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平成 27 年度 SSH 実施報告
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学校法人静岡理工科大学 静岡北中学校・高等学校
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❶平成２７年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
① 研究開発課題
科学探究能力と国際性を自律的かつ持続的に向上できる生徒を育成する教育プログラム・学習評価法・連携手法の課題解決
および完成形の提示。更に、成果活用による次世代の優秀な科学技術系人材を地域で育成する SSH 成果循環システムの構築。
② 研究開発の概要
研究 1 科学探究能力と国際性を自律的・持続的に向上できる生徒の育成課題の解決
・ 地域産業、最先端科学など「ものづくり」の体験授業を実施し、学習やキャリア形成への意欲を高め、科学的な態
度を育成した。
・ 環境調査を切り口に統計学・課題発見・表現スキルを育成することにより、自律的な学び方や科学的判断力を高め
て高大連携の課題研究に応用し、論理的思考力を育成した。
・ 情報や科学英語の活用、意思決定の模擬体験等により表現力と社会的判断力を高め、国際的な場で活用し、国際性
の修養を促進した。
研究 2 地域を継承する優秀な科学技術系人材を持続発展的に輩出する基盤形成
・ 普及版モジュール開発を中高大協同で行うためのモデル作りと連携先の拡大を行った。
・ 複数大学との協同で AP 教育センター（仮称）を設立するための準備を行った。
・ 地域色ある交流の場で、SSH 校と卒業生が初等教育を支援するための地域連携を拡大した。
③ 平成２７年度実施規模
全校生徒を対象に実施。年間を通しての対象は、中学校 154 名（1 学年 51 名、2 学年 62 名、3 学年 41 名）、理数科 1 学年
143 名、理数科 2 学年スーパーサイエンスコース（以降 SSC）25 名、理数科 3 学年 SSC24 名。
④ 研究開発内容
○研究計画
第 1 年次（平成 24 年度）既 SSH からの迅速な移行（丁寧な中高接続と全校・全教科での研究体制の確立）

2・3 学年 SSC

A) 方法 A1「サイエンス・コミュニケーション」と方法 A2「インセンティブ・レクチャー」の中学 1～3 学年の効果的な実施と
学習評価法の開発
B) 方法 B1「環境調査」
、方法 B2「課題発見トレーニング」
、B3「解決トレーニング」の中学 1～2 学年と中学 3 学年の効果的
な連結方法の構築、方法 B4「コネクト式課題研究」の中高一貫生の実施準備
C) 方法 C1「IT＆科学英語活用基礎」での中学生による国際交流事例、方法 C2「意思決定トレーニング」の実施と教材の蓄積
A)
方法 A3「スーパー・レクチャー」の連携先の拡大
B)
方法 B4 で既開発の課題研究の評価基準を多種の活動評価に用いてデータ蓄積、国内外のルーブリックの研究
C)
方法 C3「IT＆科学英語活用実践」での国内外との恒常的な交流事例の蓄積と米国の AP の研究

全校・全教科

全校および全教科でのコネクト式授業や探究的な授業の実施

中学 1～3 学年
理数科 1 学年
理数科

交流
普及

D)
E)
F)
G)

国内外の科学教育先進校との交流促進と先進的事例収集
コネクト式授業の連携先との高大接続教育の検討
科学の広場での SSH 卒業生活用の検討・試行
中高生の国際会議や教員の国際科学教育検討会の準備

第 2 年次（平成 25 年度）中高一貫モデル開発・普及版開発の安定・国内外とのネットワークの充実
中学 1～3 学年
理数科 1 学年

A)
B)
C)

方法 A1～A2 の実施方法と学習評価法の改善
方法 B1～B3 の実施法と教材の改善、方法 B4 の中高一貫の高校 1 学年での実施
方法 C1 の国際交流事例と方法 C2 の教材の蓄積

2・3 学年 SSC

A)
B)
C)

全校・全教科

1 年次の取組から普及版モジュールを開発

理数科

交流
普及

D)
E)
F)
G)

方法 A3 の 2 年間のジャーナル集の作成と活用法の構築
方法 B4 の過去のデータを用いてルーブリック構築
方法 C3 に米国 AP の内容を加えて実施

普及版モジュールの中他高での試行
普及版モジュールの高大連携での改善と AP 教育センターの開設準備
地域色ある場での SSH 卒業生活用の検討・試行
中高生の国際会議や教員の国際科学教育検討会の準備

第 3 年次（平成 26 年度）中高一貫モデルの検証と改善・普及版開発の推進・国内外との連携の充実
A)
B)
C)

方法 A1～A2 の実施方法と学習評価法の完成
方法 B1～B2 の実施法と教材の完成、方法 B3 の認知加速による思考力の育成の測定（定量化）と改善
方法 C1 の C2 の事例の多様化

2・3 学年 SSC

A)
B)
C)

方法 A3 でジャーナル集をもとに STS 教材を開発
方法 B4 でルーブリックを用いた研究指導法の構築
方法 C3 で米国 AP の指導法の研究と AP 挑戦事例の構築

全校・全教科

2～3 年次の D を参考に普及版モジュールの検証と改善

中学 1～3 学年
理数科 1 学年
理数科
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交流
普及

D)
E)
F)
G)

普及版モジュールの他中高での試行の継続
AP 教育センターの開設（高大接続教育と留学指導の開始）
初等教育支援への SSH 卒業生活用の検討・試行
中高生の国際会議や教員の国際科学教育検討会の開催

第 4 年次（平成 27 年度）中高一貫モデル完成・普及版開発の検証と改善・恒常的な国内外連携の活性化
A)
B)
C)

第 1～3 年次の方法 A1～A2 の事例をもとに STS 教材作成
方法 B1 の結果の地域への還元、方法 B2 と B3 の融合による論理的思考力を効果的に高める実施法の開発
方法 C1 の C2 の事例をもとに国際的な集団で合意形成を模擬体験できる手法の開発

2・3 学年 SSC

A)
B)
C)

方法 A3 で STS 教材の活用法の検証と改善
方法 B4 でルーブリックを用いた研究指導法の検証と改善
方法 C3 で本校独自の科学英語の教材の開発、AP 挑戦継続

全校・全教科

2～4 年次の D を参考に普及版モジュールの検証と改善

中学 1～3 学年
理数科 1 学年
理数科

交流
普及

D)
E)
F)
G)

2～3 年次にモジュールの試行を行った中高と合同で普及版モジュールの発表会の開催
AP 教育センターの充実（指導方法・実績）
普及版モジュールの初等教育支援への試行
中高生の国際会議や教員の国際科学教育検討会の継続

第 5 年次（平成 28 年度）SSH 研究開発の成果普及・国内外連携の発展的な継続
中学 1～3 学年
理数科 1 学年

A)
B)
C)

本校独自の STS 教材の完成
論理的思考力を効果的に高める実施法の完成
国際的な集団で合意形成を模擬体験できる手法の完成

2・3 学年 SSC

A)
B)
C)

全校・全教科

普及版モジュール開発の完成

理数科

交流
普及

D)
E)
F)
G)

方法 A3 で STS 教材の活用法の完成
方法 B4 でルーブリックを用いた研究指導法の完成
方法 C3 で本校独自の科学英語の教材の完成、AP 挑戦継続
普及版モジュールの発表会の継続
AP 教育センターの機能の完成（指導・追跡・依頼）
普及版モジュールの初等教育支援への事例構築
中高生の国際会議や教員の国際科学教育検討会の継続

○教育課程上の特例等特記すべき事項
平成 27 年度入学の理数科 1 学年は総合的な学習の時間(1 単位)と社会と情報(2 単位)を減じ、学校設定科目「サイエンス・
スタディⅠ」(3 単位)を開設した。平成 26 年度入学の理数科 2 学年 SSC と平成 25 年度入学の理数科 3 学年 SSC は総合
的な学習の時間(1 単位)を減じ、学校設定科目「サイエンス・スタディⅡ」(1 単位)を開設した。
○平成２７年度の教育課程の内容
平成 27 年度は下記①～③を理数科の学校設定科目「サイエンス・スタディⅠ・Ⅱ」と中学校の総合的な学習の時間に取り
入れ、課外時間との連動で実施し、モデルを開発した。モデルを参考に全校の全教科の授業内容として数回ずつ実施した。
生徒の意欲と学習履歴の変容を検証すると共に、実施事例から普及版モジュールを中高大協同で開発する体制作りに取り
組んだ。
○具体的な研究事項・活動内容
研究 1 科学探究能力と国際性を自律的・持続的に向上できる生徒の育成課題の解決
(1) 課題「科学的な態度の育成」
・
「論理的思考力の育成」
・
「国際性の修養」の解決方法
仮説 A「学習意欲とキャリア形成を高め、科学的な態度を育成する」の検証（方法 A1～A3）
方法 A1 「サイエンス・コミュニケーション」
「身近な科学や環境、ものづくりを他者へ発信する授業を実施する」を中学校 1～3 学年と高校 1 学年に実施する
ことにより、科学の魅力や学ぶ楽しさを知ると共に科学技術と社会の相互関係の考察が進み、学習やキャリア形成
への目的意識を高めることをねらいとした。具体的には、サイエンス・コミュニケーション（生徒が同級生に最先
端科学をプレゼンする最先端科学講座と生徒が下級生に身近な科学をプレゼンする情報発信講座）を理数科 1 学
年と中学生に実施した。
方法 A2 「インセンティブ・レクチャー」
「最先端科学、地域の産業を体験するコネクト式授業（校外連携授業）を中学校 1～3 学年と高校 1 学年を対象に
実施する」ことにより学習意欲の高揚が見込まれることをねらいとした。特に、科学と無関係に生きていけないこ
とを認知させ、
将来の社会的自立や職業的自立のために科学技術リテラシー獲得が不可欠であることを学ぶことを
重視した。
方法 A3 「スーパー・レクチャー」
「第一線の科学者を少人数で訪問するスーパー・レクチャーを長期休暇に実施する」ことにより、第一線の科学者
と科学を語り合う素養を身に付け、研究に対する意欲を高揚させることをねらいとした。特に、最先端科学の体験
により、将来の研究への想像力を高め、理系分野へのキャリア形成を確固たるものにすることを重視した。
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仮説 B「学び方と科学的判断力を高め、論理的思考力を育成する」の検証（方法 B1～B4）
方法 B1 「環境調査」
中学校 1～2 学年に「淡水産カメの生態分布調査」
、中学 3 学年と理数科 1 学年に「巴川水質調査」を実施するこ
とにより、情報収集能力や分析能力を養うことをねらいとした。
方法 B2 「課題発見トレーニング」
中学校 1～3 学年と理数科 1 学年を対象に統計学の活用法を訓練することにより、仮説やモデルの構築力、データ
処理、グラフ化、数学的解析力を育成することをねらいとした。
方法 B3 「解決プロセストレーニング」
思考活動のプロセスと言語活用の訓練を行うことにより、
観察実験等の操作的技能や変数制御能力、
実験計画能力、
証拠に基づいた理論的推論能力を高め、
認知を加速させ、
非形式推理力と批判的思考力を養うことをねらいとした。
方法 B4 「コネクト式課題研究」
「コネクト式課題研究（大学からの指導を受け、事前事後指導、発表指導は高校で行う）を理数科 2～3 学年 SSC
に実施する」ことにより、深い課題研究を推進できることをねらいとした。特に、日常的に発表・議論・考察・実
験を繰り返し、科学的知識の習得や理解を促進させ、関連付けて適用・応用する基盤を形成することを重視した。
理数科 2 学年 SSC25 名は、以下の 7 テーマに取り組んだ。①ハイドロタルサイトによる吸着と TiO2 および水素
による硝酸イオン除去リアクターの開発（男子 1 名、女子 2 名）
、②微生物燃料電池を応用した有機物除去リアク
ターの開発（男 3 名、女 2 名）
、③植物内の放射性セシウムの動態の解明と自然放射性核種の同定（男 5 名）
、④
鮮やかな変化を見せる葉色の研究（男 1 名、女 1 名）
、⑤不定根の形態形成と物理的特性（男 2 名）
、⑥アントシ
アニンからみる花色変化の可能性（男 1 名、女 1 名）
、⑦人為的突然変異とストレス耐性酵母の誘導（男 3 名、女
3 名）
、⑧正規重力への挑戦（男 6 名）
。
仮説 C「表現力と社会的判断力を高め、国際性を修養する」の検証（方法 C1～C3）
方法 C1 「IT＆科学英語活用基礎」
IT や英語の有効な活用授業を実施することにより、コンピュータを活用した分析・考察・発表の手法と英語で情
報発信するための語学力を鍛えることをねらいとした。
方法 C2「意思決定トレーニング」
科学‐技術‐社会の相互関連を学び、科学技術の望ましい在り方を考え、主体的に判断する教育プログラムを実施
することにより、
自然環境の保護と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判断する態度の養成をねらい
とした。
方法 C3「IT＆科学英語活用実践・海外科学研修」
「IT と英語活用の実践の場を踏ませる活動を理数科 2～3 学年 SSC に実施する」ことにより、コンピュータを活
用した分析・考察・発表の手法と英語で情報発信を実際に体験し、国際的な第一線の科学者と交流することにより、
国際的な科学者や研究者としての自己の未来像を見つめるようになることをねらいとした。
(2) 教育プログラム・学習評価法・連携手法の構築方法
(1)の仮説 A～C の検証に付随する過程①～③を用いて、プログラムおよび各手法の完成形を構築し、提示することを
第 5 年次の目標として、今年度は以下の内容に取り組んだ。
①コネクト式授業の改善と探究的な授業（問題発見解決・振り返り）の実践し、今後、モジュール（研究 2 の取組 D
における普及版開発のモデル）として構築するために、授業の企画・実施・教授の各方法論および教材をまとめた。
②既実施 SSH で開発した課題研究の評価基準を校内や国内外の多事例で活用した。今後、生徒が自己の科学探究能
力の到達段階を認知できる観点をルーブリックとして構築するために、生徒と教員が同じ評価ツールを活用し、同
じ観点に対する評価の差異のデータを収集した。
③国内外との恒常的な連携推進手法を構築するために、海外の姉妹校・東アジア・環境研究・QuarkNet の連携校と
のコラボレーションを活性化させると共に、その事前・事後における国内外の連携校・教員・生徒との連携の記録
や企画・実施の方法論をまとめた。
研究 2 地域を継承する優秀な科学技術系人材を持続発展的に輩出する基盤形成
取組 D 「普及版モジュール開発」
中高一貫教育や理数科で開発した科学探究能力や国際性を育成する教授法および教材を本校の全学級・全教科で実
施し、モジュール化する。そのモジュールを地域の中高で試行しながら、高大連携を活用して改善する。これは、
高大接続教育の具現化を検討する場としても機能する。
取組 E 「AP 教育センター（仮称）の設立」
取組 D や既実施 SSH で連携した地域の複数の大学と協力して、本校が主体となって AP 教育センター（仮称）を
立ち上げるための準備を行った。本センターでは、本校と近県の SSH 生徒を対象に高大接続教育や海外の理系学部
への進学指導を行い、
「卓越した科学技術系人材」を育成する一助とする。将来は、育成した人材と継続的なネット
ワークを構築し、次世代の人材育成への協力要請や招聘を行う計画である。
取組 F 「地域の人材育成への効果的な SSH 成果活用法の構築」
既実施 SSH の取り組みをもとに小中高大院の科学的な連携、静岡のものづくり文化や環境の多様性に関するネット
ワークを活用し、SC 活動の場を広げ、SSH 成果を効果的に還元できる舞台を作る。将来は、この舞台で、SSH 校や
SSH 卒業生が初等教育において科学的な態度と国際性を育成することを支援する。
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⑤ 研究開発の成果と課題
研究 1
方
法
A1

具体的な
検証方法
最先端科学を
同級生に発信
身近な科学を
下級生に発信
事前学習
大学等での
訪問実習

A2

(1)

意識調査
自己評価
下級生の評価
レポート
アンケート
振返りシート

実施による効果とその評価

実施上の課題と今後の取組

肯定的な回答「面白い」
「ためになる」が 8
～9 割活動への動機付け、
進路探究意欲の増
大、発信者は達成感を高め、聞き手は集中
力を増す相乗効果
役立ったという回答が 8 割。中学校と高校
にノウハウと教材が蓄積
訪問学習に対して肯定的な回答が 8 割。実
験への興味、観測や観察への興味に関する
意識が増した生徒が 6～9 割
準備での議論楽しい、理解度の増進実習か
ら発表会までで理解が促進、発見力、解決
力、探究心の増加、高校教員の研修
学習意欲の向上 8 割と発表の上達を望む 9
割基礎学力の向上や学習意欲の増大。外部
講師と中高教員が協力した評価の実施。

科学の魅力や学ぶ楽しさを知ると共に科学技術と社
会の相互関係の考察を深めさせる。身近な科学や環
境、ものづくりを他者へ発信する授業を行い、学習
意欲とキャリア形成への目的意識を高める。

準備の態度
発表用資料

ポスター
セッション

アンケート
発表内容

A3

第一線の科学
者と対話する

レポート
アンケート
発表内容

研究意欲が増加、好奇心が増大。最先端研
究に興味をもち、課題研究の発展性を認識
し、意欲が高まった

課題研究とつながりの深い最先端科学の体験から、
将来の研究への想像力を高めさせる。B4 の連携先等
の紹介により、普段の研究の延長線上にある研究を
体験することにより、対話を促進させる。

B1

淡水カメ生態
調査
巴川水質調査

測定結果
考察結果

中学校での環境調査の実施。河川や生物へ
の興味増大、観察・記録・考察方法の理解

課題研究活動における実験デザインやテーマを構築
する能力の変容との相関を検証する

B2

統計学の活用
トレーニング

テーマの構築
議論への意欲

環境調査・測定実習のフィールドワークと課題発見
トレーニングを組み合わせた中高一貫教育用の教材
を開発する。

CASE と
言語技術

アンケート
評価テスト

探究的な授業

振返りシート

B4

研究室と連携
した課題研究

レポート、参加意欲、
ログ、発表、受賞歴等

C1

発表練習、
海外からの
招聘講義

発表資料
アンケート
受賞歴

統計学を活用して関係を説明できる。測定
データから仮説を構築できる。グラフの有
用性の理解。
プログラムの有用性の理解。認知能力や思
考能力の向上が発表資料やデータ処理の時
間の短縮に現れた。描写や説明、議論の上
達。
理数教科を中心に展開例や振り返りシート
による学習履歴の記録等の事例を蓄積。
外部コンテスト受賞 22 件。日常的に実験や
考察を繰り返す態度の育成。実験計画、証
拠収集、分析、考察、評価の能力が高まっ
た、教員の指導力と評価手法の向上。
IT 機器や英語の使用や発表に慣れる、練習
熱心、他者から学ぶ態度の育成、学習内容
の定着。更に傍聴した生徒の理数系への興
味・関心を高める相乗効果、英語の学習意
欲増加
本校の全教員が意思決定ゲームを体験し、
実施方法を理解した。中学生に実施。

C2
C3

①

②

③

意思決定の
模擬体験
発表会参加、
科学英語活
用、
海外科学研修
教育
プログラム
学習評価法

連携手法

アンケート
発表資料・内容、自己
評価、交流の様子、英
語口頭試問、評価テス
ト、レポート、受賞歴
事例数と内容
ルーブリックと活用事
例

連携数と内容

内容

D

普及版モジュール開発

E

AP 教育センター設立

F

地域の人材育成への効果
的な SSH 活用法の構築

本校独自の評価テストの開発の継続。中 1~2 学年で
CASE を受講した生徒の能力の変容の追跡調査の実
施。
全学科と全教科による探究的な授業の実施。
振返りシートの定量的な評価法の構築
一般校で課題研究活動を効率良く展開できる指導法
の構築（導入のための探究的な授業、研究を推進す
るための数学活用や基礎実験法、生徒の変容を定量
できる評価法等）
。

中学生の科学英語活用事例の蓄積。

事例の増加、効果の測定方法の構築

英国の科学の教科書を用いた科学英語活用
授業では、授業の展開例や英語による発表
の指導法等のノウハウが蓄積。

英語での議論力と社会的な判断力を高める。国内外
の高校生が集う科学的な交流会や発表会の開催。
WEB 交流の継続。

中学校でのコネクト式授業や高校での探究
的な授業の事例の蓄積
本校で開発した評価基準を用いて研究活動
の進捗を生徒と教員が評価。課題研究によ
る科学探究能力の変容の定量化方法の開発
が進んだ。

本校の全学科と全教科によるモジュール開発体制の
構築

国内外の中高大院・研究機関との連携事例
を多数蓄積。

研究 2
取組

将来の社会的自立や職業的自立のために科学技術リ
テラシー獲得が不可欠であることを学ばせる。地域
にある最先端科学や産業を体験することにより、科
学と無関係に生きていけないことを認知させるプロ
グラムを開発する。
コネクト式授業と探究的な授業のモジュール化。コ
ネクト式授業による科学的探究能力の変容を定量す
るための評価法の改善。

発表の準備

B3

(2)

評価方法

実施による効果とその評価

本校での活用データを蓄積すると共に、国内外の連
携校からのデータを収集する。詳細な観点項目の創
出。
国際科学技術フォーラムの継続。連携事例の開催・
事前・事後における国内外連携の記録をまとめ、恒
常的な連携推進手法として提示できるアウトプット
を作る。連携先の拡大。

実施上の課題と今後の取組

研究 1 で開発したモジュールを地域の中高大で活用できる場を設
定する。開発したモジュールを利用する際の問題点の洗い出し。
方法 C3 に米国の Advance Placement Test の内容を含んで実施、
米国の Advance Placement や英国 GCSE の研究
日本の高校生に指導する際の問題点の洗い出し。地域の複数の大
の継続。国内外の科学教育先進校との連携の促進。
学と協力してセンターを設立する。
地域の小学校・科学館・行政・自然再生協議会と
地域特有の科学的な連携の拡大と SSH 卒業生の活用事例の蓄積。
の連携の継続や新規の連携事例の増加。
地域と連携したコネクト式授業の事例の増加。中
学生用プログラムの開発。
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別紙様式２－１
学校法人静岡理工科大学

静岡北中学校・高等学校

指定第 2 期目

24～28

❷平成２７年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
①

研究開発の成果

成果 1 SSH 諸活動により、生徒の科学探究活動への興味が向上した。
①未知の事柄への興味、理科・数学の理論・原理への興味が向上した。
未知の事柄への興味については、それほど大きな変化は認められなかったが、理科・数学の理
論・原理への興味を尋ねたところ、高校 2 学年は上昇している。高校 2 学年では、未知の事柄
への興味では減少傾向を示したものの、理科・数学の理論・原理への興味では伸長が見られて
いる。高校 2 学年において理論・原理への興味が上昇した背景には、本校 SSH で行っているス
ーパー・レクチャーをはじめとした最先端の科学に触れる活動の中で、内容を理解したうえで
訪問学習に臨む取り組みが効果的であったことを示唆している。このことからも、教科の枠を
超えた本校 SSH の取り組みを継続的に行うことにより、生徒に科学の入り口・自然の理解明の
第一歩を示すことができていることがわかる。
観測や観察への興味・理科実験への興味についてどの学年も 70%近い生徒がこれらの興味を
向上させることができたと回答している。実験・観察といったハンズオン活動は探究活動には
必須のものであり、興味はその原動力となるものである。高校 2 学年で観測や観察への興味が
大きく上昇しているのは、高校 2 年次から課題研究が本格化し、自らの創意工夫の中で実際に
観察や観測を行っているからであると考えられる。
②学んだことを応用することへの興味が向上した。
多くの学年で微増傾向を示しており、科目の枠を超えたテーマで科学の知識や考え方を使いな
がらじっくりと議論する場を与えられ、その中で生徒同士既存の知識を使いながら論を交わし
たことにより、これまでの SSH の活動の定着を実感することができたことに帰結する。
③問題発見力、問題解決能力が向上した。
問題発見力に関しては、平成 27 年度には 52%~77%の生徒が向上したと回答している。問題発
見能力と論理力の育成には効果が現れ始めていることが分かる。この背景には、「IT 活用」や「課
題発見トレーニング」「環境調査」が、自然から問題を切り取る力を効果的に育成することに寄
与していると推察される。
④成果を発表し伝える力、プレゼンテーションスキルが向上した。
成果を発表し伝える力については、継時的比較ではすべての学年において上昇傾向が見られた。
特に高校 2 学年の伸長が目覚ましい。平成 27 年度には 91%の生徒が当該能力に向上が見られた
と回答している。これは、本校 SSH の活動のほとんどにおいて、発表活動が必ず入れ込まれて
いることが背景にあると思われる。
成果 2 SSH 諸活動により、国際性や国際感覚が向上した。
効果があったとする回答は、66%～91%とばらつきが出たが、SSH 活動経験の長さと回答の伸長
に正の相関が見られる。「国際的な視野が広がる（考え方・世界観・倫理観など）」「海外の研究動
向等、情報収集の幅が広がる」の項目については、どちらの項目においてもすべての学年で 80%
を超える生徒が効果があったと回答している。
成果 3 科学技術と社会のかかわりに関する要素をプログラムに効果的に含めることができた。
社会で科学技術を正しく用いる姿勢については、高校 2 学年においては、平成 27 年度の回答率
は前年までと比べて著しい伸びがみられる。また、高校 2 学年で取り組んでいる課題研究におい
てもそのテーマの多くが社会貢献を視野に入れたものとなっており、社会と科学技術のかかわり
を適切に判断・応用する姿勢の涵養に資するものであることが示唆される。
成果 4
AP 教育センター設立に関わる具体的な指導法開発のきっかけを得た。
通常の科学英語の授業に加えて海外研修を SKYSEF の事前学習、Science Sphere を事後学習と
位置づけ、生徒の科学における英語表現の幅を広げる仕組みを構築した。さらに、科学英語の授
業において科学分野の英語表現を定着させる試みを行い、授業の改善も図った。そのような準備
を経て迎えた Science Sphere の事後アンケートにおいて、SKYSEF で発表を行った生徒の多く
が発表スキルに伸長が見られたと回答した。
成果 5
SSH 活動を媒介とした高大連携の改善が進んだ。
学園内の静岡理工科大学、星陵高等学校と本校の間で高大一貫コースの改善に向けて、科学的創
造性、リーダーシップ育成などを本校 SSH 活動をモデルにした活動を含めたカリキュラムを組
むべく協議が進行中である。
成果 6 SSH 活動に対する教員の理解を得、今後の連携充実のたたき台を得た。
SSH 活動は、科学技術系人材の育成や理系学部への進学意欲の促進など、キャリアデザインに関
わる部分での影響が大きかったとする教員が多かった一方で、教員間の協力関係の構築や教員の
指導力向上の二項目については、回答の水準が低くなっている。生徒の興味関心を大切にして
SSH ならではの幅広い視点や考え方を生徒に提供し、探究活動に楽しんで取り組むことができる
環境を構築するために、引き続き連携体制を整える努力を続けていく。

−5−

5

成果 7 SSH 活動に対する保護者の理解を得た
SSH の取組は学校の教育活動の充実や活性化に役立つと思うかを尋ねた質問において、平成 24
～27 年度のいずれも 90%を超える保護者から肯定的な回答を得ている。
特に生徒に効果があったと思う取り組みとして、平成 27 年度には 59%の保護者が大学や研究所、
企業、科学館等の見学・体験学習、次いで 46%がプレゼンテーションを高める学習を上げており、
英語表現やプレゼンテーション、英語でのプレゼンテーションスキルを高める取り組みの他、イン
センティブ・レクチャーやスーパー・レクチャー、コネクト式課題研究に高い効果があったことが
見て取れる。
② 研究開発の課題

課題１ SSH 卒業生を対象とした追跡調査を実施する。
在校生に対する SSH 活動の効果は経時的な変化も含めて測ることはできたが、SSH 活動が
卒業生のキャリア形成に与えている影響を図ることは途上となってしまっている。今後は、
卒業生に対しての調査を実施し、本校 SSH で得た資質能力や現在役立っている事項をはじ
め、進路や研究テーマ選択に本校 SSH 活動が及ぼした影響、大学卒業後の進路および希望
進路、希望職業などについてもインタビュー調査を含む適切な方法で調査を行い、それによ
り、本校 SSH 活動の長期的効果を検証し、今後に向けた改善案の糸口を探る。
課題２
より多くの教科との連携による科学探究活動および探究的学習の事例を増やす。
今年度は地歴公民から「解決プロセストレーニング」の一例として事例を輩出することがで
きた。今後は特に非理数系教科を中心とした実施教科の増加と事例の増加を目指すべく、教
員とのコミュニケーションを密にしていく。また、生徒が論理性・創造性・科学的思考力を
以て社会の諸事象を解釈することができるようになるように、それらを融合するための方策
も教員同士で適宜協議していく。
課題３ ルーブリック開発による幅広い学習評価法を構築する。
課題研究における生徒の到達度を自己評価する基準を国内外様々な場で使用した結果、ルー
ブリックを以て生徒が研究のステップを順を追って理解することができ、課題研究にも徐々
に深みが出てきている。しかし、このルーブリックは、スーパーサイエンスコースで行う課
題研究や SKYSEF などの国際的な科学コミュニケーションの場における使用を想定して構
築されたものであり、大学などで行う水準の科学研究の考え方を踏襲しているため、その他
の発表には適さない項目が多く、流用が難しい。今後は、それらの機会に適切に到達度を判
断できるような評価基準を作成し、試行を重ねて精度を上げていく。
課題４ 社会との関わりをより意識したプログラムを構築・再構成する。
科学は自然の理を明らかにする知的活動であり、社会で科学的原理やその応用である技術を
享受しながら生活している私たちにとって、科学を学ぶことは社会をより深く理解すること
と同義であり、それは本校 SSH 活動のどれにも当てはまるはずである。
そこで、既存の本校 SSH 活動を科学・技術・社会の相互関連の視点から振り返り、適切な
方法で社会との関わりを生徒に理解させることが必要となる。これを、本校教員が提供する
活動のみでなく、可能な限りインセンティブ・レクチャーなどの外部講師にも趣旨を理解し
ていただいたうえで、両者でより良い活動をつくりあげていく。
課題５

環境と統計学を切り口に科学的なものの見方・考え方を育成して生徒個々人の問題発
見を支援し、科学的探究活動を担保する。
本校で行っている「環境調査」は様々な要因が複雑に絡み合っている自然事象を包括的に見
る訓練の場を提供し、「課題発見トレーニング」「IT 活用 I」は、そうした自然事象をひもと
く科学的手法の育成を行っている。これらの活動で育成した科学的なスキルを以て、生徒が
自然から、ひいては社会の事象から問題を切り取り、科学的に問題を発見することに資する。
そのため、これらの視点・スキルなくしては、生徒の自由な興味が科学的アプローチを伴っ
た探究活動へとつながっていかない。今後も引き続き、「環境調査」「課題発見トレーニング」
「IT 活用 I」を科学的探究活動の初歩と位置づけて生徒の科学的基礎力を育成していくと同
時に、生徒の自由な興味を拾い上げ、科学的かつ柔軟な問題発見・問題解決へと導いていく
仕組みも、校内で連携体制を整えることにより構築していく。

課題６ 「解決プロセストレーニング」の有効なあり方について複数教科の教員と議論を重ね、
適宜再構築する。
探究活動が地歴公民など理数以外の教科に広がりを見せたのは、平成 26 年度が初めてであ
る。今年度行われた NIE を切り口とした活動などのような取り組みにより育成される論理性
・社会的視野と理数教科や SSH の科学探究活動が主体となって行われる科学の諸スキルや
科学的ものの見方・考え方を融合させて、ゆるぎない問題解決能力を育成していく。
課題７

SSH 活動のより効果的な推進のために、SSH 事業推進組織及び校内教員の連携・協力
体制のあり方を再考する。
科学探究能力と国際性の両輪からなる SSH 活動を学校全体としての勢いを保ちながら継続す
るためには、校内教員の強固な協力・連携体制が不可欠である。最終年度に向けて、現在の活
動体勢を見直し、本校 SSH 活動をより社会や実生活に根差して幅広さを担保して、生徒の資
質能力の向上に資する活動を提供するためには、SSH 活動の推進とともに、さらに円滑なコ
ミュニケーションを通して校内教員のねがいや共通意識を掘り起こして連携体制の再構築に
本腰を入れていく。
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１ 研究開発の課題
1-1 研究開発課題
科学探究能力と国際性を自律的かつ持続的に向上できる生徒を育成する教育プログラム・学習評価法・連携手法の課題解決
および完成形の提示。更に、成果活用による次世代の優秀な科学技術系人材を地域で育成する SSH 成果循環システムの構築。
1-2 研究のねらい
研究 1 科学探究能力と国際性を自律的・持続的に向上できる生徒の育成課題の解決
(1) 課題「科学的な態度の育成」
・
「論理的思考力の育成」
・
「国際性の修養」の解決方法
(A) 地域産業、最先端科学など「ものづくり」の体験授業を実施し、学習やキャリア形成への意欲を高め、科学的な態度
を育成する。
(B) 環境調査を切り口に統計学・課題発見・表現スキルを育成することにより、自律的な学び方や科学的判断力を高めて、
高大連携の課題研究に応用し、論理的思考力を育成する。
(C) 情報や科学英語の活用、WEB 討論、意思決定の模擬体験により表現力と社会的判断力を高め、国際的な場で活用し、
国際性を修養する。
(2) 教育プログラム・学習評価法・連携手法の構築方法
上述の解決方法の A～C の実施に付随する過程①～③を用いて、プログラムおよび各手法の完成形を構築し、提示する。
① コネクト式授業（校外連携授業）の改善と探究的な授業（問題発見解決・振り返り）の実践によって、授業の企画・
実施・教授の各方法論および教材をまとめ、モジュール（研究 2 の取組 D における普及版開発のモデル）として構築
する。
② 既実施 SSH で開発した課題研究の評価基準を校内や国内外の多事例で活用し、生徒が自己の科学探究能力の到達段
階を認知できる観点をルーブリックとして構築する。
③ 海外の姉妹校・東アジア・環境研究・QuarkNet の連携校との連携による「環境とエネルギーに関する中高生の国際
会議」の開催・事前・事後における国内外の連携校・教員・生徒との連携の記録や地域連携によるコネクト式授業の
企画・実施の方法論をまとめ、恒常的な連携推進手法として構築する。
研究 2 地域の環境・伝統を継承する優秀な科学技術系人材を持続発展的に輩出する基盤形成
取組 D 普及版モジュール開発
中高一貫教育や理数科で開発した科学探究能力や国際性を育成する教授法および教材を本校の全学級・全教科で実施し、モ
ジュール化する。そのモジュールを地域の中高で試行しながら、高大連携を活用して改善する。これは、高大接続教育の具
現化を検討する場としても機能する。
取組 E AP 教育センター（仮称）の設立
取組 D や既実施 SSH で連携した地域の複数の大学と協力して、本校が主体となって AP 教育センター（仮称）を立ち上げ
る。本センターでは、本校と近県の SSH 生徒を対象に高大接続教育や海外の理系学部への進学指導を行い、
「卓越した科
学技術系人材」を育成する一助とする。更に育成した人材と継続的なネットワークを構築し、次世代の人材育成への協力要
請や招聘を行う。
取組 F 地域の人材育成への効果的な SSH 成果活用法の構築
既実施 SSH の取り組みをもとに小中高大院の科学的な連携、静岡のものづくり文化や環境の多様性に関するネットワーク
を活用し、SC 活動の場を広げ、SSH 成果を効果的に還元できる舞台を作る。この舞台で、SSH 校や SSH 卒業生が初等
教育において科学的な態度と国際性を育成することを支援する。
1-3 研究開発の実施規模
高等学校の全校生徒を対象に実施する。また、併設中学校との中高一貫教育によって、既実施 SSH の成果を発展させるた
め、中学校の全校生徒を対象に実施する。
1-4 研究内容
研究内容の根幹は既実施 SSH で構築した国内外連携教育と地域連携教育であり、それらに探究的な授業の実践を加えるこ
とにより、先のような仮説が証明されると推察する。具体的には、コネクト式授業と探究的な授業によって SSH を推進する。
コネクト式授業や探究的な授業の内容は次の通りである。

理科の魅力の実感と科学的判断力の育成により自律的な学びを促進する。

科学技術へアプローチできる数学の使い方や数学の魅力を伝える。

科学を国際的な研究仲間と共に深めるための英語・IT の使い方を伝える。

科学技術と社会の相互関連の考察や意思決定の模擬体験を行う。
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これらを理数科の学校設定科目「サイエンス・スタディⅠ・Ⅱ」と中学校の「サイエンス・スタディ Zero（総合的な学習の
時間）
」に取り入れると共に、課外活動との連動で実施する。更に、全校の全教科において、各教科の授業の内容として、年
間に 2 ターム（1 タームは概ね 4～6 時間）程度、実施する。学習評価は、本校の課題研究の評価基準を改善しながら活用し、
最終的には、科学探究能力の到達段階を自己認知できるルーブリックを開発する。この開発は、海外の姉妹校・東アジア・環
境研究・QuarkNet の連携校と連携して行い、日本の科学教育のグローバルスタンダード化の現状や課題を明確にしながら、
推進する。更に、これらの連携校と協同して「環境とエネルギーに関する中高生の国際会議」を開催する。その事前・事後に
おける国内外の連携校・教員・生徒との連携を記録としてまとめ、地域連携によるコネクト式授業の企画法・実施法と共に集
約し、恒常的な連携推進手法として構築する。これらの教授法・教材・評価法・連携手法もとに普及版モジュールを開発する。
このモジュールを地域の中高で試行しながら、高大連携を活用して改善する。この取り組みを通じて、高大接続教育を検討す
る場を増加させ、地域の複数の大学と協力して地域の AP 教育センター（仮称）を本校が主体となって設立する。センターで
は、
「卓越した科学探究能力を駆使して国際的な活躍ができる人材」を育成するために、本校と近県の SSH 生徒を対象に高大
接続教育や海外の理系学部への進学指導を行う。更に、育成した人材の追跡調査を行い、継続的なネットワークを構築して、
次世代の人材育成への協力要請や招聘を行う。一方で、既実施 SSH の取り組みをもとに小中高大院の科学的な連携、静岡の
ものづくり文化や環境の多様性に関するネットワークを活用し、SC 活動の場を広げ、SSH 成果を効果的に還元できる舞台を
作る。
この舞台でSSH校やセンターが育成したSSH卒業生が初等教育と協力して、
児童の科学的な態度と国際性を育成する。
5 年間の研究内容の概要は下表の通りである。
第１年次
（Ｈ24年度）

第２年次
（Ｈ25年度）

第３年次
（Ｈ26年度）

＜ホップ＞

第４年次
（Ｈ27年度）
＜ステップ＞

生徒の育成課題の解決
ね 科学的な態度・論理的思考力の育成と国際性を修養する教
ら 育プログラム・学習評価法・連携手法のモデルを中高一貫と
い 理数科で開発
全校・全教科で既実施SSHの成果と課題から「指導要領の
内容に付加して実施できる普及版モジュール」開発

第５年次
（Ｈ28年度）
＜ジャンプ＞
完成形の提示

第1～2年次に開発したモデルの検証と改善
評価と普及
第1～2年次に開発した普及版モジュールの検証と改善

探究的授業や科学館・大学・ 探究的授業やコネクト式授業 他中高の協力による探究的 指導法や評価法を改善
授業やコネクト式授業の問題
研究所・企業と連携したコネ の問題点の洗い出しと改善
点の洗い出し
クト式授業の実施
理
科
・
科
学
技
術

探究的な授業から得た自己 開発したルーブリックの探究
既実施SSHで開発した課題
的な授業や課題研究での試
研究の評価基準を多数の研 評価の事例を加え、科学探
究評価に用い、データの蓄積 究能力の変容をメタ認知でき 用と改善
るルーブリックの開発
CASE理論を取り入れた理科と数
学の授業を中学校で実施

CASE理論を取り入れた理科と数
学の授業を高校で実施

既実施の水質調査とカメ調査 地域と連携した再生協議会
の連結
事業の実施

開発したルーブリックを用いた
学習評価法の構築

認知加速による思考力の育
成の定量化と授業の改善

課題研究や通常教科への効
果の検証と教材化

地域と連携した啓発活動の
実施

地域との共同モデルの成果と
課題のまとめ

数 既実施の課題発見トレーニン 環境研究者や数学教育研究 既SSHの課題発見トレーニン 課題発見トレーニングの教科
グとの効果比較、課題研究へ 書の作成
学 グとSPPから中学生用の統計 者と連携による中高一貫用
開発した教育プログラム・学
の効果の検証、内容の改善
統計学活用指導法の構築
活 活用授業の手法構築
習評価法・連携手法を外部発
用
表し、外部評価をもとに改善
カナダでのIWF2013に参加、 米国でのIWF2014に参加、中 既実施SSHと本SSHで蓄積し する。
既実施のIT・科学英語活用
授業をもとに中学生用の情報 姉妹校・連携校・web会議・留 高生による環境やエネルギー た英国や米国の教材を用い
英
た指導実践や海外との交流
や科学英語の活用授業の手 学生とのコネクションを活用し に関する国際会議の開催
語
それらの事前と事後における 事例およびその事前と事後
た恒常的に国際性を高める
法を構築。台湾での
・
姉妹校や連携校とのweb会
学習を整理、本校独自の科
SEES2012やシンガポールで 手法の構築
情
議等から恒常的に国際性の 学英語の教材の開発
のIWF2012に参加。姉妹校や 環境やエネルギーに関する
報
これまでの連携校やweb会議 国際会議の開催のための生 修養を促進する手法を構築。
活
を活用して恒常的な国際性を 徒主体の取組
用
高める手法の模索
科
技
と
社
会

科学的意思決定、合意形成、 全米スタンダードや英国
意思決定ゲームと言語技術 言語技術を活用した集団の
を含んだ国語、社会、保健の 合意形成を行う授業を高校で 科学史、科学倫理ディベート GCSEを参考に本校独自の科
学技術と社会の相互関係を
を中高で実施
授業を中学校で実施。集団に 実施
考察する教材の開発
よる合意形成の模擬体験を
高校で実施
・普及版モジュールの他中高での試行
・普及版モジュールの高大連携での検証と改善
・高大接続教育の検討→APセンターの設立準備

国
内
外 ・国内外の科学教育先進校との連携強化と拡大
交
（海外姉妹校、東アジア・環境研究・QuarkNet等）
流 ・国内外の先進的な事例の収集
・ ・中高生の国際会議や教員の国際的な検討会の準備
普
及
科学館や地域の伝統・環境の市民活動との協力による、既
実施「科学の広場実行委員会」の発展、SSH卒業生や中高
校生が学習や活動の成果を地域に還元できる機会の増加

・AP教育センターの立ち上げ→複数の大学と連携しての運営
・本校と近県のSSHからの希望者を対象にした高大接続教育の実施
・本校と近県のSSHからの希望者を対象にした海外の理系学部への進学指導
・受講者の追跡調査や地域での人材育成への依頼
・SSH卒業生と地域との交流活動の支援
・中高生の国際会議や教員の国際的な科学教育検討会の実施
・日本の中等教育のグローバルスタンダード化の現状と課題の明確化
・国内外の連携校との連携による教育実践の交流や教授法の開発

・SSH卒業生と中高生による科学教室や地域への啓発活動等の事例の蓄積
・小中高大院の科学的な連携の強化
・普及版モジュールの初等教育への活用事例の試行と事例の蓄積
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２ 研究開発の経緯
研究１ 科学探究能力と国際性を自律的・持続的に向上できる生徒の育成課題の解決
仮説 A 学習意欲とキャリア形成を高め、科学的な態度を育成する
4 月に高校 1 学年を対象に行われる最先端科学講座では、展示物を事前学習の知識を用いて解釈し、ワークシートに
記入した事項を基にその場でメンバーに解説を行った。
高校 2 学年の生徒は 4 月にスーパー・レクチャー、6 月にサイエンス・ダイアログにて素粒子物理学について学び、
最先端の科学や研究者の持つ科学的思考力について理解を深め、7 月の海外研修の選抜試験突破を目指し始めた。
5 月から始まる通年の環境調査において、中学生はカメの分布調査や外来種の食性分析を行い、季節変化を科学的に
解釈する能力を育成した。また、通年の課題発見トレーニングにて統計学の知識・スキルを定着させて、自然から問題
を切り取る力の育成も同時に行った。
5 月から中学生を対象に年数回行ったインセンティブ・レクチャーでは、大学や研究所などで行っている研究につい
て実習を通して内容理解を深めるほか、研究現場や研究者の行動様式、研究の本質を垣間見る機会も提供した。同じく
5 月から始まった情報発信講座では、中学生はほぼ月 1 回のペースで、料理を通して科学原理を小学生に教えることを
通して、料理は科学の塊であることを生徒に伝えた。高校 1 学年を対象にした情報発信講座は 6 月・8 月・9 月・11 月・
12 月に行われ、聴衆に理解させることを目的としたプレゼンテーションのあり方についてスキルを向上させた。
高校 1 学年の生徒を対象に 6 月に第 1 回目のインセンティブ・レクチャーを行って大学における科学探究活動や発表
活動を行い、8 月に開催した SKYSEF2015 における英語での発表希望について意識させた。また、水質調査も開始し、
IT 活用 I にて統計の基礎知識の定着も図った。9 月には第 2 回目のインセンティブ・レクチャーを行い、科学的な着眼
点や考え方を深めた。11 月には第 3 回インセンティブ・レクチャーを行って、フィールドワークを通して自然から科学
を学ぶことについて理解を深めた。中学 2 学年には 5 月・1 月に、中学 3 学年には 9 月・3 月に行い、教科書の枠を声
が科学に触れる機会を与えた。
5 月の水質調査では、中高一貫の高校 1 学年の生徒が調査の科学的考え方と手順について中学生に引継ぎを行った。
中学 3 学年・高校 1・2 学年が主となり 12 月に行った成果発表会では、生徒自身がこれまでの活動の紹介や活動を通
して学んだことを発表するとともに、発表スキルの向上を目指した。
仮説 B 学び方と科学的判断力を高め、論理的思考力を育成する
4 月に行われた課題発見トレーニングでは、前年度近隣住民に依頼し回収したカメの研究に関するアンケート調査の
集計・分析作業を、中学 3 学年の生徒が行った。また、中学 1・2 学年において、課題発見トレーニングは 4 月から月 2
回程度行われ、統計学の基礎の習得を行った。ここで育成された科学的思考力や解釈力の育成が、中学段階で行うカメ
の環境調査の分析をはじめとした諸活動の基礎能力となり、通年の活動における科学的なアプローチを実現させた。
コネクト式課題研究は、高校 2 学年 SSC、中学 2・3 学年と高校 1・2 学年 SHIP の生徒を対象に通年で行った。SSC
を希望する高校 1 学年の生徒は 3 学期から研究室見学をし、課題研究に対するイメージ構築と意欲の定着を行った。
仮説 C 表現力と社会的判断力を高め、国際性を修養する
科学探究活動や国際的な科学コミュニケーションに資するための IT 活用や科学英語の授業は、中学 3 学年や高校 1・
2 学年の生徒を対象に通年行った。中でも、サイエンス・ダイアログは高校 2 学年の生徒には 6 月に、高校 1 学年と中
学 3 学年の生徒には 1 月・2 月に行い、外国人研究者の講義を事前学習の上英語で聴講し、内容理解とともに講師がそ
の分野を選んだ経緯や研究を志したきっかけについても知る機会を設け、生徒のキャリアデザインの一助とした。
2 月・3 月には高校 1 学年を対象に意思決定トレーニングを行い、これまでのすべての科学知識、スキル、科学的思
考力や経験を総動員して、社会における科学の事象について議論を行った。
一年間を通して培ってきた諸能力の発表の場として 2 月に行った Science Sphere に、高校 1・2 学年及び中学 3 学年
の一部の生徒が参加し、課題研究の成果や科学英語の授業で準備した内容を発表したり、科学知識や科学英語活用能力
を試すコンテストに参加して、これまでに修得した国際舞台で通用する科学探究の総合的能力の定着を試した。中学 2
学年の生徒はポスター発表を見学し、英語による発表の実際を理解するとともに、スキル向上への意欲を深めた。
研究２ 地域を継承する優秀な科学技術系人材を持続発展的に輩出する基盤形成
取組 D 普及版モジュール開発
年間を通して、中高の理数系教科を初め非理数系教科で探究的な学習を行い、事例を蓄積した。静岡理工科大学と高
大接続の改善のための協議が行われている。
取組 E AP 教育センター（仮称）の設立
7 月に行った海外研修や 8 月に行った SKYSEF2015 での生徒の英語での議論の成果や課題を基に、高校 2 学年 SSC
を対象とした科学英語の授業改善に 9 月から取り組み、2 月の Science Sphere で改善の成果と課題を抽出した。Science
Sphere に県内 SSH 校を招聘し、今後の連携を呼びかけた。
取組 F 地域の人材育成への効果的な SSH 成果活用法の構築
年間を通して、地域の小学校・科学館・自然再生協議会などでの連携活動を行い、事例を蓄積した。
−9
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３ 研究開発の実施内容
3-1 必要となる教育課程の特例等
①必要となる教育課程の特例とその適応範囲
SSH 研究開発の対象生徒の平日の放課後や休日等の課外時間での活動の負担を軽減させ、活動への意欲を増進させるため、
平成 24～28 年度入学の理数科 1 学年を対象に教科「情報」2 単位と「総合的な学習の時間」1 単位を学校設定科目「サイエ
ンス・スタディⅠ」3 単位に振り替える。平成 22～28 年度入学の理数科 2・3 学年 SSC を対象に「総合的な学習の時間」1
単位を学校設定科目「サイエンス・スタディⅡ」1 単位に振り替える。
②教育課程の特例に該当しない教育課程の変更
（ア）変更の内容 学校設定教科「スーパー・サイエンス」を開設する。
学校設定教科名

学校設定科目名

スーパー・
サイエンス

サイエンス・スタディⅠ
サイエンス・スタディⅡ

平成 24～28 年度入学
理数科
1 学年全員
3

履修学年と単位数
平成 22～28 年度入学
理数科
理数科
2 学年 SSC
3 学年 SSC
1

1

（イ）学校設定教科の開設
教科名
スーパー・サイエンス
開設理由
生徒の課外時間の負担を軽減させ、SSH の教育効果を上げる。
目標
科学的態度・判断力・表現力を高め、自ら学び考え行動できる力を育成する。
内容
学校設定科目「サイエンス・スタディⅠ」「サイエンス・スタディⅡ」
履修学年・単位数
②（ア）変更の内容を参照。
指導方法
各学校設定科目の欄を参照。
年間指導計画および学習指導要領に示す既存の教科・科目との関連 ②（ウ）各学校設定科目の欄を参照。

（ウ）学校設定科目の開設
科目名
開設理由

目標

サイエンス・スタディⅠ
下記の内容の活動時間の一部を授業時間内で実施し、従来の活動時間である平日の放課後や休日等の課外時間とも連動させ、
生徒の負担を軽減すると共に効果を高めるため。
・科学の魅力や学ぶ楽しさを実感させ、授業や研究活動に向かう意欲を高めさせる。
・観察のポイントを知ることにより、探究心を伸ばす。
・記録や考察の仕方を知り、問題を発見する体験を繰り返させる。
・統計学を活用したレポ－ト作成や討議方法を習得することにより、テーマ構築や解決のプロセスを体験させ、課題を自ら見つけようとする
意欲を高めさせる。
・IT 機器の基本ツールを活用した科学的な情報の収集・分析・発表の技術を習得させる。

内容
サイエンス・コミュニケーション、インセンティブ・レクチャー、環境調査、IT 活用Ⅰ、意思決定トレーニング
履修学年・単位数
平成 24～28 年度入学 1 学年理数科全員・3 単位
指導方法
情報教員と 5 教科教員のチーム・ティーチングで実施する。
学習指導要領に示す既存の教科・科目との関連
情報、総合的な学習の時間、理科、数学

）
年間指導計画（時間は授業時間であり、課外活動の時間は含んでいない。
第 1 学年（2 組は中高一貫生）
サイエンス・コミュニケーション
月

時
間

授業

4

9

最先端科学講座事前

インセンティブ・レクチャー
2組

課外
授業

課外

3・4・5 組
授業
課外

最先端科学講座
訪問

①事前
①事後

最先端科学講座
発表

①事後
②事前

①発表

①事前

情報発信講座

②事前
②事後

②訪問
②発表

①事前
①事後

5

12

6

12

情報発信講座
準備

7
8

6
0

科学教室準備

9

12

10

12

情報発信講座
準備
科学教室準備

情報発信講座

11

12

サイエンスクラフト
準備

科学教室
サイエンスクラフト

12

6

情報発信講座
準備

情報発信講座

1

9

2
3

6
6

科学教室

③事前
③事後

環境調査
3・4・5
2組
組
課外
授業

①訪問

③訪問

②事前
②事後

③発表

水質調査①
①訪問
①発表

②訪問

③訪問

水質調査③

2組

3・4・5 組

SSH ガイダンス

SSH ガイダンス

情報倫理
発表技術
インセンティブ・レクチャー発表
エクセル基本演習
パワーポイント基本演習
インセンティブ・レクチャー発表
エクセル基本演習・実習

情報倫理
発表技術
最先端科学講座発表

エクセル基本演習・実習
エクセル基本演習・実習
パワーポイント基本演習・実習

水質調査②

エクセル応用演習
インセンティブ・レクチャー発表

エクセル応用演習
インセンティブ・レクチャー発表

水質調査②

エクセル応用演習
パワーポイント応用演習

③発表
水質調査③

エクセル応用演習
パワーポイント応用演習
エクセル応用演習
パワーポイント応用演習

意思
決定
T

エクセル基本演習
パワーポイント基本演習

エクセル基本演習・実習
パワーポイント基本演習・実習

水質調査②

②発表
③事前
③事後

事前指導
水質調査①

IT 活用Ⅰ

エクセル応用演習
パワーポイント応用演習
インセンティブ・レクチャー発表
エクセル応用演習
パワーポイント応用演習
エクセル応用演習
パワーポイント応用演習
2・3 組①②
4・5 組①②
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科目名

サイエンス・スタディⅡ
課題研究活動を平日の放課後や休日等の課外時間と連動させることにより実施し、生徒の負担を軽減すると共に、独創性を
開設理由
伸ばすカリキュラム開発を行うため。
日常的に発表、議論、考察、実験を繰り返すことにより、学術的に意味のある結果を引き出すための研究方法、有効な分析
目標
能力、効果的な発表方法を鍛える。
大学や研究機関と連携した課題研究を行う。校内で高校教員による事前指導を行い、大学や研究所と連携して実験を行う。
内容
更に、校内で研究内容をまとめ、飛躍した部分を高校教員が補完し、理数科内または他学科と課題研究の交流、発表、進捗
報告をする。
履修学年・単位数
平成 23～27 年度入学理数科 2・3 学年 SSC の各学年 1 単位
指導方法
研究班ごとに指導教員（高校）と校外の研究者が協力して指導する。
学習指導要領に示す既存の教科・科目との関連
総合的な学習の時間、理科、数学

）
年間指導計画（時間は授業時間であり、課外活動の時間は含んでいない。
第 2 学年
学
期

月

時
間

3

教員の指導内容

留意点

研究したい分野に関する先行事例の調査や予
備実験を行う。
高校教員や大学教員と相談して研究計画を立
案する。
実験等の検証方法が自らの仮説の検証に最適
な方法であることを確認する。

研究に関する情報収集や予備実験を十分
に実施させ、研究動機を明確にさせる。
研究テーマや仮説を明確にさせる。

論文制作や発表資料作成を意識しながら、明確
と不明瞭な部分を明らかにする。

実験や調査の手順を簡潔にまとめさせ、仮
説の検証過程を明確化させる。

調査活動や予備実験を通して対象と
する適切な範囲を認識させる。
根拠を確実に説明できる実験計画で
あるかを点検する。
単純で安全な手順を構築させ、
適切な
場面で繰り返しができる検証方法に
なるように導く。
記録のとり方、
適切な図表やグラフを
用いた説明方法を体験させ、
定量化の
感覚を高める。
高校生の語彙が不足していることを
自覚させることにより、
学習意欲を向
上させる。
高校生と教員が繰り返し議論を行い、
高校生から言葉を引き出す。

4

3

5

4

6

4

7

3

8

0

9

4

中間発表会を行い、他者へ伝え切れなかった部
分を認識した上で研究計画を修正する。

聴衆の理解度を意識し、アイコンタクトや
ポインタ等を用いて発表させる。

10

4

中間発表会で明らかになった不明瞭な部分を
明確にするための調査や実験を行う。

11

4

12

2

1

3

2

2

3

2

結果が表やグラフ、客観的かつ具体的な事
象を用いて整理されていることを確認す
る。
仮説を論理的に検証させ、結論の持つ意味
や適用の限界について十分に考えさせる。
詳細な科学的知識と理解を用いて証拠を
処理して導かれた根拠の確かな結論であ
ることを確認する。
聴衆からの質問内容を迅速に理解し、分か
りやすくかつ適切に応対できるようにさ
せる。
「証拠の信頼性とは、変則とは」を説明し
ながら、批評的に考察する態度を養う。

1

2

生徒の活動内容

修正した研究計画をもとに実験やフィールド
ワークを行う。
データの信憑性について意識した上で、論文制
作や発表資料作成を行いながら、追実験を行
う。
同級生や下級生に向けて、本発表会を行い、自
らの研究成果を十分に理解する。
本発表の発表資料をもとに論文を制作する。

制御変数と操作変数、反応変数が何によっ
て測定できるかを明確に定義させる。

高校生から出る素朴な疑問や発想を
大切にし、丁寧に調査、検証を行う。
繰り返し実験や検証を行い、
再現性が
あり、
客観的かつ定量的な結果を得よ
うとする態度を養う。
発表準備や練習、
発表態度を教員が客
観的に評価し、
研究に関する生徒の理
解度を測定する。
各研究班の指導教員と学級担任が連
携して、
高校生の将来の研究分野につ
いて相談に乗る。

第 3 学年
学
期

1

2

3

月

時
間

4

3

5

4

6

4

7

3

8

0

9

4

10

4

11

4

12

2

1

3

生徒の活動内容

教員の指導内容

留意点

論文制作の過程で不明な点に関して追実験や
追調査を行う。

論文の添削を複数回行い、不明確な部分を
生徒に認識させる。

論文発表会を行うと共に、大学・学部・学科へ
の志望理由が課題研究をベースに明確に説明
できるようにする。

各生徒の取り組んだ研究が関係する最先
端科学分野を紹介し、生徒に調査させ、大
学進学後の研究への憧れを高める。

高校で取り組んだ課題研究をもとに大学進学
後や大学卒業後の自分を想像し、まとめる。

進路設計を支援しながら、集中力を高めさ
せ、2 年間の研究内容に関する理解を深め
させる。
1～3 年生の交流を促進させると共に、3
年生の進路決定までの様子を下級生に普
及する。

論文制作を通じて、大学進学後または
大学卒業後の研究や進路選択につい
て熟考させる。
論文を研究者にも見てもらい、
助言を
頂き、高校生に伝える。高校入学時か
らのSSH や学校での取り組みをまと
めさせる。
生徒の変容を記録し、
高大接続の改善
に有用なデータを蓄積する。

進路が確定した生徒から研究活動に復帰し、
1・2 年生の指導を行う。
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大学進学後、
更に研究活動への意欲が
増進されるような雰囲気を作る。

3-2 方法 A1「サイエンス・コミュニケーション」
仮説
「身近な科学や環境、ものづくりを他者へ発信する授業を実施する」を中学校 1～3 学年と高校 1 学年に実施することにより、
科学の魅力や学ぶ楽しさを知ると共に科学技術と社会の相互関係の考察が進み、学習やキャリア形成への目的意識を高める。
実施方法
講座名

最先端科学
講座

情報発信
講座

内
容
（事前学習）科学書籍を用い、未来館で行う調査→プレゼン→評価の練習。書籍をワークシ
ートにまとめ、班員にプレゼン、班員は評価シートに記入後、発表者を誉める。その後、教
員から助言を受ける。
（訪問学習）日本科学未来館で説明員と対話し、個人で展示の説明原稿を完成する。他の班
員と合流後、班員にプレゼンを行い、展示内容を全員で共有する。一番興味深いフロアを班
全員で調査し、4 人で 1 枚のシートを完成させ、クラスに普及する。
（事前学習・準備）ワークシートを用いて、説明原稿と説明を補助する道具をグループで製
作する。他ペアにプレゼン、他ペアは評価シート記入後、助言する。
本校へ招待した小学生に対して、事前学習で準備した道具等を用いて説明活動を行いう。小
学校を訪問する際は、簡単なものづくりを用いて科学の原理を説明する。

成果の検証法
プレゼン評価シート
態度
プレゼン
評価態度
自己評価
シート内容
プレゼン態度
説明原稿
小道具
自己評価

実施内容
(1)最先端科学講座
(ア)理数科 1 学年 114 名対象
段階
事前学習

訪問学習

事後学習

実施日

実施内容

1 年3 組
事前学習／本校（サイエンス・スタディⅠの 300 分）
4/13、4/20（月） 日本科学未来館に関する書籍を用いて、ワークシートに記入し、プレゼンテーションする練習を行
1 年 4、5 組
った。聞き手は発表者の良かった点を評価シートにまとめ、発表後に述べた。
4/16、23（木）
訪問学習／日本科学未来館（理数科 1 学年 114 名）
3~4 名のグループに分かれ、割り当てられた展示物を体験及び調査を行い、事前学習で調べた内容
4/24（金）
をもとに、科学的原理や仕組みなどをワークシートにまとめた。その後、時間を決め発表会を行い
同級生の前で展示物のプレゼンテーションを 6 回行った。最後は科学館を自由に見学し、各自の興
味ある分野の啓発を行った。
訪問学習の内容をポスターにまとめると共に発表練習を行った。高校教員は生徒が実地にて理解し
1 年3 組
きれなかった部分を補完し、発表の準備を促進させ、発表の仕方を指導した。
4/27（月）
1 年 4、5 組
4/30、5/7（木）
5 月 8 日（金） 発表会を実施した。

(イ)中学校 1 学年 57 名対象
段階
事前学習
訪問学習
事後学習

実施日

実施内容

訪問学習時の注意事項の確認、情報発信講座の流れ等の説明を行った。また、当日使用するワーク
10 月 26 日（月）
シートを配布し、記載方法の説明を行った。
訪問学習／東海大学付属海洋科学博物館・自然史博物館（中学第 1 学年 57 名）
11 月 11 日（水）
展示物の見学を行い、展示物の仕組みや背景、疑問などをワークシートにまとめた。
11 月 11 日（水） 訪問学習時に調べた内容を再度調べ直し、ポスターにまとめる活動を行った。
11 月 12 日（木）
ポスターを使い、少人数グループを作り発表会を行った。その中で、生徒間で評価活動を行いポス
11 月 16 日（月）
ターのまとめ方について理解を深めた。

段階

実施日

実施内容

事前学習

2 月 15 日（月）

訪問学習

3 月 3 日（木）

事後学習

3 月 7 日（月）

訪問学習時の注意事項の確認、情報発信講座の流れ等の説明を行った。また、当日使用するワーク
シートを配布し、記載方法の説明を行った。
訪問学習／国立科学博物館（中学第 1 学年 57 名）
展示物の見学を行い、展示物の仕組みや背景、疑問などをワークシートにまとめた。
訪問学習時に調べた内容を再度検証し、新聞にまとめる活動を行った。

3 月 8 日（火）

新聞を使い発表会を行った。その中で、生徒間で評価活動を行いポスターのまとめ方について理解
を深めた。

(2)情報発信講座
(ア)理数科 1 学年対象
回
1

実施日

実施内容
本校の文化祭で来場者に科学教室／本校：理数科 1 年生 114 名が、文化祭にて下記テーマで科学実験や工作および
6 月 5 日（金）
サイエンスショーを来場者に行った。テーマ：2 サークルローラー ヘロンの噴水 ホバークラフト 人工いくら
6 月 6 日（土）
手乗りブーメラン 空気砲 ダイラタンシー 不思議な振動 ペットボトルの雪 スライム スーパーボール他
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2
3
4
5
6

青少年のための科学の祭典／静岡科学館る・く・る：理数科 1 学年 6 名が、県内の高校生と共に、実験や観察、科
8 月 8 日（土） 学工作などのブースを出展した。本校は、簡単な材料でできる簡易分光器や光の屈折を利用した水中マジックカー
ドを来場者に製作してもらいながら、光の性質について説明した。
科学教室／本校：理数科 1 学年 43 名が科学実験や工作を行いその原理や面白さを伝えた。高校生は、ポスターを
9 月 5 日（土） 使い中学生にも理解できるように言葉を選びながら説明するよう心掛けた。テーマ：スライム 人工いくら ダイ
ラタンシー 手乗りブーメラン ヘロンの噴水 2 サークルローラー
10 月 17 日
サイエンス・クラフト／本校：理数科 1 学年 8 名が来校した親子に対して、ネオジウム磁石、コイルなどの材料で
（土）
シンプルトレイン作りを指導し、電磁誘導について説明した。
科学教室／本校：理数科 1 学年 40 名が科学実験や工作を行いその原理や面白さを伝えた。高校生は、ポスターを
10 月 24 日
使い中学生にも理解できるように言葉を選びながら説明するよう心掛けた。テーマ：スライム 人工いくら 水中
（土）
シャボン玉 ペットボトルの雪 ホバークラフト くっつきクレーン
科学教室／本校：理数科 1 学年 30 名が科学実験や工作を行いその原理や面白さを伝えた。高校生は、ポスターを
12 月 12 日
使い中学生にも理解できるように言葉を選びながら説明するよう心掛けた。テーマ：スーパーボール 空気砲 出
（土）
入りする水 氷の結晶 空飛ぶカップラーメン 不思議な振動

(イ)中学校 1～3 学年対象
回

実施日

1

5 月 30 日（土）

2

7 月 18 日（土）

3

9 月 19 日（土）

4

11 月 21 日
（土）

5

2 月 28 日（日）

実施内容
クッキング・サイエンス①／本校：中学 3 学年 13 名が小学生 5・6 学年とその保護者（21 組）に、
「自分だけのジ
ャム作り」をつくるコツに潜む科学的な原理を説明しつつ、調理の補助を行った。
クッキング・サイエンス②／本校：中学 2 学年 17 名が小学生 5・6 学年とその保護者（46 組）に、
「パン作り」の
科学に潜む科学的な原理を説明しつつ、調理の補助を行った。
クッキング・サイエンス③／本校：中学 1 学年 18 名が小学生 5・6 学年とその保護者（45 組）に、
「ふわふわ卵サ
ンド作り」の科学的な原理と、その手法を説明しつつ、調理の補助を行った。
クッキング・サイエンス④／本校：中学 1・2 学年 17 名が小学生 5・6 学年とその保護者（48 組）に、
「あんかけ
の科学」を通して、科学的な原理と、その手法を説明しつつ、調理の補助を行った。
環境調査の結果の発表／静岡科学館る･く･る：中学生 5 名がサイエンスピクニック 2016 で地域の淡水カメ調査の
結果を発表した。

検証（最先端科学講座・理数科 1 学年の実施アンケートから）
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事前に高校で行った調べ学習とグループ発表の
練習は役に立った。
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友達の発表はためになった。
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見たこと、調べたこと、インタープリターに聞
いたことは自分なりに理解できた。
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自分で調べたことをグループの友達に発表する
ことはためになった。

43%
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凡例
１そう思う
２どちらかといえばそう思う
３どちらとも言えない
４どちらかといえば思わない
５まったく思わない

理科・数学について知りたいことを自分で調べ
てみようと思うようになった。

最先端科学技術講座において事前の調べ学習と発表の練習は役に立ったかという問いには 60％を超える生徒が肯定的な回
答をし、最先端科学講座において見たこと、調べたこと、インタープリターに聞いたことは自分なりに理解できたかの問いに
は、80%を超える生徒が肯定的に回答した。このことにより、事前学習と実際の講座で見たり体験したりするという相乗効果
により、
理解を深めることができた生徒が多くいたことがうかがえる。
また、
発表することはためになったと答えた生徒が 61％
であるのに対して、発表を聞くことはためになったと答えた生徒は 78％をである。これより、発表活動においては自己の発表
よりも同年代の他者の発表を聞くことが生徒にとって大きな刺激となったと考えられる。また、相互の発表活動を通してより
学ばなければならない部分を感じ取った生徒がいたと思われる。
一方で、理科・数学について知りたいことを自分で調べてみようと思うようになったかという問いには、43%の生徒がどち
らとも言えないと回答しており、肯定的に回答した生徒の割合と同じである。この最先端科学講座によってさらなる学習につ
ながる興味の喚起が可能になったと考えられるが、全生徒にとって同等の効果があったとは言えない。これらの結果に見られ
るように、発表活動に関して生徒自身が前向きにとらえることができた点において、最先端科学講座の効果が認められた。
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3-2 方法 A2「インセンティブ・レクチャー」
仮説
「最先端科学、地域の産業を体験するコネクト式授業を中学校 1～3 学年と高校 1 学年を対象に実施する」ことにより学習意欲の高揚が見
込まれる。また、科学と無関係に生きていけないことを認知させ、将来の社会的自立や職業的自立のために科学技術リテラシー獲得が不可
欠であることを学ぶ。
実施方法
下表のようなコネクト式授業(校外と連携し、4 段階ステップを 1 セットとする授業)で実施した。
段階

生徒の活動

教員の活動

STEP2 の目的について理解すると共に、STEP2 目的や STEP2 における指導要領外や発展的な内容について中高教員
に関連する基礎知識を身につける。
が授業を行う。
10 人程度の少人数の班に分かれ、各班が異なる講 科学者や技術者等による講義、実験、実習を高校生と共に受講し、質
義、実験、実習等を大学や研究機関等で体験する。 問や議論を促す。1 度の訪問実習で講座を 3 つ以上同時展開させる。
STEP2 の内容をポスターにまとめると共に発表 STEP2 において、生徒の理解が追い付かなかった部分を補完し、
練習を行い、STEP4 の準備を進める。
STEP4 の準備を促進する。発表の仕方等を指導し、練習を促す。
STEP2 で異なるプログラムを体験した生徒に発 STEP2 の外部の先生方を本校に招聘して、生徒のポスターセッショ
表する。外部講師や中高教員の助言を記録する。 ンをご覧頂き、生徒の変容を中高教員と協力して評価する。
事前学習と訪問実習は課外時間で行い、補完と発表は SSZ や SSⅠで行った。各 STEP の成果の検証法は下表の通りである。
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
内容・時間
事前学習・1～3 時間
訪問・4～7 時間
校内補完・1～3 時間
校内発表・2 時間
教員
ワークシート
ワークシート
発表資料の内容
中高教員と講師が評価
成果の
検証法
生徒
学習履歴を記録し、知識や考え方の変容を確認し、なぜ変わったのか、変わらなかったのかを自己評価する。
STEP1
事前学習
STEP2
訪問学習
STEP3
発表準備
STEP4
発表会

実施内容
中学校 1～3 学年 180 名と高校理数科 1 学年 143 名を対象にのべ 30 講座を実施した。

STEP2 の内容
東濃研修 核融合科学研究所（理数科 1 学年 29 名対象）
「未来のエネルギーを考えてみよう‐人工太陽を創る‐」 中村幸男 教授
原子力発電の人類とエネルギーのかかわりを再認識し、新しいエネルギー源の開発の必要性を認識した。その上で
核融合エネルギーの原理について学んだ。その後、核融合炉の実験施設を見学し、炉心プラズマにおける磁力の封
じ込めに関する技術について学んだ。また、真空実験を体験し、核融合技術における真空についても学んだ。
化学実習講座 静岡理工科大学（中学校 2 学年 63 名対象）
講座 1「色素増感太陽電池を作ってみよう」 土肥稔教授
太陽電池の概要と作成方法を学び、色素増感太陽電池を作成した。完成した電池を、電球の光や屋外に出て太陽光
をあて、光の強さや当たり具合でどのような変化が起こるのかを調べた。発電量の条件を測定によって比較するこ
とで、何が電池の質を決めるかを体験的に学ぶことができた。
講座 2「磁力線を見よう」 小林久理眞教授
磁石はどんなに小さく分割しても必ず S 極と N 極が発生すること、地球にも磁極があり、
「磁力線」が地球を取り
巻いていることなどの身の回りの事例を切り口に、磁石の特性や磁力線の存在について理解を深めた。また、鉄粉
を細かくすりつぶしてフィルム上に撒き、ネオジウム磁石を用いて磁力線を発生させて観察を行った。
講座 3「コンピュータで化学がわかる？」 関山秀雄教授
コンピュータグラフィックを使い、本来目に見えない原子の動きを再現して結合のモデルを学んだ。そこから、CO2
がなぜ温暖化の原因と呼ばれるのか、H2O など他の分子とその構造や動きについて知ることで、違いを知ること
ができた。
講座 4「食べられる微生物の観察」 齋藤明広准教授
パン酵母や納豆菌、キノコなど食べている微生物を観察し、人間が微生物と共存していることを学んだ。さらに、
微生物を活用する研究が進められていることを具体的に知ることで、微生物について深く考えた。
理工学講座Ⅰ 静岡理工科大学（理数科 1 学年 114 名対象）
講座 1 「バイオ燃料の製造と排気ガスの特性」 土屋高志 教授
てんぷら油バイオディーゼル燃料の精製からエンジン始動までを経験、科学技術と環境問題の関係を考察。
講座 2 「自然エネルギーで，音楽をしよう！」 野﨑孝志 准教授
風力・太陽光を利用し発電を行い、電子オルゴールを鳴らした。新エネルギーと環境の関係について考察した。
講座 3 「熱で発電しよう」 十朱 寧 教授
ペルチエモジュールを用いて熱電発電機をつくり、環境にやさしい発電の技術について学んだ。
講座 4 「太陽電池の発電を調べてみよう」 小澤哲夫 教授
太陽光発電に使う単結晶、多結晶、アモルファス太陽電池のエネルギー変換効率を測定し、比較した。
講座 5 「キャパシタと電子回路でモータを高速駆動」 高橋 久 教授
服部知美 講師
電気二重層キャパシタを使用した実験を行い，最近の蓄電技術や制御回路の必要性などについて学んだ。
講座 6 「環境汚染物質の吸着材として利用される多孔質材料を知る」 山﨑誠志 准教授
多孔質材料の表面積測定、大気中の CO2 吸着測定を行い、大気汚染や水質汚染などの環境問題について考察した。
講座 7 「磁性流体の作成とスパイク現象の観察」 笠谷祐史 教授
磁気的性質を持つ液体の作成し、磁石によるスパイク現象の観察を行い、機能性流体についての考察した。
講座 8 「環境と人間」 宮岡 徹 教授
環境に適応して生存する中で，現在のような姿に進化してきた人間について、数学的手法を用いて考察した。
講座 9 「DNA の塩基配列の共通性と多様性を解析し、生物多様性について考える」 大椙弘順 教授
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実施日・時間
4 月 14 日(月)、
事前学習
21 日(月)各 1 時間
訪問実習

4 月 25 日(金)6 時間

発表準備

4 月 28 日(月)3 時間

発表会

5 月 8 日(木)2 時間

STEP1
事前学習

5 月 27 日(水)1 時間

STEP2
訪問実習

5 月 30 日(土)7 時間

STEP3
発表準備

6 月 3 日(水) 3 時間
6 月 10 日(水)3 時間

STEP4
発表会

6 月 17 日(水)3 時間

STEP1
事前学習

6 月 1 日(月)
6 月 11 日(木)
各 3 時間

STEP2
訪問実習

6 月 13 日(土)
7 時間

STEP3
発表準備

6 月 15 日(月)
6 月 18 日(木)
6 月 22 日(月)
6 月 25 日(木)
各 3 時間

STEP4
発表会

6 月 26 日(金)
2 時間

DNA 配列をコンピュータで比較解析することで、生物の共通性と多様性、及び進化について考察した。
講座 10 「身体組成と体力の関係」 富田寿人 教授
呼吸商から脂肪由来のエネルギー供給率を求め、栄養素が運動強度の関係について考察した。
サイエンス基礎講座 静岡大学教育学部 （中学 3 年生 63 名対象）
講座 1「森林の模型を製作して探究テーマを見つける」 小南陽亮 教授
大学敷地内の森の中に行き、植生の確認・分類と、里山の森で生物多様性が維持される仕組みやその変化について
シミュレーションを行い学習した。また、生態系と長期にわたる森林植生の変化を考慮した人の関わり方について
考えを深めた。
講座 2「音の波，光の波」 本多和仁 准教授
音の伝わり方が位相により変わることを体験的に学んだ。CD 分光器を作成したうえで、果物類をいろいろな
ランプ（蛍光灯・水銀灯・LED）にかざし、物質の色がどのように変わって目に映るかを観察し、その違いに
ついて科学的な原理を学んだ。
講座 3「実験動物アフリカツメガエルの体の中を見てみよう」 雪田 聡 講師
生理解剖を行い、その配置、色、感触、機能を確かめることにより、生物の生きる仕組みを学習した。また、生物・
医学の研究における実験動物の命の在り方・大切さを考えた。
講座 4「X 線天文学へ挑戦！」 内山秀樹 講師
肉眼や可視光を用いた望遠鏡で観測できるものよりも遠い天体や暗い天体は、X 線を用いた望遠鏡で観測できる。
しかし X 線による観測は可視光での観測のように実体として見えるものではないため、X 線を反射させて得られる
データを基に「可視化作業」を行い、その姿を見る。本講座では、宇宙の概要とエネルギー、X 線の特性の理解を
通して、なぜ X 線天文学が発展したかを学び、エネルギーと反射率の関係を示すグラフから天体の概要を読み取る
実習を行った。
講座 5「生物の DNA を調べよう～DNA から知るカメ類の系統と遺伝的多様性～」 加藤英明 講師
ニホンイシガメとクサガメを用いて分類の方法を学んだ。カメを実際に観察しその特徴から分類する「形態学的手
法」と DNA の塩基配列を比べる「分子生物学的手法」の 2 つを体験した。
。
生物科学講座 静岡大学理学部 生物科学科（理数科 1 学年 38 名対象）
講座 1 「遺伝子、DNA とは何か？」丑丸敬史教授
鶏レバーと大腸菌から DNA を取出し、電気泳動法を用いて解析を行った。
放射線科学講座 静岡大学理学部附属放射科学研究施設（理数科 1 学年 38 名対象）
講座 2 「放射線の基礎とその影響」大矢 恭久准教授
放射性物質とサーベイメータ間の遮へい物（アクリル板・鉛板）の厚さや距離による放射線の減衰を計測した。
生態系科学講座 常葉大学社会環境学部（理数科 1 学年 38 名対象）
講座 3 「富士山麓の湧水地の環境と生物の特徴」 下田路子 教授
加須屋真 講師
富士山麓の田宿川・陣馬の滝・湧玉池でフィールドワークを行い環境、生息する動植物、水質を比較した。
環境体験実習 静岡県立大学食品栄養科学部（理数科 1 学年 29 名対象）
講座 4 「自動車の排ガス中の二酸化炭素、二酸化窒素濃度を測ろう」 雨谷敬史 准教授
ガソリン車とディーゼル車の排ガスに含まれる CO2 をセンサーで検出した。次に、スルファニル酸とナフチルエチ
レンジアミン二塩酸塩からザルツマン試薬を作り、排ガス中の NO2 濃度を定性的に測定した。
講座 5 「物質循環と水」 谷 幸則 准教授
ミネラル・ウォーターや水道水の Ca2＋と Mg2+の定量をキレート滴定法と「利き水」を行い、硬度の差異に味覚の
相違を体験した。更に、酸性雨を模した硝酸水溶液で大理石粉末を処理し、溶出した Ca2＋を測定した。
講座 6 「殺虫剤の「しくみ」を知ろう」 牧野正和 准教授
神経伝達を阻害する殺虫剤を用いて、阻害試験を行い、そのしくみについて考察した。
土壌圏フィールド科学講座 静岡大学農学部（理数科 1 学年 27 名対象）
講座 1「土壌のでき方とその利用」 南雲俊之 准教授
土壌の吸着実験、土壌の形成過程における形態的特徴の観察を行い、作物栽培との関わり、その持続的利用につい
て考えた。
講座 2「土壌が呼吸する!?」 南雲俊之 准教授
土壌での有機物が分解・利用による CO2 が土壌呼吸であることを確かめ、土壌生物の働きや生態系の CO2 バラン
スや地球温暖化との関わりを考察した。
講座 3「土壌微生物の顕微鏡観察」 鮫島玲子 准教授
カビ、放線菌、バクテリアなどの土壌微生物の形態や大きさなどを計測し、その多様性を調べ、生態系や植物を支
える重要な役割や人間生活との密接な関係について理解した。
講座 4「植物の根をとりかえる技術－接ぎ木」 八幡昌紀 准教授
穂木と台木をつなぎ合わせて新しい植物個体を作る体験を通して、接ぎ木の利点や行なわれる理由を考えた。
宇宙科学基礎講座 JAXA 相模原キャンパス （中学 2 学年 62 名対象）
ＪＡＸＡの活動内容についての映像を鑑賞した後、クラスごとに解説員がついて、はやぶさやロケット、人工衛星な
どの展示物について説明を聞いた。また、今後世界が行っていくであろう宇宙開発の展望と課題について話を聞き、
技術の進歩と未来の可能性への考えを深めた。
原子力エネルギー基礎講座 浜岡原子力館 （中学 3 学年 63 名対象）
主催：静岡エネルギー・環境懇談会
水力、風力、火力を初めとして、幅広く世界のエネルギーについての講義を受けたあと、中部電力浜岡原子力館にて
実物大原子炉模型、高レベル放射性廃棄物バーチャル地層処分、原子燃料サイクルの説明、浜岡原子力発電所にて地
震津波対策工事の現状等の見学をして知識を深めた。さらに、原子力発電の賛否についてディベートを行い、今後の
エネルギーの可能性とあり方、エネルギーとの接し方を考えた。
エネルギー探究講座 メガソーラーたけとよ（中学 3 学年 63 名対象）
主催：静岡エネルギー・環境懇談会
浜岡原子力発電所及び原子力館の見学を受けて、中部電力武豊火力発電所及び目がソーラーたけとよにて、施設内見
学及び、エネルギーに関する講義を受けて知識を深めた。さらに、現在のエネルギー技術と新エネルギーの開発等を
踏まえ、今後の日本におけるエネルギー利用あり方について探究した。
。
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STEP1
事前学習

9 月 10 日(木)1 時間

STEP2
訪問実習

9 月 15 日(火)4 時間

STEP3
発表準備

9 月 15 日(火)3 時間
10 月 1 日(木)3 時間
10 月 8 日(木) 3 時間

STEP4
発表会

10 月 22 日(木)3 時間

STEP1
事前学習

STEP2
訪問実習

STEP3
発表準備

STEP4
発表会

9 月 10 日(木)、
9 月 14 日(月)、
9 月 28 日(月)、
10 月 5 日(月)、
各 2 時間
9 月 19 日(土)、
9 月 20 日(日)、
10 月 17 日(土)
各 7 時間
9 月 28 日(月)、
10 月 1 日(木)、
5 日(月)、8 日(木)、
19 日(月)、22 日(木)、
26 日(月)、29 日(木)
各 2 時間
10 月 30 日(金)
2 時間

STEP1
事前学習

11 月 13 日(金)、
11 月 20 日(金)
2 時間

STEP2
訪問実習

11 月 21 日（土）
9 時間

STEP3
発表準備
STEP4
発表会

11 月 26 日(木)、
11 月 30 日(月)、
12 月 3 日(木)、
各 2 時間
12 月 14 日（月）
2 時間

事前学習

1 月 13 日(水)1 時間

訪問実習

1 月 20 日(水)7 時間

発表会

1 月 29 日(金)1 時間

事前学習

2 月 2 日(火)2 時間

訪問実習

2 月 8 日(木)4 時間

発表準備

2 月 10 日(水)1 時間

発表会

2 月 13 日(土)2 時間

事前学習

3 月 2 日(水)1 時間

訪問実習

3 月 3 日(木)7 時間

発表準備

3 月 4 日(金)1 時間

発表会

3 月 4 日(金)2 時間

3-4 方法 A3「スーパー・レクチャー」
仮説
「第一線の科学者を少人数で訪問するスーパー・レクチャーを長期休暇に実施する」ことにより、第一線の科学者と科学を語り合う素養を身
に付け、研究に対する意欲を高揚させる。また、別々の場所で違った経験をするため、生徒はお互いの発表内容に強い興味をもち、最先端科
学の体験を共有できる。最先端科学の体験により、将来の研究への想像力を高め、理系分野へのキャリア形成を確固たるものにする。

実施方法
内

容

課題研究の班(数名)と高校教員 1～2 名を 1 チームとする。普段研究で連携している大学等から、現在の
研究とその延長線上にある研究機関等を紹介して戴き、各班が研究活動のテーマと内容を立案、全国の
第一線の科学者を訪問する。まとめを行い、成果をレポート、新聞等にまとめ、班同士が発表しあう。

対象

成果の検証法

理数科 2 学年 SSC・
理数科 1・2 学年の中
高一貫生(SHIP)

レポート、新聞等成果
物、アンケート、発表
用資料、発表内容

実施内容
実施日
4月3日
(金)
4 月 23 日
(木)
4 月 24 日
(金)
4 月 25 日
(土)
7月2日
(木)
8月5日
(火)
8月8日
(木)
9 月 22 日
(火)
11 月 2 日
(月)
12月16日
（水）～
19 日（土）
3月5日
(土)

検証

訪問先・概要
Master class：Fermilab（アメリカ）とのビデオカンファレンス 講師 Mr.Kenneth Cecire 平成 27 年 3 月 14 日(土)、24
日(火)、に行った ATLAS 検出データの解析結果について素粒子物理学の内容を踏まえながら解説を行った。
京都大学大学院理学研究科附属飛騨天文台：①『ドームレス太陽望遠鏡』講師：上野悟先生 ②『65 ㎝屈折望遠鏡』講師：
仲谷善一先生 ③『太陽磁場活動望遠鏡』講師：永田伸一先生 研究者による講義と質疑応答及び施設見学を行った。
東京大学宇宙線研究所と東北大学カムランド：①『ニュートリノとスーパーカミオカンデ』講師：阿部航先生 ②『重力波に
ついて』講師：苔山圭以子先生 ③『Intoroduction to KamLAND』講師：中村健悟先生 研究者による講義と質疑応答及び
研究施設見学をした。※静岡北高等学校 平成 27 年度(2015)国際連携科学教育報告書に詳細を掲載。
京都大学防災研究所流域災害研究センター穂高砂防観測所(地震予知研究センター)と国土交通省奥飛騨さぼう塾：①『土砂に
関わる現象』講師：堤大三先生 ②『砂防の背景、歴史について』講師：清水清一局長 研究者の講義と研究施設見学をした。
外部講師招聘講義（スイス研修事前学習）
：
『素粒子物理学について』講師：有賀昭貴先生(ベルン大学) 素粒子とは、種類、
性質、特徴。CERN の加速器や実験について講義をしていただいた。
第 5 回高校生バイオサミット in 鶴岡：研究紹介①『ミカヅキモの Sr2+の効果的な吸収条件の検討』講師：橋本かれん ②『子
宮体がんにおけるがん関連繊維芽細胞の機能解析』講師：安達景都③『植物のちからで地域活性化～ホップの抗菌作用によ
る挑戦～』講師：齋藤元文④『バイオマスセルロースの資源化～OGAB 法を用いたデザイナブルセルロソームの構築にむけ
て～』講師：増山七海 (いずれも慶應義塾大学環境情報学部 2 年)
プラズマ核融合学会主催 高校生シンポジウム：①『レーザーとプラズマエネルギー』講師：白神宏之先生(大阪大学レーザ
ーエネルギー学研究センター 教授) レーザー核融合の研究について講演をしていただいた。 ②大阪大学レーザーエネルギ
ー学研究センター：研究者の方からの解説を聴きながら、大型レーザー実験装置である激光 XII 号、LFEX ペタワットレー
ザー、ターゲットチャンバーを見学した。
QuarkNet-ILC Workshop：①『Cosmic Ray Muon Detector』検出器のしくみの解説、検出器による宇宙線の観測実習、デ
ータ収集、e-Lab へのアップロード、Web 上でのデータ解析。②『Analysis』宇宙線はどこから来るのかについて議論。Higgs
粒子検出データ解析の実習 講師：Mr.Ken Cecire (QuarkNet staff)， Mr.Martin Shaffer (QuarkNet fellow)
立命館高等学校 Japan Super Science Fair 2015 Science Talk：
『The Inner Universe, The Brain Mysteries』講師：小泉周
先生(自然科学研究機構 特任教授) 脳の機能のメカニズムにはまだ不明な部分があることを錯視を例に用いて英語で解説
していただいた。
共同研究海外研修（立命館高等学校 科学技術人材育成重点枠事業）
：①『共同研究に関わる講義』 講師：謝佳昌先生（台
湾 高雄高級中学）②『ロボット講座』 講師：詹閔翔先生（台湾 淡江大学）
第 17 回静岡ライフサイエンスシンポジウム：①『光生物学への招待』講師：成川礼先生(静岡大学理学部) ②『青色光によ
る気孔開口と気孔開度制御の試み』講師：木下俊則先生(名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所) ③『光を使っ
て生体内の１細胞にて遺伝子発現誘導する技術』講師：亀井保博先生 (基礎生物学研究所光学解析室)④『バイオプロダクシ
ョンに光を当てる』講師：原清敬先生(静岡県立大学食品栄養科学部)⑤『光で生命現象を操る』講師：佐藤守俊先生 (東京大
学大学院総合文化研究科）⑥『光化学的酸化反応とがん治療』講師：平川和貴先生 (静岡大学工学部)

飛騨カミオカンデ研修実施後のアンケートで「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」と回答した生徒の割合

理解できた

質問できた

理科・数学を調べてみたい

今後の研究の役に立つ
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対象
理数科 2 学年
SSC26 名

理数科 2 学年
SSC26 名

理数科 2 学年
SSC25 名
理数科 2 学年
SSC4 名
理数科 2 学年
SSC6 名
理数科 2 学年
SSC25 名
理数科 2 学年
SSC2 名
理数科 2 学年
SSC2 名
理数科 2 学年
SSC10 名
理数科 1 学年
SHIP6 名

3-5 方法 B1「環境調査」
仮説
中学校 1～3 学年、理数科 1 学年に対して、大学や研究所と連携して、環境調査を行い、調査結果を地域と連携して発
表することにより情報収集能力や分析能力を養う。
実施内容
(1)巴川流域の淡水産カメの生態分布調査（中学校 1 学年 57 名と 2 学年 62 名、3 年生 63 名対象）
静岡大学教育学部と連携してフィールド調査や解剖による外来種の食性分析を行う。捕獲や聞き取り調査から在来種が生息しやすい
環境の考察を行い、繁殖実験では、カメが繁殖しやすい環境を知り、地域の水環境の現状や課題を明確にする。
回

実施日

時間

活動のテーマ

1

5 月 11（月）

2 時間

生態入門講義「カメとは？」

2

5 月 9 日（火）

1 時間

調査の意義と罠の組み立て実習（1 学年）

3

6 月 10 日（水）

7 時間

カメの捕獲と標識付け（1 学年）

4

6 月 11 日（木）

3 時間

カメの生理解剖（3 学年）

5

9 月 14 日（月）

7 時間

カメの捕獲を通して、外来種の侵入を実感する（1 学年）

6

9 月 9 日（水）

3 時間

平成 27 年度アンケート調査①【観山地区】（2 学年）

7

10 月 28 日（水）

3 時間

平成 27 年度アンケート調査②【観山地区】（2 学年）

指導
加藤英明先生（静岡大学大学
教育学部）、本多安希雄（理
科）、杉山大祐（保体）、関
大貴（数学）、若杉珠美（国
語）、佐野麻利（養護）

(2)巴川水質調査（中学校 3 学年 63 名と理数科 1 学年 143 名対象）
静岡県立大学や静岡大学と連携して、環境データの測定法を学び、巴川全域水質調査を基盤とした環境調査を行う。
時間
生徒の活動
教員の活動
集合・準備
前回の調査結果の概略を提示し、採水地点で観察すべきこ
30 分間
とを特に強調する。
前回の調査を振り返り、本日のテーマを確認する。
採水地点へは自転車・スクールバスで移動する。採水地点 採水地点で生徒の採水方法を確認すると共に周囲の環境
へ到着後、気温を測定、ペットボトルに採水後、水温を測 の変化がないかを生徒に投げかける。気温、水温の記入漏
90 分間
定する。その後、水の色、濁り、臭いを観察し、その他の れがないことを確認する。学校に帰着した班から速やかに
環境変化を記録する。
検査を開始させる。
帰校後、ペットボトルの水をビーカーに移し、検査を行う。 検査が正しく行われていることを確認する。検査データを
30 分間
パックテストで、COD、アンモニウム、亜硝酸、硝酸、 集め、PC に入力、生徒へ配布する。検査が終了した班か
リン酸、全硬度を測定する。デジタル計で pH を測定する。 ら考察させ、検査が遅れている班を支援する。
配布されたデータから、グラフや数値の特徴整理を行い、 生徒の発言を傍聴し、巴川の各地点での環境的な変化につ
20 分間
各自が気付いたことを現地での観察情報をもとに採水地 いての情報を収集する。生徒の考察を聞き、全体への投げ
点ごとの班内でディスカッションを行う。
かけを組み立てる。
現地情報の報告とグループでの考察を全体へ向けて発表 生徒の発表の要点を板書し、分類する。全ての発表が終了
15 分間
する。報告会の内容を記録し、次回のテーマを記録する。 した所で総括を行い、次回のテーマ設定を行う。
回

実施日

時間

1

5 月 7 日（木）

2 時間

活動 B ①水質調査事前指導 巴川について知ろう

活動のテーマ

2

5 月 11 日(月)

3 時間

活動 A ①採水してみよう（中高合同、高校生が引き継ぎ）

3

5 月 11 日(月)

2 時間

活動 B ①水質調査事前指導 巴川について知ろう

4

5 月 14 日(木)

3 時間

活動 B ②採水してみよう

5

5 月 18 日(月)

3 時間

活動 B ②採水してみよう

6

9 月 7 日(月)

3 時間

活動 A ②採水してみよう（中高合同、中学生が主体）

7

10 月 22 日(木)

3 時間

活動 B ③各水質指標と関係を理解しよう

8

10 月 26 日(月)

3 時間

活動 B ③各水質指標と関係を理解しよう

9

10 月 29 日(木)

3 時間

活動 B ③各水質指標と関係を理解しよう。

10

11 月 5 日(木)

3 時間

活動 B ④無機態窒素濃度の変化について考えてみよう。

11

11 月 12 日(木)

3 時間

活動 B ④無機態窒素濃度の変化について考えてみよう。

12

1 月 14 日(木)

3 時間

活動 B ⑤全地点の結果を分析して、汚染源を考えてみよう。
活動 A：理数科 1 年 2 組（中高一貫生）
、 活動 B：理数科 1 年 3・4・5 組
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指導

内野和紀（理科）
、北野
雄也（数学）
、名波康晴
（数学）
、
藤本貫太郎
（理
科）
、恩田皓充（英語）
、
青木孝行（理科）
、漆畑
勇紀（理科）
、松村洋介
（情報）
、
高瀬優
（情報）
、
小川秀美（情報）高橋み
どり（SSH）
、本多安希
雄（理科）
、森田笑加（英
語）
、塚越汐里（理科）
、
青島範明（副校長）

3-6 方法 B2「課題発見トレーニング」
仮説
中学校 1～3 学年と理数科 1 学年を対象に統計学の活用法を訓練することにより、仮説やモデルの構築力、データ処理、グ
ラフ化、数学的解析力を育成する。
実施方法
内
容
課題発見トレーニングⅠ(中学校 1～2 学年)
身の周りにあるデータを収集し、傾向の読み取り、議論、課題解決、発信する一連の過程を学ぶ。
本講座では、一般社会での統計の有用性や影響力の認知、統計に対する興味・関心の高揚を重視
する。
課題発見トレーニングⅡ(中学校 3 学年～理数科 1 学年)
巴川水質調査の過去の観測データや考察を検証し、因果と相関、予測、確率、正規分布、T 検定
を用いて、発見した問題を研究テーマに構築する訓練を行う。更に浄化センター等と連携して地
域の環境から問題点を探る。

時期
毎月の第 1～2
週の SSZ

成果の検証法
議論への参加意欲
議論の記録
発信内容

毎月の第 1～2
週のSSZとSS
Ⅰ、平日の放課
後

討議への参加意欲
討議の記録
構築した研究テー
マ

実施内容
課題発見トレーニングⅠ
（ア）中学校 2 学年の内容
回
実施日
時間
1

7 月 15 日(水)

2 時間

2

7 月 22 日(水)

2 時間

3
4

8 月 24 日(月)
8 月 25 日(火)
8 月 26 日(水)

3 時間
3 時間

6

9 月 2 日(月)

3 時間

7
8
9
10

9 月 10 日(月)
10 月 21 日(水)
10 月 28 日(水)
11 月 18 日(水)
2 月 17 日(水)
2 月 24 日(水)

1 時間
2 時間
2 時間
2 時間
2 時間
2 時間

5

11

課題発見トレーニングⅡ
(イ)中学校 3 学年の内容
回
実施日
1 4 月 16 日（木）
2
3

4 月 30 日（木）
5 月 14 日（木）

3 時間

時間
3 時間
3 時間
3 時間

4 5 月 28 日（木）
3 時間
5 6 月 11 日（木）
3 時間
6 6 月 18 日（木）
3 時間
7 6 月 25 日（木）
3 時間
8
7 月 9 日（木）
3 時間
9 7 月 16 日（木）
3 時間
10 7 月 23 日（木）
3 時間
(ウ)高校理数科 1 学年の内容
回
実施日
時間
1

11 月 16 日（月）
各3 時間
11 月 19 日（木）

2

1 月 7 日（木）
1 月 18 日（月）

各3 時間

概要
サイコロの実験を行い、目の出現率をグラフ化し、確率の意味を正しく理解した。さらに出生率等
のデータから確率が広く社会で用いられていることを学んだ。
「標本調査」に関する教科書内容を学習する。全数調査と標本調査の違いや標本調査の利用の仕方
について学び、
エクセル基礎講座① エクセルの基礎的な操作機能と表の作成を復習した。
エクセル基礎講座② 折れ線グラフ・棒グラフ・円グラフ作成を練習した。
エクセル基礎講座③ 1～2 年次の定期試験結果をもとにグラフを用いて考察するトレーニングを
行った。
アンケート調査の意義と作成の要点を学び、観山地区にカメの研究に関するアンケート依頼①を行
った。
標本平均から母集団の平均値を推定する方法とその有効性を学んだ。
学校生活に関するアンケート調査の質問紙の作り方を学び、質問項目を考えた
観山地区にカメの研究に関するアンケート依頼②を行った。
学校生活に関するアンケート調査の質問項目を考え、アンケートを完成させた。
カメの研究に関するアンケートを集計し、結果から傾向を比較分析した。
質問項目（８項目）について班ごとに分析した内容を発表した。

概要
過去 18 年間における巴川水質調査の結果及び測定項目・パックテストの使い方に関する講義と体
験
平成 26 年度カメの研究に関する近隣住民へのアンケート調査の集計
水質調査結果の分析及び水質調査のデータを解釈する際に必要な有機物・窒素・リンの循環につい
ての講義
平成 26 年度カメの研究に関する近隣住民へのアンケート調査の集計結果のグラフ化と考察
SKYSEF2015 研究発表ポスター作成
SKYSEF2015 研究発表ポスター作成（powerpoint）
SKYSEF2015 研究発表ポスター作成（powerpoint）
、発表原稿作成
SKYSEF2015 研究発表ポスター作成（powerpoint）
、発表原稿作成
SKYSEF2015 研究発表に向けた発表練習
SKYSEF2015 研究発表に向けた発表練習
概要
各調査項目の相関関係を考える
過去 18 年間における巴川水質調査の結果から、測定項目を 2 項目選び、すべての項目の組み合わ
せについて散布図を作成し、それぞれの項目間にどのような関係性がみられるのか考察を行った。
今後の調査項目の値の推移を予測する
本年度の巴川水質調査の結果および過去 18 年間の結果をもとに、データ分析を行い、各項目につ
いて今後どのような値が得られるか予測した。
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2-7 方法 B3「解決プロセストレーニング」
仮説
中学校 1～3 学年と理数科 1 学年に思考活動のプロセスと言語活用の訓練を行うことにより、観察実験等の操作的技能や変
数制御能力、実験計画能力、証拠に基づいた理論的推論能力を高め、認知を加速させると共に、非形式推理力と批判的思考
力を養う。
実施方法
内
容
解決プロセストレーニングⅠ（対象 中学校 1～2 学年）
英国 GCSE の CASE（Cognitive Acceleration through Science Education）プログ
ラムと言語技術(Language Arts)を行う。CASE では英国の授業書を用い、認知能力
や思考能力を高める授業を行う。言語技術では、描写や説明、議論、対話、論点の明
確化、相互理解、建設的な解決策を見出すための言葉の使い方や運用スキルを高める
授業を行う。
解決プロセストレーニングⅡ（対象 中学校 3 学年～理数科 1 学年）
CASE と言語技術で学んだスキルを活用する探究的な授業を行い、思考プロセスと言
語リテラシーを高める。

実施内容
解決プロセストレーニングⅠ
CASE プログラム
月
中学校 1 学年
中学 2 学年
4

Lesson 1 変数：変数を理解
する

5

Lesson 2 変数：変数を見つ
けて関係を明らかにする

9

Lesson 3 変数
グラフを作成して情報を取り
出す
Lesson 4・5 変数：様々な変
数の中から条件を整え、現象
のしくみを明らかにする
Lesson 6 分類：グループ分
けのルールを理解する

10

Lesson 7 分類：情報を整理
してグループわけを行う

6
7

12

Lesson 8 比例：身近なとこ
ろに隠れている比率を見つけ
出す
Lesson 9・10 比例：比例性
を考える

1

Lesson 11 反比例：つりあい
の条件から反比例を考える

2

Lesson 12 反比例：電流の特
性から反比例を理解する

11

3

Lesson 13 確率：サンプリン
グから母集団の変異とサンプ
ルの変異を考える

時期
中学校 1～2 学年の SSZ
毎週 2 時間

成果の検証法
評価テスト
ワークシート
レポート
プレゼン
アンケート

中学校3 学年と高校の通
常教科の授業内容に盛
り込む。

学力テスト・効果テ
スト・レポート・プ
レゼン・アンケート

言語技術

Lesson 14 確率：サンプリン
グを行うことで推定の正確さ
を考える
Lesson 15 組合せ：多肢選択
の実験を通して組織的に数え
上げる良さを考える
Lesson 16 確率：確率を確か
めるにはどれくらいの標本が
必要かを考える
Lesson 17 確率：ひまわりの
種を蒔き、市販の発芽率の正
確性を検証する。
Lesson 18 確率：標本調査の
利用方法から母集団平均と標
本平均の近似を考える
Lesson 19 確率：標本の大き
さをどの程度大きくすればよ
いかをシミュレートする
Lesson 20 統計：ｱﾝｹｰﾄ作成
の要点を学び、学校生活に関
するｱﾝｹｰﾄを作成する。
Lesson 21 分析①： 読書ｱﾝｹ
ｰﾄをエクセルで集計し、分析
の仕方を考える。
Lesson 22 集計：学校生活に
関するｱﾝｹｰﾄ結果を効率よくｴ
ｸｾﾙﾃで集計する。
Lesson 23 分析②：学校生活
に関するｱﾝｹｰﾄ回答から第2 学
年の傾向を分析する。
Lesson 24 分析③：カメの研
究に関するｱﾝｹｰﾄ回答から結
果を比較分析する。

中学１学年

中学校 2 学年

問答ゲーム：結論を述べてか
ら根拠を述べるという型を身
につける。
作文の基本：パラグラフの基
本構成を身につける

説明②：説明するのに適当な
材料を見分ける
描写②：描写の基本を考察し
判断力をつける

物語①：物語の構造を意識し、 報告②：情報を精査し、報告
組み立てる方法を学ぶ
の順序を考える
再話①：聞き書きすることで
基礎的読解力を鍛える

再話②：物語の論理的展開や
因果関係を意識して物語を再
現する
説明①：情報を整理してから、 アピール②：説得力のあるア
分かりやすく説明する方法を
ピール文を書く
学ぶ
視点を変える②：一人称と三
人称の特色と相違を学ぶ
描写①：情報の大きさを考え、
伝える順序を学ぶ
絵の分析②：分解し、分析し、
結果を統合して解釈する
報告①：伝言の受け方、情報
の伝え方を学ぶ

物語②：コマ漫画を分析させ、
因果を考える

視点を変える①：ものの認識
(の差異)について考える

説明③：見通しを立てて説明
する

アピール①：注意を引く文章
の作り方を学ぶ

視点を変える③：登場人物や
作者の視点から物語を書く

分析①：絵に描かれた人物の
表情を分析し根拠を考察する

絵の分析③：主張と事実の橋
渡しをする論拠を探す
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解決プロセストレーニングⅡ
実施日：4 月 18 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：渡邊芳宏
「混合物の分離」物質はそれぞれ固有の性質を持つもので、2 種類以上の物質の混合物は、それぞれの物質の性質が異なる
ことを利用すれば分離できる。また、固有の性質に基づいて識別、検出、確認することもできる。薄層クロマトグラフィ
ーを用いて、光合成色素の分離についての探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、
「葉の種類に
よる光合成色素の違い」
「野菜や果実の光合成色素」
、
「光合成色の素植物による違い」等の研究につながった。
実施日：4 月 18 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：内野和紀
「岩石鉱物」鉱物のでき方、化学組成、鉱物の利用に関する探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座におい
て、岩石薄片の作製・観察を行い、生徒の身近な岩石の研究につながった。
実施日：4 月 18 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：成澤亘之
「気柱共鳴を利用した音波の速度の測定」波動の一つである音波を取り上げて、波の基本的な性質を学習する。波は媒質
の振動が伝わる現象であり、物体の運動とは異なる様相を示すことを理解し、波長・振動数・周期・波の進む速さ等理解
する。また、波の重ね合わせ・干渉・共振・屈折・共鳴・気温と音速の関係等について探究活動を行った。その結果、8
月の課題研究集中講座において、
「グラスハープ」
、
「音速測定」等の研究につながった。
実施日：4 月 18 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：加藤和夫
「動摩擦係数の測定」
「あらい面上をすべる物体には動摩擦力がはたらき，動摩擦力は垂直抗力（面を垂直に押す力の反作
用）に比例する」ことを確認し、この現象を式で表し，実験的に動摩擦係数を求める方法と，その実験方法には何を測定
するする必要があるかを考える探究活動を行った。8 月の課題研究集中講座において、身近な材料である木材について、動
摩擦係数を求め、摩擦力について考察する研究につながった。
実施日：5 月 1 日(金)
時間：2 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 若杉珠美
探究授業（ 国語 ） ［テーマ］
：自分の魅力を伝えよう (記者会見型スピーチをする)
目的：聞き手の求めていることに応じ、対話的に自分のことをつたえ、相互理解を図る重要性を理解する。
現在や将来において、自分をアピールする必要のある場面やその目的・相手について考えることで、その重要性を理解さ
せた。聞き手の求める情報を的確に捉え、自分の経験や知識を整理して話すこと、聞き手の反応に応じて説明や話し方を
工夫することを重要視した。
「会見を受ける人」や「記者」などの役割を決め、時間を区切って交代しながら記者会見を行
った。自己アピールや対話的なスピーチを効果的に行うために必要なことを確認した。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者： 谷村康明
「Basic でプログラミング」手続型プログラミング言語の一つである Basic を用いることで、物理現象や数学の計算をシ
ミュレーションできることを解説し、その応用事例等の探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、
「三角関数と積分」や「モンキーハンティング」
「花火と微分」のシミュレーションを利用した研究につながった。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者： 杉山善彦
「多角形の重心」数学Ⅱ 図形と方程式の分野において学ぶ三角形の重心についての探究活動を行った。その結果、8 月の
課題研究集中講座において、多角形の各頂点の座標を任意にとり、重心の座標の公式化を試みた研究につながった。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：藤本貫太郎
「物理学史(科学史)」物理学史について様々なアプローチがあることを知り、どのような視点で物理学をとらえることがで
きるか考える探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、様々な分野における科学史について考察す
る研究につながった。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：柴田武史
「浅野君の解法の検証」週刊少年ジャンプ 2015/1/5 発売の「暗殺教室 122 話」に登場した数学の問題を題材に、語句や使
用される公式、定理の整理をしながら登場人物の解法アプローチについて理解し、その解法を再現する探究活動を行った。
その結果、8 月の課題研究集中講座において、
「立体切断面の形状の証明」
、
「面心立方格子構造に置き換えた求積問題の解
法」の研究につながった。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：名波康晴
「パーフェクトシャッフルの数学的考察」トランプを用いてシャッフルを数回繰り返すとカードの並びが元に戻ることに
ついての探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、パーフェクトシャッフルにおけるトランプの枚
数とシャッフルの回数の関係を数学的に考察する研究につながった。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：深田耕暉
「確率・期待値」数Ａの確率の発展として、期待値の学習を行う。また、サイコロや番号札を用いた簡単なゲーム(GREED、
CUCCO)に、その期待値の考え方を利用し、より良い勝ち方の考察する探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集
中講座において、数学的に確率や期待値を求めて、ゲームのバランスや必勝法について考察する研究につながった。
実施日：5 月 9 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：岡田莉英
「2 つの容器を用いた水の分け方を考察する」100L の水を aL、bL の 2 つの容器を使って、2 つに分ける場合、どのよう
な量に分けることができるかについて探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、2 つの容器を用い
た水の分け方を考察する油分け算の研究につながった。
実施日：5 月 30 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：米澤大輔
「ルービックキューブ」ルービックキューブのルールを確認し、初期状態に戻すための条件を考える探究活動を行った。
その結果、8 月の課題研究集中講座において、ルービックキューブの有限生成群による特徴付けの研究につながった。
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実施日：5 月 30 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：塚本博透
「アルゴリズム」アルゴリズムについて調べ、四則演算や和、平均値、最大値、最小値を見つけるアルゴリズムについて
の探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、三並べのアルゴリズムをフローチャート化し、プログ
ラミングについて考察する研究につながった。
実施日：5 月 30 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：北野雄也
「mod n を用いた曜日の算出方法」２０００年１月１日を基準として１月１日以降の日付の曜日を計算する方法を考える
探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、曜日の算出方法を考え、それを公式化するといった研究
につながった。
実施日：5 月 30 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：村田卓久
「電池の原理と利用」電池(を作製し、電極や電解液の濃度と電流値，電圧値の関係性を調べ，最適な条件を考察する探究
活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、フルーツ電池における水分量による電気の流れやすさについ
ての研究につながった。
実施日：5 月 30 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者：漆畑勇紀
「バイオマスエタノール」ガソリンに代わる新しい燃料として注目されるバイオエタノールについて学び、実際に「次世
代エネルギー」と成り得るかを調べ理解を深める探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中講座において、酵母を
用いてアルコール発酵を行い、その特徴を調べるとともに、バイオマスエタノール生成について考察する研究につながっ
た。
実施日：5 月 30 日(土)
時間：3 時間 対象：2 学年理数科 SA・AD 担当者： 澤田典男
「食品の色彩と味覚の関係」色彩が人間の生活に与える効果についての探究活動を行った。その結果、8 月の課題研究集中
講座において、色彩と食品の関連性や色素と栄養素について考察する研究につながった。
実施日：6 月 9 日(火)
時間：2 時間 対象：中学 3 年生
担当者：本多安希雄
探究授業（理科） ［テーマ］：イオンの生成と物質の結合を図を使って説明してみよう。
目的：目では小さすぎて見えない現象をどうすれば捉えられるのかを考え、理解を深める。
原子という不安定な状態から、どのように安定した形へと変化するのかを電子配置を用いての説明を受けた後、イオンの
生成と性質、その組み合わせによってできる物質の形を、よりわかりやすく表すための方法を模索した。物質命名のルー
ルや、陽イオン・陰イオンの違いや単原子イオン・多原子イオンの電荷の持ち方など細かい点にまで注目しながら目に見
えない現象を説明することで、イオンが関係する反応を 2 年次で学習した化学反応と結びつけながら考え直すことができ
ていた。
実施日：7 月 20 日(月)
時間：4 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 半田達也
探究授業（ 社会 ） ［テーマ］
：日本に米軍基地は必要か？
目的：ディベート活動を通じて論理的に表現する力をつける
内容は、高校現代社会の資料集やインターネットの情報を使いながら、平和主義である日本に米軍基地は必要かどうかに
ついてディベートを行うというもの。クラス内で必要派と不必要派のそれぞれ２班ずつを便宜的に分け、討論した。討論
をしていない班は傍聴し、どちらの班が優勢であったかを第三者の目から判断した。自分たち側の主張を論理的に述べる
力や、相手の質問や反論に対してその場で答える対応力を育んだ。また、班で協力して情報を集めたり反論したりする中
で協調性を高めることができた。
実施日：7 月 24 日(金)
時間：3 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 内藤 ともみ
探究授業（ 家庭 ） ［テーマ］
：高齢者の生活を豊かにするサービスを提案する
目的：高齢社会を支える一員として、これからの社会に必要なものを見つける力を養う。
班に分かれ、高齢者に対する新サービスを考え、レポートにまとめ、発表する。新聞記事や家族への聞き取り調査から、
高齢者が現在抱える問題点を見つけ、改善するための方法をこれまでに授業で習った「豊かさ」の視点を加え、考えてい
く。自分の想像したものを相手に正しく想像してもらうため順を追って説明したり、具体例を多くしたり、さまざまな工
夫が見られた。また、サービスの金額や頻度についても、現状の客観的な数値を基に算出している班もあり、傍聴者の質
問に対しても説得力のある回答をしていた。
実施日：9 月 2 日(水)
時間：2 時間 対象：中学 2 年生
担当者： 西村 塁
探究授業（ 社会 ） ［テーマ］
： ルネサンスの時代
目的：ルネサンスの時代とそれ以前の「暗黒の時代」について、美術の面からその違いを述べる。
生徒たちは、日本の大和絵や水墨画にくらべて、西洋の絵画は馴染みあまりない。そこで、3 枚の絵画を提示して、ヨーロ
ッパの絵画の変遷を述べた。提示した絵画は幼子のイエスを抱く聖母マリアの絵で、それぞれ 9 世紀、13 世紀、15 世紀と
なっている。それぞれの絵のタッチや構図など特徴をメモ書きし、小グループ内で発表する。そのあと、これらの絵を古
い順に並べるように指示を出す。意見が出そろったところで、正しい順番を提示し、さらに「文芸復興」というワードか
ら、どのようなことが「復興」したのか意見をメモ書きし、ヨーロッパ社会の変化について考えるきっかけとなった。
実施日：9 月 10 日(木)
時間：4 時間 対象：中学 1・3 年生
担当者：杉山大祐
探究授業（ 保健体育 ） ［テーマ］
： 伝統のソーラン節（ダンス）を下級生に伝えよう
目的： 自分が覚えたダンスを、体と言葉を使って正確に相手に伝えることができるようにする。
１年生と３年生、合同でソーラン節の授業を行った。３年生は１年生とペアを組み、ソーラン節の踊り方を教える活動を
行った。３年生はこれまでに相手にダンスを教えるということはなかったが、それでもソーラン節の順番やタイミングの
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合わせ方など、一つ一つの動きをお互いに確認し合いながら取り組むことができて３年生も勉強になった。１年生も３年
生の動きをよく見ることと、適切なアドバイスによってダイナミックな表現力を身に付け踊ることができるようになった。
実施日：9 月 22 日(火)
時間：3 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 半田達也
探究授業（ 社会 ） ［テーマ］
： 地球規模で広がる環境問題
目的：調べた知識を自分の力で表現する力をつける
内容は、授業で紹介した地球環境問題の中から一つ自分でテーマを選び、個人で調べ学習をすすめて、それをＡ３ポスタ
ー１枚にまとめて用意し、クラス内で１分間にまとめて発表をした。環境問題のテーマは地球温暖化という大きなところ
から酸性雨・海洋汚染などさまざまであった。聴衆に話しかける口調で発表をする生徒など、表現に工夫が多くみられた。
発表後の感想やメモには、ポスターの見栄えの評価や、ジェスチャーなどのプレゼンテーション能力に関する評価が多く
みられた。
実施日：9 月 25 日(金)
時間：1 時間 対象：中学 1 年生
担当者： 塚越汐里
探究授業（理科） ［テーマ］
： 状態変化をする時の温度を調べる。
目的：水が固体から液体、気体へと状態変化をする時の温度を測定し、変数は何なのか、X 軸 Y 軸をどの変数としてグラ
フに表すと状態変化が理解しやすいのかを理解する。
中学 1 年生の 4 月から学び始めた CASE における変数制御の考え方を用い、実際に変数を計測して出し、その数値を用い
て科学的証拠となりうるグラフとして表す活動を行った。実際に 4、5 人からなる班に分かれビーカーに入れた氷をガスバ
ーナーで加熱し、氷から水蒸気になる温度と加熱時間を 20 分間に渡り計測した。その後、班で得られた変数を各班でグラ
フにどのように表したらいいか、実際に X 軸、Y 軸に温度と時間のどちらを変数として利用するのかを考えさせ、個別に
状態変化の様子についてのグラフを表し、グラフの描き方、変数の選び方を理解した。
実施日：10 月 2 日(金)
時間：2 時間 対象：中学 3 年生
担当者：本多安希雄
探究授業（理科） ［テーマ］
：なぜ、地球から月は見えるのだろうか？
目的：目に見えない現象をどうすれば捉えられるのかを考え、理解を深める。
月の満ち欠けを平面図を用いて学んだ後に、
「太陽と一直線状に月が移動したときにも満月として見えるのはなぜか」とい
う問いを提起し、その現象を解明するために班で予想を立て、その考えを発表させた。模型を用いて説明したり、実際に
光を当てて調べたりと、現象の解明に説極的に参加する態度がほとんどの生徒から見られた。日食や月食という天文現象
に気づいた班の発表により、クラス全体における思考と理解度が一気に増し、全員で議論し、考えて公転面のずれがある
ことにたどり着けた。一つひとつの現象同士を結びつけ、大きな視点で捉えなおすことを体験的に身につけることができ
た。
実施日：11 月 24 日(木)
時間：4 時間 対象：中学 2 年生
担当者： 関大貴
探究授業（数学） ［テーマ］
： いろいろな解法を考えよう（平行線と角、平行四辺形）
目的： 平行線の同位角や錯覚の性質を用いて角度を求める問題の解法を発表しあい、本質的に異なる解法を分類し学びを
深めた。平行四辺形の性質を用いて様々な図形の性質を証明する問題の証明を発表しあい、本質的に異なる証明手順を分
類し学びを深めた。図形の学習全般において、別解に着目しようという視点を持たせ、別解を共有することに価値をおい
た。この指導により数学の学習が楽しくなったと感じられた生徒は多かった。
実施日：11 月 25 日(水)
時間：1 時間 対象：中学 2 年生
担当者： 西村 塁
探究授業（ 社会 ） ［テーマ］
： ルネサンスの時代
目的：ルネサンスの時代とそれ以前の「暗黒の時代」について、美術の面からその違いを述べる。
生徒たちは、日本の大和絵や水墨画にくらべて、西洋の絵画は馴染みあまりない。そこで、3 枚の絵画を提示して、ヨーロ
ッパの絵画の変遷を述べた。提示した絵画は幼子のイエスを抱く聖母マリアの絵で、それぞれ 9 世紀、13 世紀、15 世紀と
なっている。それぞれの絵のタッチや構図など特徴をメモ書きし、小グループ内で発表する。そのあと、これらの絵を古
い順に並べるように指示を出す。意見が出そろったところで、正しい順番を提示し、さらに「文芸復興」というワードか
ら、どのようなことが「復興」したのか意見をメモ書きし、ヨーロッパ社会の変化について考えるきっかけとなった。
実施日：11 月 26 日(木)
時間：3 時間 対象：中学 3 年生
担当者：本多安希雄
探究実験（化学分野） ［テーマ］
：謎の溶液を、化学的に特定しよう
目的：実験活動を通し、学習した内容を整理し、その知識を活用する
中学 1 年生から 3 年生までの知識と、CASE において学んだ変数制御、実験計画、実験操作、データ活用能力を用い、科
学的証拠に基づいた結論を導き出す活動を行った。内容は、5～6 人のグループに分かれ 5 種類の溶液を 8 種類の候補から
科学的に推理し、実際に実験するというもので、科学的な根拠を集めるということの難しさを体験した。その後、班毎の
結論を発表し、どのような実験が適切な根拠を提示できるかを考えた。生徒の振り返りシートによると、自分の知識の未
熟さや、様々な内容を組み合わせる思考プロセスの大切さを学んだなど、知識とその応用方法の融合を体験することがで
きた。
実施日：12 月 11 日(金)
時間：2 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 若杉珠美
探究授業（ 国語 ） ［テーマ］
：お薦めの古典を贈ろう
目的： 文章の形態を選択して適切な構成を工夫する。
古典の一節を引用してメッセージを書いた。まず便覧やこれまでの学習などから古典を振り返って「贈りたい言葉」
「誰に、
どんな目的」で贈るのかを考えた。次に「手紙」の形式で自分の思いや考えなどを表現するためにふさわしい構成を考え
作成した。書いた文について、生徒同士で読み合い、引用の仕方やその効果について考えさせた。
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実施日：1 月 14 日(木)
時間：3 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 関大貴
探究授業（数学） ［テーマ］
： 確率の考え方を使って円周率を求めよう
目的：円周率に近似するためにはどのようにして確率サンプルを集めたらいいかを探究する。
起こる割合から円周率が導き出せることを理論的に説明したのち、一辺１５㎝の正方形に内接する円を描いた紙の上に BB
弾を落し、円の内側にとどまる弾の割合を求めさせた。平らな状態を保つことが難しかったり、まとめて弾を落し過ぎた
りしたためサンプルに偏りが生じ、理論値としての円周率に近づくことができないことを確認した。精度の高い割合を導
き出す実験方法のアイディアを考えさせたうえで、円を描いた紙を均等に 16 分割し、ばらばらの向きに張り合わせて作っ
た正方形の紙の上に弾を落とす方法で実験を試みた。たくさんのサンプルを取れば近似していく以外に、分割する数を増
やせば制度をあげられるのかを考えさせた。
実施日： 1 月 21 日(木) 時間：1 時間 対象：中学 2 年生
担当者： 森田笑加
探究授業（ 英語 ） ［テーマ］
： スキット‐誕生日プレゼントを買いに行く
初めに、誕生日プレゼントを買いに行く際の友だちとの会話の基本フォーマットを与える。会話の開始表現、提案表現、
同意表現の基本フレーズを練習後、2 人組のペアでより自然な会話の流れを工夫していく。機械的な英語のやり取りにとど
まらず、発音やイントネーションなどの音声表現における工夫、より自然な会話のやり取りを進めるためのつなぎ表現の
工夫、アクション表現の工夫など、かなり高いレベルのチャレンジが見られ、日々の探究学習の積み重ねの成果が表れた。
実施日：1 月 29 日(金)
時間：2 時間 対象：中学 2 年生
担当者：杉山大祐
探究授業（ 保健体育 ） ［テーマ］
：人命救助！適切な応急手当ができるようになろう
目的：様々な傷害（状況）に対応できるように、適切な 応急手当ができるようにする。
基本的な応急手当の仕方や、医師の処置が必要な場合に救急車が到着して救急隊員に引き継ぐまでの処置の仕方を学ぶ活
動を行った。負傷者の状態を考え手当てをする順序や、救急隊に引き継ぐ際に、正しい情報を順序よく説明することがで
きるか少人数のグループを作って実践した。実際に自分がやってみることで、情報をきちんと整理して相手がすぐに状況
を理解できるようになることに重点をおいた。トレーニングを行うことで、最初は不慣れなところがあったがトレーニン
グを続けていく内に、自分にも「できる！」という自信を身につけることができた。
実施日：2 月 1 日(月)
時間：3 時間 対象：中学 3 年生
担当者：本多安希雄
探究実験（物理分野） ［テーマ］
：どうすれば、高速回転するモーターを作ることができるのか？！
目的：実験活動を通し、学習した内容を整理し、その知識を活用する
中学 1 年生から 3 年生までの知識と、CASE において学んだ変数制御、実験計画、実験操作、データ活用能力を用い、科
学的証拠に基づいた結論を導き出す活動を行った。内容は、5～6 人のグループに分かれ、直径の異なるエナメル線と種類
の違う磁石を用い、どの条件が高速回転に向いているかを科学的に推理し、実際に作製するというもので、変数制御と作
製技術の難しさを体験した。その後、班毎の結論を発表し、変数の組み合わせについて考えた。生徒の振り返りシートに
よると、様々な変数を同時に考慮し条件を明確化することや、実際に作製することの難しさを学んだなど、知識とその応
用方法の融合を体験することができた。
実施日：2 月 10 日(水)
時間：2 時間 対象：中学 1 年生
担当者： 塚越汐里
探究授業（理科） ［テーマ］
： 堆積物中から見つかる化石の標本を観察して何がわかるかを考える。
目的：堆積物の粒子の大きさ、生物の種類や生息していた年代、生息する環境についての情報を使い、示準化石・示相化
石としての有効性を考える。
生物の生息していた環境・時代についての基本的な知識を学習し、土砂が堆積するときの条件を実験によって理解した後
に、岩石中の化石を観察し、その化石の示す情報がなにかを考え、地層の堆積した環境・時代を明らかにする示準化石・
示相化石として利用できるかを考えた。そして、どのような化石が示準化石・示相化石として有効であるのかを模索し、
観察した化石が具体的に利用できるものであるのか、自らが考え意見をのべることができた。
実施日：2 月 13 日(土)
時間：4 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 半田達也
探究授業（ 社会 ） ［テーマ］
：日本に原子力発電所は必要か？
目的：ディベート活動を通じて論理的に表現する力をつける
内容は、浜岡原子力発電所の原子力館に行って調べてきたことについてまとめたことと、社会の授業及び高校現代社会の
資料集から学習したことをふまえて、日本に原子力発電所は必要かというディベートを行うというもの。クラス内で必要
はと不必要葉を２班ずつ作り、１組と２組で討論した。討論をしていない班は傍聴し、どちらの班が優勢であったかを第
三者の目から判断した。自分たち側の主張を論理的に述べる力や、相手の質問や反論に対してその場で答える対応力を育
んだ。前回のディベートよりも反論や応答などの対応力に成長がみられた。
実施日： 2 月 18 日(木) 時間：1 時間 対象：中学 3 年生
担当者： 森田笑加
探究授業（ 英語 ） ［テーマ］
：Science in dailylife のプレゼンテーション
目的： プレゼンテーションの能力を高める
２学期から調べ学習とポスター作成を重ねてきた『身の回りにある科学（４テーマ）
』についてのプレゼンテーションを行
った。話し手は、２年間の言語技術学習と教員のアドバイスをもとに、英語の語彙、文法、発音に加え、イントネーショ
ン、視線、ジェスチャー等にも気を配った発表を目指した。聞き手は、４～５人のグループで発表内容を共有した後、各
発表に対し２つ程度の質問を考えた。発表後の質疑応答において、話し手は自身の発表内容が伝わっているか、聞き手は
どれだけ理解できているかを確認した。１年次からの発表活動の積み重ねによる技術・意欲の向上がみられた。
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3-8 方法 B4「コネクト式課題研究」
仮説
「コネクト式課題研究（大学からの指導を受け、事前事後指導、発表指導は高校で行う）を理数科 2～3 学年 SSC に実施する」ことにより、深い
課題研究を推進できる。更に、日常的に発表・議論・考察・実験を繰り返し、科学的知識の習得や理解を促進させ、関連付けて適用・応用する基
盤を形成する。課題研究評価基準を用いて研究の進捗を生徒と教員が評価し、ルーブリック開発へつなぐ。
実施方法
今年度は理数科 2～3 学年 SSC と理数科 1～2 学年 SHIP を対象として、コネクト式課題研究を実施した。SHIP は中高一貫生の希望者で構成さ
れている。
理数科 2 学年 SSC の内容
①校内で高校教員による研究指導を行う。
②大学や研究室を訪問して実験を行う、または、受け入れ先から大学院生
を派遣して頂き、本校教員と協力して実験指導を行う。
③校内で②の内容をまとめ、飛躍した部分を補完。

時期
通年水金曜日、放課後 2 時間
通年、平日の放課後または土曜日（連携
先と調整）
通年 SSⅡ1 時間

成果の検証法
評価基準による評価
評価基準による評価（高校教員・大学教員・
院生・生徒）
高校教員による口頭試問またはノートの評価

④理数科内で課題研究の交流・発表・進捗報告を実施する。
本校主催の国際フォーラムで発表（英語）
課題研究発表会
下級生・高校の全教員・保護者・指導して頂いた大学の教授・大学院生・
近隣の高校生の前で研究成果をポスターやパワーポイントで発表する。

不定期火曜日 放課後 2 時間
8 月 9 日（日）
中間発表 9 月 17 日（木）
本発表（英語）2 月 18 日（木）

評価基準によるプレゼンの評価
評価基準による発表内容や発表用資料の評価

理数科 3 学年 SSC の内容
①論文制作
②大学訪問実験の事前指導または他校との交流の準備

時期
4～7 月 火・水曜日放課後 2 時間
4～7 月 SSⅡ1 時間または 金曜日放課
後 1 時間
4～7 月 土曜日 4 時間

成果の検証法
評価基準による論文の進捗状況の評価
準備状態を高校教員が評価

③高校教員による発表・議論・考察・実験の指導または大学での訪問実験
または他校との交流を行う。
文化祭で地域へ発表
近隣の高校、SSH との合同発表会

6 月 5 日（金）
・6 日（土）
5～10 月

評価基準による評価（高校教員・大学教員・
生徒）
評価基準による発表内容・発表用資料の評価

理数科 1 学年 SHIP の内容
①校内で高校教員による研究指導を行う。
②大学や研究室を訪問して実験を行う、または、受け入れ先から大学院生
を派遣して頂き、本校教員と協力して実験指導を行う。
③校内で②の内容をまとめ、飛躍した部分を補完。
④理数科内で課題研究の交流・発表・進捗報告を実施する。
本校主催の国際フォーラムで発表（英語）

時期
通年水金曜日、放課後 2 時間
通年、平日の放課後または土曜日（連携
先と調整）
通年、平日の放課後
不定期火曜日 放課後 2 時間
8 月 9 日（日）

成果の検証法
評価基準による評価
評価基準による評価（高校教員・大学教員・
院生・生徒）
高校教員による口頭試問またはノートの評価
評価基準によるプレゼンの評価
評価基準による発表内容や発表用資料の評価

理数科 2 学年 SHIP の内容
①大学訪問実験の事前指導または他校との交流の準備
②高校教員による発表・議論・考察・実験の指導または大学での訪問実験
または他校との交流を行う。
③論文制作
本校主催の国際フォーラムで発表（英語）
課題研究発表会
下級生・高校の全教員・保護者・指導して頂いた大学の教授・大学院生・
近隣の高校生の前で研究成果をポスターで発表する。

時期
4～7 月 水曜日放課後 2 時間
4～7 月 土曜日 4 時間

成果の検証法
準備状態を高校教員が評価
評価基準による評価（高校教員・大学教員・
生徒）
評価基準による論文の進捗状況の評価
評価基準による発表内容や発表用資料の評価

9～10 月 水曜日放課後 2 時間
8 月 9 日（日）
9 月 17 日（木）

実践例と評価
理数科 2 学年 SSC の 25 名（男子 17 名、女子 8 名）と 2 学年 SHIP の 11 名（男子 5 名、女子 6 名）が取り組んだ課題研究 11 テーマの研究概要、
下記の(1)と(2)による評価結果、外部の研究者による評価、発表歴、受賞歴を掲載する。
(1)英国 GCSE における「コースワーク」による課題研究の評価
課題研究の評価は、下表に示すコースワークの評価基準①～④と、⑤校内活動日数、⑥校外連携活動回数、⑦外部発表回数、⑧コンテスト受賞数、
の全 8 項目で評価した。評価は、複数の教員によって行った。論文評価は、各自がコースワークの指標に従って採点をした後、持ち寄って、能力
領域の得点を決定した。判断に迷う際は、担当教員が、生徒の研究を説明、他の教員が質問することによって得点を決定した。
①能力領域 P（Planning）
「計画すること」
得点
8点

6点
4点
2点

評価
P.8a
P.8b
P.6a
P.6b
P.4a
P.4b
P.2a

評価基準
ある適切な手法を計画し伝えるために詳細な科学的知識と理解を用いており、そこに、正確で信頼できる証拠を生成する必要性と、予測をした場
合に予測を正当化する必要性を考慮している。
計画を述べるために、適切な場合に先行研究から関連する情報を用いている。
ある手続きを計画し伝えるために科学的知識と理解を用い、重要な諸要因を特定したり、変化させたり、抑制したり、考慮に入れたり、また、適
切な場合に予測を行っている。
証拠を収集するために、ある適当な範囲と大きさを決定している。
根拠を確実にするような証拠を収集するように計画している。
証拠に関してふさわしい準備物や情報源の利用を計画している。
単純な手順を説明している。
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②能力領域 O（Obtaining Evidence）
「証拠を得ること」
得点
8点
6点
4点
2点

評価

評価基準
ある適切な範囲で信頼できる証拠を得たり記録したりするための精確な手順と技能を用いている。
十分に体系的で正確な証拠を集め、また、適切な場面で繰り返しや確認をしている。
収集した証拠を明確にかつ正確に記録している。
活動に十分で適切な証拠を収集している。
証拠を記録している。
ある単純で安全な手順を用いていくらか証拠を収集している。

O.8a
O.6a
O.6b
O.4a
O.4b
O.2a

③能力領域 A（Analyzing and Considering Evidence）
「証拠を分析し考察すること」
得点

評価

8点

A.8a
A.8b

6点
4点
2点

A.6b
A.4a
A.4b

評価基準
詳細な科学的知識と理解を用いて、証拠を処理して導かれた根拠の確かな結論を説明している。
予測がなされている場合に、どの程度まで結論がその予測を支持するかを説明している。
ある結論に向けて証拠を処理するために、ふさわしい図解や図表、グラフ（適切な場合に最適にあてはまる線が引かれている）
、あるいは数字で表
す方法を作ったり用いたりしている。
証拠に合致するある結論を導き、それを科学的知識と理解を用いて説明している。
証拠を説明するための基礎として単純な図解や図表やグラフを用いている。
証拠中の傾向とパターンを特定している。

A.2a

証拠によって何が示されるかを簡潔に述べている。

A.6a

④能力領域 E（Evaluating）
「評価すること」
得点
6点
4点
2点

評価

評価基準
証拠の信頼性と、それが結論を支持するに十分かどうかについて、変則を説明しながら、批評的に考察している。
付加的に関連する証拠を与える更なる研究について、詳細に記述している。
何らかの変則を特定しながら、証拠の質について批評している。
手順の適切性について批評し、また不適切な場合に、それを改善するための変更点を示唆している。
用いた手順や得られた証拠に関連した批評を行っている。

E.6a
E.6b
E.4a
E.4b
E.2a

（2）本校で独自に開発した評価基準による課題研究の評価
平成 22~27 年度のコア SSH および重点枠で国内外の連携校と協力して開発した課題研究の評価基準を活用して、2 学年による自己評価と高校教
員による評価を行った結果を掲載する。評価を行った時期は、1 年間の研究計画を立案した 4～5 月、国際フォーラム、校内での課題研究発表会、
外部コンテスト応募準備（論文作成等）を行った 8～9 月、外部発表（他校・地域・学会等）やコンテストの結果を受けて追実験等を行った 12～1
月の 3 回である。各基準について「良 1 と悪 0」の 2 段階による自己評価と高校教員による他己評価の 5 領域「態度、計画、証拠の収集法、分析
と考察、発表技術」の結果を掲載した。
本校 SSH が連携校と開発した評価基準
No.

態度

1
2
3
4
5

「知る」ことに対する好奇心があふれる研究内容である。
テーマを深く追究する意欲があふれる研究内容である。
研究への熱意が他者へ伝わる発表内容である。
研究に対する真摯な態度が他者へ伝わる発表内容である。
研究動機が明確である。

１・０
１・０
１・０
１・０
１・０

6

仮説が明確である。

１・０

7

仮説を立てるために十分な情報が提示されている。

１・０

8

仮説を検証するための正確なデータを収集するように計画されている。

１・０

9

仮説を検証するための適当な範囲または対象を決定している。

１・０

10

仮説の検証結果について適切な予測を立てている。

１・０

計画

領域

評価基準

良・悪

証拠の収集法

研究プロセス

分析と考察
発表技術

11

先行研究と比較して仮説に独創性があることを確認している。

１・０

12

実験や調査の手順が簡潔にまとめられている。

１・０

13

変えない条件（制御変数）と変える条件（操作変数）を明確に定義している。

１・０

14

計画通りにデータを集めている。

１・０

15

適切な場面で対照実験または比較調査を行っている。

１・０

16
17

不適切なデータを取得した際に繰り返し実験または再調査を行っている。
適切な範囲で信頼できる証拠を集めている。

１・０
１・０

18

実験や調査の結果が提示されている。

１・０

19

実験結果または調査結果の傾向またはパターンを特定している。

１・０

20

実験や調査の結果がグラフや表を用いて客観的に整理されている。

１・０

21

実験や調査結果から適切な結論を導き出している。

１・０

22

研究全体を正確に理解した上で結論の持つ意味を考察している。

１・０

23

科学的な判断に基いて結論の適用の限界について考察している。

１・０

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

今後の課題が現在の結論をもとに十分に絞り込まれている。
ストーリーの展開は聴衆が容易に理解できるように工夫されている。
説明方法は聴衆の理解を促進するように工夫されている。
要点を明確に伝えることができた。
研究の社会的な価値を適切に伝えることができた。
聴衆のニーズを的確に把握し、それに基いた研究結果を提示できた。
原稿から目を離して、聴衆とアイコンタクトしていた。
スライドのデザインは聴衆の理解を促進するように工夫されている。
予定していた内容を制限時間内（終了のベルまで）に発表できた。
聴衆からの質問に分かりやすくかつ適切に応対できた。

１・０
１・０
１・０
１・０
１・０
１・０
１・０
１・０
１・０
１・０
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硝酸イオン電池による発電を用いた水質浄化
SSC 2 学年 男子 4 名 女子 2 名
①研究の概要
本研究では、1mol の硝酸イオン（NO₃⁻）から約 0.2 W/cm²の電力密度が得られ、NO₃⁻の除去も可能とした世界初の「硝酸イオン電池」の開発
に成功した。NO₃⁻は、生態系の乱れや健康被害を起こす危険性がある。しかしながら、NO₃⁻の持続的な除去法は確立されていないため、現在、
NO₃⁻による環境汚染は世界中で問題視されている。そこで、NO₃⁻を動力源とし、同時に除去することができる硝酸イオン電池の開発を試みた。
正極は、メラミン等の炭素と窒素を含んだヘテロ環式化合物を加熱して製造したグラファイト状窒化炭素（g-C₃N₄）が担持された炭素電極を 80℃
の NaOH 溶液で洗浄して作製した。負極は、硝酸鉄溶液中で活性炭を撹拌しつつ、pH を 5 にして水酸化鉄微粒子として析出させた後、600℃で
加熱して、酸化鉄微粒子を細孔に固定した活性炭を炭素電極に担持して作製した。これらの電極を NO₃⁻を含む試供水に入れた結果、NO₃⁻を燃料
とした発電と NO₃⁻の除去が確認された。この発電及び除去の機構は、正極で、NO₃⁻が還元され、一部は窒素ガス（N₂）となり水中から除去さ
れ、一部はアンモニウムイオン（NH₄⁺）に変換される。負極では、水中に残存する NH₄⁺が酸化され、N₂に変換され、水中から除去されること
により起こっているものと考えられる。また、電極に担持した g-C₃N₄の一部がフィルム状になることによって NO₃⁻の還元が促進されることが示
唆された。このことから、g-C₃N₄の形状を工夫することにより、発電量と NO₃⁻の除去量を高められると考えられる。
②テーマ設定について
研究動機となった「硝酸イオンを燃料にして発電させる」という突飛とも思われる発想は、以下のきっかけが複合的に組み合わされており、高校
生が身近な生活から独創的なテーマを発見した事例となった。(1)授業でアンモニアの人工合成法である「ハーバー・ボッシュ法」を勉強したとき、
生活を支える不可欠な技術であること共に、合成には全人類の消費エネルギーの 1 % 強を使い、余剰な無機態窒素が硝酸イオンとして流出し、生
態系の乱れや健康被害を起こしていることを知った。(2)科学部で 19 年間、継続している近隣の河川で、近年、硝酸イオン濃度が上昇しており、
自分たちの身近にも影響が出始めていることを感じたこと。(3)文化祭における科学部の出し物でアルカリ型燃料電池における発電実験を行うため
の準備の時に、錆びた鉄板の表面でアンモニアが酸化したと思われる現象をとらえたこと。(4)昨年度までに窒化炭素が硝酸イオンを還元できる触
媒になり得る可能性を得ていたこと。
③(1)および(2)による評価
自己評価
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④外部評価
本報告は、適切な電極を合成（自作）することで、硝酸イオンを取り除くだけでなく、発電までを視野に入れた水質浄化システムの開発を試みた
ものである。これまで報告者は、身近なフィールドとして「巴川」に注目し続け、この水質を様々な地点で十数年にわたりに調査してきている。
この結果、硝酸イオンに由来する河川水の富栄養化問題を浮き彫りにする一方で、一つのソリューションとして当該研究に着手している。一般に、
水質調査後に明らかとなった汚染問題の解決方法として、１）汚染源の解明、２）下水道整備などの行政へのはたらきかけや提案、３）整備後の
再調査と次なる汚染源の検索へと展開してゆく場合が多い。本研究は、このような展開とは全く異なる視点から解決策を提案する点において、今
後の課題研究における新たなモデルケースとなりえるものと言える。また、近年の環境問題を柱となる自然エネルギーを生み出すシステムとして、
電池の開発に取り組む姿勢は挑戦的であり、就学テーマとしての「興味」を感じさせるもので、大変好感がもてる。このテーマ設定に従い、報告
者らは、第一に電極の開発に取り組んでいる。この開発は大きく分けて 2 種類の視点からなる。まず、ポリビニルアルコール、鉄イオン、炭素の
混合割合や組み合わせを適切に変えることで、新規電極の開発を行っている。また、電極作成中における洗浄液の pH を変化させ、これに伴う電
極能力の変化も併せて評価している。この一連の電極作成において、中心的な問題意識は、
「酸化鉄が硝酸イオンをアンモニウムイオンへ還元でき
るのか？」にあり、この還元反応の進行度や起電力の大きさを評価の指標としている。一般に、電極表面における反応を解析することは大変難し
が、本研究の場合では、報告者は自作した各電極に関して、その能力を適切に評価していると感じられる。特に、硝酸イオンの減少が、
「アンモニ
ウムイオンへの変化という窒素原子の還元に由来する」のか、
「電極表面への吸着に由来する」のかという点を考察材料としている点は的確といえ
る。ここで、電極表面の粗さ（ラフネス）について考えてみることも必要かと感じられた。例えば、電極表面の表面積は、ラフネスが高くなるこ
とで大きくなり、結果として硝酸イオンの電極への吸着量は増えると予想される。そして、ラフネスによる凹凸により、電極表面上の電荷密度が
均一ではなくなり、電極表面上で局所的に大きな電位差が生じる箇所ができ、これにより、生じにくかった硝酸イオン中の窒素元素の還元が生じ
やすくなる可能性も考えられ、これも一つの考察材料となるのではないかと思われた。次の視点として、新素材である「窒化炭素」を担持した電
極の開発を行っている。この窒化炭素はメラミン樹脂に似た素材であり、その着眼点にまず驚かされた。また、作成した電極を水酸化ナトリウム
や希硫酸、イオン交換水で洗浄し、洗浄する温度もパラメータとしながら硝酸イオンの除去率を評価している点は、これまでの評価方法と整合性
が取れており、過去のデータと比較・検証しやすくなっている。一方、試供水を用いて実験を進めていることから、硝酸イオン以外の陰イオン（例
えば、塩化物イオン）の影響については考察が十分とは言えず、今後の課題となるかと感じられた。しかし、このような課題は、既に述べたよう
に本研究が極めて挑戦的なテーマであることに由来するとも言える。今回硝酸イオンの共役イオン種として生じるアンモニウムイオンは、肥料等
農業生産の上で大変有益なものであることから、本研究は極めて夢のある研究であることは間違いなく、今後の進展を大きく期待するものである。
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（静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 環境科学専攻 牧野 正和 准教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 17 日（金）ベルン大学（スイス）で研究者へ英語で研究発表、7 月 18 日（土）
SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 5 日（水）6 日（木）SSH 生徒研究発表会（大阪）で研究発表会、8 月 9 日（日）21 世紀
の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、8 月 29 日（土）水フォーラム（大阪市立東高等学校主催）で研究発表、
9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、10 月 24 日（土）本校に来校した
地域の方々へ研究発表、12 月 12 日（土）13 日（日）第 13 回高校生科学技術チャレンジ最終審査会で研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校し
た地域の方々へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場者へ研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も
参加）で来場者へ英語で発表、2 月 27 日（土）
・28 日（日）サイエンスピクニック 2016 で市民へ研究発表、3 月 18 日（金）JFE 株式会社（千
葉県）を訪問し研究報告
⑥受賞歴
第 13 回高校生科学技術チャレンジ（JSEC2015）JFE スチール賞（全国 4 位）2016 年 5 月に米国アリゾナで開催される ISEF（国際学生科学フ
ェア、世界中 50 カ国以上から集まる世界最大級の科学技術のオリンピック）への派遣が決定、
21 世紀の中高生による国際科学技術フォ
ーラム 2015 口頭発表 エネルギーの部 ベストパフォーマンス賞、.
第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞、第 32 回山﨑自然
科学教育振興会 山﨑賞
PVA をベースにした陰イオン交換膜の作製
SSC 2 学年 男子 2 名 女子 1 名
①研究の概要
アルカリ型燃料電池（AMFC）は、現在の燃料電池の主流である陽イオン交換型燃料電池よりも、安価な触媒を利用できること、常温での稼働が
可能など、多くの利点を持つにも関わらず、普及しない最も大きな原因は、AMFC による発電を支える中枢のパーツである陰イオン交換膜（AEM）
が安価で供給されないからである。そこで、私たちは、ポリビニルアルコール（PVA）とホウ砂によるスライムの形成過程からヒントを得て、PVA
とモリブデン酸化物による AEM の作製に成功した。イオン交換膜の性能が 30 分間で定量できる実験装置と試供水を自作および調整し、それらを
活用して、陰イオン交換能を有する物質や陽電荷を有する物質を混合した膜の性質の変化を定量することを繰り返し、最終的には、
「PVA とモリ
ブデン酸化物による有機-無機ハイブリット素材による膜の開発」に至った。この膜は、PVA 膜と同等のしなやかさを持ちつつ、耐久性が高く、通
常は陽イオン交換能力を持つが、希薄なアルカリ溶液を浸み込ませると陰イオン交換膜として使用できることが分かった。現在、モリブデン PVA
膜を製造する材料として、異なる重合度の PVA やケイ酸を加えることにより、膜の強度や性能が変化するという傾向を得ているため、今後は、こ
れらの可能性を定量的に調べつつ、モリブデン PVA 膜がイオン交換する原理の詳細を説明できる証拠を収集する。
②テーマ設定について
研究動機となった「PVA を素材とした陰イオン交換膜が作製できるかもしれない」という発想は、以下のきっかけが複合的に組み合わされており、
高校生が身近な体験から独創的なテーマを発見した事例となった。(1)授業で燃料電池を勉強し、陽イオン交換型と陰イオン交換型があり、それぞ
れの利点を知った。(2)1 年生のときの SSH 活動において小中学生への科学教室でポリビニルアルコール（PVA）からスライムを作って見せた。(3)
文化祭における科学部の出し物でアルカリ型燃料電池（AMFC）の発電実験を行った際に、陰イオン交換膜の代替になるものを探すために、セロ
ハンや PVA 等、身の回りにあるものを試して発電実験を行い、PVA を用いた時、短時間ながら、発電ができた。
③(1)および(2)による評価
自己評価
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④外部評価
本報告は、ポリビニルアルコール（以下 PVA）を用いて、安価であり、かつ常温で稼動することが可能な実用的陰イオン交換膜の開発を試みたも
のである。研究の最初の取り組みとして、浸透圧のみによる K+と NO3-の各イオンの移動度を検討している。しかし、報告者が意図する有意義な
実験結果、具体的には陽イオンの移動の抑制と陰イオン（モニターしているのは NO3-イオン）の十分な移動を観測することは出来てはいない。
そこで、次の取り組みとして電極電圧をイオンの駆動力として利用する実験を行っている。電気透析を用いてイオン種の選択移動をねらいとする
実験は、残念ながら水の電気分解が生じること等により、此方も意図するイオン種の選択移動には成功していない。研究の初段階で、このように
失敗が続いた場合、テーマ設定に対する疑問や研究に取り組むモチベーションの低下が避けらないと想像される。おそらく、指導教員による適切
な科学的アドバイスに加え、生徒との信頼関係が既に構築されていることが、次の実験へ取り組む姿勢へと繋がっていると感じられ、この点にお
いて大変好感をもった。次の実験は、これまでの失敗に学び、その分析に基づいて装置を改変することから始まっている。具体的には、電極の印
加電圧を下げること、電極面積を小さくすること、2 本の電極間距離を小さくすること等により、意図していない水の電気分解に由来するイオン
移動への悪影響を最小限に抑えつつ、イオン移動の選択性を高めようとするものである。このような思考・実験過程を経て装置製作からはじめて
いる点は、取り組むテーマが如何に新規なものであるかを読み取ることができる。装置開発を経て、本研究の中心課題である陰イオン交換膜の開
発に着手している。ここで報告者は、PVA に着目している。予め PVA 膜を 2 枚作成しておき、この膜間に様々な新規材料を挟みこむことで新た
な交換膜の作成を試みた点は、大容量のコンデンサーを開発する際、適切な誘電体を探し出す実験手順を連想させるもので、現実的な交換膜開発
方法と感じられた。今回報告されている新規材料には、１）陰イオン交換樹脂を混入させたもの、２）PVA 膜にハイドロタルサイトを混入させた
もの、３）酸化アルミニウムを混入させたもの、４）鉄イオン(III)を混入させたもの、５）ホウ砂を混入させたもの、が挙げられ、素材ごとにイ
オン移動測定の結果を詳細に報告している。これらの報告だけでも、質・量ともに十分なものと感じられるが、所謂ネガティブデータも多く含め
て考察している点に、特に注目したい。科学実験においてその大部分はネガティブデータといえるが、多くの場合、その存在および詳細の報告は
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あまりなされない。報告者は、このネガティブデータと正面から向き合い、その問題点と報告者自身がいだいた疑問点、そして考え出された装置・
実験手順の改善方法案を記載している。この点から、当該研究課題が、問題解決能力を高めることを指向した修学課題としての側面も備えている
ことを伺わせるものと判断できた。生徒が手本としている材質（ネオセプタ）とほぼ同程度の選択性を示した５）
（スライム膜）は、陰イオン交換
膜としては驚くべき結果であり、特筆すべき内容といえる。しかし、スライム膜を超える新たな交換膜として、さらに、６）モリブデン酸化物に
注目して開発・研究を進展させている。欲を言えば、５）スライム膜の問題点、例えば膜の力学的な安定性や実験の再現性等についてもう少し例
示すると、この報告書がより読みやすくなるのではないかと感じられた。また、モリブデン酸化膜の開発へ至った経緯がより分かりやすくなるか
とも思われた。モリブデン酸化膜のイオン交換能に関する考察は十分なされているが、難解な箇所もあり、未だ研究が発展段階にあると感じられ
る。一方、１００以上の失敗例を重ねて膜形成に再現性をもたせている点より、報告者の粘り強さも伺える。実際のモリブデン酸化膜については
問題点があるものの、モリブデンという無機化合物と PVA という有機化合物とを適切に混ぜ合わせることで得られる新規「有機－無機ハイブリッ
ド素材」は、大きな可能性が秘められており、報告者の粘り強さと相まって本研究の目的である実用的なイオン交換膜の創製が、期待される内容
となっている。
（静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 環境科学専攻 牧野 正和 准教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 17 日（金）ベルン大学（スイス）で研究者へ英語で研究発表、7 月 18 日（土）
SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 5 日（水）
・6 日（木）SSH 生徒研究発表会（大阪）で研究発表会、8 月 9 日（日）21 世紀
の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、8 月 29 日（土）水フォーラム（大阪市立東高等学校主催）で研究発表、
9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、12 月 12 日（土）13 日（日）第
13 回高校生科学技術チャレンジ最終審査会で研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH
成果発表会で来場者へ研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場者へ英語で発表、2 月 27 日（土）28 日（日）
サイエンスピクニック 2016 で市民へ研究発表
⑥受賞歴
第 13 回高校生科学技術チャレンジ（JSEC2015）優等賞（全国ベスト 30）
、 21 世紀の中高生のための国際科学技術フォーラム 2015 口頭発表
エネルギーの部 ベストパフォーマンス賞、第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞、.第 32 回山﨑自然科学教育振興会 山﨑賞
太陽光と海水と廃ペットボトルを活用した持続的な硝酸イオン除去法の開発
SHIP 2 学年 男子 2 名 女子 1 名
第 1 章 海水と廃陶器から吸着材を製造
第 2 章 太陽光による持続的な硝酸イオン除去法
第 3 章 廃ペットボトルを活用した担持法
①研究の概要
硝酸イオンは植物の成長には不可欠であるが、生態系や健康に影響を与えるため、硝酸イオンによる水質汚濁は世界中で問題視されている。しか
し、一般の水環境での硝酸イオン除去法は確立していない。中学校 3 年生から高校 1 年生にかけて行った巴川水質調査から、麻機池を汚染源とす
る流域全体への影響の増大傾向を知った。麻機池には低濃度の硝酸イオンを含む水が断続的に流入し、外来植物等の異常繁殖が繰り返されている
反面、絶滅危惧植物が復活する兆しもあり、なんとか麻機池の水質を改善したいと強く感じ、私たちは、この研究を始めた。硝酸イオンを除去す
るための最初のステップは、硝酸イオンをつかまえることである。硝酸イオンは分子サイズや帯びている電荷が非常に小さいため、通常の吸着材
では不可能である。試行錯誤の後、私たちは、海水からマグネシウムイオン、廃陶器からアルミニウムイオンを抽出し、合成比を調整して、他の
陰イオンが混在する状況下でも、硝酸イオンを吸着できるハイドロタルサイトの合成に成功した。しかし、吸着材の質量の百分の 1 の硝酸イオン
しかつかまえることができないことが判明したため、つかまえた硝酸イオンを窒素ガスに変換して水中から除去できる機能を持たせれば、少量の
吸着材で持続的な硝酸イオン除去が実施できると考え、吸着材に光触媒を組み込んだ。多くの光触媒は太陽光にわずかしか含まれない紫外線の波
長でしか働かなかったが、窒化炭素と二酸化チタンを組み合わせると、可視光の波長で働く安価な光触媒を合成できることが分かった。更に、開
発した硝酸イオン除去材を現場で用いるには、吸着材と光触媒の効果を減衰させないように、水中に固定する必要性に直面した。ポリビニルアル
コール溶液に少量の界面活性剤を混合させて、硝酸イオン除去材を担持すると硝酸イオン除去効率が低下しないことを発見したのをきっかけに、
最終的には、廃ペットボトルから製造した樹脂と吸着材の間に微小な隙間を形成しつつ、強度を損なわない固定方法を開発した。
②テーマ設定について
硝酸イオン(NO3－)による水域の汚染は世界中で問題視されているが、NO3－を水中から除去する技術は難易度が非常に高く、特に、湖沼等に流入
する低濃度の NO3－を持続的に除去できる方法は確立されていないことを知り、本校付近の巴川や麻機遊水地(麻機池)でも、周囲から流入する NO3
－

が原因とみられる水質汚濁が見られ、その対策を構築しようとするのが本研究のモチベーションであり、高校生が身近な水環境の保全に取り組も

うとする純粋で真摯な態度からテーマが設定された。
③(1)および(2)による評価
自己評価
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8～9月
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12～1月

④外部評価
＜第 1 章＞
本章は、海水と廃陶器から硝酸イオン吸着剤の製造を試みたものである。海水から Mg2+、廃陶器から Al3+をそれぞれ取り出し吸着剤を作成する
ことは、ゼロエミッションの視点からも大変意義深いといえる。また、得られた吸着剤は他の陰イオンが共存する条件下でも硝酸イオンを吸着で
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きることを本章は示しており、当該システムの大きな長所であると感じられる。一方、既に課題として挙げられているように、金属イオン抽出時
に水酸化ナトリウムのような強塩基を使用することから、その使用量削減が強く望まれる。著者らは代替物質として消石灰を検討しているが、こ
れと併せて超音波を試験水にあたえながら目的とする金属イオンの抽出を試みる等、抽出の補助手段として物理的な側面も検討することで、さら
なる展開が期待される。
＜第 2 章＞
本章は、太陽光、特に可視光を用いて持続的に硝酸イオンを除去するハイドロタルサイトの高機能化を試みたものである。グラファイト状窒化炭
素に着目し、従来法（紫外線）とは異なる長波長の可視光線を用いて硝酸イオンを吸着・還元させる試みは、大変興味深い。加えて、この窒化炭
素を安価なメラミン樹脂から合成することから、研究課題を幅広い視点で捉え直し解決を目指してゆく姿勢が伺え、好印象である。一方、試供水
がモデル環境水であり、かつ麻機池へ流入する実環境水と比較して硝酸イオン量が多いこと等から、吸着に使用したエネルギーを「効率」という
視点で検討することも必要と考えられる。本システムの有効性を確認することで、適用の幅が一層広がることを期待している。
＜第 3 章＞
本章は、廃ペットボトルを原料に高分子素材を再生し、これを利活用してハイドロタルサイトの高機能化を試みたものである。吸着剤として高分
子ゲルに注目し、これを廃ペットボトルから取り出す点は、注目に値する。また、本報告を通じて「ゼロエミッション」
、
「ゼロエネルギー」
、
「ゼ
ロメンテナンス」という立場が変わることなく貫かれていることは、教育的にも評価できるものである。一方、強度や耐久性に注目して担体を合
成する視点に加え、本素材は形成が容易であることから、ゲル材料の表面積をできるだけ増やした構造体に加工するという視点や、生分解性高分
子を用いてより環境にやさしい物質循環を目指す視点からでも研究を捉えることができ、さらなる展開が期待される。
（静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 環境科学専攻 牧野 正和 准教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 13 日（月）HSP 校（台湾）で現地の高校生に英語で研究発表、7 月 18 日（土）
SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 5 日（水）6 日（木）SSH 生徒研究発表会（大阪）で研究発表会、
8 月 9 日（日）21
世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、8 月 29 日（土）水フォーラム（大阪市立東高等学校主催）で研究
発表、9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、10 月 24 日（土）本校に来
校した地域の方々へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場者へ研究発表
⑥受賞歴
21 世紀の中高生のための国際科学技術フォーラム 2015 口頭発表 エネルギーの部 ベストパフォーマンス賞、第 59 回静岡県学生科学賞 県科
学教育振興委員会賞（静岡県 4 位）
、読売新聞社賞、第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞、第 32 回山﨑自然科学教育振興会 山﨑賞
カメ類と人との関わりについてのアンケート調査から見る身近な自然環境
SHIP 2 学年 女子 2 名
①研究の概要
現在、日本各地において「外来種」に関する問題が積極的に取沙汰されるようになってきている。その中でも、1950 年代後半より「ミドリガメ」
の通称として輸入されたミシシッピアカミミガメ（Trachemys scripta elegans）の増加が問題となっている。本校の近隣を流れる 2 級河川の巴川
おいても数多くのアカミミガメが目撃され、その個体数の多さから、生息していた日本固有のカメ類やハス、ミズアオイ等の植物が見られなくな
ったとの情報が数多く寄せられている。
近隣住民へのアンケート結果から、外来種アカミミガメの増加は、人為的なものであることが明らかとなった。また、そこから得られたデータと、
実際に捕獲されるカメ類の個体数が大幅に異なるため、野外個体を解剖し卵の孵化を試みた。その結果、卵が有精卵であったことを確認し、野外
において定着していることを証明した。捕獲調査では、巴川水系上流域における優占種がアカミミガメであることを確認し、解剖により在来動植
物を好んで食していることを突き止めた。
このことから、アカミミガメが増殖することで生態系のサイクルを生み出すはずの数多くの在来動植物を過剰に捕食し、巴川水系内の環境を著し
く狂わせていることが示唆された。
②テーマ設定について
カメに関する研究は、平成 22 年度の静岡北中学校開校から継続的に行っている研究である。平成 22 年度に行った捕獲調査では、外来種が数多く
獲れた。その理由を解明するために、次年度において、本研究を行う生徒（当時中学 1 年生）が仮説を「外来種が数多く生息するのは、ペットと
して買われていたカメが逃げて定着したためである」として、
「巴川流域への侵入経路の解明」を目的に、地域住民にアンケート調査を行ったのが
この研究の始まりである。そして、このような現状が引き起こされる原因を調べるため、外来種や法律に関する人々の意識に注目し、現在の研究
に発展させた。
③(1)および(2)による評価
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④外部評価
静岡県における外来カメ類の生息状況は、十分に把握されていない。本研究は、身近な水辺の生物相が大きく変化している現状を明らかにしてお
り、外来生物の脅威を示した非常に貴重なものである。広範な調査であり、かなりの労力を要したであろう。今後は、調査範囲を狭めて集中捕獲
を行い、外来種のアカミミガメを積極的に取り除くとともにその後の環境の変化を記録することが好ましい。また、野外におけるアカミミガメの
移動性を調査したりすることも本種の効果的な防除と在来種の保全に役に立つだろう。アカミミガメは現在も輸入され、愛玩動物として扱われて
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いる。飼育個体が野外に放されないように啓発することも大切である。日本の固有種であるニホンイシガメは、巴川流域では地域絶滅寸前であり、
これらの保護を目的とした研究も大切であろう。
（静岡大学 教育学部 理科教育 加藤 英明 講師）
⑤発表歴
7 月 13 日（月）HSP 校（台湾）で現地の高校生に英語で研究発表、7 月 18 日（土）SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 9 日（日）
21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、8 月 21 日（金）水環境フォーラム（立命館守山高等学校）で研
究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、 2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場者へ英語
で発表、2 月 27 日（土）28 日（日）サイエンスピクニック 2016 で市民へ研究発表、3 月 21 日（月）第 63 回日本生態学会仙台大会でポスター発
表
⑥受賞歴
第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞、第 32 回山﨑自然科学教育振興会 山﨑賞
家庭用小水力発電機の実現を目指して
SSC 2 学年 男子 3 名
①研究の概要
日本は水資源を豊富に有している。その中でも小川や家庭の水は未だ発電に使われていない。それらの水を発電に利用できるのが小水力発電であ
る。だが、河川への設置は水利権などの法的手続きに手間がかかる。そこで「安価で発電効率のよい家庭用小水力発電機の開発」を目標とし、水
利権の影響を受けない家庭の水を発電に利用できる小水力発電機を開発することにした。そこで、小型の螺旋水車を製作し雨どいの集水器から
1.5L の水を流して水車の回転数を計測したところ動くことさえ無かった。原因を確かめるために検証実験を行った。1．より軽い水車を製作し、
回転数を計測した。2．より形の整った水車を製作し、回転数を計測した。3．螺旋の角度を大きくした水車を製作し、回転数を計測した。4．縦
にした水車に水を流し、重心の影響を無くしたうえで回転数を計測した。結果から主な原因が重心のずれであることが判明した。また、質量と角
度も水車の回転数に影響することがわかった。小型の螺旋水車は質量が小さいために重心の位置の調節が困難である。よって、重心の位置の調節
が課題として挙げられる。よって、今後の展望としては別の角度の水車も製作し、最適角度を求めたい。また、重心のずれのない水車の製作もし
たい。
②テーマ設定について
福島第一原子力発電所の事故の影響で日本の原子力発電所がすべて停止したことから、日本の電力構成に興味をもち、本研究は日本が抱えている
エネルギー問題の解決を目指し開始された。事前調査や個々人の経験をもとに、生徒同士の話し合いの中で日本には豊富な水資源があるが、十分
には利用されていないと考えるようになり、水力に注目し、身近なところで発電可能な家庭用小水力発電機の開発を目的とした。
③(1)および(2)による評価
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④外部評価
螺旋型の羽は、設計・作成し、実験する回数にかなりの時間を要するようです。連続した螺旋のペラは難しいので、同形状の小さなペラを数回つ
くり、らせん状に配置してはどうでしょうか。水が隙間から漏れるかもしれませんが、角度の調節、繰り返し実験はもっと容易になると思われま
す。ご検討を期待しております。
（静岡理工科大学 理工学部 電気電子工学科 小澤 哲夫 教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 17 日（金）ベルン大学（スイス）で研究者へ英語で研究発表、7 月 18 日（土）
SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、
8 月 9 日（日）21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語によ
る発表、8 月 12 日（水）プラズマ核融合学会主催高校生シンポジウム（大阪）で研究発表、9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、
9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、10 月 24 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校し
た地域の方々へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場者へ研究発表、12 月 23 日（水）Thailand – Japan Student Science Fair
2015 で英語で研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場者へ英語で発表、3 月 5 日（土）静岡県理数科課題
研究発表会で研究発表
⑥受賞歴
朝永振一郎記念第 10 回科学の芽賞 努力賞、プラズマ核融合学会主催高校生シンポジウム ポスター発表 奨励賞、第 32 回山﨑自然科学教育振
興会 山﨑賞
吸着剤の添加によるゼオライトの性能向上
SSC 2 学年 男子 1 名 女子 2 名
①研究の概要
2011 年 3 月 11 日、東北地方太平洋沖地震が発生した。これに伴い発生した津波の影響で東京電力福島第一原子力発電所がメルトダウンした。こ
の際に放射性廃棄物を大量に含む廃棄物が発生した。集められた放射性廃棄物は埋め立て処理されるが、放射性物質を完全に除去出来ない事が問
題となっている。放射性廃棄物には、放射性 Cs だけでなくその他の様々な物質が存在する。既存のゼオライトでは放射性 Cs 以外に K や放射能
を持たない安定 Cs まで吸着するという問題点がある為、廃棄物内の放射性物質を十分に吸着しきれない。そこで、ゼオライトの性能を向上させ
る事で放射性廃棄物の処理が容易になるようにしたいと考えた。本研究の最終的な目標はゼオライトにグリーンイライトを添加することでゼオラ
イトの性能を向上させることである。現在は、ゼオライト、グリーンイライトに KCl 内の K⁺を吸着させ KCl の放射線量を吸着前後で比較するこ
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とで、それぞれの吸着能力を調査している。研究の成果として、グリーンイライトのおおよその吸着能力を調べることができた。極端に低い吸着
率を示すことが確認されたが、原因を解明するにあたっての大きな足がかりを得ることが出来た。原因を正確に解明し、対処することで、非常に
強力な吸着能力を発揮することが考えられる。
②テーマ設定について
福島第一原子力発電所のメルトダウン事故から、放射性物質の除去や放射性廃棄物の処分について興味をもち、事前調査や生徒それぞれの経験、
昨年度の先輩の研究をもとに、生徒同士の話し合いの中で吸着材としてゼオライトの能力を向上させることはできないだろうかと考えるようにな
った。さらに、事前調査によりグリーンイライト(粘土鉱物)にたどり着き、昨年度とは異なる視点からゼオライトにイライトを添加するという発想
に至った。
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④外部評価
福島第一原発の事故以来、被災地や放射能廃棄物の一時保管場所などでは、今回の研究の目的にあるような問題があり、重要な問題に取り組み、
かつ、意義のある研究だと感じます。ただし、この研究を進める上で、次の点も意識して欲しいと思います。一時保管した放射性廃棄物から高濃
度の放射性元素が漏れ出し、ゼオライトが 100％のイオン交換率で放射性元素をトラップしたと仮定します。このときゼオライトは、放射性元素
を濃縮し、自身が高レベルの放射性廃棄物となります。これは、国の基準値を遥かに超える放射線量になるため、その場所から移動することがで
きず、永久保管場所となります。ここから伝えたいことは、放射性元素を多量にトラップすることは、逆の効果があることです。もしも実際に廃
棄物から漏えいした場合、低濃度のため、イオン交換されることなくトラップ層を通過して土壌に達する可能性があることです。このことから、
性能向上で量を求めるのも重要ですが、イオン交換速度についても意識すると良いと思います。
（静岡理工科大学 理工学部 物質生命科学科 山
﨑 誠志 准教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 18 日（土）SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 9 日（日）21
世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、8 月 12 日（水）プラズマ核融合学会主催高校生シンポジウム（大
阪）で研究発表、9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、10 月 24 日（土）
本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場
者へ研究発表、12 月 22 日（火）Thailand – Japan Student Science Fair 2015 で英語で研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会
（他校生も参加）で来場者へ英語で発表
⑥受賞歴
プラズマ核融合学会主催高校生シンポジウム 口頭発表 優秀賞、第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞
放射線の可能性を探る～ホルミシス効果～
SHIP 2 学年 男子 1 名 女子 2 名
①研究の概要
2011 年、福島第一原子力発電所で事故が起こった。それによって多くの人が放射線によって発癌する可能性が高まることを懸念し、農作物が放射
線をあびていないかということに敏感になり、放射線を避けるようになった。しかし、放射線治療や温泉など放射線が良い面で働く場合もある。
このように放射線が良い面で働くときのホルミシス効果というものを知るために研究を行った。放射線の量と植物の成長との関係を調べるために
カイワレダイコン・ミニトマト・レタスを実験植物として用い、セシウム 137（11.7μSv/h）を放射線源として使用した。それぞれの種子を小袋
に分け、袋と袋の間にセシウム 137 をはさみ、放射線を照射した。放射線の照射期間を 0 日、1 週間、2 週間、3 週間に設定し、①放射線照射期
間の違いによるカイワレダイコンの成長の比較、②放射線照射期間の違いによるレタスとトマトの発芽率の比較を行った。
①より、収穫率は照射する期間に比例して増加した。種子の状態で放射線を照射しているため発芽するときに放射線が大きな影響を与えていると
考えられ、質量が増加すればそれに応じて長さも大きくなると予想されたが、期間が長くなるにつれて質量だけが大きく増加したことが分かった。
この原因として、種子に放射線が照射されることで、吸収する水の量は増えるが植物の長さを長くする成長に効率よくつかわれないという影響が
生じたと考えられる。②よりミニトマトとレタスでは放射線を照射した期間と発芽率の関係が大きく異なった。そのため植物によって放射線によ
る影響に違いがあり、放射線は植物の成長を影響を与えることが確認された。しかしその影響は植物の成長を促進させるが、一部では発芽率を減
少させるような抑制させる影響があると考えられる。
②テーマ設定について
福島第一原子力発電所の事故により、放射線に興味をもち、その性質や特徴を調査していく中で、放射線のホルミシス効果のことを知り、生徒た
ちの中で放射線はただ危険なものというイメージから有効に利用することもできるものというイメージに変化した。その後、事前調査や生徒同士
の話し合いの中で、まずはホルミシス効果を検証し、さらに効果的な利用方法を発見したいと考えるようになりこのテーマが設定された。
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④外部評価
本課題は放射線の生物影響を探ろうとする基礎的ではあるが果敢な研究課題である。特に低線量での放射線影響は疫学的調査で長年の知見の積み
重ねによって明らかになるものであるとともに、放射線以外の影響や個体差をいかに低減させるかが重要であるからである。その中でカイワレダ
イコン、トマト、レタスに注目し、その発芽への影響について調べられた。実験結果として一部に放射線による影響があるのように見られるが、
今後さらに統計的考察や種々の条件での効果を検証して確度の高い結果にまとめられることを期待します。
（静岡大学 学術院理学領域 大矢 恭
久 准教授）
⑤発表歴
7 月 13 日（月）HSP 校（台湾）で現地の高校生に英語で研究発表、7 月 18 日（土）SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 9 日（日）
21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表
⑥受賞歴
第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞
紫外線刺激の酵母菌活性化に対する有効性
SSC 2 学年 男子 3 名
①研究の概要
人類は有史以前より酵母菌を、食品を作るために世界各地で利用してきた。最近では、薬品、化粧品やバイオエタノール等広く日常生活に利用さ
れている。そこで私たち科学部酵母班は昨年度より酵母菌のコロニーが大きくなる、つまり細胞分裂を行い増殖することを活性化とし、増殖を低
コストにできないかと考え、活性化させる事象として紫外線刺激、光刺激をみつけ、電気刺激に活性化の可能性があるとした。今年度は、この 3
種の刺激の他に発酵を行う際に重視されている熱を刺激として与え、もっとも活性化する時間を探すことを目的として研究を行なった。実験では
市販のドライイーストを使用し、培養した酵母菌に、電気、紫外線、光、熱刺激を一定時間与え、5～6 日間続けた。その結果、紫外線刺激では
10～40 秒、光では 12 時間で活性化が見られ、刺激を与える時間が重要であることがわかった。電気刺激は、コロニーは大きく成長しなかったが、
コロニーの数が非常に増え、数を増やすことには有効であることがわかった。今後は、より効率の良い刺激を探し、紫外線刺激を与える最も適し
た時間を定めるなど各刺激での最適な時間を探したい。
②テーマ設定について
前年度の課題として残っていた、刺激を与え、活性化の起きる時間を明らかにすることを研究の目的としていくこととする、と生徒が自主的に考
え研究を進めてきた。
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④外部評価
自然界の様々な刺激（可視光、紫外線、通電、高温）が酵母の増殖に与える影響を調べた研究である。先代の実験結果を受けて、それを発展させ
ている。よく頑張って研究をまとめたと思う。
「はじめに」ではこれまでの経緯と実験目的が明確に書けていた。
「研究方法」では適切に実験条件
が書かれていた。ただし、記載不足と思われる箇所もあった。実験イメージが読者に伝わりにくいものは実験装置の写真を加えると良い。
「結果」
では、４つの刺激が酵母の増殖に対してプラスもしくはマイナスに働くという明快な結果を示していた。同じ条件でも、人によって結果がぶれる
こともあるので、同じ実験を何回か行い「再現性」を確認することが重要である。
「考察」は過去の文献を参考にして考えをよくまとめていた。私
の知りうる限り、可視光および紫外線で酵母の増殖が促進されたという報告はなくとても興味を引かれた。是非これらの現象の解析が進むことを
期待している。
（静岡大学 大学院理学研究科生物科学専攻 理学部生物科学科 創造科学技術研究部 統合バイオサイエンス部門 丑丸 敬史
教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 18 日（土）SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 9 日（日）21
世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）
本校の課題研究発表会でポスター発表、10 月 24 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校した地域の方々へ
研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場者へ研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場者
へ英語で発表、3 月 5 日（土）第 17 回ライフサイエンスシンポジウム（静岡大学）で研究発表
⑥受賞歴
第 17 回ライフサイエンスシンポジウム 奨励賞
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植物に生息する酵母等の真菌類の種類と特性
SSC 2 学年 男子 1 名 女子 2 名
①研究の概要
酵母菌は、太古よりパン等を作るため利用されてきた有益な微生物で、現在約 350 種知られている。中でもビール、パン等を作る際に使われる酵
母菌は、Saccharomyces cerevisiae 1 種といわれ、近年日本において果物上の微生物を発酵させ、天然酵母と称しパンを作る際に用いられている
微生物も同じ種といわれている。そこで、私たち科学部は果物等の表面上にいる微生物がパン酵母ではないと考え、生息している微生物の種類を
調べる研究を 2014 年度に行い、様々な酵母をはじめとした微生物が生息していること、糖度の高い植物には酵母が多く生息していることを明ら
かにした。
2015 年度は植物上に生息する微生物を利用する場合、
常に同じ種類が採取できる必要があると考え、
植物上の微生物群集は毎年同じか、
その変化を調べることを研究の主な目的とし、調査した。その結果、微生物群集の種類構成は、細菌、真菌（カビ類）
、酵母菌の 3 種類のグループ
の微生物が観察できた他、原生生物の藻類がみられ、主要な 3 種の微生物以外の存在もみられた。また、一部の植物で昨年度と今年度で違う型の
コロニーが観察され、すべて酵母菌が作るコロニーであったが、細菌は昨年度と同じ種類の植物上に生息する傾向があり植物上の微生物群集は決
まった種類構成ではなく、条件等によって変化する可能性があるとした。
②テーマ設定について
前年度の実験方法を継承しつつ、昨年度できなかった植物に関して微生物群集をより広く見ていこうと話し合っていた。予備実験をしていく段階
で、酵母菌が見つからずに何回も同じ植物で実験をしていくこととなった。すべて生徒の自主的判断によるものであった。
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④外部評価
本研究は、植物に付着し生息する微生物について、その群集構成に関する昨年度との比較調査を行い、その構成が年ごとに変化していることを
見出しています。
植物上に生息する微生物の多くは、土壌中の微生物が風等によって、または植物の蜜や果実を食べる昆虫や鳥類等によって、植物上に運ばれて
くると考えられています。そのため、植物上の微生物群集は、植物種だけではなく、気候等の外的環境によっても大きく影響を受けると予想され
ます。これについて、今回の研究結果では、実際に年ごとでの変化を明らかにし、さらに、その原因について気候条件の可能性を考察する等、非
常に良い研究が行われていると思います。
日本には四季があり、季節によって気候は大きく異なります。そのため、年間を通した調査は、非常に興味深く、是非追求してみて下さい。ま
た、微生物種について簡易同定キット等を用いて調べると、新たな発見があるかもしれません。
（静岡県工業技術研究所 沼津工業技術支援センタ
ー バイオ科 勝山 聡 主任研究員）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 17 日（金）ベルン大学（スイス）で研究者へ英語で研究発表、7 月 18 日（土）
SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 9 日（日）21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、
9 月 5 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、9 月 25 日（土）第 9 回高校生理
科研究発表会（千葉大学）でポスター発表、10 月 24 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校した地域の方々
へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場者へ研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場
者へ英語で発表、3 月 5 日（土）第 17 回ライフサイエンスシンポジウム（静岡大学）で研究発表
⑥受賞歴
SSH 東海地区フェスタ 2015 口頭発表 奨励賞、第 29 回山﨑自然科学教育振興会 研究助成賞、第 17 回ライフサイエンスシンポジウム 奨励賞
葉色変化の要因の解明と紅葉の再現化
SSC 2 学年 男子 3 名 女子 1 名
①研究の概要
前年度までに、葉には様々な色素が含まれており、葉色変化は葉に含まれる色素に依存すると考えた。そこで、
『葉色変化の要因の解明と紅葉の再
現化』として、その葉色変化と環境要因である気温や降水量などに着目し、紅葉の具体的要因を解明するため本研究を開始した。しかし、葉色変
化には長い時間がかかる上に、研究できる時期が限られてしまう。そこで、短い期間で意図的に葉色を変化させることを目的とし、いくつかの実
験を行った。1 つ目は、葉に含まれる色素が 1 年を通してどのような量的変化をするのかをみることである。2 つ目は、老化を促進し、葉色変化
にかかる時間の短縮をすることである。葉色変化は植物の老化であることと仮定し動物の代謝を下げる Senescence 実験を植物に行えば、植物の
代謝も低下し、それが老化に繋がり、葉色が変化するのではないかと考えた。１つ目の実験より、1 年間色素量の測定をした結果、色素量の変化
には気温と日照時間が大きく関係していることが考えられた。2 つ目の実験より、それぞれに個体差は見られたが、葉に Senescence 実験を行うこ
とで老化が促進され葉色に変化が見られた。今後は、温度と日照時間の両面から検討していきたい。
②テーマ設定について
先輩方の研究発表を聞いたことで、紅葉はどのように起こるのか。という四季を代表する自然現象に興味を持ち、紅葉の要因を解明しようと考え
た。その葉色変化が環境要因と関係しているのであろうと仮説を立て、気温や降水量などに着目し、紅葉の具体的要因を解明するため本研究を開
始した。
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④外部評価
日本人に馴染み深い紅葉という自然現象を研究対象とし，科学の知識を深めようという発想はとてもよいと思います。気づいたことを述べます。
1）紅葉の現象についてはすでに多くの研究がなされています。
（褐葉，黄葉，紅葉の違い等）それらについて記述し，自分たちの研究の位置づけ
をもう少し明確にするとよいと思いました。
2）Plant Senescence についての具体的な実験法が書かれていませんし，そもそも Plant Senescence の意味もよくわかりませんでした。過去にど
のような研究に使われて来たかなどの説明があると，もう少し理解できたかもしれません。
3）植物の一部としての葉と切り取った葉の違いとか，動物と植物の老化の違いとかが区別できていたら，考察がより深くなったと思います。
論文として気になる点はいくつかありますが，たくさんの実験をして，詳細な考察を行っており，研究に対してまじめに取り組んでいる様子が
うかがえ，とても好感がもてました。研究で大事なのは疑問点を見つけることです。この研究の過程で見つけた疑問を大切にして理科の勉強を続
けていって下さい。
（岡山理科大学 理学部 生物化学科 大平 進 教授）
⑤発表歴
6 月 5 日（金）6 日（土）本校の文化祭で来場者に研究発表、7 月 18 日（土）SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 2 日（日）バ
イオサミット in 鶴岡で研究者に研究発表、8 月 9 日（日）21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表、9 月 5
日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表、10 月 24 日（土）本校に来校した地域の
方々へ研究発表、11 月 3 日（火）Japan Super Science Fair2015 で英語で研究発表、11 月 7 日（土）AIT サイエンス大賞（愛知工業大学）で研
究者に研究発表、12 月 12 日（土）本校に来校した地域の方々へ研究発表、12 月 21 日（月）本校の SSH 成果発表会で来場者へ研究発表、12 月
22 日（火）23 日（水）Thailand – Japan Student Science Fair 2015 で英語で研究発表、2 月 18 日（木）本校の科学英語成果発表会（他校生も
参加）で来場者へ英語で発表、3 月 5 日（土）第 17 回ライフサイエンスシンポジウム（静岡大学）で研究発表
⑥受賞歴
第 5 回高校生バイオサミット in 鶴岡
本大会出場、第 14 回 AIT サイエンス大賞 自然科学部門 奨励賞、第 17 回ライフサイエンスシン
ポジウム 奨励賞、第 32 回山﨑自然科学教育振興会 山﨑賞
当てる光の波長の違いと植物の成長の関係性について
SHIP 2 学年 男子 2 名 女子 1 名
①研究の概要
生物の授業で、森林の遷移について学習した。森林の中では、自然災害によって樹木が倒れたりすることでギャップができる。その際に、林床ま
で光が差し込むことで今まで発芽されなかった種子が発芽する。このような種子を光発芽種子という。本実験は、この植物の性質を利用し、当て
る光の波長の違いと植物の成長に着目した。先行研究より、光発芽種子として知られるレタスは、波長 660nm の赤色光によって発芽を促進され
ることがわかっている。そこで、赤色光以外を植物に与えることで発芽や成長に差が出るかに興味を持ち実験を開始した。色ごとで日照時間に個
体差が出ないように、同一の装置内で実験を行った。実験より、発芽速度に影響する光、成長速度に影響する光はそれぞれ異なることが分かった。
今後は、まず再現性を取り、正確なデータを測定する必要がある。また他の植物ではどうなのか、植物の成長に関係している細胞にはどんな影響
が出ているのかなどを検討していきたい。
②テーマ設定について
生物の授業で森林の遷移について学び、植物の中で光が当たることで発芽を促進される光発芽種子に興味を持ち、光の波長を変えることで、植物
の発芽や成長にどんな影響を与えるのかを考えた。
③(1)および(2)による評価
自己評価

コースワーク
受賞数
外部発表回数

計画する
8
6
4
2
0

校外連携活動

1.0

1.0

証拠を得る
発表技術
分析・考察
評価する

校内活動

教員による評価
態度

0.5

発表技術

計画

4～5月

計画

0.0

0.0

分析と考察

0.5

態度

分析と考察

証拠の収集法
8～9月

証拠の収集法

12～1月

④外部評価
「植物工場ですでに実用化されている技術であるが，短期間で定性的な結果を得たことは素晴らしい成果である。今後は証拠に基づく議論を進め
ていき，結論の蓋然性を明らかにしてほしい。そのためには実験方法を見直し，波長，照度，などの物理量を明確にし，成長速度，発芽速度など
を定義して，定量的なデータを取ること，統計を考慮して分析する，などの点が必要になる。また，青色と赤色の 2 色の組み合わせが良いという
先行研究もあるので，参考にしてほしい。
（岐阜大学 教育学部 理科教育講座 物理科 中村 琢 助教）
⑤発表歴
7 月 18 日（土）SSH 東海地区フェスタ（名城大学）で研究発表、8 月 9 日（日）21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で
英語による発表、9 月 17 日（木）本校の課題研究発表会でポスター発表
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県
内

全
国

規
模

平成 26 年度
理数科 2 学年 SSC（24 名）
理数科 1・2 年 SHIP(21 名)
① 平成 26 年度 SSH 生徒
研究発表会審査員長賞
（全国ベスト 6）
② 朝永振一郎記念第 8 回
科学の芽賞 奨励賞
（全国ベスト 6）
③ 高校生バイオサミット
in 鶴岡 審査員特別
賞(全国ベスト 7)
④ 第 12 回高校生科学技
術チャレンジ
（JSEC2014）優等賞
⑤ AIT サイエンス大賞
努力賞
⑥ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表 奨励賞
⑦ SSH 東海地区フェス
タ 2014 口頭発表 奨
励賞
⑧ 21世紀の中高生のため
の国際科学技術フォー
ラム 2014 口頭発表
環境の部最優秀賞

① 第 58 回静岡県学生科
学賞県科学教育振興委
員会賞(静岡県4位)2件
② 読売新聞社賞 2 件
③ 山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞 4 件
④ 第 31 回山﨑賞 3 件
⑤ ライフサイエンスシン
ポジウム奨励賞 4 件

平成 27 年度
理数科 2 学年 SSC
（25 名）
理数科2 学年SHIP(11 名)
① 第 13 回高校生科学技術
チャレンジ(JSEC2015)
JFE スチール賞
（全国 4 位）
2016 年 5 月に米国アリ
ゾナで開催される ISEF
への派遣が決定
② 第 13 回高校生科学技術
チャレンジ(JSEC2015)
優等賞
③ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表 優秀賞
④ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
ポスター発表 奨励賞
⑤ 21 世紀の中高生のため
の国際科学技術フォー
ラム 2015 口頭発表
エネルギーの部 ベス
トパフォーマンス賞
⑥ SSH 東海地区フェスタ
2015 口頭発表 奨励賞
⑦ AIT サイエンス大賞
奨励賞
⑧ 朝永振一郎記念第 9 回
科学の芽賞 努力賞

① 第 59 回静岡県学生科学
賞 県科学教育振興委
員会賞（静岡県 4 位）
② 読売新聞社賞
③ 山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞 4 件
④ 第 32 回山﨑賞 4 件
⑤ ライフサイエンスシン
ポジウム 奨励賞 4 件
①第 57 回静岡県学生科学
賞 県科学教育振興委員
会賞(静岡県 4 位)2 件
②読売新聞社賞 2 件
③山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞 2 件
④第 30 回山﨑賞
⑤ライフサイエンスシン
ポジウム奨励賞 4 件

① 2014 ストックホルム青
少年水環境大賞（2 次審
査へ進出、
全国ベスト4）
② 第 57 回全国学芸科学コ
ンクール自然科学部門
入選(全国ベスト 13）
③ 公益財団法人ソロプチ
ミスト日本財団 平成
25 年 学生ボランティ
ア賞(全国ベスト 15）
④ 第 11 回高校生科学技術
チャレンジ(JSEC2013)
佳作
⑤ 21 世紀の中高生のため
の国際科学技術フォー
ラム 2013 口頭発表 環
境の部最優秀賞
⑥ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表 最優秀賞
⑦ ⑥と同シンポジウム
ポスター発表 優秀賞
⑧ Waseda International
Science and
Engineering
Symposium 2013 ポ
スターセッション 3 位
⑨ AIT サイエンス大賞
奨励賞
⑩ ⑨と同賞 努力賞
⑪ SSH 東海地区フェスタ
2013 パネルセッション
特別賞（東海ベスト 3）
⑫ ⑪と同フェスタ
口頭発表奨励賞

① 第 56 回静岡県学生科学
賞 県科学教育振興委員
会賞（静岡県 4 位）
② 読売新聞社賞
③ 山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞
④ 国際ソロプチミスト日
本財団 クラブ賞

① 第 10 回高校生科学技術
チャレンジ(JSEC2012)
花王特別奨励賞（全国ベ
スト 9）
② 第 56 回全国学芸科学コ
ンクール 自然科学部
門入選（全国ベスト 13）
③ 日本原子力学会社会・環
境部会賞 奨励賞
④ 論文 47 校→口頭発表 8
校→1 校（全国 1 位）
⑤ 21 世紀の中高校生のた
めの国際科学技術フォ
ーラム 2012 エネルギ
ー部門で最優秀賞
⑥ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表 最優秀賞（全
国 1 位）
⑦ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
ポスター発表 奨励賞
⑧ AIT サイエンス大賞
奨励賞 1 件
⑨ ⑧と同賞努力賞 2 件
⑩ SSH 東海地区フェスタ
奨励賞

①第 55 回静岡県学生科学
賞 県科学教育振興委
員会賞（静岡県 4 位）
②読売新聞社賞
③山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞 3 件
④第 28 回山崎賞 3 件

① 第 9 回高校生科学技術
チャレンジ(JSEC2011)
ファイナリスト（全国ベ
スト 30）
② 千葉大学 高校生理科
研究発表会 優秀賞
③ 第 9 回神奈川大学全国
高校生理科・科学論文大
賞 努力賞（全国 4 位）
④ （財）日本海事広報協会
主催 2010 年度ジュニ
ア・マリン賞 優秀賞
（全国ベスト 3）
⑤ 高校生国際みずフォー
ラム 2011 Water &
Science 部門で最優秀賞
⑥ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表 最優秀賞
（全国 1 位）
⑦ ⑥と同シンポジウムポ
スター発表 奨励賞
⑧ SSH 東海地区フェスタ
奨励賞

④
⑤

②
③

①

⑪

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

①第 53 回日本学生科学賞
入選 3 等
②2010 ストックホルム青
少年水環境大賞（2 次審
査へ進出、全国ベスト 4）
③第 53 回全国学芸科学コ
ンクール 旺文社赤尾
好夫記念賞受賞
④第8回神奈川大学全国高
サンゼルス大会）派遣
校生理科・科学論文大賞
JSEC ファイナリスト
努力賞
（全国ベスト 30）
⑤（財）日本海事広報協会
第 8 回神奈川大学全国
主催 2009 年度ジュニ
高校生理科・科学論文
ア・マリン賞 佳作
大賞努力賞（全国 4 位） ⑥平成21年度SSH生徒研
（財）日本海事広報協
究発表会 科学技術振興
会主催 2010 年度ジュ
機構理事長賞（全国ベス
ニア・マリン賞努力賞
ト 6）
（全国 4 位）
⑦高校生国際みずフォー
第54回全国学芸科学コ
ラム Water &
ンクール 自然科学部
Biodiversity 部門最優秀
門入選（全国ベスト 13）
賞（英語発表）
財団法人 日本科学技
⑧プラズマ核融合学会主
術振興財団主催 「は
催高校生シンポジウム
かるくん」優秀賞
口頭発表の部 優秀賞
平成 22 年度全国 SSH
⑨⑧と同シンポ ポスタ
生徒研究発表会ポスタ
ーの部 奨励賞 2 件
ーセッション賞（全国
⑩SSH 東海地区フェスタ
の SSH 指定校 125 校
奨励賞
中のベスト 18）
プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表の部 奨励賞
⑨と同シンポジウムポ
スター発表 奨励賞
SSH 東海地区フェスタ
奨励賞
第54回静岡県学生科学 ①第 53 回静岡県学生科学
賞県科学教育振興委員
賞 県教育長賞（静岡県
会賞（静岡県 4 位）
2 位）
読売新聞社賞
②読売新聞社賞
山﨑自然科学教育振興
③山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞 2 件
会 研究助成賞
第 27 回山﨑賞
④生徒理科研究発表会中
国際ソロプチミスト日
部支部大会優秀賞
本財団 環境貢献賞
① 日本ストックホルム青
少年水大賞（全国 1 位）
SJWP2010（ストック
ホルム開催世界大会）
出場
② 第 8 回高校生科学技術
チャレンジ
(JSEC2010）花王賞（全
国 4 位）ISEF2011（ロ

① 第 52 回静岡県学生科
学賞県科学教育振興委
員会賞（静岡県 4 位）
② 読売新聞社賞
③ 山﨑自然科学教育振興
会 研究助成賞 2 件
④ 第 25 回山崎賞 2 件
⑤ 生徒理科研究発表会中
部支部大会優秀賞 5 件

① 第 52 回全国学芸科学
コンクール 旺文社赤
尾好夫記念賞
② ①と同賞
③ （財）日本海事広報協
会主催 2008 年度ジュ
ニア・マリン賞 佳作
④ 日本環境化学会第 6 回
高校環境化学奨励賞受
賞
⑤ プラズマ核融合学会主
催高校生シンポジウム
口頭発表の部 最優秀
賞
⑥ ⑤と同シンポジウムポ
スター発表の部 最優
秀賞
⑦ ⑤と同シンポ ポスタ
ー発表の部 奨励賞
⑧ ⑦と同賞
⑨ AIT サイエンス大賞
努力賞
⑩ ⑨と同賞 奨励賞
⑪ SSH 東海地区フェス
タ奨励賞

平成 25 年度
平成 24 年度
平成 23 年度
平成 22 年度
平成 21 年度
平成 20 年度
理数科 2 学年 SSC
（24 名） 理数科 2 学年 SSC
（31 名） 理数科 2 学年 SSC
（27 名） 理数科 2 学年 SSC
（38 名） 理数科 2 学年 SSC
（32 名） 理数科 2 学年 SSC（30 名）

平成 20～27 年度理数科課題研究における受賞歴（外部コンテスト等での受賞歴の比較）

2-9 方法 C1「IT＆科学英語活用基礎」
仮説
IT や英語の有効な活用授業を中学 3 学年と理数科 1 学年対象に実施する」ことにより、コンピュータを活用した分析・考察・
発表の手法と英語で情報発信するための語学力を鍛える。更に、科学を伝える道具としての IT と英語を学ぶことにより、研
究意欲が高められる。
実施方法
活

動

IT 活用Ⅰ

科学英語活用Ⅰ

内

容

時期

成果の検証法

分析内容、発表態度、発表用資料、
情報と 5 教科教員のチームティーチング（以降 TT）による
自己評価アンケート、評価テスト
情報の収集・分析・発信・プレゼン資料作成技術および発表
技術の習得。研究者を招聘し、研究の面白さや研究発表の際
通年
の資料の見せ方等を学ぶ。
SS Ⅰと課外時
英語発表原稿、英語口頭試問、自
英語と他教科 TT で実施。科学的な話題を他の教科教員が提
間
己評価アンケート、評価テスト
供し、英語教員・ALT が英語で質問し、英語で答える訓練を
実施。海外からの招聘講義や留学生との英語による簡易な実
験や英語サロンも行う。

実施内容
IT 活用Ⅰ
実施日
4 月 13 日（月）
・16 日（木）
5 月 7 日（木）
・11 日（月）
5 月 8 日（金）
5 月 25 日（月）
・28 日（木）
6 月 15 日（月）
・18 日（木）
・
22 日（月）
・25 日（木）
6 月 26 日（金）
6 月 29 日（月）
、7 月 9 日（木）
・
13 日（月）
・9 月 7 日（月）
・14 日
（月）

時間
各 1 時間
各 2 時間
1.5 時間
各 1 時間
各 2 時間
1.5 時間
各 2 時間

9 月 28 日（月）
・10 月 1 日（木）
・
5 日（月）
・8 日（木）
・19 日（月）
・ 各 2 時間
22 日（木）
・29 日
10 月 30 日（金）
1.5 時間
11 月 2 日（月）
・5 日（木）
・9 日（月）
・
12 日（木）
各 2 時間
11 月 16 日（月）
・19 日（木）

各 2 時間

11 月 26 日（木）
・30 日（月）
、
12 月 3 日（木）
各 2 時間

12 月 14 日（月）
1 月 7 日（木）
・18 日（月）

1.5 時間
各 3 時間

実施内容
SSH ガイダンス
情報倫理の講義
水質調査事前学習 インターネットを利用して、巴川流域について学習
インセンティブ・レクチャーと最先端科学講座の発表会
ポスターセッ
ションで実施
発表技術の講義
エクセル基本演習・パワーポイント基本演習
・エクセルを使ってインセンティブ・レクチャーの実験データ等を表やグ
ラフを作成し、その後、パワーポイントを用いてポスターを作成
インセンティブ・レクチャー発表会
パワーポイントを用いて作成した
ポスターによる発表
エクセル基本演習・実習
・エクセルの基本的な機能である各種グラフの作成や合計・平均・最大・
最小・カウント・IF・RANK・フィルター・VLOOKUP などの関数を知
り、使用法を学習
エクセル基本演習・実習・パワーポイント基本演習・実習
・エクセルを使ってインセンティブ・レクチャーの実験データを解析し、
その後、パワーポイントを用いてポスターを作成
インセンティブ・レクチャー発表会
パワーポイントを用いて作成した
ポスターによる発表
エクセル応用演習
・統計について学ぶとともにエクセルを使用して平均・標準偏差・偏差値
および散布図、近似曲線の課題を行い因果関係・相関関係について学習
水質調査データ分析
相関図を作り、決定係数、相関係数について学習。
エクセル応用演習・パワーポイント応用演習
・Science Sphere での発表ポスターをパワーポイントを用いて作成
・インセンティブレクチャーの実験データをエクセルを使って解析し、そ
の後、パワーポイントを用いてプレゼンテーションを作成
・科学者や数学者を紹介するプレゼンテーションをパワーポイントを用い
て作成し発表
インセンティブ・レクチャー発表会
パワーポイントを用いて作成した
スライドによる口頭発表
水質調査データ分析
各自が水質調査のデータを用いて水質指標の 2 変数の関係を分析し、今後
の値の推移を予測
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科学英語活用Ⅰ
実施日
対象
9 月 17 日（木）
10 月 8 日（木）
10 月 22 日（木）
11 月 5 日（木）
11 月 19 日（木）
11 月 26 日（木）
12 月 17 日（木） 中学3年
1 月 21 日（木）

時間
2 時間
1 時間
1 時間
1 時間
1 時間
1 時間
2 時間
1 時間

1 月 28 日（木）

2 時間

11 月 9 日（月）

1 時間

11 月 16 日（月）

1 時間

11 月 30 日（月）
1 月 18 日（月）

1 時間
1 時間

1 月 28 日（木）

2 時間
高校1年

2 月 1 日（月）

6 月 17 日(水)

2 時間

高校2年

2 時間

異文化コミュニケーション

実施内容
JTB 主催のコミュニケーション講座

発表準備：電子レンジの仕組み・季節の移り変わりの理由・玉ねぎの涙の秘密・LED の仕組みに
関することについて調べ、英語のポスターと原稿の作成
発表会：ポスター発表
Science Sphere に向けての発表準備
サイエンス・ダイアログ「Origin of the largest animal, the blue whale, on Earth」
講師 Tsai, Cheng-Hsiu 博士（国立科学博物館、台湾出身）
生徒 中学 3 学年 63 名
教員 関大貴（数学）
、本多安希雄（理科）
、森田笑加（英語）
内容 講師プロフィール、シロナガスクジラ、クジラの進化、進化論、化石についての講義
英語で科学を理解し、コミュニケーションすることの重要性について講義した。
「科学についての私の興味」というテーマから任意のトピックを選び、ポスター発表のタイトル
を決定した。英語で議論を行うよう心掛けた。
ポスター作成、PC を使って作成することにより、PC スキルの向上に努めた。
ポスター発表と評価
サイエンス・ダイアログ「When the Harry Potter invisible cloak can come to life」
講師 Dr. Tung Ngyuen (Mr.) (国立研究開発法人 理化学研究所 光量子工学研究領域
ベトナム出身)
生徒 高校 1 学年 69 名、教員 藤本貫太郎（理科）
、恩田皓充（英語）
、内野和紀（理科）
、青木
孝行（理科）
、漆畑勇紀（理科）
、高・優（情報）
、松村洋介（情報）
、高橋みどり
講義内容 我々人類が SF の世界の話だと思っていた透明マントであるが、
「メタマテリアル」を
使えば実現する可能性があるという。これは負の屈折率を持つなど、自然には存在しな
かった物質である。この新物質について、その性質や最新の研究成果について、多くの
たとえを使いながら説明した。
サイエンス・ダイアログ「Algebra, geometry and two illustrations」
講師 Dr. Isac Heden (Mr.) (京都大学数理解析研究所 スウェーデン出身)
生徒 高校 1 年生 84 名、教員 藤井和仁(理科)、北野雄也(数学)、名波康晴(数学)、米澤大輔(数
学)、青木孝行(理科)、漆畑勇紀(理科)、高瀬優(情報)、松村洋介(情報)、高橋みどり
講義内容 同じ事象を代数学と幾何学という異なる観点で表現できることを、既習事項を通して
確認した。そのうえで、結び目理論等を題材として、ある試行と事象を観察するととも
に、その事象を代数を用いて表すことで代数の利便性を知ることとなった。その結果と
して代数幾何学という未知の学問に対し、興味関心が生まれたと思われる。
サイエンス・ダイアログ「Experimental Particle Physics」
講師 Nikhul Patel 博士(Mr.)（京都大学大学院理学研究科、オーストラリア出身）
生徒 高校 2 学年 25 名、
教員 青木孝行（理科）
、髙木裕司（数学）
、影山晶一朗（英語）
、恩田皓充（英語）
、
内野和紀（理科）
、漆畑勇紀（理科）
、高橋みどり
講義概要 ①講師の経歴（教育）と出身地の文化の紹介
②素粒子物理学のスタンダード・モデル
③CERN や日本の研究施設での実験の概要
④素粒子物理学の醍醐味

3-10 方法 C2「意思決定トレーニング」
仮説
「科学‐技術‐社会の相互関連を学び、科学技術の望ましい在り方を考え、主体的に判断する教育」を実施することにより、
自然環境の保護と科学技術の利用のあり方について科学的に考察し判断する態度を養う。
実施方法
活動内容
社会にある科学技術に関する諸課題の概要を理解して自分なりの意思決定ができるようになることと、そこから発展して
合意形成を行うことができるようにすることを目的として、「医学研究における動物実験」をテーマに、European
Commission が提供するカード教材を用い、社会や環境問題について個人の意思決定や集団での合意形成を模擬的に体験
する。その中で、社会における科学技術に関わる事象には正解・不正解がないものが多いこと、世の中には多様な背景や
考えを持っている人がいること、そのために最適解をもって解決しなければならない場面があることを学ぶ。また、実の
ある意思決定・合意形成を可能にする知的な議論の実現をめざし、ファシリテーションスキルについても学ぶ。
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対象
高校理数科 1
学年

成果の検証法
ワークシート
アンケート

授業の背景と目的

平成 26 年度の意思決定トレーニングでは、生徒の興味関心は喚起できたものの、20%を超える生徒が上手な議論ができなかったと回答し、
平成 24・25 年度も同様の結果が出ている。また、平成 24～26 年度において、20%を超える生徒が意思決定を満足にできたと思えないと回
答している。このことより、本活動では、議論の成否が個人の意思決定、ひいてはグループの合意形成の成否に影響を与えること、そして、
その原因として議論に必要な知識につながるテーマ理解が不十分であること示唆される。
そこで、平成 27 年度の意思決定トレーニングは、目的の達成のために議論を尽くすこと、議論の尽くし方として、多様な意見を認めるこ
と、共通の意見を見つけて多くのメンバーが納得できる合意を形成することに重点を置いて行った。まず、十分な議論を可能にする知識を得
ることを目的として事前学習を行い、テーマにまつわる様々な立場の人の考えや思いについてシナリオを基に考察を深めるとともに、動物実
験の議論の論点を紹介して各自考えさせたうえ、合意形成模擬体験を行った。ここでは、議論の中で共通の意見を見つけることを通して可能
な限り多くの生徒が納得できる形で合意形成を図ることをめざし、そのために議論を効果的に進めるためのファシリテーションについてワー
クショップ形式で練習をした、さらに、合意形成を行った後で個々人がどの部分で納得している・していないかについて再度考えて明文化し、
更なる共通の意見を探っていった。

授業の流れ
①事前学習（50 分×2 コマ）
前もってテーマを理解させることを目的として、下記合意形成模擬体験教材に登場する人物の情報を対立項ができるように組み合わせたう
えで生徒に読ませた。各立場の主張を短くまとめさせて、対立している点を挙げさせる。動物実験の是非において議論がなされる項目につい
て例示の上、各自どのような意見を持つか考えさせた。また、議論を効果的に促進するスキルとして、メンバーの意見への付け足し、メンバ
ーの意見への評価（どういうところを議論に取り込みたいか）の他、同じ意見・異なる意見のまとめ方について各自練習をしながら学んだ。
②「医学研究における動物研究」をテーマとした合意形成模擬体験（50 分×2 コマ）
European Commission のカード教材を使い、情報共有、議論、合意形成の 3 ステップを行った。教材は、白血病の患者、動物愛護団体職
員、基礎医学の研究者などの立場を示したストーリーカード、テーマに関する科学的・社会統計的データを示す情報カード、テーマに関して
参加者に問いを投げかける課題カードのほか、カードを置くマット、共通の意見を記録するシート、合意形成に使う投票シートからなる。議
論が行き詰った時に新たな議論の切り口を提供するチャレンジカード、議論のルールを守らない参加者に示すイエローカードも使用した。
カードのほかに、カードを配置するプレースマットと呼ばれる A3 サイズのシートがあり、それを使って自らの考えを整理し、他者に表明
していった。プレースマットには与えられたテーマに関する 4 つの立場（①動物実験はいかなるときにも許されない、②動物実験は命を脅か
す病気の治療法確立のためなら許される、③動物実験は代替法がない治療法の確立のためなら許される、④動物実験はいかなるときにも許さ
れる）と議論のルールが書かれており、初めに支持した立場が議論を経てどのように変化するか、投票による合意形成は個々人の中でどのよ
うに認識されるのかについての内省や、議論は知的かつ効果的に行われているかについて確認する機会も与えた。議論にあたっては、異なる
考え同士をぶつけて論破するのではなく、共通の基盤を探して可能な限りすべてのメンバーが納得できる合意を形成することを重視して行っ
た。また、教材に含まれている投票シートを用いて、それぞれの立場についてどのくらい賛成あるいは反対するのかをグループのメンバーで
投票していくとともに、その結果も用いながら可能な限り多くのメンバーが納得できる選択について、さらに話し合った。

検証・考察
100%
すべての活動終了後、事前学習の内容を生かして議論や合意形成が満足のいく形で行わ
90%
れたかを尋ねたところ（右記グラフ）
、70％を超える生徒がどちらに対しても肯定的に回答
全く満足し
80%
ていない
した。その理由として、議論の満足度については、
「自分の思ったことを話せて、相手の考
70%
あまり満足
60%
えを聞くことができた」
「普段あまり積極的に話さない人が話していたり、みんながしっか
していない
50%
やや満足し
り参加していた」など、メンバーの参画度合いや論の積み上げについて挙げる生徒が多か
40%
ている
った。また、合意形成の満足度に対する理由については、
「みんなそれぞれが納得した意見
30%
とても満足
20%
している
（合意）となった」
「一人一人意見の理由を表明し、それらと適切な結果となった」という
10%
理由を挙げた生徒が多く、合意形成にあたっては一つ一つの意見を拾って論を積み上げる
0%
議論
意思決定
作業を行ったグループが多かったこと、そしてそれが奏功したことが示唆される。
議論において共通意見が見つかったかを尋ねたところ（下記グラフ）
、50％弱の生徒が簡単に見つかったと回答した。これは、グループの
ほぼ全員が前述の 4 つの立場のうち同じ立場を取ったことに起因する。また、共通意見は話し合いの上見つかったと回答した生徒と合わせる
と、90％近くの生徒が本質問に対して肯定的に回答している。これは、同じ立場をとった生徒の多いグループが多数あったことが主な理由で
ある。一方で、その立場を選んだ理由や想定している場面を尋ねてみると、同じ立場をとったグループの中でもさらに議論を深めたグループ
からは、意見の相違が見えてきたり、その結果更なる共通の意見が抽出されたりすることと理由を述べた生徒も若干数いた。さらに、互いに
異なる立場を選んだグループにおいては、
「もし自分だったらどうするかを考えた時、全員の考えが一致したから」などと、事前学習の内容
に沿って共通の意見を見つける作業を通して共通の意見が見つかったことを指している。
共通意見が合意形成に役立ったかを尋ねたところ、
（下記右側グラフ）
、80％近くの生徒が肯定的に答えた。これには、
「同じ意見を持って
いる人同士がつながった」
「共通意見を見つけることにより、相手の考えと自分の考えの違いをも見つけることが出来た」
「共通意見によって
少しでも違う意見の人に共感する部分が見つかった」などの理由を挙げる生徒が多く、投票による機械的な合意形成ではなく、議論により自
分の立場とは全てが合致していなくても、合意形成として納得する形に落ち着いたこと、そして生徒がその手法自体に納得したことが示唆さ
れる。

100%
90%
80%
70%

系列4

60%
50%

系列3

40%

系列2

30%

系列1

20%
10%
0%
共通意見見つかったか

共通意見合意形成に役立ったか

設問「共通意見は見つかったか」
系列 1 簡単に見つかった
系列２ 意見は分かれたが見つけた
系列 3 自信はないが見つけた
系列４ 見つからなかった
設問「共通意見は合意形成に役立ったか」
系列 1 とても役立った
系列 2 やや役立った
系列 3 あまり役立たなかった
系列 4 まったく役立たなかった
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2-11 方法 C3「IT＆科学英語活用実践・海外科学研修」
仮説
コンピュータを活用した分析・考察・発表の手法と英語で情報発信を実際に体験し、国際的な第一線の科学者と交流すること
により、国際的な科学者や研究者としての自己の未来像を見つめるようになる。
実施方法
活 動
IT 活用Ⅱ

科学英語活用
Ⅱ

海外科学研修

目 的
コンピュータを活用し
た交流や発表の手法を
学ぶ。
英語で科学を発信する
ために必要な語学力を
鍛える。
海外で、同様な研究に
取り組む人と実際に会
って、コミュニケーシ
ョンの体験をする。

内
容
研究交流や発表の練習を行い、国内外で発表する。理
数教員と英語教員と情報教員の TT で実施する。

時期
課外時間

英国の教科書「21 世紀科学」を用いて、英語で購読、 通年
要約、ポスター形式にまとめる、英語で他者へ発表す 月木曜日
る活動を行う。理数教員と英語教員の TT で実施する。 放課後 2 時
間
スイス科学研修
7月
CERN、ベルン大学等での素粒子に関する訪問学習。 2 学年 SSC8
名
タイ・Mahidol Wittyanysorn School 研修（立命館高 12 月
等学校科学技術人材育成重点枠）
2 学年 SSC2
国際フォーラムでの研究発表と企業等の視察
名

成果の検証法
発表資料、自己評価、
アンケート、交流の
様子
発表用資料、自己評
価、発表原稿、英語
口頭試問評価テスト
交流用資料、レポー
ト作成、プレゼン、
自己評価アンケート

実施内容
2－11－1 IT 活用Ⅱ
下表の発表会や交流の機会の準備を課題研究の指導教員と校内の教員および研究の連携先が協力して実施した。
実施日
場所
6 月 5 日（金）
・6 日（土） 本校
7 月 17 日（金）
スイス・ベルン大学
7 月 18 日（土）
名城大学
8 月 2 日（日）

鶴岡メタボローム
キャンパス
8 月 5 日（水）
・6 日（木） インテックス大阪
8 月 9 日（日）
清水テルサ
8 月 12 日（水）
8 月 21 日（水）
8 月 29 日（土）
9 月 5 日（土）

大阪大学
立命館守山高等学校
大阪市立東高等学校
本校

9 月 17 日（木）

本校

10 月 25 日（土）

本校

11 月 2 日（月）~6 日（金） 立命館高等学校
11 月 7 日（土）
愛知工業大学
12 月 12 日（土）
本校
12 月 22 日（火）～24 日
（木）
12 月 21 日（月）
2 月 18 日（木）

Princess Chulabhorn
Science High School
Petchaburi, Thailand
本校
本校

2 月 27 日（土）
・28 日（日） 静岡科学館る・く・る
3 月 5 日（土）
静岡大学
3 月 7 日（土）
3 月 21 日（土）

静岡県立韮山高等学校
鹿児島大学

実施内容
文化祭で来場者に研究発表（水質・物理・植物・酵母 SSC 26 名）
研究者へ英語で研究発表（水質・物理・酵母 SSC 6 名）
SSH 東海地区フェスタで研究発表（口頭：酵母 SSC 3 名、ポスター：水質・
放射線・物理・植物・酵母・カメ SSC 20 名、SHIP 8 名）
バイオサミット in 鶴岡で研究発表（植物 SSC 4 名）
SSH 生徒研究発表会で研究発表（水質 SSC 1 名 SHIP 2 名）
21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発
表（水質・放射線・植物・酵母・カメ SSC 24 名、SHIP 20 名）
プラズマ核融合学会主催高校生シンポジウムで研究発表（物理 SSC 6 名）
水環境フォーラムで研究発表（水質・カメ SHIP 4 名）
水フォーラムで研究発表（水質 ）
本校に来校した地域の方々へ研究発表（水質・物理・植物・酵母 SSC 25
名、SHIP 6 名）
課題研究発表会でポスター発表（水質・放射線・物理・植物・酵母・カメ SSC
25 名、SHIP 11 名）
本校に来校した地域の方々へ研究発表（水質・物理・植物・酵母 SSC 25
名、SHIP 3 名）
Japan Super Science Fair 2015 で英語による発表（植物 SSC 2 名）
AIT サイエンス大賞（愛知工業大学）で研究発表（植物 SSC 4 名）
本校に来校した地域の方々へ研究発表（水質・物理・植物・酵母 SSC 18
名、SHIP 3 名）
Thailand-Japan Student Science Fair (TJ-SSF2015)で英語による研究発表
（物理 SSC 2 名）
SSH 成果発表会で来場者へ研究発表（水質・物理・植物・酵母 SSC 24 名）
科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場者へ英語で発表（水質・物理・
植物・酵母 SSC 24 名、SHIP 5 名）
サイエンスピクニック 2016 で市民へ研究発表（水質 6 名、中学 6 名）
第17回静岡ライフサイエンスシンポジウムでポスター発表
（植物・酵母 SSC
10 名、SHIP 6 名）
平成 27 年度静岡県理数科課題研究発表会で口頭発表（物理 SSC 3 名）
第 63 回日本生態学会仙台大会でポスター発表（カメ SHIP 2 名）
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2－11－2 科学英語活用Ⅱ
テキストは "Twenty first century Science GCSE Science Higher"を使用。ALT1 名、理科教員 1 名、英語教員 1 名の TT で
実施。語彙や概要に関する説明を英語教員が行い、内容に関する解説を理科教員が行った。1 年間の実施内容は下表の通りで
ある。
月
4

5

生物分野
You and your genes “The same and different”
遺伝とは何か、遺伝子やタンパク質の構造、成分、機能の基本
的な内容、生物種による細胞の構造の違いを学習。生物英単語
テスト、リーディングテスト
Keeping healthy “What’s up, Doc?”
医療とは何か、特にウィルス、バクテリア、菌類などの特徴や
それらが原因で起こる感染症や生活習慣病について学習。生物
単語テスト、リーディングテスト

科学プレゼンテーション
４月、５月に学習したテーマに沿った内容で自分の気になる生物・化学の現象についてそれぞれをグループで調べ、英語のポスタ
ーを作成。１グループ５分～１０分程度英語で発表を行い、解説。英語による質疑応答の練習
８月に行う SKYSEF に向けて各班の課題研究を英語で発表するためにパワーポイントの作成、ポスターの作成、発表原稿の作成、
質疑応答の準備、練習
SKYSEF で行う発表の練習

6
7
8
9
10
11
12
1
2

物理・化学分野
Air quality “The Earth’s Atmosphere”
大気とは何か、自分たちの周りの大気はどう構成しているか、
地球以外の惑星の大気はどのように構成されているかの違いを
学習。化学英単語テスト、リーディングテスト
Air quality “What are the main air pollutants?”
大気汚染とは何か、大気汚染を引き起こす主な原因は何か、そ
の原因物質が地球にどんな影響を与えるかを学習。化学英単語
テスト、リーディングテスト

Life Science として身近な科学(化学・生物・物理)について自分の興味がある現象について調べ学習を行い、パワーポイントによる
英語のポスターを作成、発表原稿の作成、質疑応答の準備、練習。発表、質疑応答を含め自分の調べた内容について １人７分～
１０分程度で解説。
Science Sphere Preparation の発表準備
Science Sphere Preparation で、課題研究,サイエンスリーディング学んだことを英語で発表。

海外科学研修
(1) スイス科学研修
実施日

時間

3 月 14 日(土)

4 時間

3 月 24 日(火)

3 時間

4 月 3 日(金)
4 月 17 日(金)

2 時間
2 時間

4 月 20 日(月)
4 月 23 日(木)
～26 日(土)

3 日間

実施内容
Master Class 1 回目 中村琢先生(岐阜大学)の素粒子物理学の講義および、ATLAS 検出データの解析を
行った。
Master Class 2 回目 Master Class1 回目を踏まえ、自ら ATLAS 検出データの解析を行い、ATLAS の
サイトにデータ登録をした。
Master Class フェルミ加速器研究所(米国)とビデオカンファレンス
平成 27 年度スイス科学研修第 1 回事前説明会(選考試験の受験願い配布)
平成 27 年度スイス科学研修選考試験受験願の提出締切
カミオカンデ研修を実施した。研修中に作成したレポートは選考の材料とした。

スイス科学研修選抜試験 1 日目 日本語
Test1 カミオカンデ研修について日本語で応答を行う。Test2 以下のテーマ①～③について日本語で
3 時間
4 月 30 日(木)
記述する。①欧州原子核研究機構(CERN)等で特に学びたいことについて②７月の研修までに特に力を
入れる研究テーマと研究方法について③スイス科学研修と自分の将来像とのつながりについて
スイス科学研修選抜試験 2 日目 英語 (1 回目)
5 月 7 日(木)
3 時間
Test3 科学的な現象や産業技術に関するデジタル写真について英語で説明し、英語で応答する。
Test4 1 年次の SSH 活動から、一番印象的であった活動を英語で記述する。
スイス科学研修選抜試験 3 日目 英語(2 回目)
5 月 8 日(木)
3 時間
Test5 英語による面接試験「自己紹介」
「研修についての抱負」
「自己 PR」
Test6 スイス科学研修で特に力を入れたいことを英語で記述する。
スイス科学研修選考会議
5 月 19 日(火)
SSH 担当教員を中心とするスイス科学研修選考会議において、選考試験とカミオカンデ研修の取り組
み及びレポートから 6 名を選考した。
5 月 20 日(水)
選考結果を本人及び保護者に通知した。
6 月 16 月(火)
1 時間
Science Dialogue について事前学習を実施した。
Science Dialogue にて「加速器ニュートリノビームを使ったニュートリノ振動の研究について」を英語
6 月 17 日(水)
2 時間
で聴講した。講師：Nikhul D. PATEL 博士(京都大学大学院理学研究科)
7 月 2 日(木)
1 時間
有賀昭貴先生(ベルン大学)による素粒子物理学の講義
4～7 月 本校の科学英語の授業 Science Reading ①英国の科学の教科書を本校の理科教員と英語教員、ALT がチームティーチングで
実施した。②大学教員や海外からの研究者、留学生と連携して実施した。到達目標は STEP1「科学に関する基礎的な内容を英語でプレ
ゼンテーションできる」STEP2「科学実験の方法や結果を英語で説明し、英語で質問する、英語で議論する」STEP3「自分の研究の成
果を英語で説明する」STEP4「英語でディスカッションができる」
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6 月 19 日(金)～7 月 11 日(土) 海外科学研修事前学習
英語の内容
(1)2 分間の英語による自己紹介、研究紹介の後 2 人 1 組で地図を使う。Ａの地図は完璧に情報が記録されており、Ｂの持つ地図は不完
全なものである。Ａが英語で道順を説明し、ＢはＡの説明通りの道順を地図に書き込むことができるかを競うゲームを行った。
(2)(1)に得た指摘から改良した 2 分間の英語による自己紹介の後、日本や静岡について紹介し、会話をつなげる練習を 2 人 1 組で行った。
(3)英語による研究紹介の後、2 人 1 組で与えられたイラストを見て、ストーリーを考え説明した。
(4)本校 ALT による課題研究のパワーポイント及び原稿を英語で作成、発表練習を繰り返した。
(5)素粒子物理学及び科学英語に必要な単語を調べ、意味や発音の確認をした。
素粒子物理学の内容
(6)研究のモチベーション、研修の目的確認、連絡手段の確認。日本のノーベル賞受賞者の確認。(7)素粒子とは何か、種類、性質、特徴
について。素粒子の標準モデル。(8)放射線の種類と性質およびその利用について。(9)素粒子物理学とは何か。自然界の階層性。分子、
原子、原子核、光子、クォーク、レプトン、原子模型、水素原子。(10)自然界の階層性。宇宙のスケール。人間(100m)が基準。人間の卵
細胞(10-4m)、赤血球、最新の CPU の配線の線幅、DNA。可視光の波長。原子模型。水素原子の構造、ヘリウム原子の構造。放射線の
種類、α線、β線、γ線。陽子、中性子、電子の質量。エネルギーの単位。X 線の波長、水素の原子核の構造とサイズ。6 種類のクォー
クと電荷。(11)SK と KamLAND の物理と検出器の構造。Quark と Lepton の種類。(12)QuarkNet について。宇宙線観測プログラム。
宇宙線とは。粒子の降り注ぐ量を Flux という。単位は○○[本/cm2/s/Sr]。宇宙線の主成分と、1 次宇宙線、2 次宇宙線。地表での Flux。
飛行高度と宇宙線 Flux の標高による違い。太陽ニュートリノの Flux と成分。QuarkNet 検出器の構造。シンチレーション光とチェレ
ンコフ光。光電子増倍管の構造。宇宙線の入射角度分布。(13)太陽ニュートリノ問題。太陽ニュートリノの強度が実験によって観測され
た値が、理論から導かれる値に比べて 1/2 から 1/3 程度と少ない問題。Kamiokande、SAGE、GALLEX、SK、SNO。(14)B-factory。
CP 対称性の破れ。KEK の加速器の構造。K2K 実験。ニュートリノ振動。混合角。(15)β崩壊。β崩壊の式。Pauli のβ崩壊の論文。
陽子崩壊。(16)原子核乾板。原子核乳剤。原子核乾板の歴史。名古屋大学の超高速自動飛跡読取装置。Appearance 実験と Disappearance
実験。CHORUS、DONUT、OPERA 実験。Kamiokande。SNO、Ice Cube。(17)自然界の 4 つの力。強い力、弱い力、電磁気力、重
力。力を媒介する粒子。グルーオン。超ひも理論。LHC。ヒッグス粒子。(18)加速器の加速原理。加速器の構造。電場と磁場。超電導磁
石。(19)物性物理学。特性 X 線。(20)ヒッグス粒子の発見。ノーベル物理学賞受賞。Peter Ware Higgs。(21)大型ハドロン衝突型加速器
LHC の詳細、目的。加速器の種類、原理。(22)ALICE 実験、LHCb 実験、LHCf 実験、 TOTEM 実験、CMS 実験、ATLAS 実験の
目的、詳細。(23)OPERA 実験用原子核乾板。(24)課題研究の発表練習。発表原稿の作成及び発表練習をグループごとに行う。
上記(6)～(23)について担当を決め各自でレポートを作成し、1 冊の資料集とて本研修に持参した。
7 月 14 日(火) 欧州原子核研究機構にて施設の見学と実験および講義(1 日目) (1) MICROCOSM の見学 案内：Umut Kose 博士、
Akitaka Ariga 博士 (2) S’Cool Lab での霧箱(Cloud Chamber)実験 講師：Umut Kose 博士 (3)講義「ATLAS 実験とヒッグス粒子
の発見」 講師： Tatsuya Masubuchi 博士、Tomoyuki Saito 博士 (4)講義「素粒子物理学と加速器について」 講師：Geoffrey Mullier
博士 (5)講義「反物質についての講義」 講師：Thomas Kaltenbacher 博士 (6) AD、 AEgIS 実験、ASACUSA 実験の見学 案内：
Thomas Kaltenbacher 博士、Akitaka Ariga 博士 (7) LINAC2、LEIR の見学 案内：Umut Kose 博士、Akitaka Ariga 博士
7 月 15 日(水) 欧州原子核研究機構にて施設の見学(2 日目) (1) SC、CCC、SM18、ATLAS の見学 案内：Umut Kose 博士、Akitaka
Ariga 博士
7 月 16 日(木) ベルン大学にて講義と施設の見学(3 日目) (1)LHEP(Laboratory for High Energy Physics)施設の見学 案内：Martin
Auger 博士、Tomoko Ariga 博士 (2)講義「暗黒物質」 講師：Marc Schumann 博士 (3)講義「ニュートリノ物理学について」 講
師：Antonio Ereditato 博士 (4)飛跡スキャンラボの見学 案内：Mykhailo Vladymyrov 博士、Akitaka Ariga 博士、Tomoko Ariga 博
士 (5)地下実験施設の見学 案内：Tomoko Ariga 博士、Mykhailo Vladymyrov 博士、Akitaka Ariga 博士 (6)気候変動研究施設の見
学 案内：Takuro Kobashi 博士
7 月 17 日(金) ベルン大学附属病院(Inselspital Swanhaus)にて講義と施設の見学(4 日目) (1)講義「医療における物理学」 講師：
Konrad Nesteruk 博士 (2) SWAN プロトンサイクロトロンの見学 案内：Konrad Nesteruk 博士、Akitaka Ariga 博士 (3)ベルン大
学にて本校生徒による課題研究の発表 発表タイトル①「Biodiversity and Morphology of Fungi in fruits and vegetables」②
「Development of Small Hydroelectric Power Generator for Household Use.」③「The Power Generation with Low-cost Fuel cells
and Waste Matters」
7 月 18 日(土) アインシュタイン・ハウスの見学(5 日目) 案内：Akitaka Ariga 博士
8 月 9 日(日)
5 時間
21 世紀の中高生による国際科学技術フォーラムで英語による口頭・ポスター発表
QuarkNet-ILC Student Workshopにてフェルミ加速器研究所(米国)2名の先生によるワークシ
4 時間
9 月 22 日(火)
ョップを行った。
「INTERNATIONAL COSMIC DAY」に参加し、QuarkNet による宇宙線の観測を行い、デ
11 月 5 日(木)
1 時間
ータをアップロードした。
9 月～12 月 研修に参加した生徒による事後学習。事後学習では、研修のレポートのまとめ、研修で学んだことを英語と日本語 2 か国
語で作成し、平成 27 年度(2015)国際連携科学教育報告書にまとめた。さらに 12 月の SSH 成果報告会で発表するためのスライドを作成
し、発表練習とともに内容の理解が不十分な個所を高校教員が補完した。
SSH 成果報告会で海外研修の成果を発表すると共に4 月からの研究報告をまとめた冊子を配布
12 月 21 日(月)
1 時間
した。

(2) 台湾研修（立命館高等学校科学技術人材育成重点枠）
実施日
12 月 17 日(木)
12 月 18 日(金)
12 月 19 日(土)

実施内容
高雄高級中学へ登校、校内見学、グループ毎に課題の討議
講義「国際共同科学研究の意義と方法」 高雄高級中学 Leo Hsieh 先生
高雄女子高級中学へ登校、校内見学、研究発表
淡江大学訪問、ロボット講座
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４

実施の効果とその評価

ここに記載する成果のうち、成果 1「SSH 諸活動により、生徒の科学探究能力が向上した」成果 2「生徒の
国際性・国際感覚に関する自覚が向上した」成果 3「科学技術と社会のかかわりに関する要素をプログラムに
効果的に含めることができた」成果 6「SSH 活動に対する教員および保護者の理解を得た」については、平
成 27 年度に JST によって行われた意識調査によるデータ（Q4：SSH に参加したことで、学習全般や理科・
数学に対する興味、姿勢、能力にどれくらいの向上があったかの中の各設問および Q14.海外機関との連携活
動について以下のようなことが期待できるか。効果があったか）の結果に基づいて分析を行ったものである。
分析に当たっては、高校 2 学年までの生徒について平成 27 年度の結果および生徒の過去 3 か年の継時的伸
長を比較して行った。例えば、平成 25 年度の生徒が、学年が上がった平成 26・27 年度にどのような変容を
遂げたかを比較することにより、継時的な変化を分析することを可能にしたものである。高校生の経時的比較
に関しては、中高一貫生が在籍していた中学時代の結果は使用せず、他中学校からの入学生も含めすべての該
当生徒が高等学校に入学した年度からの比較を行うこととした。そのため、高校 2 学年は、本年度の結果およ
び高校 1 学年であった平成 26 年度の結果を、高校 1 学年は平成 27 年度の結果のみを使用している。
なお、グラフは意識調査において「大変増した」「やや増した」との回答の合計、あるいは「大変効果があ
った」「効果があった」との回答の合計で表されている。また、グラフの中 1、高 2 等は本年度の学年を示し
ている。

成果１ SSH 諸活動により、生徒の科学探究能力が向上した
JST による意識調査「Q4：SSH に参加したことで、学習全般や理科・数学に対する興味、姿勢、能力にど
れくらいの向上があったか」の各設問を、
「科学探究能力（情意）」
「科学探究能力（姿勢）」
「科学探究能力（ス
キル）」の 3 つの要素に分類し直し、要素ごとに分析を行った。JST 意識調査中 Q4 の各設問は、下記のよう
に分類した。
要素
設問
科学探究能力（情意）
「未知の事柄への興味（好奇心）」
「理科・数学の理論・原理への興味」
「観測や観察への興味」
「理科実験への興味」
「学んだことを応用することへの興味」
科学探究能力（姿勢）
「自分から取り組む姿勢（自主性、やる気、挑戦心）」
「粘り強く取り組む姿勢」
「真実を探って明らかにしたい気持ち（探究心）」
「独自なものを創り出そうとする姿勢（独創性）」
「周囲と協力して取り組む姿勢（協調性・リーダーシップ）」
科学探究能力（スキル）
「発見する力（問題発見力、気づく力）」
「考える力（洞察力、発想力、論理力）」
「問題を解決する力」
「成果を発表し伝える力（レポート作成・プレゼンテーション）」
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未知の事柄への興味については、それほど大きな変化は認められなかったが、理科・数学の理論・原理への
興味を尋ねたところ、中学では向上したとの回答が減少して高校 2 学年は上昇している。高校 2 学年では、
未知の事柄への興味では減少傾向を示したものの、理科・数学の理論・原理への興味では伸長が見られている。
高校 2 学年において理論・原理への興味が上昇した背景には、本校 SSH で行っているスーパー・レクチャー
をはじめとした最先端の科学に触れる活動の中で、内容を理解したうえで訪問学習に臨む取り組みが効果的で
あったことを示唆している。このことからも、教科の枠を超えた本校 SSH の取り組みを継続的に行うことに
より、生徒に科学の入り口・自然の理解明の第一歩を示すことができていることがわかる。
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観測や観察への興味・理科実験への興味について尋ねたところ、観測や観察への興味については中学 3 学年
ではほぼ横ばい、高校 2 学年で伸長を見せているほかは下降傾向を示しており、理科実験への興味については
どの学年においてもほぼ横ばいとなっている。とはいえ、平成 27 年度の結果より、どの学年も 70%近い生徒
がこれらの興味を向上させることができたと回答している。
実験・観察といったハンズオン活動は探究活動には必須のものであり、興味はその原動力となるものである。
高校 2 学年で観測や観察への興味が大きく上昇しているのは、高校 2 年次から課題研究が本格化し、自らの
創意工夫の中で実際に観察や観測を行っているからであると考えられる。自分で手を動かして自然事象を理解
し、科学的探究活動に入っていくために、今後はどの学年においてもより多くの生徒が興味を持って自分のア
イディアを試すことのできるような活動を含めていく必要がある。
学んだことを応用することへの興味につい尋ねた
学んだことを応用することへの興味 （%）
ところ、中学 2 学年、中学 3 学年では減少を示してい
る。また、高校 2 学年では前年度の 55%から 80%に 100
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格化した高校 2 学年の生徒たちが、科目の枠を超えた
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テーマで科学の知識や考え方を使いながらじっくり
40
と研究や議論する場を与えられ、その中で生徒同士既
20
存の知識を使いながら論を交わした活動を行ったこ
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とが大きく寄与するものである。この結果により、生
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ることが明らかとなった。また、テーマについて「科
学的に」考えさせるためには、手持ちの情報を適切に解釈する能力、比較・分類・関連付け・予測などの科学
スキル、実生活との関連・応用など、様々な要素を必要とする。こうした要素を使った生徒の議論を適切に支
援できるよう、教員が準備することも欠かせない要素である。このような時間をまとまって確保することは難
しいが、日々の授業の中で少しずつ時間をとり、こういった要素を使うことのできるテーマを効果的に選択し、
生徒に考える機会を与える試みが今後さらに必要になってくる。
２

自分から取り組む姿勢 （%）

科学探究能力（姿勢）

自分から取り組む姿勢に関しては、平成 27 年度は
どの学年も 60%前後の生徒が向上が見えたと回答し
ている。SSH 活動経験の浅い中学 1 学年及び高校 1
学年も 60%程度の回答となっている。これより、SSH
活動経験の長さと自分から取り組む姿勢の間には相
関関係はみられない。しかし、高校 2 学年では前年の
65％から 94％へと劇的な増加がみられた。これは、
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主体的な課題研究の効果であると考えられる。
粘り強く取り組む姿勢に関しては、自分から取り組 粘り強く取り組む姿勢 （%）
む姿勢に関する回答よりもやや水準の低い 50%半ば
の回答となっている。しかし、高校 2 学年では、それ 100
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ぞれ 76%の生徒が粘り強く取り組む姿勢が身につい
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たと回答している。これは、前年度を 21 ポイントも
40
上回る結果であり、この背景には、本校 SSH で大学
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のセミナー形式を模して行っている課題研究におい
て、生徒自らが協力して問題解決のための方針を立て、 0
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り、生徒が少しの困難であきらめずに自律的に問題解
決に取り組む姿勢が身についた生徒を多く育成でき
ていることが挙げられる。
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真実を探って明らかにしたい気持ち（探究心）に 周囲と協力して取り組む姿勢 （%）
関しては、平成 27 年度には 59~86%の生徒が向上が
見られたと回答しているものの、継時的な比較では、 100
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高校 2 学年以外の学年では横ばいか下降傾向を示し
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ている。独自なものを創り出そうとする姿勢（独創
40
性）に関しては、探究心よりも回答が低い水準を示
20
しているものの、高校 2 学年では前年度より大きな
0
増加がみられる。継時的な変化については探究心と
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同様の傾向を示している。日々の授業で科学を学ん
でいる生徒にとって、自然事象を科学的に理解・解
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釈し、さらに独創性を発揮して探究活動にあたるの
は難しいことであり、時として科学的探究活動を続けていくうちに生徒の創造的なアイディアが破たんしてし
まうこともある。教員は、適切な科学知識や考え方を持って、生徒の独創性を科学的活動へと昇華させること
のできるような指導を心掛ける必要がある。周囲と協力して取り組む姿勢（協調性やリーダーシップ）につい
ては、中学 2 学年の継時的比較においては、向上したとの回答に減少傾向が見られるが、中学 3 学年、高校 2
学年では増加傾向にある。また、平成 27 年度の回答では、高校生では向上したと回答した生徒は 62%～83%
を占めているが、中学生では 60%前後の生徒が向上したと回答しており、高校生の方が高い回答水準を示し
ている。
３

科学探究能力（スキル）

発見する力 （%）

問題発見力に関しては、平成 27 年度には 52%~77%
の生徒が向上したと回答している。また、継時的な比
較においては、高校 2 学年は上昇を示しており、中学
2 学年、中学 3 学年では減少している。また、SSH 活
動の経験の長さと回答率の上昇には相関が見られな
かった。問題を発見した後で論理力を用いて課題解決
に取り組む活動においては、概ね SSH 活動経験の長
さと回答率の上昇は正の相関を示しているが、中学 1
学年で高い回答水準が見られる。更に、問題解決能力
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については、問題発見力や論理力に比して全体的に低い回答水準を示しているが、経時的比較においては、中
学 2 学年以外ではおおむね上昇傾向を示している。高校 2 学年では、大きな増加が認められ、ここに挙げら
れたすべての項目において SSH 活動経験の長さとスキルの伸長との間に高校生の段階においては正の相関が
見られる。
これより、本校 SSH 活動は、問題解決能力の育成にはいまだ課題が残るものの、問題発見能力と論理力の
育成には効果が現れ始めていることが分かる。この背景には、「IT 活用」や「課題発見トレーニング」「環境
調査」が、自然から問題を切り取る力を効果的に育成することに寄与していると推察される。今後は、既存の
問題解決能力育成の要素を再度検討し、問題発見能力と論理力の育成の質を保ちながら問題解決能力の質を向
上させるよう、方策を精錬していく必要がある。
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成果を発表し伝える力については、継時的比較で 成果を発表し伝える力 （%）
はすべての学年において上昇傾向が見られた。特に 100
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高校 2 学年の伸長が目覚ましい。平成 27 年度には
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91%の生徒が当該能力に向上が見られたと回答し
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ている。これは、本校 SSH の活動のほとんどにお
40
いて、発表活動が必ず入れ込まれていることが背景
20
にあると思われる。課題研究では国内外の多くの場
0
を活用して発表の機会を担保したり成果発表会に
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とともに、インセンティブ・レクチャー、サイエン
ス・コミュニケーションでも、学んだことの発表だけではなく、科学教室の開催を通して地域の子供たちなど
に学びを提供する形式の高度なプレゼンテーションなど、多彩な情報発信の場を用意している。これが、生徒
の多様なプレゼンテーションスキルの習得に深く結びついていると推察される。
本校生徒のプレゼンテーションスキルの質については、例えば Science Sphere において、審査員や参加校
の教員からも評価を頂いており、審査員からは、年々英語での発表スキルが上がってきているとの指摘も頂い
た。わかりやすいスライドやストーリー構築をはじめとしたプレゼンテーションスキルの習得は、他者の発表
から学ぶこともあるが、発表者自身が試行錯誤して経験を積み、自分なりに納得できる方法を得ていくのが唯
一の方法である。今後も生徒の経験値を上げるよう、多様な発表の機会を用意していく。

成果 2 生徒の国際性・国際感覚に関する自覚が向上した
JST 意識調査中の国際性や国際感覚についての質問において、平成 27 年度の生徒の回答は、66%～91%と
ばらつきが出た。また、中学 3 学年と高校 2 学年において回答を継時的に比較したところ、中学 3 学年では、
中学 1 学年であった平成 25 年度の回答率が 39%であったのが中学 2 学年の平成 26 年度には 74%が、中学 3
学年の平成 27 年度には 66%が肯定的な回答をしている。高校 2 学年では高校 1 学年であった平成 26 年度に
は回答率が 75%ともともと高かったが高校 2 学年の平成 27 年度には 91%もの生徒が効果があったと回答して
おり、非常に大きな伸長を示している。これより、SSH 活動経験の長さと回答の伸長に正の相関が見られる
ことが分かる。
「Q14.海外機関との連携活動について期待できること、または効果があったこと」中の「国際的な視野が
広がる（考え方・世界観・倫理観など）」
「海外の研究動向等、情報収集の幅が広がる」の項目については、ど
ちらの項目においてもすべての学年で 80%を超える生徒が効果があったと回答している。
これらの結果は、日々の授業である ALT による科学英語を初め、QuarkNet での交流やサイエンスダイア
ログなど、直接的・間接的に海外の研究者に触れる機会、本校で毎年開催している国際フォーラム SKYSEF
や海外研修、Science Sphere など日々の成果を試す機会など多様な機会を用意することにより、英語や海外
の事物に触れたり海外の研究者や生徒に対して日頃の成果を発表・議論する機会が増えたことが背景にあると
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思われる。そのような機会を次々に与えられ、その中で経験を積むことにより、生徒の感覚が次第に開けてい
ったのではないかと考えられる。
また、海外の研究動向など情報収集の幅が広がると回答した生徒は、中学・高校共に学年を問わず高い水準に
ある。このことは、SSH 活動において科学と英語を融合した活動に触れる機会を多く持つほど、英語や国際
性だけではなく英語を媒介とした科学にも目を向けることができている生徒が増えていることを示唆してい
る。
国際的な視野が広がる(考え方・世界観・倫理観など)
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成果 3 科学技術と社会のかかわりに関する要素をプログラムに効果的に含めることができた
科学技術と社会とのかかわりに関する要素をプロ
グラムに含めることが課題として挙げられている。 社会で科学技術を正しく用いる姿勢 （%）
JST による意識調査「Q4：SSH に参加したことで、 100
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学習全般や理科・数学に対する興味、姿勢、能力にど
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れくらいの向上があったか」中の「社会で科学技術を
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正しく用いる姿勢」の向上について尋ねた質問におい
40
て、社会で科学技術を正しく用いる姿勢については、 20
高校 2 学年においては、平成 27 年度の回答率は前年
0
までと比べて著しい伸びがみられる。中学 3 学年では、
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訪問学習を行うが、事後学習として原子力発電をテー
マにディベートを行う。そのため、事前学習の段階から必ず人間社会とのかかわりを意識しながら学習やディ
ベートの準備を行うことになった。また、環境調査の一環で、遊水地における淡水ガメの生態や個体調査をし
ており、その中で近隣住民に固有種・外来種カメに関するアンケート調査を、350 戸程度を訪問して調査の趣
旨を説明・調査用紙を配布する段階から行い、得たデータを生徒自身が入力集計・分析を行っている。さらに、
その結果に基づいて、地域の関連団体との連携において、活動の意義や、静岡の生態系を将来どのようにして
いきたいのかを分析結果を基に考えていく。また、高校 2 学年で取り組んでいる課題研究においてもそのテー
マの多くが社会貢献を視野に入れたものとなっており、社会と科学技術のかかわりを適切に判断・応用する姿
勢の涵養に資するものであることが示唆される。

成果 4
AP 教育センター設立に関わる具体的な指導法開発のきっかけを得た
現在、残された課題として、①国際舞台で活躍するに足る科学探究能力と国際性を有する人材育成の基盤お
よび賛同する連携校との体制の構築、②Science Sphere を前述①の目的の下実施すべく、参加校教員や大学
教員と継続的に協議する場を担保する、③科学英語表現や英語での発表スキルの向上、国際性の育成のための
指導法の開発の 3 つが挙げられた。これを基に、通常の科学英語の授業に加えて海外研修（通常枠で行ったス
イス科学研修及び重点枠で行った台湾科学研修）を SKYSEF の事前学習、Science Sphere を事後学習と位置
づけ、生徒の科学における英語表現の幅を広げる仕組みを構築した。さらに、SKYSEF 後には科学英語の授
業（「科学英語活用 II」）において科学分野の英語表現を定着させる試みを行うことで、授業の改善も図った。
本校 SSH の目指す AP 教育センターは、海外の大学進学も視野に入れた卓越した科学技術人材育成を中心
としている。科学探究能力と科学の英語表現を融合した本試行を継続するとともに、Science Sphere を通し
て志を同じくする参加校の教員との情報交換の場を構築することで、センターのあり方をさらに具体的かつ効
果的なものにしていく。
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成果 5
SSH 活動を媒介とした高大連携の改善が進んだ
現在挙げられている課題として、普及版モジュールを開発するための地域での中高大連携を改善することが
ある。学園内の静岡理工科大学、星陵高等学校と本校の間で高大一貫コースの改善に向けて、科学的創造性、
リーダーシップ育成などを本校 SSH 活動をモデルにした活動を含めたカリキュラムを組むべく協議が進行中
である。本校 SSH 活動に深い理解と支援経験がある静岡理工科大学との連携において、問題発見、多様な資
質・能力からなる社会人基礎力育成、グローバル教育など、本校 SSH が包含している事項との共通点も多く
見られる。改善のための協議は緒に就いたばかりであるが、今後は互いの目的や知見について情報共有をしな
がら、高校・大学それぞれの特徴を生かし、生きた知見を生徒に学ばせることができるような体制を整えてい
く。

成果 6
SSH 活動に対する教員の理解を得、今後の連携充実のたたき台を得た
本校教員を対象に、学習全般や理科・数学に対する興味、姿勢、能力にどれくらいの向上があったかを尋ね
た JST 意識調査（Q8）において、国際性、成果を発表し伝える力、周囲と協力して取り組む姿勢についての
回答率が 80%を超えた。先進的な科学技術や理科数学に関する取組の充実度を尋ねた質問においては、平成
24 年度から継続して 80%前後の教員が SSH 活動によって理科数学の取り組みが充実したと答えている。特
に、平成 26 年度には「大変充実した」との回答が前年度までよりも 10%増加した。更に、SSH 活動が与え
る影響として、科学技術系人材の育成や理系学部への進学意欲の促進など、キャリアデザインに関わる部分で
の影響を見た教員が多かった一方で、教員間の協力関係の構築や教員の指導力向上の 2 項目については、回答
の水準が低くなっている。
SSH 活動では、大学や研究所における最先端の科学研究を垣間見たり、自然環境を自ら調査して分析した
りすることにより、いまだ解決策が見つかっていないものや現象が確認されていても原理の解明に至っていな
いものや、正解や不正解という判断軸では対応できず多様な視点を要するものを多く扱う。一方学校では、そ
うしたものを将来の市民として自らの考えをもって適切に扱うことができるための、基礎学力を主に扱ってい
る。探究活動がこれらを結ぶ重要な要素であることは疑う余地のないものであるが、限られた時間の中でこれ
ら性質の異なる二つを効果的に融合して生徒に提供するには、教員同士の不断の努力と試行錯誤、たゆまぬコ
ミュニケーションが必須である。本校ではこの試行錯誤はまだ途上であり、本アンケート結果に表れているよ
うに、良好な協力関係を構築するにはさらに時間を要する。しかし、生徒の興味関心を大切にして SSH なら
ではの幅広い視点や考え方を生徒に提供し、探究活動に楽しんで取り組むことができる環境を構築するために、
引き続き連携体制を整える努力を続けていく。
Q8. 学習全般や理科・数学に対する興味、姿勢、能力にどれくらいの向上があったかと感じるか(%)

81
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社会で科学技術を正しく用いる姿勢
学んだことを応用することへの興味
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Q11. SSHの取組を行うことは各項目において影響を与えると思うか
(%)

Q10. 先進的な科学技術や理科数学に関する取組
が充実したと思うか(%)
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SSH 活動に対する保護者の理解を得た
成果 7
SSH の取組は学校の教育活動の充実や活性化に役立つと思うかを尋ねた質問において、平成 24～27 年度の
いずれも 90%を超える保護者から肯定的な回答を得ている。
特に生徒に効果があったと思う取り組みとして、平成 27 年度には 59%の保護者が大学や研究所、企業、科
学館等の見学・体験学習、次いで 46%がプレゼンテーションを高める学習を上げており、英語表現やプレゼ
ンテーション、英語でのプレゼンテーションスキルを高める取り組みの他、インセンティブ・レクチャーやス
ーパー・レクチャー、コネクト式課題研究に高い効果があったことが見て取れる。また、SKYSEF や Science
Sphere などの年 1 回の活動よりも日々の活動に対しての評価が高いことより、家庭で生徒と保護者の会話を
通して保護者が様子を垣間見ることができていることが推測される。
本校 SSH では、可能な限り取り組みを保護者にも見て頂くよう、機会を提供しており、そこでの生徒の生
き生きした様子が好感をもって受け入れられたと思われる。SSH は生徒の資質育成はもちろんのこと、コー
ス選択にも深くかかわっており、保護者の理解は欠かせない。今後も引き続き保護者の理解を得るべく、生徒
に必要な資質能力を精査しながら活動を行っていく。
Q5．子供に特に人気や効果があったと思う取組(%)
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５ SSH 中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況
中間評価において、本校 SSH は「研究開発のねらいを達成するには，助言等を考慮し，一層努力すること
が必要と判断される」との評定を得、その具体的なコメントとして、以下の 3 点を頂いた。
○ 生徒への一方向的な指導が強い傾向があり，生徒の真の主体性を育む要素が不足している。プログラム
をこなすことではなく，研究開発課題に則した生徒の変容を直接的に目指す事業の工夫を期待する。
○ 「解決プロセストレーニング」は特別な方法論であるが，有効な方法論かどうかは更に検討する必要が
ある。
○ 国際性を高めることと，課題研究を一体として改善しようとするなど，第一期での取組を生かそうとし
ている。ただし，第一期と比較すると学校全体としての勢いが弱まっているような印象を受ける。
また、ヒアリング審査では、生徒の興味に基いた活動、かつ生徒のレベルにあった活動をデザインすべきで
ある、活動が盛りだくさんで生徒が忙しすぎるのではないか、仮に生徒の問題解決能力の向上に対する効果が
SSH 指定期間中に見られなくとも、問題発見能力の向上への効果は見られるのではないかなどの指摘も頂い
ている。
本校では、この中間評価結果を真摯に受け止め、以下の改善策の下、研究開発の改善に資するべく努力を重
ねていく。
① 環境と統計学を切り口に科学的なものの見方・考え方を育成して生徒個々人の問題発見を支援し、科学
的探究活動を担保する。
本校で行っている「環境調査」及びその分析スキルと発表スキルの育成を目的とした「課題発見トレ
ーニング」「IT 活用 I」の授業は、生徒が広範な自然の事象から科学的なアプローチを用いて課題を切
り取り、自らの科学探究活動のテーマとするために必要な時間である。「環境調査」は様々な要因が複
雑に絡み合っている自然事象を包括的に見る訓練の場を提供し、「課題発見トレーニング」「IT 活用 I」
は、そうした自然事象をひもとく科学的手法の育成を行っている。さらに、これらの活動で育成した科
学的なスキルを以て、生徒が自然から、ひいては社会の事象から問題を切り取り、科学的に問題を発見
することに資する。そのため、これらの視点・スキルなくしては、生徒の自由な興味が科学的アプロー
チを伴った探究活動へとつながっていかない。今後も引き続き、これらの活動を科学的探究活動の初歩
と位置づけて生徒の科学的基礎力を育成していくと同時に、生徒の自由な興味を拾い上げ、科学的かつ
柔軟な問題発見・問題解決へと導いていく仕組みも、校内で連携体制を整えることにより構築していく。
それにより、「４ 実施の効果とその評価」において生徒が実感した効果が低かった独創性の向上に寄
与していく。
②「解決プロセストレーニング」は効果的な科学的探究活動を可能にする幅広な考え方・スキル育成の場で
あるということを再確認したうえで、既存の「解決プロセストレーニング」の有効なあり方について複数
教科の教員と議論を重ね、適宜再構築する。
現時点では、
「解決プロセストレーニング」は理数教科に重点が置かれているが、地歴公民など理数以
外の教科に広がりを見せつつある。
理数以外の教科の取り組みの例として NIE を切り口とした活動は、
簡潔かつ的確な発表要旨の作成や、自らの意見を構築する際の論理力の育成に資するものであると同時
に、社会における科学技術を含む諸課題について自らの価値観をもとに考え、意思決定していく際の論
理力の育成にも資する。このような取り組みにより育成される論理性・社会的視野と理数教科や SSH
の科学探究活動が主体となって行われる科学の諸スキルや科学的ものの見方・考え方を融合させて、ゆ
るぎない問題解決能力を育成していく。
上記①②を効果的に行うことにより、「４ 実施の効果とその評価」で示された問題発見能力を基にした論
理力および問題解決能力の向上に資することができる。
③

SSH 活動のより効果的な推進のために、SSH 事業推進組織及び校内教員の連携・協力体制のあり方を
再考する。
科学探究能力と国際性の両輪からなる SSH 活動を学校全体としての勢いを保ちながら継続するため
には、校内教員の強固な協力・連携体制が不可欠である。最終年度に向けて、現在の活動体勢を見直し、
本校 SSH 活動をより社会や実生活に根差して幅広さを担保して、生徒の資質能力の向上に資する活動
を提供するためには、SSH 活動の推進とともに、さらに円滑なコミュニケーションを通して校内教員の
ねがいや共通意識を掘り起こして連携体制の再構築に本腰を入れていく。
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６ 校内における SSH の組織的推進体制
本校の SSH 推進にあたっては、下記の体制を構築し、校長のリーダーシップの下校内外の多くの組織が協力して行
った。今年度は、これまで教頭直下の委員会組織であった SSH 事業推進委員会を教務部教育促進課の SSH 事業推進担
当へと組織変更した。これにより、複数教科の連携がより行いやすくなり、より幅広な活動が可能となった。また、成
果発表会や国際フォーラムにおいては、全教員が役割を担い、参加生徒や教員同士の交流を支援した。

学校法人 静岡理工科大学
運営指導委員会
協力

支援
静岡理工科大学

大学

外部評価
校長

学科・研究室・センター

企業

専門学校グループ

研究機関・学会

自己点検

情報・デザイン・自動車・国際

自己評価

高校教頭・
中学副校長

第三者評価
海外姉妹校・連携校

星陵高等学校

科学館

星陵中学校

保護者の会

小中・高等学校

運営委員会
同窓会・姉妹校
教育振興会
職員会議
評議委員会

支援
教務部

総務部

協力

指導部

教育促進課 SSH事業推進担当
課題研究指導課長
科学部顧問
国内外連携調整
指導法・評価法開発

国際連携教育
推進リーダー
恒常的国際連携
海外研修・受入・招聘

数学主任

理科主任

英語主任

数学教員
教育手法開発
評価法開発

理科教員
教育手法開発
評価法開発

英語教員
科学英語活用

中学リーダー
中学校担任

国語
社会
数学
理科
英語
保健・体育
技術・家庭科

中学校教科担当
STSと言語技術の基礎
科学的諸問題
統計学・科学への数学活用
SSH開発を通常授業で活用
英会話・コミュニケーション
科学的諸問題や倫理観
ものづくり・人間生活

コミュニケーション促進策

全教員
成果発表会
課題研究発表会

国際会議

中学の3学年部
高校の3学年部

国語
地歴・公民
数学・情報
理科
英語
保健・体育
家庭科

高校リーダー
高校理数科担任
国語主任
地歴公民主任
他教科主任
コネクト式授業
探究的な授業
高校教科担当
STSと言語技術の活用
科学的諸問題や科学史
統計学、数学の魅力、情報倫理
SSH開発を通常授業で活用
科学への英語活用
科学的諸問題や倫理観
衣食住の科学
部活動
生徒会活動
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７ 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及
7-1

課題及び今後の研究開発の方向

課題 1 SSH 卒業生を対象とした追跡調査の実施
本年度までに、在校生に対する SSH 活動の効果は経時的な変化も含めて測ることはできた。一方で、SSH
活動が卒業生のキャリア形成に与えている影響を図ることは途上となってしまっている。今後は、卒業生に対
しての調査を実施し、本校 SSH で得た資質能力や現在役立っている事項をはじめ、大学で選んだ学科・研究
テーマやテーマ選択に本校 SSH 活動が及ぼした影響、大学・大学院卒業後の進路および希望進路、希望職業
などについてもインタビュー調査を含む適切な方法で調査を行い、それにより、本校 SSH 活動の長期的効果
を検証し、今後に向けた改善案の糸口を探る。

課題 2 より多くの教科との連携による科学探究活動および探究的学習の事例を増やす
SSH 活動の基軸をなしている教科が理数教科であるため、これまでは、理数教科の枠を超えた教科連携は
実現しなかったが、平成 26 年度に初めて地歴公民から「解決プロセストレーニング」の一例として事例を輩
出することができた。今後は特に非理数系教科を中心とした実施教科の増加と事例の増加を目指すべく、教員
とのコミュニケーションを密にしていく。また、
「５ SSH 中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの
改善・対応状況」にも記した通り、生徒が論理性・創造性・科学的思考力を以て社会の諸事象を解釈すること
ができるようになるように、それらを融合するための方策も教員同士で適宜協議していく。

課題 3 ルーブリック開発による幅広い学習評価法の構築
これまでに、課題研究における生徒の到達度を自己評価するための 33 項目からなる評価基準を作成し、う
ち 17 項目を抽出したものを国内外様々な場で使用してきた。その結果、ルーブリックを以て生徒が研究のス
テップを順を追って理解することができ、課題研究にも徐々に深みが増してきている。しかし、このルーブリ
ックは、スーパーサイエンスコースで行う課題研究や SKYSEF などの国際的な科学コミュニケーションの場
における使用を想定して構築されたものであり、大学などで行う水準の科学研究の考え方を踏襲している。そ
のため、必修化されて以来 2 年間が過ぎようとしている理数科課題研究や Science Sphere における科学英語
の成果発表には適さない項目が多く、流用が難しいという問題点がある。
今後は、それらの機会に適切に到達度を判断できるような評価基準を教員の協力体制の下作成し、試行を重
ねて精度を上げていく。

課題 4 社会との関わりをより意識したプログラムを構築・再構成する
環境調査やインセンティブ・レクチャーにおいて社会とのかかわりに根差した活動を提供し、効果を得てい
る。科学は自然の理を明らかにする知的活動であり、社会で科学的原理やその応用である技術を享受しながら
生活している私たちにとって、科学を学ぶことは社会をより深く理解することと同義であり、それは本校 SSH
活動のどれにも当てはまるはずである。
そこで、既存の本校 SSH 活動を科学・技術・社会の相互関連の視点から振り返り、適切な方法で社会との
関わりを生徒に理解させることが必要となる。これは、本校教員が提供する活動のみでなく、可能な限りイン
センティブ・レクチャーなどの外部講師にも趣旨を理解していただいたうえで、両者でより良い活動をつくり
あげていくべきものである。このような趣旨で構築・再構成した活動により、生徒が科学の解明だけではなく、
その応用や価値・役割などにも目を向けることができ、幅広い科学的視野を身につけることが可能となる。
これらの課題の達成にあたっては、
「５ SSH 中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応
状況」で記した改善案「環境と統計学を切り口に科学的なものの見方・考え方を育成して生徒個々人の問題発
見を支援する」
「『解決プロセストレーニング』において社会的な視点を含む」
「SSH 事業推進組織及び校内教
員の協力体制のあり方を再考する」の 3 点を取り入れて行っていく。
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4-2 成果の普及と交流
平成 27 年度の成果の普及の主な機会は以下の 39 件である。本校での成果の普及のスタンスは、SSH で行っている課
題研究や科学教室の成果を発表することによって、発表の傍聴者だけではなく、発表した本校の生徒や教員にも良い影
響や変容が得られる相乗効果を図ることである。
平成 27 年度における成果の普及（主な機会のみを抜粋）
1

4 月 13 日（月）

平成 27 年度新入生を主な対象として、昨年の SSH 事業の概要と今年度の実施計画を説明した

2

4 月 16 日（木）

平成 27 年度新入生を主な対象として、昨年の SSH 事業の概要と今年度の実施計画を説明した

3

5 月 9 日（土）

名城大学附属高等学校にて、連携の方策を協議した

4

5 月 20 日（水）

立命館高等学校および連携校と、連携の方策を協議した

5

5 月 30 日（土）

小学生と保護者対象に、中学生が調理に潜む科学的な原理を説明しつつ、実習の補助をした

6

6 月 5 日（金）・6 月 6 日（土）

文化祭で来場者に研究発表をした

7

7 月 13 日（月）

台北市立麗山高級中学（台湾）で研究者へ英語で研究発表をした

8

7 月 17 日（金）

ベルン大学（スイス）で研究者へ英語で研究発表をした

9

7 月 18 日（土）

SSH 東海地区フェスタで研究発表をした

10

7 月 18 日（土）

小学生と保護者対象に、中学生が調理に潜む科学的な原理を説明しつつ、実習の補助をした

11

8 月 2 日（日）

第 5 回バイオサミット in 鶴岡で研究発表をした

12

8 月 5 日（水）・6 日（木）

SSH 生徒研究発表会（大阪）で研究発表をした

13

8 月 7 日（金）・8 日（土）

青少年のための科学の祭典静岡大会で科学教室を実施した

14

8 月 9 日（日）

21 世紀の高校生による国際科学技術フォーラム（SKYSEF）で英語による発表をした

15

8 月 10 日（月）

SKYSEF において教員セッションを開催し、連携校と情報交換をした

16

8 月 12 日（水）

プラズマ核融合学会主催高校生シンポジウムで研究発表をした

17

8 月 21 日（金）

水環境フォーラムで研究発表をした

18

8 月 29 日（土）

水フォーラムで研究発表をした

19

9 月 5 日（土）

本校に来校した地域の方々への研究発表と科学教室を実施した

20

9 月 17 日（木）

課題研究発表会でポスター発表をした

21

9 月 19 日（土）

小学生と保護者対象に、中学生が調理に潜む科学的な原理を説明しつつ、実習の補助をした

22

9 月 25 日（土）

第 9 回高校生理科研究発表会（千葉大学）で研究発表をした

23

10 月 17 日（土）

本校に来校した地域の親子に科学的な工作の補助と原理の解説を行った

24

10 月 24 日（土）

本校に来校した地域の方々へ高校生は研究発表と科学教室を実施した

25

11 月 2 日（月）～6 日（金）

Japan Super Science Fair 2015（立命館大学）で英語による発表をした

26

11 月 7 日（土）

AIT サイエンス大賞（愛知工業大学）で研究発表をした

27

11 月 21 日（土）

小学生と保護者対象に、中学生が調理に潜む科学的な原理を説明しつつ、実習の補助をした

28

12 月 12 日（土）・13 日（日）

第 13 回高校生科学技術チャレンジで研究発表をした

29

12 月 12 日（土）

高校生は本校に来校した地域の方々への研究発表と科学教室を実施した

30

12 月 20 日（日）

平成 27 年度 SSH 冬の情報交換会において、事例報告をした

31

12 月 21 日（月）

SSH 成果発表会で来場者へ研究発表をした

32

12 月 22 日（火）・23 日（水）

Thailand – Japan Student Science Fair 2015（タイ）で英語による発表をした

33

2 月 18 日（木）

科学英語成果発表会（他校生も参加）で来場者へ英語で研究発表と科学英語の授業の紹介をした

34

2 月 25 日（木）

立命館大学および連携校と、SSH 事業の連携の方策の振り返りと次年度の方策を協議した

35

2 月 27 日（土）・28 日（日）

サイエンスピクニック 2016 で市民へ研究発表をした

36

3 月 5 日（土）

第 17 回静岡ライフサイエンスシンポジウムでポスターによる発表をした

37

3 月 5 日（土）

平成 27 年度静岡県理数科課題研究発表会で研究発表をした

38

3 月 18 日（金）

JFE 株式会社（千葉県）を訪問し、研究報告をした

39

3 月 21 日（月）

日本生態学会で研究発表をした
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