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◆ 長野県高等学校科学協会の役員会が開催されました 

今年度から旧信濃生物会と旧理化学会が統合し、始動しています。 

去る 5月 20日、松本深志高校において第 1回役員会がおこなわれ、協議題はすべて承

認されました。 

旧信濃生物会会長の岩崎靖先生(上伊那農業高校校長)が会長に就任し、長野県の科学教

育の推進のため寄与したい旨、述べられました。信濃生物部会としては、これまでの財産

を引き継ぎつつ、発展させていけるよう、事務局としても鋭意努力する所存です。 

さて、協議事項について掲載しておきます。 

【協議題より】 

１ 会計の扱い 

(1) 旧理化学会の特別会計は理化学部会の，旧信濃生物会の特別会計は信濃生物部会

の特別会計として引き継ぐ。 

(2) 繰越金 

旧信濃生物会の繰り越し金（約 120万円）は会員一人当たり約 9,000円 

旧理化学会の繰越金（約 70 50万円）は一人当たり約 3,000 2,000円 

※ 二重取消線については、今回、訂正がなされた箇所        

上記の現状から考えて，旧理化学会の繰越金はそのまま科学協会の繰越金として引き

継ぐ。しかし，旧信濃生物会の繰越金は 3,0002,000円×旧信濃生物会会員数のみを科
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学協会の繰越金として引き継ぎ，残りは信濃生物部会の特別会計に編入する。（平成 32

年の日本生物教育会全国大会長野大会の資金とする） 

２ 年会費  当面、現状維持で 2,000円とする 

３ 会誌（研究紀要）  新しい名称（未定）にする 

４ 経費節減 現職の教職員については，文書は電子メールや校長会等での手渡しが原則。

電子メールが使用できない会員には各校の学校代表者経由で連絡できるよ

うにする。 

５ 会誌の配布 入会時に 冊子を希望するのか、pdfでよいのか，調査。各校に一冊は配

布。 

６ 大会の名称 「長野県科学教育研究大会」 

７ 役員会の時期   第１回（５月） 第２回（８月総会直前） 第３回（２月） 

８ 研究発表補助  県大会       発表 5,000円   展示発表 2,000円 

          北信越および全国大会  研究発表および意見提示 7,000円 

９ 旅費      旅費については各学校に県費からの支給を認めてもらうのが原則 

   上記で県費が認められない場合 

・県大会や県役員会 

発表者・役員・座長や記録などには、長野県高等学校科学協会から、

県の規定に準じて支給。一般参加者は支給対象としない。 

・北信越大会や北信越理事会 

長野県高等学校科学協会から県の規定に準じて支給。一般参加者も対

象となる。 

・全国大会および全国理事会 

表彰者・発表者・役員・座長や記録・（「視察」を追加）などには、

長野県高等学校科学協会から、県の規定に準じて支給。一般参加者は

支給対象としない。 

 

10 大会参加費  

・県大会の参加費は無料とする 

・北信越大会  全参加者の参加費を長野県高等学校科学協会が負担 

・全国大会   表彰者・発表者・役員・座長や記録などの参加費は、長野

県高等学校科学協会が支給。一般参加者は支給対象としない 
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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)について 

昨年度のたよりでも概要をお知らせした通りですが、現在、以下のように計画されて

います。 

 (1) 期 日  平成28年8月20日(土)，21日（日） 

 (2) 会 場  1日目 松本市教育文化センター 松本市里山辺２９３０－１ 

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(仮称)  

 (3) 宿 舎  近隣の宿泊施設を各自でご予約ください。 

 (4) 日 程  8月20日(土) 

9:30～10:10 第２回役員会，大会打ち合わせ 

10:20～10:50  総会・開会式 

11:00～12:00 研究・実践発表Ⅰ 

12:00～13:00 昼食および教材展示 

13:00～14:20 研究・実践発表Ⅱ 

14:30～16:00 講演会 

講師： 藤森俊彦 氏 

(基礎生物学研究所 初期発生研究部門 教授) 

16:00～16:15 閉会行事 

17:30～19:30  記念祝賀会 

8月21日(日) 

・ ICT実践交流会 

10:00～12:00 午前の部 

昼食（各自） 

13:00～15:00 午後の部 

・ 上高地現地研修 

 7:50 沢渡集合 ジャンボタクシーに乗り合わせ 

 8:30 上高地着 

 8:30～12:30 巡検 

 昼食(各自) 

13:30 上高地発 
 

 
大会参加については、後日、協会ホームページからの申し込みになります。メー
ル送信により連絡があります。 

 
◆ 信濃生物部会研究会 10月に豊科高校において開催 

信濃生物部会となり、第１回目の研究会が豊科高校でおこなわれます。大谷隆典先生を
中心に、計画していただいています。参加申し込みについては、後日、連絡を致します。 

 
(予定) 
 ９：００ 役員会 
１０：００ 総会・日本生物教育会熊本大会報告 
１１：３０ 昼食 
１２：３０ 研究会 実践発表・ 研究発表・演示実験 
          教材配布（ゾウリムシ） 
１６：００ 解散 
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◆ 平成 32年(2020年)、日本生物教育会(JABE)全国大会の長野県開催について 

下記は、事務局で考えた一つの案、全くの私案です。 

 

平成３２年度（２０２０年度） 

日本生物教育会（ＪＡＢＥ）第７５回全国大会 

長野大会へのご案内 
１．大会主題 (検討中) 

２．主  催 日本生物教育会・長野県高等学校科学協会 

３．期  日 平成 32 年 8 月７日（金）～ (期日は確定ではない) 

４．大会日程（予定） 

      9:00   10:00     11:00     12:00     13:00    14:00     15:00   16:00   17:00   18:00   19:00       

(金)  全国理事会  

  

８日 

(土) 

受付 

8:30 

開会式 

総会 

記念 

講演 

昼食 研究発表 休 研究発表 移動 意  見 

交換会 ポスターセッション  

  

９日 

(日) 
受付 

8:30 
研究協議 

現地研修(半日コース) 

現地研修（宿泊コース） 

 

 

   

10日 

(月) 
現地研修宿泊コース ※上高地コースのみ 11日(火)まで 

 

５．主会場 松本大学 (にお願いする予定です) 

（予定） 〒390-1241 長野県松本市 新村２０９５−１ 

６．記念講演 （検討中） 

７．研究発表 

 第 1 分野  教材・実験観察に関するもの 

 第 2 分野  生物教育・指導法に関するもの 

 第 3 分野  自然・環境教育に関するもの 

 第 4 分野  学術研究に関するもの 

８．研究協議 （検討中） 

９．ポスターセッション  （企業ブースを含む） 

 大会主題に即した研究内容（教員・生徒ともに申込み可） 

10．現地研修（予定） 

 Ａ 鍋倉山コース ブナ林の観察（１泊２日） 

 Ｂ カヤノ平と北ドブ湿原コース 高層湿原の観察（２泊３日） 

 Ｃ 志賀高原コース 冷温帯から針葉樹林帯の動植物の観察 

 Ｄ 戸隠高原コース   

 Ｅ 赤沢自然休養林コース ヒノキ美林の観察と林業の歴史 

 Ｆ 上高地・乗鞍コース 上高地の自然・高山植物（２泊３日） 

 Ｇ 白馬山麓・親海湿原コース 高山植物の観察・湿原の生態 

具体的な案がな
いと、いろいろと見
えてこないと思い、
作成したものです。 
参考になさって

いただけたらと思
います。 
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◆ 信濃生物部会への加入方法について 

６月２４日時点の会員名簿を載せます。 

 

本年度より会員登録は、各校より長野県高等学校科学協会への一括加入申請になりまし

た。加入方法は長野県高等学校科学協会のホームページＵＲＬ

（http://naganorika.dee.cc/）のトップページの「加入方法」に記載されています。 

具体的には次のようになっています。 
 

１ 長野県高等学校科学協会のホームページＵＲＬ（http://naganorika.dee.cc/）にアク

セスして、加入登録フォームのファイル（Excel）をダウンロードしてください。 

２ 登録内容の入力（一部はプルダウンメニューから選択できます） 

(1) 学校名または所属部署を入力してください。      

(2) 氏名を入力してください。 

(3) 電子メールアドレスを入力して下さい。（以後文書は電子メールで送信しますので、

御面倒ですが、全先生方のアドレス入力をお願いします。） 

  * 入力されましたアドレスにつきましては事務局内でのみ保存し、使用させてい

ただきます。ただし、理化学部会の各専門部に所属を希望された方につきましては、

その専門部の部長にアドレスをお伝えしますので、ご了承くださるようお願いしま

す。    

(4) ～ (13)  略 
 

３ 作成されたファイルを電子メールに添付して送信 

入力されたファイルに「2016○○高校.xls」等のファイル名を付けて、 

長野県高等学校科学協会事務局名簿担当 尾曽清博  oso@nagano-c.ed.jp  まで送

信してください。 

 

 なお、一般会員方は直接、松本深志高校 尾曽清博 までご連絡していただいても結構で

す。  

 

 

●新しい方法で会員登録が滞りなくできるといいのですが、なかなか順調には進んでいま

せん。名簿をご覧になって、まだ登録のお済みでない高校は、順次登録をお願いします。 

2020年に全国大会を控えている信濃生物部会としては、皆さんのご協力がなければ全国

大会の準備・開催を行うことが困難になってしまいます。自分たちの仕事に、全国の成

果を反映させるため積極的なご参加をお願いします。 
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2016年度 信濃生物部会  会員名簿 
 

（Web公開のため 削除） 
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（Web公開のため 削除） 
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◆ 今回よりたよりは、長野県高等学校科学協会のホームページ（http://naganorika.dee.cc/） 

にも掲載されます。 

 

 

http://naganorika.dee.cc/）に

