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◆ 信濃生物部会総会研究会 10月に伊那北高校において開催 
信濃生物部会の第２回目の部会総会・研究会を南信地区の上伊那ブロック伊那北高校

にて、以下の予定でおこないます。大石英一先生を中心に、計画していただいています。 
 

   ９：３０～ 役員会（事務局・ブロック幹事） 

  １０：００～ 授業見学 ２時間目 

生物教室：３年 F 組（小野）、生物講義室：２年 F 組（大石） 

  １１：３０～ 総会 

１２：１５～ 昼食 

  １３：１５～ 研究発表 

  １４：４５～ 実験実習 「顕微鏡観察・実験授業の協議」 

  １６：００  閉会 

 

この日伊那北高校は土曜授業があり、授業公開をしていただけるそうです。授業が見

学できるのは非常に参考になります。公開していただけるお二人に感謝いたします。 

研究発表は一人 20 分ほどで 4 人ほどを予定しています。かつての信濃生物会では授業

実践・実験実習の報告・教授法に関わること・自然研究に関することなど、いろいろな
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分野の発表がありました。発表することで長野県の生物教員が切磋琢磨できます。ぜひ

発表を申し込んでいただきたいと思います。 

今回の実験実習は顕微鏡実習を行います。プレパラートの作り方・染色の仕方、写真

の撮り方など、みんなで持ち寄って学習したいと思います。できるだけ普段の授業で使

っている教材・プリントや見方がわからない生物試料など何か１点以上お持ちいただき

たいと思います。配布教材がある場合は 30 部程お持ちください。 

 研究発表・実験実習の申し込みは 9 月 29 日（金）、参加申し込みは１０月６日（金）

までにお願いします。申込用紙は長野県高等学校科学協会信濃生物部会ホームページに

載せてあります。Fax（0263-37-1071）またはメール（shinanobio＠hotmail.com）にて

お申し込みください。なお、申込された方には返信のメールをお送りします。もし、何

も連絡がない場合は事務局までお問い合わせをお願いします。 

 

 

◆ 日本生物教育会 役員会 

去る、5月 24日(水)、日本生物教育会(JABE)の全国支部長会が東京の市ヶ谷でおこなわ

れました。2020 年(平成 32年)の長野大会を共催で開催する関係で、その場を借りて、進捗

状況等を報告して参りました。 

長野県という地の利に、皆さんの大きな期待を感じて参りました。金銭面、人的な面等、

様々な困難はあるかと思いますが、期待に応えられるよう、信濃生物部会として努めてい

くつもりです。 

 

 

◆ 日本生物教育会(JABE)第７２回全国大会 栃木大会 

8 月 3 日(木)～6日(日)、栃木大会が帝京大学宇都宮キャンパスでおこなわれ、信濃生

物部会からは、４名で参加してきました。現地研修も含め、10 月の信濃生物部会の研究会

にて報告させていただきます。 

例年のことですが、翌年、翌々年の開催県からは多くのスタッフが参加します。県によ

っては 10数名が参加しています。是非、来年、長野県からは 10名くらい参加できるよう、

ご協力をお願いできればと思います。金銭面についてはいろいろ働きかけ、個人負担を最

小限にできるよう努めていくつもりです。 

 

 

◆ 日本生物教育会 第７５回全国大会・長野大会への準備 

昨年、長野大会準備委員会を立ち上げ、少しずつ、準備を進めています。 

報告させていただいている通り、2020年 8月 7日(金)～11日(火)の日程で、日本生物教

育会(JABE)長野大会がおこなわれます。研究発表・記念講演等は松本大学を会場に、現地

研修(巡検)については県内各地のフィールドでおこなわれます。 

先日、8月 12日(土)には現地研修準備を志賀高原においておこなってきました。各研修

地で中心になっていただく先生方 16名が参加してくださり、信州大学の水谷瑞希先生のご

指導のもと、巡検の在り方等について考えを巡らせました。 
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『信州の夏休み』と題したフィールドガイドを記念誌として出版する予定です。今後、

各研修地のスタッフの増員が必要になってまいります。是非、多くの先生方にご協力をお

願いしたいと思います。 

 

◆ 第２回長野県高等学校科学協会総会・科学教育研究大会(諏訪大会) 

長野県高等学校科学協会 第２回 総会・科学教育研究大会を８月19･20日に、下諏訪向

陽高校で行いました。19日は会に先立ち、昨年の集大成である会誌の第１号が配られまし

た。編集作業は昨年の会長岩崎靖先生が行ってくださいました。第１号として全員に配

布されます。サイズがＢ版になったこと、学術誌風になったことなど変化が見られます。

日本生物教育会全国大会では各県の高校生物教育関係団体の冊子が持ち寄られています。

科学協会の冊子もみんなで育ていきたいものです。 

 

総会では、信濃生物部会から役員体制の変更の提案があり認められました。 

 

 

現行 

第 4章  役員 

第 7条 

本会に次の役員を置く。 

会長 1名、副会長(4地区各 1名)、理事(4地区各 4名)、幹事(5 名)、監事(2名)を置く。 

ただし、各地区の理事 4 名の構成については理化学部会より 3 名、信濃生物部会より 1 名を選

出する。また、幹事 5 名のうち、2名は信濃生物部会を担当する。 

 

変更後 

第 4章  役員 

第 7条 

本会に次の役員を置く。 

会長 1名、副会長(4地区各 1名)、理事(4地区各 3名)、幹事(5 名)、監事(2名)を置く。 

ただし、幹事 5 名のうち、2 名は信濃生物部会を担当する。 

 

科学協会の理事が理化学部会・信濃生物部会に分けて選出されていましたが、区別を取

り払いました。理事の任期は２年で来年度が改選になります。４地区の理事選出校の輪

番は決まっており、科学協会総会のレジメに載っています。昨年今年と信濃生物部会選

出の理事を引き受けてくださった４人の先生方に感謝申し上げます。 

 

続いて研究・実践発表が各分野一人ずつ行われました。生物分野は下諏訪向陽高校の

小澤洋一先生が、「電気泳動によるDNA切片の分離」と題してDNAの電気泳動の実験を

紹介してくれました。Bio-Rad社のDNA電気泳動キットを用いたものでした。 

講演会は京都大学化学研究所上杉志成教授による「ケミカルバイオテクノロジーが拓

く研究と教育の世界」が行われました。上杉教授は京都大学薬学部出身です。演題の「ケ

ミカルバイオロジー」とは「化学で天然にない道具(化合物)を作り出して、生命現象を

理解する」と説明されました。バイオケミストリーとは異なります。生命現象を理解す

る上での「道具を提供する」ことだそうです。良い道具を作り出せれば、新たな生命現

象が解明されるわけです。不思議な化合物があれば何か見つかるというお言葉が印象的

でした。膨大な化合物ライブラリーがあり、役に立つかもわからない化合物を収集する
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のも仕事だそうです。研究の具体例として、iPS細胞が分化した後、移植の前に癌化の恐

れがあるので未分化な細胞は取り除く必要がありますが、その選別方法の研究を紹介し

ていただきました。つまるところトランスポーターの問題に行きつきました。次に教育

の世界では、京都大学が行っているMOOC（Massive Open Online Courses：大規模

オープンオンライン講義）の紹介がありました。MOOCは、インターネットを通じて

誰もが無料で受講できるオンライン講義だそうです。現在「生物と化学を結びつけ、発

想力を磨く」と題して全世界へ配信されているようです。もちろん英語です。「京都大

学 MOOC」で検索をかけてみてください。 

非常にお話の上手な方で難しい内容も分かりやすく、興味深くお話をされ、引き込ま

れた講演でした。 

 

20日は、実験講習と現地研修に分かれての開催となりました。実験演習は化学演示実

験講習が10時から15時まで下諏訪向陽高校で行われました。信濃生物部会では日本生物

教育会長野大会の予行として、昨年度より夏の現地研修を行っています。今年は岡谷市

教育委員会教育支援相談員の森川一成先生による霧ヶ峰八島湿原巡検が行われました。  

10時に湿原駐車場に集合し、湿原を反時計回りに一周しました。湿原の湖盆形態や小

池の特徴、水質、生息生物、植物など解説をしていただきました。森川先生は水利がご

専門で、かつては何度も湿原の内部まで調査で入られたそうです。冬の厳冬期、湿原内

部の水の状態を確認するためのサンプリングに苦労された話も伺えました。 

湿原はちょうど夏から秋への移行期で、夏のニッコウキスゲ・コオニユリ・コバイケ

イソウ・ヤナギランなどが終わり、秋のマツムシソウ・ヨツバヒヨドリ・コウリンカ・

オミナエシ・シラヤマギク・ツリガネニンジンなどが咲きだしていました。ヨツバヒヨ

ドリにはアサギマダラの吸蜜する姿も見られました。湿原特有な植物としてサワギキョ

ウ・ウメバチソウ・シモツケソウも観察できました。霧ヶ峰でもシカの問題が重要で、

食害の防止のため、湿原全体は柵でおおわれている状態でした。柵の中では色とりどり

の花が咲いていましたが、柵の外は花が極端に少なくイネ科の草本が多くみられました。

高原での２時間ほどの探索は誠に心がリフレッシュされます。３年後には全国からいら

した高校生物の先生方にこの体験をしていただくため準備を進めなければとあらためて

思いました。 
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◆ 日本生物教育会 全国大会今後の予定 

平成 30 年（2018）山口県 

 

２０１８年 山口大会への案内（日本生物教育会第 73 回全国大会） 

 

１ 大会主題 「時間」から考えるこれからの生物教育 

２ 主  催 日本生物教育会・山口県高等学校教育研究会生物部会 

３ 開催期日 平成３０年８月３日(金)～６日(月) 

４ 主会場  山口大学吉田キャンパス（山口県山口市吉田 1677-1） 

５ 大会日程 

 午前 午後  

８月３日(金)  全国理事会  

８月４日(土) 総会・記念講演 特別講演・研究協議 意見交換会 

８月５日(日) 研究発表・高校生ポスター発表 実験実習・現地研修  

８月６日(月) 現地研修 現地研修  

６ 内 容(案) 

 (1) 記念講演：山口大学時間学研究所 教授 明石 真 氏 

        演題「なぜ体内時計を研究するのか」 

(2) 特別講演：文部科学省 藤枝秀樹 氏 

       演題「これからの高校生物の在り方を考える」 

 (3) 研究協議 第 1 分科会：教育改革のねらいと生物教育の変化 

     第 2 分科会：見えない現象をどう教えるか 

  第 3 分科会：多様性・共通性をどう教えるか 

  第 4 分科会：生物教育の中高大の系統性 

 (4) 研究発表 ①教材研究・実験観察に関するもの ②生物教育・指導法に関するもの 

  ③自然・環境教育に関するもの  ④学術研究に関するもの 

 (5) ポスター発表（教員、高校生） 

 (6) 実験研修・現地研修 

○実験研修(半日コース) 

   ・ゾウリムシの運動（山口大学理学部） 

   ・哺乳類の仮剥製づくり（山口県立山口博物館） 

   ・光で植物を見る（山口大学農学部） 

    ・生きた細胞、細胞小器官、細胞内のタンパク質の動きを見る(山口大学農学部） 

○現地研修（半日または 1 泊 2 日コース） 

 ・岩国コース「オオサンショウウオと岩国の自然」 

 ・萩コース「見所満載！厳選、日本海の自然と世界文化遺産」 

 ・美袮・秋吉台コース「カルスト台地とその周辺の動植物・化石」 

 ・下関コース「下関の自然・絶景・生物」 
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(7) その他 

○ 記念誌「山口県の自然と生物教育」 

 ・山口県の特色ある自然環境や動植物の現状、それらに関わる研究 

 ・山口県の高校生物教育の特色ある活動や授業等 

○山口大会のホームページアドレス http://jabey2018.mokuren.ne.jp/hp/ 

 

以下次のような予定です。 

平成 31 年（2019）岡山県 

   8 月 5 日（月）～ 8 日（木）を候補に岡山理科大学と調整中。 

平成 32 年（2020）長野県 

   8 月 7 日～11 日、 8, 9 日を松本大学で開催。 

平成 33 年（2021）北海道（理化学協会共催） 

平成 34 年（2022）大阪 

以降未定（35 年東京検討中） 

 

 

 

◆ 信濃生物部会役員について 

 昨年の部会長の諏訪二葉高校小池良彦校長先生が、長野県科学協会の会長に就任され

たのに伴い、副部会長の池田工業高校三枝是校長先生が部会長になられました。副部会

長は日本生物教育会長野大会が近づいていることもありあり、本年度から２名体制とし、

箕輪進修高校北島匡晃校長先生、阿智高校平出保校長先生の２名が役にあたっていただ

けることになりました。各地のブロック幹事をお願いしていますが、まだ決まってこな

いブロックもあります。引き続き依頼をお願いしていきますのでよろしくお願いします。

科学協会理事の４人の先生は今年度で任期が終了します。ありがとうございました。 

 
 
◆ 信濃生物部会の部会総会・研究会の輪番について 

 信濃生物部会では、長野県高等学校の生物教育の支援を行う活動を行っています。当面、

夏の科学協会総会研究会の一環として野外観察会または実験実習と、秋の部会総会・生物

教育研究会を年間の事業としています。本年度は、野外観察を諏訪ブロック・秋の研究会

を上伊那ブロックにお願いした次第です。この順番は部会総会で認めていただいてありま

すが、科学協会の夏の総会が南信地区諏訪ブロックで行われたため、夏を諏訪ブロック、

秋を隣接の上伊那ブロックにお願いしました。来年度は、東信で科学協会県大会が開催さ

れる予定です。県大会は北佐久・南佐久ブロックのどちらかで行われる予定です。したが

って巡検をどちらかのブロックで企画していただくことになります。秋の大会は隣接ブロ

ックである上小ブロックにお願いしたいと思っています。現在調節中です。再来年度は北

信になります。 

 

 

 

 

http://jabey2018.mokuren.ne.jp/hp/
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事務局だより 

 信濃生物部会たよりは、６月・９月・12 月の年３回発行することになっておりますが、

６月を欠いてしまいました。事務局の怠慢であります。様々な連絡が遅れ会員の皆様には

ご迷惑をおかけしました。ここにお詫びいたします。今、日本生物教育会長野大会準備委

員会事務局も深志高校にあり、二名の生物職員で何とか回している状況です。ご理解くだ

さい。10 月にお会いできることを楽しみにしております。 

 

 

 

◆ 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。 
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