
2021年度　教育研究活動報告書

３）社会貢献

４）学内運営

１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

　ゼミでは、今までコロナ感染拡大防止のためできなかった、国会図書館や教科書センター等で行う実地指導による文献検索を
実施検討をする。また引き続き実験教室を開催するための新規の教材開発をしてく予定である。さらに「生活」の授業で行うキャ
リアプランニングの教材開発に力を入れていく。
　来年度は２年担任として引き続きクラスにかかわっていく。

　最低、学会発表１件、論文執筆１本は行う予定である。
　具体的には科研費の課題である学校飼育動物の歴史的側面の詳細の分析が終わっていないところがあるので、コロナ感染拡
大防止対策が緩和されてきているので、現在入手ができていない資料収集を行い、学校飼育動物の歴史の不足している部分
を補っていく予定である。
　あわせて、今年度は生活におけるキャリアプランニングをファイナンシャルプランナーの技法も取り入れながら新規研究分野で
ある教材開発と実践を検討中である。

　足立区の評価会の委員として審査・評価の依頼がある場合には積極的に対応する。
　ゼミで行っている実験教室の参加者の定員をもう少し増やし、できるだけ参加希望者全員が実験教室に参加できるように体制
を整えるように検討をする。
　引き続き、研究活動における取材にはできるだけ協力し、研究内容の社会的な発信に努めるものとする。

　教務委員長として、教務の円滑な運営を行うとともに、学生の学修を、公正さの立場から各種支援していく予定である。
また、引き続き理科室責任者として安全に薬品を管理していく。
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【1】あなたの今年度の本学での活動を以下の項目にしたがって文章でまとめてください。
［1-1］自己評価　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください（1200字程度）
　春学期においては、授業は、前半は対面授業と希望者に対する遠隔授業（別コンテンツを作成）を行っていたが、途中から教
務からの指示があったため、すべて遠隔授業の対応で行った、結果として、対面→遠隔の授業と遠隔→遠隔の授業が併用する
形で授業を進めることになり、ほぼ業務時間は授業コンテンツ作りにあてることになった。また春学期の工夫として、理科の観察
実験等の部分は対面ができる間にできるだけ行うなどカリキュラム上の順番配置を変えるなどの措置も行った。秋学期において
は、すべて対面授業でおこなった。自然遊びや自然観察を取り入れた野外授業やゼミでの実験活動など対面でしかできないこ
とを積極的に行った。またゼミの一環として理科実験教室を行った。あわせて、１年担任主任として専攻長からの依頼を受け、履
修モデルわけの話をクラスで行うとともに、担任として必要な学生にCAとともに面談を行った。

２）研究
　　日本科学教育学会年会（共同１件）、日本教科教育学会（共同1件）研究論文（単独）を１本、研究論文（共著）を１本、執筆し
た。
　今年度も科研費以外でも、東京応化科学技術振興財団助成（単独）を得て積極的に外部資金を獲得した。
　また来年度の東京応化科学技術振興財団助成申請（代表１件）の申請を行った。

　今年度も足立区における元淵江公園・生物園の指定管理者選定等審査会の評価会の委員として審査・評価を行った。
　今年度１０月に東京応化の助成を受けた親子実験教室（電子レンジカルメ焼き実験及びグミを用いたシャボン玉づくりや水あ
めを用いた風船づくりを開催した。家族ごとの予約制とし、１家族づつで４回にわけて実施を行った。
　日本愛玩動物協会からの取材を受け、その内容が『ヴィズペッツ』の「特集　学校飼育動物の今」の中で、学校飼育動物の歴
史や生活のシラバス等が紹介された。

　教育改善向上（以下、ＦＤ）委員会の委員長及び自己点検委員として、ＦＤ活動の円滑な運営を心がけてきた。
　また今年度はFDハンドブックを刷新し2022-24年度版に向け、特別部会を設け、第三者が読むことを前提としたハンドブックと
して計画し2022年4月発行に向けて準備を行った。
　また今年度から通学の授業である「理科」は非常勤講師が行うことになったが、定期的に理科室責任者として毒物・劇物・危険
物の取扱いを適正に行い薬品管理台帳を作成し管理してきた。

[1-2]今後の目標と計画　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください(800字程度）



分類 就任年月 退任年月
学会 2001.4 現在

2001.4 現在
2001.7 現在
2001.4 現在
2001.4 現在
2001.4 現在
2001.4 現在

研究会 2004.8 現在
行政機関 2017.7 現在

就任年月 退任年月
2019.4 2022.3
2015.4 2022.3

分類 著者名
単著
共著
の別

発行又は
発表年月

発行所、発行雑誌又
は発表学会等の名

称

学術論文 鈴木哲也 単著 2021.9

未来の保育と教育
（東京未来大学保
育・教職センター紀

要）８

学術論文
田中元、鈴木

哲也
共著

2022.3 教育改善向上（ＦＤ）
年報 vol.7

委員

正会員
日本教育学会 正会員
日本生命倫理学会
学校飼育動物研究会 正会員

委員会 役職名
教育改善向上委員会

　生活（通学）
初等生活科教育法（通・信）

自己点検・評価・改善委員会

環境科学（通信）
卒業論文・卒業研究（通学）

担当授業科目

こども保育・教育演習Ⅱ（通学）
こども保育・教育演習Ⅰ（通学）
教職実践演習（通学）
初等理科教育法（通学）

日本生物教育学会

社会活動

日本科学教育学会 正会員
日本理科教育学会

正会員

委員長

学内委員

正会員
正会員

足立区 公園施設指定管理者選定等審

日本教科教育学会

正会員

機関名・企業等名

日本環境教育学会

役職等名

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著書、学術論文等
の名称

概要

　学校現場実習およびその
日誌記録が求める原則的

な姿勢
–言語定量分析によるアプ

ローチ -

学校支援の場だけでなく、そ
の記録を日誌に残すプロセス
からも学ぶことはあるはずで
あり、学校支援の場と日誌の
記録を合わせた上で彼らは
何を意識すべ
きであるのか、何を身に着け
ることができると思われるの
か、これらを調べることが本報
告の目的である。結果として、
実習の成果として期待される
ものに、学生達の「教師たる
資質・能力の育成」と「コミュニ
ケーション・スキル」とがあるこ
とがわかった。
( 13-23　査読あり)

理科や生活科における学
校飼育動物の法と倫理の

境界に関する一考察
‐動物愛護法及び外来生

物法を用いて‐

本研究は理科や生活科にお
ける学校飼育動物の動物愛
護法及び外来生物法を用い
て、法と倫理の境界を明らか
にした。法令によって守られ
ている愛護動物、法令によっ
て守らていないが愛護動物と
同様に扱うべき動物、法令に
よって排除されはしないが特
定外来生物と同様に扱うべき
動物、法令によって排除され
る特定外来生物としての動物
の視点を明確に、アメリカザリ
ガニやミシシッピアカミミガメ
は２つの視点に横断して対応
していることがわかった。
(61-67　査読あり)



学会発表
田中元、小林
久美、鈴木哲

也
共同 2021.９

日本教科教育学会
第47回全国大会論

文集

学会発表
田中元、鈴木

哲也
共同 2021.8

日本科学教育学会
第45回年会論文集

その他 鈴木哲也 単独 2021.10

東京未来大学こども
心理学部こども心理
学科保育・教育専攻
2021年度秋学期FD

研修資料

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

外部資金
日本学術振

興会
代表

外部資金
　東京応化科
学技術振興
財団

代表

学内
東京未来大
学

【3-3】受賞・表彰

理科 コーパス に み ら れ る 動
物 と 他 の 用語 の つ な が り

150,000
東京未来大学特別研究
助成

小学校理科および家庭科
の環境のとらえ方‐教科書

分析を通して‐

理科および家庭の２つの教
科にまたがって頻出する用語
の一つとして、「環境」という言
葉に注目している。言語計量
的に小学校の教科書を分析
したところ、家庭で扱われる
環境とは人間の生活、活動と
資源との関わりを意識するも
のであるのに対し、理科では
生物が生存する場を主に指
していることが示された。ま
た、環境に関わるトピックスに
は環境と同じく多義性に富む
用語が他にも現れることが推
察され、その一つが「エネル
ギー」であった。
(１３１－１３２)口頭発表

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

評価の種類

評価の種類として、診断的評
価、形成的評価、総括的評
価以外に観点別評価等、主
要な評価の種類について具
体例を挙げながら解説した。

科学研究費補助金（基盤
研究（Ｃ））

100,000

科学教育の普及・啓発助
成

 身近なものを用いた実験教材の
開発と実施

250,000

大学にて小学校の理科に関
するイメージをアンケート形式
で調査し、小学校理科の教
科書から得たコーパスを土台
としてその分析を行った。調
査対象となった大学生たちが
小学校の理科に対して抱くイ
メージは、まず水・水溶液を
加熱する実験作業、次に虫
眼鏡で光を曲げる・日光を集
めてものを燃やすという体験
に由来する。以下には顕微
鏡、リトマス紙、ミョウバンがそ
れぞれ続くが、これらは互い
に独立したトピックスとして捉
えられていると言える。
(415-416)口頭発表

学校における動物飼育の歴史
的・倫理的・法的課題と展望

なし

名称

　　　大学生が振り返る小学
校理科のイメージ

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 機関・財団等

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度


