だお
第１１回教育学研究発表大会プログラム
主催：早稲田大学文学学術院教育学会

２０１２年１月２９日（日）
開会式

９：３０より（３２号館１２８教室）

午前の部

１０：００～１１：４０

午後の部

１３：００～１４：４０

発表会場

３２号館２２４～２２６，３２１－１～３２３

※一部１１：００まで。

◆発表時間◆
修論発表・グループ発表：４０分（発表３０分＋質疑応答１０分）
１鈴…発表残り１０分（発表開始から２０分）
２鈴…発表終了
（発表開始から３０分）
３鈴…質疑応答終了 （発表開始から４０分）

卒論発表・大学院個人発表：２０分（発表１５分＋質疑応答５分）
１鈴…発表残り５分（発表開始から１０分）
２鈴…発表終了
（発表開始から１５分）
３鈴…質疑応答終了（発表開始から２０分）

閉会式

１５：００より（３２号館１２８教室）

大会本部兼休憩所

３２号館１２８教室（開会式・閉会式会場）

＜教育学専修・コースの学生のみなさんへ＞
※ 当日は出欠をとります。また、閉会式の際に来年度の専修・コースガイダンスおよび選択演習オ
リエンテーションに関してお知らせを致します。
※ 大会終了後開催される「４年生追い出しコンパ」
（32 号館 128 教室）については、学生幹事より
閉会式の際にご案内があります。
※ 緊急時の連絡は助手の岡田（090-9197-7230）まで。

1

■午前の部 １０：００～
※欄内の網掛けは修士論文及びグループ発表で発表時間は 40 分。

第１分科会 学校教育と社会構造
３２－２２４教室
司会：米倉理恵子
石塚 香南江
柴崎 美緒
学力格差―生涯賃金から考える―
10:00 惣川 裕太
野崎 愛菜
（文学部選択基礎演習４）
藤原 里花
10:20 火ノ川 祥子 現代日本社会における学歴の価値と能力観
ゆとり教育をめぐる学力観の考察
10:40 吉川 惇
現代中国農村部における義務教育の危機
11:00 楊 蘇

第２分科会 暮らしの教育
３２－２２５教室
司会：
10:00 竹本 紗野香 環境教育における民話の意義―環境思想と教育方法の視点から
暮らしに小さな農を取り入れる
10:20 北澤 夕貴
食生活と食の教育
10:40 土斐崎 仁
希望のある世界へ
11:00 尾畠 章子

第３分科会 震災と教育
３２－２２６教室
震災ストレスと子どもの心のケア
10:00 佐野 未季
脱原発へのエネルギー・環境教育
10:20 鍋島 美里
震災を語ることと教育
10:40 笹島 康仁

司会：

第４分科会 教育の方法と原理
３２－２２７教室
司会：
「教育方法」における「省察」
10:00 佐藤 雄介
パウロ・フレイレの教育論におけることば観
10:20 黒川 悠輔
経験と自己の変容―芸能・芸術の稽古から学びの本質を探る
10:40 生野 愛奈
参加の概念整理―開発教育における参加の総合研究に向けて―
11:00 林 加奈子

第５分科会 子どもに対する支援とケア ３２－３２１－１教室 司会：
スクールソーシャルワーカーの養成
10:00 加藤 紗織
子どもの鬱病と学校教育
10:20 町田 智美
入院中の子どものトータル支援の研究
10:40 鈴江 知子
稲名 朋香
なぜ大人たちは"子供たちのいじめ”に適切に対処できないのか
鈴木 聖矢
11:00
宮本 純弥
（文学部選択基礎演習４）
山本 幸
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第６分科会 人間形成と生活空間
３２－３２２－１教室 司会：
教育的にみる”場”と人との関係
10:00 丸山 貴彦
10:20 田村 かすみ 外国につながる子どもの「居場所」の成立条件についての考察
子どもの権利と放課後の居場所
10:40 長森 洋平
11:00 齋田 明日美 コミュニケーション能力の教育に関する考察
11:20 青木 芙由美 関わりの中での個性

第７分科会 キャリア形成と教育
３２－３２３教室
司会：
飯倉 寛子
森 友紀
八波 直樹
飯田 紗季
小俣 恵里香 演習での取り組みと韓国へのフィールドワークを通して考えたこと
松口 みすみ ～新たな学びの構築～
10:00
村山 恵理子
本廣 美恵
（村田晶子ゼミナール キャリア形成班）
渡辺 輝彦
板倉 由里佳
田中 裕彬
平野 満理奈
10:40 松本 みほ子 世代間交流で創るキャリア
就職活動システムと大学の在り方
11:00 榎 卓也
働く母親のキャリア形成―自分らしく生きるための 2 つの「学び」
11:20 森 友紀

■午後の部 １３：００～
※欄内の網掛けは修士論文及びグループ発表で発表時間は 40 分。

第８分科会 子育ての現状と課題
３２－２２４教室
司会：南銀伊
13:00 高品 有紀子 子育てを取り巻く現状とその解決方策
不登校に直面した父親と母親の意識・態度に見られる共通点と相違点
13:20 東條 翔太
これからの父親の子育て―今父親には何が必要なのか
13:40 江藤 拓弥
現代中国における「子育て困難」とその対策
14:00 申 東華

第９分科会 社会教育の可能性
３２－２２５教室
司会：
児童館の役割と可能性
13:00 福田 紘規
地球市民形成に向けたボーイスカウト活動の可能性
13:20 相田 南美
博物館における生涯学習
13:40 木村 真紀
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第１０分科会 「からだ」と教育
３２－２２６教室
司会：
性の実情から見える性教育の展望
13:00 坂本 祥太
性教育におけるセクシャルマイノリティ
13:20 福澤 美穂
人と社会をつくるスポーツ
13:40 橋本 和也
―学校と地域におけるスポーツ環境を通じて
スポーツが持つ可能性
14:00 原 寛信

第１１分科会
13:00 荒田
13:20 河合
13:40 梶谷
14:20 小枝

遊びと人間形成
３２－３２１－１教室 司会：
直輝
遊びに関する基礎研究
大輔
子どもの成長過程における「遊び」の重要性
泰大
都市におけるこどもの野外レクリエーション空間に関する研究
由佳
子どもと遊び―幼児期に遊ぶことは重要である

第１２分科会
13:00 宮野
13:20 榎本
13:40 成田
14:00 大津
14:20

地域文化と教育
３２－３２２－１教室 司会：
祥子
地域事例にみることばの教育の教材開発の可能性
勇大
地域活性化と生涯教育―総合型地域スポーツクラブを活用して
莉紗
地域をつくる学び
朋子
方言と教育
総合舞台芸術を通じた子どもの成長
飯倉 寛子
―地域参加型事業をツールにした教育、地域活性化

第１３分科会 教師と教育
３２－３２３教室
司会：佐藤雄介
テレビドラマとマンガからみる教師像
13:00 八波 直樹
外国人児童生徒のアイデンティティ形成と教師の役割
13:20 村越 俊
坂本 祥太
八波 直樹
本廣 美恵
小俣 恵里香 教職に関する調査の分析結果報告
14:00
高橋 亜友子
青木 沙緒里 （沖清豪ゼミナール「教職に関する調査」班）
涌井 涼司
関 慶之

◇午後の発表が終了したら…
１５：００より閉会式がありますので３２号館１２８教室へ集合してください。
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