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Three Dimension cell culture
Cell menbrane

1) 小学校の理科教育内容の質・量の向上を目指し、多忙な教育現場
で実践可能な方法やコンテンツ、教員研修方法の研究と開発を行っ
ている。
2) 三次元環境におけるヒト細胞の細胞分化特性や三次元基質の特性
などに注目した解析をおこなっている。新たな三次元基質の開発、
細胞分化に対する足場環境の影響を目指している。

My current research is:
1) to develop methods, impliments and teacher training 
programs for science education, aiming to improve the 
quality and the quality of the elementary school science 
education,
2) to elucidate the properties of the cell differentiation 
in three dimensional culture environment and the 
properties of 3-D culture materials aiming to develop 
novel 3-D culture meterials as well as to elucidate the 
functions of 'scaffold' in cell differentiation.
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教育内容 / Educational Pursuits

コア・サイエンス・ティーチャー（ＣＳＴ）の養成に従事し、
本学学生ならびに現職小学校教員を対象に講義演習を行なって
いる。

I am getting into the 'Core Science Teacher (CST)' 
project to teach basic sciences and science teaching 
methods for educating elementary school teachers as 
well as graduate students.

研究計画

理科／科学の楽しさ、研究の楽しさを伝えるうえで、教育現場の教師と共に大学研究者の活動が極めて重要である。研究の
楽しさと重要性を最もよく知り、最も効果的に伝えることが出来るのは当該研究の当事者であるとの観点から、現役研究者
が同時に理科教育に寄与する環境構築を、自ら実践しながら目指している。

共同研究：
理科教育全般（特に小学校）
細胞分化（血球系、および細胞性粘菌）
三次元培養

メッセージ

学生の間は、物事をじっくりと深く考えることのできる特別な時間です。
1) 基礎・原理原則から考える
2) 観察した現象を大切にする／加工された情報を鵜呑みにしない
3) 遠くの目標（夢のターゲット）と近くの目標（リアルな前進手段）のふたつを常に意識する
の３つを大切にして、専門を極めると共に専門外のことにも幅広く興味を持ち実り多い時間を送ってください。
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