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第１回長野県高等学校科学協会総会・科学教育研究大会（松本大会）のご案内

盛夏の候、皆様ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、本年度の長野県高等学校科学協
会総会・科学教育研究大会を下記のとおり開催いたします。つきましては、理科教育発展のために関係
職員多数のご参加を賜りたく、格別のご配慮をお願い申し上げます。
１ 大会要項
(1) 大会名 長野県高等学校科学協会総会・科学教育研究大会(松本大会)
(2) 主 催 長野県高等学校科学協会
(3) 後 援 長野県教育委員会
(4) 期 日 平成 28 年８月 20 日(土)、21 日（日）
(5) 会 場 １日目 松本市教育文化センター 松本市里山辺 2930-1 電話:0263-32-7600
２日目 ICT 実践交流会 松本深志高等学校第二理科講義室
現地研修
上高地 水生昆虫の系統進化
(6) 宿 舎 近隣の宿泊施設を各自でご予約ください。
(7) 日 程
８月 20 日(土)
８月 21 日(日)
9:30～10:10 第２回役員会
・ ICT 実践交流会
大会打ち合わせ
10:00～12:00 午前の部
10:20～10:50 総会・開会式
13:00～15:00 午後の部
11:00～12:00 研究・実践発表Ⅰ
・ 上高地現地研修
12:00～13:00 昼食および教材展示
7:50
沢渡駐車場集合
13:00～14:20 研究・実践発表Ⅱ
8:00～13:00 現地研修
14:30～16:00 講演会
13:30
沢渡着・解散
16:00～16:15 閉会行事
17:30～19:30 記念祝賀会
(8) 内 容
１日目
総 会 平成 28 年度会務報告、平成 28 年度事業計画、会計予算
研究会 研究・実践発表
物理分野 「高校物理における実験教材の開発」
発表者：屋代高校 倉田 亮輔 教諭
化学分野 「生徒が主体的に学ぶ化学授業を目指して」
発表者：長野吉田高校 中澤 健 教諭
生物分野 「シロアゴガエル複合群の系統分類」
発表者：上田高校 倉石 典広 教諭
地学分野 「地学の小ネタ集 ①校舎の風化を教材化
②アクティブラーニング？ちょっと導入 ③ダジックアース」
発表者：松本深志高校 井口 智長 教諭

ICT 分野 「学校現場でのスマートフォンの有効利用
～Google フォームで簡単に集計～」
発表者：松本深志高校 西牧 岳哉 教諭
講演会
演 題 ほ乳類発生における新しい研究アプローチ ～物理学と生物学の交流～
講 師 自然科学研究機構・基礎生物学研究所
総合研究大学院大学・生命科学研究科 教授 藤森 俊彦 氏
２日目
・ICT 実践交流会 於 松本深志高校 第二理科講義室
① 視聴覚機器や手法について実践報告や情報交換
・教材提示装置の比較，プロジェクタ・モニターやスクリーンの使い勝手
・スマートフォンやタブレット端末の利用，（appleTV,chromecast,ezcast)
② ICT 活用授業の実践報告
・中学校理科 酸化還元と寒冷前線の単元 iPad を用いた実践
（箕輪中学校 鳥居純司 教諭）
・高校化学 20 分間でできるアセトンの分子量測定 教材提示装置を用いた実践
（松本深志高校 西牧岳哉 教諭）
休憩（昼食）
③ デジタル教科書等のデジタル教材の比較検討・情報交換
・デジタル教科書・補助教材付属 DVD の情報交換
④ 受験指導や授業アンケートにおけるマークシートの活用について
・使用機器とソフトウエアの比較検討
⑤ Google Apps の可能性とスマートフォンの利用
・Google フォーム，Google スプレッドシート
・上高地現地研修
講 師 信州大学学術研究院理学系准教授 東城幸治 氏
巡検内容 水生昆虫の系統進化
7:50 沢渡駐車場集合
8:00 沢渡発（ジャンボタクシーにて）
8:30 上高地バスターミナル着
9:00 環境省ビジターセンター発（巡検スタート）
東城先生の解説を聞きながら徒歩でゆっくり移動
11:00 明神の信州大学上高地ステーション着（巡検ゴール）
まとめ、施設案内、昼食
12:00 上高地ステーション発
13:00 上高地バスターミナル着・発（ジャンボタクシーにて）
13:30 沢渡着・解散
(9) 記念祝賀会 費 用 5,000 円 松本駅近くを予定
懇親会には講演会講師の基礎生物学研究所 藤森先生も出席予定。
２ 大会運営事務局
大会運営事務局
長野県松本市蟻ヶ崎 3 丁目 8 番 1 号 長野県松本深志高等学校内
長野県高等学校科学協会事務局 TEL：0263(32)0003 FAX：0263(37)1071
西牧 岳哉
E-mail：tnishi@nagano-c.ed.jp
３ 参加申込
参加申込 HP：http://naganorika.dee.cc/
上記、長野県高等学校科学協会のホームページから WEB で申し込んで下さい。
右の QR コードにアクセスして申し込むこともできます。
７月 29 日(金)までにお申し込み下さい。（記念祝賀会に参加される方は
人数把握のため、恐れ入りますが７月 22 日(金)までにお申し込み下さい。）
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４ 会場へのアクセスおよび駐車場

公共交通機関をご利用の方
アルピコ交通バス 行き 美ヶ原温泉線 惣社バス停より徒歩 15 分
帰り 入山辺線 里山辺出張所前で乗車
松本バスターミナル発 8:45 9:15 9:45
里山辺出張所前 発 17:06
| | |
｜
惣 社
着 8:59 9:29 9:59 松本バスターミナル着 17:22
自家用車をご利用の方
教育文化センターの駐車場は、当日プラネタリウム開催のため一般の利用が多くあり
ます。お近くの方、およびお時間に余裕のある方は山辺小学校プール東側の駐車場を
ご利用下さい。（駐車場から会場までおよそ徒歩 10 分です）また、可能な方は相乗
りでお越し下さい。
５ 発表について（１日目）
資料：次の書式にしたがって、配付資料 150 部を当日ご準備いただくか、事前に大会事務局へ
下記まで word または一太郎の形式で E-mail 添付等の手段で送信してください。なお、
会誌原稿は電子データで必要になりますのでよろしくお願いします。
書式：Ａ４判、１ページ行数 50 行、１行文字数 40 字
余白 上 25 mm、下 35 mm、左右 20 mm
機材：プロジェクターなど事務局で準備可能な機材は用意しますが、特殊なものはご持参くだ
さい。具体的なことに関しては、E-mail にて事務局までお問い合わせください。
補助：発表補助金として、5,000 円補助いたします。当日受付にて受領してください。
６ 教材等の展示（１日目）・・・ご希望の方は事務局まで御連絡下さい。
内容：授業実践や実験紹介・研究発表など理科教育に関するもの。
時間：昼休み
資料：会誌原稿用については、レポート発表と同様とします。
機材：展示物は各自で準備してください。
補助：発表補助金として、2,000 円補助いたします。当日受付にて受領してください。
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１日目講演会 物理と生物は科学の中で対極の関係なのでしょうか？
物理学から生物学への転向

工作少年が生物学の世界へ！

生命の不思議が隠された“暗黒の２日間に挑む”
ほ乳類発生における新しい研究アプローチ ～ 物理学と生物学の交流 ～

藤森 俊彦 氏 プロフィール
1965年長野県生まれ。84年長野県松本深志高校卒業。89年京都
大学 理学部卒業。94年京都大学大学院 理学研究科博士後期課
程修了。95年米国ハーバード大学研究員、97年大阪大学 細胞生
体工学センター助手、98年京都大学大学院 医学研究科助手。
2006年理化学研究所 発生・再生科学総合センター客員研究員
（併任）を経て、2008年より大学共同利用機関法人自然科学研
究機構 基礎生物研究所教授。総合研究大学院大学 生命科学研
究科基礎生物学専攻教授。

（以下 公益財団法人テルモ生命科学芸術財団のホームページより）

子供の頃から工作が好きで、小学校高学年の頃から『初
歩のラジオ』や『子供の科学』などの雑誌を買ってきて、回
路を組んだり、ゲルマニウムラジオなどを組み立てたりして
遊んでいました。将来の夢は科学者。当時江崎玲於奈博士が
ノーベル賞を受賞して、そんな影響もあったのかもしれませ
ん。中学生になってからも電気工作には夢中になっていました。そして松本深志高校に進学。クラブ活
動は、物理研究会に入りました。物理とはいっても、ほとんど工作研究会のようなクラブで、航空班、
アマチュア無線班、応用物理班、リニアモーター班などがあり、最初は航空班に所属して、地面効果機
（グラウンドエフェクトマシン）、つまりホバークラフトをつくっていました。そのあとは応用物理班
に所属して、放物面鏡の太陽炉をつくりました。アルミ蒸着されたアクリル板（プラスチック製の鏡）
を切って、傘の形にして太陽光を集めて熱を発生させるもので、それでお湯を沸かしたり・・・。工作
好きがますます高じたわけです。このほか、アマチュア無線の資格を取って、海外と無線通信していま
した。大きなアンテナをつくると、ロシアやオーストラリアにも電波が飛ぶんです。共通語は英語です
から会話もかわしました。そのうち電信ならもっと遠くともコミュニケーションできるだろうと、モー
ルス信号で会話したこともありました。
残念ながら生物の授業はちっともおもしろくなかった。当時、生物の授業は暗記することが重視され
て、メンデルの遺伝学などに多少興味は抱きましたが、それ以外は好奇心を刺激されることがなかった
ですね。理系に進むことは当然として、行くなら理学部がいいと考えていました。当時、高校の先生か
ら岩波新書や大学の教科書をテキストに使って、アインシュタインの相対性理論や量子論などを勉強し
ようと誘われ、一生懸命背伸びして読んだことも影響したのかもしれません。物理学の理論的なことを
つきつめてみたい、高エネルギーや素粒子の物理実験に取り組んでみたいと考えていました。
それで、京都大学の理学部に進学しようと思ったのですが、なにしろ9月が文化祭で夏休みはその準
備に夜中まで追われて受験勉強どころではなかったし、これは浪人しても仕方がないなと内心では考え
ていました。ある日、親が進路指導で呼ばれて、「浪人したらどこでも受かる」と言われたらしい（笑）。
で、現役のときは京大だけ受験して、想定通り落ちました。浪人時代は京都の予備校に通って、その1
年間は猛烈に勉強しました。
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物理学を志望しながら、生物学に進んだのはなぜ？

のです。N次元といわれてもまったくイメー
ジがわかない。これでは厳しいなぁ・・と。
たまたま北海道をバックパッカーしながら歩き回っていたとき、海辺に行ったら、貝やヒトデなど変
わった形の生物が磯に打ち上げられていて、「生き物の形っておもしろい」と生物に興味を持つように
なりました。
幸い、京都大学の理学部は「ゆるやかな専門化の教育」を標榜していて、物理だけでなく、数学や化
学、生物までかなり自由に科目選択ができ、学部の授業のレベルも高くエキサイティングでした。生物
学の分野でも、分子生物学などのミクロから、サル学で有名な霊長類研究所に代表されるような生態学、
行動学といったマクロなものまで幅広く研究されていました。
ちょうど分子生物学や発生学が大きく動いていた時代で、生き物が細胞分裂して形をつくっていくプ
ロセスでどんどんおもしろい研究が出ていました。そこで生き物の形がどのように決まっていくのかを
研究したいと考えるようになったのです。
物理学の基礎になる数学の才能に限界を感じてしまった

藤森先生の研究内容

私たちの生命は、受精した卵子が1つ、2つ、4つ、8つと細胞分裂（分化）して、皮膚、脳、目、口、
心臓、腎臓などさまざまな器官に成長することで成り立っていることは知っているでしょう。
哺乳類の場合、個々の細胞が将来どの器官になるかという運命は受精段階であらかじめ決まっている
わけではありません。哺乳類の受精卵は極めて小さく、将来の体軸や細胞の分化を制御する情報は遺伝
子としてはあるけれど、すべてが最初の段階で機能してはいないのです。細胞が増えるに従い、細胞同
士がコミュニケーションを取り合って背と腹、頭と尻、左と右などの大まかな体軸が決まっていくと考
えられています。しかし、このメカニズムや初期の細胞のふるまいがまだよく分かっていません。カエ
ルなどでは細胞が分化していく様子を目で見ることができますが、哺乳類の場合、体軸の形成は母親の
子宮の中で行われるので、外からその進行具合を観察することが困難だということも、哺乳類の初期発
生の理解が進んでいない原因の一つです。
受精卵は、ゆっくり細胞分裂を繰り返しながら卵管を通って子宮に到達し、子宮内膜に取り付いて母
体としっかり結びつきます。これを着床というのですが、マウスの場合、体軸形成は受精から4～6日目
の着床前後に行われます。体軸形成はおよそ2日間かかりますが、その期間がブラックボックスになっ
ているのです。つまり、「暗黒の2日間」なんですね
藤森先生

１日目の記念祝賀会に御参加予定！

第１回長野県科学教育研究大会１日目の夕方に行われる記念祝賀会に，講演会講師の藤森先生が出席
されることになりました。最先端の研究者とお話ができるまたとない機会です。生物の先生，物理の先
生，それ以外の先生方，ぜひ祝賀会にも出席されますよう，お願いします。
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２日目 ICT実践交流会
1

授業や校務をICT化してみませんか？

視聴覚機器や手法について実践報告や情報交換

・教材提示装置（書画カメラ）の比較
会場校（松本深志高校）の理科で所有している教材提示装置は
AVerVision W30，AVerVision F55，YAGAMI Document CameraPC170，エルモ社 L-12 iD
です。参加者の皆さんで，持参していただけるものが他にありましたら是非お願いします。それぞれ
の機材に長所短所があり，使い勝手も全く違います。実際に機材を操作してみましょう。
・プロジェクタ・モニターやスクリーンの使い勝手

会場校の理科特別教室では 5 教室にプロジェクターが天井に備え付けてあります。また，プロジェ
クターが備え付けられていない教室にも大型テレビがあります。各校の理科特別教室の現状を交換し
合い，教室の使い勝手についても実際に機材を使用しながら，理想的な環境を探り出してみたいと思
います。
・スマートフォンやタブレット端末の利用
「書画カメラはもう時代遅れ」との意見もあります。高価な書画カメラを購入しなくても，スマー
トフォンやタブレット端末で代用できる時代になりつつあります。スマートフォンやタブレット端末
を書画カメラ代わりに使う方法として，appleTV,chromecast,ezcast などを用いて無線でプロジェク
ターに送信する方法があります。スマートフォンやタブレット端末を是非ご持参下さい。参加者の端
末を使ってプロジェクターに送信してみましょう。また，最近はスマートフォンを顕微鏡に接続して
見るアダプターもネットなどでよく見かけます。そのようなものをお持ちの先生がいらっしゃいまし
たら是非お持ち下さい。理科機材メーカー内田の デジタル顕微鏡カメラ SCD-50HD（会場校所有）と
の使い勝手の比較ができたらと思います。

2

3

ICT 活用授業の実践報告

・中学校理科 酸化還元と寒冷前線の単元 iPad を用いた実践
（箕輪中学校 鳥居純司 教諭）
・高校化学 20 分間でできるアセトンの分子量測定 教材提示装置を用いた実践
（松本深志高校 西牧岳哉 教諭）
箕輪中学校では２年前から長野県のICT 教育パイロット校の指定校を受け、
iPad を140 台導入して、
ICT 教育の充実に着手してきたそうです。全教室での大型テレビや書画カメラ、デジタル教科書での
展開もしているそうです。ICT を活用した授業は 2000 時間を超え、日々の授業での活用が定着しつ
つあるそうです。
「生徒実験をたくさん導入したいけれども、教科書の進み具合が遅くなり、受験に間に合わなくな
ってしまう。」という経験はよくあると思います。なかでも「気体の状態方程式を利用した分子量測
定」は一つの課題だけのために、丸々一時間かかってしまう生徒実験なので、省略しがちです。しか
し、何も見せないよりは、演示実験だけでも見せるほうがましではないでしょうか。演示実験ならば
説明を交えながら、20 分程度で行うことができます。
デジタル教科書等のデジタル教材の比較検討・情報交換

みなさんは、教科書の指導書や資料集についてくる DVD を活用されていますか？本棚にしまってあ
るだけのものも多いのではないでしょうか。実際に授業で活用されている先生もいらっしゃると思い
ますが、どの DVD がおすすめなのか、実際にプロジェクターで閲覧して確かめてみませんか？同じ資
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な DVD も他校で活用して
もらうこともできますね。会場校にあるデジタル教材（問題集以外）の主なものを挙げますと，
物理
StudyaidD.B.指導用デジタル教科書 物理＋物理基礎
第一学習社 物理基礎 教科書関連データ DVD-ROM，実教出版 物理基礎 物理
東京書籍 指導用 DVD-ROM 物理基礎 物理
化学
東京書籍 指導用 DVD-ROM 化学基礎 化学
啓林館 指導用教科書 化学基礎，フォトサイエンス化学図録
スクエア 最新図説化学，サイエンスビュー 化学総合資料
生物
第一学習社 スクエア最新図説生物 neo
第一学習社 生物基礎 教科書関連データ DVD-ROM
地学
StudyaidD.B.指導用デジタル教科書 地学＋地学基礎
のようなものです。このほかに参加される先生方のおすすめの DVD を持参していただき、演示して
料集を何年も続けて採用しているために余った DVD もあると思います。不要

いただければと思います。また、各校で「余った」DVD がありましたら持参していただけますでしょ

（ 集の DVD も OK です。）
4 受験指導や授業アンケートにおけるマークシートの活用について
～ 使用機器とソフトウエアの比較検討
会場校にはセコニック社製の高価なマークシート読み取り機があります。しかし、専用のマーク
シートは安いものでも 1 枚 8 円程度とお金がかかってしまうことがネックです。最近は富士通の
ScanSnap シリーズのような一般のシートフィードスキャナーでマークシートを読み取るソフトウエ
アがいくつか出てきております。専用のシートを使わずに、やり方によってはわら半紙にマークシー
トを印刷しても使えます。センター試験などの受験指導やアンケートなどでマークシートを使ってみ
たいという方もいらっしゃると思います。
今回実演できるものは富士通社製のスキャナー（ScanSnap シリーズ）と二つのソフトウエアです
が、参加者の方で持参できるものがありましたら是非お願いします。（ソフトウエアがインストール
されたノートパソコンや印刷されたマークシートなど実演できるような機材一式をお願いします。）
会場校で実演できるもの
スキャナー・・・・（富士通社製 ScanSnap シリーズ）
ソフトウエア・・・らくらくマークシート Ver1.32 （有料ソフト 公費で購入可能）
マークシート処理システム（MarkScan) 神奈川県立総合教育センター （フリーソフト）
5 Google Apps の可能性とスマートフォンの利用
授業アンケートや調査をマークシートで行えば便利ですが、マークシートでは塗りつぶしの位置し
か読み取ることができません。また、紙を多量に使うことは環境によくないです。スキャナーをお持
ちでない先生も多いでしょう。現在はほとんどの高校生がスマートフォンを持っています。スマート
フォンは一昔前のパソコンよりも性能が高く、考えてみれば高校生一人一人がコンピューターを持ち
歩いているようなものです。しかもネットワークでつながっています。今の時代パソコン教室などな
くても生徒のスマートフォンでパソコン教室と同等のネットワーク作業ができるのではないでしょ
うか。さて Web で「google フォーム」と検索してみてください。google のアカウントを持っていれ
ば、誰でも簡単にインターネットを利用したアンケートを行うことができます。調査結果は直ちに
google スプレッドシート（Microsoft 社の Excel のようなソフト）に記録され、すぐに集計結果やグ
ラフができます。また、文章の入力も可能ですので、「アンケート用紙に書かれた文をキーボードを
叩いてワープロに入力する。」などといった気が遠くなる作業がから解放されます。理科の授業だけ
うか。 問題
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でなく、保護者アンケートなどにも大いに使えるシステムです。タブレット端末や、スマートフォン
だけでも作成することができます。実は、今回の県大会の申込フォームは「google フォーム」でつ
くりました。メールの自動返信などについては，エクセルのマクロをいじったことがある方ならば簡
単につくることができます。
Google のスプレッドシートは一見 Microsoft 社の Excel に似ていますが，インターネット経由で共
有できるというメリットがあります。例えば生徒実験のデータを班ごとに入力するときに，google
のスプレッドシートをクラス全体で共有すれば一度にアクセスしてデータを入力することができま
す。しかもスマートフォンで。「誰かがファイルを開いているから閉じてもらうまで作業ができない。」
などといったイントラネットで Excel を使ったよくある不便な問題は生じません。
２日目 上高地現地研修
巡検案内および東城先生のプロフィール

の日程
８月２１日（日）

○ 巡検

場集合
沢渡発（ジャンボタクシーにて）
上高地バスターミナル着
環境省ビジターセンター発（巡検スタート）
東城先生の解説を聞きながら徒歩でゆっくり移動
明神の信州大学上高地ステーション着（巡検ゴール）
まとめ、施設案内、昼食
上高地ステーション発
上高地バスターミナル着・発（ジャンボタクシーにて）
沢渡着・解散

７：５０ 沢渡駐車
８：００
８：３０
９：００

１１：００
１２：００
１３：００
１３：３０
○

東城幸治（とうじょうこうじ）先生プロフィール

信州大学 学術研究院 理学系 生物科学領域（理学部 生物科学科 進化生物学講座）准教授
信州大学 先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所 水生生態系 G 研究員兼任
（以下、信州大学 東城先生のＨＰより引用）
地球上には実に様々な生きものたちが棲んでおり、その生きざまも実に多様です。このような生物の
多様さが進化の過程でどのように生じてきたのかにとても興味があります。学名が与えられている全記
載生物種の半数以上を占め、生物界の中でも最も種多様性の高い一群である節足動物を対象に（とくに、
その中でも最も種多様性の高い昆虫類を中心に）、系統・進化や、体づくり（発生）の基本プランと多
様化プロセスを追究しています。
また、昆虫類が所属する節足動物を対象に、その多様な繁殖システムに関する研究や、生物地理学的
な観点からの研究など、進化・発生・生態学的研究も展開しています。
今回の巡検では、上高地の地形がもたらした水生昆虫進化への影響について解説していただきます。
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