
日本生物教育学会第 106 回全国大会（SBSEJ106） 

 

 

 

 

 

日程，プログラム 
 

 

 
 
期日：令和 4 年（2022 年）1月 8日（土）・9日（日） 

会場：オンライン開催 

主催：一般社団法人 日本生物教育学会 

共催：皇學館大学 

後援：文部科学省  三重県教育委員会  伊勢市教育委員会  三重生物教育会 

 

日程概要： 

第 1 日目：      1 月 8日（土） 使用オンラインツール 

09:30～12:08 

13:00～14:00 

14:15～15:35 

口頭発表 

開会式および会員の集い 

特別講演 

Zoom  ミーティング 

Zoom  ウェビナー 

Zoom  ウェビナー 

 

15:50～18:00 

18:30～20:30 

シンポジウム 

懇親会 

Zoom  ウェビナー 

oVice 

 

 

第 2 日目：      1 月 9日（日） 使用オンラインツール 

9:00～12:49 

13:40～15:40 

口頭発表 

ポスター発表コアタイム(一般・中高校生）

Zoom  ミーティング 

oVice 

 

 
    

 

 

大会実行委員会 

〒516-8555  三重県伊勢市神田久志本町 1704 皇學館大学教育学部 中松研究室内 

日本生物教育学会第 106 回全国大会実行委員会 

大会会長          後藤 太一郎 

大会実行委員長    中松 豊 

E-mail：kogakkan.ise@gmail.com 

TEL：0596-22-8553 もしくは 6439 (6439 は 1月 8,9 日は使えません。) 

TEL：0596-22-8553,8554,8555 （1 月 8,9 日はこちらにご連絡ください。）                 
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大会日程 

 

第 1 日目 1 月 8日（土） 

09:30～12:08  口頭発表 

13:00～14:00  開会式および会員の集い 

14:15～15:35  特別講演 

演者：髙橋 淳 氏（京都大学 iPS 細胞研究所） 

演題：「iPS 細胞を用いた神経再生」 

15:50～18:00  シンポジウム 

 「小・中・高等学校による大学との連携事業の実践」 

司会：        荻原  彰  氏（三重大学） 

シンポジスト： 前田 昌志 氏（三重大学教育学部附属小学校） 

東   啓太 氏（筑波大学大学院  多気町立勢和中学校） 

藤原 良幸 氏（三重県立伊勢高等学校） 

澤   友美 氏（皇學館大学） 

坂本 竜彦 氏（三重大学） 

18:30～20:30  懇親会 

 

 

第 2 日目 1 月 9日（日） 

9:00～12:49  口頭発表 

13:40～15:40  ポスター発表コアタイム （一般・中高校生） 
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大会会場 

 

第１日目 1 月８日（土） 

時   間 A 会場 B 会場 C 会場 

9:30〜10:39 
ICT 進化・分類／ 

生態学・生物多様性 
中学校 1 

10:59〜12:08 中学校 2 

 

細胞・生理学 

博学連携・動物園連

携／社会教育施設と

の連携 

12:08〜13:00 昼休み 

13:00～14:00 開会式および会員の集い 【Zoom ウェビナー 会場】 

14:15～15:35 特別講演              【Zoom ウェビナー 会場】 

15:50～18:00 シンポジウム           【Zoom ウェビナー 会場】 

18:30～20:30 懇親会                【oVice 会場】 

 

 

第２日目 1 月９日（日） 

時   間 A 会場 B 会場 C 会場 

9:00〜10:09 
小学校 探究活動／ 

課外活動 
高等学校 1 

10:29〜11:38 
諸外国の生物教育／

カリキュラム教育 

環境教育／ 

野外活動 
高等学校 2 

11:58〜12:49 
植物 ヒト・動物の体のつくり

／科学教育一般 

遺伝子・バイオテクノ

ロジー 

12:49〜13:40 昼休み 

13:40～15:40 ポスター発表コアタイム(一般・中高校生）  【oVice 会場】 
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諸連絡  

 

 

1．以下の方々は大会参加者専用ウェブサイト等に掲載の各マニュアルをご確認ください。 

(1)参加のみの方へ 

「Zoom マニュアル（参加者向け）」および「oVice マニュアル（参加者向け）」をご覧ください。 

 

(2)口頭発表を行う方へ 

「Zoom マニュアル（発表者向け）」をご覧ください。 

 

(3)ポスター発表を行う方へ 

「oVice マニュアル（発表者向け）」をご覧ください。 

 

(4)座長の方へ 

メールで配信した「Zoom 発表進行マニュアル（座長向け）」をご覧ください。 

 

 

２．口頭発表の発表番号の見方は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※口頭発表の発表と発表の間には 3分間の交代するための時間がありますので、開始時刻

が切りの良い数字となっておりません。 

 

1 A 0930 
 

発表日  会場名  発表開始時刻 
 

第 1 日目 A 会場 9 時 30 分発表開始 



日本生物教育学会第106回全国大会発表プログラム
口頭発表（Zoomミーティング）第1日目（1月8日）

A会場

9:30～10:39 ICT 座長　山野井　貴浩（文教大）

1A0930 実体顕微鏡レベルの観察に適したモバイル顕微鏡の開発
〇後藤太一郎（三重大学教育学部）・式井俊（三重大学大学院教
育学研究科）

1A0948
高校生物「動物の発生」に関するデジタル教材の作成法～イ
モリの発生と結紮実験の高精細動画～

〇有泉高史（玉川大・農・理科教員養成）

1A1006
プログラミング的思考を導入した生態系に関するシミュレー
ション教材の開発

〇松本正典（愛媛大）

1A1024
「G Suite for Education」を活用したオンライン探究活動～
身近な生物の観察を通じて～

〇竹内竜馬（三重県立宇治山田高）

10:59～12:08 中学校２ 座長　中西　史（東京学芸大）

1A1059 医療をテーマにしたヒトの体の理解を深める教材の開発 ○石丸遥香（愛媛大）

1A1117
蛍光観察実験における白色LED利用の試みと教材としての可能
性

○雜賀大輔(米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中）・澤　友美
(皇學館大・教)・竹下俊治（広島大・院）

1A1135
中学校理科におけるタンパク質消化実験の教材開発とその実
践

〇小倉実（兵教大・院）・笠原恵（兵教大・教）

1A1153
鳥羽志摩中学校におけるバフンウニの受精・飼育に関する研
究

〇橋爪勇樹（鳥羽市立長岡中）・竹林尚人（志摩市立大王中）・
浦田龍一（鳥羽市立加茂中）・前田幸洋（鳥羽市立神島中）・中
村元紀（志摩市立東海中）・小西伴尚（私立三重中）

B会場

9:30～10:39 進化・分類／生態学・生物多様性 座長　片山　豪（高崎健康福祉大）

1B0930
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の被害分布調査とそ
の授業実践（第２報）－サクラ被害マップの精度分析と中学
校での実践－

〇倉林正（太田市立太田高・東京理科大）・深谷将（公立諏訪東
京理大）・髙橋瑛人（太田市立太田高）・武村政春（東京理科
大）

1B0948
地衣類およびその共生藻の分類学的知見を用いた観察教材の
検討

〇竹下俊治（広島大）・鎌田ちひろ（（元）広島大）・大村嘉人
（国立科博）・松浦拓也（広島大）（1広島大・院・人間社会科
学，2（元）広島大・院・教育学，3国立科博・植物）

1B1006
昆虫を用いた古典的条件付け教育実験の開発と高大連携授業
の実施

〇大野葵1，杉中崇倖2，加藤優里2，大西諒2，片山来智2，花本圭
史3，山本夕貴3，福田光4，西矢芳昭1,2，向井歩1,2（1.摂南大・
院理工2.摂南大・理工3.常翔学園高4.常翔啓光学園高）

1B1024
高等学校「生物基礎」におけるウイルスを題材とした教材の
開発

〇内山智枝子（筑波大附駒場中・高）・武村政春（東京理科大・
院理）

10:59～12:08 細胞・生理学 座長　真山　茂樹（東京学芸大）

1B1059
蛍光顕微鏡を用いない細胞骨格の観察法の研究Ⅴ　－カイコ
の血球細胞を用いた細胞骨格の観察－

○片山豪（高崎健康福祉大)・野崎真史(太田市立太田高）

1B1117 体細胞分裂の観察，実験における観察方法の工夫と授業実践 ○赤井和史（兵教大）・笠原恵（兵教大・教）

1B1135 体細胞分裂の観察法の工夫 〇大石昇（帝京大）

1B1153 教材化に向けた接着型イヌ肥満細胞腫由来マスト細胞の開発 〇西川洋史（ドルトン東京学園中等部・高等部）



口頭発表（Zoomミーティング）第1日目（1月8日）

C会場

9:30～10:39 中学校１ 座長　大鹿　聖公（愛知教育大）

1C0930 カイコの生活環に関する教材開発2 〇森本弘一（奈良教育大）

1C0948
兵庫県明石市における中学校理科生命分野の観察，実験に関
する実態調査報告

〇永井美菜子・笠原恵（兵教大・院）

1C1006
生物の分類で何を学ぶのか－トカゲ・カナヘビ・ヤモリ・イ
モリの比較観察に基づく分類の学習－

○渡邉重義（熊本大大学院）・田島瑞希（熊本大）

1C1024 中学生の植物の細胞呼吸に対する理解度の調査
〇松田大哉（東京学芸大学大学院 教育学研究科）・中西史（東京
学芸大学 理科教育）

10:59～12:08 博学連携・動物園連携／社会教育施設との連携 座長　早川　雅晴（植草学園大）

1C1059
動物園・水族館を活用した生物教材の開発―中学校３年進化
の単元おける３D骨格標本の比較を通して―

○古市博之（犬山市立楽田小）・大鹿聖公（愛知教育大）

1C1117 中学1年生による霊長類の分類についての試行的実践 ○高野智・赤見理恵（日本モンキーセンター）

1C1135
学会のアウトリーチ活動に現場教員が共に参加し共に作る楽
しみと恩恵～日本人類学普及委員会の活動を通して活性化し
た私、学校、生物教育の仲間

〇市石　博（東京都立国分寺高等学校）

1C1153
プラスティネーション標本の展示に関する一考察（その２）
―宇和島市立歴史資料館のえひめの化石といろんな標本展に
おいて―

〇水野晃秀（愛媛県立宇和島水産高等学校）



日本生物教育学会第106回全国大会発表プログラム
口頭発表（Zoomミーティング）第2日目（1月9日）

A会場

9:00～10:09 小学校 座長　森本　弘一（奈良教育大）

2A0900
小学校第４学年理科「季節と生物」において学習用アプリを
用いた生物マップの作成により生物の季節変化についての理
解を深める授業の開発

○野地楓・山野井貴浩（文教大学）・深谷将（諏訪東京理科大
学）

2A0918 ウニの個別飼育プログラムにおける児童の生命観の変容
〇小川博久（武蔵野大，帝京科学大学・院）・花園誠（帝京科学
大学・院）

2A0936
身近な生活体験を活かした海洋教育「海育」の取り組みにつ
いて

〇細谷夏実（大妻女子大学）

2A0954
水耕栽培した植物は損傷していない根から色水を吸い上げ
るー「水の通り道」の学習における新しい実験観察方法ー

○真山茂樹（東京学芸大）

10:29～11:38 諸外国の生物教育／カリキュラム教育 座長　渡邉　重義（熊本大）

2A1029 日米の高校生物学教科書の比較
〇奥村 哲、宮崎 将史、岡村 直紀、横山 隆也、山田 大貴（静岡
理工科大・情報）

2A1047
カンボジアの高等学校の生物授業におけるモバイル顕微鏡の
活用―探究的な観察のツールとしての可能性

〇都築　功（東京理科大大学院）・松田良一（東京理科大学大学
院）

2A1105
19-20世紀アメリカにおける生理学教育の歴史的変遷の研究―
ハイスクールの性教育に着目して―

〇日髙翼（帝塚山大・教）

2A1123
高等学校「生物基礎」「国語総合」教科横断型パフォーマン
ス課題の実践と生徒の質的変容の分析

○上野裕之・野上耀介・安國宏紀・北野尚之（佼成学園高）

11:58～12:49 植物 座長　竹下　俊治（広島大）

2A1158
短期間で植物の再生現象が観察でき、植物ホルモンのはたら
きの理解向上を目指す高等学校向け実験の提案

〇近藤恵都(神奈川大・院)・菊池理絵(神奈川大・工)・朝倉史明
(神奈川大・工)

2A1216 簡易滅菌操作による植物組織培～脱分化から再分化まで～ 斉藤寧音・渡辺啓介・〇浦和博子（岐阜聖徳学園大学）

2A1234 低価格CO2センサーを活用した新しい光合成実験の開発
○墨野倉伸彦（立教新座中高）・和泉利香（立教新座中高）・宇
津木春菜（立教新座中高）

B会場

9:00～10:09 探究活動／課外活動 座長　笠原　恵（兵庫教育大）

2B0900
細胞の大きさは変わっても、核の大きさは変わらないのか？
～統計的手法を用いた探究活動の基礎～

〇村岡一幸（三重県立松阪高）

2B0918
高等学校での「理科課題研究」実施の成果と生徒・教員に与
える影響の考察

〇荒川葉(東京学芸大)・市石博(東京都立国分寺高)

2B0936 科学部における生物分野研究の指導について 〇伊藤政夫（名古屋市立向陽高）

2B0954
身の回りの生物に対して児童がより興味・関心を高めるため
の方策とその教育実践報告

〇松本直也（兵教大・院）・笠原恵（兵教大・教）

10:29～11:38 環境教育／野外活動 座長　後藤　太一郎（三重大）

2B1029
「いきもの教育法Lab」による生物多様性保全に向けた教育法
の開発

○加藤朱莉1・湊秋作2)3)・饗場葉留果2)3)・布目三夫4・南咲貴
子1・伊井健1・橋詰旺昇5・森蓮音5・藤本紗里奈5・丸本早桂5・
村上菜々美6・大河内友翔7・桑野廣大8・宮田桃花9（1関西学院
大・院,2ニホンヤマネ保護研究グループ,３（一社）ヤマネ・いき
もの研究所,４岡山理科大・理,５関西学院大・教,６新居浜高専・
機,７傍南小,８新田小,９関西学院初等部）

2B1047 オンラインによる生物教育の実践の試み

〇饗場葉留果（一般社団法人ヤマネ・いきもの研究所、ニホンヤ
マネ保護研究グループ）・吉田三恵子（一般社団法人ヤマネ・い
きもの研究所）・矢竹一穂（一般社団法人アニマルパスウェイと
野生生物の会）・湊秋作（一般社団法人ヤマネ・いきもの研究
所、ニホンヤマネ保護研究グループ）

2B1105
生物教育における探究活動への日本的自然観の視点導入の検
討-ローカルな生活知とグローバルな科学知との統合を目指し
て-

◯山本容子（筑波大学人間系）

2B1123 地域の自然・生き物から学ぶ 〇苗川博史（元東京農業大学）



口頭発表（Zoomミーティング）第2日目（1月9日）

B会場

11:58～12:49 ヒト・動物の体のつくり／科学教育一般 座長　西郷　孝（生物教育研究所・名城大学）

2B1158
消化の働きを粒子の大きさで捉えることを目的とした教材の
開発と実践

〇長谷美智雄（愛知教育大）・大鹿聖公（愛知教育大）

2B1216 触覚を用いて昆虫の体のつくりを理解する模型教材の開発 〇宮川晃大（愛知教育大）・大鹿聖公（愛知教育大）

2B1234 英語圏・漢字圏の留学生のための生物分野書籍開発について 〇加賀友子（立命館大学・BKC）

C会場

9:00～10:09 高等学校１ 座長　日髙　翼（帝塚山大）

2C0900
生物基礎における「学習評価」を軸としたカリキュラム・マ
ネジメント

〇大谷康治郎（東京学芸大学附属高）

2C0918 「生物基礎」教科書と授業展開を考える 〇西郷　孝（生物教育研究所・名城大農非常勤講師）

2C0936
学術論文を参考にした考査問題作成および生徒への効果の検
討

〇河井昇（大阪府立天王寺高）

2C0954
「生物基礎」の授業に探究過程を取入れた際の、教員の例示
やネット検索等の影響と、その事前工夫について

〇佐野寛子(都立小石川中等教育学校)

10:29～11:38 高等学校２ 座長　市石　博（東京都立国分寺高）

2C1029
植物における情報としての光のはたらきに関する認識調査と
光発芽の学習における新しい生物材料の検討　～探究的な学
習を目指して～

〇田畑裕風（東京学芸大学大学院 教育学研究科）・中西 史（東
京学芸大学 理科教育）

2C1047
蛍光インクを異物として用いた昆虫の血球を使った食作用の
観察・実験における授業実践

○奥村雄暉（鳥羽市立加茂小）・澤友美（皇學館大・教育）・中
松豊（皇學館大・教育）

2C1105 体内環境の維持の学習前後の変化の可視化～KJ法を用いて～ 〇岡本元達（大阪教育大学附属高等学校池田校舎）

2C1123
酵素の基質特異性を色調変化から観察する実験教材の開発と
その有用性

〇赤石裕美恵（東洋大学京北中高）・武田晃治（東京農業大）

11:58～12:31 遺伝子・バイオテクノロジー 座長　苗川　博史（元東京農業大）

2C1158
高等学校「生物」における遺伝子組換え実験に関する教材開
発と実践

〇榎本良祐・笠原恵（兵教大・院）

2C1216
生徒自身のDNA抽出およびPCR・電気泳動によるALDH2遺伝子の
遺伝子型推定

〇藤木真（雙葉中学校・高等学校）
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一般ポスター発表（oVice）第2日目（1月9日）13:40～15:40

2階

P1
小学校1年生生活科の昆虫の体の部位に注目させた観察
における児童の変容

〇西村真耶（伊勢市立明倫小）・澤友美（皇學館大）・田中
美有（皇學館大）・中松豊（皇學館大）

P2 小中学校の生活科及び理科で扱う動物種の比較 〇早川雅晴（植草学園大）

P3 高等学校「生物基礎」において脳死に触れる教材の開発 〇白石直樹（東京都立淵江高）

P4
初期胚発生の観察をテーマにした異校種間連携の実践報
告

〇中村依子（愛媛大学）・真木大輔（愛媛大学教育学部附属
中学校）・向平和（愛媛大学）

P5
次期学習指導要領改定を目指して，高等学校における4
分野を統合した必修理科科目設定の検討

〇都築　功（東京理科大学大学院）・佐野寛子（都立小石川
中等教育学校）・岡本元達（大阪教育大付属高校池田校
舎）・縣　秀彦(国立天文台）・松田良一（東京理科大学大学
院）

P6
個別最適化を実現するドルトンプランにおける理科授業
実践報告

〇宮本裕美子（ドルトン東京学園中高）・西川洋史（ドルト
ン東京学園中高）・伊東佳奈美（ドルトン東京学園中高）・
風間健志（ドルトン東京学園中高）

P7 比色法による溶存アンモニア定量方法の簡易化 〇西川洋史（ドルトン東京学園中等部・高等部）

P8 一枚刃剃刀を用いたパラフィン包埋動物組織の薄切方法 〇塙　宗継（山梨大学）

P9 低価格CO2センサーを活用した新しい光合成実験の実践
〇墨野倉伸彦（立教新座中高）・和泉利香（立教新座中
高）・宇津木春菜（立教新座中高）

中・高校生ポスター発表（oVice）第2日目（1月9日）13:40～15:40

3階

HP01
魚鱗はなぜキラキラしているのか～ウロコの構造・光沢
度・行動に関する研究～

〇小竹智人（佼成学園中学校Ａ）・石井学（佼成学園）

HP02
新しい表現型メダカを創る～異種交配によるオリジナル
品種の作出～

〇太田　陽（佼成学園中学校Ｂ）・石井　学（佼成学園）

HP03 カルシウムがアメリカザリガニに与える影響の検証 〇藤山慶人（佼成学園高等学校）・上野裕之（佼成学園）

HP04 大和川水系石川におけるオオシマドジョウの生活史 ○奥川陽平・櫻井哲平（大阪府立富田林高）

HP05 ウミホタルの嗅覚について 〇寺地優太（近畿大学附属新宮中学校）

HP06 鳥羽市畔蛸町におけるアマモ場の再生に向けた取り組み 〇北川有馬（鳥羽市立長岡中）

HP07
海洋性細菌によるマイクロプラスチック問題の解消を目
指して

〇村上陽向・松本麗・近藤百々花（愛媛大学附属高）

HP08
マツカサガイの生息域外保全技術開発　～ ストップ！
地域絶滅 ～

〇中村柑南・〇渡壁咲希・〇高尾実里・〇山本真慈　（愛媛
大学附属高Ｃ）

HP09
酢屋が植え継いできた酢酸菌と野外で採集された酢酸菌
～糖濃度耐性からみる400年の進化～

〇中原優菜・〇渡部亜弥　（愛媛大学附属高Ａ）

HP10 利便性の高いＣＮＦをつくる酢酸菌株と培養条件の探索 〇相原光希・〇渡壁希美　（愛媛大学附属高Ｂ）

HP11 カブトムシの腸内細菌 〇八巻蒼・〇小池和輝（韮崎高）

HP12
ショウジョウバエのエピジェネティクスによる眼の色の
変化

〇山本裕・〇北田夢咲・〇後藤さつき・〇川口桃果・原田雄
飛・今井優那・崖遥音・沢村瞳月・大仲航星・天岡瑞貴・細
川颯真（大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎）

HP13
卵を産まない寄生バチの雌が種を保存する！？－「トン
トン」するハチの驚くべき行動とその意味について－

〇河原永昌（伊勢高校）

HP14
生物部ホームページを活用した生物学的な調査活動と情
報発信

〇多門宏樹・名古心咲・上部友暉・龍田刀真・中西さくら・
三村八千流・山岡達也・一色田快斗・辻和真・山口晴貴（三
重県立宇治山田高）

HP15 科学技術部の活動を通して学んだこと 〇石川恵雅(三重中学校）

HP16
干鰯は綿を多く収穫できる肥料なのか～松阪もめんと海
のつながり～

〇桐生基史(三重高等学校)

HP17
マイクロプラスチックの作製と小型魚類の摂餌に関する
基礎研究

〇小原芽莉(ドルトン東京中)

HP18 柴犬皮膚由来ガン細胞における長期培養時の性状解析 〇谷本直音(ドルトン東京中)

HP19
植物ポリフェノールによるマスト細胞の Gタンパク質経
路型エキソサイトーシスへの影響

〇小泉菫(ドルトン東京中)

HP20
ココスヤシの乾留による木酢液調製と有効活用に関する
検討

〇原田裕理（ドルトン東京中）

HP21
紫外線がマスト細胞のGタンパク質経路型エキソサイ
トーシスに及ぶ影響について

〇中村友香・横田愛茉（ドルトン東京中）

HP22
植物ポリフェノールのイヌ由来ガン細胞の増殖抑制効果
の影響

〇大和田悠代(ドルトン東京中)

HP23
メキシコサラマンダーの透明骨格標本作成は長期間取り
組む必要がある

〇藤庵純嵩・吉田有紀（ドルトン東京中）

HP24 フジノハナガイの生活史を探る 〇中野優子（皇學館高）

コアタイム  奇数番号:13:40～14:40  偶数番号:14:40～15:40

コアタイム  奇数番号:13:40～14:40  偶数番号:14:40～15:40
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iPS 細胞を用いた神経再生 
 

京都大学 iPS 細胞研究所 臨床応用研究部門 

教授  髙橋 淳 

 

iPS 細胞は自己複製能、すなわち無限に増殖できる性質と、多能性、すなわち身体を構成

するすべての細胞に分化できる能力をもつ。この性質を利用して、病気発症のメカニズムを

解明する研究や新しい薬を見つける研究、さらには細胞移植による再生医療を目指して多

くの研究者が日々研究に励んでいる。 

中枢神経系は再生能力が乏しく、失われた神経機能の回復は非常に困難である。しかし

iPS 細胞を含む幹細胞に関する研究が進み、神経疾患治療において薬物や医療機器とは違う

新たな治療戦略が加わろうとしている。近年 iPS 細胞を用いた神経再生医療が現実味を帯

びており、パーキンソン病はその対象疾患のひとつと考えられている。 

 パーキンソン病とは、中脳に存在しドパミンという神経伝達物質を産生するドパミン神

経細胞が進行性に脱落する神経難病で、手足の震えやこわばりで発症し、次第に動けなくな

る。多くは 50歳以降に発症し、統計では日本に約 16 万人の患者さんがおられる。 

 iPS 細胞を用いてパーキンソン病に対する細胞移植治療を行うには、まず iPS 細胞からド

パミン神経細胞を作製すること、さらにその安全性と有効性を確認することが必要である。

さらに臨床で患者さんに細胞移植を行うには実験室レベルよりはるかに厳しい細胞の品質

が求められる。これらをクリアしてよくやく臨床試験に至る。 

 我々は 2018 年にパーキンソン病患者さんに対する iPS 細胞由来ドパミン神経細胞移植の

臨床試験（治験）を開始した。現在まだ続行中であるが、もし結果がよければパーキンソン

病に対する新たな治療法として認められる。 

 本講演では、まず iPS 細胞について説明し、続いてパーキンソン病に対する治療法開発に

関してどういう考え方で進めてきたかについて紹介する。 
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プロフィール 

 

髙橋 淳（たかはし じゅん） 

 

1986 年 京都大学医学部卒業。京都大学医学部脳神経外科研修医を経て、1989 年に京都大

学大学院医学研究科博士課程入学。1993 年に修了し、博士（医学）取得。その後、京都大学

医学部脳神経外科助手。1995 年から 2年間、米国ソーク研究所(Dr. Fred Gage)でポスドク

研究員として神経幹細胞の研究に従事。1997 年、京都大学医学研究科脳神経外科助手に復

職し、2003 年より同講師。脳神経外科の臨床と並行して、神経幹細胞や ES細胞を用いた再

生医療研究に従事。パーキンソン病に対する細胞移植治療の開発を目指す。2007 年、京都

大学再生医科学研究所、生体修復応用分野、准教授。2012 年、京都大学 iPS 細胞研究所、

臨床応用研究部門教授となり、現在に至る。2018 年に iPS 細胞を用いたパーキンソン病治

療の医師主導治験を開始、現在継続中。 
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１人１台端末時代に合わせた小学校と大学の連携 
 

三重大学教育学部附属小学校 

教諭 前田 昌志 

 

１．「学習の個性化」を実現する小大連携 

大学と連携する最大の意義。それは「学習の個性化」1を実現できることである。小学校において、

探究するコミュニティ（主体的に問題解決を行う共同体、また、問題を解決することに喜びを感じ

る共同体）に成熟した学級集団は、教科書の学びを超えて、より専門性の高い学びを欲する。それ

は、決して専門家による受動的な「出前授業」を欲しているのではない。あくまでも子どもは問題

解決の過程で、「専門性の高い学習活動」を欲しているのである。 

専門性が高い情報、また、それにアクセスできるツール（教材）は大学が持っている。それを現

場教員が問題解決の過程の中に位置づける。つまり、大学のもつリソースを使い、現場教員が単元

を構想することで「学習の個性化」を実現できる学習活動が提供できると考える。 

 

２．「学習の個性化」と1人 1台端末 

令和 3年度からGIGAスクール構想で整備された1人 1台端末により、「専門性の高い学習活動」

を提供できる幅が広がった。ICT は個別化以上に個性化のための道具である。これまでより豊富に

得られる情報を基に、思考・表現・交流の道具として学習者が自ら新しい知をつくることができる。 

 

３．第 5学年「メダカのたんじょう」の実践 

今回、1 人 1 台端末を活用して、第 5 学年理科「メダカのたんじょう」の単元で授業実践を行っ

た。「専門性の高い学習活動」を提供するために、三重大学・後藤太一郎特任教授が開発した端末用

の専用レンズ「ミエル 1mm」を活用する。これまで以上に拡大して観察でき、卵の向きを自由自在

に変えながら胚の拍動、血流を観察できる。また、あわせて学習支援アプリ「ロイロノート・スク

ール」を活用することで、端末上で観察記録の記入、リアルタイムでの共有が可能になる。 

端末のインカメラに置いた専用レンズとプレパラート。そこに直径 1mm のメダカの卵をそっと

乗せる。すると、端末の画面にメダカの卵が大きく映し出される。生き生きとした心臓の拍動と全

身をめぐる血流。そこから伝わる生命の力強さと美しさ。生命誕生の神秘さは、まさに生命領域の

おもしろさである。子どもがそれに迫るには、本物に触れ「よく見る」ことが不可欠である。今回

も、拍動や血流の観察結果から「ヒトのたんじょう」「植物の発芽」と関連付けて考察する姿が見ら

れた。1 人 1 台端末と大学のリソースを効果的に組み合わせることで、これまで見てきた世界の解

像度が上がり、よりおもしろさに迫ることができるのだ。 

 
1 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現

～（答申）令和３年１月２６日,中央教育審議会. 
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図 1 光合成と CO2濃度 

中大連携を活かした問題解決型学習の創造 
筑波大学大学院・多気町立勢和中学校 

教諭 東 啓太 

１，中大連携に至った背景 

 近年 STEAM 教育をはじめとして、理科教師には「分野横断的に科学的に探究する学習活動」

の展開が求められている。このような状況下において、授業改善を目的に三重大学と連携をしなが

ら Core Science Teacher（以下 CST）として、子どもたちの探究心を培う様々な教材教具の開発

に取り組み、それらを子どもたちに還元してきた。現在は、筑波大学大学院に所属し、教育方法学

研究や学習科学に基づいた理科教育学に関わる学びを通して、理論と自身の実践を往還しながらこ

れまでの授業の整理・分析を行い、授業力向上を目標に研修を深めている。 

２，問題解決型学習の展開 

 三重大学から CST に貸与されるデータロガーを実験・観察などの

場面において効果的に活用することで、自然現象の変化を視覚的に捉

え、得られたデータをもとに科学的に分析・考察できる授業づくりに

努めた。中学校 1 年「栄養分をつくるしくみ」の単元において、デー

タロガーの活用を通して、光合成と呼吸における CO₂の増減をデータから読み取り、光合成と呼

吸のはたらきを検証・考察したことにより、生徒の科学的思考力を高め、自ら課題を見出し科学的

に探究する態度の育成につなげることができたといえる。また、中学校 2 年「生命を維持する働

き」の単元において三重大学と連携し教材の研究・開発を行った。糖を含む溶液ほど切り花が長持

ちすることを知ることにより、生徒は糖が吸収されることで生命維持が行われることや、光合成に

よってつくられるデンプンは糖となって植物体に吸収されることを理解できた。研究を通して、動

物と植物の共通性に着眼した新たな実験手法や、課題解決に向けて生徒が自ら探究的に実験を工夫

できる授業展開についての示唆を得ることができた。 

<参考文献>佐藤有紗・東啓太・岡﨑こころ・市川俊輔・後藤太一郎(2021):栄養と吸収の学習に関

する問題解決型授業の開発 三重大学教育学部研究紀要 第 72 巻 自然科学(2021)57-67 頁 

３，探究的な学びの実現へ向けた中大連携授業 

 GIGA スクール構想により導入された一人一台タブレット端末は、子どもたちの学びを時間的・

空間的制限から解放し、あらゆる知識・技能的財産へのアクセスを可能にした。このような状況下

において、「分野横断的に科学的に探究する学習活動」を展開させていくためには、中学校は単に

大学を高度な知識・技能等の伝達者として見るのではなく、大学との連携を子どもたちの探究プロ

セスの中に組み込み、探究的な学びの連続性を保障する必要があるのではないかと考える。中学校

と大学は、それぞれが教育機関として持つ役割や機能を保持しつつ、新たな次代の創成者となる子

どもたちの成長を支援する横並びの関係性を持った一つの共同体となることが重要なのではない

だろうか。そしてこの共同体は、本来子どもたちが科学的に探究する学習活動に存在しない校種や

分野の領域を越えた深い学びを実現させる可能性を持つのではないかと考える。 
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「伊勢志摩版循環型連携モデル」の構築 
 

三重県立伊勢高等学校 

教諭  藤原 良幸 

 

 本校は，三重県南部地域における理数教育の中核的拠点校として，全国レベルで活躍できる科学

技術系人材の育成，地域の課題と向き合う探究活動の実施等に取り組んでいる。本校が所在する伊

勢志摩地域には，豊かな自然を背景に先進的な研究を行っている研究施設が点在するとともに，高

度な伝承技術が存在しており，これらの地域資源は，本校における理数教育の充実に大きな役割を

果たしている。その一方で，本校では約８割の生徒が新しい科学的発展に関心を持っているにもか

かわらず，科学研究や技術開発に対する具体的なイメージを持つことができていない生徒が多い。

この課題を解決するために，本校ではこれまでに積み上げてきた成果を広く地域に還元するととも

に，地域資源を活用した取組を推進していくことで，次代を担う人材の育成を中心とした，地域に

おける理数教育の中核的拠点校としての役割を果たしていきたいと考えている。 

そこで，本校では教員養成課程を有する大学と連携し，小学校および中学校とも連携した「伊勢

志摩版循環型連携モデル」の構築を図る取組を行っている。本報告では，その中で大学と連携した

取組に関する事例について報告する。 

 

１．課題研究講座，実験講座の実施 

 本校では皇學館大学教育学部生物学教室と連携し，課題

研究等の指導を受ける機会を設けている。皇學館大学は本

校に隣接しているため往来が容易で，双方の都合が合えば

いつでも指導を仰げる状況を最大限に生かし，専門性の高

い課題研究の実現を目指している。また，１年生の希望者

向けに，皇學館大学の先生方や学生のみなさんの指導のも

と，生物の実験講座を実施している。こちらも専門的知識

や技能の習得に加え，人間関係形成力や社会参画力等を育

む良い機会になっている。 

 

２．国際科学オリンピック強化講座，医学部講座の実施 

 本校は文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）に指定されており，国際舞台で

活躍できる科学技術系人材の育成に取り組んでいる。その一環として，三重大学をはじめとした大

学の先生方による「国際科学オリンピック強化講座」を実施している。また，三重大学医学部の先

生および学生による医学部講座を実施している。これらの講座を通じてより高度な専門知識に触れ

ることにより，生徒の科学技術に対する関心を高める機会になっている。 

生物実験講座 
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専門的視点から創る生きた教材と連携 
 

皇學館大学教育学部 

助教  澤 友美 

背景と目的 

科学技術立国である日本にとって理科離れは国家の繁栄に関わる深刻な問題と危惧されており、児童生

徒の理科に対する興味・関心の持続・向上は極めて重要といえる。 

しかし、学校現場では教員が実験の準備を行う時間が少なく、また、実験材料として動物を扱うことは

容易なことではない。また、本学は毎年県内外に多くの教員を輩出しているが、教育実習の他に学校現場

で学ぶ機会が少なく、在学中における学生の経験値は十分に高いとは言い難い。そこで、教材開発や授業

のアシスト、学生のスキル向上を目的として出前講座を企画・運営した。 

 

出前講座のモデルの構築 

小学 3年生の理科ではモンシロチョウなどを用いて昆虫の変態を観察するが、モンシロチョウが蛹や成

虫に発育できず死んでしまうことがある。児童にとって不思議なこの現象は、アオムシサムライコマユバ

チという寄生蜂がモンシロチョウの幼虫に寄生したため起こることであり、寄生という概念を学習する貴

重な教材になり得る。本研究室では同じチョウ目昆虫であるアワヨトウとそれに寄生する寄生蜂を一年中

継代飼育し、生理学的な研究を行っている。研究から得られた知見や昆虫の特性を活かすことで児童が抱

く疑問に迫り、実感を伴った理解に繋がる教材の開発が可能であると考えた。出前講座は授業の進行、観

察・実験のアシスタントなど全て学生が担当し実施している。この講座は伊勢市環境課や伊勢市教育委員

会と連携し、伊勢市小学校校長会や教員同士の繋がりを通じて告知し、小学校から依頼を受けることで成

立している。事前に伊勢市役所職員と学生の代表数名で小学校にて打ち合わせを行い、授業や児童に対す

る配慮等を確認し、その後当日の出前講座を実施している。 

 

出前講座の拡充 

 最初は小学 3 年生理科の昆虫の単元を中心に教材を開発したが、小学 6 年生理科の生き物のつながり、

小学1年生生活科の自然観察においても教材を開発し学年や内容の幅を広げている。更に、保育所・幼稚

園、高等学校生物基礎の免疫分野においても昆虫を活用した教材を開発した。また、学校現場だけでなく、

三重県総合博物館、名古屋市科学館など連携機関への出前講座も行っている。 

 

理想の連携 

 一過性の出前講座ではなく継続的に実施することで児童・生徒の理科に対する興味関心の持続向上に繋

がると考えられる。また、昆虫のみならず、他の動物や植物を用いた教材の開発を行い、豊富なバリエー

ションを持つことや、出前講座を現場の教員が進行し、アシストする学生の人数を最小限にとどめること

で実施校の数の拡大を図りたいと考えている。今後は、伊勢市のみならず、他の市町村への出前講座の実

施や地域の人材登用、また出前講座をカリキュラムに導入し単位化することで、地域連携や学生の現場経

験の充実を目指そうと考えている。 
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自然環境リテラシー学による 
自然体験・実感プログラムの開発と地域連携 

 

坂本竜彦（三重大学・大学院生物資源学研究科・教授） 

山本康介（同・伊勢志摩サテライト・助教）、山本慧史（同・東紀州サテライト・研究員） 

竹端彬良（同・博士前期課程１年生） 

１． 自然環境リテラシー学とは？ 

自然環境リテラシー学は、持続可能な社会づくりを目指し、自然と共生して生きていく考え方や方法を、

その地域の自然に即して広めていく総合的・実践的な教育研究分野である。環境問題や地球温暖化問題な

どを自分ごととして捉えていくためには「自然の中における自分」、「自分の中における自然」を認識の中

で形成していく必要がある。しかし、大学生のみならず、子どもたちも大人たちも教育現場の教員も「危

ないから行くな」的に自然の中で思い切り遊ぶという経験が圧倒的に欠落しており、この現状を変えてい

く必要がある。自然環境リテラシー学は三重大学・生物資源学部において４年前に開始し、これまでに300

名ほどの大学生が受講した。実習は、海での実感的・体験的学習を核として、ライフジャケットの付け方、

パドリング技術の基礎、シーカヤック実習・ツーリングなどを行い、また、天気、海気の読み方、航海法

の基本、キャンピングの基礎などを学ぶ。また、山での活動（軽登山、薪づくり、林業体験など）、川での

活動（SUP、カヌー、カヤック、生態系調査など）、地域でのサイクリングなど、自然環境を体験・実感す

る様々な活動を行う。実習は土日を使った１泊2日〜４泊５日の合宿形式で行う。 

2. 自然環境リテラシー学を学んだ学生による地域との連携〜とくに、小学校での展開 

受講大学生は、海、山、川などの自然環境を体験・実感的に学び、自然の中での様々なアクティビティ

を通して、安全管理・リスク管理・危機管理などを知って、これを広く人々に伝えていく人材に成長して

いる。受講大学生を中心に年間を通して活動するサークル「自然環境リテラシークラブ（NELC）」、及び、

より専門的に自然環境リテラシーを普及する任意団体「NELCrew」を作り、「地元の自然を知り、リテラ

シ〜を広める」活動を地域展開している。まず、地域で自然環境ガイドを行うプロのインストラクターに

協力してもらって実習を行う。加えて、地元の自然を知る、地域の観光コンテンツを開発する、地域の人

材育成や次世代教育を行うという観点から、地方自治体（これまでに、尾鷲市、紀北町、南伊勢町、大台

町、明和観光商社、三重県）と連携実施する。大学生の実習を地域の方々と連携して行って指導者となる

大学生を育成し、成長した学生が今度は連携自治体に入って、地域の小学生の自然体験実習を行う。例え

ば、尾鷲市では、「山育・森育・おわせ行く（令和１年、宮乃上小学校４年）」、「川育・雨育・おわせ行く

（令和 2 年、矢浜小学校４年）」、「海育・とと育・おわせ行く（令和 3 年、向井小学校 ４・６年）」など

のプログラムを開発し、市内の全小学校、他の学年でも展開している。南伊勢町では、南島東小学校との

連携体験講座、南伊勢教育委員会が進める「ふるさと教育」との連携、明和町大淀小学校「海の体験学習

（令和3年度）」などを行なっている。三重県とは「みえアウトドアヤングサポーター育成事業」で連携し

ている。現在、UNESCOが行っているOCEAN LETERACYの展開に倣って、未就学〜大学までの総合

的な自然環境リテラシー教育の仕組みと実践を体系化、より広く展開していく方向を模索している。 


