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８．タンパク質分解酵素の実験 　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　４５

９．生物実験のちょっとしたアイデア　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　４７

１０．参加型体験科学館のメッカ「エクストプロラトリアム」見学記

　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　４９

１１．化学実験モジュールの作成（３）電池の実験 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　５５

１２．実践報告「静電気検出器の製作」・「物質を調べる手がかり」 　　

岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　６２



１３．分子音楽を聞く（単位構造の配列を音楽に）してみる）

　　　 　 　　　　神奈川大学附属高等学校 青柳　昌宏　　６６

１４．視覚に障害がある生徒との川の自然観察 奈良県立盲学校 久保　田有　　７１

１５．動物の交通事故 　　　　 三重県立盲学校 清水　善吉　　７９

１６．地域を教える教材（新潟地震を例として） 新潟県立新潟盲学校 斉藤　敦史　　８０

１７．化学実験モジュールの作成（４）　ものをつくる実験 　　　　 　

筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　８４

１８．企画　ミニレター投稿集

　　　実験に役立つちょっとしたアイデア　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　９０

　　　化学の研究会でのアイデアから 　　 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　９１

　　　氷水をすばやく攪拌する工夫　　　　 筑波大学附属盲学校 間々田和彦　　９２

　　　水溶液を薄めずに手早く冷やす方法 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　９２

　　　真空落下実験の工夫 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　９３

　　　聴診器を使ってみよう 三重県立盲学校 今堀　聖史　　９４

　　　水に浮かない木片 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　９５

　　　Tokyo Dome のデータを授業に　　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　９６

　　　「さわる図鑑・鳥」について　　　　 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　９７

　　　生物ミニ実験「鶏の手羽先の解剖」　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　９８

　　　簡易冷却器の製作 　　 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　９９

　　　活性炭を使ったコンデンサー　　　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　１００

　　　「浸透圧」を実感させる簡単な実験 その１ 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　１０１

　　 武井　洋子

　　　盲人用温度計の紹介 　　 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　１０２

　　　「浸透圧」を実感させる簡単な実験 その２ 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　１０３

　　 武井　洋子

　　　大電流を用いた磁界の実験 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　１０４

　　　光源としてのレーザーポインター　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　１０５

１９．第１１回大会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１０６

２０．第１１回大会出席者名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１０７

２１．第１１回大会会計報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１０８



２２．第１２回大会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１０９

２３．第１２回大会出席者名簿 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１１０

２４．第１２回大会会計報告 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　１１１

２５．日本視覚障害理科教育研究会　規約 　　・・・・・・・・・・・・・・・　 　１１２



ＪＡＳＥＢ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　第１３号・第１４号　合併号

目　次

１．理科教育実践報告 　　 千葉県立千葉盲学校 成子良子 　　　３

　　 三橋邦子

２．植物の観察（東京都立農産高校における理科見学より）

　　 東京都立葛飾盲学校 高島公美子　　　７

３．魚類の観察（サメ，エイを触察して） 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　１１

４．盲学校用化学実験モジュールの作成（６）　 酸・塩基の実験

筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　１７

５．大気圧を実感する実験　　　　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　２９

６．棒グラフ作成器の開発 　　 筑波大学附属盲学校 間々田和彦　　３１

７．マツの観察を通して（種子のとぶ様子と鱗片の乾湿運動の再現）

　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　３２

８．９４年春 アメリカツアー報告（NSTA参加，学校・博物館見学）

　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　３５

９．実践報告 　　 岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　４１

１０．化学の授業の導入としての銀鏡反応 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　４８

１１．熱気球を作ろう 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　５１

１２．植物の乾湿運動を確かめるミニ実験 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　５２

１３．第１３回大会報告　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５３

１４．第１３回大会出席者名簿 　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５４

１５．第１３回大会会計報告　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５５

１６．第１４回大会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５６

１７．第１４回大会出席者名簿　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５７

１８．第１４回大会会計報告 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５８

１９．日本視覚障害理科教育研究会　規約 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　５９



ＪＡＳＥＢ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　第１５号

目　次

１．視覚障害児太陽方位高度測定器 　 愛知県立名古屋盲学校 岩崎 泉 　　　１

２．地学 IAでの地震の指導計画案　 - 阪神大震災から学んだことを生かす試み-

　　　　　　　 　　 奈良県立盲学校 久保田 有 　　　４

３．新潟県糸魚川市のフォッサマグナミュージアムの紹介

新潟江南高等学校 斉藤　敦史　　　９

４．「環境学習のすすめ」の作成と実践　　 東京都立葛飾盲学校 高島公美子　　１２

５．実践報告　「中学３年卒業研究について」 埼玉県立盲学校 矢沢 靖 　　１６

６．コンピュータを活用した温度計測システム 福井県立盲学校 青木　克祉　　１７

７．弱視生徒の視環境整備に関する取り組み　 愛知県立岡崎盲学校 前田　政治　　２５

８．ボールを床に落下させたときのはねかえり係数の測定方法

　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　３１

９．ペットボトルを使用した地震時の地盤の液状化現象モデルの開発

　　 筑波大学附属盲学校 間々田和彦　　３３

１０．生徒による植物の検索表の作成　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　３５

１１．実験を中心とした化学の授業をどう構成するか 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　４３

１２．理科実践報告 　 岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　５１

１３．化学 IBの授業を通して 　　 岐阜県立岐阜盲学校 泉 義明 　　５９

１４．第１５回大会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　６２

１５．第１５回大会出席者名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　６３

１６．第１５回大会会計報告 　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　６４

１７．日本視覚障害理科教育研究会　規約 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　６５



ＪＡＳＥＢ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　第１６号

目　次

１．JASEB東海地区大会の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　　１

２．JASEB東海地区大会での発表内容

　　① 盲幼児の空間枠組み　　　 　 愛知県立名古屋盲学校 神田　正美　　　２

　　② 盲学校における理科実験（小・中・高）の工夫 岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　　４

　　③ 高等部普通科物理分野「力と運動」 放物運動理解に向けての取り組み

愛知県立名古屋盲学校 前田　政治　　　９

　　④ 視覚障害児用太陽方位高度測定器 愛知県立名古屋盲学校 岩崎 泉 　　１２

３．実践報告　気体の実験を中心とした物質量の学習 筑波大学附属盲学校 鳥山　由子　　１４

４．素朴な方法で求める音速 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　１９

５．単振動を実感させ把握させるいくつかの実験 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　２５

６．はかる君を使った岩石の観察　　 　　 筑波大学附属盲学校 間々田和彦　　２９

７．鳥類の部分標本の観察　　高３生物の校外授業の実践報告 　 

筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　３１

８．授業実践報告（生徒のレポートより） 岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　３５

９．第１６回大会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　４１

１０．第１６回大会会計報告 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　４２

１１．第１６回大会参加者　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　４３

１２．日本視覚障害理科教育研究会　規約 　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　４４



ＪＡＳＥＢ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　第１７号・第１８号 合併号

目　次

１．骨格標本を活用した盲学校中学部での動物の学習

筑波大学 鳥山　由子　　　３

２．気柱の共鳴実験 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　１２

３．地震計の原理の指導とはかる君を使った岩石の観察(2)

　 　　 筑波大学附属盲学校 間々田和彦　　１６

４．無脊椎動物の観察(1) 　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　１７

５．小学部６年理科学習指導案 　　 静岡県立静岡盲学校 横田川恭子　　２１

６．身近な物質を使った実験（高等部重複学級２年）

　　 岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　３５

７．ドップラー効果の教材化 　 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　４５

８．アミラーゼの働きを調べる実験　　-パソコンを利用して –

　　 岩手県立盲学校 山田　毅 　　４９

９．熱対流触察器 　　 愛知県立名古屋盲学校  岩崎  泉 　　５１

１０．光の実験の教材研究 　　 筑波大学附属盲学校 石崎 喜治 　　５３

１１．視覚障害者用色判別器（溶液用）の開発 山口県立盲学校　　 安成　淳子　　５９

１２．環境についての授業実践（小学部６年生対象） 静岡県立静岡盲学校 横田川恭子　　６４

１３．林良重先生，青柳昌宏先生を偲んで

　　　　　　　　　　　　　 　　　 日本視覚障害理科教育研究会会長　　鳥山　由子　　６５

１４．簡易比色計（回路図のみ） 　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　６８

１５．理科器具について　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　６９

１６．１７回大会報告　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　７２

１７．１８回大会報告　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　７３

１８．１７回大会会計報告　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　７４

１９．１８回大会会計報告　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　７５

２０．投稿方法　　　　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　７６

２１．JASEB  NEWS  LETTERバックナンバーの購入方法　 　・・・・・・・・・・・ 　　７７

２２．日本視覚障害理科教育研究会　規約　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　７７



ＪＡＳＥＢ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　第１９号

目　次

１．中和反応を調べる（音声化センサーの利用を通して）

岩手県立盲学校 山田　毅 　　　１

２．雨ドイを使った波動の導入実験　 　　 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　　４

３．ウシの牛眼の触察（解剖） 　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　　９

４．改良型太陽方位高度測定器の製作 　 愛知県立名古屋盲学校 岩崎 泉 　　１４

５．電気分解における銅イオンの移動を観察する 筑波大学附属盲学校 浜田志津子　　１６

６．実験を中心とした盲学校の理科教育の歴史 筑波大学心身障害学系 鳥山 由子 　　１７

７．身近な物質を使った実験(2)（高等部重複学級２年） 岐阜県立岐阜盲学校 小保方英夫　　１９

８． 斜面を飛び出す剛球の速さ 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　２３

９．ミニレター特集

　　身の回りの騒音からある高さの音を拾い出す 筑波大学附属盲学校 石崎　喜治　　２６

　　新しい感光器を使った感想 　　　　 石崎　喜治　　２７

　　巨大熱気球の製作 　　　　 石崎　喜治　　２９

　　大気圧の実験 　　　　 石崎　喜治　　３１

　　ペルチェ素子を使ったエネルギー変換の実験 　　　　 石崎　喜治　　３２

　　音声ストップウォッチの製作 　　 静岡県立浜松盲学校 種茂　彰一　　３３

１０．１９大会報告　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　３４

１１．１９大会会計報告　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　３６

１２．投稿方法　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 　　３７

１３．JASEB  NEWS  LETTERバックナンバーの購入方法　 　・・・・・・・・・・・ 　　３７

２１．日本視覚障害理科教育研究会　規約　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　３８



ＪＡＳＥＢ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　第２０号

目　次

１．水素の爆発　 　 筑波大学附属盲学校 濱田志津子　　　２

２．ニワトリ・ブタの心臓の触察　 　　 筑波大学附属盲学校 武井　洋子　　　５

３．全盲生徒の大学進学（化学専攻）に関する事例報告

　 筑波大学心身障害学系 鳥山　由子　　１０

４．水圧を調べる　 　　　　 岩手県立盲学校　　 山田　毅 　　１９

５．ペットボトルの加工方法　 　　　　 岩手県立盲学校 山田　毅 　　２４

６．分子モデルを使った細胞膜の浸透実験　 　  大分県立盲学校　　 吉良　和秀　　２６

７．紅イモ粉を利用した酸性･アルカリ性の測定 筑波大学附属盲学校 間々田和彦　　３０
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