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■ 公示 ■ 

 

下記の要領で第 12 回定時総会を開催いたします。 

委任状のハガキを同封しております。当日ご欠席の場合は，委任状にご記入の上，記名捺印して必ず

10 月 30 日（金）までにご返送下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．日時  2009 年 11 月 7 日（土） 13：10～13：50 

２．会場  岡山大学 教育学部講義棟 5101 室 

３ 議事  2008 年度事業報告および収支決算 

      2009 年度事業計画案および収支予算案 

      その他 

 

2009 年 10 月 15 日 

日本教育実践学会 会長 塩見邦雄 

 

教育実践ニュースレター 
日本教育実践学会 The Japan Society for Studies on Educational Practices (JSSEP) 

http://www.jssep.org/ 
No.17  2009 年 10 月 



日本教育実践学会 第12回研究大会 開催要項

１．主 催 ： 日本教育実践学会

２．期 日 ： 2009年11月7日(土)～8日(日)

３．会 場 ： 岡山大学教育学部 講義棟（〒700-8530 岡山市北区津島中3丁目1番1号）

・自由研究発表Ⅰ（5101）・Ⅱ（5101，5102，5206）・Ⅲ（5101，5102）

・課題研究発表Ⅰ（5102，5206，5208，5301）

・課題研究発表Ⅱ（5206，5208，5301，5303）

・総会・シンポジウム …講義棟１Ｆ 5101室

・懇親会 … 岡大生協「ピーチユニオン」

・編集委員会 …講義棟２Ｆ 5205室

・理事会 …講義棟２Ｆ 5207室

４．受 付 ： 岡山大学教育学部 講義棟１階ロビー

＜第１日目＞
月日 時 間 日 程

9:30～10:00 受 付

10:00～12:00 自由研究発表 Ⅰ・課題研究発表 Ⅰ

・課題研究発表テーマ

１．学力向上と授業づくり ４． ことばの教育

２．特別支援・心の教育

３．教師教育

（10：30～12：00 編集委員会）

11 12:00～13:10 昼 食（理事会）

月 13:10～13:50 総 会

７ 14:00～15:30 自由研究発表 Ⅱ

日 15:30～15:40 小休止・移動

(土) 15:40～17:40 シンポジウム

主題「学校の未来を切り拓く教育実践」

コーディネーター：小野擴男（岡山大学教授）

シンポジスト ：安彦忠彦（早稲田大学教授）

今井康好（岡山県教育庁指導課長）

中井智子（岡山市立陵南小学校長）

佐藤 学（大阪教育大附属小学校教諭）

17:40～18:00 移動

18:00～20:00 懇親会

＜第２日目＞
月日 時 間 日 程

9:00～ 9:30 受 付

11 9:30～11:50 自由研究発表 Ⅲ・課題研究発表 Ⅱ

月 ・課題研究発表テーマ

８ １．学力向上と授業づくり

日 ２．教師教育

(日) ３．地域に開かれた学校づくり



５．岡山大学キャンパス配置図

６．津島地区キャンパス



□□□教育学部講義棟（４階建て）案内図□□□
※学会の会場は１～３階のみを使用



７．発表時間

(1) 自由研究発表 … １件あたり20分(発表者の交代や準備，質疑応答の時間５分を含む)

12分：１鈴 15分：２鈴 20分：３鈴

(2) 課題研究発表 … １件あたり25分(発表者の交代や準備，質疑応答の時間５分を含む)

15分：１鈴 20分：２鈴 25分：３鈴

・座長，発表者の皆さん方へのお願い

各セッションの標準発表時間は上記の通りですが，座長の判断で活発な質疑応答ができるよう

に配慮をお願いします。

・昼食，休憩

昼食は，学内福利施設「ピーチユニオン」及び「マスカットユニオン」（岡山大学津島地区キ

ャンパスの配置図参照)，またはキャンパス周辺の民間の食堂，コンビニエンスストア等をご利

用ください。

湯茶は，講義棟２階ロビーに準備していますので自由に利用ください。また，同１階ロビーに

は自動販売機もございます。

なお，講義棟は館内すべて禁煙となっております。喫煙される方は，講義棟東側と本館西側の

喫煙場所をご利用ください。

・総会

１日目の13:10～13:50に，講義棟１階5101室において開催されます。ご出席いただきますよう

よろしくお願いいたします。

・懇親会

１日目の18:00～20:00に，Ｅ１南福利施設「ピーチユニオン」にて開催いたします。

会費は3,000円です。当日の申し込みも受け付けますので，是非ご参加ください。



日本教育実践学会 第12回研究大会 研究発表プログラム

2009年11月７日(土)～８日(日)

11月７日(土)

自由研究発表 Ⅰ (10:00～11:50) Ａ会場：１階 5101室 座長：黒﨑 東洋郎(岡山大学)

10:00～ 1) 生徒の思考力を高める教材の開発に関する研究

○幡井 仁（鳴門教育大学大学院生）秋田 美代（鳴門教育大学）

齋藤 昇（鳴門教育大学）

10:20～ 2) 算数の創造性を伸ばす小学校教員の指導に関する研究

○齋藤 昇（鳴門教育大学）秋田 美代（鳴門教育大学）

10:40～ 3) 教員養成大学学生の数学の授業実践力向上に関する研究

－教材分析力，学習指導案作成力，模擬授業実践力の間の関係－

○秋田 美代（鳴門教育大学）齋藤 昇（鳴門教育大学）

11:00～ 4)「観察」を中心とした教育実習と「実践」を中心とした教育実習に参加した学生の

学び

麻生 良太(大分大学)

11:20～ 5) ネットいじめの実態とその抑止策に関する実証的研究

―ケータイに関する「モラル教育」の実践をめぐって―

原清治（仏教大学）○山崎瞳（同志社女子大学）○堀出雅人（仏教大学大学院生）

11:40～11:50 質疑討論

課題研究発表 Ⅰ (10:00～12:00)

① 学力向上と授業づくり Ｂ会場：１階 5102室 座長：今倉 康宏（鳴門教育大学）

10:00～ 1) 習熟度別編成授業における生徒の授業認識と平素の学習

藤居 真路（大門高等学校）

10:25～ 2) 立体図形の作図能力獲得に関する実践研究

―中学校技術科におけるアクションリサーチからー

石上 靖芳（静岡大学）

10:50～ 3) 算数における「活用する力」の研究

―数学的思考力の育成に関するカリキュラム開発―

戸田 直美（岡山県高梁市立川面小学校）

11:15～ 4) 衣生活教育のカリキュラム開発 ―高等学校「家庭科」の中で―

吉和 智子（岡山県立倉敷中央高等学校）

11:40～12:00 質疑討論

② 特別支援・心の教育 Ｃ会場：２階 5206室 座長：仲矢明孝（岡山大学）

10:00～ 1)子どもがつまずく局面と克服するきっかけ

－授業中の子どもの思考過程に着目した事例研究－

○原 健人（上越教育大学大学院生）増井三夫（上越教育大学）

10:25～ 2) 自閉症をともなう子どもたちに対する音楽活動のアイコンタクト促進効果

○横内 理絵（兵庫教育大学大学院生）眞田 敏（岡山大学）

10:50～ 3) 生きる力を育む道徳教育の創造

作田 澄泰（広島県尾道市立三庄小学校）

10:15～ 4) 道徳授業づくりの一試み

―新しい自分に出会う道徳の学習を目指してー

早瀬 尚子（岡山大学教育学部附属小学校）

11:40～12:00 質疑討論



③ 教師教育 Ｄ会場：２階 5208室 座長：跡部 紘三(岡山大学)

10:00～ 1) マイクロスケール実験の功罪を探る教員研修プログラムの実践

○早藤 幸隆，猪木 章夫，今倉 康宏（鳴門教育大学）

10:25～ 2) 生徒の学びに着目した教師の「わざ」を授業設計に活かす教員研修の開発

○望月 紫帆（特定非営利活動法人 学習開発研究所）

西之園 晴夫（特定非営利活動法人 学習開発研究所）

齋尾 恭子（特定非営利活動法人 学習開発研究所）

10:50～ 3) ともに高まり合う教師集団をめざして

深井 文雄（岡山県玉野市立築港小学校）

11:15～ 4) 学力向上と授業づくりへの組織的な取り組み

横溝 勇（岡山県浅口市立六条院小学校）

11:40～12:00 質疑討論

④ ことばの教育 Ｅ会場：３階 5301室 座長：神月 紀輔（京都ノートルダム女子大学）

10:00～ 1) 日本語を母語としない子どもに対する日本語と教科（国語科）の相互育成の試み

―「書く力」の育成を中心として―

松田 文子（岡山大学）○湯川 順子（岡山市立岡山中央小学校）

光元 聰江（岡山大学）

10:25～ 2) 筆者の説得力の仕方をとらえ、批判する授業のあり方

西上 慶一（岡山大学教育学部附属小学校）

10:50～ 3) 説明力を育てる算数指導

杉能 道明（瀬戸内市立行幸小学校）

11:15～ 4) 「考えるノート」と「算数小論文」づくりで学力向上

春田 美恵子（広島県三原市立須波小学校）

11:40～12:00 質疑討論

自由研究発表 Ⅱ―１ (14:00～15:30) Ａ会場：１階 5101室 座長：齋藤 昇（鳴門教育大学）

14:00～ 1) わらべうたを教材とした音楽鑑賞の授業における身体活動の機能

－小学校低学年の場合―

小川 由美（常磐会学園大学）

14:20～ 2) ブレンド型授業における英語発話力の向上と性格因子との関係性に関する一検討

○藤代 昇丈（岡山県総合教育センター） 宮地 功（岡山理科大学）

14:40～ 3) 学生の作成した学習デザインで学生が学ぶ大学授業の実践

神月 紀輔（京都ノートルダム女子大学）

15:00～ 4) 音楽授業における子ども間のコミュニケーションの変容過程

－デューイのコミュニケーション概念を手がかりに－

兼平 佳枝（大阪教育大学大学院生）

15:20～15:30 質疑討論

自由研究発表 Ⅱ―２ (14:00～15:30) Ｂ会場：１階 5102室 座長：秋田 美代（鳴門教育大学）

14:00～ 1) ラオスの教員養成学校における理数科教育改善活動とその効果（１）

－教員の活動を中心に－

○跡部 紘三（岡山大学）ラマハン・アブジャイド（岡山大学大学院生）

栗田 高明（鳴門教育大学）齋藤 昇（鳴門教育大学）

14:20～ 2) ラオスの教員養成学校における理数科教育改善活動とその効果（２）

－生徒の学習を中心に－

跡部 紘三（岡山大学）○ラマハン・アブジャイド（岡山大学大学院生）

栗田 高明（鳴門教育大学）齋藤 昇（鳴門教育大学）



14:40～ 3) 授業力の自覚と必然性をもたせるための試み

―岡山大学の教職大学院における実践力育成のための授業改善―

山﨑 光洋（岡山大学）

15:00～ 4) 授業の質的分析に量的分析を取り入れた授業反省会の試行の一考察

○近藤 斎（岡山県赤磐市立石相小学校）近藤 勲（岡山大学）

15:20～15:30 質疑討論

自由研究発表 Ⅱ―３ (14:00～15:30) Ｃ会場：２階5206室 座長：尾島 卓(岡山大学)

14:00～ 1) 科学的思考力と技術力を育む藍（インジゴ）を用いた教員研修科学実験プログラ

ムの開発と試行

○猪木章夫，日比 昌 ，垣内 智善，塩田浩之＊，赤熊俊二＊，早藤 幸隆，今倉 康宏

（鳴門教育大学 ＊香川県教育センター）

14:20～ 2) 香りの世界を探る保護者参加型科学実験プログラムの開発と実践

○垣内 智善，猪木 章夫，日比 昌、八木 郁苗，桑田 茉依，志知 直人，今倉 康宏

（鳴門教育大学）

14:40～ 3) 身近な物質の科学現象から考える力を育てる小学生のための科学実験プログラム

の開発と実践

竹本 勇一，猪木 章夫，日比 昌，池田 真記子，八木 郁苗，○早藤 幸隆，

今倉 康宏（鳴門教育大学）

15:00～ 4) 身近な素材（クミンの種子・クスノキの葉）を用いた科学的感性と科学技術力を

育てる広領域型科学実験教材の開発と実践

○日比 昌（鳴門教育大学大学院生）猪木 章夫（鳴門教育大学大学院生）

垣内 智善（鳴門教育大学大学院生）桑田 茉依（鳴門教育大学）

志知 直人（鳴門教育大学）笠谷 純弘（徳島市立高等学校）

住友 良行（徳島市立高等学校）宮城 真人（徳島市立高等学校）

井口 智（徳島市立高等学校）米延 賢治（徳島市立高等学校）

早藤 幸隆（鳴門教育大学）今倉 康宏（鳴門教育大学）

15:20～15:30 質疑討論

シンポジウム (15:40～17:40) Ａ会場：１階 5１0１室

主題「学校の未来を切り拓く教育実践」

コーディネーター ： 小野 擴男（岡山大学教授）

シンポジスト ： 安彦 忠彦（早稲田大学教授）

今井 康好（岡山県教育庁指導課長）

中井 智子（岡山市立陵南小学校校長）

佐藤 学（大阪教育大附属池田小学校教諭）



11月8日(日)

自由研究発表 Ⅲ―１ (9:30～11:50) Ａ会場：１階 5101室 座長：松村 京子(兵庫教育大学)

9:30～ 1) 児童が他者の考えを受け入れるまでの過程についての事例研究

○高野真之介（上越教育大学大学生）増井三夫（上越教育大学）

9:50～ 2) 数学教育における創造的態度尺度の開発

―小・中学生の創造的態度の実態に関する考察―

○柳本 耕平（鳴門教育大学大学院生）齋藤 昇（鳴門教育大学）

秋田 美代（鳴門教育大学）

10:10～ 3) 小学校教員の教職経験年数と教材構造分析力の関係についての研究

○穴吹 美華（鳴門教育大学大学院生）齋藤 昇（鳴門教育大学）

秋田 美代（鳴門教育大学）

10:30～ 4) Relationship between Mathematics Scholastic Achievement and Creativity

Attitude for TTC/TTS Teachers in Laos

○Mayuly CHAMLEUNSAB（Graduate Student）

Noboru SAITO（Naruto University of Education）

Miyo AKITA（Naruto University of Education）

10:50～ 5) Study of the Mountain-clmbing learning Method of Mathematics Education

in laos : For Lower Secondary School Students

○ソンポン パス（鳴門教育大学大学院生）齋藤 昇（鳴門教育大学）

秋田 美代（鳴門教育大学）

11:10～ 6) Relationship between Creativity Ability and Creativity Attitude in Mathe

matics for Students of Primary School in Thailand タイ小学校の児童の算数に

おける創造性能力と創造性態度の関係

○サンサノー カウィッサラー（鳴門教育大学大学院生）齋藤 昇（鳴門教育大学）

秋田 美代（鳴門教育大学）

インプラシット マイトリー（コンケン大学）

11:30～ 11:50 質疑討論

自由研究発表 Ⅲ―２ (9:30～11:50) Ｂ会場：２階 5102室 座長：早藤 幸隆(鳴門教育大学)

9:30～ 1) 問題解決における自己限界の認知の手続き

－４年次と５年次の比較を通した事例研究－

○塚原 文香（上越教育大学大学生）増井三夫（上越教育大学）

9:50～ 2) 他者認知が思考力形成に及ぼす影響

－個人の学習活動と話し合い活動に着目して－

○水谷 寛（上越教育大学大学院生）増井三夫（上越教育大学）

10:10～ 3) 算数・数学の構造的関係に関する研究

－教員養成大学の学生と現職教員との比較を通じて－

○松田 勇輝（鳴門教育大学大学院生）秋田 美代（鳴門教育大学）

齋藤 昇（鳴門教育大学）

10:30～ 4) 創造的思考プロセスにおける発散的・収束的思考活動の支援とその実践に関する

研究

○横島 三和子・ 岡田 雅樹（湊川短期大学）

10:50～ 5) 社会福祉の価値を探究する「福祉科」授業のデザイン

光田 尚美（関西福祉大学）

11:10～ 6) 算数の授業研究で磨く授業力

－省察による教師の授業改善力の効果－

黒﨑 東洋郎（岡山大学）

11:30～11:50 質疑討論



課題研究発表 Ⅱ (9:30～11:55)

① 学力向上と授業づくり－１ Ｃ会場：２階 5206室 座長：麻生 良太(大分大学)

9:30～ 1) 主体的に自然事象を解き明かし、とらえ直すことで、自然への見方・考え方を

深める子どもを育てる授業の実践

池田 一成（岡山大学教育学部附属小学校）

9:55～ 2) プレゼンテーションを授業に生かすための要件

高橋 康造（八戸工業大学）

10:20～ 3) 「活用力を伸ばす比例のグラフ指導の在り方」

桝田 教行(広島県福山市立千田小学校）

10:45～ 4) 文字式の初期指導の□や△の指導についての実践研究

―変数の考えを重視してー

圓井 大介（岡山県岡山市立鹿田小学校）

11:10～ 5) 習得と探究を活用でつなぐ算数授業

『活用型授業』の実践を通して ～５年「図形の角」～

片山 元（岡山大学教育学部附属小学校）

11:35～11:55 質疑討論

① 学力向上と授業づくり－２ Ｄ会場：２階 5208室 座長：増井 三夫(上越教育大学)

9:30～ 1) 概念形成の多様性におけるメタ認知の役割－個人差に着目して－

○遠藤 亮太（上越教育大学大学院生）増井三夫（上越教育大学）

9:55～ 2) 「緑表紙教科書」を教材化して，数学的な思考力を伸ばす授業の試み

－６年「単位量あたりの大きさ」の授業を通して－

鈴木 隆幸（岡山大学教育学部附属小学校）

10:20～ 3) 乗法（倍）の基礎操作のカリキュラムとその実践について

山野 定寿（岡山県真庭市立中和小学校）

10:45～ 4) 「筋道を立てて考える」「説明できる」「活かす」子どもを育てる算数指導

森金 永二（岡山大学教育学部附属小学校）

11:10～ 5) 活用力育成を目指した学習指導に関する一考察

尾島 卓（岡山大学）

11:35～11:55 質疑討論

② 教師教育 Ｅ会場：３階 5301室 座長：西之園 晴夫(京都教育大学名誉教授)

9:30～ 1) 授業場面における自発的会話場面生起の局面とその過程

－言語的課題調整の視点から－

○亀倉 伸嘉（上越教育大学大学院生）増井三夫（上越教育大学）

9:55～ 2) 岡山大学教職大学院における実習日誌の分析法の一検討

-記述内容の集約と可視化への前処理-

○近藤 勲・住野 好久・黒﨑 東洋郎・小野 擴男・橋ヶ谷 佳正・稲田 佳彦・

笠原 和彦・中尾 道子・仲矢 明孝・山﨑 光洋・渡邉 淳一・泊 直希・

横山 真由子（岡山大学）

10:20～ 3) 教職大学院における授業改善・FD活動

―静岡大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻の取組―

○石上 靖芳・山崎 保寿・渡邊 明弘・原田 唯司（静岡大学）

10:45～ 4) 岡山大学における教職実践ポートフォーリオに関する一考察

笠原 和彦（岡山大学）

11:10～ 5) 校内における教師の授業改善を図るアクションリサーチシステムの開発

―同僚教師の授業改善―

高橋 健（新潟県村上市立村上南小学校）

11:35～11:55 質疑討論



③ 地域に開かれた学校づくり Ｆ会場：３階 5303室 座長：宮元 博章（兵庫教育大学）

9:30～ 1) 生徒が「引きつけられる」授業における教師の指導力

－生徒の意識構造分析を通じて－

○長谷川 暁（上越教育大学大学院生）増井三夫（上越教育大学）

9:55～ 2) 物語文における登場人物のイメージのひろがり

－身体表現に着目して－

○南雲 章弘（上越教育大学大学院生）増井三夫（上越教育大学）

10:20～ 3) 「ふるさと学習」による開かれた学校づくり

～第６学年「能学習」の10年の歩みを中心に～

徳弘 桂子 （岡山市立三勲小学校）

10:45～ 4) 地域と学校による協働

床 勝信（岡山県岡山市立灘崎中学校）

11:10～ 5) 無気力型不登校の対応に関する考察

高 賢一（金沢星稜大学）

11:35～11:55 質疑討論



■ 会費の納入について ■ 

 

学会の年会費の納入がまだおすみでない方は，郵便払込にて納入くださいますようお願いいたします

（手数料は各自でご負担願います）。年会費は正会員 6,000 円，学生会員 5,000 円となっております。

会員身分に変更のあった方は，通信欄等にてその旨ご連絡ください。払込先は下記の通りです。 

 

加入者名：日本教育実践学会 

口座番号：01660－2－10749 

 

 

■ 新入会員（2008 年 10 月 28 日～2009 年９月 30 日） ■ 

〔会員番号〕〔氏名〕     [会員区別]  〔所属〕          

0546 坂井 武司 正会員 神戸大学発達科学部 

0547 中西 利恵 正会員 相愛大学 

0548 原 安利 学生会員 兵庫教育大学大学院 

0549 江川 克弘 正会員 大阪市立中央小学校 

0550 田中 達也 学生会員 大阪市立大学 

0551 松嵜 昭雄 正会員 国立大学法人 鳴門教育大学 

0552 高橋 康造 正会員 八戸工業大学 

0553 椋田 善之 学生会員 兵庫教育大学連合大学院 

0554 村上 凡子 正会員 和歌山信愛女子短期大学 

0555 山野 定寿 正会員 真庭市立中和小学校 

0556 戸田 直美 正会員 高梁市立川面小学校 

0557 小川 由美 正会員 常磐会学園大学 

0558 春田 美恵子 正会員 三原市立須波小学校 

0559 藤居 真路 正会員 広島県立大門高等学校 

0560 兼平 佳枝 学生会員 大阪教育大学大学院 

0561 麻生 良太 正会員 大分大学 

0562 堀出 雅人 学生会員 佛教大学 

0563 吉和 智子 正会員 岡山県立倉敷中央高等学校 

0564 伊藤 裕康 正会員 香川大学 

0565 片山 元 正会員 岡山大学教育学部附属小学校 

0566 鈴木 隆幸 正会員 岡山大学教育学部附属小学校 

0567 齊藤 淳子 学生会員 鶴居村立鶴居中学校 

0568 作田 澄泰 正会員 広島県尾道市立三庄小学校 

0569 徳弘 桂子 正会員 岡山市立三勲小学校 

0570 森金 永二 正会員 岡山大学教育学部附属小学校 

0571 池田 一成 正会員 岡山大学教育学部附属小学校 



0572 穴吹 美華 学生会員 鳴門教育大学 

0573 チ ャ ム ラ ー ン サ ン 

マニュリー 

学生会員 鳴門教育大学 

0574 早瀬 尚子 正会員 岡山大学教育学部附属小学校 

0575 横溝 勇 正会員 岡山県浅口市立六条院小学校 

0576 圓井 大介 正会員 岡山市立鹿田小学校 

0577 柳本 耕平 学生会員 鳴門教育大学 

0578 幡井 仁 学生会員 鳴門教育大学 

0579 桝田 教行 正会員 広島県福山市立千田小学校 

0580 尾島 卓 正会員 岡山大学教育学研究科 

0581 松田 勇輝 学生会員 鳴門教育大学 

0582 横内 理絵 学生会員 岡山大学 

0583 近藤 斎 正会員 赤磐市立石相小学校 

0584 松田 文子 正会員 岡山大学大学院 

0585 湯川 順子 正会員 岡山市立岡山中央小学校 

0586 光元 聰江 正会員 岡山大学 

0587 西上 慶一 正会員  

 

 

■ 退会者（2008 年 10 月 28 日～2009 年９月 30 日） ■ 

〔会員番号〕〔氏名〕      [会員区別]  〔所属〕          

0155 高橋 参吉  正会員 千里金蘭大学 

0401 竹田 レイ子 正会員 神戸市立小部小学校 

0468 堺井 勝 学生会員 兵庫教育大学大学院 

0029 藤原 康晴 正会員 放送大学 

0349 方 政雄 学生会員 兵庫教育大学 

0068 堀内 一男 正会員 跡見学園女子大学 

0250 竹内 理恵 正会員 鳴門教育大学学校教育学部附属小学校 

0435 梶田 叡一 正会員 兵庫教育大学 

0404 高木 厚子 正会員 兵庫教育大学 

0043 服部 勝憲 正会員 鳴門教育大学 

0371 田村 俊之 正会員 茨木県三和町立三和東中学校 

0235 田中 耕治 正会員 京都大学 

0523 日高 義浩 正会員 宮崎県立延岡工業高等学校 

0413 古岡 俊之 正会員 西宮市教育委員会 

0425 小山 真輔 学生会員 兵庫教育大学大学院 

0266 西岡 加名恵 正会員 京都大学大学院教育学研究科 

0509 藤塚 邦男 学生会員 上越教育大学大学院 



 

 日本教育実践学会  

事務局  

〒673-1494 兵庫県加東市下久米 942-1 兵庫教育大学 

  会費納入に関する問合せ 宮元博章 0795-44-2124 miyahiro@ hyogo-u.ac.jp 
  入退会に関する問合せ  筱 更治 0745-72-4081 shino@ hyogo-u.ac.jp 
  ﾆｭｰｽﾚﾀｰに関する問合せ  永田智子 0795-44-2184 tnagata@ hyogo-u.ac.jp 
学会誌「教育実践学研究」編集委員会事務局  

〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町９６ 佛教大学内 小林隆 
 075-491-2141 内線 7310  koba-t@bukkyo-u.ac.jp 


