
「科学が好きな子どもを育てる」

ソニー科学教育研究会

科学教育の未来を拓く



 海外の理科教育の動向を学ぶ
 オーストラリアと日本の学校を
相互訪問し授業実践を行う

 全国小学校理科研究協議会、日本初等理科教育研究会、全国中学校理科教育研究会をはじめ、
各地の理科教育研究団体と、各々の独自性を尊重しつつ連携他団体交流

ソニー科学教育研究会の理念

ソニー科学教育研究会（Sony Science Teachers Association）は、「科学が好きな子どもを育て
る」教育を推進するために、会員相互の研究・研修活動を通じた交流を密にし、我が国の科学教育の振興
と科学的文化の発展に寄与することを理念に活動しています。

1959年1月、「ソニー小学校理科教育振興資金贈呈事業」の創設とともに、ソニー株式会社の教育助成がスター
トしました。1963年11月、滋賀県豊郷小学校で開催された第1回理科教育研究会全国大会の席上で、当時、東京
大学総長の茅誠司氏、ソニー株式会社社長の井深大氏の賛同をもって、「ソニー理科教育振興資金受賞校連盟」が
結成されました。それ以来、熱意あふれる先生方の手によって活発な活動が進められてきました。2002年、本会
の趣旨に賛同する先生方に広く開かれた活動へと展開すべく、ソニー科学教育研究会（SSTA：Sony Science
Teachers Association）へ改組され、現在に至ります。
今後も、SSTAは、公益財団法人 ソニー教育財団と連携しながら「科学が好きな子どもを育てる」ために、全国
48支部・2000名を超える会員の輪を広げ、組織一丸となって取り組んでまいります。

SSTA通信（会報誌）

受賞校連盟からSSTAへ そして未来へ

子ども科学教育研究全国大会理科教育実践国際交流

科学教育若手教員研修会 全国特別研修会 ブロック特別研修会

SSTA通信（夏号）

先 生方の交流

 ソニー教育助成プログラム「最優
秀校」での全国大会の開催

 科学教育に熱心に取り組む全国の
教員の交流

 年2回『SSTA通信』の発行
 教材・アイデア紹介
 全国の会員同士の情報交流

理科みらい塾

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

理科教育実践国際交流（派遣）



主な講師

 支部独自の活動
 日々の授業に関する情報交換
 フィールドワークや教材開発
 実技研修

科学教育若手教員研修会

支部研修会（全国48支部）

SSTA全国特別研修会

理科みらい講座理科みらい塾

SSTAブロック特別研修会

子ども科学教育研究全国大会
※時期は、開催校による SSTA通信（冬号）

研究・研修活動

 全国5地域（東北・関東・中日本・西日本・九州）
 地域ごとの若手の教員が対象
 会員でない教員も参加可
 5月～6月の土日（1泊2日）
 実験・観察の実技やフィールドワーク

 全国4地域（東日本・中日本・西日本・九州）
 地域ごとの中堅の教員が対象
 7月下旬～8月中旬（2泊3日）
 テーマに基づいた、単元開発や指導案づくり

 支部の中核となる教員が対象
 7月下旬（3泊4日を2年間で2回）
 全国に提案できるカリキュラム、
単元開発

 全国の若手の教員が対象
 「観察」を深めるコツを学ぶ
 8月中旬（1泊2日・東京にて）

 各支部で開催（随時）
 「科学の原理・原則」の理解
を深める

理科教育実践国際交流（来日）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

大髙泉 筑波大学 名誉教授 角屋重樹 日本体育大学 教授 清原洋一 文部科学省 主任視学官
菅井啓之 京都光華女子大学教授 鳴川哲也 文部科学省 教科調査官 野内頼一 文部科学省 教科調査官
山中謙司 北海道教育大学 旭川校 准教授 ※役職は依頼時のもの（50音順 敬称略）



〒140-0001
東京都品川区北品川4-2-1御殿山アネックス２号館 (公益財団法人 ソニー教育財団内)
担当：木村・関根 Tel:03-3442-1005 Fax:03-3442-1035

SSTAホームページの「規約」をお読みいただき、本会の趣旨にご賛同
いただける方は、 SSTAホームページから事務局までお問い合わせくだ
さい。所属する学校の地域にある支部の事務局をご案内いたします。
年会費は、支部ごとに定められています。入会手続きの際に、各支部に
ご確認ください。
ホームページ http://www.sony-ef.or.jp/sef/ssta/

会員のメリット

● 地域や校種を超えたつながりができる
● 授業の悩み、困りごとが相談できる
● 一つのテーマについて仲間と深く探究できる

会員になるには
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全国48支部／会員2,000名以上
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理事（支部長）

理事

事務局
（ソニー教育財団内）

ソニー科学教育研究会（SSTA）2018年度 役員一覧

● 授業・教材をより深く知ることができる
● 自分の興味・関心を広げることができる
● 知らなかった教材の情報が得られる など

理事長
神谷拓生 （愛知） 刈谷市立双葉小学校 校長
副理事長 兼 企画研修委員長
渕上正彦 （福岡北） 北九州市立木屋瀬小学校 校長
常任理事
奥島仁志 （青森） 五戸町立倉石中学校 校長
鈴木和美 （福島） いわき市立小名浜第一小学校 校長
今井功 （千葉） 千葉市立大椎中学校 校長
宮澤志郎 （長野） 富士見町立富士見小学校 校長
芦谷得夫 （兵庫） 姫路市立安室東小学校 校長
坊田裕紀子 （広島） 広島市立中野東小学校 校長
藤田まり子 （熊本） 熊本市立力合小学校 校長
監事
増田藤雄 （埼玉） さいたま市立道祖土小学校 校長
古澤武司 （茨城） つくば市立吾妻中学校 校長
理事（支部長）
川島政吉 （北海道北） 旭川市立知新小学校 校長
桜井裕 （北海道南） 札幌市立しらかば台小学校 校長
藤田裕司 （青森） 階上町立道仏小学校 校長
川上良治 （岩手） 盛岡市立北厨川小学校 校長
菊地正明 （宮城） 石巻市立稲井中学校 校長
黒澤薫 （秋田） 秋田市立港北小学校 校長
岡村廣 （山形） 上山市立南小学校 校長
佐藤陽一 （福島） 川俣町立川俣小学校 校長
幸田尚志 （茨城） 稲敷市立桜川中学校 教頭

（栃木） 調整中
引間和彦 （埼玉） さいたま市立浦和大里小学校 校長
加瀬充彦 （千葉） 千葉市立大椎小学校 校長
髙橋延友 （東京） 八王子市立散田小学校 校長
東條久美子 （神奈川） 相模原市立向陽小学校 校長
堤達俊 （神奈川･横浜）横浜市立井土ヶ谷小学校 校長
古屋一彦 （山梨） 笛吹市立浅川中学校 校長
濱中力也 （新潟） 新潟市立白新中学校 校長
本田敏也 （富山） 富山市立速星小学校 校長
松浦理恵 （石川） 金沢市立新堅町小学校 校長
大西泰弘 （福井） 永平寺町吉野小学校 校長
両角徹生 （長野） 下諏訪町立下諏訪中学校 校長
寺澤徹夫 （岐阜） 関市立武芸川中学校 校長
清水範彦 （愛知） 岡崎市立小豆坂小学校 校長

中村隆志 （三重） 四日市市立日永小学校 校長
橘憲照 （滋賀） 長浜市立長浜北小学校 校長
狩野茂 （京都） 京都市立七条小学校 校長
千賀敏弘 （大阪） 堺市立浜寺小学校 校長
青野克美 （兵庫） 姫路市立四郷小学校 校長
藤本好信 （奈良） 大和郡山市立治道小学校 校長
山本幸司 （和歌山） 和歌山市立安原小学校 校長
江原誠司 （鳥取） 米子市立五千石小学校 教頭
板倉宏 （島根） 邑南町立市木小学校 校長
伊月義治 （岡山） 岡山市立平福小学校 校長
栢野浩未 （広島） 東広島市立御薗宇幼稚園 園長
坂根隆明 （山口） 岩国市立藤河小学校 校長
藤岡秀行 （徳島） 徳島市助任小学校 校長
瀬詰昌弘 （香川） 高松市立花園小学校 校長
別府建二 （愛媛） 今治市立国分小学校 校長
森田真弘 （高知） 香美市立山田小学校 校長
古澤律子 （福岡北） 北九州市立曽根東小学校 校長
日永田浩明 （福岡南） 筑紫野市立山口小学校 校長

（佐賀） 調整中
大久保利彦 （長崎） 諫早市立伊木力小学校 校長
林敬三 （熊本） 人吉市立中原小学校 校長
野見山準五 （大分） 臼杵市立上北小学校 校長
兒玉秀人 （宮崎） 高鍋町立高鍋西小学校 校長
酒匂和善 （鹿児島） 南さつま市立阿多小学校 校長
石川博基 （沖縄） 浦添市立内間小学校 校長
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