
令和４年 ２月４日 

 令和３年度       代議員会  岐阜県中学校理科研究部会 

会場：オンライン 15：30～16：30 

１．はじめの言葉（副会長） 

 

２．県中理研副会長のお話（副会長） 

 

３．審議事項（事務局） 

（１）令和３年度事業報告 

  ①令和３年度 活動報告（主務） 

・年間事業報告                      

  ②令和３年度 会計報告（会計） 

 

（２）令和４年度の方針について 

 ①令和４年度 活動計画（主務）        

  ・運営方針，運営組織，活動計画 

 ②令和４年度 予算案（会計） 

  ③令和４年度 研究テーマ（研究委員長） 

 

４．事業の詳細についての報告 

・第６８回全国中学校理科教育研究会（広島大会）の報告（主務）  

・自主研究発表会の報告（主務） 

・理科教育セミナーの報告（主務） 

・県大会（東濃大会）の報告（東濃中理研より） 

 

５．その他 

（１）機関誌委員会（機関誌委員長） 

・「岐阜の理科」について 

（２）資料集委員会（資料集委員長） 

・本年度の作業の報告（資料集，理科の学習） 

・HP について 

（３）ＳＳＴＡ事務局（SSTA事務局長） 

・ＳＳＴＡ本年度の活動のまとめ、来年度に向けて 

（４）全中理『新しい理科の指導資料』 第５０集 

  ・鈴木 大介先生（長良中）、道上 雄陽先生（陽南中） 

以上２名の先生方が執筆 

（５）連絡とお願い 

・各郡市新年度の代議員の先生に引き継いでいただきたいこと 

・令和６年度の県大会は可茂地区で開催予定 

 

６．終わりの言葉（副会長） 

 

 

 

 

 

 
― 代議員会 １ ― 



【資料編】事務局より審議事項 

（１）令和３年度事業報告 

① 令和３年度 活動報告 

番号 日  時 時間 事業名および活動内容 場  所 

１ ５月１９日（水） 午後 
第１回事務局会  
・代議員会に向けて 

オンライン 

２ ５月２２日（土） 午後 
第１回常任委員会 
・令和２年度の実績報告と令和３年度の方針，組織 

岐阜清流中学校 
オンライン 

３ ６月１１日（金） 午後 
第１回代議員会 
・令和２年度の実績報告と令和３年度の方針，組織 

オンライン 

４ ６月２５日（金） 午後 
第１回研究委員会兼センター講座 
・講話「理科教育の現状」 
・個人テーマの設定 

オンライン 

５ ７月２８、２９日(火、水) 第６８回全国中学校理科教育研究会 広島大会 オンライン 

６ 

８月１９日（木） 

午前 
自主研究発表会 
・第６８回全国中学校理科教育研究会 広島大会 
第３分科会 観察・実験 実践発表 

オンライン 

７ 午後 
理科教育セミナー（若手研） 
・県内の若手の先生が実践（教材・教具や指導案等）
を持ち寄り，実践交流会を行う。 

８ 午後 

第２回事務局会 
・全国大会のまとめ他 
研究委員会（理科教育セミナーに参加） 
・実践計画の立案 

９ １０月２８日（木） 午後 
第２回研究委員会兼センター講座 
・実践研究成果のまとめ 

オンライン 

10 １１月１２日(金) 午後 県大会(東濃大会) 
東濃４校 
オンライン 

11 １月２３日（日） 午前 
第３回事務局会 
・令和３年度運営の見直し 

オンライン 

12 １月２６日（水） 終日 
第３回研究委員会兼センター講座 
・科学教育シンポジウム（小学校） 

オンライン 

13 １月２９日（土） 午後 
第２回常任委員会 
・令和３年度の実績報告と令和４年度の方針，組織 

オンライン 

14 ２月４日（金） 午後 
第２回代議員会 
・令和３年度の実績報告と令和４年度の方針，組織 

オンライン 

今年度の理科教育講座は、すべて勤務校での web研修となりました。 

第６８回全国中学校理科教育研究会 広島大会について、８月２日(月)～８月３１日(火)ま

で、記念講演・すべての分科会の発表・協議・セレモニーなどがオンデマンド配信されました。 

② 会計報告 

・県教研の決算報告（会計） ・中理研の決算報告（会計） 

 

 
― 代議員会 ２ ― 



（２）令和４年度の方針 

① 令和４年度 岐阜県中学校理科研究部会の運営方針 

これまでの県中理研の実践の成果や課題をふまえ，各地区から選出された代議員，研究委員や常任委員が一

体となり，事務運営や研究実践を進める。本会の目的を，「生徒一人一人を大切にし，確かな学力を身に付け

させること」とし，生徒一人一人の学びの姿を大切にした実践研究を推進していく。このような実践研究を通し

て，教員としての資質向上をめざすとともに，現職教育の充実に努めていく。 

また，令和６年度の可茂大会に向けて研究を始めていく１年目である。可茂中理研との連携はもちろんのこ

と，小理研，岐阜大学，SSTA 岐阜支部との連携を強め，実践を蓄積していく。研究成果は，ＨＰを充実させ，

県内に広めていく。  

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

② 令和４年度 運営組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ― 代議員会 ３ ― 

 

■研究委員会 

□委 員 長：高木 健（小金田） 

エネルギー（物理領域）：藤井 和光（大垣南） 

粒子（化学領域）：陶山 俊輔（穂積北） 

   生命（生物領域）：細江 達三（青山） 

   地球（地学領域）：中谷 駿（陽南） 

■機関誌委員会 

□委員長：武藤 正樹（美濃） 

□委 員：鈴木 順一朗（加納） 

 

■資料集委員会 

□委員長 

 藤原 玄宜（池田） 

 副委員長 

 常川 真味（長森） 

□委 員 

 塚原 公俊（桜ヶ丘） 

 三橋 直哉（附属） 

 岩崎 聡（本荘） 

 伊藤 悠（長良） 

■ＳＳＴＡ岐阜 

□事務局長 

河合 宏徳（上石津） 

□研修担当 

田中 利典（竹鼻） 

□会計担当 

森下 直紀（川島） 

 

代議員会 

 

郡市別研究会 

 

■岐阜県中学校理科研究会 事務局 
会  長：寺澤 徹夫（緑ヶ丘） 
副 会 長：寺崎 正人（岐阜清流）＊評議員 山田 茂樹（小金田） 
主  務：米津 秀人（不破） 
書  記：松浦 亮太（揖斐川） 会 計：加納 久睦（梅林） 
会計監査：蟹江 康弘（緑陽），馬淵 勝弘（谷汲）  
研究委員長：高木 健（小金田） 
広報 HP担当・資料集委員長（兼）：藤原 玄宜（池田） 
可茂大会代表：清水 辰弥（加子母） 可茂地区主務：若山 明弘（坂本） 
〔ＳＳＴＡ岐阜 ※ 岐阜県開催の場合等、必要に応じておくことができる〕 

〔顧 問：伏屋 英幸（中部学院大学）〕・・・※ 

※・・・本会の運

営に際し、必要に

応じておくこと

ができる 

〔副主務：（高木）〕・・・※ 

○研究委員会                               

・「エネルギー（物理）」「粒子（化学）」「生命（生物）」「地球（地学）」の４つの領域に分け，研究

の視点を明確にして授業実践を進め，授業研究会を実施したり，その研究の成果をまとめたりする。 

・夏季の自主研究発表会等で，小中学校間で実践交流をするとともに，若手に向けたセミナーを実施する。 

・令和６年度県大会（可茂大会）に向けて，運営の準備を進めていく。 

○機関誌委員会 

・今年度の県内実践研究の方向や成果をまとめ、「岐阜の理科 No.146」を刊行する。 

○資料集委員会 

・学習指導要領の趣旨を生かし，身近な自然を紹介した「県版理科学習資料」と「県版理科の学習」が県内

の各中学校で広く利用できるように，具体的な活用方法を見いだし，広める。 

○ＳＳＴＡ岐阜 

・全国との連携を強め，実践の交流を深めるとともに，岐阜の実践を広めてより確かなものにする。 

・今年度は，エリア別テーマ研が岐阜で行われるため，小学校部会との連携を図っていく。 



① 令和４年度 活動計画              ※センター講座，自主研は予定日 

番号 日  時 時間 事業名および活動内容 場  所 

１ ５月２１日（土） 午後 
第１回常任委員会 
・令和３年度の実績報告と令和４年度の方針，組織 

オンライン 

２ ６月４日（土） 午後 

第１回事務局会  
・代議員会に向けて 
第１回資料集委員会 
・令和４年度の方向の確認 

オンライン 

３ ６月１０日（金） 午後 
第１回代議員会 
・令和４年度の実績報告と令和５年度の方針，組織 

オンライン 

４ ６月２４日（金） 午後 
第１回研究委員会兼センター講座 
・講話「理科教育の現状」 
・個人テーマの設定 

オンライン 

 ８月６日（土） 午後 ＳＳＴＡ「エリア別テーマ研 岐阜大会」 オンライン 

５ ８月９日(火)～１１日(木) 第６９回全国中学校理科教育研究会 三重大会 
三重県 
四日市市 

６ 

８月１８日（木） 

午前 
自主研究発表会 
・令和３年度の研究委員等の実践発表 

オンライン 

７ 午後 
理科教育セミナー（若手研） 
・県内の若手の先生が実践（教材・教具や指導案等）を
持ち寄り，実践交流会を行う。 

８ 午後 

第２回事務局会 
・全国大会のまとめ他 
第２回資料集委員会 
・資料集，理科の学習 原稿執筆他 
研究委員会（理科教育セミナーに参加） 
・実践計画の立案 

９ １０月２７日（木） 午後 
第２回研究委員会兼センター講座 
・実践研究成果のまとめ 

オンライン 

10 １月２１日（土） 午後 

第３回事務局会 
・令和４年度運営の見直し 
第３回資料集委員会 
・資料集，理科の学習 原稿執筆・加筆修正 

オンライン 

11 １月２５日（水） 終日 
第３回研究委員会兼センター講座 
・科学教育シンポジウム（中学校） 

オンライン 

12 １月２８日（土） 午後 
第２回常任委員会 
・令和４年度の実績報告と令和５年度の方針，組織 

オンライン 

13 ２月３日（金） 午後 
第２回代議員会 
・令和４年度の実績報告と令和５年度の方針，組織 

オンライン 

部活動の大会、土曜授業等を考慮し、代議員会を平日に開催し、土曜日に行っていた研究委員

会を県総合教育センターの理科教育講座へと１本化しています。 

さらに、令和元年度より理科教育講座については、4回開催から 3回開催になっています。 
 

（２）・県教研の予算案（会計） ・中理研の予算案（会計） 

（３）令和４年度 研究テーマ（研究委員長） 

 ― 代議員会 ４ ― 



第68回全国中学校理科教育研究会（広島大会）の報告  
■全中理研究主題 

「理科の見方・考え方を働かせて資質・能力を育み、豊かな未来を切り拓く理科教育」 

■広島大会主題 

「主体的･対話的で深い学びの実現を通して、科学的に探究するために必要な資質･能力を育む理科教育」 

 

 ＜オンライン開催＞(広島市教育センターより配信) 

１． 役員会（７月２８日 13：30～14:50） 

 

２． 理事会（７月２８日 15：00～16：00） 

 

３． ブロック会 

中部７県中学校理科研究協議会 連絡協議会（７月２８日 16：30～17:00） 

○中部７県中学校理科研究協議会 連絡協議会の会長，副会長の選出について 

   ブロック会の準備・進行・会計等（役員会に参加） 

  ＊２年間受け持ち，全国大会終了後から２年後の全国大会終了時までという原則 

○全国大会分科会発表担当 

 ・令和３年度 広島大会・・・観察・実験 

 ・令和４年度 三重大会・・・なし 

○中部ブロック各県分担金：10,000 円 

○令和３度広島大会より分科会が５つから４つに（学習指導と評価が 1つに） 

  

４． 文部科学省講演（７月２９日 9:00～10:00） 

「新学習指導要領スタートの今、これからの理科教育を考える」 

      （文部科学省 初等中等教育局 視学官 藤枝 秀樹 先生） 

 

５． 記念講演（７月２９日 10:00～11:30） 

「マツダものづくり・開発革新への挑戦」 

マツダ株式会社 シニアイノベーションフェロー 人見 光夫 様 

 

６． 教材紹介・教科書紹介(７月２９日 11:30～13:00) 

 

７． 分科会（７月２９日 13:00～16:30） 

① 教育課程「科学的に探究するために必要な資質・能力を育む教育課程」 

② 学習指導・評価「主体的・対話的で深い学びを実現する学習指導と学習評価」 

③ 観察・実験「理科の見方・考え方を働かせて、見通しをもって科学的に探究する観察・実験」 

④ 環境教育「自然と調和しながら持続可能な社会をつくっていくために必要な力を育む環境教育」 

 

 

８． セレモニー（７月２９日 16：30〜17：30） 

 

 

 

 

 

 ― 代議員会 ５ ― 



令和３年度 自主研究発表会の報告と来年度以降のもち方について 
１．実施の状況について 

（１）日時  令和３年 ８月１９日（木）受付 9:00～ 9:30～11:30 

 

（２）場所  オンライン 

 

（３）参加人数 

 R3 年度 R2 年度 R1 年度 H30 年度 H29 年度 H28 年度 H27 年度 

発表者 2  10 12（24） 8 12 12 

参観者（発表者除く） 約 100  約 130 約 170 約 150 約 115 約 180 

 

（４）発表の内容 

・オンラインで，パワーポイントを用いた全体交流を行った。 

・実践の内容については，講師の先生よりご指導をいただいた。 

・講師の先生より、講話をしていただいた。 

 

（５）講師の先生 

・岐阜県教育委員会 教育研修課  課長補佐 岩田 鈴生 様 

    ・岐阜教育事務所  教育支援課  課長補佐 武藤 正典 様 

 

 

 

 

 

 

 

２． 来年度に向けて（今年度実施したことを継続） 

（１） 参観者を増やすために・・・ 

実施日時，開催方法を確実に県内に広める 

・前の年度の第２回代議員会（２月）で，実施について代議員の先生に伝え，新年度４月の第１回郡市 

教研で伝えていただく。参加を呼び掛けていただく。 

・この自主研究発表会を８月の郡市教研の校外研にあててもよい旨を伝える。 

・県教研から県内全小中学校に一斉メール送信していただく。 

・参加の申し込みは、forms を用いて容易に行えるようにする。 

・中理研ＨＰでの PRをより積極的に行う。 

 

（２） 発表者を増やすために・・・ 

① 翌年の自主研究発表会を意識して研究・実践を進めてもらう 

・発表する意義やその効果について理解していただくように，研究員会，センター研で話す。 

（場合によっては前の年度の最後に，発表者は確定しておく。６月に依頼では遅い…） 

② 発表者の負担を減らす 

・時間は，10分程度。研究員の先生方については、前年度に発表資料をつくっているため、それを活用

していく。 

 

３.その他 

会場：オンライン 

 →オンラインであると，８月の郡市教研の校外研にあてる郡市の減少が心配される。 

 

■会の在り方の成果と課題 

① 全国大会の実践発表者の先生方に発表していただいたり、岩田先生より講話のビデオを流していた

だいたりすることで、有意義な内容にすることができた。 

② オンラインで開催していくことを考えると、一度に発表できる先生の数が限られるため、ブレイク

アウトセッションによって、いくつかのグループで交流することを考えていく必要がある。 

― 代議員会 ６ ― 



令和３年度 理科教育セミナー（第2回研究委員会）の報告と来年度以降のもち方について 
 
１．実施の状況について 

（１）日時  令和３年 ８月１９日（木）13:00～  

 

（２）場所  オンライン 

 

（３）参加人数 

 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度 平成 29 年度 

参加者 9  20 12 25 

うち研究員 0  2 3 18 

 

（４）内容（平成 26年度より） 

セミナーのねらい 

＜キーワード①：気軽に学び合う＞ 

・同じ思いをもつ先生方と交流したり，指導の在り方について考え合ったりする中で，自己の指導力を

高めることができる。 

＜キーワード②：目に見えて，直接もち帰ることができる宝物づくり＞ 

・明日からの指導に直接生きてはたらく力と教材，指導計画等を自己研鑽の成果としてもち返り，自信

と前向きな気持ちをもって，夏休み後の指導に生かすことができる。 

  

    研修会 

     物理，化学，生物，地学の４つのグループに分かれ(ブレイクアウトセッション)，交流会を行う。 

     助言は，研究委員会の常任委員が行う。 

 

 

２．来年度に向けて 

参加者を増やすために・・・ 

○実施日時，場所を確実に県内に広める 

・前年度の第２回代議員会（２月）で，実施について代議員の先生に伝え，新年度４月の第１回郡市 

教研で伝えていただく。参加を呼び掛けていただく。 

・県教研から県内全小中学校に一斉メール送信していただく。HPに案内を掲載する。 

  ★参加人数を増やすことが目的ではなく，気軽に学ぶ場を提供し，指導力を高めていってもらうことを目

的としていく。 

 

３．その他 

・研推長へ FAXでの申し込み，forms での申し込みの両方を行った。 
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 令和４年度の代議員の先生に引き継いでいただきたいこと  岐阜県中学校理科研究部会 

（顧問校長先生に、内容を事前にお伝えいただき、内容の検討をしていただきますようお願いいたします。） 

 

  

 

１．令和４年度 支部研究テーマ 

 

 

 

２．令和４年度 貴支部代議員氏名 

勤務校 

 

物・化・生・地 氏名 

メールアドレス →  
 
３．令和４年度 貴支部研究員氏名（研究員の主旨から、できれば、２校目以降の先生ですとありがたいです。） 

勤務校 

 

物・化・生・地 氏名 

メールアドレス →  

４．令和４年度 貴支部部員数（各校の理科部員数ではなく、各郡市の中学校理科部会に所属している部員数です。） 

部員数 

人 

５．令和４年度 自主研究発表会 発表者 

 ＊令和３年度 研究員の先生を中心にご検討願います。 

勤務校 

 

物・化・生・地 氏名 

６．令和４年度 理科教育セミナー（若手研）への参加を推薦する先生 

 ＊６年目ぐらいまでの若手の先生，および自主的に参加を希望される先生 

勤務校 教員経験年数 物・化・生・地 ご氏名 

    

    

    

    

 

 

支部 

  

令和４年５月６日（金）までに，この用紙ごと 
ＦＡＸで，新代議員の先生が送信か，右の QR コ
ードより入力をお願いします。 
 
揖斐川町立揖斐川中学校 
 ＦＡＸ（０５８５）２２－６７８０  

松浦 亮太 あて 

― 代議員会 ８ ― 


