
会場・オンラインでの発表一覧［後半］

令和3年度 成果発表会

関西大学初等部（大阪府）

三重県立神戸高等学校（三重県）

倉敷市立倉敷第一中学校（岡山県）

三重県立伊勢高等学校（三重県）

宮城教育大学（宮城県）

長浜市立南郷里小学校（滋賀県）

三島市立中郷小学校（静岡県）

堺市初等教育研究会理科部会（大阪府）

神戸市小学校教育研究会理科部（兵庫県）

姫路市小学校教育研究会理科部会（兵庫県）

宮崎大学教育学部附属協働開発センター（宮崎県）

国立大学法人お茶の水女子大学（東京都）

つくば市立手代木中学校（茨城県）

犬山市副教本作成委員会（愛知県）

兵庫県立宝塚北高等学校（兵庫県）

京都市立堀川高等学校（京都府）

熊本高等専門学校（熊本県）

国立大学法人京都教育大学附属高等学校（京都府）

松江市立皆美が丘女子高等学校（島根県）

山梨英和学院山梨英和高等学校（山梨県）

長崎県立宇久高等学校（長崎県）

早稲田大学本庄高等学院（埼玉県）

国立大学法人奈良女子大学附属中等教育学校（奈良県）

宮崎県立宮崎北高等学校（宮崎県）

立教新座高等学校（埼玉県）

静岡県立焼津中央高等学校（静岡県）

大谷中学校・高等学校（大阪府）

岡山県立岡山操山中学校（岡山県）

栃木県立小山北桜高等学校（栃木県）

岐阜県立加茂農林高等学校（岐阜県）

青森県立弘前中央高等学校（青森県）

東北学院中学校・高等学校（宮城県）

桶川市立桶川東中学校（埼玉県）

和歌山県立橋本高等学校（和歌山県）

宮城学院中学校高等学校（宮城県）

岐阜県立大垣北高等学校（岐阜県）

聖ウルスラ学院英智小・中学校，高等学校（宮城県）

三重県立桑名高等学校（三重県）

ポスター発表の内容一覧

会場・オンラインでの発表一覧［前半］

ビデオでの発表一覧

ミニミニ自由研究を楽しむ

学ぶ楽しさを実感できる理科学習のあり方

高専生・小中学生協働の「地域の理科教育支援」

ミズダニを指標動物とした山梨県河川の水質評価

海面水位観測アレイ「長崎オリオンネット」

小学校児童と共に考える水の環境

宮崎近海の海洋マイクロプラスチックの共同研究

ドローンによる写真測量と土木分野でのデータ利用

外来種アメリカザリガニから始める環境・科学教育

紀の川中上流域におけるシマドジョウ類の分布特性

神戸高校から地域へ
～小中高大産をつなぐSDGsの視点からのSTEAM教育～
単元を通して知識・技能を育成し理科的な見方考え方を
育成するプロジェクト
「伊勢志摩版循環型学校間連携モデル」による科学技術系
人材育成システムの研究・開発

「三島市理科教育推進チーム」を中核とする持続可能な
小学校若手教員の理科授業力向上計画
新学習指導要領、小学校理科の目標を実現する
カリキュラムづくり
実感を伴った問題解決学習を通して、理科の学習に意欲
的に取り組む神戸の児童を育てる。
自然とひたむきに向き合い自然に感動する人間性を育む
理科教育
児童のプログラミング的思考を育む小学校理科の
授業実践モデルの開発
感染症や災害に負けない、ICTを積極的に活用した
理科教育の実現

Let's　モンキーワーク
～動物園と学校の連携のさらなる充実を目指して～
電流分野において，実験を中心に授業を組み立てるため
の教材開発
アズキ餡煮汁廃液を利用した色素増感太陽電池と微生物
燃料電池による高小連携エネルギー教育教材の開発

高校生による折り紙の伝承文化と科学的手法を取り入れ
たORIGAMI文化の創造
"宍道湖・中海 汽水湖Map ～汽水湖の塩分濃度の場所に
よる違いを電池のしくみを用いて視覚的に捉える一工夫～"

大気汚染を題材とした環境化学教材の開発及び
探究活動での実践

人工衛星を通じた部活動における持続可能な
協働学習プロジェクト
中高大連携による科学リテラシー育成の教育プログラム
の開発と実施
実験装置の開発を通してもの作りと自然科学の魅力に
触れる
電子工学をけん引しようとする学習グループの育成
～Raspberry Piを用いたロボット開発を通して～
総合産業高校における教育向けのマイコンボード
micro: bitを活用したSTEM教育の実践

SDGsの開発目標を基盤とした「身近な課題から国際貢献
へのつながりを見据える」科学部の活動に向けて
モツゴのシナイモツゴに対する優位性と環境保全に
関する研究

仙台市内（八木山地区，丸田沢，泉ヶ岳）に生息する
トウホクサンショウウオの生態調査および保護方法の検討
環境DNAを用いた地域の生物モニタリング
～希少生物の保全と外来生物侵入の監視～
理科室を拠点とした実験用ウニの累代飼育と
理科室産ウニの活用
未来の最先端科学者育成に向けてのシステムの開発・実践
～世代を超えた連携構築を目指して～

子どもたちの科学的思考を育て、観察力や実験力の技能を
身に付けさせるための小学校理科教員の連携に関する研究

理科学習で指導が難しいと感じるところを解決する試み ～
事前に行った先生アンケート結果に基づいた研修の試み～
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香川県立多度津高等学校（香川県）

浦和実業学園中学校・高等学校（埼玉県）

岐阜県立岐阜農林高等学校（岐阜県）

福島市立吾妻中学校（福島県）

茨城工業高等専門学校（茨城県）

君津市立北子安小学校（千葉県）

小樽市立銭函小学校（北海道）

国立明石工業高等専門学校（兵庫県）

岡山県立倉敷鷲羽高等学校（岡山県）

三重県立津西高等学校（三重県）

銚子市立銚子西中学校（千葉県）

京都理科研究会（京都府）

南関町立南関第三小学校（熊本県）

山形市理科教育研究会（山形県）

西宮市小学校教科等研究会理科部会（兵庫県）

愛媛県立宇和島水産高等学校（愛媛県）

丸亀市立城西小学校（香川県）

中国学園大学（岡山県）

小郡市立味坂小学校（福岡県）

兵庫県立御影高等学校（兵庫県）

愛媛大学教育学部（愛媛県）

宮崎県立宮崎工業高等学校定時制（宮崎県）

弓削商船高等専門学校（愛媛県）

山口県立下関工科高等学校（山口県）

島根県立宍道高等学校（島根県）

日野町立西大路小学校（滋賀県）

富山県立魚津工業高等学校（富山県）

盛岡市立高等学校（岩手県）

北海道旭川北高等学校（北海道）

敦賀気比高等学校（福井県）

松本市立筑摩野中学校（長野県）

大阪府立今宮工科高等学校　定時制の課程（大阪府）

札幌市立向陵中学校（北海道）

北海道函館水産高等学校（北海道）

京都府立園部高等学校（京都府）

三重大学教育学部附属小学校（三重県）

大阪府立堺工科高等学校定時制の課程（大阪府）

福島県立葵高等学校（福島県）

水産業の工業化を見据えた基礎研究２

伝統野菜まくわうりを飼料に用いた養殖鮎の研究

おいしいトマトの栽培の秘密を探る

子どもの自然観を育む、親子科学体験教室の実施

ふるさと学習を推進する学びと地域貢献

夢を叶え、未来へ繋ぐ「津西！探究Education」

複数校兼務型における理科専科指導の在り方

宇和島地域で採集される水生生物の組織標本の教材化

触れて納得！ 作って理解！ ワクワクいきいき情報教育

生物多様性に関するオンライン啓発活動

高校生による地域に科学の楽しさを伝える活動

来待石を使った宍道高校流たたら製鉄の探求

岩泉町龍泉洞地底湖内及びその周辺における環境調査

地域の海中林を撮影できるロボット開発の教育

科学の力で環境保全と被災地支援

事前授業を実施しての「ミニ水族館」観察による
生物多様性学習 

星のかけらプロジェクト
－天体観測から物質科学までをつなぐ－
きみぴょんESDプロジェクト
ー持続可能な社会をめざす児童生徒の育成ー

科学活動を通して自分の価値を見出し，自ら成長する力を
醸成する取り組み

"ふるさと銚子の自然と命を守る態度を養う
理科学習プログラム"
理科が苦手な担任や理科専科教員に対する支援を
強化し，理科好きの子どもたちを育てる

実験における「科学的な探究プログラム」の
開発と実践による検証
こどもたちが主体的に問題解決する力を高める
理科学習を目指して

みんなで考え、進んで問題解決する子どもの育成 
̃子どもが自然観を豊かにする理科学習を通して̃
論理的思考力を育てるための小学校理科用
「プログラミング教育用教材パッケージ」の開発

SDGsに資する地域人材育成プログラムの開発と
協働支援体制の構築
人から発生する生体信号データを用いた医工計測技術の
教材開発に関する研究
高専生による離島における小学生を対象とした防災・環境
教育プログラムの構築

日野川エコスクール～綿向山から琵琶湖までの環境学習
プログラムの開発と指導～
地域活動で生じる課題に注目した工業高校生が提案する
環境教育材料の開発と実践

セミを生物指標とした都市環境を考えさせる野外生態
実習教材の開発
【SDGs No.14】気比の松原における
マイクロプラスチックの実態調査
中学校科学技術系部活動で高める思考力・判断力・表現力
～エネルギー効率に挑戦し、Ene-1GPへ！～
「太陽系の星々を教室に」～重力可変装置の製作と教室で
の模擬惑星衛星環境実験・研究と連携～
科学部の研究～ケミカルライト、次亜塩素酸水の噴霧が
細菌の増殖に及ぼす影響、他～

校種間連携を活かした、生徒の自由な発想による
自然科学分野の探究プログラム　
ドローンとVRを活用した河川防災教育プログラムの
開発と実践

会津メダカから見る遺伝的攪乱の研究
～ご当地メダカを救え～

水田に生息する外来種スクミリンゴガイ（Poma c e a  
canaliculata(Lamarck)）の生活史の解明と防除に関する研究
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愛知県立佐屋高等学校（愛知県）

滋賀県立河瀬中学校・高等学校（滋賀県）

福岡市立舞鶴中学校（福岡県）

東京都立国分寺高等学校（東京都）

姫路市立白鷺小中学校（兵庫県）

香川県立丸亀城西高等学校（香川県）

埼玉県立蕨高等学校（埼玉県）

高岡市立中田中学校（富山県）

会津若松ザベリオ学園中学高等学校（福島県）

大阪府立園芸高等学校（大阪府）

北海道岩見沢農業高等学校（北海道）

茨城県立土浦第三高等学校（茨城県）

高岡市立南星中学校（富山県）

京都教育大学附属京都小中学校（京都府）

北海道浦河高等学校（北海道）

山形大学　学術研究院（山形県）

真岡市立長沼小学校（栃木県）

港区立青南小学校（東京都）

伊勢原市立緑台小学校（神奈川県）

国立大学法人 上越教育大学附属中学校（新潟県）

能登町立鵜川小学校（石川県）

若狭町立気山小学校（福井県）

福井工業高等専門学校（福井県）

長野市立柳町中学校（長野県）

養老町立笠郷小学校（岐阜県）

箕面自由学園小学校（大阪府）

神戸市立布引中学校（兵庫県）

兵庫県立西脇高等学校（兵庫県）

兵庫県立農業高等学校（兵庫県）

高梁市立高梁中学校（岡山県）

広島大学附属福山高等学校（広島県）

大牟田市立玉川小学校（福岡県）

枕崎市立枕崎小学校（鹿児島県）

鹿児島県立市来農芸高等学校（鹿児島県）

鹿児島大学教育学部（鹿児島県）

滋賀県某河川における理想的なハリヨの保全方法について

西公園のビロウを天然記念物に申請しよう！

世界文化遺産姫路城 中曲輪バタフライガーデン創造事業

新型コロナウィルス対策に対応した天体観測会　　　　

持続可能な社会の構築を目指して

プログラミング×農業＝長沼地区の未来

発見！都会のオアシス ～青南の湖～

Withコロナ時代の自然体験活動プログラムの開発

うかわっ子海洋教育推進プログラム

児童の自主性と科学的思考力を育む体験的理科教育

施設栽培における温度調節の省エネルギー化の検討

地域と学び、地域に飛び出すサイエンスチャレンジ

理科好きな子供の育成～枕崎小理科大好き事業の推進～

「農業と環境」における未利用資源の活用による教育の充実

伊豆諸島・小笠原諸島における天然記念物カラスバトの
保全生態学的研究

レアシュガースィートを用いたカイワレダイコンの
辛み成分増加
高校生ネットワークを活用した生態系広域モニタリング
調査および生物多様性保全活動
身近な在来種を校舎内で育てることで、興味関心を高める
理科学習指導の工夫
「自作大型養殖水槽による産業の創造
～温泉街の魅力創造プロジェクト～」
ミツバチ嗜好香気成分の代用花粉への添加研究 －花粉荷
の香気成分分析によるミツバチが好む香りの特定と利用－
科学的根拠に基づいた農業生産の実践～グローバル
GAP認証取得による農業生産の「見える化」実現～

高岡市内中学校科学部が連携して、共通テーマの研究や
合同活動に生徒が取り組む共同事業

普通科・総合学科高等学校におけるエネルギー教育
実践群の研究
資格認証制度を活用した小学校の理科に関する専門的
資質・能力の育成支援

身近な自然や事象を生かして好奇心や探究心を育む
学習活動

三方五湖を中心とした生態系の連環についての
体験学習の実施
福井県化学産業を担う子供たちのための小中学生理科
実験体験による自学応援プロジェクト

岐阜県西濃地域の地学教材のデジタルアーカイブ化と
推論と感動を深める児童の育成
高等学校の総合的な探究の時間のカリキュラム改善に
向けて探究系部活動が担う役割

ペア実験・1人1実験の教材開発
～主体的・対話的で深い学びのある授業デザイン～
自然科学をテーマにした地域の小中学校や産学との
連携事業の推進　

産官学連携による地域共創型
「備後サイエンスツーリズム」の開発
つながろう、そして守ろう
～ふるさと大牟田の川・海・環境を守る子どもたちの提言～

少人数学級・複式学級に対応する理科指導力の育成・向上
プログラムの開発

EV（モータを使ったクルマ）を再生可能なクリーンエネルギーで循
環し続けていくための未来の自動車社会を構想する中学校の授業

No. 学校名 発表タイトル

後半32

後半33

後半34

後半35

後半36

後半37

後半38

後半39

後半40

後半41

後半42

後半43

後半44

後半45

ビデオ01

ビデオ02

ビデオ03

ビデオ04

ビデオ05

ビデオ06

ビデオ07

ビデオ08

ビデオ09

ビデオ10

ビデオ11

ビデオ12

ビデオ13

ビデオ14

ビデオ15

ビデオ16

ビデオ17

ビデオ18

ビデオ19

ビデオ20

ビデオ21

ビデオ22

Promotion of Scientific Education 2021

京都府立宮津高等学校
京都府立宮津天橋高等学校宮津学舎（京都府）

O
L
O
L

O
L

O
L
O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L

O
L
O
L

O
L

O
L

O
L 印はオンラインでの発表校です。




