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◆ 信濃生物部会総会研究会 10月 22日に豊科高校において開催します 

信濃生物部会となり、第１回目の研究会を豊科高校で行います。大谷隆典先生・丸山

武志先生を中心に、南北安曇ブロックで計画していただいています。 

 

１ 期日 ２０１６(平成２８)年 １０月２２日（土） 

２ 会場 豊科高校  

３ 日程 １０：００～ 役員会（事務局・監事・ブロック幹事） 

     １０：３０～ 総会 

       １１：００～ 日本生物教育会熊本大会報告 

       １２：００～ 昼食 

       １３：００～ 研究発表 

       １４：４０～ 実験実習 教材配布予定（ゾウリムシ） 

       １６：００  解散 

４ 研究発表・実験実習のお願い 

昨今、授業の実践や教材などの情報交換をする機会がなかなか得られません。信濃

生物部会がそういった情報交換の場であってほしいと思います。発表は短時間でも構

いません。ぜひお申込みください。また、実験実習として具体的にこのような実験実

習をみんなでやってみたいという希望がありましたらそれもお寄せください。 

５ 参加・研究発表・実験実習 申し込み 

 研究発表・実験実習の申し込みは 9 月 23 日（金）までに、参加申し込みは１０月

７日（金）までに、添付しました申込用紙に記入の上、Fax（0263-37-1071）または 
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メール（shinanobio＠hotmail.com）にてお申し込みください。 

 

◆ 理化学協会の北信越大会が、第 28回 全国理科教育大会 第 87回 日本理化学協 

会総会 を兼ねて、石川県で開催されました 

 平成 28 年 8 月８日(月)～10 日（水）に、金沢工業大学 扇が丘キャンパスにて開催さ

れました。全国大会も兼ねており、長野県からは研究発表者だけでなく座長・記録係とし

ても多くの方に出席していただきました。生物分野では、第８分科会（生物・地学・環境

教育・実験実習）にて、屋代高校の清水加奈先生に「ゾウリムシの観察」の題目で、ゾウ

リムシの培養方法と観察のために動きを止める麻酔方法の検討を発表していただきました。

お忙しい中、石川県まで出向き発表していただいた清水先生に感謝いたします。 

 来年度（平成 29年度）の北信越大会は、８月３～４日に新潟薬科大学で開催されます。 

 

 

◆ 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)が 

開催されました 

平成28年8月20日(土)，21日（日）の両日、松本市教育文化センター、松本深志高校、

上高地にて、長野県理化学会と信濃生物会統合後の記念すべき第１回の総会・研究大会

が開催されました。参加者は60名弱でした。冒頭岩崎靖会長より、「２つの会は色合いが

違うが、それぞれの会の良さを生かして、組織的に運営しながら、同好会的な要素も含

んだやわらかい会になればいいなと願っています。この多様性を大切にしていきましょ

う」と挨拶がありました。 

総会では、信濃生物部会も含めた、会務会計報告・事業計画が報告承認されました。

特に「若手理科教員へのアンケート結果 を踏まえての提案」では、１.気軽に授業見学

ができるシステム ２.演示実験・小規模実験の伝授 ３.ネットワークストレージの研

究（共有ホルダーの利用） が提案された。共有ホルダーには、手作り教材・シラバス・

オリジナル動画や静止画、各研究団体の紀要などが考えられています。共有ホルダーへ

のリンクは長野県高等学校科学協会のホームページ内の会員専用ページに掲載され、メ

ールで周知する予定のようです。 

続いて行われた研究会 研究実践発表で生物分野では、屋代高校倉田亮輔先生に「シ

ロアゴガエル複合群の系統分類」の題目で発表していただきました。 

講演会は、記念すべき第１回ということもあり、物理学と生物学の交流を副題として、

基礎生物学研究所の藤森俊彦氏に「ほ乳類発生における新しい研究アプローチ」と題し

て講演をしていただきました。 

翌日は２班に分かれ研修が行われました。ICT実践交流会としてスマートフォンやタブ

レットの授業での活用、デジタル教材の比較検討などが、松本深志高校で行われました。

一方上高地では、信州大学学術研究院理学系准教授の東城幸治氏に、「水生昆虫の系統進

化」という内容で、上高地の形成過程と昆虫の分化について実際に採集もしながら話を

していただきました。 

来年度の長野県科学教育研究大会は平成29年８月19～20日に下諏訪向陽高校を大会事

務局として、諏訪ブロックで開催されることが決定されました。それに合わせ、信濃生

物部会では20日に諏訪地区で巡検を行います。諏訪ブロックの先生方よろしくお願いし

ます。翌年、全国総文祭自然科学部門が諏訪地区で行われますので、その下見も兼ねる

ことになります。加えて、秋の部総会・研究会は隣接する上伊那地区にお願いすること

になります。 
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◆ 平成 28年(2016年)、日本生物教育会(JABE)全国大会(熊本大会)が開催されました 

 ８月５日(金)～８日(月) に熊本保健科学大学にて標記大会が実施されました。地震の

後、大会の開催が心配されていましたが、メイン会場の変更や一部巡検の取りやめ程度

で、無事開催されたようです。 

信濃生物部会からは、部会長であられる諏訪二葉高校の小池良彦校長先生、大町岳陽

高校の松田章利教頭先生、伊那北高校の大石英一先生、飯田OIDE高校の木下通彦先生に

視察を兼ねて参加していただきました。小池先生には前日の全国理事会から現地研修ま

で全行程に参加していただきました。メモを頂いてありますので紹介させていただきま

す。 

 

８月５日(金) 全国理事会 参加約４０名 

・前年開催県より会計報告等あり 300 万円規模 

・H29 開催の栃木県、H30 開催の山口県より現状報告 

 

８月６日(土) 全国大会 参加約３００名 

    大会主題 身近なところからの生物教育 

□ 総会 

・時期開催の栃木県によるプレゼンあり 

□ 記念講演 生物としてのヒトを考える： 

類人猿を通して学ぶヒトの心の進化的基盤」 

   講師 京都大学野生動物研究センター熊本サンクチュアリ所長 平田聡教授 

□ 研究発表   ・４会場 発表各８本   1 会場 7 名ほどのスタッフ 

・同一フロアで、大会以外の講習会も行われていました。前日夜間の準備とあわ

せ、会場確保の苦労がしのばれました。 

□ 特別企画 「新教科書作成に向けた“動物の行動”に関する情報交換会」 

・一線級の研究者が集まった、興味深いシンポジウムでした 

□ ポスターセッション ・教員６本  生徒 12 本  

□ 意見交換会 

・H27 福島、H28 熊本、H29 栃木、H30 山口より挨拶 

・立食形式    ・郷土料理、地酒コーナー設置 

 

８月７日（日） 

□ 研究協議 

① 部活動・課題研究を通した生徒の科学的探究心の育成 

② 身近な教材の共有を通した教師間の連携 

③「生物」教科書利用時の教科指導における課題と工夫 

④ 高校生物におけるアクティブラーニング型授業体験及び意見交換 

・研究発表と同様の体制でした。 

□ 現地研修 

 半日行程 ３コース   1 泊 2 日 ３コース  2 泊 3 日  1 コース 

・前日特別企画後に、コースごとの打ち合わせ会がありました。 

・１コース 10 名前後のスタッフが担当していました。 
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◎ 大会全体のスタッフとしては、県内生物担当教師全員に役割分担をした。 

  大会記念として、マルチメディア教材 熊本の自然（DVD）が作成された。 

 

◆ 日本生物教育会(JABE)全国大会の今後の開催予定 

 平成32年に全国大会を控えている信濃生物部会としては、来年度の栃木大会へは視察

を兼ね今年より多くの人に行っていただきたいと考えています。ぜひご検討ください。 

 

平成29年度 栃木県 平成29年８月２日(水)～５日(土)  

大会主題 下野からのやさしい生物教育～地域と教室から本質を発信する～ 

会 場  帝京大学宇都宮キャンパス 

シンポジウム Part Ⅰ 

① 世界の植物ホルモン研究の現状と高校生物における植物ホルモン教育 

     ② 植物の環境応答メカニズムの研究と高校生物における植物生理学 

シンポジウム Part Ⅱ 

① 脳神経の基礎  ② 脳発達障害の現状と研究動向 

③ 神経生理学の基礎 ④ 神経行動学の基礎 

現地研修 ミヤコタナゴ生育地散策・大黒岩化石層群観察・酒蔵見学 

        温泉トラフグ養殖見学・足尾銅山はげ山散策・渡良瀬遊水地散策 

        東大付属植物園日光分園・奥白根登山 など 

 

平成30年度 山口県 平成30年８月３日(金)～６日(月)  

大会主題 「時間」から考えるこれからの生物教育 

会 場  山口大学吉田キャンパス 

平成31年度 岡山県 

平成32年度 長野県 

 

 

◆ 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 

過日、7月 27日(水)、岩崎会長と事務局両川が松本大学へ出向き、住吉学長に対して平

成 32年の会場借用について正式に依頼をしてまいりました。 

平成 32年 8月 8日(土)～9日(日)の両日、記念講演・研究発表・研究協議等の会場とし

て開催できることが決まったことは今後の大きな弾みとなります。 

住吉学長の案内で、学内を一通り拝見させていただきましたが、会場として十分という

感触を得てきました。 

 

 

◆ 前回よりたよりは、長野県高等学校科学協会のホームページ 

(http://naganorika.dee.cc/ ) にも掲載されています。 

http://naganorika.dee.cc/）

