
日本化学会東海支部 令和４年度東海地区化学教育討論会 岐阜大会 

主 催： 日本化学会東海支部，日本化学会東海支部化学教育協議会 

後 援： 愛知県教育委員会 長野県教育委員会 三重県教育委員会 静岡県教育委員会 

岐阜県教育委員会 岐阜大学 

日 時： 令和 4 年 10 月 15 日（土）10 時 30 分～16 時 30 分 

会 場： 岐阜大学工学部 100 番教室およびオンライン（Zoom） 

（〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1-1） 

参加費： 無料 

日 程： 

9：30 ~ 10：30 受付 

10：30 ~ 10：35 開会式  化学教育協議会 委員長 中野 博文 挨拶 

 

10：40 ~ 12：10 研究発表 午前の部（発表 20分，質疑 5分，移動 5分） 

 

「主体性、対話的で深い学びを取り入れた授業デザイン（藍染）」 

臼田 尚之（岐阜県立郡上高等学校） 

 

「明和高校ＳＳＨの取組～化学分野の課題探究の実践」 

加山 考（愛知県立明和高等学校） 

 

「思考力養成を志向した科目横断型実験」 

冨川 友秀（静岡県立松崎高等学校） 

 

12：10 ~ 13：30  昼食 

 

13：30 ~ 14：30 研究発表 午後の部（発表 20分，質疑 5分，移動 5分） 

 

「実験から見いだす授業と ICTの活用」 

中澤 健（長野県丸子修学館高等学校） 

 

「進化生態学の視点で異種間コミュニケーションツールとしての化合物をみる」 

岡本 朋子（岐阜大学応用生物科学部） 

 

14：30 ~ 14：40  休憩 

 

14：40 ~ 15：50  特別講演       

 

「植物ポリフェノールを「化学」から読み解く」 

柳瀬 笑子（岐阜大学応用生物科学部） 

 

15：50 ~ 16：10 研究発表(録画) （発表 20分） 

「三重県の実験書編集委員の活動報告」 

榎本 貴之（三重県立松阪工業高等学校） 

16：10  閉会式 



【ＪＲ・名鉄岐阜駅から会場（岐阜大学工学部）へのアクセス】 
＜バス＞ 

JR 岐阜駅北口のり場、あるいは名鉄岐阜駅のり場より  「岐阜大学」下車 

 

〇岐阜大学・病院線（バス系統Ｃ70）：所要時間約 30分，330円 

 JR 岐阜駅前～名鉄岐阜駅前～（忠節橋経由）～岐阜大学～岐阜大学病院 

  バス停：JR 岐阜駅（北口）バスロータリー9番のり場 

  バス停：名鉄岐阜駅 5番のり場 

 

〇岐大ライナー（バス系統Ｃ60）（岐阜大学への直行便） 330 円 

 名鉄岐阜駅〔Eのりば〕～JR 岐阜駅〔9番のり場〕～岐阜大学～（岐阜大学病院） 

  バス停：名鉄岐阜駅〔Eのり場〕 

  バス停：JR 岐阜駅〔9番のり場〕 

〇岐南町線（バス系統 N45）：所要時間約 35分，330円 

 岐南町三宅～JR 岐阜駅前～名鉄岐阜駅前～（長良橋経由）～長良北町～ 

 ～岐阜大学～岐阜大学病院 

  バス停：JR 岐阜駅（北口）バスロータリー9番のり場 

  バス停：名鉄岐阜駅 4番のり場 

＜タクシー＞約 20分，3000 円程度 

（キャンパス内の地図） 

 100 番教室 



 

問合せ先 ご不明な点は、以下の各県の委員または事務局にお問合せください。 

 

【令和 4 年度 東海地区化学教育討論会 運営委員】 

愛知県：足立 敏 （愛知県立春日井高等学校 〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町 1-55） 

TEL：0568-81-2251 FAX：0568-85-9425 

岐阜県：瀬川 雄一郎 （岐阜県立岐阜高等学校 〒500-8889 岐阜県岐阜市大縄場 3-1） 

TEL：058-251-1234 FAX：058-251-8151 

三重県：土井 誠 （三重県立津東高等学校 〒514-0061 三重県津市一身田上津部田 1470） 

TEL：059-345-05021 FAX：059-345-6996 

静岡県：冨川 友秀 （静岡県立松崎高等学校 〒410-3693 静岡県賀茂郡松崎町桜田 188） 

TEL：0558-42-0131   FAX：0558-42-0587 

長野県：市原 一模 （長野県諏訪清陵高等学校 〒392-0007 長野県諏訪市清水 1丁目 10-1） 

TEL：0266-52-0201 FAX：0266-57-2426 

事務局：萬関 一広 （岐阜大学工学部 〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1-1） 

TEL：058-293-2587 

 

【参加申し込み方法】 

今回の討論会は，対面と Zoom ウェビナーを利用したリモート会議のハイブリッド形式で

開催します．参加希望者は．以下のどちらかの方法により 10 月 3 日（月）必着でお申し込み

ください．  

① 郵送にて添付の申込票に必要事項を記入し，事務局（岐阜大学 萬関一広）宛に送る． 

② 電子メールで，以下の内容を kmanseki[at]gifu-u.ac.jp（[at]は，＠に代えてご利用くださ

い）宛に送る． 

(1) お名前 

(2) ご勤務先 

(3) 電話番号 

(4) 郵便番号および住所 

(5) 参加者区分：①日本化学会正会員 ②日本化学会教育会員 ③日本化学会会員（その他） 

④非会員（学生） ⑤非会員（新任 3 年以内の教諭） 

⑥非会員（小中高校の講師） ⑦非会員（その他） 

(6) 参加区分：①対面参加を希望  ②オンライン参加を希望，のどちらかを選択 

(7) 日本化学会東海支部から行事案内などのメール配信のご希望の有無． 

完全オンライン開催に変更になった場合，参加区分①対面参加を希望の方もオンライン

参加に変更になります． 

【申込期限】令和 4 年 10 月 3 日（月） 

tel:0565-28-8800
tel:026-234-2261


 

令和 4 年度東海地区化学教育討論会 岐阜大会 参加申込票 

郵送（宛先） 

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸 1-1 

岐阜大学工学部 化学・生命工学科 

萬関一広 行 

 

 

お 名 前                        

 

 

ご勤務先                                       

 

 

お電話                 

 

 

ご住所 〒 

 

                                          

 

参 加 区 分：    ① 対面参加を希望   ② オンライン参加を希望 

状況により, 完全オンライン開催に変更になった場合，①対面参加を希望の方もオンライ

ン参加に変更になります. 

参加者区分： 

①日本化学会正会員 ②日本化学会教育会員 ③日本化学会会員（その他） 

④非会員（学生） ⑤非会員（新任 3 年以内の教諭） ⑥非会員（小中高校の講師） 

⑦非会員（その他） 

 

日本化学会東海支部化学教育協議会から行事案内などのメール配信を希望される場合には，

メールアドレスをご記入ください．なお，上記以外の目的でこのメールアドレスを使用する

ことはありません． 

 

E-mail:               ＠＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

締  切：令和 4 年 10 月 3 日（月）必着 


