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◆ニュースレターの第 8 号をお届けします。 

ようやく秋らしい気候となりましたが、SSISS 会員の

皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。 

本号では、夏期休暇中を含めた最近の活動状況など

について報告します。 

◆最近の活動状況など 

◎大阪府守口市での活動 

守口市教育センター福岡知子センター長のご理解

とご協力を得て、本年度は小学校２校で、1 単元 5

～6 校時のまとまった「実験を中心とした授業」を

SSISS が引き受けることになりました。SSISS 会

員が T1（チームティーチングで中心になる教師）、

下島小学校の吉田教諭、藤田小学校の春田教諭が

T2（サブとなる教師）として、一緒に授業を進める

形で実施することが守口市関係者との間で了承さ

れています。 

 8月 24日には廣田理事が下島小学校 PTA 主催の

夏の学校で、低学年・中学年・高学年の 3 組に分け

て「夏休みに家でもできる実験」を紹介しました。

参加児童約 300 人。 

今後の予定は次の通りです。 

  ★11 月 18，19 日 下島小学校 5 年生「ものの溶

けかた」に関する実験授業。大野惇吉会員他 2人。 

  ★1 月 9 日、2 月 6 日 藤田小学校 5 年生「て

この仕組みと働き」参加会員未定。 

この他に、市立第三中学校での「環境とエネルギ

ー」に関する授業が予定されています。日時・講師

は未定です。 

◎東京都稲城市での活動 

前号以降に行われた活動と、今後の予定は次の通り

です。 

★8 月 28 日 城山小学校サマースクール「顕微鏡」 

福島健会員 

  

★8 月 29 日 城山小学校サマースクール「ベン

ハムのコマ」 大井監事 

 ★10 月 7 日 稲城第六小学校 砂川理事 

 ★10 月 22 日 稲城第七小学校 砂川理事 

 ★11 月(予定) 若葉台小学校 砂川理事 

 ★1 月(予定) 稲城第一小学校 廣田理事 

 ★1 月(予定) 稲城第二小学校 岡田勲会員 

 ★1 月(予定) 稲城第三小学校 山本經二会員 

 ★1 月(予定) 稲城第四小学校 大木理事長 

 ★1 月(予定) 稲城第七小学校「電磁石」 有山

理事 

 ★1 月(予定) 稲城第七小学校 神田久生会員 

 ★1 月(予定) 城山小学校 大澤真澄会員 

 ★1 月(予定) 平尾小学校 齊藤太郎会員 

 ★2 月 18 日 稲城第六小学校「電磁石」 有山

理事 

◎東京都府中市での活動 

日江井榮二郎会員が府中市長に SSISS の話をされ

たところ興味を示され、教育委員会に話しておくと

のことでしたが、その後、市立第一小学及び第十中

学校から活動要請がありました。両校とも天文に関

する話を希望されており、現在、日江井会員との間

で具体的な打合が進行中です。 

◎東京都大田区での活動 

次の各小学校から活動要請があり、それぞれ担当す

る会員が決まりました。 

★おなづか小学校「大地のつくり」 五島政一会員 

★道塚小学校「電流の働き」 有山理事 

★洗足池小学校「大地のつくり」 川上伸一会員 

◎東京都墨田区での活動 

前号でお知らせした墨田区の小学校7校のそれぞれ

について、具体的な内容の打合せが順調に進行中で

す。 
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◎東京都内のその他の学校での活動 

東京都小学校理科教育研究会（都小理）の役員の方

が校長である次の２校から活動要請がありました。 

★8月 20，28日 北区立滝野川小学校 

 科学特別教室 「物の溶け方」大木理事長 

★日時未定 葛飾区立細田小学校 ６年生 

 「水溶液の性質」 大木理事長 

◎岡山市での活動 

夏期休暇中に行われた活動と、今後の予定は次の通

りです。 

  ★7月 25日、8月 1日 津島小学校 「溶液の性質」 

大木理事長 

  ★12月および 1月 伊島小学校 「溶液の性質」 

大木理事長 

◎広島県での活動 

  ★9月 30日 海田町立海田東小学校 ５年生 

「てこ」の発展 大井監事 

◎沖縄市での活動 

  ★11月 28日 3人の会員による活動が予定されて

います。 

東美中学校 「酸化還元」 大木理事長 

      「雲の発生」 山下晃会員 

高原小学校 「卵の発生」 中村将会員 

◎全中理千葉大会での活動 

第５５回全国中学校理科教育研究会（全中理）千葉

大会が、7 月 30 日から 8 月 1 日までの 3 日間千葉

市京葉銀行文化プラザホールなどで開催され、全国

の中学校の理科教員および各都道府県関係者に

SSISS について紹介するパンフレット配布しても

らいました。大会には廣田理事が出席して、懇親会

で挨拶をする機会を与えられ、短時間ですが SSISS

について説明を行いました。 

◆日本科学教育学会年会での討論会 

予定通り、岡山で「理科教育改革支援―SSISSの狙い

と戦略」と題するシンポジウムが 2 時間にわたって行

われました。問題提起者は、大木理事長、熊野善介会

員、村山哲哉墨田区教育委員会指導主事、山口毅会員

です。このうち山口会員から指摘があった現場の教員

にもっと SSISS の「顔」を売らなければならないとい

う主張は、今後の活動について示唆に富むものでした。 

 討論会の出席者は約 30 名で、時間いっぱいに（1

時間）発言があり、活発な討論会でした。 

 

◆平成 20 年度会費の納入について 

SSISS 正会員の年会費（3,000 円）は、昨年・一昨年

は年度末に近い 1 月に頂戴していましたが、法人の運

営上は年度内早期にご納入いただくことが望ましいこ

とから、今年度は会費請求の時期を幾分早め、10 月

31 日までにご納入いただくことといたしました。納入

のお願いは振替用紙とともに別途お送りいたしますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

訃報 

 坪村宏会員（大阪大学名誉教授）は 8 月 10 日に逝

去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。 

 

 

このニュースレターは SSISS 正会員の方々にお送りしています。電子メー
ルを利用される方は下記宛にメールアドレスをお知らせ下さい。 

news.ssiss@mbe.nifty.com 

ニュースレターについてのご意見やご要望も上記宛にお寄せください。 
電子メールを利用されない方は編集担当の高橋宛にご意見等をお寄せくだ
さい。 

〒162-0055 東京都新宿区余丁町 14-31 高橋景一 

電話 03-3358-1555 

FAX 03-5379-1755 

 
住所その他の変更は本 NPO 法人宛にご通知をお願いします。 

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5 丁目 16 番 5 号 
立教池袋中学校・高等学校内 
特定非営利活動法人科学技術振興のための教育改革支援計画 事務所 
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