CST 事業関係者と受講生の現職教員と学生

で計 79 名が出席しました。 
堀先生は，本年 3 月に山梨大学をご退職され

るまで，長年，理科教育学研究の牽引役として，

多大な貢献をしてこられた方です。子どもの素

朴概念を理科授業に活かしていく様々な実践

的方略を紹介されるなど，子どもたちの概念変

容に関わる研究を推進してこられました。そし

て，学習論と評価論を統合した“OPPA”（One 
Page Portfolio Assessment「一枚ポートフォリ

オ評価」）を考案され，形成的評価手法として 
普及に努めてこられました。講演では，OPPA
が出てきた背景とその理論と実践の特徴を解説していただき，講演後には，より詳細な事項について，堀

先生に直接質問したり，意見交換するためのセミナーを実施しました。 
受講生の一人は，OPPA の利点を次のようにまとめました。 
１ 児童一人一人の思考の変化がわかる。 一枚に単元のすべてを収めることで，児童の思考の変容が

わかり，始めはどのように考え，その後どのように考えてきたのかがわかるようになる。始めに児童がも

っている考え（素朴概念）はブラックボックスになっていて，見えない。OPP シートによってそれを可

視化することができる。児童にとっては，自分自身の考えの変化を感じ取ることができ，また，教師にと

っては，児童の考えがわかることで，指導方法を変えたり，見直したりすることができる利点がある。 
２ 指導と評価の一体化ができる。 OPP シートを活用することで，児童が自己評価できる。児童が

始めに考えていたことに対して，自分自身で「始めは○○という風に考えていたけど，実験などを通して

考えが◇◇に変わったぞ。」というように自分自身を振り返り評価をすることができる。また，教師が自

分の発問や質問に対して児童がどう答えるかによって，指導方法を変えるなどの教師側の評価ができ，児

童の実態にあった指導ができる。 
３ 認知過程の内化，内省，外化ができ，自分の考えをしっかりともつことができる。 内化（外から

情報や知識などを取り入れること）内省（考えること）外化（外に出すこと）を OPP シートの中でする

ことで授業のタイトルを考えたり，一番大切なことを自分でまとめて書いたりすることで，自分の考えを

まとめ，そして，もつことができる。     （文責：小倉 康） 



講座「CST 授業研究（第一回～第四回）」実施報告 
日時と受講者： 
 第一回 平成 26 年 5 月 27 日（火）9:00～11:30 4 名（教員 4 名，学生 0 名） 
    第二回 平成 26 年 5 月 27 日（火）13:00～16:50 11 名（教員 4 名，学生 7 名） 
 第三回 平成 26 年 8 月 27 日（水）9:00～12:10 8 名（教員 8 名，学生 0 名） 
 第四回 平成 27 年 2 月 18 日（火） 9:00～12:10 7 名（教員 7 名，学生 0 名） 
場所： 第一，三，四回 埼玉大学教育学部講義室  第二回 埼玉大学教育学部附属中学校  
講師： 小倉 康（埼玉大学教育学部准教授） 
領域： Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
 
概要：本講座は，授業研究を通じた理科指導力向上研修会を

計画・実施する実践スキルを養うため，以下の４回で構成さ

れました。 
第一回 理科授業を観察し分析する視点 
第二回 理科の授業研究会 
第三回 理科の単元構想 
第四回 授業の分析と改善 

内容：第一回は，理科授業を観察し分析する視点について授業事例から検討するとともに，今日の理科

教育の実践的課題を整理した後，課題の克服に向けた授業の構想について協議しました。第二回は，教

育学部附属中学校を訪問し，研究授業および研究協議に参加しました。授業の特徴，工夫点，改善点に

ついて分析し，研究協議で得られた内容をまとめました。第二回と第三回との間に各自が授業を構想し，

学習指導案を作成しました。第三回では，構想した授業について，実践的課題の克服に向けた工夫点や

改善点を中心に協議しました。第三回と第四回との間に，授業を計画・実施し，その結果（あるいは過

去の実践）を踏まえて，レポートを作成しました。構成は，１．取り組む課題，２．課題分析，３．指

導の改善方策，４．指導案，５．結果と考察，６．結論とさらなる課題，としました。そして，第四回

では，実施した授業をふり返り，課題状況の改善につながる授業であったかの質的な評価とさらなる改

善の可能性について協議しました。最後に，今後 CST として，学校や地域の理科教育力を向上するため

に，どのように授業研究を推進するかをまとめました。 
 この講座では，理科授業を通じて育てる「生きる力」を科

学的リテラシーとして捉え，PISA 調査や全国学力学習状況

調査理科の結果などから，生徒が「理科の授業の内容が分か

らない」「理科の勉強は嫌いだ」「理科の勉強は大切でない」

「理科を勉強しても，私のふだんの生活や社会に出て役立た

ない」「将来の職業につながらない」のように意識している状

況を，今日の理科教育の実践的課題として捉え，課題の克服

につながる授業の工夫や改善を試みるというねらいがありま

した。『CST 指導案集』には，受講生が，こうした課題に対して，工夫や改善を重ねて構想し実践された

授業の指導案が掲載されています。今後，CST 拠点校の研究授業にとどまらず，一般小中学校の授業研

究で広く取り組まれ，実態の改善につながることが期待されます。 
         （文責：小倉 康） 



講座「樹木を活用した学習のための研修会」実施報告 
 
日時：平成 26 年 6 月 5 日（木）9:15～16:30 
場所：埼玉県立総合教育センター江南支所 
講師：田口剛、桜庭淳、春田朗紀（県立総合教育センター指導主事兼所員） 
   島田修（県立総合教育センター担当課長） 
受講者：４名（教員４名） 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
概要： 身近にある樹木を観察や実験の教材として活用するための研修である。環境に関心を持つ児童

生徒を育てるために樹木を教材として生かす方法の習得を目指した。さらに、樹木の生育と関係

の深い土壌についても観察を行い、土の性質や土壌動物についても理解できる研修を行った。 
内容： はじめに樹木の分類方法を研修した。具体的には、様々な樹木の枝葉を用いて冬季の葉の有無

による分類（常緑樹と落葉樹）、形態による分類（針葉樹と広葉樹）をした後にマツのような針状

の針葉樹と、ヒノキのような鱗片状の針葉樹の違いを説明した。広葉樹については、葉縁の違い

（全縁や鋸歯の入り方）による分類方法の講義、観察をした。さらに葉のつき方（対生、互生、

輪生など）や単葉と複葉を見分けるポイントを明らかにした。また、匂いや触感など五感を使っ

た観察方法も説明した。これらの見分けるポイントとキーワードを理解し、インターネットを利

用して画像検索を行い、樹木名を調べる方法の紹介をした。 
また、数種類の樹木の輪切りを用意し年輪の有無や樹木による年輪の幅の違いから樹木の肥大

成長の違いや生育環境の違いの観察をし、植生の分布について説明をした。 
さらに特徴や特性、用途などから、植物名の由来を説明し身近にある樹木の理解を深めた。 
次に、葉の大きさの計測を方眼紙に写して測る方法と、プラニメータ（面積計測器）を使って

測る方法で行い測定差を確認し丁寧に計測することで正確なデータが得られることを確認した。 
挿し木による無性繁殖の研修では、アジサイを例に実習を行った。生物の増え方には有性繁殖

と無性繁殖があることを説明し、植物細胞では全能性が容易に発現することから、無性繁殖（栄

養繁殖）によるクローンの生産が行えることを確認した。 
土壌の観察では、土のｐH や硬さの測定方法、栽培に適した土の条件、人工土壌の特性などを

講義と実験で研修した後、良い土を作るために必要な土壌動物の観察をした。 
最後に、埼玉県農林部の森林技術・林業支援担当者から樹木を活用した教育活動の実践例を紹

介していただいた。 
レポートは、樹木を活用した学習の指導計画の作成を課題とした。受講者からは、学校種や学

年に応じて工夫された指導計画が提出された。 
 
 

 
 
 

 
（文責：田口 剛） 



講座「水とわたしたちのくらし（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 6 月 7 日（土）13:30~15:00 
場所：埼玉大学 全学講義棟 1 号館 4 階 化学実験室 
講師：埼玉大学理工学研究科 准教授 藤原 隆司 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
        小学校教諭 1 名 
領域：Ⅳ CST 才能育成・科学研究指導法 
概要：水は私たち人間を含めた生物が生きていく上でなくてはならないものです。人間が

利用するため、また、よりよい環境を保つため、汚くなった水をきれいにするのには、道

具や生き物を使ったいろいろな方法があります。このような水をきれいにする方法や、水

がきれいになったかどうか調べる方法について，水の性質に関する実験を通じて体験しま

した。 
 

   



講座『教師力パワーアップ講座「小学校理科における観察・実験の充実」』 
実施報告 

 
日時：平成 26 年 6 月 19 日（木）19:00～20:20 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：田中 浩二（さいたま市立見沼小学校 教諭） 
   紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員 3 名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：「教師力パワーアップ講座」とは、平日の夜間に実施している教員や教職を目指す学

生が受講したい講座に自由に参加できる自主参加型の講座である。教科等の授業の在

り方や進め方について、仲間と集い、実践的に学び、互いに指導力を高め合うことを

研修の目的としている。本講座の目的は、小学校理科における観察・実験の充実を図

ることである。（21 名参加） 
担当指導主事とともに、ＣＳＴ候補者が研修会における指導だけでなく、研修会に

向けた準備を含めて担当した。 
 
内容：１ 理科室経営 
     ・実験器具等の整理について 
     ・誰もが分かる諸表示について 
     ・サイエンスコーナーについて 
 
   ２ 小学校５年「流れる水のはたらき」の教材研究 
     ・単元について 
     ・導入の工夫について 
     ・実験方法の工夫について 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
 

（文責 紺野 雅弘） 



講座「科学的概念の形成を促す理科の授業づくり」実施報告 
 
日時：平成 26 年 6 月 24 日（火）9:00～12:10             
場所：埼玉大学教育学部Ａ棟 213 室 
講師：清水 誠（埼玉大学教育学部教授） 
受講者：9 名（教員 5 名，大学院生 4 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習） 
概要：学習内容の改善・充実と言語力の育成・活用の重視を改訂の柱とする理科の学習指導要領による

教育が各学校では実施されている。本講座では、学習指導要領が求める科学的概念の形成を促す理科

の授業づくりについて、学習科学等の知見を踏まえた最新の教授・学習論から検討した。 

内容： 
１．見えにくい現象を可視化することを通しての概念形成 

現象を可視化することが学習者の概念形成に与える影響と外

的資源のもつ顕在性や操作可能性が問題解決に有効に働くこと

を内容とし、「音の学習」、「葉の付き方の学習」、「台風の動きの

学習」を事例に講義･実習を行った。音の学習では、体験を通し

て音を児童・生徒に実感させる教材と

して、糸電話、音のでるコップづくり、

ダンシングスネークづくりを行った。葉の付き方の実習では、模型の葉に番

号をつけることが葉の配列に気付かせる学習方法として有効であることを

示した。台風の動きの実習では、日本列島が書かれたクリアシートを気象衛

星画像に重ね、台風の目と考えられるところに赤マジックで丸い印をつけた

ものを気象衛星画像ごとに作成し、このクリアシートを重ねることで

台風の動きや速さが可視化できることを実習した。 
２．概念変容を目指した教授・学習モデルの検討 
  学習者の概念形成を考慮した学習論の一つである構成主義学習論

に触れながら、認知的葛藤場面を学習に導入した科学概念の形成を図

るモデルとして，Hashweh や Tsai の概念変容モデルを学習した。 
３．協調的な学習場面に外化を促すことが概念形成に与える効果 

いくつかの授業事例をもとに、討論することが概念形成に有効であ

ること。互いに自身の認知プロセスを外化し、相互のプロセスを比較吟味させることが概念形成を促

すことを学んだ。協調的な学習が認知的効果をもたらす理由は、アイディアの明確化、葛藤、協同に

よる説明構築であることを実習を通して学んだ。 
受講生の感想には，「目に見えにくい事象はモデルを用いて、実体験が困難なものは身近な素材を用い

た教材を利用することにより概念形成の手立てにつなげていく効果的な教材や授業展開を考えていきた

い。」や「認知的葛藤を起こさせ自ら学びたいという主体的な学びへと導くことや学びの外化、現象を可

視化することによる科学的概念の形成という手立てを今後の授業に活かしていく所存です。」と述べられ

ていました。                                （文責：清水 誠） 



講座「物理量の扱い方」実施報告 
 
日時：平成 26 年 6 月 24 日（火）13:00～16:45 
場所：埼玉大学教育学部 B312 物理学第一実験室 
講師：大向 隆三（埼玉大学教育学部准教授） 
受講者：６名（教員６名，学生０名） 
領域：Ⅱ ＣＳＴ実験観察 
 
概要：物理における実験では、「量」を測ることが極めて重要です。測定の結果得られた値が同じか異な

るか、異なる場合にその差はどのような意味を持つのかは、実験ごとに慎重に検討しなければなりませ

ん。単に数値を眺めるのではなく、自分の行った実験の精度や得られた値の分布について考えることは

物理実験技能を究めるための必須の能力です。本講座では、このような物理実験で得られた測定値につ

いての見方を学ぶと同時に、実際に自分で行った実験結果を講義で学んだ方法を用いて分析・検討する

トレーニングも行いました。 
 
内容：はじめに、物理実験における誤差に関して講義を行いました。誤差とは何か、算術平均の原理、

誤差の種類分け、偶然誤差の統計的な処理方法などについて、数式を示しながら解説しました。 少し難

しい数式の羅列に参加された多くの先生は戸惑っておられた様子でしたが、本質的な理解を優先させる

ためにあえて講義で取り上げ紹介しました。受講者は普段の小中学校における授業において測定値の平

均値を求める作業を児童や生徒に指示しているものの、その物理的理由についてはあまり考えたことが

ない様子でしたが、本講義での解説によって明瞭に理解できたのではと考えます。 
 次に小学校理科で行われる振り子の周期測定を例に実験を行いました。ストップウォッチを用いて 10
周期の値を 10 回測定し、振れ幅を 5 度から 90 度まで変化させて測定しました。実験データをもとに平

均値（最確値）、平均二乗誤差、器械的誤差の値を求め、周期の値を決定する作業に取り組んでもらいま

した。これらの実験結果を改めて検討し、振り子の振れ幅と周期の関係について物理的な考察を加える

ことができました。引き続きサイクロイド振り子の試

作と周期測定実験も実施し、今まで学んだ内容の確認

を行うと同時に、サイクロイド曲線上を運動する物体

の物理的性質も学ぶことができました。 
 受講者の中には数値の扱い方について慣れていな

い方もいましたが、共同実験者と協力し合いながら実

験を遂行できました。電卓の画面に表示された通りの

数字をただ漫然と書き取るのではなく、その背後に隠

れた科学的な意味を問うことこそが見えない自然を

観る重要なツールであることを受講者の皆さんは認

識できたはずです。（文責：大向隆三） 
 



講座「日本科学未来館見学（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 

日時：平成 26 年 6 月 28 日（土）10:00～15:00 
場所：東京都江東区青海２－４１「日本科学未来館」 
講師：埼玉大学 名誉教授 永澤明 

       埼玉大学 大学院理工学研究科生体制御学コース教授 田中秀逸 

受講者：7 名（教員 6 名、学生 1 名） 
領域：Ⅰ 最先端の自然科学 
概要： 
内容：4~5 人ずつのグループを作り,グループごとに以下の「未来へのミッション」の中か

ら 1 つを選び,フロア展示を調べて後日各自がレポートにまとめて提出した。 
ミッション A: 宇宙ステーションで 10年暮らすために 

ミッション B: 物質の移動術。夢のワープ技術は現実になるか？ 
ミッション C:光合成を科学する。 
 

 

 
 

 
 
 

（文責：山口容子） 



講座『教師力パワーアップ講座「小学校理科における観察・実験の充実」』 
実施報告 

 
日時：平成 26 年 7 月 8 日（火）19:00～20:20 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：福山  南（さいたま市立新開小学校 教諭） 
   紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員 1 名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：「教師力パワーアップ講座」とは、平日の夜間に実施している教員や教職を目指す学

生が受講したい講座に自由に参加できる自主参加型の講座である。教科等の授業の在

り方や進め方について、仲間と集い、実践的に学び、互いに指導力を高め合うことを

研修の目的としている。本講座の目的は、小学校理科における観察・実験の充実を図

ることである。（4 名参加） 
担当指導主事とともに、ＣＳＴ候補者が研修会における指導だけでなく、研修会に

向けた準備を含めて担当した。 
 
内容：１ 顕微鏡を用いた花粉と気孔の観察 
     ・顕微鏡に使い方 
     ・花粉の観察 
     ・気孔の観察 
 
   ２ アカネズミの精巣と卵巣について 
 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
 

（文責 紺野 雅弘） 



講座「さいたま市学習状況調査小学校理科部会」実施報告 
 

日時：第１回 平成 26 年 7 月 8 日（火）15:30～16:30 
   第２回 平成 26 年 7 月 30 日（水）14:00～16:30 
   第３回 平成 26 年 8 月 20 日（水） 9:00～12:00 
   第４回 平成 26 年 9 月 24 日（水）15:30～16:30 
   第５回 平成 26 年 10 月 31 日（水）15:30～16:30 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：髙後  仁（さいたま市立宮原小学校 校長） 

細井 博幸（さいたま市立教育研究所 指導主事） 
 
受講者：教員６名 
 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
 
概要：本市独自に児童の学習状況（小学校理科）について調査した結果を分析し、市内の

各小学校が教育課程の編成及び個に応じた指導の充実を図る際に参考とする報告書を

作成する。 
 
内容：①調査結果の分析 
    ・調査結果の概要と分析結果をまとめた。 
    ・経年で比較をして、継続してみられる課題について分析した。 
    ・領域別に調査結果及び分析を踏まえた指導のポイントをまとめた。 
 
   ②調査報告書の作成 
 
   ③調査結果及び分析の報告 

・「学習状況調査等の結果に基づく、指導方法工夫・改善研修会」において、小学

校理科の調査結果及び分析、領域別の調査結果及び分析を踏まえた指導のポイ

ントについて報告した。 
 
    レポート課題は、作成した冊子をもって兼ねるとして終了しました。 

 
（文責 紺野 雅弘） 



 講座「小学校理科指導力向上研修会」実践報告 
 
日時：平成 26 年 7 月 10 日（木） 9:15～16:30 
 
場所：埼玉県立総合教育センター 化学室 生物・地学室 物理室 
 
講師：小野塚 雄彦（草加市立花栗南小学校 教諭） 
   土屋 広（所沢市立若松小学校 教諭） 
   柿沼 宏充（羽生市立須影小学校 教諭） 
   鈴木 香織（県立総合教育センター 指導主事） 
 
受講者：教員１名 
     
領域：Ⅱ ＣＳＴ観察実験 
 
概要：教職経験１０年未満の各学校で理科教育を推進している小学校教員５０名を対象に、基礎的な知 
   識や技能を活用できる観察実験の指導の仕方や思考力・表現力を高める授業づくりに関する研修 
   を実施する。ベテラン教師の指導方法を学ぶとともに地域あるいは県内の理科教育の推進者とし 
   ての資質の向上を図る。 
 
内容： 
〈演習〉「知識構成型ジグソー法による協調学習」 
  県教育委員会が東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構（ＣｏＲＥＦ）と連携して、「協調 
 学習」という学習方法による授業の在り方を研究・実践してきたことを紹介し、実際に資料を使って、 
 知識構成型ジグソー法を体験し、指導方法を学んだ。 
 
〈実習〉Ａ～Ｃの３つのグループに分かれて、「化学・物理分野」、「生物・地学分野」、「外部組織との連 
   携」をテーマとした観察・実験を行った。 
 ①「化学・物理分野」 
  ６年生の単元「電気とその利用」や「ものの溶け方」、４年生の単元「もののあたたまり方」を中心 
 に観察実験を行い、指導方法なども紹介した。アイスボールやサーモインクなど、ふだん使ったこと 
 のない教材なども紹介し、教員の興味を引いていた。また、ジグソー法の指導方法等も取り入れな 
 がら、実験を行った。 
 
 ②「生物・地学分野」 
  顕微鏡の使い方や観察方法を説明し、水中の小さな生き物やツユクサの気孔の観察を行った。また、 
 着色液を使ってセロリやアスパラガス、ブロッコリーなどの道管の観察を行った。また、観察する上 
 での指導上のポイントなども説明し、スケッチの仕方についても指導した。月のモデルなどの教材も

紹介した。 
 



 ③「外部組織との連携」 
  木の葉化石園から化石を取り寄せ、実際に化石を発掘する作業を体験した。また、所沢市内の小学

校と「井の頭自然文化園」との連携した取組などを紹介し、標本作りを体験した。ＪＡＸＡとの連携

の仕方や県立総合教育センターのダジックアースなども説明し、学校教育に有効な活用法を紹介して

いた。 
 
 この研修を通じて、「明日からの授業で使える教材を紹介してもらい、すぐ実践してみたい。」、「外部

の組織と連携して、様々な教材を扱って授業を行いたい。」、「ジグソー法を取り入れてみたい。」等の感

想が多く記載されており、指導力向上につながった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   （文責：鈴木 香織） 



講座「さいたま市学習状況調査中学校理科部会」実施報告 
 

日時：第１回 平成 26 年 7 月 15 日（火）15:30～16:30 
   第２回 平成 26 年 8 月 8 日（金） 9:00～12:00 
   第３回 平成 26 年 8 月 8 日（金）13:00～16:30 
   第４回 平成 26 年 8 月 19 日（火） 9:00～12:00 
   第５回 平成 26 年 10 月 3 日（金）15:30～16:30 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：冨田 英雄（さいたま市立田島中学校 校長） 

紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員３名 
 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
 
概要：本市独自に児童の学習状況（中学校理科）について調査した結果を分析し、市内の

各小学校が教育課程の編成及び個に応じた指導の充実を図る際に参考とする報告書を

作成する。 
 
内容：①調査結果の分析 
    ・調査結果の概要と分析結果をまとめた。 
    ・経年で比較をして、継続してみられる課題について分析した。 
    ・領域別に調査結果及び分析を踏まえた指導のポイントをまとめた。 
 
   ②調査報告書の作成 
 
   ③調査結果及び分析の報告 

・「学習状況調査等の結果に基づく、指導方法工夫・改善研修会」において、中学

校理科の調査結果及び分析、領域別の調査結果及び分析を踏まえた指導のポイ

ントについて報告した。 
 
    レポート課題は、作成した冊子をもって兼ねるとして終了しました。 

 
（文責 紺野 雅弘） 



         H２６ 講座「小学校初任者指導研修」実践報告 
 
日時：【第１日】平成 26 年 7 月 15 日（火） 13:00～17:00 
    【第２日】平成 26 年 9 月 25 日（木） 13:00～17:00 
   【第３日】平成 26 年 10 月 24 日（金）・28 日（火）9:00～17:00 
          平成 26 年 10 月 31 日（金）・11 月 11 日（火） 9:00～17:00 
       （４日間のうち１日以上参加） 
 
場所：埼玉県立総合教育センター  
 
指導者：小中学校教員（１０年以上の経験者）２４名 
    県立総合教育センター指導主事 ４名 
 
受講者：教員６名 
 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
 
概要：小学校初任者研修の指導者のアシスタントとして、研修で使用する教材やテキスト 
   を作成し、初任者研修の企画・運営を行う。また、研修の準備、片付け、実習中の 
   補助など研修がスムーズに進行するよう支援する。 
内容 
【第１日】（7 月 15 日） 
 テキスト作成、教材準備 
 研修で使用するテキストの作成を行った。小学校でおさえてほしい観察・実験器具の使

い方や理科授業での安全指導など基本的な内容にした。 
 [テキストの内容] 
 〈化学分野〉 
 ・理科授業での安全指導・アルコールランプの使い方・試験管の扱い方  
 ・薬品の安全な取り扱い方・サーモインクを使った実験・問題解決的な学習の進め方 
 〈物理分野〉 
 ・簡易検流計の使い方 ・電源装置の使い方 ・電池の直列つなぎと並列つなぎ 
 ・回路図の書き方 ・手回し発電機の使い方  ・コンデンサーの使い方 
 〈生物分野〉 
 ・顕微鏡の使い方 ・双眼実体顕微鏡の使い方 ・ルーペ、虫めがねの使い方  
 ・気体検知管の使い方  
 



【第２日】（9 月 25 日） 
 指導者との打ち合わせ 
 小学校初任者研修で指導する指導者の方と実習内容について打ち合わせを行った。CST
の先生方が作成したテキストをもとに観察・実験を行いながら、内容について検討し修正

した。 
【第３日】４日間のうち１日以上参加 
（10 月 24 日 165 名・10 月 28 日 176 名・10 月 31 日 180 名・11 月 11 日 196 名） 
 小学校初任者指導研修 
  初任者を A～Ｅの５つのグループに分け、それぞれ１時間ずつ講義・実習を行った。 
 [講義内容] 
  問題解決的な学習を中心に、理科の基本的な授業の進め方について講義した。また、 
 実感を伴った理解を図るために、音の実験を行った。 
 [実習内容] 
 〈化学分野〉 

・マッチの擦り方をていねいに説明したあと、アルコールランプに火をつける操作を行

う。 
・試験管に沸騰石と水を入れ、アルコールランプで加熱する。 
・塩酸を１０倍にうすめる。 
・試験管を試験管ブラシで洗う。 
・サーモインクを使って熱の移動の様子を観察する。 
・問題解決的な学習の進め方について説明する。 

 〈物理分野〉 
・ソケットなしで豆電球を光るよう回路をつなぐ。 
・直列回路をつくる。 
・並列回路をつくる。 
・簡易検流計で電流の値をはかる。 
・電源装置とつないで電流の大きさをはかる。 
・回路図をつくる。 
・手回し発電機を使った実験を行う。 
・コンデンサーの使い方を調べる。 

 〈生物分野〉 
・顕微鏡で微生物（ミドリムシ）と花粉を観察する。 
・ジャガイモにヨウ素液をたらし、デンプン粒を観察する。 
・双眼実体顕微鏡でセンダングサや火山灰を観察する。 
・ルーペ、虫めがねで植物を観察する。 
・気体検知管を使って、酸素と二酸化炭素の濃度をはかる。 



 研修を受ける小学校初任者の中には、理科を苦手とする教員も多く、中学校以来実験・

観察を行っていない、あるいは理科の授業をもっていないなど、理科を教えることに不安

をもっている者もいる。そのような中で、今回の悉皆研修は、ＣＳＴ受講者の方たちを中

心とした企画運営により、きめ細やかな指導ができた。作成したテキストの内容も、実際

の理科の授業ですぐ使える実習内容が多く記載されていた。また、理科の指導法について

も、問題解決的な授業の流れを中心に説明しており、初任者にとっては大変わかりやすく、

役に立つ研修を展開することができた。 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             （文責：鈴木 香織） 



 

 

講座「理科の授業力を高める実験・実技研修会」実施報告 
 

日 時：平成 26 年 7 月 28 日（月）9:15～16:30 
場 所：埼玉県立総合教育センター 化学室、生物・地学室、物理室 

講 師：田村重治（幸手市立東中学校 教諭）、門倉正人（美里町立美里中学校 主幹教諭） 

山田正則（県立総合教育センター指導主事兼主任専門員） 

受講者：２９名（CST受講者 教員３名） 

領 域：Ⅱ CST観察実験 

 

概 要：物質・エネルギー分野の実習と生命・地球分野の実習を行い、実験の技術を身につける。 

また、興味・関心を高める実験の工夫について協議を行い、実験の大切さの理解を深める。 

内容  

 ①実験「物質の状態変化」 

   エタノールとドライアイスを使用した寒剤を作成し、日常生活では得られない低温状態を作り 

出す。その寒剤の中に水、ブタンガス、水銀などを入れ、それぞれの物質の沸点、融点の違い 

から状態変化の様子を観察する。 

 ②実験「気体発生装置の作成」 

   気体発生装置を購入すると高いものであるが、ペットボトル、水切りネット、ストロー、ガラ 

ス管、両面テープ、結束バンドなどを安全で安い装置を作ることができる。 

 ③講義「課題を踏まえた美里中学校の実践」 

   小学校、中学校の学習内容の繋がりを踏まえた上で、課題を明確にし、具体的な実践を通じて 

課題解決に取り組んだ現状についての講義をした。 

 ④実験「柔毛の仕組みをタオルを使って理解する」 

   タオルを小さく切り分け、長さを比較するなどして柔毛が表面積を広げる仕組みを理解する。 

 ⑤実験「メダカの卵の観察」 

   メダカの卵を観察して卵が育っていく様子を観察する。オス・メスの区別の仕方なども学ぶ。 

 ⑥実験「波の伝わり方のモデルを作成する」 

   ゴムに綿棒を木工用ボンドでつけていきモデルを作る。この用具で波の簡易は伝わり方を理解 

する。 

 ⑦協議「興味・関心を高める実験の工夫」 

   自分で実践している工夫や課題についてお互いに話をして、課題を解決するための方策につい 

てグループ協議を行った。その後、グループで出た意見を発表し全体で共有をした。 

 

 

 

  

 

 

                     

参加者の感想では、「物資の状態変化では液体窒素を使わなくても低温状態が作れることに驚い

た」「柔毛の実験では、コンピュータや模型で学習していたが、児童が体験を通して学べるのがよ

い」などがあった。新たな実験を学び、協議では他の先生の工夫を聞くことができるなど研修会は

好評であった。 

（文責：山田正則） 



講座「科学プレゼンテーション研修」実施報告 
 

日時：平成 26 年 7 月 30 日（水）9:30～16:30 
場所：さいたま市 鉄道博物館 
講師：示野 浩生、甲山 貴之、髙井 潤、島田 利博 

（埼玉県立総合教育センター指導主事） 
受講者：７名（教員６名） 
領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
概要：埼玉県立総合教育センターの連携先である鉄道博物館を会場として実施する講座で

ある。受講生が鉄道博物館内の展示物等について調べ、その展示物等についてプレゼ

ンテーションを行う活動をとおして、科学的なおもしろさを発見する視点、プレゼン

テーション能力及びＩＣＴ活用能力等の育成を図ることをねらいとしている。 
内容：開会行事に引き続いて、講義「研修のねらいとタブレット型端末の操作演習」を行

う。その後、プレゼンテーション実施のために館内見学と取材を行う。午後は、２回

のプレゼンテーション（「展示物前で実施」、「会議室でタブレット型端末を活用して実

施」）を行う。プレゼンテーション実施後は、受講生同士で相互評価を行い、評価表を

交換する。さらに、研修後は、「科学プレゼンテーション研修を受講して学んだこと」

について、レポートを作成する。 
   なお、小・中学校学習指導要領解説では、自然の事物・現象についての理解のため

「生活の中で役立てられている」、「日常生活や社会とのかかわり」等、実社会・実生

活との関連を重視するよう求められている。そこで、今年度は、「科学的なおもしろさ

を発見する視点」を特に重視して研修を進めることとした。 
成果：プレゼンテーションでは、理科教育との関連で、次のような関連付けが見られた。 
   （１）摩擦抵抗と車輪、線路との関係 
   （２）状態変化（水、水蒸気、湯気）と蒸気機関車の関係 
   （３）電気と安全システムの関係 等 
   受講生は、「誰に、何を伝えるのかを意識したプレゼンテーションが重要」、「小学校

理科で学習する水、水蒸気、湯気と蒸気機関車を関連付けることができた」、「ＩＣＴ

の活用としてタブレット型端末を操作できて有意義だった」等の感想を述べていた。 
 
  
 
 
  
 
          

   （文責 示野 浩生） 



講座「ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙの科学～未来のﾕｰｻﾞｰｲﾝﾀｰﾌｪｰｽを考える～（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 7 月 31 日（木）13:00～14:15 
場 所： 埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科情報システム工学コース准教授 小室孝 
受講者： CST 受講生出席数：1 名 
             小学校教諭：1 名 
領 域： Ⅰ最先端の自然科学 
概  要： タッチパネルは駅の券売機や銀行の ATM など、身の回りの様々なところで使わ

れている。最近では、携帯電話やゲーム機にもタッチパネルが搭載されるようになった。

タッチパネルは、人間が機械を操作するための入力装置の一つで、誰でも簡単に操作でき

ることが特長だ。本講義では、色々な方式のタッチパネルの動作原理について解説した。

さらに、未来のタッチパネルとして、柔らかいタッチパネル、様々な触感がするタッチパ

ネル、触らないタッチパネル（？）などを紹介し、人間とコンピュータをつなぐインター

フェースのあり方について考えた。 
 

   



講座「高分子をつくろう、高分子を知ろう（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 7 月 31 日（木）16:00～17:30 
場 所： 埼玉大学 全額講義棟 1 号館 4 階 化学実験室 
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科応用化学コース教授 廣瀬卓司 
受講者： CST 受講生出席数：1 名 
             小学校教諭：1 名 
領 域： Ⅰ最先端の自然科学 
概  要： プラスチックコップや弁当箱などの食品容器に用いられるポリスチレンを合成し、

製品と比較し、さらに分解することで、高分子の構造や大きさ、性質について勉強した。 
 

   



講座「グラフ理論入門 〜ひとふでがきの原理〜（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 8 月 1 日（金）11:00～12:15 
場 所： 埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
講 師： 神奈川大学 小林雅人 
受講者： CST 受講生出席数：1 名 
              小学校教諭：1 名 
領 域： Ⅰ最先端の自然科学 
概  要： グラフの基本的な定義から始めた。握手原理、奇点定理、等次数定理などのグ

ラフの面白い性質を鑑賞したあと、オイラーウォークというアイディアを用いて、グラフ

がひとふでがきができるため必要十分条件の詳細を学んだ。聴講者には実際にひとふでが

きに挑戦してもらった。 
 

   



講座「サイエンスカフェ第 2 回（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 8 月 1 日（金）14:45~15:45 
場所：埼玉大学 理工学研究科棟 2 階 第一会議室 
講師：埼玉大学 教育学研究科理科教育講座 准教授 足立明人 
   埼玉大学 理工学研究科 教授 井上 直也 
   埼玉大学 理工学研究科 名誉教授 永澤 明 
受講者：CST 受講生出席数：2 名 
        小学校教諭 1 名  
        中学校教諭 1 名 
領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
概要： テーブルを囲んでお茶とお菓子を食べながら、先生や学生、大学院生と科学の様々

な科学の話題について議論した。 
 

   



講座「はるかなる第二の地球（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 

日時：平成 26 年 8 月 1 日（金）16:00～17:15 
場所：埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
講師：埼玉大学 教育学研究科理科教育講座 准教授 大朝由美子 

受講者：4 名（教員 4 名） 
領域：Ⅰ 最先端の自然科学 
概要： 
内容：太陽は、地球を含め 8 個の惑星を従えています。同じように、宇宙にある他の恒星

も、惑星、いわゆる「太陽系外惑星」をもつことが、近年わかってきました。私たちのグ

ループでは系外惑星の観測を様々な方法で行っています。この系外惑星探査について紹介

しました。 
 

 
 
 

 
 

（文責：山口容子） 



講座「星空観望会第 1 回（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 8 月 1 日（金）19:00～20:00 
場 所： 埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
     埼玉大学 教育学部 H 棟 8 階 天体観測室 
講 師： 埼玉大学 大学院教育学研究科 准教授 大朝由美子 
受講者：CST 受講生出席数：2 名 
      小学校教諭：2 名 
領 域： Ⅰ最先端の自然科学 
概  要： 星の観測を行った。 
 

   



講座「体の中の時計について知ろう（「科学者の芽」講座）」(講義・観察)実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 8 月 1 日（金）13:00～14:30 
場 所： 埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 足立明人 
受講者：CST 受講生出席数：3 名 
     小学校教諭：2 名 
         中学校教諭：1 名 
領 域： Ⅰ最先端の自然科学 
概  要： 私たち生物は体の中に時計(体内時計)を持っています。体内時計の特徴を理解し

て、時計（!?）を観察しました。 
 

   



実地研修「国立科学博物館「教員のための博物館の日 2014」への参加」実施報告 
 
日時：平成 26 年 8 月 1 日（金）10:00～16:00，および 
   同 2 日（土）10:00～16:00（いずれか 1 日に参加） 
場所：国立科学博物館（東京・上野公園） 
講師：国立科学博物館プログラム講師 
受講者：3 名（教員 3 名） 
領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
 
概要：小学校，中学校ともに，学習指導要領において，理科

では，博物館や科学学習センターなどと積極的に連携，協力

を図ることが求められています。そこで，国立科学博物館にご

協力頂き，「教員のための博物館の日」の教員向け研修プログラムに参加し，指定の講座の中から 1 講座

以上受講するとともに，常設展示を見学しました。 
内容：「教員のための博物館の日」は，学校の教員に博物館

に親しんでもらうとともに博物館の活用方を知ってもらう

ために全国で 10 以上の博物館で実施されているイベント

です。 
 小学校理科の学習指導要領においては，博物館や科学学

習センターなどと、連携、協力を図りながら、それらを積極的

に活用するよう配慮することが求められています。そこで，

CST 受講生は，「かはくスクールプログラムの紹介」「学習用

貸出教材の紹介」「ウニの採卵と受精」「先生のための見どこ

ろガイド」「望遠鏡活用講座」などから自分で講座を選択し受

講しました。 
「ウニの採卵と受精講座」に参加した受講生は，「本物にふ

れてみて初めて知ることで受ける感動や見落としてた身近な

中から知識を得ることで見つかる感動を子ども達の中にどう

作ってあげられるかが，科学が好きな子を育てることにつな

がると思いました」と述べた。「望遠鏡活用講座」に参加した

受講生は，「多くの学校で理科準備室に眠っている望遠鏡の活用のために，望遠鏡の種類とその構造につ

いて教えていただき，「私の学校にもある古い望遠鏡を一度使ってみたいな」と感じたと述べた。 
博物館で受けた講座を活用するにあたっての課題としては，ある受講生は，「施設の職員の方に授業を

丸投げするのではなく，学校側が主体となって施設を上手にできることが望ましい。そのために，学校側

と施設側の連携を密にするための体制を整えること」が大切だと述べた。また，「学習用貸出教材の紹介」

講座に参加した別の受講生は，「物理的な課題として国立科学博物館と本校が遠いということがあげられ

る。近くであれば，実際に訪れたり，貸し出しもしたりと活用することが容易であるが，実際問題として

クラス全員を引率していくことに多くの課題がある。可能であれば貸し出しを活用してみたり，博物館に

足を運んで体験学習をしてみたりできればよいと思った」と述べ，自分で校内の科学的な展示物の作成と

展示に取り組む様子を報告した。        （文責：小倉 康） 

教員のための博物館の日 特別講座例 

学校への貸出教材の例 

ウニの採卵と受精講座 



講座「蛍の光で酵素の働きをみてみよう（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 8 月 2 日（土）9:00～15:30 
場 所： 埼玉大学 総合研究棟 3 階 セミナー室 8 他 
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 川合真紀 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
      小学校教諭：1 名 
領域：Ⅳ CST 才能育成・科学研究指導法 
概要：私たちの体を作る細胞の中では、酵素が様々な化学反応をつかさどっています。酵

素はタンパク質からできています。酵素が働く様子を蛍の光を利用して調べました。 
 

   



講座「私たちのくらしを支える触媒とその働き（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 8 月 2 日（土）9:00～15:30 
場 所： 埼玉大学 全学講義棟 1 号館 4 階 化学実験室 他 
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科 助教授 長島佐代子 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
      中学校教諭：1 名 
領域：Ⅳ CST 才能育成・科学研究指導法 
概要：日常生活において目にすることはほとんどありませんが、「触媒」は私たちのくらし

を支える縁の下の力持ちです。そんな「触媒」のはたらきについて調べてみました。 
 

   



講座「身近な環境と動植物を学ぶ研修会」実施報告 
 

日時：平成 26 年 8 月 4 日（月）9:15～16:30 
場所：埼玉県立総合教育センター江南支所 
講師：櫻庭淳、田口剛、金井健治（県立総合教育センター指導主事兼所員） 
   島田修（県立総合教育センター担当課長） 
受講者：５名（教員５名） 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
概要： 児童生徒の興味関心を高め学力の向上を目指すために、江南支所の豊かな自然と 
   バイオテクノロジーの施設を活用した観察や実習を通して、教員の理科等の指導力 
   向上を図る。さらに、身近な環境や生き物を教材として活用できる能力を高める。 
内容 
①講義・実習「食虫植物の無菌培養」 
  植物培養に関する知識や無菌操作の手順についての講義を行った。その後、クリーン 
 ベンチ内で食虫植物（ハエトリソウ）の継代培養を行うことを通して、無菌操作の技術 
 を身につける研修を行った。 
②実習「水中生物の培地作成と培養、顕微鏡観察」 
  緑藻類（ﾐﾄﾞﾘﾑｼ、ﾐｶﾂﾞｷﾓ、ﾂﾂﾞﾐﾓ、ｲｶﾀﾞﾓ）、ゾウリムシ、ミジンコなどの培地作成を行 
 い、培養法について説明した後に、実際に顕微鏡観察を行った。各学校でも観察できる 
 よう、作成した培地に観察した水中生物を入れて持ち帰ってもらった。 
③講義「水環境と生物」 
  国内の水辺の環境や水生生物について、ＥＳＤの視点を踏まえながら講義を行い、理 
 解の深長を図った。また、パックテストの使用方法や数値の見方、危険な動植物とその 
 対処法についても説明した。 
④実習「パックテストによる簡易水質検査」、「水生生物の生態観察」 
  支所内のビオトープ周辺の水について、パックテスト等を用いて水質調査の研修を行 
 った。また、水生生物については、植物のヨシによる水の浄化作用と植生を、動物はヌ 
 マガエルによる温暖化の考察、アメンボ類の棲み分けについて研修を行った。 

（文責 櫻庭 淳） 



講座「基礎から学ぶ小学校理科研修会」実施報告 
 
日時：平成 26 年 8 月 4 日（月）9:00～12:00 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：岩崎 雄二郎（さいたま市立大谷口小学校 教諭） 
   田中 浩二（さいたま市立見沼小学校 教諭） 
   紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員２名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：小学校理科の観察、実験の工夫や授業づくりの工夫について学び、二学期からの指

導に活かすことを目的とした教員対象の希望研修であり、ＣＳＴ候補者が研修会にお

ける指導だけでなく、研修会に向けた準備を含めて担当した。（55 名参加） 
 
内容：１ 小学校４年 単元名「水のすがたとゆくえ」 
     ・単元について 
     ・導入の工夫について 
     ・疑問の把握について 
     ・学習問題の設定について 
     ・事故防止と安全指導について 
 
   ２ 小学校５年 単元名「物のとけ方」 
     ・単元について 
     ・導入の事象提示について 
     ・話合いを取り入れた活動について 
     ・観察方法の工夫について 
     ・事故防止と安全指導について 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
（文責 紺野 雅弘） 



講座『初任者研修教科等研修「小学校理科①②」』実施報告 
 
日時：① 平成 26 年 8 月 6 日（水）8:45～16:30 
   ② 平成 26 年 8 月 7 日（木）8:45～16:30 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：①新保 佳奈美（さいたま市立高砂小学校 教諭） 

紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
   ②安藤 紘子（さいたま市立針ヶ谷小学校 教諭） 
    紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員２名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：顕微鏡、ガスバーナーなどの基本的な実験器具の使い方や実験器具の使い方の指導

方法及び安全指導のポイントを知ることを目的とした、小学校教員を対象とした初任

者研修の一つの講座である。（130 名参加） 
担当指導主事とともに、ＣＳＴ候補者が研修会における指導だけでなく、研修会に

向けた準備を含めて担当した。 
 
内容：講義「小学校理科指導の在り方」 
   実習１「ガスバーナー、アルコールランプ等の加熱器具の指導」 
      「事故防止と安全指導について」 
   実習２「気体検知管、上皿天秤、顕微鏡の指導」 
      「事故防止と安全指導について」 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
 

（文責 紺野 雅弘） 



実地研修「農業生物資源研究所（最先端研究施設）訪問」実施報告 
 
日時：平成 26 年 8 月 19 日（火）10:00～15:00 
場所：独立行政法人 農業生物資源研究所（つくば市） 
受講者：19 名（教員 7 名，学生 10 名）他引率 2 名 
領域：Ⅰ 最先端の自然科学 
 
概要：農業分野のバイオテクノロジー研究の中核機関である

生物研を訪問し，遺伝子組換え，遺伝資源の隔離ほ場を含め

た見学，講義を受け，遺伝子組換え作物などのリスクコミュ

ニケーション，遺伝資源・ジーンバンク，遺伝子組換え作物

研究，カイコを利用した研究などについて理解を深めた。 
内容：はじめに，ギャラリーにて，生物研の歴史とこれまで

の研究成果の概要について，広報室職員の小林様から解説し

ていただきました。次に，研究者の西川様に遺伝資源に関す

る講義をしていただいた後で，ジーンバンクを案内していた

だき施設を見学しました。そして，昼食後，遺伝子組換え推

進室の笹川様に試験ほ場を案内，解説していただき，続いて，

遺伝子組換え作物，食品，カイコ等の研究や安全性やその理

解増進（科学コミュニケーション）の取り組みに関する講義

をしていただきました。 
参加者の感想をいくつか紹介します。「20 世紀に失われた

遺伝形質は 75％と聞いたときは衝撃を受けた。」「人類によっ

て遺伝資源が失われていくことをできる限り食い止めるた

め，あるいは自然には存在することが難しくなってしまった

遺伝資源を残していくため，ジーンバンクはとても意義のあ

る取り組みだと思う。」「｢遺伝子組換え｣はあまり私の日常生

活と関わりがないと思っていました。しかし，牛や豚などの

飼料としてトウモロコシの遺伝子組み換えが使われている

など，日常に深く関わっていることを初めて知りました。」

「私が思っていた以上に，安全・安心に対する配慮がなされ

ていたし，なにより私たちがこれから生きていく上でメリッ

トの多い研究であることがわかった。」「私はこれまで，ぼん

やりとした印象で「遺伝子組替え」の科学技術を否定的に捉

えていた。しかし，これらの技術はこれからの未来に必ず役

に立つ技術であり，教師として子どもたちに正しい知識を伝

えていかなければならないものでもあると実感した。」 
 受講生の感想には，理科を教える教員が最先端科学を知る

ことは，子どもたちを教える上でさまざまな意義や有用性が

あるとの意見が数多く見られました。      （文責：小倉 康） 

様々な種が観察できる印象的な展示物 

遺伝子組換えトウモロコシについて 

試験ほ場を見学 

14 万以上の種が低温保存されている 



講座「平成 26 年度理科教育研究発表会（教員の部）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 8 月 20 日（火）9:10～16:30  
場所：公益財団法人 本庄早稲田国際リサーチパーク 
講師：清水 誠（埼玉大学教育学部教授） 
受講者：6 名（教員 5 名，大学院生 1 名） 
領域：Ⅳ ＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 
概要：埼玉県内の小中の教員による日頃実践してきた理科教育に関

する研究発表を聴き、発表後の参加者による議論や指導者の講評

をもとに、今後の指導にどのように生かしていきたいかレポートにまとめる。 
内容：さいたま県内の小・中学校の教員により 8 件の発表がなされた。以下が発表者と発表題目である。 
１．武藤 知啓（本庄市立藤田小学校）：「小山川・元小山川河川調査体験を通して」 
２．萩尾 卓之（熊谷市立籠原小学校）：「科学的思考力を育む指導法の研究」 
３．柿沼 宏充（羽生市立須影小学校）：「不十分な科学概念の再構成を促す教授学習モデルの適用」

４．岩崎 勇二郎（さいたま市立大谷口小学校）：「問題意識を高める導入の工夫」 
５．田村 圭史（加須市立豊野小学校）： 
「実感を伴った理解を図るための授業づくりの工夫－目的意識・相手意識をもった問題解決学習」 

６．野本 大介（春日部市立武里南小学校）：「予習学習を取り入れた指導法の研究」 
７．佐藤 真太郎（ふじみ野市立鶴ヶ丘小学校）：「災害時の状況をイメージする力の育成」 
８．中島幸男・栗原匠（所沢市立北野中学校、狭山市立柏原中学校）： 
 「基礎・基本の定着を支援する発展的な生徒実験の展開－浮力の学習を通して－」 
受講者から寄せられた意見をいくつか紹介すると次のようである。 

１．柿沼教諭の発表に対して；1 時間という短い時間の中では一見科学概念が定着したように感じてしま

う。しかし、単元学習後に本モデルを適用することで強固に存在する先行概念と授業で構築した概念

が自身の中に存在することに気づくことができ、生じた認知的葛藤から「はっきり解決したい」とい

う気持ちを持って主体的に概念の再構成を行えると感じた。中学校の実施例としては、水溶液の電気

伝導性とイオンとの関係が曖昧である生徒が多いため、単元終了後にモデルを適用させたい。また、

サポート事象の提示前に、どのようにすれば確かめられるかを生徒達で考える時間を設けてみたい。 
２．萩尾教諭の発表に対して；全学年を通して系統性を意識した指導が重要であると考える。研究資料

の中には「籠原小理科ノートの書き方」を３年生以上の児童全員に配付してノートづくりを行ってい

る様子も述べられていた。これを活用して，授業の流れもベースとなるものができれば学校としての

理科の学習スタイルが提案できるのではないかと考える。また，児童の記述したノートが例示されて

いたが，このような具体例を児童にも示すことで，児童の表現力の向上につながると考える。 
３．田村教諭の発表に対して；「ものづくり」「他学年との関連」というとても効果的な方法をつかっ

て実感を伴った理解へと迫っていたと感じる。特に魅力的な教材を提示することによって子どもの興

味・関心を高めるのに意味があったと感じる。教材の工夫は多くの実践があるが，本実践は下学年に

とっても課題意識が生まれやすい教材の開発であり自己の今後の指導に生かしていきたいと感じた。 
                                     （文責：清水 誠） 



講座「ＩＣＴ活用教材作成研修」実施報告 

 

日時：平成 26 年 8 月 22 日（金） 9:15～16:30 
場所：埼玉県立総合教育センター ６１１研修室 

講師：近清 武（マイクロミュージアムラボラトリーＣＥＯ） 

柿沼 宏充（羽生市立須影小学校教諭） 

鈴木 香織、甲山 貴之、示野 浩生、 島田 利博（県立総合教育センター指導主事） 

受講者：４名（小学校 ３名、中学校 １名） 

領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 

概要：教科指導における情報通信技術（ＩＣＴ）の活用は、学習内容を分かりやすく説明

したり、子どもたちの学習への興味関心を高めたりすることに資するものである。

ＩＣＴを活用した授業は、「教育の情報化ビジョン」に学力の３要素に対応した授業

像の例が示されているほか、多くの活用事例が報告されている。本講座は、ＩＣＴ

を活用した効果的な教材提示や大学で開発されたデジタルコンテンツの操作方法を

習得し、子どもたちの学びに有効な「ＩＣＴを活用した授業づくり」を計画する力

や指導力の向上を図る演習型のプログラムである。 

内容：本講座のねらいである「子どもたちの学びに有効な「ＩＣＴを活用した授業づくり」

を計画する力や指導力の向上」を図るために、以下の内容で実施した。 

①講義「理科指導実践事例研究及び学習指導案作成」 

理科教育の教科指導におけるＩＣＴ活用の考え方や活用場面、実践事例に用いら

れているデジタルコンテンツの教育的効果などの、『ＩＣＴを活用した授業づくり』

（学習指導案の作成）の留意点やポイントについて学んだ。 

②講義・演習「映像メディア活用による”学び”のデザイン」 

京都大学大学院理化学研究所が開発した４次元デジタル地球儀「Dagik Earth」を

用いて、映像メディアが及ぼす没入感や臨場感を体験的に学ぶとともに、映像メ

ディアの教育的効果について意見交換を行った。 

③協議「デジタルコンテンツを活用した理科教育の可能性」 

子どもたちの学びに有効なＩＣＴ活用の在り方、今後の理科教育に求められてい

るものについて意見を交わした。 

   

（文責 島田利博） 



講座「錯体の化学（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 9 月 6 日（土）16:00~17:30 
場所：埼玉大学 理学部 2 号館 2 階 第一会議室 
講師：埼玉大学 名誉教授 永澤明 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
        小学校教諭 1 名  
領域：Ⅰ 最先端の自然科学 
概要： 金属元素がほかの物質で囲まれてできている錯体（さくたい）は、天然にも、生物

の中でも、われわれの生活のいろいろなところで活躍しています。その面白い性質を紹介

しました。 
 

   



講座「紙で作る組木パズル（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 9 月 6 日（土）13:30~15:00 
場所：埼玉大学 理学部 2 号館 2 階 第一会議室 
講師：埼玉大学 名誉教授 岡部恒治 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
        小学校教諭 1 名  
領域：Ⅳ CST 才能育成・科学研究指導法 
概要： 小田原の木細工職人が作った組木パズルを紙で再現して遊びました。紙ですから、

木とは違う作り方もできるようになります。 
 

   



「CST 指導実践研究・発表（学会参加）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 9 月 15 日（月・祝）9:20～15:00 
場所：埼玉大学（日本科学教育学会全国大会との共催） 
受講者：13 名（教員 2 名，学生 11 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
 
概要：日本科学教育学会全国大会，科学技術振興機構と

の共催により，「小中学校教員研修 全国の CST（コア・

サイエンス・ティーチャー）から学ぼう」を実施し，計

93 名（小学校 29 名、中学校 23 名、その他・関係者 41
名）が参加した。 
埼玉県内の 4 名と県外 6 名の計 10 名の CST が講師を

務め，「CST として伝えたい実践」のテーマで 10 のワー

クショップを実施した後に，「理科を教える先生方をいか

にサポートするか」というテーマでシンポジウムを開催

した。ワークショップの内容は以下の通りである。 
①小学校理科の授業のための提案～興味関心を高め、

持続させるためには 垣内浩（福井県越前市立武生

東小学校） 
②不十分な科学概念の再構成を促す教授学習モデルの

開発 柿沼宏充（埼玉県羽生市立須影小学校） 
③遊び心のある教材の活用～５年生「もののとけ方」におけるカラー水溶液を使った学習を中心に 桑

岡佳朗（長崎県長崎市立飽浦小学校） 
④「理科が楽しい」「理科が好き」という仲間が増えるために CST としてできること～研究会や外部機

関との連携を意識して～ 高橋健一郎（神奈川県川崎市立西有馬小学校） 
⑤小学校理科授業におけるゲーミフィケーションの導入 向山典宏（東京都瑞穂町立瑞穂第四小学校） 
⑥小中９年間を見通した理科の指導について 朝尾保彦（鹿児島県鹿児島市立西陵中学校） 
⑦ニボシの解剖をしよう 井形哲志（埼玉県上尾市立大石中学校） 
⑧地域研修会の実践報告とその中の教材の紹介 谷津勇太（埼玉県八潮市立八潮中学校） 
⑨教材研究の楽しさを伝えるＣＳＴ活動 間所忠昌（滋賀県立琵琶湖博物館主任主事） 
⑩火成岩の色の違いを、カラーサンドを使って体験的に学習する教材 山下雅之（埼玉県深谷市立上柴

中学校） 
 受講生の感想からは，「CST 受講後のそれぞれの先生方の活動や取り組みを見ることができる大変

良い機会を与えてくださいました」「理科の授業方法や、教材の開発について、まだまだ新しいものを

考案することができる可能性があること。また、CST がそれらの案を収集したり、発信したりする場

になりそうなこと」など，ワークショップの有効性が見られるのと同時に，「自分自身が 2 年目に向け

てどのような立場で行っていくべきか、あらためて考えさせられました」「CST になったとして、ど

のように活躍していけばいいのか、どのようなことができるのか、その見通しが立たない点に不安を

感じた」など，困難さを実感した様子が見られた。    （文責：小倉 康） 

実践について教員間で活発な交流 



日 程 

8:30～ 受付(A 会場(総合研究棟 1 階ホール) 

9:20～9:50 開会式(C 会場(総合研究棟 11 番講義室) 

10:00～13:45 CST ワークショップ“CST として伝えたい実践”(C 会場、D 会場(総合研究棟 11, 12 番講義室)) 

14:00～15:00 シンポジウム“理科を教える先生方をいかにサポートするか”(C 会場(総合研究棟 11 番講義室)) 

 ファシリテーター 淺原雅浩（福井大学教育地域科学部、福井大学 CST 事務局） 

          永澤 明（埼玉大学科学教育連携シニアコーディネーター、埼玉大学 CST 事務局） 

 

小学校分科会 C 会場（総合研究棟 11 番講義室） 

10:00-10:30 小学校理科の授業のための提案～興味・関心を高め、持続させるためには 

 垣内 浩(福井県越前市立武生東小学校) 

【要約】以前、中学校で指導していたときに、「これは、小学校で習ったでしょ？」などと聞くと、「習

ってません」「覚えてません」という答えがよくあった。また、「理科を勉強しても将来役に立たない」「何

のために勉強するの」という質問をされることもあった。小学生の時には理科に対して非常に強い興味

を持っている子どもも、中学生になると興味が薄れてしまうことが多い。中学校で学習する範囲はほと

んど小学校で一度学習しているにもかかわらず、忘れてしまったり、内容が難しいと感じたりする事が

原因だと考えられる。そこで、小学校でより興味・関心を高め、中学校でも持続して学習できる橋渡し

になるような小学校理科の授業のための提案をしたい。 

 

10:30-11:00 不十分な科学概念の再構成を促す教授学習モデルの開発 

 柿沼宏充(埼玉県羽生市立須影小学校) 

【要約】本講座は平成 25 年度長期研修にて埼玉大学清水誠教授とともに開発した、児童が保有する不十

分な科学概念の再構成を促す教授学習モデルとその効果について解説する。開発した教授学習モデルは、

単元の学習のまとめ時に児童が保有する不十分な科学概念に対して矛盾した事象を示し、認知的葛藤を

生起させる。その後、サポート事象を提示し、話し合いをさせ、科学概念を構成・補強するといった方

法で進めるものである。もののあたたまり方の学習で検証した結果、教科書の指導計画に沿った授業よ

りも児童が保持する不十分な科学概念を科学概念へと再構成させる有効な方法であるという結果を示す

ことができた。 

 

11:00-11:30 遊び心のある教材の活用～５年生「もののとけ方」におけるカラー水溶液を使った学習を中心に～ 

 桑岡佳朗(長崎県長崎市立飽浦小学校) 

【要約】「理科は準備が大変で･･･。」そんな言葉をよく耳にします。確かに授業前に面倒な準備がある場

合もありますが、ちょっとした遊び心のある教材を準備することで、子どもたちも教師も、楽しく実験･

観察できないかなぁ。そんなことを考えながら、日々授業に取り組んでいるところです。ここでは、５

年生の「もののとけ方」の学習での実践例を中心に、これまでに実践したことをいくつか紹介したいと

思います。 

 

11:30-12:45 昼食 

 教材展示(A 会場 総合研究棟 1 階ホール) 

 



12:45-13:15 「理科が楽しい」「理科が好き」という仲間が増えるために CST としてできること～研究会や外部機関と

の連携を意識して～ 

 高橋健一郎(神奈川県川崎市立西有馬小学校) 

【要約】ＣＳＴとして活動する際に、いつも考えていることがあります。理科好きな教師が増えると、

理科好きな子どもが増えるということです。そのために、少しでも「理科が楽しい」「理科が好き」とい

う教師（仲間）を増やしていきたいと考えています。私が所属する川崎市小学校理科教育研究会と連携

して行ってきた研修の内容や、川崎市 宙と緑の科学館を活用した取り組みなどについて紹介させていた

だきます。また、神奈川県内のＣＳＴをサポートする「神奈川ＣＳＴ協会」の取り組みについても紹介

させていただきます。 

 

13:15-13:45 小学校理科授業におけるゲーミフィケーションの導入 

 向山典宏(東京都瑞穂町立瑞穂第四小学校) 

【要約】ゲーミフィケーションとは、要は「ゲームの要素をゲーム以外のものに使う」ことです。企業

では、従業員のモチベーションアップやスキルアップ、売上拡大やリピート率の向上などの目的で活用

されています。最近ではビジネスへの利用にとどまらず、教育活動の手段としても使われているとの話

を聞き、私は 5 年「メダカのたんじょう」の発展学習で実践しました。その内容や成果・課題について、

映像資料やロールプレイを交えながらお伝えします。 

 

中学校分科会 D 会場（総合研究棟 12 番講義室） 

10:00-10:30 小中 9 年間を見通した理科の指導について 

 朝尾保彦(鹿児島県鹿児島市立西陵中学校) 

【要約】小学校での学習をふまえて、中学校の学習があることを実際の教材を見ることで感じてもらう

とともに、鹿児島県立高校入試において小学校の学習内容も出題されていることから、理科において９

年間を見通した指導が大切であることを学ぶ機会としてもらいます。またワークショップの中では静電

気に関する簡単な実験にも挑戦してもらうことで、電気のことをより身近に感じてもらうコーナーも設

けます。 

 

10:30-11:00 ニボシの解剖をしよう 

 井形哲志(埼玉県上尾市立大石中学校) 

【要約】解剖体験は児童生徒の生命倫理の育成の観点からも、重要な事柄の１つです。人体の学習のま

とめとして、解剖を行っているところもあるかと思います。しかし、材料の入手が大変だったり、価格

が高かったり、使用する実験器具がそろっていなかったりと実践に向けたハードルは多いものです。 

 ニボシの解剖は、解剖を初めて経験する児童生徒でも容易に行うことができます。ニボシを水につけ

ておくだけで、一人一実験すぐに行うことができます。 

 この実践は以下から引用しています。 

http://www.geocities.jp/niboshi2005/index.html 

 



11:00-11:30 地域研修会の実践報告とその中の教材の紹介 

 谷津勇太(埼玉県八潮市立八潮中学校) 

【要約】平成 25 年度 4 月～平成 26 年度 8 月までに CST として主催した地域研修会の実践報告・取り

扱った教材紹介を交えながら、地域の理科教員が相互に研修を積める研修会の在り方を参加者のみなさ

んと協議・検討していくワークショップです。 

自分が参加したいと思う研修会はどんなものですか？ 

自分が研修会の講師だったらどんな題材を取り上げますか？ 

CST に限らず、各地域の先生方が研修会を主催・共催することで研修の輪が広がる小さなきっかけとな

れば幸いです。 

 

11:30-12:45 昼食 

 教材展示(A 会場 総合研究棟 1 階ホール) 

 

12:45-13:15 教材研究の楽しさを伝える CST 活動 

 間所忠昌(滋賀県立琵琶湖博物館主任主事) 

【要約】ＣＳＴ活動を計画する際には、誰でもすぐに実践できる内容を提案しようと心がけている。特

に、年１回行う公開授業（研究授業、授業研究）では、教材教具や発問設定などを少し工夫するだけで

魅力的な授業になることやより専門的な内容になることを伝えようとしている。今回はその実践例を紹

介したい。 

 

13:15-13:45 火成岩の色の違いを、カラーサンドを使って体験的に学習する教材 

 山下雅之(埼玉県深谷市立上柴中学校) 

【要約】火成岩の色の違いは、岩石の鉱物組成の中の有色鉱物と無色鉱物の割合によって決まっている。

生徒は火成岩の学習の前に、火山灰の観察によって色の違いが鉱物組成によるものだと学習している。

そのため、火成岩について教科書では岩石の表面の観察をするにとどまっていて、実験的に色の違いを

確かめることはしていない。火成岩の色について、実験を通して体験的に学習するために、風化実験に

よって深成岩を砕き、有色鉱物と無色鉱物の違いを調べた。また、白と黒のカラーサンドを使って火成

岩の色を再現し、生徒が体験的に学習する授業を行った。 

 
 



講座「体験教室」企画・運営研修実施報告 
 
日時：【第１日】平成 26 年 9 月 18 日（木）13:30～16:30 
   【第２日】平成 26 年 10 月 17 日（金）15:30～16:30 
   【第３日】平成 26 年 10 月 18 日（土） 9:00～16:00 
場所：埼玉県立総合教育センター ２２２研修室及び２３１研修室 
講師：菊野大（県立総合教育センター主任指導主事）、 

鈴木香織（同センター指導主事）、白石二三恵（同センター指導主事） 
受講者：３名（教員３名） 
領域：Ⅳ 科学の才能育成・科学研究指導法 
概要：県立総合教育センターでは、毎年地域貢献の一環として「一般公開」を開催している。一般公開

では、当センターと連携をしている外部機関等が体験ブースを出展したり、当センターの指導主事

が専門分野を生かし、ロケット製作やオリジナルリースづくり等の体験教室等を行ったりしている。

今回は、児童生徒の知的好奇心を喚起し、理科に対する興味関心を高めるための「体験教室」を企

画・運営する実践的な研修を通して、理科教育の推進者としての資質能力の向上を図ることを目的

とし、CST が「CST 講座：科“楽”の世界を体験しよう！」と題して、体験教室を出展した。 
内容 
【第１日】 
 本研修の趣旨説明、一般公開の概要説明の後、計画立案（講座名、講座概要、実施場所、必要物品一

覧作成）を行った。 
【第２日】 
  一般公開前日、体験教室開設に向けて準備を行った。 
【第３日】 
①魔法のコマ 
 参加者は、ベンハムのコマを活用したコマの型を切り、コマを回し楽しむことができた。 
②ペーパーブーメラン  
 ペーパーブーメランを作成後、的あてをし、出来栄えを試した。 
③巨大シャボン玉 
 シャボン玉液を作り、参加者に台上に立ってもらい、シャボン玉の中に入る体験を行った。 

       
        魔法のコマづくり            巨大シャボン玉体験 

（文責：白石二三恵） 



講座『教師力パワーアップ講座「小学校理科における観察・実験の充実」』 
実施報告 

 
日時：平成 26 年 9 月 24 日（水）19:00～20:20 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：久保 厚彦（さいたま市立美園小学校 教諭） 
   武久 麻美（さいたま市立美園小学校 教諭） 
   紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員 2 名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：「教師力パワーアップ講座」とは、平日の夜間に実施している教員や教職を目指す学

生が受講したい講座に自由に参加できる自主参加型の講座である。教科等の授業の在

り方や進め方について、仲間と集い、実践的に学び、互いに指導力を高め合うことを

研修の目的としている。本講座の目的は、小学校理科における観察・実験の充実を図

ることである。（8 名参加） 
担当指導主事とともに、ＣＳＴ候補者が研修会における指導だけでなく、研修会に

向けた準備を含めて担当した。 
 
内容：小学校４年「物の資質を調べよう ～物の体積と温度～」 
   ・空気のかさを調べる実験 
   ・水のかさを調べる実験 
   ・物のあたたまり方について 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
 

（文責 紺野 雅弘） 



ＣＳＴ実地研修（生物・野外実習）【宝蔵寺沼ムジナモ自生地とさいたま水族館の見学】 
実施報告 

 
日時：平成 26 年 9 月 24 日（水）10:30～15:10 
場所：羽生市宝蔵寺沼とさいたま水族館 
講師：金子康子、日比野拓（埼玉大学教育学部） 
受講者：5 名（大学院生 1 名） 
領域：II CST 観察実験 
 
概要： 

①宝蔵寺沼とムジナモについて 

 ムジナモは、モウセンゴケ科に属する食虫植物で、日本国内のみならず世界的にみても大変珍しい植

物です。昭和 41年に日本国内唯一の自生地となった埼玉県羽生市の宝蔵寺沼は、「宝蔵寺沼ムジナモ自

生地」として国の天然記念物に指定されました。昨年度まで、文化庁、羽生市教育委員会、埼玉大学、

ムジナモ保存会が協力して「宝蔵寺沼ムジナモ自生地天然記念物緊急調査」を行ってきました。国の天

然記念物として立ち入りが禁じられている宝蔵寺沼に、今回特別に許可を得て入ることができました。

緊急調査のオーガナイザーを務めた金子がガイドとなり、現在の宝蔵寺沼の様子やムジナモの生育状況

を観察することを目的としました。 

 

②さいたま水族館の見学について 

水族館は、展示スペースよりもバックヤードの方が広

く、そこでは展示前の水生生物の維持管理だけでなく、

貴重な水生生物の繁殖なども行っています。今回、さい

たま水族館の飼育課課長の矢辺さんにガイドをしてい

ただき、バックヤードの見学のみならず、普段飼育員た

ちはどんな仕事をしているのかを教えていただきまし

た。 

 

内容： 

宝蔵寺沼は天然記念物に指定されているため、自生地

の見学は、羽生市教育委員会ムジナモ担当の高鳥さんの

立会いの下で行いました。宝蔵寺沼は場所によっては底

なし沼になっています。長靴に履き替え、支柱を杖に使

って、なるべく一列になって用心しながら移動をしまし

た。ムジナモが自然繁茂している場所を複数個所見つけ

ることができ、ムジナモが様々な生物と関わりながら生

育している状況を観察しました。また、ムジナモ数株を

手にのせて、タヌキモと比較をしながら、ムジナモの形



態的な特徴を観察しました。宝蔵寺沼の一角には、以前ムジナモを人工的に繁殖させるために使用して

いた隔離区画が存在します。その場所を見学しながら、自然回復によってムジナモを宝蔵寺沼全域に繁

茂させることが、いかに重要かを学びました。 

 昼食を宝蔵寺沼に隣接した三田ヶ谷農村センターで

食べた後、ムジナモ保全の現在までの活動について、

金子からパワーポイントを用いて解説を受けました。

その後、さいたま水族館まで徒歩で移動し、今度はさ

いたま水族館のバックヤードの見学を行いました。バ

ックヤードでは、飼育課のスタッフが来週から始まる

特別展示に向けて、いそがしく働いておりました。こ

こでは、飼育課課長の矢辺さんに解説を受けながら、

埼玉県の魚に指定されている「ムサシトミヨ」の人工

繁殖の様子を観察しました。また、タガメやガムシな

どの水生昆虫の繁殖と飼育が、想像以上に手がかかることを知りました。大きな生物に目が行きがちな

展示も、スタッフの飼育の努力を考慮に入れると、また違った視点で水族館を散策できることが分かり

ました。矢辺さんはバックヤードだけでなく、展示スペースの解説も行ってくださり、充実した水族館

めぐりとなりました。 

今回宝蔵寺沼を巡って観察した「ムジナモをどのように小中学校の教育で活用することができるか？」

がレポートの課題となりました。提出されたレポートの中には、「中学校３学年の単元「自然と人間」生

態系における生物の役割の具体例として、宝蔵寺沼をあげる教材は面白いと思われる。ムジナモの希少

価値や生態の不思議といった部分を伝えることで、魅力が伝わるのではないか。」といったアイデアを書

かれた受講生もいました。 

 

（文責：日比野） 



講座「１００万年前から地球は氷河期？ 君達の知らない地球の話（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 10 月 4 日（土）13:30～15:00 
場 所： 埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室  
講 師： 埼玉大学 大学院教育学研究科 准教授 岡本和明 
受講者：CST 受講生出席数：3 名 

小学校教諭：2 名 
中学校教諭：1 名 

概  要：４６億年の歴史を持つ地球は２３億年前と５－７億年前に全球凍結状態だっと考

えられています。そして１００万年前からずっと地球は氷河期なのです。ではなぜ地球に

温暖化が起きているのでしょうか？間氷期についての説明を人類の進化と合わせて考えて

いきました。そして間氷期が終われば地球に何が起きるかを想像しましょう。今私達が未

来の子孫に準備しておくべき事はなんでしょうか？ 
 

   



講座「サイエンスカフェ第 4 回（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 10 月 4 日（土）15:00~16:00 
場所：埼玉大学 理工学研究科棟 2 階 第一会議室 
講師：埼玉大学 大学院理工学研究科 教授 井上 直也 

埼玉大学 大学院理工学研究科 教授 田中 秀逸 
埼玉大学 大学院理工学研究科 名誉教授 永澤 明 

受講者：CST 受講生出席数：2 名 
        小学校教諭 1 名  
        中学校教諭 1 名 
領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
概要： 6 月 28 日に実施した「日本科学未来館見学」のレポート発表を行った。 
 

   



講座「ゼブラフィッシュの受精と発生（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 10 月 4 日（土）16:00～17:30 
場 所： 埼玉大学 理学部 2 号館 4 階 生体制御学科学生実験室  
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科 講師 川村哲規 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 
      中学校教諭：1 名 
概  要：熱帯魚ゼブラフィッシュの受精卵の発生を顕微鏡で観察しました。魚と侮るなか

れ。魚と人間は同じ脊椎動物で、共通点が多くあります。魚が教えてくれるヒトの形作り、

それをご紹介しました。 
 

   



講座「不思議な力：磁気力（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日 時： 平成 26 年 10 月 4 日（土）16:00～17:30 
場 所： 埼玉大学 機能材料工学科棟 1 階 71 番講義室 同 2 階 物理学生実験室  
講 師： 埼玉大学 大学院理工学研究科 教授 酒井政道 
受講者：CST 受講生出席数：2 名 

小学校教諭：2 名 
概  要：コンピュータのハードディスク（磁気記録）、医療診断に使われる MRI（磁気共鳴

画像）、そして次世代の輸送列車リニアモーターカーに至るまで、磁気力が本質的に重要な

役割を担っています。 この授業では、身近な永久磁石を使って鉄球（パチンコ玉）や回転

ゴマを空中に浮かせるという、磁気浮上現象を実験しながら、不思議な磁気力について考

えました。 
 

   



 
 

講座「荒川河川敷周辺の生態系と昆虫観察」実施報告 
 

日時：平成 26 年 10 月 15 日（水）09:30～17:30 
場所：生物学実験室，学内ビオトープ，秋ヶ瀬公園（ピクニックの森周辺） 
講師：林 正美（埼玉大学教育学部） 
受講者：3 名（教員 2 名、学生 1 名） 
領域：Ⅱ ＣＳＴ観察実験 
内容： 「生物と自然の関わり」というテーマで，自然環境の成り立ちや諸要因の関わり

について講義および実習を行った。とくに，自然環境を理解する上で重要でありか

つ身近である生物多様性（生物群集）に注目すべきことを示した。午前中は，生物

多様性およびそれを理解する過程について約 1 時間講義し，まずは地域のインベン

トリー調査（生物目録作成）の重要性を強調した。続いて，学内のビオトープを見

学し，絶滅危惧植物はじめいくつかの生き物を観察した。午後は秋ヶ瀬公園で実習

（13:00～15:00）し，荒川氾濫原の生物について，木本植物を中心に観察した。そ

の後，再び生物学実験室に戻り，実習内容の復習および再確認をした上で，現場で

観察･撮影した写真類を図鑑類などで分類･確認し，レポート作成のための基礎資料

とした（15:30～17:30）。 

   

   

    
 

（文責：林 正美） 



講座『教師力パワーアップ講座「中学校理科における観察・実験の充実」』 
実施報告 

 
日時：平成 26 年 10 月 21 日（火）19:00～20:20 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：赤地 芳輝（さいたま市立美園中学校 教諭） 
   紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員 1 名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：「教師力パワーアップ講座」とは、平日の夜間に実施している教員や教職を目指す学

生が受講したい講座に自由に参加できる自主参加型の講座である。教科等の授業の在

り方や進め方について、仲間と集い、実践的に学び、互いに指導力を高め合うことを

研修の目的としている。本講座の目的は、中学校理科における観察・実験の充実を図

ることである。（7 名参加） 
担当指導主事とともに、ＣＳＴ候補者が研修会における指導だけでなく、研修会に

向けた準備を含めて担当した。 
 
内容：「授業の導入・終末を一工夫」 
   ・電流による発熱 

「電気でパンをつくろう」 
   ・身のまわりの物質・状態変化 
    「ポップコーンをつくろう」 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
 

（文責 紺野 雅弘） 



講座『教師力パワーアップ講座「小学校理科における観察・実験の充実」』 
実施報告 

 
日時：平成 26 年 10 月 22 日（水）19:00～20:20 
 
場所：さいたま市立教育研究所 
 
講師：岩崎 雄二郎（さいたま市立大谷口小学校 教諭） 
   紺野 雅弘（さいたま市立教育研究所 主任指導主事） 
 
受講者：教員 1 名 
 
領域：Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法 
 
概要：「教師力パワーアップ講座」とは、平日の夜間に実施している教員や教職を目指す学

生が受講したい講座に自由に参加できる自主参加型の講座である。教科等の授業の在

り方や進め方について、仲間と集い、実践的に学び、互いに指導力を高め合うことを

研修の目的としている。本講座の目的は、小学校理科における観察・実験の充実を図

ることである。（6 名参加） 
担当指導主事とともに、ＣＳＴ候補者が研修会における指導だけでなく、研修会に

向けた準備を含めて担当した。 
 
内容：小学校５年「電流がうみ出す力」 
   ・単元について 
   ・スピーカーづくり 
   ・地デジアンテナづくり 
 
   レポート課題は、作成した研修用配付資料をもって兼ねるとして終了しました。 

 
 

（文責 紺野 雅弘） 



                       

講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（授業研究会）」実施報告 

 
日時：平成２６年１０月２４日（金）１３：００～１６：２０ 
場所：川口市立上青木中学校 
講師：川口市教育委員会 指導主事 小川 敏明 
受講者：１名（教員１名，学生 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 
 
概要：(1) 公開授業 単元名「電気と世界」 中学校第２学年５組 
      ＣＳＴ候補者を授業者にして、公開授業を行う。小学校の既習内容である電流のはたらきや 

磁石の性質のもとに、電気回路についての実験・観察を通して、電流と電圧との関係および電 
流のはたらきについて理解する。 

(2) 研究協議 参加者 小・中学校教員 ３１名 
     
内容：(1) 公開授業 
    ・電池 2 個と豆電球 2 個を使った４つの回路のうち、電流計の値が一番大きいものを選ぶ。 
    ・小学校の既習内容を十分に確認した後に、中学校の内容を重ねて、課題解決に向け思考する。 
    ・個人の意見、グループによる実験結果による意見等を全体のまとめにつなげた。 
    ・回路をつなぐ際、実際の回路の写真を手がかりにしながら回路をつくることができた。 

 

(2) 研究協議 
    ＜視点１＞ 小・中学校の学習の系統性を意識した指導の工夫 
    ・小中学校の相互の学習内容を教員がしっかりと把握し、教材研究、指導計画等を行う。 
    ・児童生徒の実態把握を十分に行い、課題を明確にし、事前に教材等を工夫、準備する。 
    ・教員間で授業研究など通じて、系統性を意識して授業を見合う。 
    ＜視点２＞ 科学的な思考力や表現する力を育成する学習活動の工夫 
    ・自分の言葉で表現し、話し合い、そして、伝え合うことが大切である。 
    ・目的の明確化、予想を立てる時間の確保、また、話型を用意し書き方の訓練が必要である。 
    ・既習内容をしっかりと身につけさせてから、正しい理科用語を用いて、自分の考えを書く。 
    

 (3) 指導講評 
    ・小学校の既習内容を十分にいかした授業を提案し、実施することができた。 
    ・電気の単元が小学校３～６年、中学校２年と多くの学年で設定されていることを考えると 

それだけ、重要な科学概念だと認識して、指導にあたってほしい。 
    ・系統性を意識した、単元の流れを十分にイメージして授業に望むことが最も大切である。 

（文責：小川 敏明） 



講座「科学的な思考力の育成を促す理科授業づくり」実施報告 
 
日時：平成 26 年 10 月 28 日（火）9:00～12:10  
場所：埼玉大学教育学部Ａ棟 201 室 
講師：清水 誠（埼玉大学教育学部教授） 
受講者：5 名（教員 3 名，大学院生 1 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
概要：知識基盤社会の到来や、グローバル化の進展など急速に社会が変化する中、基礎的な知識及び技

能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力をはぐくむことは極

めて重要である。平成 22年度全国学力・学習状況調査の結果において、思考力・表現力といった「活

用」に関する記述式問題に課題が見られた。本講座では、学習指導要領が求める思考力の育成に向け

て学習科学等の知見を踏まえた最新の理科の指導方法について検討するとしている。 

内容： 
１．思考力とはどのような能力か 
  思考力とは何かを整理した。心理学では思考を問題解決とと

らえてきたこと。最近では、思考を情報処理過程と同義にとら

えていることを学習した。次に、類推が思考の基盤であること

やメタファーが言語・認識・行動に共通する思考手段であるこ

と、論理的に思考できるようになるためには問題解決の場を用

意し問題解決の能力を育てること、思考のスキルの育成が重要であること、他者との討論を通しての

自己内対話が有効であること等を学習した。 
２．知識・技能を育成する 
  問題解決を促すためには、状況の変化に適切に対応できる適

応的熟達化ということが重要であること。その一つとして、ス

キルの意味を理解しながらの主体的な獲得が重要であること

を照会した。 
３．書く活動の充実 

書くことなしには、論理的・分析的・理性的・ 科学的思考

は不可能であることを事例を挙げながら紹介し、表現すること

で思考が洗練される／思考が深まることを学んだ。 
４．批判的思考力を育成する教授方略 

思考する上で重要な批判的思考力の育成方法を学んだ。「情報

の明確化」、「情報の分析」、「推論」、「行動決定」と呼ばれている

４つの構成要素を役割として分散・外化し、最終的に学習者に身

に付けさせる指導事例を検討した。 
受講生の感想には，「ワークシートなどの外化の道具を用いることは議論の活性化にも繋がり、学びの

ツールになる。大切なのは、一人一人の子供に考えさせるということは、自身の学習指導において常に

基軸としたいと思う視点であった。」と述べられていました。           （文責：清水 誠） 



講座「女性科学者の芽セミナー第 3 回（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 11 月 8 日（土）15:00～16:00 
場所：埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
講師：埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 日原由香子 
埼玉大学 大学院理工学研究科 助教授 長島佐代子 
受講者：CST 受講生出席数：3 名 

小学校教諭 1 名 
中学校教諭 2 名 

領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
概要：三宅彩香（応用化学科 M1）,熊木裕香さん（分子生物学科 B4）による発表と質疑応

答を行いました。大学や大学院で女性科学者の卵として活躍中の先輩に、大学生活や将来

の夢など、いろんな事を聞いてみました。 
 

   



講座「身近なカオス～天気予報はなぜ当たらないか～（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 11 月 8 日（土）16:00～17:30 
場所：埼玉大学 理学部講義実験棟 1 階 第一講義室 
講師：埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 内田淳史 
受講者：CST 受講生出席数：1 名  

小学校教諭 1 名  
領域：Ⅰ最先端の自然科学 
概要：天気予報は当たらない！と感じている人も多いはず。なぜ当たらないのか、その理

由を、“カオス”という言葉で説明します。また、身の回りにある身近な“カオス”に、来

て見て触ってみました。 
 

   



講座「身近な化学発光（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 11 月 8 日（土）13:30～15:00 
場所：埼玉大学 全学講義棟 1 号館 4 階 化学実験室 
講師：埼玉大学 大学院理工学研究科 助教授 中田憲男 
受講者：CST 受講生出席数：2 名  

小学校教諭 1 名 
中学校教諭 1 名 

領域：ⅣＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 
概要：「化学発光」とは、物質が化学反応を起こすときに反応を伴って光を出す現象のこと

であり、私たちの身近でもよく観察することができます。例えば、ホタルやケミカルライ

ト（サイリュ－ム）の光も「化学発光」によるものです。このセミナーでは警察の科学捜

査に欠かせない「ルミノール反応」を実際に行い、「化学発光」のメカニズムを解説しまし

た。 
 

   



 

講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（授業研究会）」実施報告  

 

日時：平成２６年１１月１１日（火）１３：３０～１６：３０ 

場所：行田市立東小学校 

講師：埼玉県教育局東部教育事務所  舘野 俊之  指導主事 

受講者：１名（教員１名） 

領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 

概要：（１）公開授業 単元名 「空気と水の性質」 小学校 第４学年１組 
    本時では、閉じ込められた空気や水の体積や圧し返す力の変化によって起こる現象とそれぞれ

の性質を関連付けて考察し、自分の考えを表現できること、空気や水による現象の変化を調べ、

その過程や結果を記録することができることをねらいとして、ＣＳＴ候補者が公開授業を行った。 
   （２）研究協議 参加者 小学校教員 ２４名、中学校教員 ９名 
    ワークショップ型研究会において、「私の授業の観てほしいポイント」に沿って、授業のよかっ

た点、授業の改善点、改善提案について、六班で話し合いを行い、その結果の発表を行い、参加

者で共有した。 
内容：（１）公開授業 
    ＣＳＴ候補者は、私の授業の観てほしいポイントとして、次の３点に重点を置いた工夫を行っ

ている。 
    １つ目は、「小・中学校の学習の系統性を意識した指導の工夫」として、粒子概念の初歩的な段

階として、児童が空気や水を自分なりに〇印やニコちゃんマークを用い、目に見えない粒子を表

す活動を取り入れた。また、イメージ図を共有できるよう、モニターやタブレットを用いＩＣＴ

を有効活用して児童のイメージ図を全児童で共有した。 
    ２つ目は、「体験的な学習や問題解決的な学習を重視した指導方法の工夫改善」として、観察実

験を通して、問題解決的な学習の課程を重視した授業展開を行った。また、ワークシートの工夫

改善を行い、思考過程を重視した授業展開を行った。 
    ３つ目は、「目的意識をもって観察・実験を行うための指導の工夫」として、導入における事象

の提示を行い、興味・関心を高めた。また、実験の予想の自信度を児童全員に表現させることに

よって、目的意識をもった観察・実験を行わせた。 
   （２）研究協議 
  ・小学校段階でイメージ図を活用することは、中学校での学習の先行経験となり効果的であった。 
  ・描いたイメージ図をＩＣＴを活用し、説明する場面が有効であった。 
  ・課題→予想→結果→考察の流れがスムーズで、児童にとっても分かりやすかった。 
  ・班の中で意見交換をし、考えを深めることができれば、より効果的な学び合いができた。 
（３）指導講評 
  ・授業規律、実験準備、発表の仕方、考察の書き方など科学的な思考力や表現力を高められる工夫

が随所に見られた。 
  ・ＩＣＴの活用、学習プリント、予想の自信度など大変効果的であった。 

（文責：芙蓉 良明） 



ＣＳＴ観察実験講座（地学・気象）【雪結晶の作成実験】実施報告 
 
日時：平成 26 年 11 月 19 日（水） 13:00～15:00 
場所：埼玉大学教育学部 B 棟 3 階 地学実験室 
講師：高橋忠司（埼玉大学名誉教授） 
受講者：1 名 
領域：II CST 観察実験 
 
内容：雪の結晶は、六放射の相称性や精緻な構造という、非常に美しい造形をもっていま

す。このような雪の結晶が、雲の中でどのように発達するのかを、講義形式で授業を行い

ました。講義の中では、雪の結晶の研究の第一人者である故中谷宇吉郎博士と、博士の研

究を取り上げて解説をしました。次に、ペットボトルとドライアイスを用いて雪の結晶を

作成する実験を行いました。身近な道具を使って雪の結晶が作られることを体験できたこ

とは、今後の学校現場での観察実験のヒントになったと思います。最後に高橋名誉教授の

作成した人工雪発生装置を用いて雪結晶の観察実験を行いました。受講生 1 名に対して、

マンツーマンの実験観察講座であったことで、対話形式で充実した実験観察を行うことが

できました。 



講座「セパタクローを作ろう（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 12 月 6 日（土）13:30～15:00 
場所：埼玉大学 総合研究棟１階 シアター教室 
講師：埼玉大学 名誉教授 岡部恒治 
受講者：CST 受講生出席数：1 名  

中学校教諭 1 名  
領域： Ⅳ ＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 
概要：セパタクローとは東南アジアに伝わる「足のバレーボール」と言われている球技で、

そのボールの編み方は数学的に興味深いものです。ＰＰバンドで小さなセパタクローを作

りました。ここで作るセパタクローは足でけっても踏んでもこわれません。 
 

   



講座「マントル対流とは？（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 12 月 6 日（土）13:30～15:00 
場所：埼玉大学 総合研究棟 2 階 11 番講義室 
講師：埼玉大学 教育学研究科 准教授 岡本和明 
受講者：CST 受講生出席数：2 名 

小学校教諭 1 名 
中学校教諭 1 名  

領域：Ⅰ最先端の自然科学 
概要：地球の表面はプレートと呼ばれる厚さ１００キロ程度の岩盤で覆われています。太

平洋プレートは東北日本の下に、そしてフィリピン海プレートは西南日本の下に沈み込ん

でいます。そしてこれらのプレートの沈み込んだマントルはどうなっているのでしょう？

マントルは固体なのにゆっくり時間をかけて流動します。マントル対流の理屈や１億年前

等に起きたスーパープルームという巨大マントル対流について学びました。 
 

   



講座「宇宙へとびだす～宇宙機と人類の活動～（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 12 月 6 日（土）16:00～17:30 
場所：埼玉大学 総合研究棟 1 階 シアター教室 
講師：理化学研究所 計算宇宙物理研究室 津野克彦 
受講者：CST 受講生出席数：1 名 

小学校教諭 1 名 
領域：Ⅰ最先端の自然科学 
概要：日本人宇宙飛行士の宇宙ステーションでの活動などで、無重量の様子などを目にす

る機会は少なくありません。 宇宙空間に飛び出すと、無重量化や真空中での活動では地上

の常識とは異なった世界が広がります。この様子を思考実験と簡単な装置で学びました。 
 

 



講座「身近な柑橘系の香り成分を取り出そう（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 12 月 6 日（土）13:30～15:00 
場所：埼玉大学 全学講義棟 1 号館 4 階 化学実験室 
講師：埼玉大学 大学院理工学研究科 准教授 長谷川登志夫 
受講者：CST 受講生出席数：1 名  

小学校教諭 1 名  
領域： Ⅳ ＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 
概要：レモンなどの柑橘類の香りのもとは，その皮の中にあります。香りのもとは，独特

な香りを持つ分子がたくさん集まって作られています。その成分の９０％以上は，リモネ

ンという名前の有機分子です。この成分と他の多数の成分が加わることで，柑橘類それぞ

れの独特の香りが作られています。２種類の柑橘類（レモンと参加者が持参した柑橘類）

の香りの成分を取り出して，柑橘類の香りのもとを確かめてみました。この実験と合わせ

て，香りを人間が感じる仕組みについても解説しました。 
 

   



講座「先端施設見学第 2 回（科学分析支援センター）（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 12 月 6 日（土）15:00～16:00 
場所：埼玉大学 科学分析支援センター 
講師：埼玉大学 理工学研究科 准教授 藤原隆司 
受講者：CST 受講生出席数：4 名  

小学校教諭 3 名 
中学校教諭 1 名 

領域： Ⅴ 科学コミュニケーション 
概要：埼玉大学 理工学研究科 科学分析支援センターを見学した。 
 

   



 

講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（授業研究会）」実施報告 

 
日時：平成２６年１２月１０日（水）１３：５５～１６：３０ 
場所：東松山市立新明小学校 
講師：東松山市立松山第二小学校教頭 森屋 弘一 
受講者：１名（教員１名，学生 ０名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 
概要：(1) 公開授業 単元名「電気の通り道」 小学校 第３学年２組 

   ＣＳＴ候補者を授業者にして、公開授業を行う。本授業研究会は、電気の通り道について 
興味・関心をもって追究する活動を通して、電気を通すものと通さないものとを比較して、金属

が電気を通すことを理解することをねらいとしている。また、実験結果を整理して比較すること

で問題を解決するという、問題解決能力の基礎を児童に身につけさせる学習でもある。  

(2) 研究協議 参加者 小・中学校教員３８名 
内容：(1) 公開授業 
    ・豆電球テスターを使って電気を通すかどうか調べるために、まずテスターの使い方や注意を

学び、電気の通り道である回路について理解した。その後、この豆電球のテスターを使って、

はさみやスプーン、わりばし、輪ゴム等準備してきた材料について、電気を通すものと通さ

ないものとを調べる実験を行った。 

    ・実験結果から、豆電球がつき電気が流れたものと、豆電球がつかず電気が流れなかったもの

を発表した。また、材料のイラストに、電気が通った部分に赤テープ、通らなかった部分に

青テープを貼ることで電気を通す部分の共通性を考え、意見を発表することを行った。 
(2) 研究協議 
＜視点１＞実験を充実させる場面において、良かった点、課題と感じた点、さらに改善のため

の有効な手立てとしてどのようなことが考えられるか。 

    ・学習課題の提示や、予想やその理由を発表することで、子供たちが明確なねらいを持って意

欲的に実験に取り組めていた。 
・時間的な配分から、導入や説明に工夫が必要であった。 

    ＜視点２＞実験の結果から、考察、まとめにいたる場面において、良かった点、課題と感じた 

     点、さらに改善のための有効な手立てとしてどのようなことが考えられるか。 

    ・各班の実験結果やまとめがとてもわかりやすく可視化されていたので、まとめの共有化する

ことができ効果的であった。 
    (3) 指導講評 

・授業終了後、児童からも「とても楽しかった。」と言葉が発せられたように、児童は目を

輝かせて実験に取り組んでいた。結果を予想し見通しを持って問題解決に取り組んでいた。

また、ホワイトボードや色つきシール等を用いて視覚的に提示することで、児童の考えが

効果的にまとめられていた。 
・身近な材料を使っての実験は、児童が大変興味を引き意欲的に実験に取り組んでいた。し

かし、調べる材料が数多く、まとめや考察の時間を確保するためにも、材料の精選が必要

であった。                           （文責：森屋弘一） 



講座「塗るだけでできる太陽電池（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 26 年 12 月 25 日（木）13:00～14:30 
場所：埼玉大学 全学講義棟 1 号館 4 階 化学実験室 
講師：埼玉大学 理工学研究科 准教授 上野啓司 
         埼玉大学 理工学研究科 助教授 石川良 
受講者：CST 受講生出席数：1 名  

中学校教諭 1 名 
領域： Ⅳ ＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 
概要：再生可能エネルギー源として注目されている太陽電池ですが、普及がすすんでいる

結晶 Si 太陽電池はその作製に複雑な工程と多くのエネルギーが必要、という欠点がありま

す。このセミナーでは，溶液を塗るだけでできる太陽電池を紹介し、実際に作ってみまし

た。 
 

   



CST 鉄人理科教師－小森栄治先生 
「理科は感動だ！理科好きの子どもたちを育てよう」実施報告 

 
日時：平成 26 年 12 月 25 日（木）16:50～20:00 
場所：埼玉大学教育学部 
講師：小森栄治先生（日本理科教育支援センター代表，埼玉大学非常勤講師，元中学校教諭） 
受講者：9 名（教員 1 名，学生 8 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 
 
概要：日本理科教育支援センター代表の小森栄治先生を講

師に迎え，「顕微鏡は小中学校で児童生徒が使う機会が最

も多い道具のひとつです。全員が確実に操作できるように

なる指導法や思わず声があがる目からウロコの観察方法」

をご指導していただいた。 
まず，顕微鏡の適切な選び方について，同じ倍率でも対

物レンズの太さや接眼レンズの口径，視野の広さ，同一ピ

ントの精度の良さ，充電式の発光ダイオード照明内蔵など，

良い顕微鏡を導入して学校で規格をそろえることが大切

と強調され，メンテナンスのコツを教えていただきました。

はじめて指導する際には，まずミニ定規を観察させ，倍率

や視野の直径，見え方などを理解させ，新聞のカラー広告

なども有効な観察材料として紹介されました。生徒に観察

を描かせる際は，円を記録用紙に書かない方が，細部をよ

く観察できること，デジカメを利用して記録を残すときの

ポイントなどを教わりました。その後，上から光を当てる

観察法，植物染色液を用いた維管束の観察，気孔の観察法

とそれに適した植物，ドジョウの血流の観察，花粉管の観

察，バナナの細胞の観察（写真中）とデンプンのヨウ素反

応による思考問題，タニシの精子の観察（写真下），など

多種多様な実践的スキルを惜しみなく教えていただきま

した。 
参加した教員は，本講座の内容から「身近な素材を教材

に使用すること」が子どもたちが夢中になる理科授業作り

に重要であると実感し，「自分たちにも馴染みのあるもの

を使うことにより，理科の内容が身近に感じてくる。実

演・講演でも紹介していたように，顕微鏡の導入では，カ

ラー広告の紙を観察したり，細胞の観察では野菜を用いて観察したりする。使用する道具にしても，１

００円ショップなどで安価に手軽にできる教材を開発すること大切になる。普段の生活の中で，理科教

材に生かせる教材やアイデアを意識していくことが魅力ある授業作りにつながっている」と述べた。 
（文責：小倉 康） 



 

講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（実技研究会）」実施報告  

 
日時：平成２７年１月１５日（木）１３：４５～１６：３０ 
場所：東松山市立新明小学校 
講師：埼玉県教育局西部教育事務所 指導主事 櫻井 誠 
受講者：１名（教員１名，学生 ０名） 
概要：(1) 実験・実習 参加者 小・中学校教員４０名 
      ＣＳＴ候補者を指導者として、「水素と酸素の化合装置」のものづくりを行う。 
    (2) 研究協議 
     協議題「理科の授業における観察・実感活動を充実させる取組事例について」 

参加者が自分の実践例について作成したレポートを持参し、そのレポートをもとに協議を

進める。 
内容：(1) 実験・実習 

 塩化ビニールを用いて、「水素と酸素の化合装置」を作製する。作製した装置に、水素及び

酸素の混合気体を注入し、着火装置で化合させ水のできる様子を観察する。混合比を変えるこ

とによって、化合時の音や発火の仕方、水のでき方等が違う様子を観察する。 
   (2) 研究協議 
    ＜観察・実験を充実させる上で効果のあった取組について＞ 

・効果のあった事例について情報交換を行うことで、今後の授業に生かせる指導法や、教材研

究の仕方、実験が上手くいくコツ、実験材料等の入手方法などを共有することができた。 
    ・それぞれの参加者がもつ共通の課題を解決する場ともなり、熱心に協議が進められた。 
    ＜観察・実験に係る課題及び課題解決のための取組について＞ 

・小中学校の教員が同じグループ内で協議することで、小中の接続について、内容の系統性、

指導方法といった視点で情報共有することで、異なる学校種の視点からの課題を相互に理解

することができた。 
・授業の進め方を統一していくことにより効果を上げることができた。 
・特に小学校ではどこに何の器具があるかを、明確にすると効果的。 
・理科室の環境では、理科に関するおもちゃなどを理科コーナーに置くと効果的。 

    (3) 指導講評 
    ・観察・実験を充実させるためには、教材研究と併せて、安全管理が重要。 
    ・理科の授業中の事故について。 
      最近の事故事例について、日本スポーツ振興センターのデータをもとに紹介し、その対策 
      についての紹介。 
    ・埼玉県小（中）学校教育課程編成要領（平成２１年３月）をもとに理科施設・設備管理と事 
     故防止、緊急時の連絡体制等について。             
                                     （文責：森屋 弘一） 



 

講座「CST実践力向上研修会（授業研究会）」実施報告 

 
日時：平成２７年１月２０日（金）１３：３０～１６：３０ 
場所：本庄市立秋平小学校 
講師：本庄市立本庄西小学校 教頭 黒﨑 暢徳 
受講者：１名（教員１名，学生 名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 
概要： 
（１）公開授業 単元名「電気のはたらき」 小学校第６学年１組 
  ＣＳＴ候補者を授業者として、公開授業を行う。コンデンサーにつないだ豆電球と発光ダイオード

ーの点灯時間に違いがある理由を考えさせ検証するための実験計画を立てさせる。電流の量と点灯時

間の関係を実験結果からとらえさせるようにするとともに日常生活の中で LED が増えている理由に

ついても考えさせるようにした。 
（２）研究協議 参加者 小・中学校教員１７名 
内容： 
（１）公開授業 
  ・電気に関する内容であったので、小・中学校合同研修に適した公開授業であった。 
  ・指導案作成に当たっては、児童の実態調査を入念に行い、調査結果から単元を通した児童の思考

の流れをもとに授業を設計した。このことにより、子どもたちの思考がつながり、主体性な学習

を展開することができた。 
  ・日常生活と関連が深い内容を本時の問題としたことにより、既習の学習内容や既有経験を基に考 
   えを深めることができた。 

・探求の流れを意識し、児童一人一人の予想を名前マグネットを使って表明させ、課題解決のため

の実験方法を小グループで考え実施したことは、現在求められている思考力や実験を計画する力

の育成に効果的であった。 
（２）研究協議 
 〈視点１〉児童に見通しをもたせ、学習意欲を喚起するものになっていたか。 
  ・日常生活との関連が深い内容であり根拠をもった予想を立てることができた。 
〈視点２〉科学的な体験を重視し、実感を伴った理解が図られていたか。 

  ・ペアで実験を行ったことにより主体的な活動が行われていた。 
〈視点３〉言語活動の充実が図られていたか。 
 ・個人の考えをまとめてからグループの話合いを行ったので一人一人の考えが深まった。 

（３）指導講評 
  ・児童の思考の流れを図式化し、単元を通した学習の連続性を検討した点は、児童に主体的な学習

をさせるために優れた取組である。 
  ・日常生活との関連を意識させる導入を行ったことにより課題意識の高まりが見られた。 
  ・１時間の学習の流れや思考過程が分かる板書となっていた。「予想・実験方法→実験結果」、「課題 
   →まとめ」の整合が図られている。 
 

（文責：黒﨑 暢徳） 



講座「先端施設見学第 3 回（国立科学博物館見学）（「科学者の芽」講座）」実施報告 
 
日時：平成 27 年 1 月 25 日（日）9:00～12:00 
場所：国立科学博物館 東京都台東区上野公園 7-20 
 
講師：埼玉大学 理工学研究科 教授 井上直也 

埼玉大学 名誉教授 永澤明 
受講者：CST 受講生出席数：3 名  

小学校教諭 1 名 
大学院生 2 名  

領域：Ⅰ最先端の自然科学 
概要：国立科学博物館 常設展、特別展「ヒカリ展」を見学した。 
 

   



ＣＳＴ観察実験講座（生物学）【ウニ初期発生の観察】実施報告 
 
日時：平成 27 年 1 月 27 日（水） 13:00～15:30 
場所：埼玉大学教育学部 B 棟 4 階 生物学第 1 実験室 
講師：藤沢弘介（埼玉大学名誉教授） 
受講者：1 名 
領域：II CST 観察実験 
 
内容：バフンウニは、卵や精子を大量に取り出して容易に人工受精ができるこ

とや、胚や幼生が透明であり内部構造がよく観察できることから、発生学にお

ける代表的な実験動物として利用されています。今回、受講生が実際に手を動

かしてバフンウニから卵や精子を産ませ、受精の実験を行いました。顕微鏡下

でウニの卵を観察すると、精子が卵に寄ってきてその後受精膜が上昇するとい

う受精の瞬間が観察できました。受精後約 1時間たつと、卵の中央がくびれて

きて 2細胞へと卵割が起きる瞬間も観察することができました。講師が事前に

用意した受精後約 1日後の原腸胚や 2日後のプルテウス幼生を観察すると、体

内に消化管や骨が形成されていることがわかりました。受講生 1名に対して、

マンツーマンの実験観察講座であったことで、対話形式で充実した実験観察を

行うことができました。 

 



講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（実技研修会）」実施報告  

 

日時：平成２７年２月４日（水）１３：３０～１６：３０ 

場所：行田市立東小学校 

講師：埼玉県教育局東部教育事務所  舘野 俊之  指導主事 

受講者：１名（教員１名） 

領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 

概要：（１）実技実習 参加者 小学校教員 ２４名、中学校教員 ９名 
    ＣＳＴ候補者が、透明ビニール管の中で、水素を安全かつダイナミックに燃焼させる装置

を参加者につくらせた。実際に化合させる実験を行わせ、大きな音とともに、透明な管の中

を炎がはしる様子を観察させた。小学校６年生「燃焼のしくみ」、中学校２年生「化学変化

と原子分子」の学習に活用し、小中連携を図った。 
（２）研究協議「理科の授業における観察・実感活動を充実させる取組事例について」 

    持参したレポートをもとに、テーマに沿ってワークショップ型研究会を実施した。 
内容：（１）実技実習 

塩化ビニールを用いて、「水素と酸素の化合装置」を作成し、装置に、水素及び酸素の混

合気体を注入し、着火装置で化合させ水のできる様子を観察した。混合比を変えることに

よって、化合時の音や発火の仕方、水のでき方等が違う様子を観察する。また、小学校６

年生「燃焼のしくみ」、中学校２年生「化学変化と原子分子」の学習に活用し、小中連携を

図った。 
（２）研究協議 
 １ 観察・実験を充実させる上で効果のあった取組事例について 

・事象提示、問題発見、予想・仮説、観察・実験、結果、考察など学習過程を確立させる。 
  ・一人一人が実感を伴った理解ができるように、実験の個別化や役割を明確にする。 
  ・生物の観察においては、観察の視点をはっきりさせる。 
  ・ＩＣＴの活用を図り、映像の活用、モデル化の充実をはかる。 
 ２ 観察・実験に関わる課題及び課題解決のための取組事例について 
  ・課題：地学系の単元における観察の難しさ。 
  ・課題：児童の実験を安全かつスムーズに進めさせるために必要な予備実験の時間確保。 
   取組：各学年の理科部員を中心に、学年で一緒に行えるような工夫と理科室の整備。 
   取組：視聴覚資料は一斉指導にも調べ学習にも活用できる。 
  ・課題：沸騰する温度の測定では、１００℃にならない。 
   取組：デジタル温度計や温度計が増えないようにするためフラスコを使うとよい。 
（３）指導講評 

・経験のある教員から若手教員への知識・技能の伝達を校内研修等で行う。 
・授業に課題意識や目的意識を保たせることは、授業の質を高める上で重要である。 

  ・観察・実験において、安全指導の徹底をしてほしい。 
（文責：芙蓉 良明） 



                        

講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（実技研究会）」実施報告 

 
日時：平成２７年２月１７日（火）１３：００～１６：２０ 
場所：川口市立上青木中学校 
講師：川口市教育委員会 指導主事 小川 敏明 
受講者：１名（教員１名，学生 名）  
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 
 
概要：(1) 実験・実習 参加者 小・中学校教員 ３１名 

ＣＳＴ候補者を指導者として、「水素と酸素の化合装置」のものづくりを行う。 
    (2) 研究協議 
      協議題「理科の授業における観察・実験活動を充実させる取組事例について」 
 
内容：(1) 実験・実習 
     塩化ビニールを用いて、「水素と酸素の化合装置」を作製する。作製した装置に、水素及び酸

素の混合気体を注入し、着火装置で化合させ水のできる様子を観察する。混合比を変えること

によって、化合時の音や発火の仕方、水のでき方等が違う様子を観察する。 
 

(2) 研究協議 
    ＜観察・実験を充実させる上で効果のあった取組＞ 
    ・ＩＣＴ活用による月の満ち欠けの演示実験→デジタルカメラ、パソコン、プロジェクター等を活用した。 

    ・ものづくり活動の充実→単元に応じた教材教具を工夫し、子どもの関心意欲の向上に繋げた。 
    ・科学館と連携した実験を実施→科学館職員と共に、巨大な実験装置を用いた実験を行った。 
    ＜観察・実験に係る課題及び課題解決のための取組＞ 
    ・人数分の実験器具の確保、実験の最大限の個別化→数年単位の購入計画を打ち立てる。 
    ・実験器具の扱い方、正しい実験操作の習得→実験器具の扱い方マニュアルを作成、活用する。 
    ・結果、考察等の自分の言葉で表現できない→理科の専門用語をはっきりさせる。図や表を活 

用させて発表の場を設ける。 
 

(3) 指導講評 
    ・理科室における安全指導を十分に意識して、常に最新の注意をはらい事故を未然に防ぐ。 
    ・万一事故が発生した場合、応急処置を施し迅速な対応を図る。理科室事故フローを設置する。 
    ・研究協議等で得た情報を十分に精査し、自校の児童生徒の実態を図りながら活用に努める。 
 

（文責：小川 敏明） 



「平成 26 年度 Saitama CST 事業成果発表会」実施報告 
 
日時：平成 27 年 2 月 18 日（水）14 時～17 時 
場所：埼玉大学総合研究棟 1 階シアター教室 
参加者：現職小中学校教員 30 名，教育委員会

関係者 6 名，大学 CST 事業関係者 17 名，学

生 12 名（計 65 名） 
領域：Ⅴ 科学コミュニケーション 
 

内容：さいたま市教育委員会，さいたま市立

教育研究所，さいたま市青少年宇宙科学館，

埼玉県教育委員会，埼玉県立総合教育センタ

ー，及び，埼玉大学から，今年度実施した事

業の概要をそれぞれ報告しました。 
続いて，CST 受講生や昨年度の CST 認定

者 19名と本学学生 5名が，今年度の活動内容や自身の研究内容をポスター発表しました。他の参加者は，

興味を持ったさまざまなポスターの内容について，直接，発表者に質問したり説明を受けたり助言した

りして，互いに有意義な研修を行うことができました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポスター発表では参加者が熱心に発表に聞き入り，発表者と活発に交流しました 

 



                          

講座「ＣＳＴ実践力向上研修会（実技研究会）」実施報告 

 
日時：平成２７年２月２０日（金）１３：３０～１６：３０ 
場所：本庄市立秋平小学校 
講師：本庄市立本庄西小学校 教頭 黒﨑 暢徳 
受講者：１名（教員１名） 
領域：Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント 
 
概要：(1) 実験・実習 参加者 小学校教員１７名 

ＣＳＴ候補者を指導者として、「手回し発電機」を活用した実習を行う。 
    (2) 研究協議 
      協議題「理科の授業における観察・実験を充実させる取組事例について」 
 
内容：(1) 実験・実習 
     モーター発電セットを作成し、発電の仕組みについて理解し体感する。また、手回し発電機

を使ってエネルギーの変換について理解するとともに電力量の違いによる手応えの違いを体感

できるようにする。手回し発電機に１～５個の豆電球を繋げられる回路を紹介し、豆電球の数

と電力量の関係を実感を伴って理解できるようにする。また、家庭で使用している白熱電球に

明かりをつけるためには、手回し発電機３個を直列に繋ぎ発電させることの必要性を体験させ

ることにより、環境についての理解を深めさせる。 
(2) 研究協議 

    ＜観察・実験を充実させる上で効果のあった取組＞ 
    ・溶けて見えない食塩を「モデル化」することで、数量的関係や定量的な観点を表現でできる 
     ようにし中学校の学習につなげるようにした。 
    ・朝、昼、夕方に「影踏み遊び」を行わせることにより、太陽の位置についての共通理解を図 
     るようにした。 
    ・電子黒板や実物投影機、書画カメラを使い、視覚にとらえやすいようにした。 
    ・「児童の思考の流れ」を意識した単元計画を作成した。 
    ＜観察・実験に係る課題及び課題解決のための取組＞ 
    ・課題意識を持続させるための工夫。 
    ・日常生活との関連を取り入れた教材の工夫。 
    ・教材の共有化。 
    ・実感を伴った理解を図るための工夫。 
   (3) 指導講評 
    ・教材を作る上でのポイントについて。 
    ・教材を作るための情報の集め方について。 
    ・個に応じた指導の充実について。 
    ・事故の事例紹介について。 
    ・事故防止について。 

                                    （文責：下条 徹） 



ＳａｉｔａｍａＣＳＴ 
事業成果発表会 

2015年2月18日(Wed) 

14:00-16:30 

（13:30受付 14:00開会） 

埼玉大学 

総合研究棟１階 

シアター教室・ホール 



 プログラム 
14:00-14:20 開会挨拶 

 

さいたま市教育委員会，埼玉県教育委員会，埼玉大学 

 

14:20-15:30 事業実施報告 

 

      さいたま市教育委員会 

      さいたま市立教育研究所 

      さいたま市青少年宇宙科学館 

      埼玉県教育委員会 

      埼玉県立総合教育センター 

      埼玉大学 

      質疑 

 

15:40-16:30 ポスター発表 

 

CST受講学生，認定CST及び候補者，認定CSTマスター及び候補者 

＊テーマ：以下のいずれも可能 

① SaitamaCSTで受講したいずれかの講座の内容を自身で発展させ
た取組や研究など 

② 領域Ⅰ～Ⅳのいずれかに関わって，これまで自身が取り組んで
きた活動や研究など 

③ その他，CST関係者の関心が高いと思われるテーマ 

 

17:00-18:00 交流会（参加任意） 

（ポスター発表会場で参加者間の意見交流，親睦を深めます） 



 開会の挨拶    

さいたま市教育委員会  

   学校教育部 指導１課 

    指導主事 塚本 泰平 

 

 

埼玉県教育委員会 

    埼玉県 教育局 市町村支援部 義務教育指導課 

     指導主事 安田 修一 

 

 

国立大学法人 埼玉大学 

 教育学部長 細渕 富夫 

 

 

独立行政法人 科学技術振興機構 

   理数学習推進部 

    調査役 大瀬 勝寿  



平成26年度Saitama CST事業実施報告
埼玉大学ＣＳＴ事務局

平成26年度Saitama CST事業実施報告
埼玉大学ＣＳＴ事務局

さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学

中核的理科教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業 Ｓａｉｔａｍａ ＣＳＴ http://cst.saitama-u.ac.jp/

★CST受講者 ★CST拠点構築

受講 H24 H25 H26 H24 H25 H26 累計

学生 18名 25名 21名 小学校 2校 6校 6校 14校

教員 22名 45名 59名 中学校 2校 6校 4校 12校

★CST認定 H25 H26 ★CST活用研修 H25    H26    累計

CST 10 (17) 開催数* 23 56 79

学生 0 ( 3) 参加教員*

小学校教員 5 (12) 小学校 347 2032 2379

中学校教員 5 ( 2) 中学校 191 452 643

CSTマスター 19 (45) *開催数，参加教員は認定前CSTの活用を含む暫定値

地域の理科好きな児童生徒の知的好奇心をさらに伸ばす機会の提供

小中学校教員をサポートして理科指導への苦手意識を克服

地域・県域の小中学校の
科学教育をサポートする中核的

理科教員の育成と活動－認定ＣＳＴ

高度な
理科指導力を

もつＣＳＴマスター
の知識・技能を継承

Saitama CST

埼玉大学
理学部・工学部・理工学研究科
教育学部・教育学研究科
教育学部附属小学校
教育学部附属中学校
「科学者の芽育成プログラム」
「HISEP」

CST養成・認定，
継続サポート，
連携事業推進

確かな教員養成

教員派遣，
CST養成研修・認定，

地域拠点設置，
事業評価協力

埼玉大学
科学教育センター

協力機関
さいたま市教育委員会

さいたま市青少年宇宙科学館
県内SSH指定高校

協力機関
埼玉県理科教育研究会

（事業の中でさらに拡大します）

地域の小中学校理科指導力を持続的に向上させる

埼玉ＣＳＴネットワーク・活動拠点

埼玉県教育委員会
さいたま市教育委員会

埼玉県立総合教育センター
さいたま市立教育研究所
関係市教育委員会

コーディネート，データ管理，
PDCAプログラム評価改善

埼玉大学 科学者の芽 育成プログラム
http://www.mirai.saitama-u.ac.jp

埼玉大学 HiSEP：ハイグレード理数教育プログラム
http://www.mirai.saitama-u.ac.jp

地域

中核的理科
教員の育成

大
学
生

埼玉大学の科学教育資源（人・情
報・環境）が地域全体での優秀な
科学技術人材育成に積極的に関与

小中高
校生

２６年度の取組みから
１．ＣＳＴ学校インターンシップ
教員免許を取得済みの大学院生が，認定ＣＳＴ等の勤務校で４５時間相当（終日６日，

または半日２週間程度）の実習を行い，ＣＳＴ教員やＣＳＴマスター教員による優れた
授業実践と学校や地域の理科教育を推進する中核的な役割の実際について修得すること
を目的とするプログラム。今年度，２名の大学院生が参加。
ＣＳＴの勤務校にて直接指導を受けることで，中核的理科教員としての資質能力を効

果的に身につけられることが期待される。教員養成時の教育実習とは目的が異なる。
参加した学生は，授業観察や指導補助，実験室整備，教材研究，研究授業などを通じ

て，ＣＳＴ教員の優れた授業実践力を実感し，意欲的に実習を行った。実習後の感想か
らは，大変濃密な実習ができたという一方で，４５時間という実習時間は，ＣＳＴ教員
の優れた能力を学び取るには短すぎるという意見もある。将来，教職大学院等で教科指
導の中核的リーダーとしての教員資質の向上を目指した現場実習を検討する上での参考
になると考えられる。

２．小中学校教員研修会「全国のＣＳＴから学ぼう」2014/9/15(祝) 8:30-15:00
① 全国（福井，長崎，鹿児島，神奈川，滋賀，東京）と埼玉県の１０名の
ＣＳＴ（小学校５名，中学校５名）による教員向けワークショップ

② 理科教材等の展示（教材会社等８社が参加）
③ シンポジウム「理科を教える先生方をいかにサポートするか」

（一般参加者 小学校教員２９名，中学校教員２３名，その他３５名， 計８７名）
参加者の感想：ＣＳＴ「全国の先生方のお話しを聞くことができ、これからまた日々
研鑽を積んでいきたいと思う。」「ＣＳＴとして実践等を紹介する場を与えられた
のは大変有り難い。」
一般参加者「せっかくの研修の機会なので若手教員を派遣できるとありがたい。」

◎異なる県・地域のＣＳＴが効果的な研修の情報や工夫を共有できる場がなく，ＣＳＴ
が集う場を設けることが有意義である。一般教員の参加機会の拡大が必要である。

理工系進路

理工系進路

(40講座)

(54講座)

(7講座)



ポスター発表資料 

（発表者名５０音順） 



1. 吉川市立栄小学校      阿部 孝洋         ⑧                             

2. 上尾市立大石中学校     井形 哲志         ① 

3. さいたま市立大谷口小学校  岩﨑 雄二郎      ②  

4. さいたま市立大原中学校   海野 千秋         ⑨  

5. 伊奈町立伊奈中学校     小川 恵里佳      ③ 

6. 羽生市立須影小学校     柿沼 宏充         ④ 

7. 東松山市立新明小学校    鹿山 泰            ⑤ 

8. 川口市立上青木中学校    川島 慎也         ⑥ 

9. 所沢市立林小学校      佐藤 千夏         ⑫  

10. 川越市立大東中学校     高田 真吾         ⑬ 

11. 本庄市立秋平小学校     田島 弘達         ⑯ 

12. さいたま市立見沼小学校   田中 浩二         ⑦ 

13. さいたま市立与野南中学校  友納 章夫         ⑩ 

14. 加須市立三俣小学校     豊田 英二         ⑪ 

15. さいたま市立指扇中学校   能見 郁永         ⑭ 

16. 熊谷市立籠原小学校     萩尾 卓之         ⑮ 

17. 横瀬町立横瀬小学校     林  和彦         ⑰ 

18. 行田市立東小学校      原口 昌義         ⑱ 

19. さいたま市立新開小学校   福山 南            ⑲ 

他 本学学生 

ポスター発表者一覧 
展示番号 



① 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑨ 

学生 学生 学生 

⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬ ⑭ 

⑮ ⑯ 

⑰ 

⑱ 
⑲ 

井形 

岩﨑 

小川 

柿沼 鹿山 川島 

田中 阿部 

海野 友納 

萩尾 

佐藤 

高田 能見 

豊田 

田島 

 林 

原口 
福山 

学生 学生 
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(％) 

生徒自身が成長を実感できる「自己評価」の実践 
～１枚ポートフォリオ評価法を通して～ 

 
上尾市立大石中学校 教諭（中核的理科教員） 井形 哲志

１ 課題 

２ １枚ポートフォリオ評価法とは 

平成２４年度全国・学力・学習状況調査において、 
①「小・中学校ともに、『観察・実験の結果等を整理・分析した上で、解釈・考察し説明する 
   こと』等に課題。 
②「理科の指導について、学校の意識の高さよりも、児童生徒の意識の高さの方が、 
   児童生徒の平均正答率の高さへの影響が高い」  
→  「児童生徒の視点をより意識した学習指導が重要」 

・毎時間の自己評価に目を
通す時間の確保 
→ より効率よく、より負担
のない実施方法 

５ 考察 

児童生徒の「自己評価」を活用した授業          → 見通しをもった学習  

３ 実施単元 

４ 結果 
（１）学習前や学習中の生徒の概念や考え方を把握できた      （２）適切な科学概念がより多く定着した 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）まとめる力や表現する力が向上した                 （４）学習による自らの変容を実感していた 
 
 

６ 課題 

82 

12 

自己評価することは自分の学習のためになる。 

そう思う 

どちらかというと

そう思う 

どちらかというと

そう思わない 

①生徒が最初にもっている概念と 
  その変容過程が把握できた。 
②生徒のまとめる力や表現力が 
  向上した。 
③生徒が自らの学びを、 
  客観視できた。 

「その現象がなぜ起きたかを考えられるようになった」 
「単語はなんとなくしっていて、うるおぼえが説明できるようになれた」 

「勉強をとおして考え方が変わる事はおもしろい」 
「言葉をつかって説明できるようになってきたので身についたと思った」 

５０分間の内容を簡潔
にまとめようとすること
をくり返していく中で、よ
り分かりやすいまとめ方
を生徒が身につけた 

2.2 
4.4 

0

5

学習前 学習後 

学習前と学習後における適切な科学概念の個数 

学習後には、学習前
の誤った科学概念は
ほぼなくなり、多くの
適切な科学概念に
変容していた。 

中学校３年「星や宇宙」 

A C 

D 

B 
A 学習前の知識や
考えを明確にする欄 
 
B １時間の学習で 

最も重要だと思った
ことを書く欄 
 
C 学習後の知識や 
考えを明確にする欄 
 
D 学習全体を振り返

り、自己の変容を書く
欄 

 

<上>地球のまわりを太陽

がまわっているのを示し
た生徒 
<下>朝と夜の「太陽や月 
の状態」を示した生徒 
 

→ １枚ポートフォリオ評価法は、教師のねら

いとする学習の成果を、児童生徒が１枚の
シートの中に学習前・中・後の学習履歴として
記録し、それを自己評価させる方法をいう。 



さいたま市立大谷口小学校 理科大好きプランの３つの手立て  

「さいたま市立大谷口小学校 理科大好きプラン」 

さいたま市立大谷口小学校 岩崎 雄二郎 

手立て（１） 「なぜ？」を引き出す導入の工夫 

手立て（２） 問題解決の力をつける学習活動の工夫 

手立て（３） 科学に関する様々な事象に接する機会をつくるための環境整備 

電流のうみ出す力 

身近なものを使って電磁石を作る活動 

植物の発芽と成長 

発芽マップ作り 

植物と日光のかかわり 

実験方法や考察の話合いの充実 

てこのはたらき 

くぎ抜きを改良する活動 

理科室の整備 

理科室実験道具マップ 黒板に貼れる掲示物 

カブトムシの飼育 

昇降口前での飼育 

成果と課題 

導入を工夫することで、児童が自ら問題を見つけ主体的に学習を進めることができた。また、実験

方法を考える時間を充実させたことで、児童が見通しをもって問題解決を行うことができた。 

一方で、児童に十分に問題意識をもたすことができずに授業を進めてしまうこともあったので、反

省をもとにして授業を工夫・改善していきたい。 

△さらなる授業の充実と理科室の整備 



 

    ～「月の満ち欠け」の授業から～ 

さいたま市立大原中学校 海野千秋 

 

   

お互いの考え方を共有し意見交換を行う、話し合ったことを発表する、などの言語活動を活発化する手段としてのＩＣＴの利用 

→デジタルワークシートを準備し、班ごとに 1台のコンピュータを囲んで話し合いながら考える。 

→課題に興味を持って取り組むことができる。やり直しが可能。思考を具体化できる。 

 

①月の観察の結果発表    事前に宿題としておいた月の観察スケッチを実物投影機と 

大型モニターを用い紹介する。 

②課題「月の満ち欠けと月の公転運動の関連について考えよう。」に取り組む  

→デジタルワークシート（パワーポイントで作成）を利用する。 

シート１                      シート２ 

  

（ 上 弦 ）が見えるのは？

18時 ご ろ南 の 方 角 に 見 え る

①

理由

             

（上弦から4日後）が見えるのは？

１８時ごろ の方角に見える

②

理由

      

シート３                      シート４ 

  

月が公転する向きは？

①

②

             

菜の花や 月は東に 日は西に

見える形

時ごろ 南 の方角に見える

（俳句より） 時ごろ の方角に見える

               

シート５                    

  

まとめ

• 月 の 満 ち 欠 け は 月 が （ ） の ま わ り を

（ ） す る た め に 生 じ る 。

• 月 は 地 球 の ま わ り を （ 回 り） に 公 転
する。 ＊ 地 球 を 北 極 星 側 か ら 見 た と き

・ 同 じ 時 間 に 月が 見 え る （ ） は 、

月 の 形に よ り 異 な る 。

 

 

 

 

「みんなで話し合いながら結論を出すのが楽しかった。」 

「最初はよくわからなかったけれど、班で一緒に考えることができわかるようになった。」 

「自分たちで操作できたので興味を持って取り組めた。」 

「間違えても簡単にやり直せるので、試行錯誤できてよかった。」 

→ ICT利用の利点（言語活動や科学的思考の助け 失敗を気にせず試行錯誤 

  できる）がうかがえる。 

上弦の月が、月の公転軌 

道上のどの位置にあるか 

考える。 

（方位の十字を地球上に

移動し回転させて月の

位置を考え月①を移動

する。） 

 

上弦の月から４日後の月

が、月の公転軌道上のどの

位置にあるか考える。 

（月の観察の結果をもとに

月②の位置を考え、移動す

る。） 

 

シート１、シート２の結果

から月が公転する向きを

考える。（赤い三角形が矢

印になるよう 

に回転、移動する。） 

 

『菜の花や月は東に日

は西に』の俳句をもとに

月の形や見える時刻、方

角を考える。（時間、方

位から月を移動させ、見

える形や見える時刻、方

位を記入する。） 

 

シート１～４で考えたこ

とをまとめる。 

 

③発表する 

班で用いたコンピュータを大型モニターにつなぎ結果

や考えた理由を発表する 

④デジタル教科書を用いて確認する。 

  月の満ち欠け・月の公転運動・月、地球、太陽の

関係 

⑤わかったことや感想をまとめる。 

ワークシートのプリント（紙）に記入する。 



 
 
 
 
 
 はじめに 

 現場での学習指導の中で、「理科を楽しく学ぶ」「思考を楽しむ」そんな授業が
できるよう、理科教育を学び直したい、という思いから、長期研修を希望しまし
た。ＣＳＴ養成プログラムでは、理科学習の意義を改めて見つめ直せるような体
験や学習が数多くできました。受講して学んだことをご紹介します。 
 

Ｈ２６年度ＣＳＴ研修実践報告   
                伊奈町立伊奈中学校  

小川 恵里佳 

 
 

 

 
 

最先端の自然科学 ＣＳＴ観察実験 

小中学校実践理科指導法・マネジメント実習 

ＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 

科学コミュニケーション 

埼玉大学附属小・中
学校授業研究会 
中学校ではハーフミ
ラーを用いて光の道
筋を視覚的に捉えさ
せたり、飼育したシ
ョウジョウバエで遺
伝の法則を考えさせ
たりする指導法を学
び、小学校では、批
判的思考力を育成す
るための指導法等を
学んだ。 

ＣＳＴ実践理科指導法 
清水先生のご講義で
は、科学的な思考や科
学的な概念の形成を促
す授業づくりについ
て、現象の可視化や思
考の外化、認知的葛藤
を促す導入等について
具体物を用いてご講義
頂いた。小倉先生のご
講義では、研究授業を
分析する視点に基づき
授業参観・分析し、課
題を解決する研究授業
の実施へと繋げた。 

科学プレゼンテーション
研修 
 鉄道博物館で、タブレ
ットを用いて、様々な展
示物を実際の授業に活用
するプレゼンテーション
資料を作成した。作成後
は発表し合い、意見交換
を通してプレゼンテーシ
ョン能力を高め合う研修
であった。ＩＣＴ活用の
手法だけでなく力学分野
やエネルギーの分野の授
業での活用例を知った。 

ＣＳＴ観察実験講座 
「ウニ初期発生の観察」
では、ヒトとほぼ同じ大
きさと言われているウ
ニの生殖細胞を採卵・採
精し、受精させ、受精膜
の形成・卵割の様子を実
際に観察できウニの生
態の神秘も知ることが
できた。 
 

ＣＳＴ観察実験講座 
「物理量の扱い方」で
は、誤差について、大
向先生からご講義頂
き、正しい捉え方を学
ぶことができた。小学
校の振り子の学習を事
例に、実際に計測する
実習を通して、実際は
振れ幅によって周期が
少しずつ変化するこ
と、サイクロイドを用
いた振り子ではそれが
殆ど解消されるという
教材の開発例も知るこ
とができた。 
 

日本科学未来館見学 
小・中学生、保護者、

理学部生と共に共通の課
題について、主にＩＳＳ
のコーナーを中心に見学
した。宇宙を知ることで、
地球の「当たり前」の環
境の恩恵に気づき有意義
に学ぶ子ども達の姿が印
象的であった。 

先端研修施設訪問見学 
遺伝子組換えや、ジー

ンバンク、遺伝子組換え
作物研究について、見学
を通して学んだ。生物の
多様性が急速に失われ
ている現状と、遺伝子組
換えが食糧支援にも役
立つこと等、遺伝の学習
を行う意義を自身の中
で捉え直す事ができた。 

小学校初任者指導研修 
小学校初任者研修の指
導者のアシスタントと
して、主に化学分野の
「水のあたたまり方」
でサーモインク、アイ
スボールを用いた実習
の支援を行った。 

H26 年度理科教育研究発表会（教員の部） 
 県内の小中学校の先生方が日頃実践されてきた理
科教育に関する研究発表を参観し、講師の先生方の指
導・講評から教授法について学んだ。研究のゴールと
なる子どもの姿を設定することや予習の効果的な捉
え方・単元を貫く課題の設定等を学ぶことができた。 

おわりに 
先端技術、新たな教授法等、理科や理科教

育を有意義に学ぶ経験をさせて頂き、主体的
な問題解決を促す手立て、それぞれの単元を
学ばせる意義について、改めて見つめ直すこ
とができました。講師の先生方を始め、 
このような機会を頂きましたことに 
心より感謝申し上げます。 



I(いつでも)・C(ちょこっと)・T(使える)  タブレットを目指して… 

研究主題 思考力・判断力・表現力の向上を目指したタブレット端末の活用 

羽生市立須影小学校 教諭 柿沼宏充 

Ⅰ 主題設定の理由 
本校は、思考力・判断力・表現力等の育成をめざし、これまで研究に取り組んできた。成果として、思考

力・判断力・表現力等を向上させるには、材料を集め、思考・判断する「個人内活動」と他の考えを比較しな

がら自己の修正を行う「交流活動」の 2 つの思考活動を豊かに行わせることが必要であることが明確になっ

た。しかし、板書やノートを示すだけの発表では考えを共有しにくいという課題も実践から明らかになった。 

近年、新たな ICT 機器としてタブレット端末が急速に普及している。携帯性に優れるタブレット端末の普

及により、タブレット端末を通常の教室に持ち込んで具体物を撮影したり、直接書き込んだりするなど、可能

性が広がった。ICT 活用は思考を表現し、共有するうえで有効であると考える。また、互いに思考の相違点

を明確にし、よりよい思考へと深めるうえでも有効であると考え、本テーマを設定した。 
Ⅱ 目指す児童像 

右図に示すように、目指す児童像を「思考

力・判断力・表現力を身につけた子」とした。

思考力・判断力・表現力を身につけるために

は、友だちとの関わり合いによって、友だちか

らの評価と、友だちの考えや根拠を得ながら、

自身の考えをよりよく変えるよう思考、判断と表

現が繰り返されている。この表現の手段として

タブレット端末を使い、思考を共有するツール

として授業で活用していく。 

Ⅲ 具体的な取り組み 

１ 授業研究部 

（１）シェアタイムの設定 

今年度は「交流活動」の価値や位置づけを子どもたちに意識づけるために、南中

学校との小中一貫教育も踏まえて授業中に「シェアタイム」という時間を設定した。 

（２）タブレットの活用法の研究 

授業での活用は、教師が一台使用する形態を第１段階と設定し、初年度の目標とした。また、使える先生

方を中心に２年目に向けて子どもたちにグループで使用させる方法の模索を行っている。 

２ 使用法研修部 

 （１）教員研修 
教員全員が自信をもって使えるように、定期的に使用法研修会を開い

た。研修会では、i-Padの使用法や大型TVとの接続法を中心に研修を行

った。【※大型TVへの投映法については操作マニュアル（右図）を作成し、

各大型TVに備え付けた】 

 （２）T（タブレット）マイスター検定 

各教員のICTスキル向上の「めやす」となるよう「T（タブレット）マイス

ター検定」を設定した。８月の研修で全教員がタブレットの使用法（写真・

動画・書き込み）やTVへの投映法(有線)を身につけることができたので、【初級】を

全員マスターした。その後、実践で活用し、授業構想や教材準備をした。１２月には、

TVへの投映法(無線)の研修を再度行い、１名ずつAppleTVを用いてタブレットから

投影する確認を行った。教員全員が中級レベルの技能を習得することができた。 

Ⅳ 初年度の成果と課題 
１ 初年度の成果としては、教員が抵抗なくタブレットを道具として授業に使えるようになってきたこと、タブレットを使

って発表することで子どもたちの思考の「共有」がスムーズになったことが挙げられる。 

２ 今年度の研究授業では、ICT とアナログの使い分けも話題となった。何でもデジタル化するのが良いわけでは

ない。ICTは拡大や書き込みが容易で共有化が図りやすい反面、突然のトラブルや黒板のように残せないなどの

不利な面もある。そこで、用途に合わせてそれぞれの良さを活かし、効果的に使い分けていけるよう考えていく必

要がある。それぞれの場面に応じた使い分けの在り方を研究していく。 

３ 論理的な思考力を育てるためには、交流活動に入る前に資料等から必要な情報を読み取り、根拠に基づいた

具体的な自分なりの考えをもつことが重要である。今後、この部分での有効活用の方法について検証していく。 

自分の考え・根拠 友だちの考えや根拠 

表現 

思考・判断 

学習問題 

思考・判

表現 

※全校的な取り組みを紹介したが、筆者は理科を中心に取り入れながら、活用のあり方について研究中である。 



ＣＳＴ養成プログラムについて
東松山市立新明小学校　鹿山泰

ＣＳＴとは何なのか？1
　ＣoreＳcienceＴeacher(中核的理科教員)の略称である。

　ＣＳＴは地域の理科教育の向上を目指す存在である。

　ＣＳＴは子ども達に対する優れた教育実践と行う。

　ＣＳＴは地域の小・中学校の教員に対し研修を行う。

　都道府県・市区町村教育委員会がこれをサポートする。

　ＣＳＴを認定するのがＣＳＴ養成プログラムである。

　ＣＳＴ養成プログラムを行うのがＣＳＴ事業である。

Saitama ＣＳＴ事業2
　埼玉県のＣＳＴ事業のことである。さいたま市教育委員

会、埼玉県教育委員会、埼玉大学が連携して行っている。

　ＪＳＴ(独立行政法人　科学技術振興機構)が活動の資金

面を平成２４～２７年度にかけて支援している。ＪＳＴは

埼玉県以外でもＣＳＴ事業を支援している。

文

文

文

文
小学校教員

文
中学校教員

ＣＳＴ活動のイメージ

ＣＳＴ
理科教育支援拠点

 小・中学校など

巡回指導

教材提供など

研修参加

質問・相談など

市区町村

教育委員会

都道府県

教育委員会

ＣＳＴ

市区町村

教育委員会

市区町村

教育委員会

環境整備　CST配置

経費支援　活動時間確保　研修周知など

文

文

文

文
小学校教員

文
中学校教員

ＣＳＴ
理科教育支援拠点

 小・中学校など

巡回指導

教材提供など

研修参加

質問・相談など

ＣＳＴ
文

文

文

文
小学校教員

文
中学校教員

ＣＳＴ
理科教育支援拠点

 小・中学校など

巡回指導

教材提供など

研修参加

質問・相談など

ＣＳＴ

「ＣＳＴ養成計画」策定

「養成プログラム」開発大学 教育委員会

「ＣＳＴ養成プログラム」

実施

教育学系学部

教育学系研究科

理工学系学部

理工学系研究科

都道府県教育委員会

市区町村教育委員会

教育養成など

ノウハウ
現場ニーズ

教員養成科目

理科専門科目

現場実習科目

修了評価参加

教育学系学生

理工学系学生

小・中学校教員

＜理数教育支援拠点＞

小学校

中学校

教育センター

修了学生就職

ＣＳＴ活動

ＪＳＴ

支援
支援

ＣＳＴ養成プログラムの流れ3

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

[日程は学校により異なる]

[県]拠点校における「研究授業」

（Ⅲ：授業者８時間扱い）

（Ⅲ：参加者３時間扱い）

[日程は学校により異なる]

[県]拠点校における「実技研修」

（Ⅱ：授業者８時間扱い）

（Ⅱ：参加者３時間扱い）

120時間以上の受講
　※Ⅰ～Ⅴ５領域をそれぞれ12時間以上

[5/13]

オリエンテーション

      （０時間扱い）

[5/13]

開講式など

　（Ⅴ：２時間扱い）

[11/13]

[市]拠点校における

「研究授業」

（Ⅲ：授業者

       ８時間扱い）

（Ⅲ：参加者

       ３時間扱い）

[2/18：本日]

授業研究発表会

（Ⅴ：４時間扱い）
※参加のみは3.5時間

　・ＣＳＴとして認定されるためには、120時間以上の科目の履修、およびその認定が必要となる。　

　　（※ただし、Ⅰ～Ⅴ領域それぞれの12時間以上の科目の履修が必要である。）
　　　Ⅰ：最先端の自然科学に関する知識・理解　　　Ⅱ：理科好きを増やす魅力的な観察実験法

　　　Ⅲ：小中学校実践理科指導法・マネジメント　　Ⅳ：科学の才能育成・科学研究指導法

　　　Ⅴ：科学コミュニケーション

　・履修した科目ごとにレポートを提出し、70点以上の採点を得ることで認定される。

　・科目は平日および土曜日、数は少ないが日曜日・祝日にも開講されている。

　　（※教員が土日祝に受講した場合は、振り替えをする必要があるため、とりすぎには注意が必要である。）

　・夏季および冬季休業中にも開講されている。

　・県と市では受けられる科目が一部異なる。

＜１領域当たりの認定時間＞

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

2.5

以下

４

８

10.5

10.5

より上

合計

県

市

50 0 4.5 44.5 25

8 51 56 13 8

26.5 57 69 70 35

0 0 8.5 0 0

0 0 0 11 0

84.5 108 138 138.5 68

55 53.5 4.5 69.5 25

8 85.5 52 34 11.5

26.5 32.5 34 91 27

0 21 28.5 0 0

25 0 75 0 0

114.5 192.5 134 194.5 63.5

今後4

　校内・校外の研修の実施を行うと同

時に、学校間で教材の貸し借りを円滑

に進められるシステムの構築が必要に

なってくると考える。

　ＣＳＴで学んだ教材は大きなものも

多く、一校にすべてを管理しきれるも

のではない。そのため、各学校で教材

を補完し合い、その情報を共有・ス

ムーズな貸し借りができることが重要

となってくるのではないかと考える。

＜曜日当たりの認定時間＞

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

月

火

水

木

金

土

日

合計

県

市

0 19 7 0 4

12.5 30.5 60.5 11 2

0 26 24.5 20 12

23 26.5 11 8 6.5

12.5 6 31 8 14

28.5 0 0 91.5 29.5

4 0 0 0 0

80.5 108 134 138.5 68

0 15.5 7 0 4

12.5 24.5 40.5 11 2

0 43.5 31.5 23.5 4

23 35 11 8 6.5

12.5 6 83 8 17.5

28.5 31.5 0 130 29.5

9 21 0 14 0

85.5 177 173 194.5 63.5

＜曜日当たりの認定時間＞

2.5

以下 4 8 10.5
10.5

より上

月

火

水

木

金

土

日

合計

県

市

0 7 23 0 0

4 52 60.5 0 0

2.5 27 44.5 8.5 0

26.5 20 28.5 0 0

22 18 34 0 0

71.5 0 67 0 11

0 4 0 0 0

126.5 128 257.5 8.5 11

0 12 14.5 0 0

13 28 39.5 10 0

12.5 24.5 36.5 29 0

46.5 14 12.5 10.5 0

24.5 10 20 0 75

96.5 49 74 0 0

5 25 14 0 0

198 162.5 211 49.5 75

※以上のデータはH.26年度のもの



 

「国際数学・理科教育動向調査」（TIMSS2011）では、「理科の授業が楽しい」  「理科が好き」と回答す 

る児童・生徒は、小学４年の段階で、国際平均に近いポイントを示している。しかし、中学２年の段階にな 

ると、大幅な減少が見られ、国際平均を大きく下回っている。本校地区の小中学校でも同じような傾向が 

あり、中学生の理科の学習意欲は小学生に比べ、大きく下回っている。本校の調査で は、否定的な回答 

の中では、「将来、役に立つと思えない」「日常生活には必要ない」と答える生徒が多く見られた。理科の先生のわかりやすさに関しては、小中共に、国際平均を下回っている。 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

  小学校と中学校の交流は少なく、それぞれの取り組みが見えないのが現状である。職員研修で小中の職員の合同研修などを行い、交流を積極的に行う地区も見られる。 

CST として、小学校 TTの授業参加や小学校初任者研修のサポートを経験した中で、それぞれの違いを捉え、小学校と中学校のよさをかけ合わせることで、中学生での理 

科の興味関心の大幅な減少や理科教員全体の授業のわかりにくさを軽減できるのではと考えた。 

 

   

  

 学習した理科内容が、自分たちの実生活にどのように 

活かされているのか体験的に捉えさせるために、 

①身近な素材を使った実験・教材研究 

・細胞の観察では、野菜を使用して観察。  

・１００円ショップなど利用して簡易的実験道具の作成 

（炭酸がぬけない加圧キャップによる雲の発生） 

②科学的事象を可視化させる工夫 

  ・原子・分子モデルによる化学変化の可視化 

  ・月や金星の満ち欠けをブラックライトで照らして表現 

   したモデル実験の開発 

③学習した内容を実生活にフェードバックさせる取り組み 

  ・導入やまとめにおいて、実生活に生かされている例 

  を紹介・提示する。 

  電子の原理→蛍光灯  

エネルギーの保存→ハイブリットカーや太陽光パネル 

これらの３つを柱にして、理科教科の有能性や魅力、社 

会において（特に資源のない日本にとって）欠かせない 

教科であることを指導してきた。 

 

 

 

 

   

  

 小学校の既習項目や学年を把握し、中学校の 

授業を計画する。特に学習してからのブランクが 

ある場合、小学校の学習から行う。例えば、中学 

校２年での電気回路では、小学校４年生で行う電 

池による、直列・並列の回路を復習し、中学校との 

違いを確認していく。 

小学校の単元の多さ（学年ごと１２単元）によって、つまずきやすい部分の復習も大 

切である。特に、グラフや目盛りの読み取り、小数を含む計算、自分の言葉でまとめ 

る考察（小学校で定型文に当てはめる活動から引き継いで）など、これらも小学校の 

学習の復習から中学校 

の学習につなげていった。 

 また、問題解決の過程 

である問題→予想→実 

験→検証・考察の手順 

を小中共に連携した実 

践をすることで、思考力 

判断力の向上につなげ 

ていくものと思われる。 

 

  

 

 CST研修を通して、小学校の教育現場に参加させていただいた他に、先端技術施設の視察、埼玉大学での専門的な知識、ICT活用技術やコミュニケーション技術の習得 

 など、幅広い分野の研修に参加した。地区中核的理科教員として、これらの経験を教育現場で生かし、他の先生方と連携を深めていく所存である。 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

  

 

   

  

 

 

小学校ではどのような学習をしてきたのだろう？ 

どのような学習のルールで教えてきたのだろう？ 

小学４年 中学２年
理科の授業は楽しい ９０．１％ ６２．７％

国際平均　　　８８％ 国際平均　　８０．１％

理科が好きだ ８３．２％ ５２．５％
国際平均　　８５．７％ 国際平均　　７５．５％

理科の先生はわかりやすい ８１．３％ ６５．２％
国際平均　　８９．７％ 国際平均　　７８．５％

※強くそう思う・そう思うと回答した割合（％）（TIMSS2011）

小中の系統を生かした授業展開 実感を伴った理解を図る場面設定 

中学校ではこの後、どのように学んでいくのだろう？ 

理科の専門性は伝わっているのだろうか？ 

中学校 

小学校 

各先生方の疑問 

授業観 

 



 
 
 

 

 

①授業の流れを明確化（見通しを持った授業を） 

林小ベーシックを規準にして、理科のベーシックを理科室及び各教室に配布 

疑 問 課 題 予 想 計 画 観 察 実 験 結 果 考 察 まとめ 

②発達段階に応じた問題解決能力の掲示 

 

 

 

 

 

③考察の書き方指導。定型文の使用 

 

 

 

 

 

④考察の時間の確保 

個人 → 班での話し合い → 全体での話し合い（まとめ）  課題の答え 

                               実験結果に基づいた理由の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①生活（遊び）の体験から 再び生活（遊び）へ 

 

 

 

  

 

 

    

 

②見通しを持った実験・観察          

  

                                         

 

 

 

 

                                           

 

 

 

    

小３ 比較  
 

 小４ 比較 関係付け 

小５ 比較 関係付け 条件制御 

小６ 比較 関係付け 条件制御 推論 

 
おもちゃ作り 

 

 

所沢市立林小学校 

 佐藤千夏 

 

実験結果 ので(だから）、わかったこと とわかった。 

ちがうことがわかった。   同じことがわかった。 

関係していることがわかった。 

～～～～の条件をかえ、～～～～の条件をかえないので、 

 

風を受ける部分が大
きくなるように工夫
しました。 

わかったこと（考察）を表現させるために 

実感を伴った理解にするために 

 
凧揚げ 

ゴム鉄砲 

生活科 
 
風やゴムの働き 

理科 
 
おもちゃ作り 

図工 

 
ぶらんこ 

メトロノーム 

日常生活 
 
ふりこのきまり 

理科 理科 

・少人数での実験 

・教材・教具の工夫 

・ICT の活用 

顕微鏡カメラ・・・・・ 観察するものを示すことができる。（微生物・花粉など） 

マイクロスコープ・・・より細かく観察できる（昆虫・花の作りなど） 

デジタルカメラ・・・・動画で何度も再生可能（川の流れ、月の満ち欠けなど） 

インターバルレコーダー『レコロ』 

・・・一定の間隔で撮影した画像をつなぎ合わせ、時間の流れを 

縮めて再生できる（雲の動き）            等 

 

 

演示実験 

デジタルコンテンツの活用 

 

 

児童自身の手で･･･ 

 実験・観察が難しい

 

 

～子どもの声に耳を傾けて～ 

ホワイトボードを活用 
※「分かった」という喜びと、誰かに伝えたいと思える実験

の工夫。 

※もう一度実験結果を振りかえることのできる工夫。 

  動画の活用。再実験コーナー。結果の掲示   等 
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探究活動の流れとポイント 

科学的思考力を育成し、理科好きを増やす授業実践 
川越市立大東中学校  高田 真吾 

 
１ 研究の目的 
  本校生徒は理科の学習に一生懸命取り組んでいるが、全体的に基礎基本の

定着が不十分であり、特に科学的な思考力を問う問題では正答率が低い。ま

た、実生活に活用する力や課題解決のための取組を多くの生徒が苦手として

いる。全国学力・学習状況調査の結果を見ても、科学的な思考力・表現力に

課題があることがわかる。確かな学力を身に付けさせるためには、科学的思

考力を育成し、理科の授業の内容がよく分かるようにすることが大切である

と考え研究テーマとした。 

 
２ 研究の手順 
 （１）生徒の実態の把握 
 （２）具体的な取組 
 （３）実態に応じた指導方法の改善と取組 
 （４）評価とまとめ 

 
３ 研究の概要 
 （１）生徒の実態の把握 
  全国学力・学習状況調査結果の国の傾向をみると、理科の正答率が高い生

徒は、児童生徒質問用紙の以下の項目において、「当てはまる」「どちらかと

いえば当てはまる」の割合が高いことがわかった。 
  ①｢理科の授業内容は、よく分かる｣ ②｢理科の勉強は、好きだ｣  

③｢理科の勉強は、大切だ｣  
④｢理科を勉強すれば、私の普段の生活や社会に出て役に立つ｣  
⑤｢将来、理科や科学技術に関する職業

に就きたい｣ 
  そこで、本校でもこの５項目の実態を

把握するために、４月にアンケート調査

を実施した。 

 
（２）具体的な取組 
 ・科学的思考力の育成を促す授業の実践 
  学習指導要領に、｢十分な観察や実験の時間、課題解決のために探究する時

間などを設けるようにすること。その際、問題を見いだし観察・実験を計画

する学習活動、観察・実験の結果を分析し解釈する学習活動、科学的な概念

を使用して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮する

こと。｣とある。 

  この探究活動を充実させることで科学的思考力を育成することができると

考え、活動の流れやそれぞれの項目のポイントを押さえ、繰り返し学習した。

以下は探究活動の流れとポイント、発信の場面での生徒の活動の記録の一部

である。 

 

 
 
 
 
 
 
（３）実態に応じた指導方法の改善と取組 
   学力テストの結果より、本校生徒は基礎基本の定着が非常に低いことが

わかった。科学的思考力以外にも、興味・関心、知識・理解の能力を高め

る必要がある。そこで、授業以外での活動を増やし理科に触れる時間を増

やし、成功体験や学習の積み重ねをさせることを意識させた。 
①理科の掲示物の作成 

    興味を高めるために、階段にカードを貼り何度も見させたり、廊下に

良いレポートの作品や理科に関する記事を掲示した。階段を昇りながら

何度も確認し、授業で活用できる生徒が増えた。レポートも良いものを

まねて書き、工夫が見られるようになってきた。理科に関わる話題を休

み時間にする生徒も増え、理科を身近に感じられるようになってきた。 
 

 

 

 

 

 

②学力定着、興味・関心を向上させるためのプリント学習実施 
    プリント学習ができるように学年の廊下に理科コー   

ナーを設置した。２学期から実践し、重要用語の確認  
と練習、基本的なプリント学習、小学校の復習、皆既 
月食の観測、流星群の観測、セパタクローボールの作  
成等を行った。 

    期間内の提出により成績にポイントを加点する方法 
で、学年の半数以上が取り組んだ。定期テストでは知  
識理解の正答率が高まり、自信を持って授業中の発言を行う生徒も増え

た。 
③学習の歩みの実践 

授業の内容が定着しているかを確認   
するために、毎時間の評価を記入させた。   
まず始めに単元で一番理解させたい項  
目に対する今現在の考えを書かせた。授      
業を進めながら単元終了後に同じ質問  
をしてどのように変化したかを確認し  
た。こちらが意図する答えを書く生徒が多く、理解力を感じる。また、

毎時間の授業にタイトルをつけさせ、本時の課題をしっかりと理解して

いるかを確認した。                        
    小テストや定期テストの結果から、課題が明確となり授業の内容が理

解できていると判断した。 

 
 ４）評価、まとめ 

アンケートの実施と比較 
   ２学期末に４月と同じ内容でアンケー

トを実施し、｢当てはまる｣・｢どちらかと

いえば当てはまる｣と回答した生徒の比

較である。 

 
 【課題】 
  ・レポートの内容や定期テストの結果から、知識理解の定着は見られるが

科学的な思考の定着は不十分である。 
  ・｢役に立つ｣・｢職業に就きたい｣の項目が微増であったため、授業の改善

はまだ可能なはずである。実生活に活用できるような工夫をしたい。 

   
 

課題 

予想 
•予想を立てやすくするための【ま・と・け・し】を使う。 
•｢まえに習ったこと｣ ｢とんでもない考え｣ ｢けいけんから｣ ｢しこう実験｣ 

計画 

実験  

結果 
•結果は見たままを書く。表やグラフなどを使うと良い。 
•定型文を使い｢Ａ（操作）をしたら、Ｂ（結果）になった。｣ 

考察 
•結果を分析解釈するので、結果から考えたことや根拠を書く。 
•定型文を使い｢Ｃ（結論・自分の意見）と考えた。なぜならばＤ（根拠）である。｣ 

発信 
•ノートやレポートにまとめる。 
•班活動でボードにまとめ、発表する。 

授業前 授業後 



本庄市立秋平小学校 田島 弘達  

１ 概要 

  本校は、地域との結びつきが強く、豊かな自然の中で児童がのびのびと活動していることが特徴である。全学年単級と
いう小規模校でもあり、素直で礼儀正しい児童が多い。理科の授業には興味・関心を持って取り組んでいる児童がほとん
どであるが、実験・観察を楽しんで行う反面、結果を整理して考察することはなかなかできないという実態があった。 

  そこで、CST 研修を受けたことをきっかけに、平成２６年度の校内研修では理科に取り組むこととした。問題解決の
流れを明確にし、教師が一つ一つの実験にはっきりとしたねらいを持って指導するとともに、授業の導入で児童に「調べ
てみたい」という意欲を喚起することで、見通しを持って観察・実験を行い、主体的に考える児童の育成を目指した。 

 

２ 手立て 

（１）授業の改善 

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

（２）職員研修     （３）環境整備 

 指導法研修      校内に「理科コーナー」を設置 

４～８月 問題解決の流れ・掲示物の作成 

６月 指導主事による理科の指導法研修 

１２月 指導案検討 ６年「電気のはたらき」 

１月 授業研集会 ６年「電気のはたらき」 

 実技研修 

第１回 サーモインク、水蒸気の実験 

第２回 手回し発電機等を用いた実験 

第３回 ジグソー型学習の模擬授業による研修 

 

 

３ 成果と課題 

 ○児童が結果と考察をはっきりと分け、考察は、自分で考えたこと
を自分の言葉で論理立てて説明できるようになった。 

 ▲学校全体で取組を継続し、児童の力をさらに伸ばしていきたい。 

問題解決の流れを明確化  

 

予想の書き方・考察の書き方を統一 

 

板書とノートの一体化 

 

 

各学年の目標掲示 
３年生「比較」 
４年生「関係付け」 
５年生「条件制御」 
６年生「推論」 

問題解決の流れ 
問題→予想→実験計
画→実験・観察→結果
→考察→まとめ 
板書も同じ形にした。 

 
全クラス・理科室に
掲示・活用 

CST 研修で学んだ内
容や、学習内容、季
節や学校の周りの環
境に関係することを
展示し、児童が自由
に触れられるように
した。 

ノートを見開き
で使い、板書と
同じように書く
ようにさせた。 
思考の流れがは
っきりし、考察
も十分できるよ
うになった。 



ＣＳＴ事業成果発表会                             さいたま市立見沼小学校 田中 浩二 

 

 
キラリ授業大公開 「物のとけ方」 

子どもの瞳が キラリ と輝く  教師の指導技術が キラリ と光る  次の授業のヒントが キラリ と浮かぶ 

 

 

 

 

 

１ 単元について 

 小・中学校「理科」水溶液の始まりの単元 

 

 

 ≪児童の実態≫ 

 ・実験や観察などの体験活動が好き。 

 ・小グループの中では、自分の考えを伝えることができる。 

 ・予想や仮設を立てたり、考察したりするのが苦手。← 既習の定着のばらつき、生活経験の差 

２ 単元計画（１３時間扱い） 

第１次 食塩のとけ方を調べよう 

第２次 ミョウバンのとけ方を調べよう 

３ 本時の学習指導（１／１３） 

（１）目標       食塩の溶け方に興味をもち、進んで食塩を溶かし、「溶ける」ことの不思議さを感じることができる。 

（２）評価規準    食塩の溶け方に興味をもち、進んで食塩を溶かし、溶けていく様子を観察しながら、問題を見いだそうとして

いる。                               【自然事象への関心・意欲・態度】 

 （３）展開 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 成果（○）と課題（●） 

○食塩を水に溶かす活動に興味や意欲をもって取り組むことができた。 

 ○たくさんの発見や疑問をもつことができた。 

 ○自分の考えを表出し、問題解決への意欲を高めることができた。 

 ●児童から小学校の学習指導要領の内容で扱わないものが多数出てきた。→生活とのつながり、中学校の学習への興味付け 

子ども自らが「問い」をもち、主体的な問題解決を図る授業の創造 

「どうして？」 

「不思議だなぁ？」 

「もっと知りたい！」 

「やってみたい！」 
学習活動の手立て 

①児童の興味・関心を高めるための体験活動の充実 

②自分たちで実験方法を考えさせる工夫 

③学習と生活場面や自然とのつながりを意識した事象提示 

「なるほど」 

「楽しい」 

「こういうことだっ

たのか」 

第３学年 

「物と重さ」 
第５学年 

「物の溶け方」 
第６学年 

「水溶液の性質」 
中学校 

「水溶液とイオン」「イオン」「酸・アルカリとイオン」 

活動のきっかけ 

 

 

 
・魚の形をしたタレビンを水槽に入

れ、浮き沈みする様子を見る。 
・死海で人が浮いている様子を見る。 

水に何か入っ

ているの？ 

本時の問題 

 

観察の準備 
・見るポイントを確認する。 
・安全に留意して準備をする。 

食塩を水に入れるとどうなるの

だろうか？ 

塩だよ！ 

観察１ じっくり見てみよう 
・水を入れた１m のア 
クリルパイプに少量 
の食塩を入れた時の 
様子を観察する。 

消えたよ 
糸みたいなもの

が出てきた 

観察２ もっと入れてみよう 
 
 
 
 

 
・アクリルパイプに２種類のタレビ

ンを入れ、さらに食塩を入れた時

の様子を観察する。 

だんだん溶けなく

なってきたな 

魚が動き出

したよ 

発見や疑問を話し合う 
 
 
 
 
 
・付箋に発見や疑問を書き、グルー

プで整理した後、全体で話し合う。 

子どもたちの発見・疑問 

・食塩を水の中に入れると、どんど

ん小さくなって溶けた。（消えた。

見えなくなった。） 

・水の量が増えたのはなぜだろう。 

・食塩を入れ続けると、下にたまっ

た。もう溶けないのかな。 

・泡のようなものが出てきた。 

・食塩を入れるとなぜ浮くの。 
もっと知りたい！ 

大発見！ 

やってみたい！ 
手立て③ 手立て① 

科学は楽しい！ 
不思議を発見！ 



科学的な体験の充実を図った実験観察の工夫

さいたま市立与野南中学校 教諭 友納 章夫

音の学習の導入において、音が出る様々な現象を体験させる授業の工夫を行った。

手順

①理科室の班の数と同じ９種類の実験を用意し

て、それぞれの班の机に実験道具を用意して

おく。

※ティンパニ－、大太鼓、ウィンドチャイムは

吹奏楽部から借りて使用した。

② 回目は、自分の班に置いてある道具を使っ1

て音を出して、ワークシートに書かれている課題について観察する（３分）。

③時間になったら、ワークシートに気が付いたことを記入し、次の机に移動する。（記入と移動で１分３０秒）

④これを繰り返し、すべての実験を終えたら、自分の班に戻り、ワークシートのまとめを行う。

成果

生徒は、音に関する様々な実験に興味を持って意欲的に取り組むことができた。また、数多くの実験を

通して、音は物体の振動が原因であることや、音の大きさ、音の高さと振動の関係を体感を通して理解す

ることができた。

３班
ティンパニー

６班
大太鼓

９班
ウィンドチャイム

２班
糸電話とばね電話

５班
おんさとガラス棒

８班
蛇腹パイプ

１班
水を入れたﾜｲﾝｸﾞﾗｽ

４班
共鳴おんさと板

７班
紙コップに糸をつけ
た物



平成 26 年度 CST 研修実践報告 
加須市立三俣小学校 教諭 豊田英二 

 
１ はじめに 

 平成 26年度「CST養成プログラム」として，数多

くの研修・講義に参加させていただきました。CST研

修において，受講した取り組みについて報告させてい

ただきます。 
２ 参加した研修会の日付と内容 

月 日 内容 
5月 
 
 
 

13 
 
27 
 

CST開講記念講演 
山梨大学名誉教授 堀 哲夫先生 

理科授業を観察し分析する視点 
実践理科指導法・埼大附中 

6月 24 
24 
28 

実践理科指導法 
観察実験講座(物理Ⅰ) 
日本科学未来館見学 

7月 30 科学プレゼンテーション研修会 
鉄道博物館 

8月 19 
 
20 
 
27 

先端研究施設訪問研修 
  農業生物資源研究所 茨城県つくば市 

平成26年度理科教育研究発表会 
(教員の部)  本庄早稲田リサーチパーク 
才能育成(ロボティックス教育) 

9月 24 宝蔵寺沼ムジナモ自生地の生態系・さい

たま水族館バックヤード見学 
10月 14 

28 
小学校教育研究協議会・埼大附小 
科学的な思考力の育成を促す理科授業 

2月 10 
 
 
18 
 

平成26年度埼玉県理科教育研究発表会

(小・中学校児童生徒の部) 
  行田市教育文化センター「みらい」 

授業研究・授業の分析と改善 
平成26年度埼玉CST授業成果発表会 

３ 参加した主な研修の内容と成果について 
6月28日(土) 日本科学未来館見学 
研修内容：小学生4～5名と大学生＋教員でグループになり，出されたミ

ッションに館内を回りながら解決策を得ていく。ミッション

「宇宙ステーションで10年暮らすには」 

成果：宇宙開発技術の高さを実感をもって感じられた。意欲的な子ども

たちと科学について真剣に考える 

時間を持てた。 

  

7月30日(水) 科学プレゼンテーション研修会 
研修内容：鉄道博物館の展示物等について調べ，その展示物等について

のプレゼンテーションを行う活動を通して，科学的なおもし

ろさを発見する視点，プレゼンテーション能力及び ICT活用

能力等の育成を図る。 

成果：タブレット端末の有効性を十分に認識することができた。理科に 

おいてはICTは時間を保存できることが大きなメリットであるこ 

とを強く思った。 

 

 

 

 

  
8月19日(火) 先端研究施設訪問研修(農業生物資源研究所) 
研修内容：遺伝子組み換え，遺伝資源の隔離圃場を含めた見学，講義。

遺伝子組み換え作物などのリスクコミュニケーション，遺

伝資源・ジーンバンク，遺伝子組み換え作物研究，カイコ

を利用した研究など。 

成果：種の貴重性や施設の存在の重要性 

を改めて認識しました。「大事な 

ことは技術をどのように使うか」 

という言葉に非常に納得しまし 

た。 

 
 
 
 
 
     
8月27日(水)CST才能育成(ロボティックス教育の可能性) 
研修内容：LEGO MINDSTORM3 EV3教材を使った模擬授業体験を

通して，学校教育での取り組みの

具体的なイメージをもつ。 

成果：最新の技術を実際に操作を通して学

ぶことができ，納得のある学びにな

りました。 

9月24日(水) CST実地研修(羽生市宝蔵寺沼・さいたま水族館) 
研修内容：宝蔵寺沼ムジナモ自生地の生態系・さいたま水族館バックヤ 

ード見学 

成果：貴重な生態系を維持

していくことの大切

さ，多くの人に知っ

てもらうことの意義

を考えさせられまし

た。 



実験・観察の教材・教具の工夫改善           さいたま市立指扇中学校 能見郁永 

 

 

「実験 だ液によるデンプン溶液の変化」 

Ⅰ．教科書の手順 

 

 

 

 

 

①試験管を２本用意し、１本にはうすめただ液（Ａと

する）、もう１本には水を入れる（Ｂとする）。 

 ②Ａ、Ｂの試験管にデンプン溶液を入れ、よく混ぜあ

わせた後、約４０℃の湯が入ったビーカーで５～１

０分間あたためる。 

 

 

 

 

 

③Ａ、Ｂの溶液を半分ずつ別の試験管（Ｃ、Ｄ）にと

り分ける。 

④Ａ、Ｂにはヨウ素液を入れて反応を見る。Ｃ、Ｄに

はベネジクト液と沸騰石を入れてガスバーナーで

加熱し、反応を見る。 

 

Ⅱ．教科書の方法では… 

①だ液やだ液を含んだ水を口からビーカーやコップに

出すことに抵抗感を持つ生徒が多く、実験がスムー

ズに始まらない。また、男女別班で行ったこともあ

るが、同性同士でも抵抗を感じる生徒が少なくない。 

②デンプン溶液をお湯の中に入れてあたためる際、加

熱器具および多くのお湯を使うため、安全面、実験

道具の用意・片付けに課題が残る。 

 

Ⅲ．マイクロテストチューブを使った場合の手順 

 ①２本のマイクロテストチュー

ブ（以下、マイクロ試験管）

にデンプン溶液を入れ、Ａ、

Ｂとする。 

 ②綿棒を口でくわえて、十分に

だ液を染み込ませて、Ａのマ

イクロ試験管に入れて混ぜる。

Ｂのマイクロ試験管には水を

含んだ綿棒を入れて混ぜる。 

 

③Ａ、Ｂ両方のマイクロ試験

管を綿棒が入ったまま、３

分間握ってあたためる。 

④Ａ、Ｂのマイクロ試験管か

ら綿棒をとり出し、アルミ

皿の上に置いて、ヨウ素液

をかけ、反応を見る。 

⑤Ａ、Ｂの液を試験管に移し、

ベネジクト液と沸騰石を

入れてガスバーナーで加

熱し、反応を見る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．成果と課題 

①だ液を口から出さずに、綿棒にしみこませるだけで

採取することができ、抵抗感を持つ生徒も積極的に

実験へ参加することができた。 

②マイクロテストチューブを使うことで、一人ひとり

が実験を行うことができ、全員参加の実験を行うこ

とができた。 

③マイクロテストチューブを手で握るだけであたため

られるため、お湯などの準備が必要なくなった。 

④実験に使うデンプン溶液の量が少ないため、ベネジ

クト液を入れて加熱する際、沸騰までの時間が短く

なった。 

⑤実験全体を通し、実験手順が簡略化され、生徒の作

業時間が教科書の方法と比べ短くなった。その結果、

生徒が考察を行う時間を順文に確保することがで

きた。 

⑥マイクロテストチューブは使い捨てのため、もった

いないとの声が生徒から聞かれた。ちなみに、今回

の実験のために購入したマイクロテストチューブ

は、カタログに５００個で１,５００円のものを購入

した。 

実験へ積極的な参加を促すためのマイクロテストチューブを使っただ液実験 



                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科学的思考力を育む指導法の研究 
熊谷市立籠原小学校 教諭 萩尾 卓之 

右のグラフから、本校の児童 

は、授業が分かることや理科の大切さなど、 

理科への関心が高いことガわかる。 

また、本校の平成２４年度全国学力・学習 

状況調査（理科）の結果では、正答率が５０ 

％未満であった問題は、全２４問中７問、正答率が全国平均以下であった問題も７問、評価の観点で見ると、

約８７％が「科学的な思考・表現」の観点であった。科学的な思考・表現の向上が本校の児童の課題であると

考える。 

 以上のことから考えると、関心の高さや意欲の強さは、必ずしも思考力・表現力の高さとイコールだとい

うことは言えない。そこで、本校児童の課題である、「思考力、表現力」の向上を目指す指導法の研究をする

ことにした。 

分かる

92.2 
好きだ

88.9 大切だ

90.0 
役立つ

就職したい

52.9 
0

25
50
75

100
科学的リテラシー 
評価指数 

 児童は、意欲的な学習の中で、 

問題解決の流れが身につき、 

科学的な思考の表現スキルを学び、 

表現できれば、思考力が向上するだろう 

 

１ 学習意欲の持続 

（１）「単元を貫く問題」の設定 

（２）学習計画の自力作成 

（３）問題解決学習の流れの理解 

（問題把握･予想･実験計画･実験･結果処理･考察･まとめ） 

２ 思考の表現 

（１）予想、考察の根拠を、自分の言語で表現させる 

（２）図や絵による表現の工夫 

仮 説 手立て 

研究の動機 

単元を貫く
課題は学習
意欲の持続
につながり
学習に見通
しをもつこ
とができた 

３年生以上
の全学級で
統一し、問
題解決学習
の流れを身
に付けるこ
とができた 

型を決めた
ノート指導
により、学
習計画の自
力作成力が
身に付いた 

根拠の表現
の仕方を知
り、自力で
表現する力
が付いた 

根拠の表現
の継続的な
指導により
自力で表現
する力が向
上した 

モデル図等
を使うこと
で、表現ス
キルの習得
と選択が可
能になった 

取組みと成果 



 

 

 

 横瀬町立横瀬小学校  林 和彦  

本年度「ＣＳＴ要請プログラム」を受講して様々な分野の研修をさせていただいた。受講した

研修の中からいくつかの研修をふり返り，その活用方法について考える。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 26年度ＣＳＴ研修報告 

「ＣＳＴ要請プログラム」を受講して学んだこと 

Ⅴ 科学コミュニケーション 

科学プレゼンテーション研修 

 鉄道博物館において，実際の展示を生かしたプレゼンテーショ

ンの方法を学んだ。今後，教育現場でも広く導入されるであろう

タブレット端末を用いて，実物が 

目の前にある時とそうでない時の 

プレゼンの違いについて実感する 

ことができた。 

 

Ⅰ 最先端の自然科学 

日本科学未来館見学 

 施設内の展示をヒントに子どもたちが自主的に調べ，課題を

解決していく。「人間は食べないで生きていくことができるよ

うになるか」子どもたちの出した答えは… 

先端研究施設訪問研修…遺伝子組み換え，遺伝資源等 

 農業生物資源研究所を見学，今だけで 

なく未来を見据えた取組に感心させられ 

た。また，ジーンバンクの資源の活用も 

積極的に 

行ってい 

きたい。 

Ⅱ ＣＳＴ観察実験 

観察実験講座『物理量の扱い方（振り子の運動）』 

「振り子の周期を決めているのはひもの長さ」と小学校で教

えるのはなぜなのか。実験をもとにした納得の講義であった。 

実地研修【宝蔵寺沼ムジナモ・さいたま水族館】 

 国指定天然記念物のムジナモの生態につ 

いて，普段は入れない宝蔵寺沼で学ぶこと 

ができた。また，これらの環境を生かした 

周辺の学校の取組についても知れた。 

身近な環境と動植物を学ぶ研修会 

 ハエトリグサの無菌培養や野外での 

観察・水質調査など，総合教育センター 

江南支所の施設を生かした実習ができた。 

Ⅲ 小中学校実践理科指導法 

・マネジメント実習 

実践理科指導法（全２回） 

 科学的概念の形成を促すための手だて（現象の可視化や外的資

源の活用）や思考力の育成を促す理科授業について，実践を踏ま

えた具体的な内容を学ぶことができた。 

授業研究（全４回） 

 授業分析を行い，良い授業づくりのポイントについて学んだ。

CSTを受講されている先生方の取組も知ることができ，自分自

身も課題を設定して授業実践を行った。 

研修で学んだことをどう生かすか 

 本年度研修で学んだことは，すべての内容がそのまま使える

わけではない。所属校や地域の特色を生かしつつ，それぞれの

エッセンスを生かした指導法を検討・実践していくことが CST

としての次のステップである。本 

年度学んだことを，子どもたちや 

地域の理科教育に還元していける 

よう今後も努めていきたい。 

  

Ⅳ ＣＳＴ才能育成・科学研究指導法 

平成 26年度理科教育研究発表会（教員の部） 

 県内の先生方の積極的な取組を知り，自分の実践にも生かせる

多くのことを学んだ。良い刺激を受けることができた。 

才能育成（ロボティックス教育の可能性） 

 コンピュータープログラミングを使って，LEGOで作ったロ 

ボットを操作する。教育現場へ 

の導入や，被災地や危険地帯等 

での将来的な活用法も学ぶこと 

ができた。 

 



 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

年間 120 時間の研修を受

け，かつ 1 講座につき，レ

ポートを提出する。しかも

点数までつく。（びっく

り！） 

 この条件をクリアする

と晴れてＣＳＴとなれる

わけである。 

 

 

 

 ある研修会でのこと。ＣＳＴとよばれる

先生方がいた。私は｢ＣＳＴ？何の略だろ

う？｣と思っていた。知っていた先生がいた

ので，訪ねてみると｢コア･サイエンス･ティ

ーチャーの略だよ。｣と教えてくれた。この

頃は，自分がＣＳＴになるとは思ってもみ

なかった。 

数ヶ月後，ＣＳＴになるための道のりが

始まった･･････ 

 

ＣＳＴへの道のりは長く険しかった。担任をしつ

つ，講座のために出張に行き，おまけにレポート

の宿題まであった。レポートで 100点を取った時

は，本当にうれしく，子どものように喜んだ。た

た，正直，本当にきつかった。しかし，これも自

分自身のためと子ども達のためと思い，楽しみな

がら，前に向きに取り組んできた。おかげで色々

な事が勉強になった。これからも自らを高め， 

 

に向けて学んでいきたい。 

 

プロローグ 

ＣＳＴの条件 

最先端の自然科学に

触れ，学ぶ研修である。 

農業生物資源研究所

ではジーンバンクとい

う遺伝子を保存してい

る施設や遺伝子組み換

え食品について研究し

ている所を見学させて

いただいた。 

 

 

 

 

 

 

地球内部を観察しよ

うでは，星の砂や鉱物を

観察し，地球の構造につ

いて，学んた。 

 

実験観察の技術を高め

る研修である。 

理科の授業力を高める

実験・実技研修会では，毛

糸を束ねたものを入れて

おくと，メダカが卵を産む

ことや，新聞広告を使うこ

とで，顕微鏡の使い方が身

につけられる事などを学

んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，県教育センター江

南支所では，水中の微生物

の培養方法を学んだ。 

 

理科の指導法などについ

て学ぶ研修である。 

大学の講義では，指導

法などを学び，様々な指

導法があり，実践にすぐ

に役立つものばかりであ

った。 

また，学んできた指導

法を授業研究という形

で，実践をし，勉強にな

った。 

初任者研修でも指導者

とし関わった。 

 

 

施設などを訪問し，コ

ミュニケーションを図り

ながら学ぶ研修である。 

 国立科学博物館では，

展示方法などで理科室の

掲示について考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

鉄道博物館では，タブ

レットを活用し，展示物

と科学や学習との結びつ

きを学んだ。 

 

様々な分野に触れ，視野

を広げる研修である。 

レゴのロボットを活

用して，どのように授業

に生かすかを実際に操

作しながら学んだ。 

 

 

 

 

 

 

県教育センターの公

開日に体験教室を開い

た。企画から運営まで行

うことで，企画の練り

方，運営方法まで，様々

な分野を学ぶことがで

きた。 

 

エピローグ 

 

 

最先端の自然科学 ＣＳＴ実験観察 科学コミュニケ-ション 
ＣＳＴ才能育成・ 

科学研究指導法 

 

小中学校実践理科指導法・

マネジメント実習 

ＣＳＴになるまでの道 
～Ｃちょっと Ｓすてきな Ｔティーチャーを目指して～  

Ｃちょっと Ｓすてきな Ｔティーチャー 

どんなことを学んだのか（一部分） 

領域Ⅴ 領域Ⅳ 領域Ⅲ 領域Ⅱ 領域Ⅰ 

行田市立東小学校    原口 昌義 



 

 

 

 

                        さいたま市立新開小学校  福山 南 

  予想を誰もが述べやすくするため、自信の度合いをノートに色で表し、話合い活動の時間を

設ける。実験方法をグループで考え、予想に対応した実験器具を主体的に準備できるようにす

る。そのため、理科室の環境整備を図る。（CST 公開授業・ハイチ政府視察理科研究会） 

１ 前時の振り返り 

 

 

２ 学習問題を立てる。  

 

 

３ 予想する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 予想をもとに、実験器具を準備する。 

 

 

 

５ 実験する。 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 結果から考えられることをまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 協議会の様子 

 

 

 

 

 

学び合いを重視し、主体的な問題解決を図る学習指導の工夫 

小学校第６学年  「水溶液の性質とはたらき」 

指導の 

ポイント 

～児童生徒が主体的に問題を追究し、学び合う授業の工夫～ 

 

○確信度をノートに表すことによって、児童の思考が明確になり、学ぶ楽しさを実感できた。 

●全体で考察する時間が確保できなかったため、時間配分を検討する必要がある。 

成果と課題 （成果･･･○，課題･･･●） 

実験結果から、あわの正

体が分かった！ ＜工夫③＞ 

導き出した結論を、確信

度の色で表し、予想との変

容が分かるようにする。 

集めた気体にろうそく

を入れると、火はどうな

るかな。 

集めた気体と石灰水の

反応はどうなるのかな。 

＜確信度が青から黒へ＞ 

＜確信度が青から赤へ＞ 

 炭酸水から出る泡

の正体は何だろうか。 

窒素と、二酸化炭素、

酸素のどれかな。 

自信ないから青にしよう。 

＜確信度が高い場合は赤＞ 

＜工夫①＞ 

確信度の違いによ

りノートに記入する

色を選び、考えを表出

しやすくする。 

＜工夫②＞  自分たちの予想をもとに、実験器具を準備する。 

機能的な理科室の環境をつくる。 

＜確信度が低い場合は青＞ 

炭酸水は、泡が

出ていたね。 
そ の 泡 の 正

体は何かな。 

ろうそくは私

が準備するね。 

＜迷っている場合は黒＞ 

迷うから、黒

にしよう。 

ビ ー カ ー は 僕

が準備するよ。 
ハイチ共和国の方々か

ら、日本の理科教育につい

て様々な質問があり、活発

な協議が行えた。 

 水溶液に溶けた金属

を取り出せるだろうか。 

ろ過してから蒸発

させよう。 



 

 

 

 

  



Saitama CST事業 

（さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学 

中核的理科教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業） 

運営要綱 

 

（事業主体） 

1 Saitama CST事業（さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学コア・サイエンス・

ティーチャー養成拠点構築事業）は、さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学

が共同で実施する。 

 （本事業は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）から平成２４～２７年度資金支援を受

けて実施する。） 

2 本事業の企画・運営方針は、事業に連携して参画する各機関の意向を踏まえて、上記三者が

共同で決定する。そのためにすべての連携機関の担当者が集まって連絡調整を行うための会

合（定例会）を定期的に開催する。平成２４年度事業開始時における連携機関は以下の通り

である。 

  さいたま市立教育研究所、さいたま市青少年宇宙科学館 

  埼玉県立総合教育センター 

3 本事業は、上記の機関に加えて、趣旨に賛同する諸機関、団体、個人等に積極的に協力を要

請し実施する。 

4 本事業の事務は、埼玉大学内に設置する「CST事務局」で取り扱う。 

（目的と対象者） 

5 本事業は、中核的理科教員（CST：コア・サイエンス・ティーチャー）を養成するとともに、

地域でCSTが活動する場としての拠点校（CST拠点校）の設置を推進し、それによって埼玉県

全体の理科教育の水準向上に資することを目的とする。 

6 また、上記の目的のためにCST関係者が連携協力し、他の教員や児童生徒からの多様な必要

性に対処する活動を行う。 

7 CSTは、地域の理科教育推進の中核的存在として、小中学校で理科を教える教員の研修を支

援する。 

8 本事業は、将来理科教員となる埼玉大学の学生と、さいたま市、埼玉県の小中学校で理科を

教える現職教員を対象とする。CST養成事業の受講については別に定める。 

9 さらに本事業は、すでに県内外で理科教員に対する指導的役割や地域の理科教育を推進して

きた実績を有する者の中から、一定の研修等を経て、中核的理科教員指導者（CSTマスター）

を養成する。 

10 CSTマスターは、CSTを養成する指導者を務める。 

  

  

 



（CSTの認定） 

11 本事業の認定に係る事項を執り行うため、さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉

大学の各代表者からなる「認定委員会」を設置する。 

12 CSTの認定は、以下の領域Ⅰ～Ⅴで、各１２時間以上の講座を履修し、合計１２０時間以上

の受講時間の認定を受けることを基本的な要件とするが、受講生の所属する大学あるいは教

育委員会の判断により、受講生に対して領域ごとに異なる履修時間を設定することが可能で

ある。CSTマスターの認定は、領域ⅠとⅤを含む合計６時間以上の講座を受講することを原

則として必要とし、具体の要件については、所属する教育委員会が別に定める。 

 領域名                     

  Ⅰ 最先端の自然科学に関する知識・理解    

  Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法    

  Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント   

  Ⅳ 科学の才能育成・科学研究指導法      

  Ⅴ 科学コミュニケーション          

13 認定される履修時間（認定時間）と評価基準は、講座ごとに定められる。講座の講師による

評価を基本とするが、外部（臨時）講師による講座の評価については、講座の担当者が評価

する場合もある。 

14 各講座の履修の評価は、評価基準に基づいて、100点満点に換算して、以下の基準で評点化

し、A、Bを「合格」とし、Dを「不可」とする。 

 A（８０～１００点）・・・到達目標の内容をほぼ完全に習得できた。 

 B(６０～７９点）・・・到達目標の内容を概ね習得できた。 

 D(０～５９点）・・・到達目標のうち、重要な要素が習得できなかった。 

15 CSTあるはCSTマスターの受講生は、認定時間の必要要件等を満たした時に、認定委員会に対

して認定を申請する。認定委員会は、受講した講座の評価情報等をもとに最終審査を行う。

その際、口頭面接あるいはそれに換わる受講成果の発表を課す場合もある。 

16 CSTおよびCSTマスターの認定証は、さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学の

三者が共同で、受講生に対して交付する。交付は、年１回を基本とする。 

17 埼玉大学学生のCST認定は、まず、認定時間の必要要件を満たした段階でCST修了証を交付し、

さいたま市あるいは埼玉県に教員採用され、初任者研修を含む教員としての一定期間（３年

程度）の経験を経た後にCST認定証を認定委員会に申請し交付されるものとする。 

（養成講座の設定） 

18 CST養成講座は、上記２に記す各機関が企画し、CST事務局と連携して実施する。 

19 講座の講師あるいは担当者は、講座の開催情報を、CST事務局に連絡し、CST事務局が、専用

ウェブサイト（以下、CSTウェブサイトと呼ぶ）を通じて、講座の開催情報を受講生に周知

し、講座ごとに参加者を募集する。 

20 CST養成講座の開催情報は、別紙「CSTウェブサイト掲載講座情報様式」に基づく。 

21 受講生は、受講生用のCSTウェブサイトを通じて、受講を希望する講座に参加登録し、受講

後に課題を提出する。 



22 講座の講師あるいは担当者は、講師用のCSTウェブサイトを通じて、受講生の参加状況、提

出された課題の評価結果を登録する。 

23 CST事務局は、CSTウェブサイトを通じて、講座情報の更新・管理を行うとともに、各講座の

受講生と講師（担当者）との必要な連絡を行う。 

24 CST事務局は、講座関係者の協力を得て、簡潔な講座の開催報告を作成し、CSTウェブサイト

を通じて、一般公開するとともに、JSTに提出する実施報告書の素材とする。 

25 各講座の履修によって認定される時間は、講義や実験・実習等の実時間と、レポートの作成

を含み、講座ごとに予め設定される。 

（養成講座の構成） 

26 すべてのCST養成講座は、上記１２の５つの領域（各領域の趣旨については別紙「ＣＳＴ養

成プログラムの構成」を参照）の１つないしは複数に該当する（開講予定の講座は別紙「開

講予定の講座一覧」を参照のこと）。 

（学生プログラムの設定） 

27 教職経験をもたない学生（学部・大学院）が、教員養成水準を超えて、CSTとなるために相

応しい科目・実習を修学した場合、CST養成の時間認定対象とすることができる。認定対象

となる学生プログラムと認定方法は別に定める。大学の科目・実習は、講義の時間を基準と

して2単位履修を22.5時間（90分×15コマ）相当に換算する。学生プログラムによるCST養成

の時間認定は、組み合わせにかかわらず合計で最大90時間までとする。残りの30時間以上は，

通常のCST講座を受講し，その場合、領域Ⅰ～Ⅴは最低各6時間以上となるように受講するも

のとする。 

 

本要綱は、平成２５年４月１日より適用する。 

改訂 平成２６年６月３日（第１７項の変更および第２７項の新設） 

  



 

 



CST養成
５領域 

最先端の自然
科学に関する
知識・理解 

科学の才能育
成・科学研究

指導法 

科学コミュニ
ケーション 

小中学校実践
理科指導法・
マネジメント 

理科好きを増
やす魅力的な
観察実験法 

平成26年度領域別CST養成講座実施状況 
Ⅰ 最先端の自然科学に関する知識・理解  計30講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 理科好きを増やす魅力的な観察実験法  計69講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 小中学校実践理科指導法・マネジメント  計49講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 科学の才能育成・科学研究指導法  計52講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅴ 科学コミュニケーション  計22講座 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域の理科好きな児童生徒の知的好奇心をさらに伸ばす機会の提供 

小中学校教員をサポートして理科指導への苦手意識を克服 

地域・県域の小中学校の 
科学教育をサポートする中核的 

理科教員の育成と活動－認定ＣＳＴ 

高度な 
理科指導力を 

もつＣＳＴマスター 
の知識・技能を継承 

目 標 

    埼玉大学 
 理学部・工学部・理工学研究科 
 教育学部・教育学研究科 
 教育学部附属小学校 
 教育学部附属中学校 
 「科学者の芽育成プログラム」 
 「HISEP」 

CST養成・認定， 
継続サポート， 
連携事業推進 

確かな教員養成 

教員派遣， 
CST養成研修・認定， 

地域拠点設置， 
事業評価協力 

埼玉大学 
科学教育センター 

協力機関 
 さいたま市教育委員会  
 さいたま市青少年宇宙科学館 

県内SSH指定高校 

協力機関 
埼玉県理科教育研究会 

（事業の中でさらに拡大します） 

地域の小中学校理科指導力を持続的に向上させる 

埼玉ＣＳＴネットワーク・活動拠点 

 埼玉県教育委員会 
 さいたま市教育委員会 
  埼玉県立総合教育センター 
  さいたま市立教育研究所 
  関係市教育委員会 

コーディネート，データ管理， 
PDCAプログラム評価改善 

さいたま市教育委員会、埼玉県教育委員会、埼玉大学 
中核的理科教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業 

Ｓａｉｔａｍａ ＣＳＴ  http://cst.saitama-u.ac.jp/ 

例：最先端の科学研究施設を訪問し理解を深める訪問研修 
（写真：茨城県つくば市 農業生物資源研究所） 

例：宝蔵寺沼ムジナモ自生地とさいたま水族館の見学 
（写真：埼玉県羽生市宝蔵寺沼） 

例：実践的指導力を高める講座講座 
（写真：理科授業研究） 

例：先端科学を意欲の高い子どもたちにいかに導くか 
（科学者の芽育成プログラムを活用した講座） 

例：科学プレゼンテーション研修 
（写真：埼玉県さいたま市鉄道博物館） 

CST養成実績 

☆CST受講者 

 受講 H24   H25      H26 

 学生 １８名   2０名     21名 

 教員 22名  45名   59名 

 

☆CST認定者 

 受講 H24  H25    H26  

 学生 0名    0名      ３名（修了見込） 

 教員 0名  10名  14名（見込） 

☆CST拠点構築 

     H24    H25 H26      計 

 小学校 2校     6校     6校     14校 

 中学校 2校     6校   4校   12校 

☆CSTが指導者の研修会 

                          Ｈ２５ Ｈ26       計 

開催数*       23       56        79回 

参加教員*   

  小学校            347 2032 2379名 

  中学校          191     452     643名 

*開催数、参加教員は認定前ＣＳＴの活用を含む暫定値 

★H24～27年度支援 さいたま市教委・埼玉県教委・埼玉大学の共同実施 

★地域の小中学校理科教育を牽引する中核的理科教員を養成する学生・教
員向けのCST養成講座と，認定者のCSTとしての活動支援のプログラム 

★右図の5領域，計120時間以上の講座を受講し，その実績を審査してCST
として認定 

★すでに理科教育で中核的役割を果たしてきた教員をCSTマスターとして
認定し，CST養成の指導者層を育成 

★履修パターン例 

①埼玉大学生が学部・大学院在学中に1～2年間で履修 

②現職小中学校教員が1～2年間かけて履修 

③小中学校教員が埼玉大学に長期研修中の1年間で履修 

④学生の間に一部の講座を履修し，残りを学校教員となった後に履修 



 

 



 

運営体制 
 

以下に、平成 26 年度の事業運営体制を示します（所属等は平成 27 年 3 月時点）。実際には、こ

こに記していない様々な機関や個人のご支援ご協力を賜り、本事業を実施することができました。

この場を借りて、お世話になったすべての機関，関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

〔代表者〕 

山口 宏樹 埼玉大学長 

〔実施責任者〕 

細渕 富夫 埼玉大学教育学部学部長 

〔ＣＳＴ事務局〕 

小倉 康 埼玉大学教育学部准教授 

永澤 明 埼玉大学科学教育連携シニ

アコーディネーター 

後藤 公子 事務補佐員 

中嶋 圭子 事務補佐員（～６月） 

丸山 槙 事務補佐員（８月～） 

〔事務担当〕 

岸  隆一 学務部教育企画課係長 

甲斐 一成 学務部教育企画課係員 

倉林 久 教育学部支援室総務係長 

〔ＣＳＴ定例会メンバー〕 

井上 直也 埼玉大学理工学研究科教授 

芦田 実 埼玉大学教育学部教授 

清水 誠 埼玉大学教育学部教授 

大向 隆三 埼玉大学教育学部准教授 

日比野 拓 埼玉大学教育学部准教授 

大朝 由美子 埼玉大学教育学部准教授 

小野 圭司 埼玉大学教育実践総合セン

ター教授 

駒崎 弘匡 埼玉大学教育実践総合セン

ター准教授 

（この他，講座の講師を務めた教員は，講

座スケジュール一覧にてご確認下さい。） 

浅野 博一 さいたま市教育委員会学校

教育部指導１課主任指導主事 

塚本 泰平 さいたま市教育委員会学校

教育部指導１課指導主事    

紺野 雅弘 さいたま市立教育研究所 

主任指導主事 

鈴木真由美 さいたま市生涯学習部青少

年宇宙科学館指導主事 

小畑 康彦 さいたま市生涯学習部青少

年宇宙科学館指導主事 

塚田 昭一 埼玉県教育局市町村支援部

義務教育指導課主任指導主事 

安田 修一 埼玉県教育局市町村支援部

義務教育指導課指導主事    

鎌田 勝之 埼玉県立総合教育センター

主任指導主事 

菊野 大 埼玉県立総合教育センター

主任指導主事 

白石 二三恵 埼玉県立総合教育センター

指導主事兼所員 

鈴木 香織 埼玉県立総合教育センター

指導主事兼所員 

山田 正則 埼玉県立総合教育センター

指導主事兼主任専門員 

示野 浩生 埼玉県立総合教育センター

指導主事兼所員 

島田 利博 埼玉県立総合教育センター

指導主事兼所員 

 

本報告書についての問合せ先 

〒338-8570 さいたま市桜区下大久保255 

埼玉大学CST事務局（教育学部内） 

電話(048)714-2050 

電子メール CST@gr.saitama-u.ac.jp 




