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事務局からのお知らせ 
 

◆ 平成 30 年度 第 1 回長野県高等学校科学協会役員会が開催されました。 

 去る６月８日（金）に長野吉田高校で役員会が開催され、本年度の事業計画・予算など

が協議されました。信濃生物部会にかかわる部分は次の通りです。 

 

(1)平成 30年度長野県科学教育研究大会（佐久大会）について 

期 日：  平成30年8月17日(金)，18日(土) 

会 場：  野沢北高校 大会事務局  野沢北高校 

講演会講師： 野辺山天文台 林 満 先生 

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 ＪＡＢＥ長野大会準備状況連絡会 

 長野大会の運営には県下生物の先生方 80名ほどのご協力が必要です。全国から高

校生物の先生方が集まり発表する中で、ぜひ参加し生物教育の全国の様子を肌で感

じていっていただきたいと思っています。そのためご協力をお願いしたいと思いま

す。今回は東北信の先生方に全国大会の様子を報告し、概要を説明させていただき

ますので、連絡会にぜひ参加していただきたいと思います。 

 

(2) 会員登録・会費納入のお願い 

 信濃生物部会の会員登録も科学協会のそれと一緒に行っています。登録をよろし

くお願いします。 
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◆ 信濃生物部会研究会 10月に上田高校において開催 
信濃生物部会の第３回目の研究会が上田高校でおこなわれます。倉石典広先生を中心に、

計画していただいています。詳細・参加申し込みについては、９月のたよりで連絡を致し
ます。 

期日： 10月 27日(土) 

場所： 上田高校 

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 

◆ 日本生物教育会(JABE) 全国支部長会 

5 月 23日(水)、北島部会長と両川(事務局)が、出席してきました。長野県の JABE への加

入の件が、話題になりました。今後、8月の長野県高等学校科学協会の総会で承認されれば、

次年度の 8月、JABEの理事会で提案され、承認を経て正式加入という運びとなります。 

 

◆ 日本生物教育会(JABE)全国大会（山口大会）への参加について 

8 月 3 日(金)～6日(月)の日程でおこなわれます。北島部会長、準備委員の先生方、総勢

9 名で参加してきます。2020 年の長野大会へつながるよう、しっかり視察をして参ります。

機会をみて、後日、報告させていただきます。 

 

◆ 信濃生物部会の本年度役員について 

昨年度総会で決めていただいてありましたが、異動に伴い部会長副部会長のところで次

のように決定していただきました。 

信濃生物部会長   北島 匡晃 先生 (箕輪進修高等学校長) 

信濃生物副部会長  平出  保 先生 (阿智高等学校長) 

信濃生物副部会長  守屋 郁男 先生 (諏訪二葉高等学校長) 

 

 

第３回 日本生物教育会(JABE)全国大会(長野大会)準備委員会 
  

 ６月15日(金)に標記準備委員会が松本深志高校で18名の参加者で行われました。次第

に従って報告します。 

 

 1 長野大会実行委員長 三枝 是 先生 ご挨拶 

若手の育成のために長野大会を成功させたい。視察の旅費などなかなか学校出張に

ならず迷惑をかけている。知恵を絞っていきたい。 

 

2 自己紹介  出席者 １８名 

 

3 これまでの経緯と今後について(大会準備委員会事務局より) 

本年度開催される山口大会の大会要項に掲載する「長野大会概要」を事務局より提

案し、検討した結果、４ページに示したように決定されました。また長野大会-大会主

題もあわせて検討し決定されました。最初の予定にあった２日目の特別講演はなしと

し、シンポジウム(90分)に変更されました。また長野大会では巡検が多いので、その

準備のため日程を一部変更しました。 
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4 組織の確認、今後の組織づくりについて(事務局) 

昨年、視察に行った栃木大会では80人ほどの生物の教員が大会運営にかかわってい

ました。今後どのように長野県内の先生方の協力を得ていくか課題となります。 

 

5 長野大会の現地研修について(木下先生・宮澤先生) 

現地研修と記念誌については、それぞれの部で進めています。必要に応じて事務局

と連絡を取っています。準備は今年と来年の２回しかできないので、今年の夏の間に、

コースタイム、トイレ・休憩場所の確認、急な天候の変化への対応などを確認する必

要があります。各コースのスタッフを増強することも急務です。また、夜のアトラク

ションも考えておく必要があります。コースタイム・宿泊場所が決まってきたら、旅

行会社とともに総務部が交通機関などの計画を立てます。 

 

6 記念誌について(大石先生・岩崎先生) 

記念誌は、各地区６～８ページとし、冊子としては１５０～１６０ページのものと

なる予定です。印刷部数は１０００部とし、予算は１００万円を考えています。あく

まで、夏にこだわり、『信州の夏休み～野外観察フィールドガイド』を作成していきま

す。既に作成された志賀高原を見本とし、各地区で作成します。原稿は記念誌部(伊那

北 大石先生)へ送付(送信)し、岩崎先生がチェックし、紙面にする方向です。 

とにかく、この夏に、以下のことをやっていただきたいそうです。 

● コース確定・・・・・動物、植物の専門で、複数で。 

● 観察時間、コースタイムの計時 

● ポイントの確認 

コース図は手書きでもよく。専門家にデザインしてもらえるそうです。 

 

7 大会主題について(事務局) 

「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～」と決まりました。 

 

8 各部での今後の確認(部長を中心に) 

総務部    野外巡検部   大会運営部 

   

研究発表部  記念誌部 

 

 

事務局だより 

 寒暖差の大きい天候が続いており、体がなかなかなれません。ここ数日は梅雨らしい

天気が続いています。中庭に咲く紫陽花（ガクアジサイ）を授業で見せています。色鮮

やかだけど種子を作らない修飾花と、中にある小さいが種子が実る両性花を書画カメラ

でアップして説明します。派手でないと昆虫が呼べないことや派手だけでは種子ができ

ないと。たよりの 6 号をお届けします。夏と秋の予定をご確認ください。JABE 長野大会

の様子も紹介しています。私も今年の夏休みは総文祭の仕事が 1週間ほど入っています。

補習も２週間あります。その中で巡検の下見に行かねばなりません。総文祭が終わりま

したらこちらへもご協力お願いします。（O） 
（ゾウ－ラクダ－サイ－シカ－トナカイ－シャモア－アイベックス－ヒツジ－オリックス） 
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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  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～ 
 
２ 主  催  日本生物教育会・長野県高等学校科学協会 
 
３  期  日  2020 年 ８月７日（金）～８月 11日（火）  
 
４ 大会日程 

     9:00   10:00    11:00    12:00    13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00  19:00   20:00    

７日 

(金) 
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総会 
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講演 

昼食 研究発表 休 
研究発
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ポスターセッション 

  

９日 

(日) 
受付 

8:30 

シンポ

ジウム 

研修

準備 

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 １泊２日コース 

 

11日 

(火) 
現地研修宿泊コース ２泊３日コース 

 
５ 主会場  松本大学 (〒390-1241 長野県松本市 新村 2095-1) 
 
６ 記念講演 講師：信州大学教授 東城幸治先生(専門：進化生物学・分類・発生生物学) 
 
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  シンポジウム （検討中） 
 
９ ポスターセッション（企業ブースを含む） 
 
10 現地研修・実験研修（予定） 
 【半日コース】 
  Ａ 安曇野コース（天蚕センター、大王わさび農場 など） 
  
 【１泊２日コース】 
  Ｂ 木曽谷渓谷コース（赤沢自然休養林 など） 
  Ｃ 白馬コース（栂池自然園 など） 
  Ｄ 戸隠高原コース（戸隠高原 など） 
 
 【２泊３日コース】 
  Ｅ 上高地・乗鞍コース（上高地、乗鞍岳、乗鞍高原 など） 
  Ｆ 志賀高原・カヤノ平コース（志賀高原、カヤノ平 など） 


