
令和２年度上伊那理科教育研究会 総会・研修会 資料

Ⅰ 日 時 令和２年５月１５日（金） １８：３０～１９：３０

Ⅱ 会 場 伊那市市立東部中学校 理科室

Ⅲ 内 容

１ 総 会 １８：３０～１９：３０ 【進行 事務局】

（１） 開会のことば （事務局）

（２） 会長あいさつ （会長）

（３） 役員及び研究会組織について（提案 事務局）

（４） 令和元年度（平成３１年度）事業報告、会務・会計報告

① 事業報告 （事務局）

② 会計報告 （事務局） 監査報告（副会長）

（５） 令和２年度 事業計画・予算案審議

① 事業概要 （事務局）

② 予 算 案 （事務局）

（６） 信州理研 更埴大会について （事務局）

（７） 令和２年度信州理研 研究の方向について（授業研究委員長）

（８） 各委員会打合会 １８：５０～１９：１０ 【進行 各委員長】

◯授業研究委員会 ◯自然研究委員会 ◯編集委員会

◯ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委員会 ◯夏期講習委員会

（９） 各委員会より報告 （各委員長）

（10） その他 諸連絡

（11） 閉会のことば （事務局）
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令和２年５月２０日

平成３１年度 上伊那理科教育研究会 事業報告
１ 組織
【会員】７８名
【役員】会 長： 柳田 義照（辰野東小）

副会長： 山﨑茂則（美篶小） 斉藤辰幸（手良小） 山内伸治（箕輪北小）
北村勝行（高遠小） 小出 豊（高遠北小） 小池 創（東春近小）

顧 問： 戸谷省吾
事務局 久保田智之（南箕輪小）宮崎 淳（辰野中）寺島 努（東部中）

金山 賢（美篶小） 林 久美（長谷中） 大日方正壽（富県小）
友野裕一（西箕輪小）松崎善幸（辰野東小） 岡村真弓（長谷小）

◎北島茂充（東中）〇北澤 夏樹（西春近北小） 山本 訓子（辰野中）
小林 高志（辰野東小） 清水賢一郎（南箕輪中）

【委員会】 ○授業研究委員会（小学校部会・中学校部会）
○自然研究委員会 ○編集委員会 ○ホームページ委員会
○夏期講習委員会

２ 活動経過
（１）定期総会 ５月２０日（水）１４：００～１４：５０ 於 伊那市創造館 講堂

【内容】①平成３１年度役員及び研究会組織について
②会長挨拶、平成３０年度事業報告・会務会計報告
③平成３１年度事業計画・予算案審議
④各委員会の本年度事業計画の打ち合わせ
⑤平成３１年度信州理研下伊那大会にむけて

（２）研修会 ５月２２日（水）１５：００～１６：１５ 於 伊那市創造館 講堂
「第 40回郷土研究部 自然の部発表会」から学ぶ
①天竜川上流におけるサギ・カモ類 野鳥班 宮澤良友先生（南箕輪小）
②辰野町荒神山のミヤマシジミの生息の現状 動物班 小池尚美先生（辰野中）
③オオムラサキの生態について 動物班 柳田義照先生（辰野東小）
④上伊那・天竜川水系の湧水 陸水班 坂下 正先生（伊那東部中）
⑤上伊那地方における局地気象の研究 その３９
2018「猛暑」を「上伊那の自然」からとらえる 天文気象班 宮原俊一先生（箕輪中）
⑥戸台の石灰岩層と秋葉鍾乳洞について 地質班 唐澤 茂先生 (高遠北小)

山本 聡先生（美篶小）
細田一成先生（赤穂南小）

（３）探鳥会 ４月２８日（日） 駒ヶ根市大沼公園周辺
赤穂公民館との共催
【講師】 吉田保晴先生（赤穗東小学校） 飯澤 隆先生（上伊那教育会）

宮澤良友先生（南箕輪小学校） 松崎善幸先生（辰野東小学校）
大木島学先生（西箕輪中学校） 濱 利幸先生（南箕輪中学校）
※上伊那理科教育研究会６名の先生に講師をしていただいた。

（４）夏期講習会 ８月１日（木）・ ８月２日（日） ※木曽支部と合同開催
①臨地講習 大沼湖周辺
②語る会 ・・・「駒ヶ根ユースホステル」木曽支部と合同情報交換会
③授業研究会・・・教育課程研究協議会に向けて審議

（５）信州理科教育研究会 下伊那大会 参加
大会テーマ 「自然を主体的に探究する力を育てるための素材の教材化と学習過程の究明」
①期日 １１月８日（金）・９日（土）
②会場 飯田市立鼎小・鼎中学校
③領域 【小・中】

※公開授業と各支部からのレポート協議
①見通しをもった観察・実験を進める学習過程
②科学的に深め合う学習過程

ポスターセッション 宮原俊一教諭（箕輪中）
④信州理研を語る会・信州理研総会・講演会
⑤自然研究発表 戸台の石灰岩層と秋葉鍾乳洞について

地質班 唐澤 茂先生 (高遠北小)
山本 聡先生（美篶小）
細田一成先生（赤穂南小）

⑥ポスターセッション（研究の展示発表）
2018「猛暑」を「上伊那の自然」からとらえる 上伊那理研気象班

（６）授業研究会
①６月２０日（木）西箕輪中学校２年「酸化と還元」 大木島 学先生
②７月１２日（木）辰野南小学校４年「とじこめた空気」 山崎 健二先生

③ 11月 28日（木）東春近小学校四年「もののあたたまり方」 小川 美穂先生
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（７）理科実験実験講習会 ２月１５日（土）
内容 「日々の授業実践に役立つ教材・教具と指導方法」 （株式会社 ナリカ）
会場 伊那市立東部中学校

（８）上伊那理研だより発行・ホームページ更新
・理科研究会の活動の状況を随時伝える。
・「理研だより」をそのままホームページにアップする。

（９）その他（他団体の活動への協力）
①信州理研寄稿関係 会誌：会員の声（参加者） 会報：支部から（事務局）
②Ｈ３１年度以降の会計（収入・支出）及び活動の見通しを検討

３ 令和２年度の方向と課題など
（１）上伊那理研からの発信

・上伊那理研だよりの発行やホームページに更新など活動の発信を丁寧にすすめる。
（２）令和２年度信州理研更埴大会に向けて自然研究と授業研究をすすめる

・令和２年１１月６日（金）７日（土） 千曲市立治田小学校・更埴西中学校
（３）理研組織の見直し（小学校の先生方の会員増・役員組織の検討）
（４）令和元年度以降の会計（収入・支出）及び活動の見通しを検討
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令和２年５月２０日
上伊 那理研事務 局

令和２年度 上伊那理科教育研究会 事業計画（案）

１ 上伊那理科教育研究会総会
（１）期日 ５月２０日（水） １４：００～１６：３０（新型コロナ感染防止のため中止）
（２）会場 伊那市創造館 講堂

２ 小中授業研究会 の部分が今回提案された内容になります

１）今年度は、各小中学校における授業研究は見合わせる。
２）各校における工夫、分散登校中・今後の理科授業（できることや工夫など）、様々な

悩みなどの情報共有。
３）個人研究を進めてもらう。（個人研究については、ポスターセッションのように提出してい

ただいた先生へ「研究費」などをお支払いすることも検討していく）
＊（２）（３）について実施方法など授業研究委員会の先生方と検討していく。

３ 探鳥会（赤穂公民館との共催事業）
（１）期日 ４月２６日（日） （新型コロナ感染防止のため中止）
（２）場所 駒ヶ根市「大沼池周辺」

※上伊那理科教育研究会会員６～８名で講師を務める

４ 夏期研修会
（１）期日 ７月３０日（木）・ ７月３１日（金） （新型コロナ感染防止のため中止）
（２）場所 木曽地区
（３）宿泊 未定

※詳細は木曽支部に一任
※授業研究会は授業研究委員会の計画で、教育課程指導案や信州理研レポート
発表の審議を中心に行う。

５ 信州理科教育研究会 更埴大会 参加
大会テーマ 「自然を主体的に探究する力を育てるための素材の教材化と学習過程の究明」

（１）期日 １１月６日（金）・７日（土） （新型コロナ感染防止のため中止）
（２）会場 千曲市立治田小学校・更埴西中学校
（３）領域 【小・中】

※公開授業と各支部からのレポート協議
①見通しをもった観察・実験を進める学習過程
②科学的に深め合う学習過程

※講演会
６ 研修・実験講習会
（１）研修会または講演会 → ２学期中に全体での研修会を計画する。

期日 ５月２０日（水）（伊那市創造館）（新型コロナ感染防止のため中止）
講師 内容 未定

（２）教材研究会または実験実技講習会
期日 ２月中旬
会場 未定
内容 の 部分が今回提案された内容になります

①小中連携と教材研究
・理科専科がいなかったり、理科の免許をもった先生もいない学校や理科の免許が
なく学級担任をしながら理科を教えている先生方の苦労している単元や悩みにつ
いて実態調査し、理研の先生方に解決方法などをアドバイスしてもらう機会の設
定。

・小中の学習内容を見通して、小学校でどんな学習をし中学校へつなげたらよいか、理
科における小中連携の方向を探る。

②授業研究
・信州大学教育学部理科教育コース 三崎 隆教授をお招きして、「学び合い」による
アクティブラーニングのライブ出前授業をしていただく。
＊実施方法など自然研究委員会の先生方と検討していく。
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７ 上伊那理研だより発行・ホームページ更新
（１）理科研究会の活動の状況を随時伝える。
（２）「理研だより」をそのままホームページにアップする。

８ その他（他団体の活動への協力）
（１）信州理研会誌関係 ①支部から（事務局）②会員の声（ ）
（２）信州理研更埴大会 ①ポスターセッション参加
（３）信州理研「台湾 自然観察の旅」 ８月
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令和２年 ５月２５日

上伊那理研事務局

521,210 円

521,210 円

0 円

項  　目 本年度予算額 前年度決算額 増減 備考

前年度繰越金 249,710 162,401 87,309

会　費   @2000 147,500 153,500 -6,000 (2000円×7２名　3000円×1名　500円×1名)

教育会助成金  @1000 74,000 77,000 -3,000 74名

信州理研より研究補助金 50,000 50,000 0

雑収入 0 17,001 -17,001 本年度の探鳥会は中止のため、駒ヶ
根市からの補助はなし

合　　計 521,210 459,902 61,308

項　　目 本年度予算額 前年度決算額 増減 備考

１　総会費 0 0 0

２　講習会費 50,000 23,000 27,000

　（１）探鳥会 0 18,000 -18,000 本年度の探鳥会は中止

　（２）教材実技講習 50,000 5,000 45,000

３　施設見学会 0 0 0

４　研修費 144,000 69,192 74,808

　（１）会場謝礼 24,000 8,000 16,000 授業研究会・講習会等(3,000円×8回） 実験講習会の会場謝礼も含む

　（２）研修 100,000 61,192 38,808 ２学期に研修会を計画

　（３）全県大会参加補助 0 0 0

　（４）自然研究補助 20,000 0 20,000 部会研究費等 部会での教材費等

５　委員会費 100,000 0 100,000 理研だより紙代等

６　通信事務費 3,000 0 3,000  

７　信州理研会費 36,500 114,000 -77,500 500円×7３名
令和２年度に限り会費を５００円
とする。(本部より連絡）

８　予備費 187,710 4,000 183,710 元年度は会長退任花束代4000円支出のみ

９　返金 73,000 0 73,000 返金(1000円×7３名)

　合計 521,210 210,192 311,018

差引総額（繰越金）

２　収入の部

３　支出の部

※１　信州理研の会費が令和2年度に限り、１人500円となるため、本年度信州理研に入会していただいた先生方には後日１
人1000円を返金させていただきます。

令和２年度 上伊那理科教育研究会　予算書（案）

１　収入総額・支出総額

収入総額

支出総額
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