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｢新しい理科の指導資料(第46集)｣の頒布について（依頼）
菊 薫る 好季節 とな りまし た。 皆様に はま すます ご健 勝のこ とと 拝察い たし ます。
日頃よ り、 理科教 育の 充実・ 発展 にご尽 力い ただい てい ること に敬 意を表 しま す。ま た、
本研究 会の 活動に 多大 なるご 理解 ・ご協 力を いただ いて いるこ とに 感謝申 し上 げます 。お か
げをも ちま して、 夏に 行われ た全 中理北 海道 大会も 、多 くの成 果と ともに 盛会 のうち に無 事
終える こと ができ まし た。あ りが とうご ざい ました 。
さて、 本研 究会で は、 全国の 会員 の方々 の1年間の 研究 活動な どの 情報交 換の 場とし て、
「新し い理 科の指 導資 料集(第46集)」 を例 年のよ うに 平成30年2月末を 目途 に発行 する よう作
業を進 めて おりま す。 この資 料集 は、各 都道 府県の 理事 の皆様 から ご推薦 いた だいた 優れ た
研究活 動や 実践結 果を 冊子と して まとめ たも ので、 昭和 47年から 発 行して いる もので す。
作成 いた しまし たら 、各都 道府 県教育 委員 会(政 令指 定都市 を含 む)に ３部 、都道 府県 中学
校理科 教育 研究会 会⻑ に４部 (事 務局⻑ に２ 部を含 む)を送付 いた します ので ご活用 くだ さ
い。ま た、 これと は別 に、ご 希望 の会員 の皆 様には1冊 当たり800円(送 料は 当セン ター 負担)
で頒布 いた します 。
お手数 をか けて誠 に申 し訳あ りま せんが 、同 封しま した 会員あ て別 紙のご 案内 文書を 増刷
してい ただ き、貴 地区 研究会 会員 の皆様 方へ 配布し てい ただき ます ようお 願い いたし ます 。
年度 末を 控えご 多忙 の折と は存 じます が、 全国各 地区 の多く の会 員の皆 様方 に、こ の指 導
資料を 配布 できま すよ う、ご 協力 をお願 いい たしま す。
なお 、こ の文書 の電 子デー タは 、全中 理理 事の方 々に はメー ルで お送り して おりま すが 、
別途必 要な 方は当 セン ターま でご 連絡く ださ い。
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