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1 平成24年2月 日本放送教育協会

2 平成26年3月 開文社出版

3 平成28年2月 開文社出版

4 令和元年10月 東京大学出版会

1 平成20年12月
日本教育工学会「日本教育工学会」
第32巻Suppl.

2 平成21年9月
日本教育メディア学会「教育メディア研究」
第16巻第1号

3 平成21年12月
日本教育工学会「日本教育工学会論文誌」
第33巻Suppl.

4 平成23年3月
日本教育メディア学会「教育メディア研究」
第17巻第2号

5 平成24年3月 湘北短期大学「湘北紀要」第33号

6 平成24年3月
日本教育メディア学会「教育メディア研究」
第18巻第1・2合併号

7 平成24年6月 日本比較文化学会「比較文化研究」102号

8 平成24年11月
日本視聴覚教育協会「視聴覚教育」
2012年11月号vol.781

9 平成25年3月 「湘北紀要」湘北短期大学　第34号

10 平成25年6月 日本比較文化学会「比較文化研究」109号

11 平成26年3月
「成城大学共通教育論集」成城大学
第6号

12 平成27年3月
日本教育方法学会「教育方法学研究」
第40号

メディア活用の教育方法史における幻燈の位置－スライド集「日本周遊」の
1920年代の学校教育での利用価値と歴史的意味－（査読付）

第5回受賞論文 創成期のラジオ学校放送と小学校・青年学校との関連：放送の
普及促進に向けた制作者の方略の差異から
（日本視聴覚教育協会・井内賞受賞論文）

学術論文

総合的な学習の実践と学習者の自己評価方法に関する一検討（査読付）

「活動写真」から「映画」への用語の転換にみる映画と学校教育との接近について－
1920年代半ばの関猛の言説の分析から－（査読付）

最初期のラジオ学校放送に関する歴史認識の構築と定着（査読付）

教育・研究内容

映画やスライド、ラジオ、テレビ、新聞、雑誌など、メディアという視点から日本の近代学校教育を捉え、教育学や教育方法、教育史の研究領
域において、新たな知見を得ることを目ざし、研究を進めています。また、研究活動を通して得られた知見を教職に関する科目等の授業に反
映させることで、教職を目ざす学生が教師として成長するために必要な姿勢・能力を獲得できるよう心がけています。

比較文化学の地平を拓く

交錯する比較文化学

デューイ著作集（通巻7）教育2『明日の学校』，ほか

映像から検討する映画『海の生命線』の特徴
－教育映画『南洋諸島』の分析に向けた研究ノート－

比較文化学の近接領域からの問い－教育学を例として－

テレビ番組とＩＣＴを活用した授業における学習者の自己評価と標準学力調査との
関連に関する一検討（査読付）

創成期のラジオ学校放送と小学校・青年学校の関連放送の普及促進に向けた
制作者の方略の差異から（査読付）

幻燈利用における教育的な状況に関する一検討
－動物を描いたスライドの分析から－（査読付）

教材映画『石炭』にみる教師の教育映画観－1920年代後半から30年代前半に
おける学校教育と映画の関係の一側面－（査読付）

雑誌『放送』に表象される創成期の学校放送の一側面（査読付）

最終学歴 東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻学校教育開発学コース修士課程　修了

専門分野 教育方法、教育史、メディア史

主な担当科目
宗教と哲学Ａ、宗教と哲学Ｂ、教育制度論、教育の方法と技術、専門演習、教養講座Ｇ
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法

静岡産業大学　磐田キャンパス　准教授

佐藤　知条
さとう　ちひろ

職位 専任准教授

取得学位 修士（教育学）（平成14年3月）東京大学

著書

教育放送75年の軌跡

研究テーマ
・日本の近代学校教育におけるメディア利用の研究
・メディアにおける教育言説の展開に関する研究

所属学会 日本教育学会、日本教育方法学会、日本教育メディア学会、日本比較文化学会

-　1　-



13 平成28年2月
「交錯する比較文化学」開文社出版
（日本比較文化学会関東支部）

14 平成29年3月
日本教育メディア学会
「日本教育メディア学会研究会論集」第42号

15 平成30年3月
日本教育方法学会「教育方法学研究」
第43号

16 平成30年12月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第1号

17 平成31年3月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第3巻第2号

18 令和2年2月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第4巻第1号

19 令和3年1月
静岡産業大学論集『スポーツと人間』
第5巻第1号

1 令和2年12月
静岡産業大学論集『環境と経営』
第26巻第2号

1 平成20年3月 日本放送教育協会

2 平成21年3月 日本放送教育協会

3 平成21年9月 日本放送教育協会

4 平成22年3月 日本放送教育協会

5 平成28年6月 厚木市教育委員会

1 平成20年7月
No.08-3 日本教育工学会研究会
（於金沢大学）

2 平成20年7月
No.08-3 日本教育工学会研究会
（於金沢大学）

3 平成20年10月
第24回日本教育工学会全国大会
（於上越教育大学）

4 平成20年12月
No.08-5 日本教育工学会研究会
（於いわき明星大学）

5 平成22年7月
第17回日本教育メディア学会年次大会
（於熊本大学）

6 平成23年11月
第18回日本教育メディア学会年次大会
（於国際基督教大学）

7 平成24年8月
第19回日本教育メディア学会年次大会
（於東北学院大学）

8 平成25年6月
日本比較文化学会第35回全国大会
（於同志社大学）

9 平成25年10月
日本教育方法学会第49回大会
（於埼玉大学）

10 平成26年10月
第21回日本教育メディア学会年次大会
（於金沢星稜大学）

11 平成27年6月
日本比較文化学会第37回全国大会
（於創価大学）

12 平成27年8月
第51回総合歴史教育研究会大会
（於桜美林大学）

13 平成28年3月
日本映像民俗学の会第38回大会
（於法政大学）

14 平成28年3月
日本映像民俗学の会第38回大会
（於法政大学）

15 平成29年3月
日本教育メディア学会
2016年度第2回研究会（於信州大学）

16 平成30年8月
日本教育学会第77回大会
（於宮城教育大学）

教師・学校を論じる教育言説の転換
－1969年の「通信簿問題」の教育言説の分析から－

資料
近年の教員養成改革の動向と「教職センター」の在り方
－静岡産業大学における「教職センター」の基本構想－

1970年代における教育メディアの言説
－通信簿，入試をめぐる表象と語りを中心に－

「総合的な学習の時間」の扱いの変遷に見るこれからの課題（査読付）

桜田プランにおける教育課程編成の展開
－映画「こどもグラフ」で新聞部の活動の分析を中心に－

報告書

教科書に準拠したメディア教材の出現の歴史的意味
－幻燈スライド集『日本周遊』の教育的価値－

補償教育の方法としての「セサミストリート」に関する課題の現代的意義

比較文化研究と研究倫理（国際シンポジウム・企画・司会・コーディネート）

日本における「学習者主体の学び」の歴史（招待講演）

最初期のラジオ学校放送の位置づけに関する考察

雑誌『放送』の学校放送関連記事の整理と分類

教育映画『南洋諸島』の映像の分析－制作意図との関連－

「比較文化学」はどのように教えられているか？－比較と展望－
（国際シンポジウム・パネリスト）

大正新教育期の成城小学校における映画利用の歴史的意義（査読付）

特別活動における生徒の健全な生活習慣形成に関する基礎調査
～ホームルーム活動における指導資料作成を目的として～（査読付）

教育メディアの歴史研究における映像史料の重要性
－理科教材映画「蝉の一生」の利用－（査読付）

西本三十二／キルパトリック往復書簡集の研究上の価値

平成19年度文部科学省委託「先導的教育情報化推進プログラム」
テレビ番組とICTの連動による探求型学習の調査・研究成果報告書

平成20年度文部科学省委託「先導的教育情報化推進プログラム」
テレビ番組とICTの連動による探求型学習の調査・研究成果報告書

NHKデジタル教材　ICT連動活用ハンドブック

学会発表

小学生向け情報活用能力のチェックリストの開発

テレビ番組とICTの連動による「探求型言語能力」の育成をめざす実践

小学校の学習単元における学校放送番組やICTの活用に関する調査

平成21年度文部科学省委託「先導的教育情報化推進プログラム」
テレビ番組とICTの連動による探求型学習の調査・研究成果報告書

地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム報告書

フォーラム＜海域の植民地、その映像と記録＞（シンポジウム・パネリスト）

小学校地理映画大系『南洋諸島』について

西本三十二／キルパトリック往復書簡集の研究上の価値

テレビ番組とICTの連動による探求型学習の検討

-　2　-



17 令和2年9月
日本比較文化学会第42回全国大会
（於北九州国際会議場）

1 平成24年8月 日本視聴覚教育協会

1
平成20年4月～
平成22年3月

文部科学省委託

2
平成20年10月～
平成20年11月

文部科学省

3 平成20年11月 川崎市男女共同参画センター

4
平成21年10月～
平成21年11月

文部科学省

5 平成22年7月 神奈川県立舞岡高等学校

6
平成22年11月
平成27年9月

厚木市

7 平成26年1月 海老名市立図書館

8 平成28年1月 神奈川県平塚市立旭陵中学校

9 平成28年9月 湘北短期大学

10 令和2年8月 静岡産業大学

1 平成14年4月

2 平成14年4月

3 平成21年3月

4 平成22年9月

5 平成25年6月

6 平成27年5月

7 平成27年7月

8 平成28年3月

9 平成29年3月

10 平成30年3月

11 平成30年9月

受賞

第5回日本視聴覚教育協会・井内賞　受賞論文
「創成期のラジオ学校放送と小学校・青年学校の関連－放送の普及促進に向けた
制作者の方略の差異から－」

第20回生涯学習フェスティバル「eスクール2008」講師
ICTを活用した未来の学校教育を体験する公開講座

「あつぎ協働大学」講師　「メディアと市民の協働によるまちづくり」
「学習指導要領から見る学校と社会」

文学講座講師（教科書という視点から学校の機能や教育の意味を解説）

その他（社会活動等）

出張授業　中学2年生対象の上級学校説明会（教育学）

依頼講演等
先導的教育情報化推進プログラム
「テレビ番組とＩＣＴの連動による探求型学習の調査・研究」

第21回生涯学習フェスティバル「eスクール2009」講師
ICTを活用した未来の学校教育を体験する公開講座

出張授業　高校2年生を対象（生活科学・教育学）

市民講師「メディアを活用する力の重要性」

科研費獲得セミナー講師

第7回高大連携教育研究会・講演

神奈川県立平塚湘風高等学校学校運営協議会員（平成31年3月まで）

神奈川県厚木市社会教育委員（平成31年3月まで）

神奈川県立平塚湘風高等学校評議員（平成30年3月まで）

NHK教育番組制作（小・中・高向け映像教材制作・教員向け授業づくり支援）（平成19年8月まで）

NHK教育番組に関連したインターネットコンテンツの開発（平成19年8月まで）

e-ラーニング支援サイト NIME-glad の構築

平成28年度地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム（企画・運営）

平成29年度地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム（企画・運営）

地域企業と学生の連携による新商品開発・販売プロジェクトの企画運営（平成23年9月まで）

日本テレビイベント「ZIP de ポン！　枡先生とレッツダンス」制作協力（平成27年8月まで）

平成27年度地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム（企画・運営）

映像にみる『桜田プラン』の展開
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