
■ 宇宙教育シンポジウム ■

日時：2013年２月 23日（土）１３時００分～１７時４５分 

2月 24日（日） ９時 10分～１ 5時 3 0分 

場所：こどもの城  

住所：東京都渋谷区神宮前 5 - 53 –  1 8F研修室 802～804（メイン会場） 

プログラム 
2月 23日（土） 

時間 プログラム 内容 講師 

13：00‐13：05 開会挨拶 主催者挨拶 加藤 善一 JAXA理事 

13：05‐13：45 活動報告と展望 

第 2期中期計画最終年としてのまとめ 

第 3期中期計画にかかる戦略と方向性

の概要紹介 など 

広浜 栄次郎 

JAXA宇宙教育センター センター長 

13：45‐14：25 活動を振り返って 

教材の開発と利用の状況、成果、TRY 

ZERO G紹介など 

現場の特徴、講評的な講話 

遠藤 純夫  

JAXA宇宙教育センター アドバイザ 

NPO法人こども・宇宙・未来の会 理事 

14：25‐15：05 宇宙教育に期待すること 
宇宙教育の理念を振り返ると共に 

現状と今後の展望 など 
的川 泰宣 JAXA名誉教授 

15：05―15：35 かぐやデータを使った教材開発 

月周回衛星「かぐや」によるデータを

教材として活用いただくための取組計

画について，提案と相談をさせていた

だきます。 

山本 彩  

一般財団法人リモート・センシング技術セン

ター 研究開発部

15 : 35 –  15 : 45 休憩 

15：45 –  16 : 25 
地域連携を活用した 

活動実績紹介 

・大垣市教育委員会の事例

・静岡科学館の事例

大垣市教育委員会 

  柏 敦子 

公益財団法人 静岡市文化振興財団 

静岡科学館る・く・る  

長澤 友香 

16 : 25 –  17 : 45 
地域に根差し自立した宇宙教育

の促進（課題と提案） 
パネルディスカッション 

モデレータ

JAXA 技術参与 的川 泰宣 

WEBアンケート 

  JAXA 宇宙教育センター  竹前 俊昭 

パネリスト 1 

  大垣市教育委員会      柏 敦子 

パネリスト 2 

  紋別市立紋別中学校    宮下 道明 

パネリスト 3 

  日本宇宙少年団福島分団 分団長 

大野 裕明 

パネリスト 4 

  国分寺宇宙の学校     松澤 俊志 

パネリスト 5 

  阿南市科学センター    堀 寿夫 

パネリスト 6 

  島根大学教育学部   百合田 真樹人 

パネリスト 7 

  JAXA 広報部長 寺田 弘慈 

パネリスト 8 

  JAXA 宇宙教育センター センター長 

広浜 栄次郎 

17 : 50 - 懇親会 



 

２月 24日（日） ※場所は前日と同じです。受付は、9:00～開始します。 

時間 プログラム 内容 講師 

9：10 –  10 : 35 活用事例紹介（その 1） 

学校教育での取り組み、質疑応答 

・SEEC参加結果の活用 

・小学校の授業活用 

・中学校の授業活用 

・高校の授業活用 

・教員養成課程 

 

北海道釧路市立大楽毛小学校 

              佐久間 勝教 

大垣市立江東小学校 

             西川 恵 

             池戸 香菜 

鹿児島市立鴨池中学校  

             大塚 泰史 

済美高等学校 

             岡 智美 

島根大学教育学部 

          百合田 真樹人 

10 : 35 –  10 : 40 休憩 

10 : 40 –  11 : 40 活用事例紹介（その 2） 

社会教育での取り組み、質疑応答 

・コズミックカレッジ 

・宇宙の学校 

・日本宇宙少年団 

 

公益財団法人 野々市市情報文化振興財団 

              松田 尚子 

日本宇宙少年団六甲分団 

              川喜多 誠二 

宇宙の学校いしかわ/金沢大学人間社会学域

学校教育学類附属教育実践支援センター准教

授/日本宇宙少年団金沢南ディスカバリー分

団 副分団長         加藤 隆弘 

 

日本宇宙少年団高知分団 

              吉岡 健一 

11 : 40 –  12 : 20 活用事例（その 3） 

国際活動、質疑応答 

・APRSAF（水ロケと海外活動事例） 

・海外での教員研修・交流プログラム 

 

佐賀県立唐津東高等学校 科学研究会 

             山口 明徳 

 

JAXA 宇宙教育センター 

             宮川 弥生 

12 : 20 –  13 : 20 昼休憩 

13 : 20 –  14 : 20 地域ごとのディスカッション 

・北海道、東北、関東、東海、北信越、

近畿、中国、四国、九州沖縄 

・教委、科学館、任意団体連携 

 

14 : 20 –  15 : 20 まとめ（提言） ９地域からの発表 

 

15 : 20 –  15 : 30 閉会の辞  
 

 


