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大会主題
2021 年度日本生物教育会（JABE）
第 75 回全国大会長野大会

【大会主題】
フィールドの魅力、再発見
～信濃路から自然を見つめる生物教育～

長野大会マスコット
カモシカ先生長野県の県獣に指定されている「ニホンカモシカ」が、杖の代わりに山菜と
して重宝される「ネマガリタケ（チシマザサ）」、名産品であるキノコから「エリンギ」
を持っているキャラクターです。

長野大会に向けて
時代の要請を受け、余儀なく「オンライン開催」となった長野大会です
が、初の試みを皆さんで楽しめれば嬉しい限りです。来年、北海道の地で
は通常の大会が開催されることを祈念しています。
両川 尋一 長野大会事務局長
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大会日程
8月

時間

内容

5 日（木） 18：00～20：00 ●全国理事会
9：00～10：30 ●開会式・総会
10：30～12：00 ●記念講演
6 日（金） 12：00～13：00 休憩・準備
13：00～14：45 ●シンポジウム
14：45～16：00

●ポスター発表

●ポスター発表
コアタイム

9：00～10：00 入室準備
10：00～11：50 ●口頭発表
7 日（土）

●ポスター発表
11：50～12：40 休憩・準備
12：40～16：00 ●口頭発表
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挨拶
日本生物教育会 第７５回全国大会（長野大会）開催挨拶
日本生物教育会会長
山 崎
仁
（東京都立東大和高等学校長）

待ちに待った長野大会です。「フィールドの魅力、再発見

～信濃路から自然をみつめ

る生物教育～」の大会主題の下、長野県高等学校科学協会の生物科の先生方が全精力を注
いで準備してくださいました。本来なら昨年度実施の予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症の影響は大きく、やむを得ず、全国大会始まって最初の延期となっておりました。
しかし、今年度になっても、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の相次ぐ発令に伴い、
感染防止の観点から都道府県を超えての人的移動の制限を行うためにも、現地での開催を
見合わせて、オンラインでの開催とさせていただきました。延期に加えて、初めてのオン
ライン開催となり、全く手探りの状態からここまで準備を整えて頂いた、長野県教育委員
会並びに長野県高等学校科学協会の皆様には、本当に感謝いたしております。様々な趣向
が凝らされており、主題にあるフィールドの魅力も、オンラインにて十分に味わうことが
できるものと思います。そして近い将来、長野の実際のフィールドを訪れて実感できる日
が一日も早く来ることを祈っております。
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は、第五波を迎えるかもしれない状況ではあ
りますが、いよいよ新教育課程が始まります。教科書選定を始めとして、各学校では準備
を整えて臨まれていることと思います。高等学校における学びの質の改善を図り、主体
的・対話的で深い学びの視点から授業改善に配慮することや、教育価値等の質の改善を図
るためのカリキュラム・マネジメントに務めることが求められています。学習評価のあり
方においても、評価の観点を踏まえた観点別評価の実際の運用など、新たな取り組みもス
タートします。目の前の生徒に向けてのよりよい教育の提供に向けて、私たち自身が興
味・関心を持ち、新たな発見や感動を伝え続けていきたいと願っております。記念講演や
シンポジウムを始めとして、是非この大会から多くの学びを得て、子どもたちの目を輝か
せることに励んでいきましょう。
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挨拶

長野大会の開催にあたり
日本生物教育会第 75 回全国大会長野大会
実行委員長 青木 修一

このたびは日本生物教育会第 75 回全国大会長野大会にご参加いただき、誠にありがと
うございます。
今大会は、本来ならば令和２年度開催の予定でありましたが、新型コロナウィルス感染
症が世界規模で急速にまん延し、オリンピック・パラリンピック東京大会同様、今年度開
催となりました。
大会主題を『フィールドの魅力、再発見 ～ 信濃路から自然を見つめる生物教育～』と
掲げ、長野県科学協会信濃生物部会会員が何年も前から準備を進めてまいりました。しか
し残念なことに、新型コロナウィルスの急激な感染拡大から一年が経過も、国内はおろか
世界各地において新型コロナウィルスが猛威をふるい、依然として終息が見通せない状況
でありました。そのため、第 75 回長野大会はオンライン開催といたしました。ご来県い
ただく皆様に満足いただけるよう入念に計画し、準備を重ねてまいりましたために大変残
念ではありますが、歴史ある JABE の大会において初のオンライン開催となりました。実
行委員一同、「コロナ禍にあっても学びを止めてはならない」との決意を固め、更には
JABE にとって新しい時代の幕開けと捉え、初めての取り組みに緊張して準備を進めてまい
りました。
当初は、長野県が誇る大自然に満ち溢れた野外巡検コースとして、安曇野コース、霧ヶ
峰コース、木曽天然林コース、白馬コース、戸隠コース、上高地コース、乗鞍コース、志
賀高原コース、実験研修コースについて、半日のコースから 2 泊３日の９コースを設定し、
豊かな生物教育教材に直接触れ、堪能していただこうと準備を進めてまいりました。オン
ライン開催となり、皆様には直接ご案内することが叶いませんが、これらのコースを含め
た長野県内の 17 か所を盛り込んだ大会記記念誌である『信州の夏休み』と題した素敵な
野外観察フィールドガイドブックを用意いたしました。このガイドブックを手に、長野県
においでいただける日をお待ちしております。
また、このたびは記念講演といたしまして、信州大学学術研究員理学系教授 東城幸浩
先生にご出演いただき、『生物多様性の世界的ホットスポットの中のホットスポット ～
信州 ～ 』と題してご講演いただきます。「東洋のガラパゴス」である日本の中でも、糸
魚川静岡構造線で東西に分断される信州が生物多様性の宝庫であることについてお話いた
だきます。これに続くシンポジウムでも、『未来につなぐ信州の生物多様性』をテーマに
各方面にてご活躍のパネリストをお招きして意見の交流をしていただきます。
最後に、本大会の開催にあたり、ご指導をいただきました山崎会長様をはじめ、日本生
物教育会の皆様、ご後援をいただきました文部科学省、環境省、農林水産省、長野県教育
委員会、昨年開催会場予定であった松本大学、野外巡検各コースの関係者の皆様に心から
感謝申し上げ、実行委員会を代表しての挨拶とさせていただきます。
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祝辞

長野大会によせて
長野県教育委員会教育長

原山 隆一

昨年度開催延期となりました日本生物教育会第 75 回全国大会が、コロナ禍を乗り越えてこのたび開
催されますこと、心からお慶び申し上げます。また、貴教育会をはじめ、関係者の皆様におかれまし
ては、長年にわたり我が国の生物教育の充実と発展のためにひとかたならぬご尽力をいただいており
ますことに、深く敬意を表します。
新型コロナウイルスが全く突然に現れ、そしてあっという間に世界中で猛威を振るうようになった
ように、これからの時代は本当に変化が激しく予測困難な時代です。そんな時代を生き抜く子どもた
ちに、一生通用する宝もののような力を育ててあげたいと思っています。
社会で生きて行くために必要となる力というのは、社会が変化することによって、変わってくるわ
けですが、現在、その中心軸をなす力は、全世界的な課題である「持続可能な開発目標（SDGs）」の
達成につながるものでなければならないと考えています。この点において、ますます重要な意味をも
つようになってきたのが、私たち人類を含めこの惑星に生じた生命が、いかに進化を遂げてこの生態
系が形成されたか、そして生態系が有するダイナミズムと繊細性について学び考えることです。
SDGs には貧困や飢餓といった問題から、クリーンエネルギー、気候変動など 17 の課題が示されてい
ますが、どれも互いに関連した喫緊の課題であり、解決に向けて待ったなしの状況であります。未来
を担う子どもたちにとって大切なことは、応急処置的な断片的知識を身に着けることではなく、眼前
に広がる自然の隅々にまでしっかりと目を向け、直接手で触れることにより、数十億年という進化の
過程で構築された生命のしくみや生物多様性の神秘に感動し、真に実感を伴って生命の尊厳性に気づ
くことであります。ここに生物教育の使命があり、そこから生まれる自然と向き合う姿勢こそが相互
に関連した SDGs の 17 目標を包括的に解決していくための土台となるものと考えます。
長野県は、日本の中部地方に位置し、海に面していない内陸県でありますが、県境付近の山々は
「日本の屋根」とも呼ばれ、標高 2 千メートルから 3 千メートル級の高山が連なるとともに、糸魚川静
岡構造線や中央構造線が県下を走っており、地質学的にも興味深い場所であります。また、信濃川水
系・天竜川水系・木曽川水系等の水環境に恵まれ、県内には太平洋と日本海の分水嶺が存在していま
す。このような地理的条件を背景にして中部山岳国立公園、南アルプス国立公園をはじめとする 5 つの
国立公園および、八ヶ岳中信高原国定公園、中央アルプス国定公園をはじめとする 4 つの国定公園等の
豊かな自然環境が形成されており、生物多様性の宝庫と言える地域です。
このたびはコロナウイルス感染防止のためオンライン開催となりましたが、コロナ禍が落ち着きま
したらぜひ長野県においでいただき、信州の生の大自然を堪能していただければとお待ちしておりま
す。
本大会を通して、皆様方の日頃の研究成果を存分に語り合い、交流を深め、情報を共有する中で、
未来を担う子供たちに成果を還元していただきますことを期待するところでございます。
結びに、本大会開催にあたりご尽力いただきました関係者の皆様に心より感謝申し上げますととも
に、貴教育会の更なるご発展をご祈念申し上げ、祝辞といたします。
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大会役員

大会会長

日本生物教育会会長

山崎

大会副会長

日本生物教育会副会長

中村 雅浩

成城学園中学校高等学校校長

日本生物教育会副会長

内田 隆志

東京都立浅草高等学校長

日本生物教育会副会長

萩谷

東京都立永山高等学校長

日本生物教育会副会長

降幡 高志

東京都立板橋高等学校副校長

日本生物教育会副会長

奥谷 雅之

東京都立江戸川高等学校長

日本生物教育会副会長

田川 健太

東京都立大山高等学校長

日本生物教育会副会長

三村 圭介

北海道・東北ブロック担当

日本生物教育会副会長

中村 清志

関東ブロック担当

日本生物教育会副会長

青木 修一

中部ブロック担当

日本生物教育会副会長

柴原 信彦

近畿ブロック担当

日本生物教育会副会長

土肥 直樹

中国・四国ブロック担当

日本生物教育会副会長

紫藤 光一

九州ブロック担当

日本生物教育会副会長兼事務局長

白石 直樹

東京都立淵江高等学校

鈴木 宏冶

東京都教育庁都立学校教育部

監査

仁

磨

東京都立東大和高等学校長

大会実行委員長

青木 修一

長野県松代高等学校長

大会実行副委員長

久根

長野県下高井農林高等学校長

大会実行副委員長

高澤 邦明

長野県屋代高等学校長

大会実行副委員長

林

長野県岡谷南高等学校長

大会実行副委員長

浅井 真也

長野県阿南高等学校長

大会実行副委員長

宮川 安司

長野県塩尻志学館高等学校長

大会実行副委員長

松田 章利

長野県大町岳陽高等学校長

大会実行副委員長

松原 雄一

長野県教育委員会高校教育課教育幹

大会実行副委員長

金井 繁昭

長野県教育委員会高校教育課主幹指導主事

顧問

岩崎

元長野県高等学校科学協会会長

顧問

小池 良彦

長野県総合教育センター

顧問

北島 匡晃

長野県長野高等学校教諭

顧問

三枝

文化学園長野高等学校長

敏
秀徳

靖

是

大会事務局
事務局長

両川 尋一

長野県豊科高等学校教諭

総務部長

尾曽 清博

長野県松本深志高等学校教諭

総務部

桑澤

長野県松本県ヶ丘高等学校教諭

総務部

青木 豪児

悟

長野県松本深志高等学校教諭
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総務部

前田 拓哉

長野県豊科高等学校教諭

総務部

三上 賢司

長野県田川高等学校教諭

総務部会計

奥原 久美子 長野県豊科高等学校教諭

ICT 担当

両川 晃子

長野県 ICT 学び推進協議会アドバイザー

実行委員
大会運営
佐藤 洋一

長野県長野吉田高等学校教頭

森田 純子

塚田 武明

長野県屋代高等学校教頭

湯澤 未季枝 長野県松本深志高等学校講師

矢澤 正章

長野県赤穂高等学校教頭

牧内 千明

長野県飯田高等学校教頭

杉山 敦

長野県蘇南高等学校教頭

大会記念誌

田中 孝志

長野県下諏訪向陽高等学校教頭

岩崎 靖 顧問（元長野県高等学校科学協会会長）

前山 和志

長野県教育委員会

大石 英一

長野県伊那北高等学校教諭

学びの改革支援課指導主事

青木 豪児

長野県松本深志高等学校教諭

長野県総合教育センター

赤羽根 弦

長野県野沢北高等学校教諭

教科教育部専門主事

大谷 隆典

長野県松本蟻ヶ崎高等学校教諭

有賀 圭子

長野県松本蟻ヶ崎高等学校教諭

大野 義直

長野県坂城高等学校教諭

折井 眞弥

松商学園高等学校教諭

尾曽 清博

長野県松本深志高等学校教諭

北原 正宣

長野県白馬高等学校講師

金井 知行

長野県下伊那農業高等学校教諭

北原 那美

長野県白馬高等学校教諭

木下 通彦

長野県飯田 OIDE 高等学校教諭

小嶋 一輝

長野県飯田高等学校教諭

倉石 典広

長野県伊那北高等学校教諭

清水 加奈

長野県松代高等学校実習助手

小林 収

長野県長野工業高等学校教諭

関崎 秀一

長野県坂城高等学校教諭

千葉 亮

長野県長野西高等学校教諭

相馬 真巳子 長野県大町岳陽高等学校教諭

畠山 泰

長野県岩村田高等学校教諭

高須 一行

松本秀峰中等教育学校教諭

三上 賢司

長野県田川高等学校教諭

田中 崇行

長野県池田工業高等学校教諭

玉本 聡志

長野県赤穂高等学校教諭

千葉

長野県長野西高等学校教諭

小林 孝次

亮

西澤 博美

長野県白馬高等学校教諭

二藤 和昌

長野県大町岳陽高等学校教諭

長谷川 慎平 長野県上田千曲高等学校教諭
浜

順二

長野県諏訪実業高等学校教諭

保科 大栄

長野県上田千曲高等学校教諭

宮下 達郎

長野県松本県ヶ丘高等学校教諭

宮城 佳子

長野県諏訪二葉高等学校教諭

宮澤

長野県飯田風越高等学校教諭

豊
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長野県松本県ヶ丘高等学校教諭

６

全国理事会
８月５日（木）18:00～20:00
会場
オンライン開催
司会進行
白石直樹

１ 挨拶
日本生物教育会会長
第 75 回全国大会長野大会実行委員長

山崎
青木

仁
修一

山崎

仁

三科
柴原
奥谷
青木

圭介
信彦
雅之
修一

２ 議長選出
３ 議事
Ａ 会務及び会計報告
(1) 令和２ 年度事業報告
(2) 令和２ 年度決算報告
(3) 令和３ 年度事業計画
(4) 令和３ 年度予算案
Ｂ 本部役員人事

日本生物教育会会長

Ｃ 全国大会について
(1) 第 76 回 北海道大会について
(2) 第 77 回 大阪大会について
(3) 第 78 回 東京大会について
(4) 第 75 回 長野大会について

恵庭市立恵庭小学校長
大阪市立新高小学校長
東京都立江戸川高等学校長
長野大会実行委員長

Ｄ 日本生物教育会感謝状贈呈者について
Ｅ 日本生物教育会賞及び中路賞について
Ｆ その他
４ 諸連絡

長野大会実行委員会事務局長
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両川

尋一

７

開会式
オンライン開催

１

２

山崎
青木

仁
修一

来賓祝辞
長野県教育委員会教育長

原山

隆一 様

総 会
オンライン開催

１

挨 拶

２

議長選出

４

議 事
Ａ 会務報告及び会計報告
Ｂ 本部役員人事
Ｃ その他
感謝状贈呈
本部推薦
支部推薦

５

9：00～10：30

挨 拶
日本生物教育会会長
第 75 回全国大会長野大会実行委員長

８

３

8 月 6 日（金）

次期開催県代表挨拶

東京都
長野県
福島県
富山県
愛知県
滋賀県
兵庫県
岡山県
愛媛県
高知県

8 月 6 日（金）

9：00～10：30

日本生物教育会会長

山崎

仁

日本生物教育会事務局長
日本生物教育会会長
日本生物教育会事務局長

白石
山崎
白石

直樹
仁
直樹

永井

一郎

吉野
岩崎
井関
南
池松
浅井
芦谷
平賀
玉井
安藤

孝一
靖
和明
修朗
宣浩
浩
直登
徹
直樹
千速

北海道生物教育会
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９

記念講演
8 月 6 日(金)10:30～12:00
生物多様性の「世界的ホットスポット」としての信州の自然
信州大学 学術研究院 理学系
東城幸治 教授

日本は、列島全体が「生物多様性の高い地域（ホットスポット）」と評価されています。
南北に長く、弧状に連なる列島は、複数の気候区に跨っています。列島の中央には 3,000 m
超級の山脈が連なり、多様な地形が形成されています。豊富な水環境や明瞭な四季も多様
な生物相を育むことに貢献しています。安定的な極相への遷移を妨げるような「適度な撹
乱」も生物多様性の創出に寄与していると考えられています。そして、日本列島の形成に
代表されるような地史的イベントも、生物多様性の創生に深く関わる、とても重要な要因
の一つです。この講演では、特に最後に挙げた日本列島の形成史との関連性について詳し
く考えてみたいと思います。
およそ 2,000 万年前まで、現在の日本列島を形成する陸塊の大部分はユーラシア大陸の
一部を構成していたと考えられています。その後、プレートの移動により、大陸東縁の陸
塊が大陸から引き離されるようにして日本列島の原型が形成されたと考えられています。
この日本列島を形成する陸塊のうち、南西日本を形成する陸塊と、東北日本を形成する陸
塊は、別々に（独立して）大陸から離裂したと考えられています。南西日本を構成する陸
塊は時計回りに回転するような離裂で、東北日本は反時計回りに回転するような離裂であ
ったとされます。およそ 1,500 万年前には現在の日本列島の位置にまで到達したと考えら
れていますが、それから約 500 万年前までの長きにわたり、南西日本と東北日本の間には
大きく深い海峡が存在していたとされます。ラテン語で「大きな溝」の意である「フォッ
サマグナ」地域です。やがて、海底の堆積物や火山噴出物などでこの海が埋まり、今日で
は本邦最大の島・本州として一つづきになっています。
このようなとても複雑な日本列島の形成史は、列島にくらす生物の進化史にも多大な影
響をおよぼしてきたに違いありません。特に、大陸から離裂した陸塊とともに移動してき
たような生物種群に着目した系統進化史を紐解く研究は、列島形成史と深く関わっている
はずです。このようなことから、日本への新参ものではなく、日本列島の形成初期から生
息していたであろう生物種群、中でも移動・分散の能力が高くなさそうな生物を対象に、
分子マーカーを用いた系統解析を実施してきました。河川の源流域に生息するような水生
生物種群は、移動・分散のルートが河川系内に限定されることから、このような生物地理
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研究には好都合の対象であろうと考えてきました。
当初の予想通り、河川に生息する生物種群は日本列島の形成史を強く反映した系統進化
史をもつことが多く、フォッサマグナ地域が遺伝的ギャップとなる事例が多数検出されま
した。フォッサマグナの西端にあたる活断層（糸魚川−静岡構造線）が縦貫する信州は、南
西・東北日本の両系統の「出逢いの場」でもあります。両系統が重複分布していることで
の多様性創生に加え、異なる遺伝系統同士が二次的接触することで、形質置換も生じやす
くなります。このような生物多様性創生の観点において、信州は、世界的にも稀で興味深
い地域の一つと言えます。生物多様性における「世界的ホットスポットのなかのホットス
ポット」であると言っても過言ではありません。
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シンポジウム
8 月 6 日(金)13:00～14:45

■パネルディスカッションテーマ

「未来につなぐ信州の生物多様性」
＜コーディネーター＞
信州大学名誉教授

中村 寛志 氏

＜パネリスト＞
【基調講演】
長野県環境保全研究所

須賀 丈 氏

【プレゼンテーション】
長野県下伊那農業高校 教諭

有賀 美保子 氏

信州生物多様性ネットきずな

平島 安人 氏

関西学院大学教育学部

江田 慧子 氏
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＜先生方の紹介＞（敬称略）
中村 寛志（なかむら ひろし）
【プロフィール】
京都市生まれ．京都大学農学部卒業．信州大学大学院農学研究科修了．1999 年から信州大学農
学部教授，現在は長野県環境保全研究所生物多様性保全アドバイザー，信州生物多様性ネットき
ずな会長など希少種の保全活動に取り組む．研究分野は昆虫生態学．著書に「野生生物保全技術」，
「蝶からのメッセージ」など．農学博士（京都大学）．
【シンポジウム全体要旨】
国際的な環境保全団体であるコンサベーション・インターナショナル（CI）によると，生物多
様性のホットスポットは世界中に 36 地域ある．日本もその中の 1 つであり多様な生物が生息し
ているにもかかわらず，絶滅に瀕した種も多い，いわば世界的な生物多様性重要地域である．さ
らに長野県を含む中部山岳域は，維管束植物に占める固有種の割合が高くホットスポット中のホ
ットスポットと位置付けられている．長野県では 2012 年に「生物多様性ながの県戦略」を策定し
て「人と自然が共生する信州」の実現を目指している．本シンポジウムでは，基調講演で長野県
の生物多様性の現状とそれを脅かす 4 つの危機にどう対応するべきかの提言をうけて，3 人のパ
ネラーから高校生が取り組む希少種の保全活動，生物多様性に対する企業や市民活動の取り組
み，子供たちへの環境教育に関する報告がなされる．これらの話をもとに我々に計り知れない恵
みをもたらしている生物多様性を，いかにして未来の世代に繋げていけばよいのかについて参加
者とともに考える．

須賀

丈（すか たけし）

【プロフィール】
1965 年大阪府に生まれる。山歩きから自然の魅力にめざめる。京都大学博士（農学）
。
1996 年より長野県の研究所に勤務。専門は生態学。共著書『草地と日本人』など。
タイトル

信州の生物多様性の現状と危機

【要旨】信州の自然は、落葉広葉樹林から針葉樹林、高山植生までの標高差に伴う多様な自然植
生や、縄文時代からつづく半自然草原など、特色のある植生景観で特徴づけられており、生物多
様性ホットスポットとして重要なエリアを含んでいる。その形成には地質学的時間の自然史と人
間活動の歴史がかかわっている。こうした信州の生物多様性の現状を、絶滅のおそれのある野生
動植物への「4 つの危機」
（開発などの人間活動、自然への働きかけの減少、人間によりもちこま
れたもの、気候変動）の影響から評価した。その結果、
「4 つの危機」の影響はすでにかなり広く
及んでいるか、または今後及ぶ可能性が高いことがわかった。こうした直接的な危機の背後に、
共通の根本原因として、グローバル化した資源利用による産業活動がある。したがってその対策
では、直接的な危機への対策に加え、持続可能な地域社会づくりに向けた多様な主体の連携と行
動が求められる。
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有賀 美保子（あるが みほこ）
【プロフィール】長野県伊那市西箕輪出身、在住。大学卒業後、岐阜県の環境証明事業会社で分
析部門を担当。出産後、教職員となり上伊那農業高等学校で主に植物バイオテクノロジーを担当
（約８年）
。今年度、下伊那農業高等学校へ異動し、現在は食品微生物担当。
タイトル

高校生が取り組むアツモリソウ再生活動

【要旨】長年生徒がアツモリソウの増殖研究をおこなっていたため、増殖技術があった。そこで、
この学びを生かし絶滅危惧ⅠA 類に指定されている、美ヶ原のアツモリソウ保護回復事業に加わ
ることとなった。実際に現地を訪れることで、絶滅の危機を実際に感じることができた。また、
１つの種を守るために、たくさんの方が協働して課題解決に取り組んでいるということを学ぶ機
会となった。活動を通じて、
「自分たちが守っていかなければ絶滅してしまう」というように、地
域課題を自分ごととしてとらえる生徒もでてきた。

平島 安人（ひらしま やすひと）
【プロフィール】
会社員、森倶楽部２１理事、自然エネルギー信州ネット理事、自然エネルギーネットまつもと
代表、環境カウンセラー
タイトル

生物多様性に対する企業の取り組みと市民活動

【要旨】
・企業に求められる取り組みの根本的な変化
・自然保護や環境保全からのアプローチとは異なる市民活動の可能性

江田 慧子（こうだ けいこ）
【プロフィール】
信州大学にて絶滅危惧種の蝶の保全・保護の研究を行い、育志賞など多くの賞を受賞。現在は
関西学院大学教育学部にて理科教育を担当している。研究は蝶の生態学的研究とそれをベースに
した子ども向けの教育教材を開発したり、自然教室を開講している。
タイトル

希少な生きものを未来へつなぐ環境教育

【要旨】長野県木曽町で絶滅危惧種チャマダラセセリを教材とした小学校理科授業を実施してい
る。全学年対象で 1･2 学年、3・4 学年、5・6 学年では各学年の学習指導要領に沿って内容を変え
て行っている。本シンポジウムでは授業の様子と、各学年の授業内容について紹介する。最後に
は学校現場と保全現場での夫々の問題点と、これから保全活動の担い手を増やしていくためのマ
ッチングについて提案する。
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