
2014首都大学東京 高校生物教員向け講座のご案内 

 

 2014年度も例年のように、首都大学東京生命科学専攻では高校生物教員向け講座を，前

期・夏期・後期で，5講座開講します． （その他，オープンユニバーシティ専用講座と教

員免許状更新講習（予定）のご案内も最後に掲載しています．） 

 
 講座一覧・さまざまな申込み方法と今後のご案内スケジュール・講座概要は，以下のと

おりです． 

 
 大学院科目等履修生としての受講をご検討いただける方には，募集要項と応募書式を電

子ファイルと郵送でお送りしますのでmatsuura-katsumi@tmu.ac.jp までご連絡下さい．

（振込用紙と原簿は郵便で送るものをご使用下さい．） 
 

 この教員向けの大学院科目等履修生で単位取得の後，博士前期課程（修士課程）を修了

して博士後期課程に進まれた方がいます．また，他に一人博士後期課程（修士課程は20年
以上前に修了）に入学されました．どちらも現職のままの社会人入学です．将来大学院入

学を考えてみたい方は，どうぞご相談下さい． 

 
首都大学東京生命科学専攻 

 

===== 
2014年度：高校生物教員向け講座 一覧（詳細は，下部にあります．） 

 

【ティーチング技術（高校生物授業での発問と課題設定：少ない知識から考えるために）】 
前期（4月～7月：12回）火曜 19:00-20:30（秋葉原）松浦克美 

 

【ティーチング技術（高校生物新課程：生徒実験，小実験，演示実験）】 
後期（10月～1月：12回）火曜 19:00-20:30（秋葉原）松浦克美 

 

【現代生物学リカレント講座：生物研究の進展と高校生物の内容の変化】 
夏期（7月29日（火），30日（水） 10:30-16:30）（南大沢）各教員 

 

【高校生物実験指導法講座：大腸菌からのDNA分離解析と塩基配列決定】 
夏期（7月31日（木）8月1日（金）9:00-17:00）（南大沢）加藤潤一・古屋伸久 

 

【高校生物実験指導法講座：ショウジョウバエ変異体の行動観察】 



夏期（8月12日（火）13日（水）9:00-17:00）（南大沢）坂井貴臣 

 

＝＝＝＝＝ 
参加方法と申込み方法（細部は，変更される場合があります．） 

 

参加と申込みの方法は以下5種類があります．概要は以下のとおりです． 
 

（１） 大学院科目等履修生（有料）としての受講 

・ 5講座すべてが対象です． 
・ 単位が認定され，社会人入学されれば，課程修了に必要な単位に認定できます． 

・ 有料で，前期・後期は１講座，28,800円，夏休みは1講座14.400円 

・ 書類選考があり，9,800円（科目数によりません）かかります．現職教員やそれに準ず

る方なら，選考でおことわりすることはないと考えています． 

・ 申し込み期間は，5講座すべてが，3月7日（金）から3月13日（木）までの郵送による

受付です．（夏休みや後期分も，この期間のみの受付です．） 
・新学期開始後の受講希望者の事情で，キャンセル可能です． 

・応募に必要な書類は，matuura-katsumi@tmu.ac.jp までお申し込み下さい． 

 
（２） オープンユニバーシティ講座（有料）としての受講 

・ 前期1講座，後期1講座が対象です．（この他に前期３講座がオープンユニバーシティ専

用で開講されます．↓下記） 
・ 有料で，1講座23,200円です． 

・ 前期分の一般申込みは，3月6日（木）からの予定です．http://www.ou.tmu.ac.jpをご覧

下さい．科学・技術のカテゴリーです．そちらから申込みできます． 
・ 後期分の申込みは，9月頃になる予定です． 

 

（３） 公開講座（無料）としての受講 
・ 夏休み3講座が対象です． 

・ 無料です． 

・ リカレント講座は，高校教員やそれに準ずる方は，希望者全員受講できます．実験講座

は定員があり，応募者多数の場合は選考があります． 

・ 5-6月頃，応募方法を連絡いたします． 

 
（４） 高大連携協力員（無料）としての受講 

・ 5講座すべてが対象です． 



・ これまで首都大学東京生命科学専攻との連携に実績のある教員（講座への参加のみは除

く）が対象です．連携協力員とは，引き続き相互にメリットのある関係を作っていきたい

と考えています． 
・ すべての講座に，無料で参加できます． 

・ 松浦（matsuura-katsumi@tmu.ac.jp）まで，お申し出下さい．資格確認をさせていただ

きます． 
 

（５） 東京都教育委員会教職員研修センターからの派遣受講 

・ 夏休み3講座が対象です． 
・ 東京都の公立学校教員の方に，東京都教育委員会教職員研修センターの研修として参加

いただけます． 

・ 定員設定があります． 
 

＝＝＝＝＝ 

 
首都大学東京 理工学研究科 生命科学専攻  

平成26年度科目等履修生時間割および授業概要  

（オープンユニバーシティ講座・高大連携協力員無料受講も同時実施です．） 
  

（授業番号が博士前期（修士）課程と博士後期課程で異なりますので，十分ご注意下さい．

博士後期課程の番号は修士修了者対象です．単位認定後は，単位取得証明を請求に応じて

発行します．将来大学院に入学した際は（社会人入学を含む），願出によって既修得単位の

認定を受けることができます．） 

  
  

科目名：生命科学特別演習II 授業番号：博士前期（修士）課程 R435 

                   博士後期課程     R436 
前期（4月〜7月：12回）火曜 19:00-20:30（秋葉原）担当教員：松浦克美  2単位 

4月15日開始予定 

  
【ティーチング技術（高校生物授業での発問と課題設定：少ない知識から考えるために）】 

  

 高校の生物教員等が，経験の交流や質疑討論を通して，自らの教育力を向上させること

を目的とする．必要に応じて，講師および参加者による模擬授業なども行う．教員志望者

の受講も歓迎する． 



 新「生物基礎」と「生物」の内容は大幅に改訂された．新内容も増えて約1800語もの重

要用語が取り上げられすべてを覚えることは不可能である．インターネットの発達で，知

識を覚えることの意義も大きく低下している．一方，新しいことを考える力を養うことを，

社会は生徒・学生に求めている．そのためには，少ない知識から概念や仮説を自ら考える

力が必要である．本講座では，そのための発問や課題設定について考える． 

 12回の毎回のテーマは以下を考えているが，受講生の状況や希望に応じて変更する．は

じめに／知識を覚えることと仮説を考えること／高校で生物を教える目的は何か／生徒の

状況：どう刺激しどう援助するか／理解させるための発問と課題設定／考えさせるための

発問と課題設定／生体分子とタンパク質と細胞／DNAと遺伝／多細胞生物の発生と生理／

生態と環境／進化と系統／まとめ 

 受講者からの授業実践例や授業提案の報告と質疑討論を中心に授業を進める． 

  
  

科目名：生命科学特別演習II  授業番号：博士前期（修士）課程 R437 

                     博士後期課程     R438 
後期（10月〜1月：12回）火曜 19:00-20:30（秋葉原）担当教員：松浦克美 2単位 

  

【ティーチング技術（高校生物新課程：生徒実験，小実験，演示実験）】 
  

 高校の生物教員等が，経験の交流や質疑討論を通して，自らの教育力を向上させること

を目的とする．必要に応じて，講師および参加者による模擬授業なども行う．教員志望者

の受講も歓迎する． 

  平成24年度からの新指導要領で始まった「生物基礎」と「生物」は３年生まで進行し

ている．内容が大幅に変更され，教科書が扱う内容も増えたため，どこを重点的に教える

かが難しいことに加え，実験の時間を確保するのが難しくなっている．本演習では，生徒

の本質的理解や，意欲や思考力の向上に役立つ実験項目やその進め方を検討する．実験観

察だけで進める授業ばかりでなく，講義の途中で生徒が少しの実験操作を行う小実験や演

示実験についても検討する． 

 「生物基礎」と「生物」の類似の内容は合わせて進める予定である．12回の構成は以下

を考えているが，受講生の状況や希望に応じて変更する．はじめに／生物の多様性と共通

性・細胞／タンパク質と酵素／代謝とエネルギー／遺伝子とその働き／遺伝情報の発現と

調節／動物の発生／体内環境の維持・神経と脳・行動／植物の発生と環境応答／生態と環

境／進化と系統／まとめ 
 受講者からの授業実践例や授業提案の報告と質疑討論を中心に授業を進める． 

  

  



科目名：生命科学特別講義  授業番号：博士前期（修士）課程 R401 

                   博士後期課程     R402 

夏期集中（7月29日（火）30日（水）（予定）10:30-16:30）（南大沢）担当教員：各教員1
単位 

  

【現代生物学リカレント講座：生物研究の進展と高校生物の内容の変化】 
  

 生物科学の急速な進展と社会における重要性の増大に伴い，高等学校の生物の授業にお

いても生徒に新しい知識を正しく解説する必要性が高まっている．一方，高校教員が新し

い知識を正確に理解し適切に授業に活用していくことは，自己研修や研修機関での研修だ

けでは難しい面がある．本授業では，高校教員を目指す大学院生，現職の高校教員，およ

び高校教育に関心のある受講生を対象に，現代生物学の進歩を能率良く整理して修得する

ことを目指す．高校生物で扱われている内容に密接に関係する最近の生物科学の進展を，6

名の教員が特に重要な点に絞って解説し，受講者の質問に答える．6名のテーマは，できる

だけ広範に生物学の各分野をカバーするように選定する． 
  

  

科目名：生命科学特別演習I  授業番号：博士前期（修士）課程 R431 
                    博士後期課程     R432 

夏期集中（7月31日（木）8月1日（金）（予定）9:00-17:00）（南大沢）担当教員：加藤潤一・

古屋伸久1単位 
  

【高校生物実験指導法講座：大腸菌からのDNA分離解析と塩基配列決定】 

  
 遺伝子クローニングなどの遺伝子操作には大腸菌が不可欠である。最近では高校でも大

腸菌にGFPの遺伝子を導入する実験などが行われるようになってきた。しかし教科書でだ

け理解している内容やキットなどを使った一通りの実習で終わっている場合も少なくない。

本演習では、単なる大腸菌へのDNAの導入から一歩進んだDNA, RNAに関する実験を行う。

具体的には、エレクトロポレーションによる大腸菌へのDNAの導入、大腸菌からのDNA, 

RNAの分離とそれぞれの同定、および塩基配列決定などを行う． 
 講義と実験を併用して実施する． 

   1日目 ・大腸菌での遺伝子操作と遺伝子導入 

   2日目 ・DNA, RNAの分離と同定 ・塩基配列決定 
       （一部変更される場合があります） 

 高等学校教員再教育を主な目的とした講座です。教員を目指す大学院生も受講できます。 

  



  

科目名：生命科学特別演習I   授業番号：博士前期（修士）課程 R361 

                     博士後期課程     R362 
夏期集中（8月12日（火）13日（水）（予定）9:00-17:00）（南大沢）担当教員：坂井貴臣1

単位 

  
【高校生物実験指導法講座：ショウジョウバエ変異体の行動観察】 

  

 キイロショウジョウバエ（Drosophila melanogaster）では多くの突然変異体が単離され

ており，変異体を用いた研究は様々な生命現象の解明に貢献している．本演習では主に神

経系に異常を持つ様々な変異体について紹介する．また，変異体を用いた行動観察および

そのデータ解析を体験する． 
 野生型の行動と各変異体の行動を比較することにより変異体特有の行動異常を同定し，

神経系にどのような異常が生じているのかを考察する．本演習を通して，遺伝子・神経機

能・行動の連関を理解することを目的とする． 
 講義と実験を併用して実施する． 

  1日目 ・ショウジョウバエの神経系の突然変異体 

  2日目 ・変異体を用いた行動観察およびデータ解析 
       （一部変更される場合があります） 

 高等学校教員再教育を主な目的とした講座です。教員を目指す大学院生も受講できます。 

 
＝＝＝＝＝ 

（以下は，生命科学専攻が直接提供する以外の講座です．） 

 
オープンユニバーシティー専用講座：受講希望者はすべて http://www.ou.tmu.ac.jp から

お申込下さい． 

福田公子先生企画の講座です．分野ごとに4回ずつ３講座に分かれていて，１講座9700円
です．一般申込みは，3月6日（木）からの予定です． 

 

【高校生物教員のための，高校生物新課程】 
高校生物は，新課程となり，大きく様変わりしました。最近の生物学の進歩をふまえ，こ

れまでとは全く違う体系で生物学を教えるようになっています．そこで，大きく変わった

分野や，扱いが大きくなった分野の代表として「タンパク質の機能」，「遺伝子の発現調節」，

「生態系と多様性，進化」を選び，それぞれ，研究者の立場から各分野を４回で解説する

講座を作りました．各分野ごとに違う講座として設定されているので，分野ごとの履修お

よび全分野の履修も可能です 



  

【高校生物教員のための，高校生物新課程 〜タンパク質の機能〜】 

第１弾はタンパク質です．全ての生命現象を支えているのは，様々に機能を持つタンパク

質です．生命現象とタンパク質がどのように結びついているのか．教科書に出てくる例を

中心に解説します． 

場所：飯田橋キャンパス 
日程：5月8、15、22、29日（４回） 19:00～20:30 

定員：20名 

5月 8日 「タンパク質をつくるタンパク質」 首都大学東京教授 川原 裕之 
5月15日 「エネルギー生産とタンパク質」 首都大学東京准教授 春田 伸 

5月22日 「生物の体内環境の維持に働くタンパク質」 北里大学講師 坂本 謙司 

5月29日 「神経の機能を支えるタンパク質」 首都大学東京教授 久永 真市 
  

【高校生物教員のための，高校生物新課程 〜遺伝子発現調節〜】 

大変革した高校生物新課程を，研究者の立場から解説する講座の第2弾です． 
遺伝子発現調節は，多細胞生物と単細胞生物のどちらでも非常に重要ですが，その意義は

大きく違い，多細胞生物では遺伝子発現調節は細胞分化に，単細胞生物では環境応答に利

用されています．これらの仕組みと例を解説します．また，生殖と遺伝についても取り上

げます． 

場所：飯田橋キャンパス 

日程：6月5、12、19、26日（４回） 19:00～20:30 
定員：20名 

6月 5日 「生殖と遺伝：メンデル遺伝を教えない理由」 首都大学東京客員教授 西駕 秀

俊 
6月12日 「多細胞生物の遺伝子発現調節１：遺伝子発現調節の最高の例としての動物の

発生」 首都大学東京准教授 福田 公子 

6月19日 「多細胞生物の遺伝子発現調節２：植物の発生および環境応答と遺伝子発現調

節」 首都大学東京准教授 岡本 龍史 

6月26日 「単細胞生物の遺伝子発現調節：単細胞生物の環境応答戦略」 首都大学東京

准教授 得平 茂樹 
  

【高校生物教員のための，高校生物新課程解説 〜生態系と多様性，進化〜】 

大変革した高校生物新課程を，研究者の立場から解説する講座の第３弾です． 
生態，多様性，進化は高校生物において，これまでどちらかといえば軽視されてきた項目

でした．しかし，新課程では「生態系と多様性」は基礎生物に含められ，全員が学ぶ項目



になっています．生物とはどのようなものかを理解する上で，これらの項目がどのように

重要なのかを知っていただくことがこの講座の目的です． 

場所：飯田橋キャンパス 
日程：7月10、17、24、31日（４回） 19:00～20:30 

定員：20名 

7月10日 「植物の物質生産が支える生態系」 首都大学東京准教授 鈴木 準一郎 
7月17日 「個体群と環境：動物の生態」 首都大学東京教授 林 文男 

7月24日 「生物多様性を生み出してきた種分化と系統進化」 首都大学東京教授 村上 

哲明 
7月31日 「遺伝子・ゲノムの進化と生物の進化」 首都大学東京教授 田村 浩一郎 

 

＝＝＝＝＝ 
 

教員免許状更新講習（予定） 

5月中旬以降 http://www.kyomenkosin.tmu.ac.jp/ から申込いただける予定です．１講座6
時間分で，6000円の予定です． 

 

【高校生物：新課程で何を重点に教えるか】 松浦克美 
8月13日（水）8:50〜16:10 南大沢キャンパス 

平成24年度からの高校理科の新学習指導要領で，生物分野は大幅な変更があった．本講習

では，その変更に関わった講師と，新しい生物基礎と生物の各社の教科書を参考に，どの

内容を優先的・重点的にどう教えるかについて検討する．講習方法は，各受講者と講師と

の質疑応答，議論，経験交流を中心に進める．講師からの質問に対する応答をもって，口

頭試験とする．生物学の進展に興味がある他教科・他科目教員の受講も歓迎する． 
 

【考える力をつける対話授業法：生物を中心に】 松浦克美 

8月14日（木）8:50〜16:10 南大沢キャンパス 
生徒の学び方がますます受動的になってきており，正答を記憶して試験問題に答えること

が，学習の中心になってきている．それを改善するため，本講習を受講者との質疑応答形

式・対話法で実施し，教師が教え込むのではなく，生徒の疑問や質問に答える形式で進行

させる授業法を実践的に習得する．講師からの質問に対する応答をもって，口頭試験とす

る．生物を中心に進めるが，他教科・他科目教員の受講も歓迎する． 


