
研究集録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

埼玉県理科教育研究会 

埼玉県連合教育研究会 



ま え が き 

 

                    埼玉県理科教育研究会 会長 引間 和彦 

 令和３年度の埼玉県理科教育研究会の諸事業が、新型コロナウイルス感染症対応の中、無事に終了

するとともに、その成果の概要を研究集録としてまとめることができましたことは、喜びにたえません。 

 特に今年度は、昨年度中止とした埼玉県科学教育振興展覧会がオンライン審査等を工夫し、県教委と

の共催を得て復活開催することができました。感染症対策から展覧会の形はまだ実現が難しかったも

のの、自然科学分野を自由研究したいという子どもたちの心の灯を消すことなく実施できたことには

とても意義があります。そして、教員の働き方改革との兼ね合いの中、実際の運営に関しまして、大変

多くの理科関係の先生方、会場校の先生方の御協力を得まして、ここまで事業を継続できましたことは、

埼玉県の理科教育関係者の層の厚さを物語るとともに、皆様のご協力に深く感謝いたします。 

その他、「理科教育研究発表会（教員の部、児童生徒発表の部）」、小・中学校の各調査委員会の活動

などの諸事業もオンラインなどを工夫して行われました。感染症予防を最優先しながら、理科教育に関

する情報交換や研究成果の共有という点からも成果が上がりました。限られた時間の中で効率よく実

践を進め、本年度も素晴らしい発表や報告が数多く報告されています。教員の部、児童生徒の部でも、

実践に基づいた研究という点で、発表の内容もますます充実してまいりました。これらは、県内におい

て理科教育に携わってこられた関係の皆様の御尽力の賜物であるとともに、児童生徒の理科への興味・

関心を高めることのできる指導力のある熱意のある教員の育成が図られてきた結果であると思います。 

結びに、本研究会の事業の推進にあたりまして、御指導、御支援をいただきました埼玉県教育局、各

市町村教育委員会の皆様、埼玉大学の先生方、関係各位、事務局として活動いただきました埼玉大学教

育学部附属小学校及び中学校理科部の先生方に深く感謝申し上げます。 

 



Ⅰ 指導法研究委員会 

小学校理科指導法研究委員会 

１ 研究主題 「理科における資質・能力を育成する指導の工夫 

～GIGAスクール構想における１人１台端末の活用を通して～」 

２ 研究内容 

今年度は、「理科における資質・能力を育成する指導の工夫～GIGA スクール構想における１人１台端末の活用

を通して～」をテーマに研究を進めてきた。県内の活用状況や活用方法を共有したり、単元ごとにどのような使

い方ができるのか検討したりした。 

また、個人研究として、各自の実践を基に、研究内容の発表を通して協議し、深めることができた。委員の先生

方に御執筆いただいた実践事例は、埼理研のホームページにて紹介している。 

 

３ 委員会の構成 

顧  問 柿沼 宏充 県教育局市町村支援部義務教育指導課指導主事 

          岩﨑雄二郎  さいたま市教育委員会学校教育部指導 1課主任指導主事 

委 員 長  引間 和彦 さいたま市立尾間木小学校校長  

副委員長  箕輪 進司 深谷市立深谷西小学校長 

 

委 員（各支部代表） 

  石井 明輝 （川口・川口市立青木中央小学校）    市川 亮 （入間・所沢市立柳瀬小学校） 

野口 亮平 （蕨・蕨市立中央東小学校）       大舘 良明（入間・所沢市立若松小学校） 

 谷津 香奈子（草加・草加市立清門小学校）      阿彦あかり（比企・東松山市立新宿小学校） 

  髙澤  佳那（鴻巣・桶川市立加納小学校）      北原  直（秩父・小鹿野町立三田川小学校） 

髙橋  恭之（上尾・上尾市立大谷小学校）      石井 竜司（児玉・本庄市立児玉小学校） 

  新海  智哉（さいたま・さいたま市立大宮北小学校） 大工 廻朝晴（大里・深谷市立花園小学校） 

  髙野  智大（さいたま・さいたま市立浦和大里小学校）木鋪  祐 （北埼・加須市立岩瀬小学校） 

八嶋   麗（さいたま・さいたま市立上小小学校）  鳥飼 貴司 （埼葛・吉川市立旭小学校） 

 

幹 事   塩盛 秀雄（埼玉大学教育学部附属小学校） 

 肥田 幸則（埼玉大学教育学部附属小学校） 

関根 達也（埼大大学教育学部附属小学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中学校指導法研究委員会         

 

１ 研究主題「資質・能力を育成する授業」 

 

２ 研究内容 

今年度は、物理・化学・生物・地学の分野ごとに「資質・能力を育成する授業」について検討した。その後、

各委員の学校で実践し、その成果と課題を明らかにした報告書を埼玉県理科教育研究会のＨＰに掲載して、広く

活用してもらうことを目指す。 

 

３ 構成委員 

顧  問 大澤 正樹 県教育局市町村支援部義務教育指導課指導主事 

岩﨑雄二郎  さいたま市教育委員会学校教育部指導１課指導主事 

委 員 長  引間 和彦 さいたま市立尾間木小学校長 

副委員長  竹田   聡 川越市立霞ケ関中学校長 

 

委 員（各支部代表） 

  折田 悠里（川口・川口市立安行東中学校）     堀口 輝樹（入間・狭山市立堀兼中学校） 

遊馬 大陽（蕨・戸田市立戸田中学校）       大澤  悠（比企・東松山市立北中学校） 

宮川 遼大（草加・草加市立草加中学校）      町田 翔平（秩父・小鹿野町立小鹿野中学校） 

    入野  岳（朝霞・朝霞市立朝霞第一中学校）    樋口 拓哉（児玉・本庄市立本庄南中学校） 

  関口 正悟（鴻巣・鴻巣市立鴻巣南中学校）     富田 真人（大里・深谷市立深谷中学校） 

志村 正好（上尾・上尾市立大石中学校）      齋藤 安彦（北埼・羽生市立東中学校） 

   塚原 益夫（さいたま・さいたま市立大谷口中学校） 高橋 修平（埼葛・幸手市立幸手中学校） 

大嶋 陽介（さいたま・さいたま市立大成中学校） 

  加茂 誠太（さいたま・さいたま市立与野南中学校） 

 

幹 事  山本 孔紀（埼玉大学教育学部附属中学校） 

谷津 勇太（埼玉大学教育学部附属中学校） 

伊藤 悠昭（埼玉大学教育学部附属中学校） 

 



Ⅱ 理科教育研究発表会 

１ 教員の部 

 

１ 期 日 令和３年８月１８日（水） 

２ 会 場 オンライン発表 

３ 指導者  

埼玉大学教育学部 教授                             小倉   康  

県教育局市町村支援部義務教育指導課  指導主事                 柿沼  宏充 

さいたま市教育委員会学校教育部教育研究所 主任指導主事              赤地  芳輝  

副会長  白岡市立白岡東小学校長                          小川 哲也 

さいたま市立大宮北中学校長                        冨田  英雄 

川越市立霞ヶ関中学校長                          竹田   聡 

４ 担当者 

入間支部長      日高市立高萩中学校長                       島津  芳久 

 入間市副支部長  狭山市立狭山台中学校長                      小山  哲也 

 入間市副支部長  所沢市立柳瀬小学校長                      本澤  智巳 

５ 幹 事 

事務局      埼玉大学教育学部附属中学校教諭                谷津  勇太 

埼玉大学教育学部附属中学校教諭                 伊藤  悠昭 

埼玉大学教育学部附属小学校教諭                 塩盛 秀雄 

埼玉大学教育学部附属小学校教諭                  肥田 幸則 

担当幹事      埼玉大学教育学部附属中学校教諭                 山本  孔紀 

埼玉大学教育学部附属小学校教諭                 関根 達也 

６ 発表者・発表テーマ一覧 

（１）小学校教員の部 

①全ての児童を主体的に観察・実験に取り組ませる研究 

北埼玉支部   加須市立大利根東小学校    小口 義孝 

②理科の見方・考え方を働かせる地域教材の活用 

比企支部    東松山市立新宿小学校     權田 尚岳 

③書く力の向上で、もっと理科が好きになる！？ ～２年間の実践を通して～ 

秩父支部    秩父市立影森小学校      笠原 祐希 

④学習する意義や有用性を実感させ自ら課題を解決する能力の育成  

～小中学校の系統的思考フローチャートの作成・活用を通して～ 

川口支部    川口市立青木中央小学校  石山 和之 

⑤学び続ける子どもをはぐくむ理科教育の工夫改善  

～みんなが取り組み、みんなで好きになる学びの創造～ 

さいたま支部  さいたま市立高砂小学校    亀山 愛友 

⑥理科好きな児童を育てる指導～第３学年の実践を通して～ 

大里支部    深谷市立川本北小学校     武井 一郎 

  ⑦ミライシードを活用した授業展開の構想 



児玉支部    本庄市立中央小学校      野村 晃一 

⑧一人一人が必要性をもって課題解決に向かう指導法 

                    入間支部    三芳町立藤久保小学校     宮﨑 大輝 

（２）中学校教員の部 

①振り返りシートを活用した学習方略の形成と向上 

秩父支部    秩父市立秩父第一中学校    針生 航太 

②プログラミング教育を組み入れた中学校理科教育カリキュラムの開発  

～理科とプログラミングを一体的に学習するパラレルストーリー型カリキュラム～ 

さいたま支部   さいたま市立指扇中学校    野口 祥太 

③学ぶ意欲を高め、主体的に考えて表現できる生徒を育成する理科授業 

～建設的相互作用がもたらす主体的・対話的で深い学び～ 

埼葛支部     八潮市立八幡中学校      花岡 大輔 

④主体的・対話的で深い学びの実現につながる指導法の研究 

～多様な考えから答えを導き出すジグソー法～ 

                 入間支部     所沢市立中央中学校      島﨑 仁志 

⑤パフォーマンス課題を意識した逆向き設計による授業実践  

大里支部     深谷市立岡部中学校      本庄 秀行 

 

 

 

◎ 理科教育功労賞 

 埼玉県理科教育研究会会長   さいたま市立尾間木小学校  校長    引間 和彦 

 

◎ 研究発表優秀賞 

  【小学校教員の部】 

 学習する意義や有用性を実感させ自ら課題を解決する能力の育成  

～小中学校の系統的思考フローチャートの作成・活用を通して～ 

川口市立青木中央小学校   教諭     石山 和之 

【中学校教員の部】 

プログラミング教育を組み入れた中学校理科教育カリキュラムの開発  

～理科とプログラミングを一体的に学習するパラレルストーリー型カリキュラム～ 

さいたま市立指扇中学校   教諭     野口 祥太 
 

表 彰 第５５回 埼玉理科教育賞 



学ぶ意欲を高め、主体的に考えて表現できる生徒を育成する理科授業 

～建設的相互作用がもたらす主体的・対話的で深い学び～ 

八潮市立八幡中学校 教諭 花岡 大輔 

１．要旨 

 近年の国内外調査結果と新学習指導要領から、子どもたちに「主体的・対話的で深い学び」をさせる

ような授業作りが求められている。本研究の目的は、Miyake（2019）において定義されている建設的

相互作用を活用した、知識構成型ジグソー法を用いた授業プランを開発・実践し、その効果を検証する

ことである。効果検証のため中学校 1年生～3年生までの 3年間、知識構成型ジグソー法を用いた授業

プランを実践してきた本校生徒と、知識構成型ジグソー法を用いた授業プランを実践していない同市他

4校の生徒をアンケートによって比較した。アンケートは、大髙（2020）がこれからの中学校理科の課

題として挙げている①学力を下支えする意欲や態度②観察・実験の結果などを整理・分析した上で解釈・

考察・説明する力、この 2点について評価ができるように、選択式アンケートと記述式問題を併用した。 

 

２．研究の仮説・研究の流れ 

まず、主体的・対話的で深い学びが成り立つための根幹となるのは子どもたちの学びに向かう姿勢だ

と考える。「面白そうだ。」「考えてみたい。」と思えるような課題を提示したとき、子どもたちは自然と

学びへ向かっていく。そして、意欲にあふれた子どもたちに知識構成型ジグソー法を用いた授業プラン

を実践することで、子どもたちは主体的・対話的で深い学びをすることができるようになるのではない

かと考えた。 

 本研究では、学ぶ意欲を高め、主体的に考えて表現できる生徒を育成することを目指し、魅力的かつ

知識構成型ジグソー法が活用できそうな課題を 1年間で複数作成し、それを 3年間通して実施していく

（図 1）。実際に行った知識構成型 

ジグソー法を用いた授業プランを表 1に、 

事後アンケートの項目を図 2に示した。 

 

図 1 研究の流れ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 知識構成型ジグソー法を用いた授業プラン 

学年 学習内容 

1年生 ① 状態変化と粒子モデル 

② 水とエタノールの蒸留 ☆ 

③ 大気圧 ☆ 

2年生 ① 消化と消化液 

② 肝臓のはたらき 

③ 電流の大きさ ☆ 

④ 電圧の大きさ ☆ 

⑤ 雲のでき方 ☆ 

⑥ 季節風はなぜふくのか 

3年生 ① 遺伝子の組み合わせ 

② 土の中の微生物のはたらき 

③ 日本の四季 

☆がついている部分は事後アンケートにて「観察・

実験の結果などを整理・分析した上で解釈・考察・説

明すること」の力が定着したかどうかを判断するた

めに使用した学習内容である。 

 

図 2 事後アンケートの項目 

【研究期間】 

・平成 30年 4月～令和 2年 7月 

【研究の対象者】 

・八潮市にある中学校 5校の平成 30年 4月 

入学者 638人 

【事後アンケート実施時期】 

・令和 2年 7月 

【アンケート】 

①あなたは理科の学習が好きですか？ 

ア、 嫌い イ、どちらかというと嫌い 

ウ、どちらかというと好き エ、好き 

【問題】 

①水とエタノールが混ざってしまった。この混合物

からエタノールを取り出すための実験方法を、でき

るだけ詳しく教えてください。 

②空き缶の中に水を入れて沸騰させます。その後、

空き缶のふたを閉めて机の上に放置すると、空き缶

がつぶれた。どうしてこのような現象が起きたの

か、その理由をできる限り詳しく教えてください。 

③次の回路で点Ａと同じ大きさの電流が流れてい

ると考えられる場所はどこでしょうか。 

「Ａ＝ 」の等式で書けるだけ書いてください。（＋

や－も使ってＯＫ） 

④次の回路でＡＨにかかる電圧と同じ大きさの電

圧がかかっていると考えられる場所を全て記号で

答えてください。「ＡＨ＝ 」の等式で書けるだけ

書いてください。（＋や－も使ってＯＫ） 

⑤雲はどのようにして発生するのか。雲の発生の仕

方をできる限り詳しく教えてください。 



３．結果 

 事後アンケートの「理科の学習が好き 

ですか？」では、ア～エの問いに対して 

1～4点を対応させた。①～⑤の問題で 

は、子どもたちが記述した内容について 

プロトコル分析の考え方を用いてこちら 

が設定したキーワード 1つにつき 1点ず 

つ得点を加算していった。 

 この結果に対して等分散を仮定した 2 

標本による検定を行ったところ、学力を 

下支えする意欲や態度（表 2・グラフ 2）、 

観察・実験の結果などを整理・分析した 

上で解釈・考察・説明する力（表 3、4、 

5、6、7・グラフ 1）、無回答の数（表 8・ 

グラフ 1）それぞれについて有意な差が 

認められた。特にアンケートを実施する 

直前に学習した、雲のでき方（表 7・グラフ 1） 

についての問題で顕著な有意差が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

今回の研究結果で、①学力を下支えする意欲や態度②観察・実験の結果などを整理・分析した上で解

釈・考察・説明する力、それぞれについて有意な差が認められたことから「面白そうだ。」「考えてみた

い。」と思えるような課題を提示し、知識構成型ジグソー法を用いた授業プランを実践することで、学ぶ

意欲を高め、主体的に考えて表現できる生徒を育成することができたといえる。 

授業中に行ったエキスパート活動やジグソー学習の様子からも、自分自身の考えを外に出して確認し

てみる場面（課題遂行）と、他の人のことばや活動を聞いたり見たりしながら自分の考えと組あわせて

よりよい考えをつくる場面（モニタリング）を繰り返すことで建設的相互作用が起き、個人内での理解

が深化する（Miyake（2019））ことが確認できた。このことからも、知識構成型ジグソー法を用いた授

業プランを用いることは、子どもたちの主体的・対話的で深い学びを実現するきっかけになるといえる。 

 知識構成型ジグソー法を用いた授業プランは学力を伸ばせないのではないか（Miyake（2019））とい

う見方もされているが、今回の研究により記述式問題において一定の効果が確認されたといえる。また、

過去の学習に関する問題においても有意な差が見られたことから、知識構成型ジグソー法を用いた授業

プランは、子どもたちの長期的な記憶の側面でも一定の効果があることが示唆されたといえる。 

 

５．参考文献 
・三宅なほみ（2019）協調学習授業デザインハンドブック.大学発教育支援コンソーシアム推進機構 

・三宅なほみ（2016）協調学習とは.河合塾 ・中央教育審議会（2020）令和の日本型学校教育の構築を目指して 

・大髙泉（2020）これからの中学校理科授業のイメージづくり.大日本図書 
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グラフ 2  
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観察・実験の結果などを整理・分析した上で

解釈・考察・説明する力

同市他４校 八幡中

2.4
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2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

同市他４校 八幡中

学力を下支えする意欲や態度

平均値 t値 p値
同市他４校 2.66
八幡中 3.01

-3.8 p<.01

表２　学力を下支えする意欲や態度（４点満点）

平均値 t値 p値
同市他４校 0.75

八幡中 1.41

表３　蒸留の方法（３点満点）

-7.12 p<.01

平均値 t値 p値
同市他４校 0.46
八幡中 1.05

表４　大気圧と空き缶（４点満点）

-6.67 p<.01

平均値 t値 p値
同市他４校 2.37
八幡中 3.03

表５　電流の大きさ（５点満点）

-3.41 p<.01

平均値 t値 p値
同市他４校 0.017

八幡中 0.098

表６　電圧の大きさ（６点満点）

-2.62 p<.01

平均値 t値 p値
同市他４校 0.92
八幡中 2.17

表７　雲のでき方（６点満点）

-9.5 p<.01

平均値 t値 p値
同市他４校 0.98
八幡中 0.4

表８　無回答

4.14 p<.01



６．実践内容 

（１）蒸留 水とエタノールの混合物からエタノールを取り出すにはどうしたらよいか？ 

この題材は実験内容が濃く、実験に時間がかかるため 1時間で扱うとどうしても導入とまとめの時間

が短くなってしまうところが難点であった。それによって、必要感を与えづらく深い考察を得られない

まま授業が終了してしまい、もったいないと感じていた。 

そこで、実験方法をジグソー学習によって学習する時間と生徒実験の時間で合計 2時間この題材に充

てることにした。具体的な授業の流れについては指導案によって報告する。 

 学習活動 予想される生徒の反応 教材・教具・注意点等 

導

入 

5

分 

○学習課題の確認 

・水とエタノールの復習。 

・水とエタノールの違いは

何でしょう？ 

☆うっかり水とエタノー

ルが混ざってしまった。こ

こからエタノールを取り

出す方法を考えて欲しい。 

 

 

・水：飲める。沸点が１００℃である。

融点が０℃である。 

エタノール：臭い。沸点が７８℃であ

る。よく燃える。 

 

・どうやって分けるのだろう？ 

 

 

 

【教具】グループ A：蒸留で

使う実験装置のコピー（ラミ

レート加工）グループ B：マ

ッチ 燃え差し入れ エタ

ノール  水  ピンセット 

ろ紙 ステンレス皿 

展

開 

 

42 

分 

○課題を黒板に書く。 

・ジグソー学習について説

明し、班の中でチーム分け

をさせる。→移動。（５分） 

 

○個人で深める（３分） 

↓ 

○エキスパート活動１２

分） 

 

○グループに戻りジグソ

ー学習（１５分） 

 

 

 

○発表（７分） 

 

・班は３～４人の班になっている。 

・班員を A1～B2の４つに分ける。 

・場所を指定し、移動させる。 

・A～B に対応したそれぞれのプリン

トを配布し、課題に取り組ませる。 

 

・書いた内容を発表し合い、そこから

話し合いをまとめていく。 

 

○３～４人班に戻り、話し合い活動を

行う。 

◎課題について話し合い、まとめに向

けて絵や文章で表現させる。（１０分） 

 

◇時間を見て、まとまっている班を意

図的に発表させる。 

 

・個人での活動は無言で、グル

ープではリーダーを中心に話

し合わせる。 

・元の班に戻った時に困らな

いよう、サポートが必要な生

徒には適宜声をかける。 

○プリントを見せ合うことは

せず、言葉や自分の書いた絵

で伝えるよう努力させる。 

○発表している人の話を聴

くときの姿勢について指導

をする。 

 

・生徒がプリントに書いたも

のを写真に撮り、テレビ画面

で説明をさせる。 

ま

と

め 

3 

分 

○課題の答えの確認 ○次回は沸点の違いを利用した実験を

行い、水とエタノールから実際にエタ

ノールを取り出していくことを伝え、

全体のまとめとする。 

○もし正解が出ない場合は、

なるべく発表で出た言葉を使

いながら軌道修正をする。 

学習課題：水とエタノールからエタノールを取り出すにはどうしたらよいか？ 



Aの課題では水とエタノールの性質の違いから「どのような実験をしたら水からエタノールを取り出

すことができるのか。」について考える。その際、Aの課題班にはエキスパート学習プリントと実験道具

の写真をラミネートしたもの（図 3）を配布する。そして、実験指示書 A（図 4）も一緒に配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bの課題では水とエタノールの性質の違いから「エタノールが取り出せたことをどうやって確かめる

のか。」について考える。その際、Bの課題班にはエキスパート学習プリントと実験道具（図 5）を配布

する。そして、実験指示書 B（図 6）も一緒に配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間が経った後、A と B の生徒を班に戻す。その後まとめプリントの記入に向けて話し合いをさせ

る。この際、自分たちが話し合ってきた内容をいかに上手く班員に伝えられるかがポイントである。初

めのころは難しい部分もあるが、なるべく自分の書いたプリントを見せて終わりではなく自分の言葉で

プリントの内容を説明できるようになることが目標であることを伝えておく。意見の発表が終わり、記

入が終わった班を机間指導においてチェックをする。このとき、上手にまとめられているものを探して

おくことがまとめの際に大切になる。また、戸惑っている班には適宜声掛けやヒントを出して答えにた

どり着けるようアシストしていく。 

 よくまとめられている班のプリントを写真に撮り、TV に映し出して授業の最後に発表してもらいま

とめとする。実際に生徒がまとめたプリントが図 7である。 

 また今回の授業で使用したプリントは別添資料（１）として文末に添付した。 

 

図 3 実験道具写真をラミネートしたもの 

図 4 実験指示書 A 

図 5 実験道具 
図 6 実験指示書 B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業後の生徒の感想を一部紹介する。 

・自分たちで実験方法を考えたのは初めてだったので難しかったです。 

・難しい課題って聞くとやってやろうって気持ちになるので楽しかったです。 

またジグソー学習やってみたいです。 

・最初は何をやるのかわからなかったけど、班で相談しながらできたのでよかったです。 

 

（２）大気圧 空き缶はなぜつぶれたのか？ 

 この授業では最初に空き缶がつぶれる様子を観察させ、その理由を考えていくという展開で授業を進

めていく。最初に缶が目の前で潰れるところを見せるので、生徒たちに驚きを与えることができる。こ

うすることで生徒に必要感を持って課題に取り組ませることができた。課題のレベルは難しいが、班で

協力しながらなんとか問題を解こうとしている姿が印象的であった。具体的な授業の流れについては指

導案によって報告する。 

 学習活動 予想される生徒の反応 教材・教具・注意点等 

導

入 

7

分 

○学習課題の確認 

・教卓前に生徒を集め空き

缶をつぶす実験を行う。 

 

・どうしてこの空き缶はつ

ぶれたのでしょう？ 

 

 

 

 

 

・先生が魔法使いだから。 

・冷えたことで外から力がかかったか

ら。 

・う～ん、わからない。 

【教具】グループ A・B・C

のエキスパート資料 まと

めプリント 実験道具 

図 7 実際に生徒がまとめたプリント 

学習課題：空き缶はなぜつぶれたのか？ 



展

開 

 

40 

分 

○課題を黒板に書く。 

・ジグソー学習について説

明し、班の中でチーム分け

をさせる。 

→移動。（３分） 

 

 

○個人で深める（３分） 

↓ 

○エキスパート活動１２

分） 

 

○グループに戻りジグソ

ー学習（１５分） 

・課題は A・B・C の情報

をまとめると答えが出せ

るものになっている。 

 

○発表（７分） 

・班は３～４人の班になっている。 

・班員を A・B・Cの３つに分ける。 

・場所を指定し、移動させる。 

・A・B・Cに対応したそれぞれのプリ

ントを配布し、課題に取り組ませる。 

 

 

・書いた内容を発表し合い、そこから

話し合いをまとめていく。 

 

 

 

○３～４人班に戻り、話し合い活動を

行う。 

◇学習内容を発表し合う。（５分） 

◎課題について話し合い、まとめに向

けて粒子モデルや文章で表現させる。

（１０分） 

◇時間を見て、意見の異なる班や図が

まとまっている班を意図的に発表さ

せる。 

・個人での活動は無言で、グル

ープではリーダーを中心に話

し合わせる。 

・元の班に戻った時に困らな

いよう、サポートが必要な生

徒には適宜声をかける。 

 

○プリントを見せ合うことは

せず、言葉や自分の書いた絵

で伝えるよう努力させる。 

○発表している人の話を聴

くときの姿勢について指導

をする。 

 

 

 

 

 

・生徒がプリントに書いたも

のを写真に撮り、テレビ画面

で説明をさせる。 

ま

と

め 

3 分 

○課題の答えの確認 ○缶の中の水が気体から液体になると

粒子同士のすきまが狭くなり体積が減

る。缶の中が真空状態になったことで

内側から押す力が減り、外側からの大

気圧によって缶はつぶれた。 

○もし正解が出ない場合は、

なるべく発表で出た言葉を使

いながら軌道修正をする。 

 

Aの課題では空気にも重さがあることから、空き缶がつぶれた理由を考える。その際、Aの課題班に

はエキスパート学習プリントを配付する。普段自分たちの上にも空気が重くのしかかっているが、つぶ

れないのはなぜかということを考えさせたい。 

Bの課題では水の状態変化と粒子モデルの変化から、空き缶がつぶれた理由を考える。その際、Bの

課題班にはエキスパート学習プリントを配付する。状態変化によって粒子のすき間が変化することをつ

かませたい。 

Cの課題では山の上にお菓子の袋を持っていくと袋がパンパンに膨らむ現象から、空き缶がつぶれた

理由を考えていく。その際、Cの課題班にはエキスパート学習プリントを配付する。今回起きた現象と

は関係がないように思う生徒もいるが逆の現象であることをつかませたい。 

 時間が経った後、A・B・C の生徒を班に戻す。その後まとめプリント D の記入に向けて話し合いを

させる。この際、自分たちが話し合ってきた内容をいかに上手く班員に伝えられるかがポイントである。

意見の発表が終わり、まとめプリントの記入が終わった班を机間指導においてチェックをする。このと

き、上手にまとめられているものを探しておくことがまとめの際に大切になる。また、戸惑っている班

には適宜声掛けやヒントを出して答えにたどり着けるようアシストしていく。 



 よくまとめられている班のプリントを写真に撮り、TV に映し出して授業の最後に発表してもらい、

まとめとする。実際に生徒がまとめたプリントが図 8である。 

また今回の授業で使用したプリントは別添資料（２）として文末に添付した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業後の生徒の感想を一部紹介する。 

・最初は全然わからなかったのに班で集まったら意外とわかったのが面白かったです。 

・難しかったけどやりがいがありました。またやってみたいです。 

・どうして空き缶がつぶれたのか自分で答えを見つけられてよかったです。 

・普段からこんなに大きな力が私たちにかかっているのに普段それに気が付かないのはなぜか気になり

ました。 

 

７．まとめ 

成果を見ていただければ明確だが、生徒たちの成長が非常に目立つ実践だったといえるだろう。特に

理科への関心意欲の面は、授業をするたびに伸びていくのを感じた。ジグソー学習のときは実験のとき

と同じくらい生徒たちが燃えてくれていたことを鮮明に覚えている。準備は大変だが、是非より多くの

先生方に取り組んでいただければ幸いである。生徒が主役になれる授業を積極的に作ることで、生徒は

実験やジグソー学習以外の授業にも主体的に参加してくれるようになると実感している。そして、主体

的に授業に参加することは必ず学力向上に結び付く。教師と生徒が互いに楽しい授業づくりを目指して

いくことで、良好な人間関係を築き、それが生徒たちの主体性を伸ばし、最終的には思考力や表現力な

どを含めた学力が向上していくのだと確信している。 

この生徒たちが入学してきたとき、理科の学習が好きかアンケートを取ったときは 2.72 という結果

だった。一般的に高学年になるほど下がるといわれているが、3年生になった今は 3.01であった。中学

校３年間で少しでも多くの生徒に理科の楽しさを感じてもらえたことは理科教師として喜びに堪えな

い。しかし、私の未熟さを感じる授業もまだまだたくさんあった。今後も更なる授業研鑽に努めたい。 

最後に、忙しいなか私の個人的な研究に協力してくださった八潮市内の理科の先生方、八潮市内の中

学校３年生、エキスパート学習の課題作りを一緒に悩んでくれた仲間達に感謝を述べ、論文のまとめと

する。 

図 8 実際に生徒がまとめたプリント 



【別添資料】実践（1） 

エキスパート学習 

A 水とエタノールの性質の違い 
 

花岡先生は実験で使うはずだった水とエタノールをうっかり
・ ・ ・ ・

混ぜてしまい 

困っています。エタノールだけを取り出してほしいんです！！ 

 

水とエタノールの性質の違いを考えながら、 

（１）「どのような実験をしたらエタノールを取り出すことができるのか。」 

について考えてみよう！！ 

◎水とエタノールの沸点の違い 

 ※沸点とは物質が沸とうして、液体から気体へと状態変化をするときの 

温度のことで、物質によって決まった値がある。 

水・・１００℃で沸とうして、沸とうしている間は温度の変化はない。 

 

エタノール・・７８℃で沸とうして、沸とうしている間は温度の変化はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒント 

☆不純物をふくんだ水からきれいな水を取り出すときは、水を加熱し、沸とうして出てきた水蒸

気を冷やして再び液体にする「蒸留
じょうりゅう

」という方法を行っている。このことによって純粋な水を集め

ることが可能なのである。 

☆どのような実験をしたらエタノールを取り出すことができるのでしょう？（絵や言葉で書いてみよう！！） 



【別添資料】実践（1） 

エキスパート学習 

B 水とエタノールの性質の違い 
花岡先生は実験で使うはずだった水とエタノールをうっかり

・ ・ ・ ・

混ぜてしまい 

困っています。エタノールだけを取り出してほしいんです！！ 

Aの友達が取り出し方を考えてくれてるけど、水もエタノールも透明だから 

本当にエタノールが取り出せたのか、見た目ではわからない。 

 

水とエタノールの性質の違いを考えながら、 

（２）「エタノールが取り出せたことをどうやって確かめるのか。」 

について考えてみよう！！ 

◎水とエタノールの性質の違い 

 水 エタノール 

沸点（液体が気体になる温度） １００℃ ７８℃ 

融点（固体が液体になる温度） ０℃ －１１５℃ 

密度 １，００ g/cm3 ０，７８９ g/cm3 

におい 無臭 特有のアルコール臭 

色 無色透明 無色透明 

燃えるかどうか 燃えない 非常によく燃える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆どの違いに注目して、どのような実験をしたら、エタノールが取り出せたことを確かめられるのでしょう？ 

（絵や言葉で書いてみよう！！複数回答も OKです。） 

 

・どの違いに注目したか？→ 

 

 

・どのような実験をするか？→ 



【別添資料】実践（1） 

ジグソー学習 

C まとめのプリント 
 

Aと Bのプリントから学習したことを発表し合って、 

（１）「どのような実験をしたらエタノールを取り出すことができるのか。」 

（２）「エタノールが取り出せたことをどうやって確かめるのか。」 

についてまとめよう！！ 

 

☆班の仲間とたくさん議論してみよう！！☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）どのような実験をしたらエタノールを取り出すことができるのでしょう？ 

（２）どのような実験をしたら、エタノールが取り出せたことを確かめられるのでしょう？ 

（絵や言葉で書いてみよう！！） 

 



☆なぜ空き缶はつぶれたのか？（言葉や力の矢印を使って説明してみよう！） 

【別添資料】実践（2） 

エキスパート学習 

A 空気には重さがある？ 
空き缶の中に水を入れて沸騰させます。その後、ふたを閉めて火を消すと・・・ 

なんと空き缶がぺちゃんこにつぶれました！！ 

どうしてこのような現象が起きたのでしょう？？ 
 

以下の資料を読みながら、 

（１）「なぜ空き缶はつぶれたのか。」について考えてみよう！！ 

 

◎空気には重さがある 

私たちの身の回りにはたくさんの空気があります。そしてその空気には質量があるのです。 

《実験方法》ペットボトルにシュポシュポ君をつける。→全体の質量を計る。 

→シュポシュポ君で空気を入れる（１５回程度）→もう一度全体の質量を計る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実は私たちには常に１６トンの空気が乗っかっています。この、空気の重さに 

よって生まれる圧力を、気圧（大気圧）といい、全方向から力がはたらきます。 

全方向！？１６トン！？・・・普通なら私たちの身体は真っ平らになります。ペラーン・・・ 

しかしそうならないのは、気圧は私たちを外側からだけでなく内側からも同じ大きさで押し返し

ているからです。そのため普段は空気の重さ（気圧）を感じないし、つぶれることもないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入れる前 

外側からの力 

内側からの力 

火を消す 

入れた後 

（   ）ｇ （   ）ｇ 



☆なぜ空き缶はつぶれたのか？（言葉や粒子モデルを使って説明してみよう！） 

【別添資料】実践（2） 

エキスパート学習 

Ｂ 状態変化と体積の変化 
空き缶の中に水を入れて沸騰させます。その後、ふたを閉めて火を消すと・・・ 

なんと空き缶がぺちゃんこにつぶれました！！ 

どうしてこのような現象が起きたのでしょう？？ 
 

以下の資料を読みながら、 

（１）「なぜ空き缶はつぶれたのか。」について考えてみよう！！ 

 

◎気体が液体になると体積は・・・？ 

水を入れて沸騰させたので、空き缶の中は水蒸気（気体）でいっぱいになっていた。その後、 

ふたを閉めて火を消したので、空き缶の中では水蒸気（気体）が水滴（液体）に状態変化した。 

粒子モデルをつかって、気体から液体に状態変化したときの様子を書き表すと、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、水蒸気（気体）から水滴（液体）に状態変化したことで、体積が一気に小さくなったのです。

今まで水蒸気があった場所は、体積が小さくなったことで何もない状態（真空）になる。 

また、空き缶がつぶれたということは、外側から内側に向けて力がかかったということである。 

いったいどんな力が空き缶にかかったのだろう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火を消す 

冷やす 

→体積が大きい →体積が小さい 



☆なぜ空き缶はつぶれたのか？（言葉や力の矢印を使って説明してみよう！） 

【別添資料】実践（2） 

エキスパート学習 

Ｃ 山の上にポテトチップスの袋を持って行くと・・・ 
空き缶の中に水を入れて沸騰させます。その後、ふたを閉めて火を消すと・・・ 

なんと空き缶がぺちゃんこにつぶれました！！ 

どうしてこのような現象が起きたのでしょう？？ 
以下の資料を読みながら、 

（１）「なぜ空き缶はつぶれたのか。」について考えてみよう！！ 

 

◎袋がパンパン！？ 

私たちの身の回りにはたくさんの空気があります。そして、その空気には質量があるのです。 

この、空気の重さによって生まれる圧力のことを、気圧（＝大気圧）といいます。 

気圧は、標高が高いところほど上に乗っている空気が少なくなるので値が小さくなります。 

海面の高さでの気圧は約 1013ｈPa（ヘクトパスカル）でこれを１気圧と呼びます。 

 

☆1013ｈPa 

（1hPa＝100Pa） 

＝101300Pa 

＝101300N/m2 

1ｍ2あたり 10ｔ程度 

 

 

 

 

 

 

 

最初は、内側から外側への力と気圧がつり合っていたが、外からの気圧が小さくなったことで袋がパンパ

ンになったのである。缶がつぶれたということは、外側からの力が内側からの力より大きかったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火を消す 

山の上 平地 

内側から外側への

力が大きい 

内側からと外側から

の力がつり合っている 



☆なぜ空き缶はつぶれたのか？（言葉や粒子モデル、力の矢印を使って説明してみよう！） 

 

【別添資料】実践（2） 

ジグソー学習 

Ｄ まとめのプリント 
 

空き缶の中に水を入れて沸騰させます。その後、ふたを閉めて火を消すと・・・ 

なんと空き缶がぺちゃんこにつぶれました！！ 

どうしてこのような現象が起きたのでしょう？？ 
 

Ａ～Ｃの資料を読んだ友達の話を聞きながら、課題の答えをまとめていこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
火を消す 



２　児童生徒の部（第６９回）
１　期日　令和４年２月９日（水）（小・中学校の部）２月１２日（土）（高等学校の部）

２　会場　小・中学校の部　オンライン発表

　　　　　高等学校の部　　埼玉大学　全学講義棟

３　指導者

　＜埼玉大学教育学部＞　小倉　康　大向　隆三　松岡　圭介　日比野　拓（小・中学校）

　　　　　　　　　　　　近藤　一史　岡本　和明（高等学校の部）

　＜埼玉県教育局＞　　　大澤　正樹　　＜さいたま市教育委員会＞岩﨑　雄二郎

　＜東部教育事務所＞　　牛島　健一　　＜行田市教育委員会＞須永　章宏

　＜埼玉県理科教育研究会＞引間　和彦　郡　豊　冨田　英雄　小川　哲也

４　担当者　埼玉県理科教育研究会北埼玉支部長　　羽生市立岩瀬小学校　駒宮　恵美子

　　　　　　埼玉県理科教育研究会北埼玉副支部長　加須市立北川辺西小学校　二階堂　朝光

　　　　　　埼玉県理科教育研究会北埼玉副支部長　行田市立西中学校　石﨑　冒稔

　　　　　　埼玉県理科教育研究会事務局　山本　孔紀　谷津　勇太　伊藤　悠昭　塩盛　秀雄　肥田　幸則　関根　達也

５　発表者

小学校の部

番号 支部 学校名 題目 学年 氏名 賞

1 上尾 伊奈町立 小室小学校 目に見えない紫外線のなぞ 6 金子　絆南 優秀賞

2 埼葛 蓮田市立 蓮田中央小学校 紙吹雪の研究 6 尾崎　玉実 優秀賞

3 入間 狭山市立 狭山台小学校　
セミの研究パート４

〜セミの行動範囲の再調査〜
5 朝妻　大輝 最優秀賞

4 北埼玉 加須市立 志多見小学校 あふれないでね　お水ちゃん 6 秋山　優奈 他１１名 優秀賞

5 さいたま さいたま市立 大久保小学校
しょうとつエネルギーはどうなるのか？

〜しょうげきを吸収する方法を考える〜
5 磯野　孝仁 優秀賞

6 大里 深谷市立 岡部西小学校
空気はわたしのつよ〜い味方Ⅱ

－守ろう私たちの地球ー
4 久保　奈央 優秀賞

7 比企 東松山市立 桜山小学校 サワトラノオの研究２０２１ 6 桜山小サワトラ研究会 優秀賞

8 秩父 秩父市立 吉田小学校
太古からのメッセージの謎を解け！

　〜秩父は海だった season５〜
3・5 松本　七星 松本　岳大 優秀賞

9 児玉 上里町立 七本木小学校 カブト虫が一番たまごをうむかい方 4 島田　修平 優秀賞

10 川口 川口市立 里小学校　 アゲハチョウの蛹の色は何で決まるのか 4 木元　雄大 最優秀賞

11 草加 草加市立 栄小学校 復活!!妹の自転車 6 師井　翔太 優秀賞

中学校の部

番号 支部 学校名 題目 学年 氏名 賞

1 さいたま さいたま市立 土呂中学校 でんぷんで丁度いい「とろみ」を作るには？ 1・2 さいたま市立 土呂中学校科学部 優秀賞

2 秩父 秩父市立 秩父第二中学校
ゴム風船はなぜあたたかい？

伸びるものは熱を発生するのかを検証する
2 山中　愛理 優秀賞

3 上尾 上尾市立 上尾中学校　
凍らせたスポーツドリンクの味の変化

ー溶けはじめが激甘なのはなぜ！？ー
1 平田　拓流 優秀賞

4 大里 熊谷市立 大原中学校 災害時に安全に飲める水を確保するための研究 3 森　朝陽 最優秀賞

5 埼葛 春日部市立 武里中学校 Mission! ドライアイスの正体を突き止める 1 天野　馨優 優秀賞

6 北埼玉 行田市立 太田中学校 マスクの種類の違いによる特徴にせまる 2 太田　朱音 他４名 優秀賞

7 朝霞 新座市立 第三中学校　 真夏の太陽光発電は本当に効果的？ 2 細矢　真央 優秀賞

8 入間 川越市立 霞ケ関東中学校　 かげの実験　Part4 2 原　玲葵 優秀賞

9 比企 東松山市立 北中学校　
プラナリアの研究ⅠⅤ

〜プラナリアと水質の関係〜
2 川島　陸仁 最優秀賞



10 鴻巣 桶川市立 桶川東中学校　
外来種アメリカザリガニはなぜ赤い？

〜体色変化に見る生物濃縮〜
3 アメリカザリガニ研究部会 優秀賞

11 草加 草加市立 瀬崎中学校　 水の蒸発について！ 1 宮本　愛歌 優秀賞

12 川口 川口市立 上青木中学校　 巣ごもり必見！騒音対策 1・2 科学部 優秀賞

13 児玉 本庄市立 本庄南中学校 塩害がもたらす植物への影響 2 塚本　悠聖 優秀賞



Ⅲ 科学展 

１ 期日 令和３年１０月２２日（金） 

 

２ 会場 オンライン審査 

 

３ 審査員 

 ＜埼玉大学教育学部＞ 金子 康子 冨岡 寛顕 岡本 和明 小倉  康 大向 隆三 日比野 拓 

 ＜県教育局義務教育指導課＞    柿沼 宏充 

 ＜高校教育指導課＞        野澤 優太   

 ＜さいたま市教育委員会＞     能見 郁永 

 ＜埼玉県立春日部女子高等学校長＞ 吉岡 靖久 

 ＜埼玉県立秩父高等学校長＞    町田 邦弘 

＜埼玉県立熊谷西高等学校長＞   中村  篤 

 ＜埼玉県高等学校文化連盟自然科学専門部＞ 

 ＜埼玉県理科教育研究会 副会長＞ 箕輪 進司 竹田 聡 

４ 運営   埼玉県理科教育研究会事務局 山本 孔紀 谷津 勇太 伊藤 悠昭  

塩盛 秀雄 肥田 幸則 関根 達也 

【小学校の部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校の部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高等学校の部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 支部報告 
◎川口支部 

１ 理科研究部総会 ５月上旬  理科研究部役員選出 事業計画 活動方針等 紙面開催 

２ 理科主任会   ５月中旬  川口市小中学校児童生徒科学展ほか  Ｏｎ－Ｌｉｎｅ開催 

３ 夏季現地研修会 ７月下旬  （午前）現地研修会 

（午後）実験講習会 

    コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

４ 川口市児童生徒科学展 ９月２１日  

会場  川口市立教育研究所 

               出品数：小学校１２６作品 中学校６１作品 

理科研究部員による作品審査 

 

５ 授業研究会   ２学期 小学校、中学校      コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

６ 川口市小中学校児童生徒理科研究発表会 １月７日 

               会場 川口市立教育研究所   Ｏｎ－Ｌｉｎｅ開催 

               発表数：小学校５作品 中学校７作品 

               理科研究部員による発表審査 

７ 役員会・研究推進委員会              コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

                                       （ 郡  豊 ） 

◎蕨支部 

（蕨班） 

１ 蕨市立小・中学校科学振興展覧会 ９月１１日（土）～１３日（月） 

   会場：蕨市民体育館  

  ＊新型コロナウイルス感染防止のため中止。 

２ ①授業研究会 ９月２４日（金） ４年「雨水のゆくえ」  

会場：蕨市立西小学校  授業者：富田 裕一 教諭   

  ②授業研究会 １０月２２日（金） ３年「化学変化とイオン」  

会場：蕨市立第二中学校  授業者：鵜澤 由規 教諭 

  ③研究協議 １１月１２日（金）  

＊新型コロナウイルス感染防止のため、①と②の授業を撮影し、各自事前にその様子を視聴後、研

究協議を実施。 

   会場：蕨市立第一中学校  指導者：前川口市立幸並中学校長 春山 正実 先生 

   参加人数 １７名 

（戸田班） 

１ 戸田市サイエンスフェスティバル・理科自由研究相談会 ７月２１日（水）～９月５日（日） 

会場：Googleサイトでのオンライン開催 

２ 戸田市小・中学校児童生徒科学振興展覧会 ９月２５日（土）    

会場：彩湖自然学習センター   

 ＊新型コロナウイルス感染症防止のため中止。 

３ 授業研究会 戸田市立笹目東小学校を会場に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症防止

のため中止。日時等を決定する前に中止となったため、詳細は未定 

（ 荒 川 順 一 ） 

 

 

 

 



◎草加支部 

 １ 授業研究 

   本年は本支部の研究テーマを「確かな学力の定着を図る指導のあり方」として研究授業を計画した

が、感染予防の観点から実施することができなかった。 

 ２ その他の支部での取り組み 

  草加市科学コンクール 

本支部では、市内科学コンクールの審査を９月１３日（月曜日）から１７日（金曜日）まで期間を

設け、データ上で北足立地区科学コンクールと理科教育研究発表会児童生徒の部に出品する作品を

決定した。 

◎朝霞支部 

１ 授業研究会 

 小・中学校で輪番による研究授業を開催する予定でありましたが、今年度コロナの関係で中止と  

しました。 

２ 朝霞支部科学教育振興展覧会(理事等による審査会を実施) 

   ９月１７日(金)に志木市立志木第四小学校体育館にて審査会を実施。 

（ 原口 憲充 ） 

 

◎鴻巣支部 

（全班共通） 

１ 第７２回北足立地区科学教育振興展覧会鴻巣支部審査会 

  ・作品審査会（オンラインにて実施、審査員；正副支部長、３市教委指導主事） 

                  ９月１３日（月）～９月２２日（水） 

  ・鴻巣支部より小中各１２作品を北足立地区科学教育振興展覧会に推薦し、電子データを提出 

                  ９月２８日（火） 

（鴻巣班）  

１ 市教研部会「組織、計画づくり」 ５月 ７日（金）      オンライン会議 

２ 市教研部会「市科学展の方法検討」８月２５日（水）      オンライン会議 

３ 市内科学展覧会審査会      ９月 ４日（土）～１４日(火)オンライン会議 

４ 市教研部会「年度のまとめ」   ２月下旬          オンライン会議 

 （桶川班） 

１ 市教研部会「組織、計画づくり」 ４月２０日（火）      桶川市立桶川西小学校 

２ 市教研現地研修会        ８月 ４日（水）      埼玉県自然学習センター 

  「環境教育を学校に取り入れるために」講義・野外実習・館内展示見学 

３ 市内科学展覧会審査会      ９月 １日（水）      桶川市立桶川西小学校 

 （北本班） 

１ 市教研部会「組織、計画づくり」 ４月 ９日（金）      北本市立北本中学校 

２ 市内科学展覧会審査会      ９月 ７日（火）      北小学校・東中学校 

（ 吉田 伸吾 ） 

 

 

 

 



◎上尾支部 

（上尾班） 

１ 上尾市教育研究会理科部会    ４月     令和３年度役員、事業計画等決定 

２ 上尾市教育研究会理科部会    ７月     上尾市科学教育振興展覧会実施要項案 

協議・検討 

３ 上尾市科学教育振興展覧会 ９月２２日（水）  上尾市立西中学校 

         （審査会） 

４ 上尾市教育研究会理科部会   １２月     理科教育研究発表会（小・中学校の部）発表  

児童生徒選考会 

５ 本年度の活動のまとめ（紙上報告）１月１４日（金）    上尾市立西中学校 

 

（伊奈班） 

１ 伊奈町科学教育振興展覧会審査  ９月２４日（金）   各伊奈町立小中学校 

 ( 佐々木 智美 ) 

 

◎さいたま支部報告 

１ 臨地研修会・・・８／１７（火） 埼玉県環境科学国際センター（２４名参加） 

２ 第２１回さいたま市児童生徒科学教育振興展覧会   

１０／８（金）審査会 １２（火）表彰式 

 ※作品は、電子ファイルでの応募とし、一般公開は中止した。会場：さいたま市青少年宇宙科学館 

 ※小学校１０１作品、中学校５９作品 計１６０作品中、小５作品、中６作品を県中央展に推薦 

３ 授業研究会・・・１１／１８（木） 参集し、授業は会場の別室で視聴したり、ローテーション

で参観したりした後、対面で研究協議を行った。小学校３会場 中学校３会場で開催 

    さいたま市立日進北小学校   第５学年「もののとけ方」 

    さいたま市立芝川小学校    第５学年「電流がうみだす力」 

    さいたま市立西浦和小学校   第３学年「音を出して調べよう」 

    さいたま市立日進中学校    第１学年「身近な物理現象」 

    さいたま市立大宮南中学校   第２学年「生物の体のつくりとはたらき」 

    さいたま市立浦和中学校    第１学年「いろいろな生物とその共通点」 

４ 第２１回さいたま市理科教育研究発表会（児童生徒の部）１／１４（金） 

   １１月にビデオ応募により１０区の小中各代表校を選出し、当日は、オンラインで開催 

   小・中学校各１０校の発表から、それぞれ各１校を県発表会に推薦 

５ 理科専門部代表者及び理科主任会・・・５／１４（金）、 ８月は書面開催。 

６ 理科専門部役員会 ４／１３（火）、６／２（水）、８／２５（水）、２／２２（火） 

  会場：さいたま市立教育研究所 

（ 冨田 英雄 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎入間支部 

１ 支部役員会 

  ４月１４日（水）  会場 日高市立高萩中学校 

２ 新旧理事研究協議会並びに総会及び講演会 

５月 集合開催は中止し、総会は書面にて承認を得た。 

３ 入間地区科学教育振興展覧会実施委員会 

   ７月 資料配布にて代替した。 

４ 理科現地研修会 

   ８月 中止 

５ 埼玉県理科教育研究発表会（教員の部） 

   ８月１８日（水）オンライン（Zoom）で開催し、所沢班が運営を務めた。 

６ 科学振興展覧会入間地区審査会 

   １０月１日（金） 会場 日高市立高萩中学校 

    ・出品数 小学校１３４作品、中学校６７作品 

７ 埼玉県科学教育振興展覧会西部地区等優秀作品展 

   １２月２５日（土）から１月６日（木） ※休館日を除く 

   会場 埼玉県立小川げんきプラザ 

    ・県知事賞、県議会議長賞、県教育長賞、入間・比企地区の中央審査会出品作品  計２７作品 

を展示した。 

８ 入間地区理科教育研究発表会（児童・生徒の部） 

   １月１４日（金） 会場 日高市立高萩中学校 

    ・参加者が事前に収録したビデオを審査した。 

    ・出品数 小学校１２作品、中学校７作品 

（ 島津 芳久 ） 

 

◎比企支部 

１ 比企支部理事研究協議会 6月 9日 役員・年間計画検討 於：東松山市立北中学校  

２ 比企支部理事研究協議会 9月 7日 科学展比企地区展について 於：東松山市立北中学校 

３ 科学教育振興展覧会比企地区展 9月 24・25・27日：川島町民体育館 

  出品数 小学校 102点 中学校 45点 見学者数 児童生徒 158名 一般 481名 計 639名 

４ 比企支部理事研究協議会 9月 27日 於：川島町民体育館 

科学展比企地区展の反省、理科研究発表会（児童生徒の部）比企地区発表会について 等 

５ 比企地区理科授業研究会（中学校）12月 2日 於：東松山市立南学校  

授業者 教諭 笛木 隆平  単元名「光と音（音の性質）」（１年） 

指導者 坂戸市立住吉中学校 校長 金井 健治 先生 

６ 理科教育研究発表会(児童生徒の部)比企地区発表会（オンラインによる開催） 1月 13日  

於：東松山市立松山第二小学校 東松山市立南中学校 

    指導者 東松山市立高坂小学校 校長 松本 誠 先生（小学校の部） 

        小川町立東中学校 校長 下村 治 先生（中学校の部） 

（ 大野 喜裕 ） 

 

 

 

 

 

 

 



◎秩父支部 

１ 秩父支部常任理事研修会 

       第１回 令和３年 ５月 ６日（木） 皆野町立皆野小学校（感染拡大防止のため中止） 

内容：支部役員、研究部役員報告 総会準備 

       第２回 令和３年 ８月 ５日（木） 皆野町立皆野小学校 

        内容：埼玉県科学教育振興展覧会秩父地区選考会実施計画案作成 

       第３回 令和３年１１月１８日（木） 皆野町立皆野小学校 

        内容：秩父地区理科教育研究発表会（児童生徒の部）実施計画案の検討 

２ 秩父理科教育研究会総会 

   期日  ６月中旬 書面決議（感染拡大防止のため） 

       内容：支部組織・事業計画 等 

３ 埼玉県科学教育振興展覧会秩父地区審査会  

      期日  令和３年１０月８日（金） 

       会場  皆野町文化会館 

      出品数 小学校９８点 中学校２２点 合計１２０点 

（中央展に向けて 小１点、中１点を選考） 

４  秩父地区理科教育研究発表会（児童・生徒の部） 

      期日  令和４年１月１４日（金） 

会場  秩父市影森公民館 

発表数 小学校２２組  中学校３組  合計２５組 

（県発表会出場作品 小１点、中１点を選考） 

（ 坂本 勉 ） 

 

◎児玉支部 

１ 児玉郡・本庄市小中学校理科担当者代表者会議 

２ 児玉郡・本庄市教育研究会理科担当者研修会（開催中止） 

３ 埼玉県科学教育振興展覧会 児玉地区展 

（１）  期 日   令和３年９月２８日（火） 

（２） 会 場   上里町立賀美小学校（小学校の部） 

         本庄市立児玉中学校（中学校の部） 

（３） 出品作品数 小学校 ５８点、中学校 ２４点、合計 ８２点 

（４） 内容について 

・埼玉県科学教育振興展覧会中央展出品作品 小学校・中学校各１点選出 

・理科教育研究発表会児童生徒の部参加作品 小学校・中学校各１点選出 

４ 児玉地区理科授業研究会（開催中止） 

（ 秋山 高宏 ） 

 

 

 

 

 

 

 



◎大里支部 
１ 常任理事・理事会 
（１）  ８月 ２日（月）於 深谷市立深谷西小学校：支部組織・事業計画・県理事会報告 等 
（２） １０月 ８日（金）於 熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ 

           埼玉県科学教育振興展覧会（大里地区予選会）搬入 審査 
（３）  ２月１８日（金）※オンライン研修会（新型コロナウィルス感染症拡大防止のため） 

年間事業の反省・会計報告 等 
２ 授業研究会 

※令和３年度は、実施せず。令和４年度、小学校（寄居班）、中学校（熊谷班）が実施予定。 
３ 埼玉県科学振興展覧会（大里地区予選会） 

１０月８日（金）於 熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」 
出品数 小学校１２点 中学校１２点 埼玉県科学教育振興展覧会に小中３点ずつ出品 

【小学校の部】 
「メダカの１２兄弟成長日記～たまごの中でがんばっています～」 

              寄居町立鉢形小学校 ４年 野村 侑生 【県中央展 優良賞】 
「橋の仕組みの不思議《わり橋！？の限界に挑戦！》」 

              熊谷市立籠原小学校 ６年 星野 優祈 【県中央展 優秀賞】 
「光源の違いによるまゆからの成長と気温による羽化までの期間を調べて 

～わたしのヤママユ２８匹４年目の挑戦～」 
              熊谷市立妻沼小学校 ６年 小池 彩羽 【県中央展 優良賞】 
【中学校の部】 

「しなるバットの秘密」 
              熊谷市立別府中学校 ２年 工藤 大輝 【県中央展 知事賞】 

「青天に染めろ！」 
              深谷市立明戸中学校 ２年 根岸 絢音 【県中央展 優秀賞】 

※第６５回 日本学生科学賞 入選１等 
「カイコがうちにやってきた！～カイコ博士への道 Part6～The Final」 

              熊谷市立大里中学校 ３年 石倉 優輝 【県中央展 優秀賞】 
４ 埼玉県理科教育研究発表会 
（小・中学校の部）令和４年２月９日（水）於：行田市立西中学校（本部） 

Web会議システム Zoomによる発表 
「空気はわたしのつよ～い味方Ⅱ ～守ろう私たちの地球～」 

深谷市立岡部西小学校 ４年 久保 奈央 
「災害時に安全に飲める水を確保するための研究‐Part3‐ 

浄水装置『WaPDA』は災害時の飲用水をつくれるか？」  
熊谷市立大原中学校 ３年 森 朝陽     【最優秀賞】 

（教員の部） 令和３年８月１８日（水） Web会議システム Zoomによる発表 
【小学校】「理科好きな児童を育てる指導 ～第３学年の実践を通して～」 

深谷市立川本北小学校 武井 一郎 教諭 
【中学校】「パフォーマンス課題を意識した逆向き設計による授業実践」 

深谷市立岡部中学校  本庄 秀行 教諭 
（ 箕輪 進司 ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◎北埼玉支部 

（１） 北埼玉支部理事会 

 第１回 ６月２９日（火）羽生市立岩瀬小学校 

            （総会、支部組織、事業計画、北埼玉地区科学展について） 

第２回 １１月２５日（木）Zooｍによるオンライン会議 

（北埼玉地区児童生徒理科研究発表会について） 

第３回 ３月１６日（水）Zoomによるオンライン会議 

（令和３年度の事業報告、会計報告、各班の研究・研修報告、令和４年度の組織・事業計画（案）） 

（２） 科学教育振興展覧会北埼玉地区展 

令和３年１０月８日（金） 加須市立北川辺西小学校（レポートの審査会） 

〇出展数 小学校４９点、中学校１９点 ＊中央展出品 小学校２点、中学校２点を選考 

（３） 北埼玉地区理科授業研究会（Zoomによるリアルタイム配信および研究協議） 

令和３年１０月２０日（水） 羽生市立西中学校 

〇単元名 第３学年「運動とエネルギー『仕事の原理』」 

〇授業者 門井 一将 先生 

〇指導者 加須市立加須東中学校教頭 岡戸 裕治 先生 

（４） 北埼玉地区児童生徒理科研究発表会（Zoomによるオンライン発表会） 

令和４年１月１４日（金） 行田市立西中学校（オンライン発表会運営本部） 

〇発表数 小学校５校、中学校４校 ＊県の発表会へ推薦 小学校１校、中学校１校 

（５） 理科教育研究発表会（児童生徒の部）小・中学校の部  ＊運営支部 

（Zoomによるオンライン発表会） 

令和４年２月９日（水） 行田市立西中学校（オンライン発表会運営本部） 

〇発表数 小学校１１校、中学校１３校 

（ 駒宮 恵美子 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎埼葛支部 

１ 埼葛理科教育研究会役員会 

 ○第 1回 組織・事業計画等  令和３年４月２１日（水） 蓮田市立中央小学校  

○第２回 事業報告、会計報告、次年度計画 令和４年３月 蓮田市立中央小学校（書面） 

２ 埼玉県科学研究選考埼葛地区選考会  

 ○埼葛地区選考会 令和３年１０月８日（金） 会場  春日部市立大増中学校 

  出品数 小学校４０点 中学校４０点 （小中各７点を中央展へ推薦） 

 ○科学教育振興展覧会中央展 令和３年１０月２２日（金） 

 ＜県知事賞＞  

吉川市立北谷小学校６年 岡田定久「ありの研究 PART6トビイロシワアリの砂かけ行動の特徴」 

 ＜県教育長賞＞  

越谷市立千間台中学校３年 山田 陸眞「都市環境に適応する生物の研究 チュウサギから始まった研究

～未来への羽ばたき～ part6」 

 ＜優秀賞＞(全国展出展)  

蓮田市立蓮田中学校１年 髙橋 真也斗「ドングリとトビムシ-土壌生物がもたらす植物への成長促進作

用の実証-」 

＜優秀賞＞ 

久喜市立本町小学校６年 渡邉良洋「宮沢賢治が学んだ埼玉の岩石―岩石宇宙と白亜紀埼玉の研究―」 

久喜市立菖蒲中学校２年 天笠めぐみ「What is 『消化酵素』？～その正体と役割について～」 

越谷市立大相模中学校２年 齋藤光汰「ミミズの研究パート５」 

越谷市立中央中学校科学部「中央中コシガヤホシクサ～十代目の栽培～」 

 ○「埼葛の科学第５７号」の発行 県展推薦賞１４作品の概要を編集し埼葛地区の全小中学校に配付 

３ 埼葛理科教育研究会理科授業研究会 

 ○令和３年１１月１８日（木） 白岡市立篠津小学校  

３年「電気の通り道」 授業者 青木 憲吾 教諭 

４ 理科教育研究発表会（教員の部） 

○令和３年８月１８日（水） （Web会議システムＺｏｏｍによる発表） 

八潮市立八幡中学校 花岡大輔 教諭 「学ぶ意欲を高め、主体的に考えて表現できる生徒を育成す

る理科授業 〜建設的相互作用がもたらす主体的・対話的で深い学び〜」 

５ 理科教育研究発表会（児童・生徒の部） 

 ○埼葛地区予選会 令和４年１月１８日（火） 八潮市立大曽根小学校 中止 審査のみ実施 

  発表予定数  小学校５点、中学校５点  

○理科教育研究発表会 令和４年２月９日（水） （Web会議システムＺｏｏｍによる発表） 

＜優秀賞＞  

蓮田市立蓮田中央小学校６年 尾崎玉実 「紙吹雪の研究」 

春日部市立武里中学校１年 天野馨優 「Mission! ドライアイスの正体を突き止める」 

（ 丸山 典雄 ） 

 



＜資料１＞ 

令和２年度事業報告・令和３年度事業計画 

埼玉県理科教育研究会 

 

令和２年度事業報告 

 

月 

 

令和３年度事業計画(案) 

 

 

 

  ４ 

 

3月26日(金)事務局打合会    於：埼大附属小 

 

13日(水) 正副会長・事務局会議   

 

  ５ 

 

14日(金)正副会長・事務局会議 

 

29日(月) 常任理事研修会  メールで資料送付    

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

16日(水) 常任理事会 13時00分～  担当 附中 

総  会     14時30分～ 

講演会   15時30分～ 

講師 十文字学園女子大学教授 塚田 昭一 先生 

演題 新しい学習評価の在り方 

 

 

 

  ７ 

 

28日(水)～30日(金) 全中理広島大会 

   

27日(木) 常任理事研修会  担当 附中           

                 15時00分～16時30分 

※Zoomで実施（本部：附属中）      

 

 

 

  ８ 

 

 

 

 

 

 

 

18日(水) 理科教育研究発表会(教員の部) 

【担当：入間支部】 

   

25日(水) 常任理事研修会 担当 附小 

             15時00分～16時30分 

    議題 児童生徒、地区展・中央展 

     ※ZOOMで実施（本部：附属小） 

 

 

 

  ９ 

 

 

 

23日(金) 埼玉県小中学生科学コンクール 県審査会 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

22日(金) 科学教育振興展覧会中央展 

【オンライン審査会】 

 

 

 

 

 

 １１ 

 

 

 

18日(木) 19日(金) 全小理兵庫大会 

 

 

 

 

 

 

 １２ 

  １ 

 

 

 

 

12日(金) 理科教育研究発表会(小・中学校の部) 

※Zoomで実施（本部：深谷西小学校）   

                       

26日(金) 常任理事研修会   担当 附小          

            15時30分～16時30分 

          ※Zoomで実施（本部：附属小）          

  

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 日( ) 理科教育研究発表会(児童生徒の部) 

【担当：北埼玉支部】 

於：           

                       

 日( ) 常任理事研修会   担当 附小         

            15時00分～16時30分 

                      於：         
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吉野　和仁（川越市立古谷小学校長）　　　吉原　誠士（さいたま市立与野南中学校長）

山本　孔紀（埼玉大学教育学部附属中学校）　　塩盛　秀雄（埼玉大学教育学部附属小学校）

谷津　勇太（埼玉大学教育学部附属中学校）　　肥田　幸則（埼玉大学教育学部附属小学校）

伊藤　悠昭（埼玉大学教育学部附属中学校）　　関根　達也（埼玉大学教育学部附属小学校）

No 支部 支部長(常任理事) 班

朝倉　伸行 （川口・東本郷小長） 石井　明輝 (青木中央小)

功刀　幸代 （川口・在家中頭） 折田　悠里 (安行東中)

大倉　芳樹 （川口・小谷場中頭）

小久保　憲次郎 (戸田南小)

星野　泰伴 (新曽中)

堀内　善礼 (第一中)

山﨑　斉 (第二中)

美崎　翔太郎 (八幡小）

本田　光平 (新栄中）

神田　康秀 (本町小）

横堀　智 (大和中）

古保　麻衣 (朝霞第一小）

山下　亜季子 (朝霞第二中）

太田　大地 (八石小)

木村　宏義 (第六中)

河野　孝章 (志木第四小)

門出　朋美 (宗岡第二中）

関口　正悟 (鴻巣南中)

瀬山　貴司 (下忍小)

諏訪　健 (鴻巣・屈巣小長) 児玉　龍 (北小)

藤村　忠史 (西中)

西納　聡 (桶川・桶川西小長) 高澤　佳那 (加納小)

小沼　和俊 (桶川西小)

大野　慎悟 (桶中)

増田　司 (上尾・大石小長) 上尾 関根　遼介 (今泉小)

宮田　純生 (上尾・原市中長) 山田　秀 (南中)

田口　元信 (伊奈・南中長) 伊奈 安川　純一 (小針小)

三好　大智 (伊奈中)

竹田　　聡（西部：川越市立霞ヶ関中学校長）　　簑輪　進司（北部：深谷市立深谷西小学校長）　

小川　哲也（東部：白岡市立白岡東小学校長）  山本　孔紀（事務局：埼玉大学教育学部附属中学校　教諭）　　　　

監　事

蕨

蕨2
荒川　順一

(蕨・蕨第一中長)

4

石井　都

大井　敏彰

小寺恵理子

(志木・志木第四小長)

(新座・栗原小長)

(和光・第四小長)

関　敬之
佐々木紀剛

嶋田　弘之
(草加・長栄小長)

草
加

3
(草加・栄小頭)
(草加・小山小頭）

草加

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

郡　豊
(川口・芝西小長)

川
口

1 川口

鴻巣

佐々木　智美
(上尾・西中長)

6
上
尾

北本
5

加藤　貴嗣 （戸田市立新曽小学校）

戸田

桶川

吉田　伸吾
(北本・東中長)

鴻
巣

和光

朝霞

新座

志木

原口　憲充
(朝霞・朝霞第一中長)

朝
霞

令和３年度埼玉県理科教育研究会役員一覧

顧　問

会　長

副会長

引間　和彦(さいたま：さいたま市立尾間木小学校長)

郡　　　豊（南部：川口市立芝西小学校長）　　　冨田　英雄（さいたま：さいたま市立大宮北中学校長）

荒井　一夫    金子美智雄　　宮崎　四郎　　羽富　正晃　　橋本　　進    島村　　勇　　山田　陽一
丸山　綱男 　 新井　民男　　木村　栄二　　新井　良和　　荒井　隆幸    森泉　　明　　山﨑　　俊
森　陽一郎　　井田　照幸　　小谷野健史　　関　　泰彦　　関根　好幸    春田　盛男    齊藤　　亨
石貝　  龍    馬場　和久　　山元誠一郎    谷口　正夫　　青木　隆志　  落合　啓志　　久米　正美
石田　耕一　　松澤　忠明　　安部　正幸    秋元　敏行

幹　事



No 支部 支部長(常任理事) 班

高後　仁 (さいたま・仲町小長）

藤田　雅彦 (さいたま・大谷口小長）

高﨑　芳和 (さいたま・神田小長） 中村　誠 (大宮南小頭)

島田　彰 (さいたま・東大成小長） 田中　浩二 (大宮小頭)

佐藤　俊夫 (さいたま・見沼小長） 中山　秀人 (神田小頭）

浅野　博一 (さいたま・馬宮東小長） 小畑　康彦 (大成小頭)

豊田　由香 (さいたま・泰平小長） 佐藤　義将 (大宮西頭)

野平　尚彦 (さいたま・尾間木中長) 佐久間　貴宏 (春里中頭)

茂木　里仁 (さいたま・植水中長) 鈴木　真由美 (七里中頭)

吉原　誠士 (さいたま・与野南中長) 中村　篤 (原山中頭)

春山　悟 (さいたま・第二東中長）

安藤　幸子 (さいたま・川通中長)

小川　雅美 (霞ヶ関小)

平田　知也 (城南中)

押田　章良 (古谷中)

葛西　隆志 (鶴ヶ島・新町小)

眞仁田　覚 (坂戸・佐倉中）

島津　祐哉 (越生・越生中)

平川　美穂 (富士見・みずほ台小)

佐藤　元輝 (三芳・三芳小）

森田　善敬 (富士見・水谷中)

木村　元彦 (狭山台小)

冨田　大介 (入間川東小)

渡壁　誠 (入間川中)

浜中　信宏 (西富小)

長谷部　秀吾 (所沢中)

住田　彩香 (豊岡小)

足立　大 (西部中)

新井　敦夫 (飯能・美杉台小)

岡野　有里子 (飯能・飯能第一中）

島﨑　龍太郎 (日高・武蔵台中)

阿彦　あかり (東松山・新宿小)

岡田　博明 (東松山・南中)

小川　洋子 (嵐山・菅谷小）

半田　北斗 (東松山・松山第二小) 松本　南斗 (嵐山・玉ノ岡中)

島野　修次 (小川・竹沢小)

原川　実 (小川・西中)

島野　ルミ子 (鳩山・鳩山小)

吉橋　徹 (鳩山・鳩山中)

岡田　博明 (東松山・南中) 我妻　幹康 (つばさ北小)

瀬上　拓 (西中)

北庭　祐太 (東第一小)

秋庭　正寿 (吉見中）

秩父市 飯塚　康友 (秩父・尾田蒔小）

Ａ 井上　修介 (秩父・高篠中）

須永　伸一 (小鹿野・長若小頭） 秩父市 笠原　祐希 (秩父・影森小）

飯島　克行 (秩父・秩父第一小頭） Ｂ 斉藤　博文 (秩父・荒川中）

井ノ瀬秀人 (秩父・尾田蒔中頭） 秩父 田之上　祐輔 (小鹿野・小鹿野小）

加藤　浩 (皆野・三沢頭） Ａ 越智　啓太 (小鹿野・小鹿野中）

秩父 野口　知大 (長瀞・長瀞第一小）

Ｂ 猪野　知典 (皆野・皆野中）

川越

北部

東部

狭山

所沢

入間

7

さ
い
た
ま

冨田　英雄
(さいたま・大宮北中長)

さいたま

大野　喜裕
(東松山・北中長)

比
企

9

松山

菅谷

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

10
秩
父

坂本　勉
(皆野・皆野小長)

小川

玉川

川島

吉見

飯能
日高

島津　芳久
(日高・高萩中長)

入
間

8

竹田　聡

本澤　智巳

小山　哲也

(川越・霞ヶ関中長)

(所沢・柳瀬小長)

(狭山・狭山台中長)



No 支部 支部長(常任理事) 班

綿貫　祐介 (金屋小）

大木　俊典 (児玉中)

渋谷　利幸 (本庄・児玉中長) 松井　裕太 (賀美小)

髙木　嶺 (上里北中)

江口　正良 (大沢小)

小林　悟 (美里・大沢小頭) 設楽　俊一 (美里中）

茂木　智史 (丹荘小）

松本　有輝 (神川中）

樋口　優介 (佐谷田小）

下妻　淳志 (熊谷・吉岡小長) 富田　健太 (玉井中)

小柳　百代 (寄居・男衾小長) 新井　秀侑 (藤沢小)

齋藤　健一 (熊谷・妻沼西中長) 富田　真人 (深谷中)

向井　均 (深谷・南中長) 岡野　晃之 (折原小）

岡部　友菜 (城南中）

金山　智玲 (須加小)

森江　裕花 (忍中)

江森　渉 (太田中)

二階堂朝光 (加須・北川辺西小長) 野本　湧介 (加須小）

神田　大輝 (不動岡小)

岡田　條治 (北中)

石﨑　昌稔 (行田・西中長) 西村　悠希 (加須東中)

吉野　信太郎 (新郷第一小)

木鋪　裕 (岩瀬小）

鈴木　正明 (南中)

草間　健太郎 (備後小）

山田　恵莉香 (豊野中)

伊藤　拓也 (黒浜南小）

矢島　岳夫 (平野中）

米沢　達彦 (大沢北小）

坂元　新 (大袋中）

郡司　京介 (柳之宮小)

石田　茂生 (杉戸・杉戸小長) 坂巻　勝 (潮止中）

田路　政義 (栗橋西小）

伊藤　浩志 (菖蒲南中)

石川　昌保 (春日部・立野小長） 青木　憲吾 (篠津小)

大塚　聡 (篠津中)

土田　彩果 (東小頭）

安田　修一 (蓮田・蓮田中長) 佐村　孝次 (百間中)

佐久間　聡子 (上髙野小）

細田　敏之 (東中)

野田　隆幸 (春日部・葛飾中長) 柳沢　千遥 (杉戸第二小）

河原塚　涼 (広島中)

髙橋　幸恵 (松伏第二小）

舟形　智志 (松伏中)

鳥飼　貴司 (旭小）

古谷　由仁穂 (南中）

荒木　慎也 (早稲田小)

麻生田　憲之 (北中)

11

宮代

幸手

春日部

蓮田

越谷

久喜

白岡

羽生

神川

副支部長(常任理事) 理事(各班より小中各１名)

八潮

丸山　典雄
(蓮田・蓮田中央小長)

埼葛14

杉戸

松伏

吉川

三郷

簑輪　進司
(深谷・深谷西小長)

大里12

熊谷

深谷

寄居

行田

本庄

上里

美里

加須
北
埼
玉

13
駒宮　惠美子

(羽生・岩瀬小長)

秋山　高宏
(上里・賀美小長)

児
玉



埼玉県理科教育研究会会則
第 一 章 名称・事務所
第 一 条 本会は埼玉県理科教育研究会と称し、事務所を埼玉大学附属学校におく。
第 二 条 本会は埼玉県内国公立小学校・中学校の理科関係教員を会員とし、埼玉大学の理

科担当教員、県・地方教育委員会理科担当指導主事を特別会員とする。
第 二 章 目的・事業
第 三 条 本会は理科教育の振興を図ることを目的とする。
第 四 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

１．理科教育振興に関しての企画
２．会員相互の研究発表・指導法の研究
３．見学・視察・実験・採集・調査・等
４．講習会・展覧会・展示会等の開催
５．その他必要な事業

第 三 章 組織・役員
第 五 条 本会に次の役員を置く。

１．会 長 一 名
２．副 会 長 六 名
３．理 事 若干名
４．常 任 理 事 若干名
５．監 事 二 名
６．幹 事 若干名

第 六 条 本会は、次の支部を設け、支部長・副支部長を置く。支部は次の１４とする。
（川口、蕨、草加、朝霞、鴻巣、上尾、さいたま、入間、比企、秩父、児玉、大里、
北埼玉、埼葛）

第 七 条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会に功労のあった者、又は理科教育に
関しての学識経験者について理事会が推薦する。

第 八 条 本会は小学校・中学校別に研究機関を設けることができる。
第 九 条 役員は次の方法によって選出する。

１．会長は常任理事会において選出する。
２．副会長は、常任理事会において南部、さいたま市、西部、秩父・北部、東部、

事務局よりそれぞれ一名を選出する。
３．理事は、各支部内の班より学校種別毎に各一名を選出する。
４．常任理事は、支部長、副支部長がこれを兼ねる。但し、理事会の承認を得て

地域の実情を考えてその人数を増やすことができる。
５．監事は、総会において選出する。
６．幹事は、会長が委嘱する。

第 十 条 会長は本会を代表し会務を掌理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はそ
の職務を代行する。
１．理事は重要な会務を審議する。
２．常任理事は主として会務を審議し、執行する。
３．監事は会計を監査する。
４．幹事は本会の庶務会計に当る。

第 十一 条 役員の任期は一ヶ年とする。但し、重任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の
残存期間とする。

第 四 章 会 議
第 十二 条 総会は毎年一回行い役員の報告ならびに予算・決算・会務の承認をする。必要に

おいては臨時総会を開くことができる。
第 十三 条 理事会は会長・副会長・理事・幹事で構成し重要会務を審議する。但し、特別会

員を加えることができる。
第 十四 条 常任理事会は会長・副会長・常任理事・幹事で構成し会務の執行、事業の計画、

予算案の編成をする。但し、特別会員を加えることができる。
第 五 章 会 計
第 十五 条 本会の経費は会費・補助金並びに寄付金などをあてる。
第 十六 条 本会の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。

付 則
第 一 条 本会則の変更は、総会の決議による。
第 二 条 昭和四十二年五月二十五日より実施する。

一部改正（平成十六年六月二十三日）


