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事務局からのお知らせ 
◆ 第１回 部会総会・研究会が南安曇大北ブロック 豊科高校において開催されました 

去る、１０月２２日(土)、豊科高校において、信濃生物部会として初めてとなる総会・

研究会が参加者 23名で行われました。 

総会では、長野県理化学会との統合後の、信濃生物部会としての組織・活動内容等につ

いて協議・確認がされました。統合後１年目で、組織の在り方・会員の掌握・活動内容な

ど模索しながらの実施になっており、多くの方からの助言・協力を必要としています。 

総会に続き、日本生物教育会全国大会(熊本大会)の報告がありました。本年度は４人の

先生に視察に行っていただき代表して伊那北高校の大石英一先生から報告をしていただき

ました。準備委員会の進捗状況については松本深志高校の両川尋一先生から報告を頂き、

記念誌・巡検に関して上伊那農業高校の岩崎靖校長先生より報告を頂いています。来年度

は長野大会へ向け、実際の活動が始まる年になります。 

昼をはさみ、研究発表では４名の先生に発表をしていただきました。初めての試みとな

る、会員による実験実習では、「ゾウリムシ」をテーマに、会場校の豊科高校の先生方によ

り、飼育方法から実際の実験手順の説明があり、一人一人がプレパラートを作り観察を行

いました。 
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◆ 信濃生物部会の来年度役員について 

長野県高等学校科学協会とは独立して、従来の信濃生物会の役職を信濃生物部会の役職

として残しました。来年度については、総会において、二つの案が承認されました。 

(1) 信濃生物部会長   小池 良彦 先生 (諏訪二葉高等学校長) 

信濃生物副部会長  三枝  是  先生 (池田工業高等学校長) 

(2) 長野県高等学校科学協会の人事によってはその時点で繰り上げを行い、副会長の人

選は三枝先生に一任する。 

 

◆ 来年度の総会・研究会について 

第２回長野県高等学校科学協会の総会・研究会は以下のように計画されています。科学

協会の総会でも承認済みです。 

期日：     8月 19日(土)～20日(日) 

場所：     諏訪地区 

大会事務局：  下諏訪向陽高校 

講演会講師：  上杉志成 氏 京都大学 化学研究所 教授 ケミカルバイオロジスト 

内容：  1日目 午前  役員会・総会・講演会  午後 研究発表・懇親会 

2日目 巡検等 霧ヶ峰（予定） 講師等未定  担当：諏訪清陵高校 

 

◆ 来年度の信濃生物部会総会・研究会について 

今年に従い、秋に科学協会総会開催地区の隣接ブロックで行う予定です。上伊那ブロッ

クで引き受けていただけることが決まっています。 

期日：     未定 （秋） 

場所：     上伊那ブロック 

部会担当：  伊那北高校（予定） 

内容：  午前 役員会・総会・全国大会報告  午後 研究発表・実践実習 

 本年度の部会総会は南安曇大北ブロックで開催してもらいました。会場及び計画は豊

科高校にお願いしましたが、ブロック校全体で運営をしていただき非常に助かりました。

聞くところによりますと、ブッロク内で学習会を時々行い研鑽を深めているそうです。で

すからチームワークもよく順調な運営が行われました。各ブロックでそのような学習協力

体制が育ってくれれば素晴らしいことと思います。 

 

◆ 日本生物教育会(JABE) 栃木大会への参加者を募集します。 

 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、来年度行われる栃木大会へ

視察を兼ねより多くの人に行っていただきたいと考えています。旅費の一部補助もしな

がら、長野大会の運営に積極的にかかわってくださる方の栃木大会への参加を募集しま

す。希望者は事務局までご連絡ください。 

 

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 



3 

 

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２７年度下半期(信濃生物会) 

   ～平成２８年度上半期(信濃生物部会)会務報告 
                                                          信濃生物部会事務局 

 

平成２７年度   10月 17・18日  第８８回 総会・研究会開催（会場：岩村田高校） 

担当：北佐久地区  

11月 6日    信濃生物会会誌「信濃路」原稿締切り 

1月末    日本生物教育会長野大会準備委員 募集締切り 

2月上旬   信濃生物会会誌「信濃路」No72(終刊号) 発送 

 

平成２８年度  4月 1日 「長野県高等学校科学協会」発足  

旧信濃生物会は、信濃生物部会として長野県高等学校科学協会

の一部会となる。 

4月    会員登録 

5月    会員登録・理事選出 

6月    会員登録・理事選出 

6月 28日 信濃生物部会だより 第１号（信濃生物会より通算７０号） 

発行・郵送  長野県高等学校科学協会のＨＰへ掲載依頼 

        7月 27日 岩崎会長とともに、信濃生物部会事務局の両川が松本大学学長

を訪問。平成 32年(2020年)開催の日本生物教育会(JABE)全国大

会長野大会の主会場として松本大学を利用させていただくこと

を正式に依頼。受諾される。 

8月 22日・23日 長野県高等学校科学協会 松本大会 

23日 上高地巡検 

 担当：松本県ヶ丘高校(木曽松塩筑ブロック) 

8月 26日 旧信濃生物会 平成 27年度会計監査終了 

10月 22日 信濃生物部会 総会・研究会  

担当：豊科高校(南安曇大北ブロック) 
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第 1 回 信濃生物部会総会・生物教育研究会総会 
     

日  時      ２０１６(平成 2８)年１０月２２日(土） 

場  所      豊科高校  

会場進行      尾曽清博 先生（事務局） 

 

信濃生物部会総会                    記録：奥原 勲（白馬） 

１．部会長挨拶 小池 良彦 先生（諏訪二葉高等学校校長） 

 新体制 1 年目である。今後は広い視野での活動となるが、今会のようなものも大切

にしていきたい。 

２．地区代表挨拶 大谷隆典先生 

   平成 32 年度の全国大会へ向けての一歩としたい。 

３．司会・記録選出  司会：大谷隆典 先生(豊科高校） 記録：奥原勲 先生(白馬高校) 

４．議事 

（１）会務報告 （別紙参照）                両川尋一 先生（事務局） 

 ・２７年度下半期～２８年度上半期の報告 

  ・信濃生物部会だよりは今まで通り年３回出したい。郵送ができなくメールで配布に

なっている。 

（２）2015(平成 27)年度一般会計ならびに特別会計決算報告  尾曽清博 先生（事務局） 

 ・一般会計、特別会計 それぞれ８８万、７２万が信濃生物部会の貯蓄 

  全国大会視察・記念誌作成の補助へ 

   同 監査報告（書面にて）                     松本蟻ヶ崎高校 

     → 以上、拍手により承認 

（３）次年度以降の信濃生物部会の運営他について 

 ① 長野県高等学校科学協会理事選出について 

   ・部会で分けず、各地区３名選出していく方向の提案を科学協会へ  

→承認 

 ② 会員登録、ブロック幹事選出について 

   ・メールでの登録を始めたが、スムーズにいかず、ブロック幹事の選出が滞った。

従来の方法にもどして、ブロック幹事（地区）の先生がブロック内の登録を確認

するやり方へもどしたい。（とりあえず３２年までは） 

→承認 

 ③ 平成２９年度の活動について 

   ・科学協会県大会は２９年は諏訪ブッロクで開催。３０年東信。３１年北信。第２

回信濃生物部会は隣接の上伊那で行う予定。夏の巡検について諏訪ブロック幹事

山岡淳一先生より、霧ヶ峰を候補として考え準備を進めていると報告あり。 

 ④ たより、会報の作成 

   ・会報は科学協会のものに寄せられる形になる。今後科学協会とすり合わせていく

がどうなるか。たよりは従来通り年３回出したい。郵送ができずメール添付にな

るので、アドレスの登録を必ずしてほしい。 

 

（４） 次年度役員選出 

  ・来年度科学協会次第である。 

   ①現行のまま ②小池先生科学協会役員へ→三枝先生部会長。副部会長は三枝先生

を中心に一任。        

→承認 
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（５）その他 

  特になし  

１１：１０終了 

 

 

 

 

平成 28 年度 日本生物教育会（JABE） 報告 

発表：伊那北高校 大石先生   記録：小松祥秀（大町岳陽） 

 

8 月 5 日(金)  全国理事会 

スタッフは 40名程度、会計 300万円規模 

平成 29年度開催地である栃木県、平成 30年開催地である山口県から現状報告があった。 

・駅から会場までの案内スタッフは 2名、受付は 3名、 

 バックアップを含め 10人体制行っていた。 

・飲み物は一人につきペットボトル飲料を 1本 

 名札が全てのチケットとして利用できるようにしていた。 

・スタッフは統一した目立つポロシャツを着ており、わかりやすくなっていた。 

 

8 月 6 日（土） 開会式、総会、記念講演会 等 

・高校生スタッフは数名配置されていた。 

・参加人数は約 300名。 

・受付は来賓用も含め 3ブロックに分かれていた。 

 いままであまり関わっていないような人が受付を担当していたためか、手続きが不慣れ

なようだった。 

・来賓への対応は特に見られなかった。 

 

 開会式（9:30 ～ 9:50） 

来賓・本部役員は同一の赤いリボンをつけていた。 

 

 総会（9:50 ～ 10:20） 

・次期開催地が映像によるプレゼンテーションを行った。大変凝っている映像であった。 

・記念講演は大スクリーンでパワーポイントを用いて行っていた。 

 

その後、研究発表とポスターセッションは同時展開で行っていた。 

研究発表（12:50 ～ 15:30） 

・研究分野によって４つの会場に分けてあった。 

・時間は決まっており、出入りは自由 

・１・２会場は広く、約 200名程度が入れる広さであった 

 ３・４会場は比較的狭く、約 80名程度が入れる広さであった。 

・スタッフは視界、記録、計時、機器操作に分かれ、４～８名程度で対応していた。 

 

 ポスターセッション（12:30 ～ 17:30） 

・教員は６本、生徒が１２本 

・出版社や都道府県のブースも有り、教材等も購入可能 
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 特別企画（15:40 ～ 17:10） 

平田先生、情報交換。その後巡検の案内があった。 

 

 意見交換会(18:30 ～ 20:00） 

H27 , H28 , H29 , H30 の開催地がそれぞれ挨拶を行った。 

会場は学食でテーブルに布をかけて実施していた。 

 

8 月 7 日（日） 研究協議、現地研修 

 研究協議（10:00 ～ 11:40） 

・テーマ別の４つの会に分かれて、授業を体験した。 

授業によっては参加型のものもあった。 

 

 現地研修 

・7コース用意されていたが、震災のため 6コースで実施された。 

・1コースの担当は約 10名前後で学校ごとに担当を決めていた。 

・各コースの人数は多いところもあれば少ないところもあった。 

・旅行業者はあまり入っていなさそうで、タクシーとバスの手配はされていた。 

 

○H コース 熊本サンクチュアリ 

一般公開していない施設でチンパンジーやボノボといった類人猿が多く見られた。 

ジャンボタクシー2台と自家用車で会場へ向かい、現地では獣医さんが解説をしてくれた。 

 

○F コース 江津湖コース 

・江津湖の紹介があり、サイエンス部の先生から解説があった。 

・準備は 2年前から行っており、10名程度を中心に進めていた。 

 県の理科教員すべてで対応していく。 

・東京の場合 5年前から準備していた。 

 

全体を通して、全国の先生と意見交換ができるということ、また普段行けないような場

所での研修ということで非常に勉強になり、得るものが大きい大会となっていた。 

 

  

 

 

日本生物教育会全国大会長野大会に向けて 

 

１１：４５～  

 

両川尋一先生より 

・開催時期は平成 32年(2020年)8月 7日～11日である。 

・今年度中に準備委員会を起ち上げ、来年度、２９年度からは本格的な準備に入りたい。 

・主会場を松本大学とする。 

・旅行業者にも協力をしていただき、参加申し込み・宿泊等の関係はそこに任せたい。 

 

岩崎靖先生より 

・記念誌については発行する方向で行きたい。具体的には夏の信州で自然を観察・満喫で

きる場所のフィールドガイドで、その地点の自然観察のポイントなどを紹介したい。題
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は「信州の夏休み ―野外観察フィールドガイド－」を考えている。 

・紹介する場所はあくまで私案であるが、北信４、東信４、南信６、中信５カ所を考えて

いる。担当者はフィールドワークの経験のある人にお願いすることになるが、若い人た

ちには積極的に参加してほしい。 

・巡検場所は長野県の夏なので非常に重要視したい。コースは宿泊も含め６コースを考え

ている。場所は交通の便も含め観光地周辺になるだろう。講師の依頼や宿泊も必要なの

で大学施設・博物館など協力を得られそうな人がいる場所を優先したい。 

・記念誌は写真が必要になり、大会より準備期間が短いため、来年の夏には担当が決まり

準備を始めていきたい。これからお声がけを始めます。 

 

１２：１５終了。 

 

 

生物教育研究会報告 

 

次第 

 

研究発表            １３：００～１４：３０       生物教室 

○「地球温暖化を考える」         豊科高校     大谷 隆典 先生 

○「グループ学習の指導について」     明科高校     八代 貴志 先生 

○「信州学と自然科学部」         豊科高校     丸山 武志 先生 

○「西表研修に参加してみて」       伊那北高校     大石 英一 先生 

 

実験実習            １４：４０～ １６：００      生物教室 

○「ゾウリムシの飼育と利用について」   豊科高校     池上 美鈴 先生 

丸山 武志 先生 

大谷 隆典 先生 

○「生物作業シートの活用・ＤＮＡの転写と翻訳」 

松本深志高校  尾曽 清博 先生 
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地球温暖化を考える             豊科高校 大谷隆典 

 

近年、暖地性昆虫の生息地の北上が話題となっている。つい最近も、飯田市上郷町

黒田のあるお宅のクスノキにアオスジアゲハの幼虫が何個体か見られ、その蛹化まで

確認されたという記事を信濃毎日新聞で目にした。飯田市は県内では最南端とは言え、

いよいよアオスジアゲハが長野県まで北上してきたか、地球温暖化の波が着実に北上

しているのだなという思いに強く駆られた。そんな折、長野県での目撃情報は過去に

あまりない（もしかすると私が無知の故、特に南信地方では目撃情報が飛び交ってい

る可能性もあると思われる）オオスカシバの終齢幼虫１匹【写真１】が、クチナシの

鉢植えにいると安曇野市豊科高家の知人宅から８月末に連絡が入り、これはチャンス

とばかりに、その鉢植えをお借りすることで、オオスカシバの終齢幼虫～蛹～成虫【写

真２】までの一連の変化の様子を

初めて観察することができた。地

域によっては当たり前のように観

察されていると思われるが、長野

県安曇野市では大変珍しいと思い、

その様子を１０月２２日の信濃生

物部会研究会で発表させていただ

いた。 

オオスカシバ（スズメガ科）は一

般的にクチナシ（アカネ科）を食

餌植物とする暖地性の蛾で、イン 

ターネットの投稿写真データより、      【写真１】終齢幼虫 

北陸の富山県や新潟県、北は東北の宮城県まで幼虫や成虫が目撃されていることがわ

かる。（ただし、その地域で確実に定着しているかは定かでない。）今後は、食餌植物

のクチナシの分布や年平均気温の変化も合わせて、オオスカシバの長野県内での生息

域を調べること、また温暖化との関連を探っていくことなどを、課題にしたいと思っ

ている。後日談として、お借りしたクチナシの鉢植えには、その他の卵や若齢幼虫が

多数（約３０個体が）ついて

いることがわかり、卵～四齢

幼虫までの変化が追加で観

察できたこと、また鉢植えの

クチナシの葉がほぼ丸坊主

になった時点で、通販で取り

寄せたクチナシの苗に幼虫

たちを移したが、殺虫剤等が

付着していたためか（？）、

幼虫たちが全滅してしまっ

たことなどもあげておきた

い。 

 

【写真２】羽化後の蛹の抜け殻と成虫 
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       グループ学習の指導について     明科高校 八代 貴志 

 

1. 明科高校の現状と実施に至るまで 

 明科高校は、安曇野市犀川のほとりにある高校で昨年創立 30 周年を迎えた。理科の教育

課程は 1 年次に化学基礎(2 単位)、2 年次に生物基礎(3 単位)、3 年次に地学基礎(3 単位)を

必修科目に設定している。その他に 2 年次に物理基礎、3 年次に化学、生物の選択科目を

開講している。 

 明科高校は、一生懸命頑張る生徒もいるが、学力は標準より低く、授業に意欲的に取り

組めない生徒も多く在籍している。近年、深刻な「理科ばなれ」が叫ばれているが、本校

も例外ではなく「授業が全く分からない。」「興味が持てない。」などの意見をよく耳にする。

私の力不足が主な原因だが、何とか一人でも多く楽しみながら学ぶことができないかと考

えてきた。 

 そんな中、埼玉県立川越初雁高校への視察や 3 年次研修等を経て、授業内にグループ学

習を取り入れ、効率の良い学習ができるのではないかと考え始めた。本校での「生徒が自

ら話し合い、考えて答えを出す。」学習を実現するために、試験的にグループ学習を取り入

れた。 

 

 

2. グループ学習の方法 

 先述した埼玉県立川越初雁高校では「知識構成型ジグソー法」を取り入れていた。私も

これにならい、「知識構成型ジグソー法」を取り入れた。この手法は CoREF(大学発教育支

援コンソーシアム推進機構)が認知学を用いて独自に開発した学習法である 1)。以下の通り

に進行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知識構成型ジグソー法の流れ＞ 

・Step.0 問いを設定する 

単元での「問い（課題）」を設定。 

・Step.1 自分のわかっていることを意識化する 

「問い」を受け取ったら、はじめに一人で今思いつく答えを書いておく。 

・Step.2 エキスパート活動で専門家になる 

同じ資料を読み合うグループを作り、その資料に書かれた内容や意味を話し合い、グル

ープで理解を深める。担当する資料にちょっと詳しくなる。 

・Step.3 ジグソー活動で交換・統合する 

次に、違う資料を読んだ人が一人ずついる新しいグループに組み替え、さきほどのエキ

スパート活動でわかってきた内容を説明し合う。このグループでは、元の資料を知ってい

るのは自分一人なので、自分の言葉で自分の考えが伝わるように説明することになる。同

時に他のメンバーから他の資料についての説明を聞き、自分が担当した資料との関連を考

える中で、理解を深めていく。 

・Step.4 クロストークで発表し、表現をみつける 

各班の発表となります。他者の意見に耳を傾け、自分達も全体への発表で表現をし直す。 

・Step.5 一人に戻る 

はじめに立てられた問いに再び向き合い、最後は一人で問いに対する答えを記述する。 
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 この手法では、Step2 や Step3 の際に座席が移動する。したがって、生徒が各班にスム

ーズに移動できなければ、この手法は成立しない。一番頭を悩ませたのは、本校の生徒が

少ない指示で 2 回の席移動を可能にする方法だった。そんな時に、3 年次研修があり、東

京大学の三宅なほみ教授からトランプを用いる方法をお聞きし、私なりのトランプを用い

たジグソー法の授業案を作成した。「知識構成型ジグソー法」の Step の要素をどのように

取り入れたのかわかるように以下に記す。 

 

 

 

＜ジグソー法を用いた理科学習 (授業案)＞ 

1. 主題提起(Step.0、Step.1) 

・全体配布資料を配布 

・主題(ミッション)と書かれた場所を生徒に発問。 

・予想に丸を付けさせ、理由を書かせる。 

 

2. エキスパート活動(Step.2) 

・トランプを引かせる。 

(ハート、スペード、クローバー) 

 ※ あらかじめトランプを調整してグ

ループを作れるようにする。人数

が 3 の倍数で無い場合、4 人のグ

ループを作るようにする。 

 例) 28 人の場合 ･･･ 最後のグループ 

♣9 ♠9 ♥9 ♥10 の 4 人など 

・トランプのマークで席を移動させる。 

・資料配布してレポートを書かせる。 

 

3. ジグソー活動(Step.3) 

・トランプの数字でグループを作らせ、席移動。 

・各資料の報告レポートを報告させ全

体資料裏面にその報告を書く。 

(自分のマークの欄は書かなくて良

い。) 

・裏面下の課題に挑戦させる。 

・最後にミッションに挑戦。 

 

4. 各グループの発表(Step.4、Step.5) 

・代表者に発表させ、全体で共有させる。 

(発表が終わったら必ず拍手させる。) 

・最後に全体資料裏面の感想欄に感想を書 

かせる。 

 

 

 

 基本的にはこのような形で授業を展開した。学習内容の難易度により、ダイヤのトラン

プを取り入れ、4 人で 1 グループとし臨機応変に対応した。自分の引いたカードがそのま

ま席順となるので最初の時間からスムーズに席移動をおこなうことができた。 

☆主題提起 

・予想を考える。(5分程度) 

☆エキスパート活動 (15分程度) 

♣、♥、♠ のグループに分かれる。 

例) 

♣A ♣2 ♣3 ♣4 (クローバー班) 

♠A ♠2 ♠3 ♠4 (スペード班) 

♥A ♥2 ♥3 ♥4 (ハート班) 

※ 内容の異なる学習プリントを配

布。 

☆ジグソー活動 (15分程度) 

数字でグループに再び分かれる。 

 

♣A ♠A ♥A    ♣2 ♠2 ♥2 

 

♣3 ♠3 ♥3    ♣4 ♠4 ♥4 

 

※ それぞれの学習内容を共有・議論。 

各グループの発表・共有 

座席移動 

座席移動 
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3. 今年度実施したグループ学習の結果と考察 

☆ 生物 

＜無性生殖と有性生殖について＞ 

生殖には、無性生殖と有性生殖の２種類が存在している。どちらの生殖がより優れて

いるか答えよ。 

・スペード資料  … 有性生殖について  ・ハート資料   … 無性生殖について 

 ・クローバー資料 … 有性生殖と無性生殖の比較について 

 

＜学習目標＞ 

  無性生殖と有性生殖の利点、欠点を理解する。その上で、グループでその特徴を理解

し、どちらが優れているのかを話し合うことで学習内容を再度認知させる。 

＜結果・考察＞ 
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Fig.1 A 講座における予想と結果の推移 

 

 

 

Fig.2 B 講座における予想と結果の推移 

A 講座  講座人数 28 名 

・感想 

肯定的意見…42% 

否定的意見…10% 

科学的考察を含むもの…25% 

B 講座  講座人数 24 名 

・感想 

肯定的意見…63%   

否定的意見…0% 

科学的考察を含むもの…42% 

この授業では、無性生殖と有性生殖は違いが理解

しやすく、比較的容易に議論へと参加できる生徒が

多いように感じた。 

興味深いことに、予想の欄に何も書かなかった生

徒が多いにもかかわらず、結果を記入した生徒の方

が増加する傾向がみられる。(Fig.1、Fig.2)これは、

最初の課題が理解できずに予想すらできなかった

生徒が、話し合いの中で学習内容が認知され、自身

の思考を形成するようになったのではないかと推

測できる。 

 また、感想等には科学的考察や、内容を掘り下げ

た質問などを記述する生徒が、B 講座では 40%を超

えている。これも学習内容を理解し、グループ学習

を通じて自然現象への興味関心を持つことができ

た証拠ではないかと考えられる。生徒の意見を総合

的に判断するとグラフのようになる。(Fig.3) 

Negative 

7% 

Positive 

93% 

Fig.3 授業内容における生徒の反応 

(%) (%) 
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☆ 地学基礎(生物の授業ではないが、信濃生物部会にて発表。) 

＜緊急地震速報や地震の予知について＞ 

私たちが住んでいるこの日本では、地震が頻発している。地震がいつ起こるかを事前

に予知することができるか？ 理由もふまえて答えよ。 

 

・スペード資料 … P 波 S 波について  ・ハート資料  … 緊急地震速報について 

・クローバー資料 … 地震のしくみについて 

 

＜学習目標＞ 

  地震のメカニズムについて理解を深める。また、S 波 P 波の地震波の違いから、緊急

地震速報のしくみを理解する。 

 

＜結果・考察＞ 
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Fig.7 授業内容における生徒の反応 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

予想 

結果 

Fig.4 A 組における予想と結果の推移 

 

 

 

Fig.5 B 組における予想と結果の推移 

Fig.6 C 組における予想と結果の推移 
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この授業では、スマホ世代には身近な緊急地震速報や地震予知などから興味関心を持つ

ことができ容易に議論へと参加できる生徒が多いように感じた。予想ではそれぞれの経験

から自身の考えを書いていたが、結果を書いた生徒は、全員が地震を予知できないと解答

した。(Fig.4、Fig.5、Fig.6) 

また、緊急地震速報のメカニズムを理解し、結論を出した生徒が A 組、C 組では 50%を

超えている。以上の結果から、多くの生徒がグループ学習を通じて緊急地震速報や海溝型

地震のメカニズムを根拠に自ら思考し表現できたと考えられる。生徒の意見を総合的に判

断するとグラフのようになる。(Fig.7) 

 

5. グループ学習の成果についての言及 

明科高校の 3 年選択生物では、定期テストでグループ学習や実験に関する問題を論述形

式で出題した。目的は、グループ学習の成果を評価するためである。以下に昨年度の解答

例を示す。 

 

<定期テスト問題> 

有性生殖と無性生殖を比較し、どのような場合の時にどちらが有利になるのか。それ

ぞれの長所、短所を比較検討し、自分の言葉で論じなさい。(8 点) 

＜解答 生徒 S＞ 

有性生殖は精子と卵が受精することによって新しい個体をつくるが、無性生殖は体の

一部が分裂することによって新しい個体ができる。そのため、無性生殖は短時間で細胞

数を増やし、増加することができるが、その反面一つの遺伝子しか持っていないため、

進化することがほとんどなく、適応能力も弱いため攻撃されると全滅してしまう。 

一方で、有性生殖は 1 つの個体自体の成長速度が遅く、雌雄が交わって新しい個体を

つくるため、時間がかかるという短所はあるが、二つの遺伝子が融合して一つの個体に

なっているため、比較的進化しやすく適応能力も高い。 

 

論述問題は 8 点の配点で採点を行なった。昨年度のこの問題では、平均 6.5 点とかなり

高く学習内容の定着が見られた。 

 

1) CoREF(大学発教育支援コンソーシアム推進機構) 

HP  (http://coref.u-tokyo.ac.jp/archives/5515) 

A 組  人数 25 名 

・緊急地震速報のメカニズムに関する記述… 60％ 

・感想等 

肯定的意見…74%    否定的意見…4%    科学的考察を含むもの…12% 

B 組  人数 26 名 

・緊急地震速報のメカニズムに関する記述… 38％ 

・感想等 

肯定的意見…62%    否定的意見…12%   科学的考察を含むもの…38% 

 

C 組  人数 25 名 

・緊急地震速報のメカニズムに関する記述… 56％ 

・感想等 

肯定的意見…68%      否定的意見…8%  科学的考察を含むもの…8% 
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信州学と自然科学部 
豊科高校 丸山武志 

  

要領を得ない表題で恐縮だが、共通点は「アウトドア」。「高校生を山に連れ出せば何か

変わるのか、文化系部活動に登山などの野外体験活動を導入すれば、生徒個々の主体性や

社会性および部活動全体の活性化が図れるのか。」というもの。筆者は定時制や地域高校で

の実践で、登山など野外活動が居場所づくり仲間づくりの面で大きな効果があり、不登校

生徒の立ち直りなど数多くの成長ドラマを目の当たりにすることができた。しかし対象生

徒の特性や学校規模から、筆者の異動後、クラブ自体が衰退消滅してしまうこともあり、

継続的な部活動の発展という観点からは十分な成果を示せなかった。今回運よくごく平均

的な全日制高校で実践する機会を得たので、その結果を報告する。また部活動に限らず授

業の中でも一般化できるのではないかと思い、「信州学」に便乗して生物の授業に登山を導

入してみた。 

 

経過と方法  

赴任当時の部員は 3 年生二人だけ。2 年間部室の整理整頓に勤めてきたというゲームオ

タク。活動は開店休業状態。その後 登山活動に引き寄せられて 4 人の 2 年生が入部した

ので、正式に登山を含めた野外活動を中心に据えたプランを提案した。ただし文化系クラ

ブなので、登山をするにも名目が必要で、その名目自体が当面の研究テーマともなった。 

① 安曇野市主催の野生生物の分布調査（生き物調査）に参加する。北アルプスに登る。 

 毎月 1~2 回の登山、年間 6 泊ほどのキャンプ合宿。 

② 裏山の光城山長峰山を野生動植物観察のホームグランドとして、四季を通じて登る。

体力アップ。 

③ 登山に際しては、血中酸素濃度をパルスオキシメーターで測定し標高との関係をみ

る。 

④ 県内の山岳で ガンマ線を測定し、高線量の場所を探る。福島原発の事故の影響調

査。 

⑤ 過去からの継続として安曇野市河川の水質調査。空白期間に曖昧になっていた調査

場所や時期を固定し、経年変化をみる。週 1 回の校内野鳥観察は、スキルアップの

ためにも継続する。 

 

 

結果と考察 

１、 部活動の活性化について 

1〉 部員数の増加 
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30 
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図1 自然科学部・部員数の推移 

部員数 
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2 人だけだった部員数のその後の推移は前記の通り。潜在的な需要があったと言える。  

毎年入部理由を確認するが、全員山登りを第一理由としている。多くはクラブ説明会で先

輩たちの登山やキャンプの楽しそうな映像や雰囲気に引きつけられるようだ。 

 

2〉活動の多様化 

 部員が増え、登山や野外キャンプを通じて仲間意識が芽生えると、活動内容も多様化し

た。登山に関しては積雪期登山や雪上キャンプ（図 2）、フリークライミング。研究対象も

既存の酸素飽和度（図 3）、ガンマ線、河川の水質検査の他に高山植物、野鳥、シマリスの

帰化やシカの食害など里山の課題、野菜栽培（校内に菜園ができた！）など関心が広がり

活動も多岐にわたるようになった。 

3〉部年報の発行と校内研究発表会（プレゼンテーション） 

拙くても活動の成果をまとめ、文章に表し、人前で話す機会を設けた。登山の記録や紀

行文、調査結果は各自がパソコン（ワード）で打ち込み、編集は顧問が行った。年報の名

前は、生徒たちが話し合い、自分の殻を破り更なる成長を目指すという意味で「限界突破」

と決めてきた。 

校内研究発表会は、文化祭とは別に個々が担当した研究テーマや関心事をまとめ、仲間

内で聞き合い、自由な質疑応答により各自の活動を総括し意義を確認し合った（図 4）。公

開したので、マスコミに取り上げられ、地元住民の参加もあった。 

4〉他校や外部団体との交流 

活動 2 年目から高文連の中信地区合同発表会に参加した。豊科高校以外の自然科学系部

活の参加は、３校だけだったが、蟻ケ崎高校、巣山氏の熱意で交流は続き、生徒は密かに

楽しみにしているようだ（図 5）。また安曇野市の里山、光城山と長峰山周辺をホームグラ

ンドとして月に一度歩くようになったことから、この地で里山再生事業を行っている NPO

森倶楽部とも交流ができ、ネーチャーゲームの体験会にも声をかけてもらった。保育士志

望の生徒が野外保育の観点から強い関心を示し全員で参加した。後日高校生向けネーチャ

ーゲームの有用性について自主討論会を実施した。 

 

2、個々の生徒の成長（進路選択における主体性） 

生徒の内面の成長を客観的に示すことは難しいが、年度末発行の年報にほぼ全員が自ら

の変化に驚き自らを称えている。キイワードは登山、自然、仲間の他に、プレゼンテーシ

ョン、外部との交流だ。数字として如実に表れたのが、進路選択における意欲や主体性で、

国公立大学への進学比率や林業、農業、生物、教育分野への関心の高さが顕著になった。 

おわりに 

 人との交流が苦手だというゲームオタク 2 人を、裏山に誘うと行動が豹変。小学生のよ

うに嬉々とはしゃぐのを見て、勝算ありと感じた。後日年報に「この世に本当にあんな青

い鳥がいるとは思わなかった」と、この日初めて見た野鳥オオルリの衝撃を書いている。

登山や闇夜のキャンプを通じて、ライチョウ、カモシカに会い、フクロウ、ヨダカの声を

聴き、夏の雪渓とお花畑、雲海に浮かぶ故郷の山々に歓声を上げた。入学後実質 2 年間の

野外体験で大きく変わる生徒を見て、授業でも試したくなった。信州学については異論も

あるが、教科横断、山を丸ごと学習対象と捉えるということで補助を受けた。諸条件を勘

案し北アルプス八方尾根（唐松岳）登山の希望者を募ると、たちまちマイクロバスの定員

に達した。日帰り登山に前述の自然科学部の調査項目を盛り込んだ欲張った実習であった

が、予想通りの好結果を得た（図 6）。野外体験の重要性とともに、ズクさえ出せばできる

自然環境の良さを再確認した。 

参考 

 豊科高校自然科学部年報「限界突破」１号（2013）～4 号（2016） 

 豊科高校 信州学実施報告書「信州の高山を登ろう！」（2016） 
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図 2：雪上宿泊体験（3 月大町市黒沢尾根） 図 4：校内発表会（地元住民やマスコミも） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：中信地区合同発表会（あがたの森）    図 6：授業でも野外実習（八方尾根） 

 

 

 

 

  

図 3：標高と酸素飽和度（高地滞在の効果） 
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西表研修に参加してみて 

長野県伊那北高等学校  大石 英一 

 

今まで都生研（東京都生物教育研究会）に 7 年ほど前に入会し、研究会に数回参加しま

した。多くの先生方が参加し自由に感想意見を活発に出しあい高めあう姿には圧倒される

ものがありました。最近は、勤務地から東京が遠くなったこと、担任業務や部活指導等で

なかなか参加できていませんでした。都生研の大きな行事である西表研修が毎年年度末に

行われており、参加してみたいと考えておりました。ちょうどクラスを卒業させ、時間を

つくり３月 28 日～31 日までこの研修に参加してきました。生化学・分子生物学が専門の

私は、生態のフィールドに関しては専門外で本当に素人です。以前山岳部の顧問をしてい

た時にガイドブックを手に入れ、植物を見て教科書のものが確認できればというようなレ

ベルです。特に熱帯亜熱帯は本格的な森に入ったことがなかったので、この研修で熱帯雨

林に入り本物を見る経験を積み授業に重みがつけられればと思い参加しました。横塚眞己

人先生著書の「西表島フィールド図鑑」を入手し事前レポートを書きました。これらを研

修で確認してきたので研修の様子と写真を加え掲載したいと思います。 

 

マングローブとはどのような植物なのか 

１．マングローブとは 

  マングローブとは植物名でなく，熱帯や亜熱帯域の海水が干潮を繰り返す潮間帯とい

う特殊な環境にだけ生育する植物の総称。 

２．マングローブを構成する植物 

  西表では日本で見られるすべてのマングローブを構成する樹種がみられる。マングロ

ーブを構成する樹種は５～９種。マングローブ植物の定義は，海水や汽水などを含む水

で育つという決定的な特徴のほかに，根の形態や胎生種子を持つといった特徴も含めて

総合的に決定。純マングローブ，準マングローブ，従マングローブ，非マングローブの

４つの階級に区分される。 

純マングローブ種 

・マヤプシキ・オヒルギ・メヒルギ・ヤエヤマヒルギ・ヒルギダマシ 

準マングローブ 

・ヒルギモドキ・ニッパヤシ 

３．マングローブ植物の根 

  通常の植物は根で呼吸ができるが，マングローブ植物は泥の

中に根を張るので呼吸ができない。したがって呼吸ができるよ

うに工夫がされている。 

・支柱根 

  たこの足のようになっている。空気中に露出した部分では光

合成をおこなっている。 

 例 ヤエヤマヒルギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤエヤマヒルギの支柱根 
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・筍根 

 筍状に垂直に伸びた根。 

  例 マヤプシキ ヒルギダマシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・膝根 

 人の膝を曲げたような形をしている。膝根は１本の根ではなく，根の一部がこぶ状に

膨らみ，上に持ち上がったものだ。酸素の少ない泥の状態では，膝根の数が多くなる。 

  例 オヒルギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・板根 

  根元に発達させた幅の広い薄い板のような根を板根という。板根は支柱根の変形とも

考えられており，支柱根のように体を支える役目もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サキシマスオウノキの板根 

オヒルギの膝根 

ヒルギダマシの筍根               右は少し掘り起こした様子 
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４．マングローブ植物の塩分対策 

  マングローブ植物は，淡水でも育てられる。マングローブ植物には塩分を排出する仕

組みがある。 

 ・ヤエヤマヒルギの場合 

  水分を根から吸収する際ろ過し，余分な塩分は葉に蓄積させて落葉する。 

 ・ヒルギダマシの場合 

  塩分排出組織である塩類腺をもち，葉の表面に排出される。葉の表面に塩類の結晶が 

ある場合もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．マングローブの植生 

ヒルギダマシやヤエヤマヒルギは塩分濃度の高い海側に集中し，オヒルギは内陸地に近

い位置に分布。 

 

６．胎生種子 

  種子から芽生えた苗木が，母木からぶら下がっており，母木から落ちると地上の泥に

刺さって根をだし，葉を広げる。満潮時に水に落ちると潮に乗って運ばれる。条件が良

いところへたどりついて行ければ，育つと考えられる。 

 

 

感想 

以前、都生研の研修会に出席したときと同様、意欲がある先生方が参加されていて、各

自目的をもって研修に参加され、それを楽しんでいました。私が参加したいと思っていた

研修そのものでした。熱帯の植物に触れたことがほとんどありませんでしたが、レポート

をまとめたおかげで、少しは予習になり、研修へ取り組みやすかったです。研修１日目の

馬場先生の講義・実習ではマングローブを体験して実感し学ぶことができました。２日目

のピナイサーラの滝へ出かけた研修では、シダ植物、マングローブ、広葉樹林を満喫でき

塩分を含んだヤエヤマヒルギの葉 

メヒルギの胎生種子 オヒルギの胎生種子 

塩分を含んだ葉を食べるキバウミニナ 



21 

 

る贅沢な研修でした。知識が乏しいので最初は大変でしたが、必死にメモやカメラに記憶

をし、何回も植物の名前を言っていくことでだいぶ植物の特徴や名前が入ってきました。

図鑑を見返すと、行く前とは違い、研修中の様子が写真から思い出せ、こんな特徴があっ

たと研修中の記憶がよみがえってきます。実際にフィールドへ出かけ、植物を見分けられ

る力がついたことが実感できます。今回の研修へ参加したことでほとんどのバイオームの

植物に触れることができたと思います。生物の教師として少しだけ成長できた気がします。

また、時間が取れればこの研修に参加したいと思います。次回は長野県の先生方や生徒・

卒業生にも声をかけてみようかなと思います。 

 

参考文献 

西表島フィールド図鑑 横塚眞己人 写真・著 p28～37 

 

 

 

 

実験実習 「ゾウリムシの飼育と利用について」 

記録 尾曽清博 

 

 今回初めての試みとなる、会員による実験実習講座を計画した。ちょうど今回の部総会

開催事務局の豊科高校でゾウリムシが継続培養され生徒実験にも多用されていると聞いた

ので、その紹介をお願いしたところ快く引き受けていただき、お土産(ゾウリムシ・イシク

ラゲ)まで用意していただけることになった。ゾウリムシは 20 年ほど継続培養していたの

だが、本校へ転勤してからついに絶やしてしまった。定期的な培養液の交換ができなくな

ったからだ。今回複数の学校へ持ち帰ってもらい培養をお願いしたので、絶滅させる危機

を少しでも回避できることになるだろう。豊科高校の池上 美鈴 先生・丸山 武志 先生・

大谷 隆典 先生に感謝申し上げる。 

 

１ 飼育 

 ゾウリムシは従来よりワラ煮汁培養液で育てることが多かった。ワラにつく枯草菌を繁

殖させそれを餌としてゾウリムシを育てる方法である。枯草菌は熱に強くワラを煮出すこ

とで他の細菌を殺し、枯草菌が増える環境を作っている。この方法はワラの入手・培養液

の腐敗などの困難点がある。ところが今回紹介していただいた、エビオス培養液ではその

ような心配が全くなく、きわめて簡易な飼育方法である。 

 

豊科高校で用意してくれたプリントより 

 

真核生物 観察材料「ゾウリムシ」 

  培養液  水道水をしっかり沸騰させ、さましたもの(※１)にビール酵母(エビオス)

０.５～１錠を溶かす。飼育瓶の熱湯消毒も重要です。 

  飼育法  常温で暗所で暮らすことを好むようです。夏は培養液がいたみやすいので

時々新鮮な水(※１)を追加します。 

追餌は１か月に一度少なめに。人間同様愛情が大切のようです。♥ 

※２ 「エビオス」はドラッグストアで購入できます。 

   （５００ｇ 798円ほど） 冷蔵庫で保存します。 

※３  豊科高校では ２００～３００ｍｌ 容器に０.５錠の割合で差し

上げています。「エビオス」も変質するとゾウリムシ絶滅･････！ 
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２ 食胞の観察 

飼育瓶から試験管に移されたゾウリムシは手回し遠心機で集められ、食胞の観察に提供

されました。以下説明していただいた手順です。 

※さて、ゾウリムシの食胞の観察ですが、 

①ゾウリムシ入りの水をプレパラートのホール内（ビニールテープに穴あけパンチで穴

をあけた部分）に入れる。 

②つまようじの先端に墨汁を少量つける。 

③その先端をプレパラートのホール内の水中で静かに動かし、墨汁を溶かしこむ。 

 （水が黒くならない（墨汁を入れすぎない）ように気をつける。） 

④食胞に墨汁が取り込まれる時間を短時間とった後、塩化ニッケル溶液で動きをとめ、 

収縮胞とともに観察する。 

 

 ゾウリムシの観察プレパラートはホールスライドグラスを使う場合が多いが、顕微鏡下

では深すぎてピントが合わせにくい。通常のスライドグラスでは時間とともに水分が蒸発

しゾウリムシが圧迫されてしまう。今回用意されていたパンチ穴開けビニールテープが張

られたスライドグラスはその深さがちょうどよいものだった。ゾウリムシを見つけやすい

プレパラートを作るにはゾウリムシを集める必要がある。今回は手回し遠心機を使ったが、

時計皿に培養液を入れ、時計皿を手に持って回転させるとゾウリムシが中央に集まってく

る。そこをスポイトで吸い取ればよい。 

 

 

○「生物作業シートの活用・ＤＮＡの転写と翻訳」 

松本深志高校  尾曽 清博  

 様々な学校を回ってきた中で、作業を取り入れた授業は生徒の集中力の持続・理解の向

上においてきわめて有効であることを体験してきた。日本生物教育会においても第 60 回大

阪大会の記念出版物として「ほんまにわかる生物作業教材」が、そのまま授業に使えるプ

リントと解説を合わせ 275 頁もの分量の本となり配布された。 

 今回、作業教材の中で非常によくできていると感心した「生物作業シートの活用・ＤＮ

Ａの転写と翻訳」を紹介し、より広く利用して頂けるよう願った。この教材は広島県高等

学校教育会理科部会生物部が出した「使える！生物の教材・実験 with CD-ROM」に納めら

れたものである。ペーパークラフトとして、DNA から mRNA を作成し、tRNA を並べて

糊づけするとタンパク質の一次構造がつくられ、折り曲げてタンパク質が完成するという

ものである。1 枚のプリントで転写・翻訳が体験でき非常に優れたものである。教育目的

の配布が認められているので希望者は私までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度（2016 年度）日本生物教育会（JABE） 熊本大会 報告（メモ） 

                                              飯田ＯＩＤＥ長姫高校 木下通彦 

  現地研修  

 Ａ 阿蘇コース ・・・ ＜中止＞   

 Ｂ 人吉・球磨コース「川で学び・遊ぶ ～日本一の清流の生き物たち～」（１泊２日）  

 Ｃ 天草コース「海で学び・遊ぶ ～サンゴの海と海藻の海の生き物たち～」（２泊３日）   

 Ｄ 水俣・芦北コース「自然との共生を学び・考える ～魚湧く海と人々の暮らし～」（１泊２日）   
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 Ｅ 緑川河口コース「有明海湾央部の広大な干潟でのベントス採集」（半日）   

 Ｆ 江 津 湖コース「市街地に隣接する阿蘇の伏流水の湖で生き物探し」（半日）   

 Ｇ 立 田 山コース「哺乳類研究者に自動撮影カメラの活用ノウハウを学ぶ」（半日）   

 Ｈ 熊本サンクチュアリコース「たくさんの Pan属に出会う」（半日） 

 

・コースごと担当者を１０数名置き、事前にコースを体験して準備した。 

・どのコースも基本的に実習や体験がある。 

・輸送手段はバス。少人数のコースはタクシー分乗。スタッフの移動は自家用車。 

・前日の最後に参加コースごと、参加者と打ち合わせ。 

 

Ｆコース 江津湖コース 

 ①江津湖の紹介 阿蘇からの湧き水 市街地に残る自然 人工的な保全と人為的な保全で保たれ

ている。市民にも親しまれ、水遊びに子供たちや家族連れが多く訪れていた。ブラタモリでも紹介さ

れた。 

    外来種の侵入により在来の貴重な生物が危機に  条例で保護駆除も 

                外来種 オオクチバス、タダヤシ、ブラジルチドメグサなど 

    危機にある在来種 ヤリタナゴ、ミナミメダカ、ヒラモ、ヒメバイカモなど 

ヒラモは移植実験中 

 

 ②イソコツブムシの観察 

    江津湖に流れ込む流れの中で採取して観察。 

 

 ③水前寺公園 

 ササゴイの撒き餌漁の観察                                  採取したイソコツブムシ 

 ・熊本マリスト学園高校サイエンス部の顧問北田先生から説明。 

  サイエンス部での観察等 

 ・観察開始直後 ササゴイ出現、いきなり撒き餌漁、即成功 魚の飲み込む 

 ・水前寺公園の説明も 

 

Ｆコース スタッフ１２名で運営、下見も全員で行った。 

当日、タクシーの手配、荷物の運搬、現地案内などの分担あり。    撒き餌をして獲物を狙うササゴイ 

 採取セットも用意(ザル、プラトレーなど 

 

 

 

 

 

 

江津湖の説明  

豊富な湧き水は阿蘇の恵

み。市街地に多くの自然

が残されています。  

イソコツブムシの採取 

海岸にいるはずの生き

物が取り残されてい

る。これも湧き水によ

る。童心に返った一時

でした。 

水前寺公園でササゴイの解説 

この直後、ササゴイが現れ、

撒き餌による採餌をやってく

れました。 
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