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本報告書に記載されている内容は，学校教育法施行規則第５７条の３（同規

則第６５条の５第１項並びに第２項で準用する場合を含む。）並びに第５５条

及び第６５条の５第１項で準用する第２６条の２の規定に基づき，教育課程の

基準改善のために文部科学大臣の委嘱を受けて実施した実証研究です。

したがって，この研究の内容のすべてが直ちに一般の学校における教育課程

の編成・実施に適用できる性格のものでないことに留意してお読み下さい。



はじめに

平成１７年４月から５年間の指定を受けたスーパーサイエンスハイスクール研究開発も，

３年目に入りました。前回平成１４年４月から３年間実施したスーパーサイエンスハイスク

ールの研究成果は，その後の本校の教育課程の中に積極的に取り入れ，着実に定着させてき

ました。すなわち，教育内容を「わかる」「つくる」「えがく」の三領域に分けて，それぞれ

に対応する力を生徒に身につけさせるという骨子を築きあげ，この骨子に基づく教育により，

科学技術を志向する全人的教育を目指しています。本校における学習の中心となる「課題研

究」や本校独自の「科学技術基礎」「数理基礎」「人と技術」「科学技術」「先端科学技術入門」

等を通してこれらの力を育むことが，今回の研究開発を行うためのベースとなっています。

今回の研究課題は，「未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケーション力を育成する

ための，高大接続を活かした科学技術教育システムの研究開発」に設定しています。キーワ

ードは「いどむ力」と「わかりあう力」です。具体的には，①発想をまとめる訓練，②科学

的なものの見方・考え方を育てる実験，③仮説検証思考型実験の３項目からなる新科目「科

学技術研究入門」の開発，東京工業大学と連携しながら，高大接続を活かして発展的内容を

取り入れた「さきがけ教育」の開発，東京工業大学留学生ＴＡの協力を得て，国際性の育成

を図るための「科学技術を題材にした英語によるプレゼンテーション」「英語で聞く講演会」

等様々な取り組みの開発，高大連携の一環として実施している「サマーレクチャー」「サマー

チャレンジ」等によって，未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケーション力の育成

を目指しております。推薦入試・ＡＯ入試合格者対象の「３年３学期さきがけ講座」も含め，

学習指導要領を核にさらに発展的な内容を取り入れて，より高度な力も備えた生徒の育成を

図るための教育も提案しています。これら本校の研究開発の成果は，成果普及促進委員会の

活動により，迅速に公開し，普及に努めます。

また，本年度は，７月末に開催された英国科学実験講座に５０数人の生徒と数名の引率教

員が参加し，１１月には英国の技術担当副大臣デヴィッド・ラミー氏と他英国大使館の要人

の方々が本校を視察され，本校の２年生と３年生の生徒が，実験･実習を介しながら交流を深

める機会が持てました。これらによって，「わかりあう力」が実践的に養われたことでしょう。

また，本校はタイ・バンコクのカセサート大学附属高校との国際交流協定により，夏と秋に

交換留学プログラムを実施し，教員同士の交流も積極的に行ないました。今後，この交流プ

ログラムの推進によって，「いどむ力」「わかりあう力」を更につけていくことができるでし

ょう。以上に関する今年度の研究成果について，本報告書で詳細にまとめております。

さらに，今年は本プログラムを開始して３年目に当たり，１１月２２日に中間発表会を開

催しました。そこでは，この３年間の活動をまとめて発表しました。

最後となりましたが，スーパーサイエンスハイスクール研究開発の機会を与えて下さった

文部科学省の関係各位，活動を進める上でご支援下さった科学技術振興機構の関係各位，研

究開発について指導と助言をいただいている運営指導委員会の委員各位に篤くお礼申し上げ

ます。また，高大連携の推進にあたり献身的な協力を惜しまなかった東京工業大学の教職員

ならびに学生の皆様に謝意を表します。

平成２０年３月

東京工業大学附属科学技術高等学校

校 長 市 村 禎二郎
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Ａ ＳＳＨ研究開発実施報告（要約）

東京工業大学附属科学技術高等学校 17～21

平成１９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

未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケーション力を育成するための，

高大接続を活かした科学技術教育システムの研究開発

② 研究開発の概要

新科目「科学技術研究入門」では科目の熟成化を目指し，テキスト及び授業内容のブラッシュアップを図った。

タイ王国カセサート大学附属高校との交流での将来的な授業交流の具現化を見据え，「異国間」というキーワード

を通した議論に有効なテーマの検討を開始した。「国際性育成」ではタイ王国カセサート大学附属高校との交換

留学を開始，8月に生徒5名を派遣した。現地では自己紹介・課題研究等のプレゼンテーションを英語で行い，

授業にも参加。帰国後は全校生徒へ報告させ，貴重な海外体験の共有化を図った。10月には相手校

から生徒5名の派遣を受け入れた。東工大留学生を招いた「先端科学技術入門」，課題研究での「英文

アブストラクト作成」の試行，英語で聞く講演会「スポーツを科学する」，英国科学実験講座参加等も実施した。「さ

きがけ教育」では第2・3学年「数学さきがけ」と第3学年「3学期さきがけ」の授業実践，「物理さきがけ」

の授業試行開始，教育実習生・本校卒業生への調査・追跡，副読本「数理応用」から副読本「数学さ

きがけ(試作版2007)」への改訂等を行った。「成果普及促進」では11月に中間報告会を開催した。視

察・訪問を9件(英韓中の視察含む)受け入れた。ホームページ上のニューズレターで13件紹介した。

③ 平成１９年度実施規模

第1・第2学年生徒全員及び第3学年生徒のうちの希望者を対象に実施する。

平成19年度の生徒数は，第1学年196人，第2学年194人であるが，第3学年「数学さきがけ」の授業

を受けた生徒は2学期に20人，第3学年｢物理さきがけ｣の授業試行を受けた生徒は1学期に25人，2学

期に26人おり，第3学年で推薦入試・AO入試で早期に大学進学が決まった生徒に対して行う「3学期

さきがけ」の授業では63人が対象となった。この他，課題研究が第3学年全員必修であるのに加え，

ｺﾝﾃｽﾄ等に参加した生徒も多数おり，さらに平成14年度から平成16年度までのSSH成果を取り入れた

授業(既にｶﾘｷｭﾗﾑの中に位置づけられている科目)も含めれば，全校生徒が対象であったとも言える。

④ 研究開発内容

○研究計画

第１年次

新科目「科学技術研究入門」について，開発科目の目標を達成するために，その理念を具体的

に実践できる教育方法を提案し，「発想をまとめる訓練，科学的なものの見方・考え方を育てる

実験，仮説検証思考型実験」からなる3部構成の構想に基づいたﾃｷｽﾄを作成した。本格実施とな

る来年度に備え，校内勉強会を実施し，教員間のｺﾝｾﾝｻｽを得るとともに，新たなｶﾘｷｭﾗﾑ編成，

複数の教科間にまたがったTT実施のために教員配置などを整備した。「国際性育成」について，

第2・第3学年における国際交流の素地作りとして，科学・技術をﾃｰﾏに，1年生全員を対象に，

英語科目「ｵｰﾗﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝI」において東京工業大学留学生を招いた授業展開を実施した。また，

2年生以上を対象に「英語で聞く講演会」も実施した。「さきがけ教育」について，第2学年の「数学

さきがけ」と第3学年の「3学期さきがけ」についての授業実践，各種ｱﾝｹｰﾄ調査の実施，第3学年

の「数学さきがけ」，「物理さきがけ」についての教育内容・方法の検討，さらに，調査・追跡な

どを行った。「成果普及促進」について，ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用，学会発表，視察受け入れなどを通して

行った。さらに，出張などの機会でも，他のSSH校との研究交流を行った。第1年次のSSH実施

報告書を作成した。

第２年次

新科目「科学技術研究入門」について，第1年次に完成させたテキストを活用しながら，第2年次よ

り本格的な授業実践を行った。「①発想をまとめる訓練」でブレインストーミングにより発想を引き出し，

ＫＪ法でまとめる訓練をしたあとは，「②科学的なものの見方・考え方を育てる実験」または「③仮

説検証思考型実験」に進み，応用化学・情報システム・機械システム・電気電子・立体造形のそれぞれ

の分野において課題に応じた活動を行うこととなった。複数の教科間にまたがったＴＴ実施のた

めの教員配置を行い，評価については4観点別評価を導入した。「国際性育成」について，第1年

次に研究対象外として実践した第1学年生徒全員対象の試行を生かし，第1学年生徒全員を研究

対象に追加して，第1年次から行っている，国際交流の素地作りとしての英語科目における東

工大留学生を招いた授業展開や東工大留学生による「英語で聞く講演会」などに加え，新たに「国

際交流を開始するにあたっての具体的相手国の検討，選定」「専門分野の授業における東工大留

学生による授業の実施」「ブリティッシュ・カウンシルや日本化学会との校内・外での協力」なども行った。タ



イ王国カセサート大学附属高等学校と国際交流協定を締結した。同校の校長以下2名の教員が本校を

訪問し，各分野の課題研究の見学を行ったり3年生から英語による説明を受けたりした。生徒

との英語での質疑も行われた。「さきがけ教育」について，第2学年の「数学さきがけ」では，研究

第1年次に行った実践形態をベースに新たに2学期にも「数学科教員と科学・技術科教員との連携授

業」を導入した。第3学年の「数学さきがけ」では，研究第1年次に検討した実施方法，運営形態

などをベースに，類型選択の数学Ⅲの2学期中間試験終了後から2学期終了時までの17時間を利用

して実施した。これらでは補助プリントを作成・蓄積しながら副読本「数理応用」も併用して授業実

践を行った。事前・事後の学力調査等も行った。「物理さきがけ」では第1年次に抽出した5つの

実施内容の候補を検討の上3つに絞り，それらの内容項目を整理して次年度に試行する2つの項

目を選定した。第3学年の「3学期さきがけ」では，第1年次の実践を踏まえ，さまざまな科目に

ついて授業を実践した。特に科目選択方法等の運営形態について改善を施した。「成果普及促進」

について，今年度も多くの学校視察・学校訪問があった(13件中9件が海外からの訪問)。生徒

の各種大会等における賞・記録については今年度も多くの賞などをいただいた。東工大大岡山

キャンパスの「ものつくり教育研究支援センター」に本校の「課題研究」の成果を特別展示し，大学のみな

らず学外にも広く紹介した。最新ニュースをホームページ上のニューズレターで紹介した（この1年間の間に掲載

されたＳＳＨ関連トピック数は15件）。さらに，出張などの機会でも他のＳＳＨ校との研究交流を行った。

第1年次の年度末に実施した意識調査の分析を行った。第2年次のＳＳＨ実施報告書を作成した。

第３年次

新科目「科学技術研究入門」について，「(2)科学技術に関する課題の発見・設定と解決の方法」

の部分，および「(4)討論と相互理解」の部分について，授業実践に基づく問題点を踏まえて，

改善のための教材改訂を行う。また，国外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関する部分について，実施要領の

作成を進め，部分的には授業実践を行い，ｱｼﾞｱの高校生と交流する。なお，授業形態・指導方

法・成績評価の方法・留学生TA導入のあり方・ｱｼﾞｱの高校生との交流などについて，改善を行

う。「課題研究」について，第3学年生徒のうちの希望者が，ｱｼﾞｱの高校生と研究を通じた国際交

流を行う。第2学年生徒がｱｼﾞｱの高校生と次年度に行う「課題研究」における国際交流の希望調

査を実施する。「数学さきがけ」について，副読本「数理応用」を副読本「数学さきがけ(試作版)」

に改訂する作業を行う。副読本「数理応用」と補助ﾌﾟﾘﾝﾄで，第2学年，第3学年1，2学期，及び，

第3学年3学期の授業実践を行う。事前・事後の学力調査を行う。年度末までに試作版の原稿を

完成する。「物理さきがけ」について，教材ﾌﾟﾘﾝﾄで授業を試行する。物理と化学について，AO入

試などで一般入試よりも早期に大学進学が決まった生徒に対して，より発展的な内容を学習さ

せる教育内容の改善を行い，3学期に授業を実践する。研究対象生徒への意識調査を行う。教

員から見た生徒の変容を調査する。教員対象の意識調査を行う。SSH研究開発の活動に関する

意識調査を，本校教員に対して行う。「SSH研究開発中間報告会」を開催し，研究の評価のための

ｱﾝｹｰﾄ調査を行う。第3年次のSSH実施報告書を作成する。他のSSH校との研究交流を行う。

第４年次

新科目「科学技術研究入門」について，完成度の高い授業実践を行い，ｱｼﾞｱの高校生との交流

を実施する。授業形態・指導方法・成績評価の方法・留学生TA導入のあり方について検討を進

め，ｱｼﾞｱの高校生との交流の方法などについても，問題点を明確にし，円滑に実施するための

方策を検討する。「課題研究」について，第3学年生徒のうちの希望者が，ｱｼﾞｱの高校生と研究を

通じた国際交流を行う。第2学年生徒がｱｼﾞｱの高校生と次年度に行う「課題研究」における国際

交流の希望調査を実施する。「数学さきがけ」について，年度始めに副読本「数学さきがけ(試作

版)」を発行し，これを用いて，第2学年，第3学年1，2学期，及び，第3学年3学期の授業実践を

行いながら，見直し検討作業を行う。事前・事後の学力調査を行う。東京工業大学教員に，副

読本「数学さきがけ(試作版)」をﾍﾞｰｽにした，教材の内容に関するｱﾝｹｰﾄ調査を行う。「物理さき

がけ」について，教材ﾌﾟﾘﾝﾄで授業を実践する。事前・事後の学力調査を行う。物理と化学につ

いて，AO入試などで一般入試よりも早期に大学進学が決まった生徒に対して，より発展的な内

容を学習させる教育内容の充実を行い，3学期に授業を実践する。研究対象生徒への意識調査

を行う。教員から見た生徒の変容を調査する。理工系大学に進学した卒業生への追跡調査を行

う。教員対象の意識調査を行う。第4年次のSSH実施報告書を作成する。他のSSH校との研究交

流を行う。

第５年次

新科目「科学技術研究入門」について，研究発表会など外部からの評価を受けるための授業実

践を行い，ｱｼﾞｱの高校生との交流を実施する。授業形態・指導方法・成績評価の方法・留学生

TA導入のあり方・ｱｼﾞｱの高校生との交流の方法などについて，完成を目指す。「課題研究」につ

いて，第3学年生徒のうちの希望者が，ｱｼﾞｱの高校生と研究を通じた国際交流を行う。「数学さ

きがけ」について，副読本「数学さきがけ(試作版)」で，第2学年，第3学年1，2学期，及び，第3

学年3学期の授業実践を行いながら，副読本「数学さきがけ」の完成作業を行う。事前・事後の

学力調査を行う。「物理さきがけ」について，改善された教材で授業実践を行いながら，見直し

検討作業を行い，「物理さきがけ」の教材完成を目指す。事前・事後の学力調査を行う。理工系

大学に進学した卒業生への追跡調査を行う。生徒の変容についてのまとめを行う。SSH研究開



発の活動に関する意識調査を本校教員に対して行い，教員の変容についてのまとめを行う。研

究全体の評価をまとめる。「SSH研究開発発表会」を開催し，研究の評価のためのｱﾝｹｰﾄ調査を行

う。第5年次のSSH実施報告書を作成する。他のSSH校との研究交流を行う。

○教育課程上の特例等特記すべき事項

教育課程の特例は必要とならない。学校設定科目としては，新科目を開発するために「科学技術

研究入門」を設置する。

○平成１９年度の教育課程の内容(ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝつきの太字は開発科目，太字はSSH関連科目，斜字は前回のSSH成果を生かした科目)

第１学年：国語総合，世界史Ａ，数学Ⅰ，数学Ａ，理科総合Ａ，物理Ⅰ，化学Ⅰ，体育，芸術，英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ，

科学技術基礎，数理基礎，人と技術，情報技術基礎

第２学年：現代文，現代社会，数学Ⅱ数学Ⅱ数学Ⅱ数学Ⅱ，数学Ｂ，物理Ⅰ，化学Ⅰ，体育，保健，英語Ⅱ，

応用化学分野；科学技術，科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門，先端科学技術入門，工業物理化学，有機工業化学，地球環境化学

情報ｼｽﾃﾑ分野；科学技術，科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門，先端科学技術入門，ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術，ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術

機械ｼｽﾃﾑ分野；科学技術，科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門，先端科学技術入門，実習，製図

電気電子分野；科学技術，科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門，先端科学技術入門，電気基礎，電子技術

立体造形分野；科学技術，科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門，先端科学技術入門，製図，建築構造，建築構造設計，建築計画

第３学年：現代文，日本史Ａ，現代社会，体育，保健，ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ，ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ，家庭基礎，

類型選択；「数学Ⅲ数学Ⅲ数学Ⅲ数学Ⅲ,専門」or「数学Ⅲ数学Ⅲ数学Ⅲ数学Ⅲ,物理Ⅱ」or「数学Ⅲ数学Ⅲ数学Ⅲ数学Ⅲ,化学Ⅱ」or「古典講読,日本史Ｂ,ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ」

応用化学分野；課題研究課題研究課題研究課題研究，工業物理化学，有機工業化学

情報ｼｽﾃﾑ分野；課題研究課題研究課題研究課題研究，ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術，ｿﾌﾄｳｪｱ技術，ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術

機械ｼｽﾃﾑ分野；課題研究課題研究課題研究課題研究，機械設計，機械工作

電気電子分野；課題研究課題研究課題研究課題研究，電気基礎，実習

立体造形分野；課題研究課題研究課題研究課題研究，製図，建築構造，建築計画

○具体的な研究事項・活動内容

新科目「科学技術研究入門」については，年度計画に基づき，科目としての着実な熟成化を目指し

た活動を実施した。昨年度から開始した授業実践の経験を踏まえ，科学・技術科における5つの各

分野では，テキストおよび授業内容のブラッシュアップを図りつつ，よりレベルアップした授業展開とすべく，取り組

んだ。また，国際性育成の一環としてタイ王国カセサート大学附属高校との交換留学活動が本格的に開始

したが，新科目「科学技術研究入門」の内容が普遍的な科学技術のセンスについて育成するものである

ことから，授業交流を進めるに当たっては新科目「科学技術研究入門」が適したコンテンツの一つとなり

得ると考え，将来的に授業交流が具現化するに至るのを見据えて，「異国間」というキーワードを通した

議論を展開するのに有効なテーマについて検討を開始した。さらに，研究開発3年目に当たることから，

中間報告会内において，公開授業を実施した。

「国際性育成」については，昨年度に国際交流協定を結んだタイ王国カセサート大学附属高校との交換留

学を具体的に開始した。6月に2・3年生から希望者を募り，応募した26名に対して応募の動機・健

康状態・既往症の有無・ホームステイ受け入れの可否等を調書として提出させ，各分野教員・担任が評価

を点数化し，科学・技術科における5つの各分野から各1名ずつ，計5名を選抜した。事前指導の一

環として保護者会1回，勉強会3回を実施し，8月にカセサート大学附属高校へ生徒5名を派遣した。現地

では自己紹介及び課題研究を中心とした本校での取り組みに関するプレゼンテーションを英語で行い，その

後，授業にも参加した。「すうどく」に取り組む授業もあった。帰国後にはレポートを日本語と英語の双

方で書かせるとともに，2学期始業式に全校生徒へ報告させ，貴重な海外体験の共有化をはかった。

10月にはカセサート大学附属高校から生徒5名の派遣を受け入れ，課題研究発表会・文化祭などに参加し

てもらった。課題研究活動の見学及び発表会参加では，研究活動の説明にあたった生徒とタイの生徒

が英語で質疑を行った。交換留学を通した活動以外にも，「国際的」意識・関心を育成・喚起するた

めの活動として，東京工業大学留学生を招いた授業「先端科学技術入門」の実施，課題研究における

生徒による「英文アブストラクト作成」の試行開始，体育科教員が中心となり海外の講演者を招いた「－スポーツ

を科学する－」というテーマによる肉体的活動の理論と実践までに関する講演会(使用言語：英語)，英

国科学実験講座クリスマスレクチャー2007への参加，なども実施した。

「さきがけ教育」については，第2学年及び第3学年の「数学さきがけ」と第3学年の「3学期さきがけ」

についての授業実践，各種アンケート調査の実施などに加え，「物理さきがけ」について，昨年度に抽出

した3つの実施内容から2つの項目を選定し，教材プリントを作成して授業実践の試行を開始した。アンケー

ト調査による教育実習生・本校卒業生への調査・追跡も行った。1回目のＳＳＨ研究開発で作成した副

読本「数理応用」に「確率と統計入門」「線形代数入門」「解析学入門」の3つの章を加えて，副読本「数学

さきがけ(試作版2007)」に改訂した。第2学年の「数学さきがけ」では，1・2・3学期とも，数学科教

員と科学・技術科教員のＴＴを継続し，さらに，教育システムの一般化を目指して研究第1・第2年次とは

異なる数学科教員が一部の授業を担当した。

「成果普及促進」については，5年計画のＳＳＨ研究開発における3年目の区切りとして11月に中間報

告会を開催し，全国のＳＳＨ校・工業高校・国立大学附属高校などから多数の先生方にご参加をいた

だいた。基調講演では伊賀健一東京工業大学学長より，科学技術の発展におけるＳＳＨの意義を，本



校を例にして，高大連携という視点から，お話しいただいた。公開授業では，新科目「科学技術研

究入門」の3つの授業(機械システム分野，電気電子分野，立体造形分野)及び「数学さきがけ」の2つの授

業(パソコンを用いた工学的視点からの授業，座学による数学的視点からの授業)を公開し，分科会・全

体会にて研究協議を行った。展示会場では，科学技術研究入門研究会・さきがけ教育研究会・国際

性育成研究会の活動をパネルや教材展示などで紹介し，生徒の課題研究作品の展示も行った。講評で

は本校ＳＳＨ運営指導委員の佐藤義雄先生より，「歴史的意義」「他のＳＳＨとの違い」「中間報告会の課題と

成果」「全国展開への課題」「今後の研究開発への期待」の5つの視点から評価をいただいた。中間報告

会以外にも，研究1・2年次の活動を継続的に行い，9件の学校視察・学校訪問を受け入れた。生徒

の各種大会等における賞・記録については，今年度も多くの賞などをいただいた。科学系クラブの活

動として，他のＳＳＨ校(早稲田大学高等学院)との研究交流を開始した。東京工業大学「ものつくり教

育研究支援センター」に，本校の「課題研究」の成果を12月から3月末まで特別展示して一般公開した。本

校ホームページ上のニューズレター(News Letter)では，平成19年3月から平成20年2月までの1年間に，13件のＳＳＨ

関連のトピックを紹介(公開)した。

⑤ 研究開発の成果と課題

○実施による効果とその評価

今年度に新科目「科学技術研究入門」を履修した2年生(平成18年度入学生)に対する，記述式のテスト

による事前・事後調査の分析では，科学・技術科の5つの分野のすべてにおいて，有意差が認めら

れた。「国際性育成」について課題研究における生徒による「英文アブストラクト作成」実施後の調査では，

約70％の生徒が難しいと感じている一方で，約80％以上の生徒が英語の重要性を認識し，今後意識

的に英語を学習しようと考える傾向が見られた。「さきがけ教育」における第2学年「数学さきがけ」

で事前・事後に実施した小テストによる学力調査の比較では，研究第2年次の3学期・研究第3年次の1

学期・2学期のいずれにおいても有意差が認められた。第3学年の「数学さきがけ」で実施した事前・

事後調査の比較では，「「数学の学習」はどの程度必要だと感じていますか」「「数学」と「物理や化学，工

業」はどの程度関連性があると感じていますか」「未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，「数

学」はどの程度役立つと感じていますか」のいずれにおいても事前の平均値が既にかなり高い値であ

った。第3学年の「物理さきがけ」で実施した事前・事後調査の比較でも，「高校の物理に興味・関心

がありますか」「教科書には載っていない発展的な内容を学習したいと思いますか」のいずれにおい

ても事前の肯定的意見割合が既にかなり高く，差もほとんど無かった。第3学年の「3学期さきがけ」

では「授業の内容が理解できたか」について比較的高い数値のものが多く，平均値が3.00を下回った

のは，昨年度と同様に「衛星授業Ａ」のみであった。「成果普及促進」では，学校視察・学校訪問の受

け入れにおいて，英国，韓国，中国からの視察も含まれた。

○実施上の課題と今後の取組

新科目「科学技術研究入門」については，科目の履修を通した生徒の評価において，科目の性格上

難しい部分が多く，客観的な評価法の確立には，今後も継続的な検討が必要である。国際交流に関

連した活動に対しては，提携校との相互の既習レベルを充分調査した上でテーマを設定する必要があり，

授業規模の設定についても充分検討する必要がある。「国際性育成」については，新科目「科学技術

研究入門」や「課題研究」との連携により，互いの文化の理解・吸収に加えて，科学技術に関する情

報の交換をスムーズに行える場，機会，環境を整えていくことが重要な課題である。「さきがけ教育」に

ついては，第３学年の「数学さきがけ」で事前・事後の小テストの導入が求められる。「成果普及促進」

については，これまでの活動を継続的に行っていくとともに，中間報告会での反省を生かし，最終

年次の発表会の準備を早い段階から開始していきたい。



Ｂ ＳＳＨ研究開発の成果と課題
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平成１９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

今年度に新科目「科学技術研究入門」を履修した2年生(平成18年度入学生)に対する，記述式のテスト

による事前・事後調査の分析では，合格者(5点満点で4点以上を獲得した生徒を指すが，教師側の

意図を十分に理解できている場合のみを合格者とするため，このレベル設定はかなり高い)人数の総人

数に対する割合について，χ

２

検定の結果，応用化学分野が0.01％水準，情報システム分野が5％水準，

機械システム分野が1％水準，電気電子分野が0.001％水準，立体造形分野が0.1％水準で，それぞれ有

意差が認められた。

「国際性育成」について，課題研究における生徒による「英文アブストラクト作成」実施後の調査では，

約70％の生徒が難しいと感じている一方で，約80％以上の生徒が英語の重要性を認識し，今後意識

的に英語を学習しようと考える傾向が見られた。

「さきがけ教育」における第2学年「数学さきがけ」で事前・事後に実施した小テストによる学力調査の

比較では，研究第2年次の3学期・研究第3年次の1学期・2学期のいずれにおいても事前の平均値よ

り事後の平均値が上回り，それぞれ，1％水準，1％水準，5％水準で有意差が認められた。第3学年

の「数学さきがけ」で実施した事前・事後調査の比較では，「「数学の学習」はどの程度必要だと感じて

いますか」「「数学」と「物理や化学，工業」はどの程度関連性があると感じていますか」「未知の値を求

めたり事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」のいずれにおいて

も事前の平均値が既にかなり高い値であり，事前の平均値と事後の平均値には有意差は認められな

かった。第3学年の「物理さきがけ」で実施した事前・事後調査の比較でも，「高校の物理に興味・関

心がありますか」「教科書には載っていない発展的な内容を学習したいと思いますか」のいずれにお

いても事前の肯定的意見割合が既にかなり高く，差もほとんど無かった。第3学年の「3学期さきが

け」では「授業の内容が理解できたか」について比較的高い数値のものが多く，平均値が3.00を下回

ったのは，昨年度と同様に東京工業大学の授業を衛星回線を利用して見させる「衛星授業Ａ」のみで

あった。

「成果普及促進」では，学校視察・学校訪問の受け入れにおいて，英国，韓国，中国からの視察も

含まれた。

（参照：根拠となるデータ等は，実施報告書の「Ｄ 関係資料」のⅧの部分に添付してある）

② 研究開発の課題

「さきがけ教育」について，第３学年の「数学さきがけ」で事前・事後の小テストの導入が求められる。

「成果普及促進」について，中間報告会での反省を生かし，最終年次の発表会の準備を早い段階か

ら開始していきたい。

（参照：根拠となるデータ等は，実施報告書の「Ｄ 関係資料」のⅧの部分に添付してある）
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Ｃ 実施報告書（本文）

Ｃ－１ 研究の概要

Ⅰ 研究の概要および本校の概要等

１ 研究開発の実施期間

指定を受けた日から平成２２年３月３１日まで

２ 研究開発課題

未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケーション力を育成するための，

高大接続を活かした科学技術教育システムの研究開発

３ 研究の概要

過去３年間のＳＳＨの成果をもとに，創造性の基盤となる力，すなわち，「わかる」力，

「つくる」力，「えがく」力を育む「東京工業大学附属科学技術高等学校」へ改組し，東

京工業大学と連携しながら新ＳＳＨに臨む。「高大接続を活かして発展的内容を取り入れ

た科学技術教育を行うことによって，未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケー

ション力が育成される」という仮説に基づき，『理論や法則と科学技術との関連を理解さ

せ，自ら課題を発見・設定し，その解決をはかる方法を理解させるとともに，得られた

知見や成果を表現・発表し，討論を通して相互理解する』力を育み，海外の高校生と科

学技術をテーマとした国際交流も行う第２学年の新科目「科学技術研究入門」を開発す

る。外国人留学生もＴＡとして活用する。希望生徒は第３学年の「課題研究」でも国際

交流を行う。挑戦力の育成強化のために高大接続を活かして発展的内容を取り入れた「さ

きがけ教育」を第２・第３学年の数学と第３学年の理科に導入する。

４ 学校の概要

（１）学 校 名 東 京 工 業 大 学 附 属 科 学 技 術 高 等 学 校

と う き ょ う こ う ぎ ょ う だ い が く ふ ぞ く か が く ぎ じ ゅ つ こ う と う が っ こ う

校 長 名 市 村 禎二郎

（２）所 在 地 〒１０８－００２３ 東京都港区芝浦三丁目３番６号

電話番号 ０３－３４５３－２２５１

ＦＡＸ番号 ０３－３４５４－８５７１
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（３）課程・学科・学年別の生徒数，学級数及び教職員数

① 課程・学科・学年別の生徒数，学級数

課程 学科 第１学年 第２学年 第３学年 計

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

全日制 科学・技術科※ 196 5 194 5 187 5 577 15

計 196 5 194 5 187 5 577 15

※第１学年では全教科を共通に履修する。第２学年以降の専門教科では，

材料科学・環境科学・バイオ技術分野 （応用化学分野）

情報・コンピュータサイエンス分野 （情報システム分野）

システムデザイン・ロボット分野 （機械システム分野）

エレクトロニクス・エネルギー・通信分野（電気電子分野）

立体造形・ディジタルデザイン分野 （立体造形分野）

の５分野に分かれて履修する。（括弧内は各分野の略称である）

② 教職員数

校長 教頭 教諭 養護教諭 非常勤講師 実習助手 ＡＬＴ 事務職員 司書 計

1 1 44 1 6 8 0 11 (2) 72

Ⅱ 研究のねらいと研究計画

１ 研究開発の実施規模

第１・第２学年生徒全員及び第３学年生徒のうちの希望者を対象に実施する。

（研究第１年次に研究対象外として実践した第１学年生徒全員対象の試行を

生かし，研究第２年次より，「第１学年生徒全員」を研究対象に追加している）

２ 研究の内容・方法・検証等

（１）「現状の分析と研究の仮説」

日本経団連のアンケート調査によれば，企業に入社した産業技術人材の現状の問題点

として指摘の多かった事項に，創造性，問題設定能力の不足，積極性，問題意識の低下

がある。また，外国語を含むコミュニケーション力の不足や専門領域の狭さを指摘する

意見も多かった。文部科学省の調査においても，ほぼ同様の傾向が示されており，民間

企業を対象に行った調査では，若手研究者の資質が低下していると認識している回答が

向上しているという回答を大幅に上回っている。さらに，ほとんどの大学関係者も理工

系人材育成において，創造性に富む人材や主体性・積極性に富む人材の育成が欠けてい

るとの認識を抱いているのが現状である。この現状に対し，産業界は，わが国の将来を

担う産業技術人材の現状に大きな危機感を抱いている。

＊１

我が国は，これまでのようなキャッチアップ型の国からフロントランナー型の国への

移行の中にあり，我が国の研究者は，世界的な水準において，極めて高い能力が求めら
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れている。能力の具体的な中身としては，これまでも様々な場で指摘されているように，

独創性，創造性，未知なものへのチャレンジ精神，豊かな感性，主体的な課題設定能力

や論理的思考力，国際的なコミュニケーション能力などが求められ，より困難な場面に

直面することが多くなることから，強い意志，ねばり強さなど精神的な力もこれまで以

上に求められる。さらに，科学技術と社会との関わりがますます強まっていることから，

倫理観や社会への説明能力も重要になってきている。

＊２

また，社会・経済活動全般にわたる急速な情報化及び国際化の進展に伴い，科学技術

・学術分野においても厳しい国際的競争環境の下で，国際化推進施策を積極的に展開す

ることが急務となっており，平成１３年に定められた第２期科学技術基本計画を指針と

し，科学技術・学術活動の国際協力・交流の現状と動向を踏まえて，国際化推進の諸施

策を講じるに当たっては，「先端研究における国際協力の戦略的推進」，「地球規模の問題

解決への取組みの強化」及び「アジア諸国との研究パートナーシップの構築」の３点を

特に重視するとともに，これを支える「国際交流・協力の基盤強化」を強力に推進する

ことを基本とすべきであるとの結論が報告

＊３

されている

一方，児童・生徒は，学習が受け身で，覚えることは得意だが，自ら調べ自ら判断し，

自分の考えを表現する力が十分育っていないこと，一面的なものの見方や考え方はでき

ても，多面的な見方や考え方が十分に育っていないこと，算数・数学や理科の学習につ

いて諸外国よりも得点平均は高いものの，積極的に学習しようとする意欲等が高くはな

いなどの問題が指摘

＊４

されている。また，初等中等教育と高等教育の接続に関して，入

学者選抜の問題だけではなく，カリキュラムや教育方法などを含め，包括的に接続を考

えていくべきであり，高等学校と大学の両者がいかにしてそれぞれの責任を果たしてい

くかという観点から，両者の教育上の連携を拡大することが必要であることも提言

＊５

さ

れている。教養教育における初等中等教育の役割においては，自分で課題をみつけ，考

え，判断し，問題を解決していく力を育成する上で，特に後期中等教育の段階は重要

＊６

であるとされる。特に，高等学校における教養教育においては，物事を自分の頭で納得

が行くまで論理的に粘り強く考える訓練をし，それを習慣づけていくことや，物事を科

学的に調べる能力，科学的なものの見方や考え方を体得することが求められている

＊７

。

近年，ＯＥＣＤが平成１５年（２００３年）に実施した国際的な学習到達度調査の結

果によると，日本は「数学的応用力」が前回の１位から６位になり，誤差を考慮すると

統計的には１位の香港と差がないものの，厳しい現状の認識が示されたこと

＊８

や，国際

教育到達度評価学会（ＩＥＡ）が同年に実施した学力調査においても，日本は，理科及

び数学で低下傾向が見られたこと

＊９

が新聞等に報道されたことは，記憶に新しい。

これらの状況のもと，新学習指導要領の基本的なねらいである［生きる力］の育成を

目指しながら，［生きる力］を知の側面からとらえた［確かな学力］育成のための取組の

充実が必要

＊１０

である。また，国際化の進展に伴い，国際社会の中で日本人としての自覚

をもち主体的に生きていく上で必要な資質や能力を育成することも極めて重要

＊４

である

ことから，将来の国際的な科学技術系人材の育成を図る上で，本校は，未知な課題へ「い

どむ」力－“未知な課題への挑戦力”－，及び，我が国を含めた国際社会の中で「わか

りあう」力－“国内外とのコミュニケーション力”－を育成することが極めて重要であ

ると考える。平成１７年度の改組では，創造性の基盤となる力として「わかる」力，「つ
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くる」力，「えがく」力を育む教育を実施する。この教育課程をもとにして，さらに，世

界最高の理工系総合大学の実現を目指す東京工業大学の附属学校としての本校は，現在

のＳＳＨ研究開発をはじめとして東京工業大学との高大接続教育の研究と実践を推進し

ている。そこで，「高大接続を活かして発展的内容を取り入れた科学技術教育を行うこと

によって，未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケーション力が育成される」と

いう仮説を立て，その検証のために，本研究開発を行うものである。

ベースとなる教育課程で育成 本研究開発で育成される新たな力

される力

「創造性の基盤となる力」「創造性の基盤となる力」「創造性の基盤となる力」「創造性の基盤となる力」 将

未知の課題への挑戦力未知の課題への挑戦力未知の課題への挑戦力未知の課題への挑戦力 来

の

いどむいどむいどむいどむ 国

わかるわかるわかるわかる 際

的

な

科

つくる えがくつくる えがくつくる えがくつくる えがく 学

技

わかりあうわかりあうわかりあうわかりあう 術

系

国内外とのコミュニケーション力国内外とのコミュニケーション力国内外とのコミュニケーション力国内外とのコミュニケーション力 人

材

（平成１４年度～１６年度

のＳＳＨの成果） （平成１７年度からの新ＳＳＨ）

＊１

平成１５年３月（社）日本経済団体連合会「産学官連携による産業技術人材の育成促進に向けて」

＊２

平成１４年７月科学技術・学術審議会人材委員会「世界トップレベルの研究者の養成を目指して

－科学技術・学術審議会人材委員会 第一次提言－」

＊３

平成１５年１月科学技術・学術審議会国際化委員会「科学技術・学術活動の国際化推進方策について報告」

＊４

平成１０年７月教育課程審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善

について（答申）」

＊５

平成１１年１２月中央教育審議会 「初等中等教育と高等教育との接続の改善について（答申）要旨」

＊６

平成１２年１２月中央教育審議会 「新しい時代における教養教育の在り方について（審議のまとめ）」

＊７

平成１４年２月中央教育審議会「新しい時代における教養教育の在り方について（答申）」

＊８

平成１６年１２月７日朝日新聞「１５歳対象のＯＥＣＤ国際調査」

＊９

平成１６年１２月１５日朝日新聞「学力，中二６位，小四３位 国際学会調査」

＊１０

平成１５年１０月中央教育審議会「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について(答申の概要)」

（※［確かな学力］とは，知識や技能に加え，思考力・判断力・表現力などまでを含むもので，

学ぶ意欲を重視した，これからの子どもたちに求められる学力）

（２）「研究内容・方法・検証」

① ベースとなる教育課程① ベースとなる教育課程① ベースとなる教育課程① ベースとなる教育課程

本研究開発を行うために基本となる教育課程は，本校で平成１４年度から行った３

年間のＳＳＨ研究開発の成果を生かした，５つの学校設定科目「科学技術基礎」，「数

理基礎」，「人と技術」，「科学技術」，「先端科学技術入門」を含む，本校独自の教育課

程である。この教育課程の骨格は，実験・実習，観察やものづくりを中心とした，次

の３科目である。第１学年の「科学技術基礎」で，工業の各分野にわたる基礎的な科
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学技術を，実験・実習によって理論を確かめながら体験させ，第２学年の「科学技術」

で，科学技術の各専門分野における，専門性のある，より高度な内容を実験・実習を

通して学び，第３学年の「課題研究」で，自ら課題を設定し，その課題を解決する学

習を通して，独創性，創造性を養うことに主眼を置く。これらに加え，第１学年にお

いて，「数理基礎」で理科及び工業教科を理解するために必要な基礎的数学知識を習得

させ，数理的にとらえるセンスを磨き，「人と技術」で科学技術に対する興味・関心を

喚起し，自ら調べ，学ぶ態度を育てると共に，科学者・技術者としての倫理観を考え，

身につけさせ，第２学年において，「先端科学技術入門」で先端科学技術の研究や成果

およびその基盤となっている部分に触れさせ，基礎的な学力の必要性や重要性を認識

させる，というものである。この教育課程により，「わかる」力，「つくる」力，「えが

く」力が育成される。一方，未知な課題へ「いどむ」力－“未知な課題への挑戦力”

－，及び，我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」力－“国内外とのコミュニ

ケーション力”－の育成が十分であるとは言えなかった。

② 研究内容② 研究内容② 研究内容② 研究内容

本研究開発では，この教育課程を元にして，平成１７年度より「東京工業大学附属

科学技術高等学校」に改組し，「サイエンスにテクノロジーという要素を加えて，スー

パーサイエンス＆テクノロジーハイスクールとして取り組む」というスピリットを貫

きながら，新たなＳＳＨ研究開発に臨み，東京工業大学と連携しながら，工業の専門

教育を主とする高等学校の立場から，国際的な展開という新たな状況に対応できる，

科学技術・理科，数学教育の革新的方法を提案するものである。

第２学年において，『理論や法則と科学技術との関連を理解させ，自ら課題を発見・

設定し，その解決をはかる方法を理解させるとともに，得られた知見や成果を表現・

発表し，討論を通して相互理解する』力を育成する新科目「科学技術研究入門」を開

発する。この新科目では，背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させると

きに，できるだけ各専門分野に共通する事象を例として扱い，同時に，理数科科目と

の関連を理解させる。科学技術に関する事象を深く観察させ，多面的に考察する力を

養う。さらに，実証的なデータに基づいて科学的に表現する力を養い，得られた知見

や研究の成果を明解に発表する力を養う。そして，論理的な意見交換，質問とその回

答のしかたなどを学ばせ，討論や意見交換を通じて相互理解をはかる。また，そこか

ら，新たな発見ができる可能性があることを理解させる。その学習の中で，東京工業

大学の国際室及び留学生センターの協力を得て，アジアの高校生と科学技術をテーマ

とした国際交流も体験させる。次に，第３学年の「課題研究」においても，第２学年

で培った国際交流の経験を活かし，意欲的に国際交流の継続を希望する生徒を対象に，

研究を通じた国際交流の機会を与え，国際的なコミュニケーション力を育成するため

の教育方法を開発する。上記２科目の円滑な運営のために，東京工業大学の留学生も

ティーチングアシスタント（以下，ＴＡ）として活用する。

＊１

また，未知な課題へ「いどむ」力については，「課題研究」などでも育成される機会

があるが，さらに育成を強化するために，高大接続を活かして発展的内容を取り入れ

た「さきがけ教育」の内容を開発する。この「さきがけ教育」では，生徒の「いどむ」

意欲を喚起するために高大接続を意識した発展的な内容を取り入れ，高校の学習と大
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学の学習をなめらかに接続するための内容や，大学教員が高校において「ここまでは

学習させて欲しい」と考えている内容などを教育する。

「数学さきがけ」及び「物理さきがけ」を，第２学年と第３学年における数学，及

び，第３学年における物理の中に，互いに独立に

＊２

，選択的に導入し，発展的内容の

学習をも希望する生徒に対して適切と考えられる教育内容を開発する。また，ＡＯ入

試などで一般入試よりも早期に大学進学が決まった生徒に，学部学習につなげる学習

をさせるために，数学・物理・化学などで，第３学年３学期における教育内容につい

ても検討する。

＊１

これらを支えるために，第１学年の「英語Ⅰ」においても，英語によるプレゼンテーションを含む指導を行う。

＊２

数学さきがけと物理さきがけの選択はそれぞれ任意であり，生徒は自らの希望によって，両方選択することも，片方だけ選

択することも，両方とも選択しないこともできるものとし，選択しない場合は，従来の数学や物理を学習するものとする。

「本ＳＳＨ研究開発と平成１７年度から本校で新編成する教育課程との関連図」「本ＳＳＨ研究開発と平成１７年度から本校で新編成する教育課程との関連図」「本ＳＳＨ研究開発と平成１７年度から本校で新編成する教育課程との関連図」「本ＳＳＨ研究開発と平成１７年度から本校で新編成する教育課程との関連図」

理工系大学学部１年

ＡＯ入試など合格者への３学期の指導ＡＯ入試など合格者への３学期の指導ＡＯ入試など合格者への３学期の指導ＡＯ入試など合格者への３学期の指導

（数学・物理・化学など）（数学・物理・化学など）（数学・物理・化学など）（数学・物理・化学など）

数学さ 物理さ数学さ 物理さ数学さ 物理さ数学さ 物理さ

第３学年第３学年第３学年第３学年

課題研究 きがけ きがけ課題研究 きがけ きがけ課題研究 きがけ きがけ課題研究 きがけ きがけ

(国際交流も可能)

数学 物理

数学さ数学さ数学さ数学さ

きがけきがけきがけきがけ

先端科学

第２学年第２学年第２学年第２学年 科学技術 科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門科学技術研究入門

技術入門

(国際交流も必須) 数学

第１学年第１学年第１学年第１学年 数理基礎 科学技術基礎 人と技術 英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ英語Ⅰ

（英語によるﾌﾟﾚ（英語によるﾌﾟﾚ（英語によるﾌﾟﾚ（英語によるﾌﾟﾚ

ｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを含む）ｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを含む）ｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを含む）ｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを含む）

※ は新科目の開発， は教育方法の開発， は教育内容の開発

これらの教育を行うことにより，未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケー

ション力が育成されるものと期待される。
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③ 方法③ 方法③ 方法③ 方法

・新科目の開発

第２学年生徒全員必修となる新科目「科学技術研究入門」は２単位の科目であり，

国際交流を行う相手側の高校の都合上，現時点では，まだ，確定した時間帯は定ま

らないが，第２学年５クラスすべてにおいて，例えば，火曜日の第３時限，第４時

限に設置するなどの時間割編成を想定している。教材は，研究第１年次から開発を

始め，研究第３年次の年度末までの完成を目指す。科目の内容などについては，次

の（３）「必要となる教育課程の特例」の方に，詳細を示してある。授業形態，指導

方法，成績評価の方法，留学生ＴＡ導入のあり方などの検討を予定している。

・課題研究の拡充

第３学年生徒全員必修の「課題研究」は，第３学年５クラスすべてにおいて，例

えば，木曜日の第１時限，第２時限，第３時限，第４時限に設置するなどの時間割

編成を想定している。「課題研究」における国際交流のあり方の可能性を探る。

・「さきがけ教育」

第２学年における「数学さきがけ」は，「数学Ⅱ」（４単位）・「数学Ｂ」（２単位）

の中で生徒の希望により選択的に行うため，それらの学習内容にも配慮しながら実

施する。各学期末に特別時間割を組み，計２０～２５時間程度を当てて実施し，「数

学さきがけ」を希望しない生徒には，従来の「数学Ⅱ」・「数学Ｂ」の内容をより定

着させる。第３学年における「数学さきがけ」は，類型選択（６単位）の４コース

のうち，「文化系ｄコース」以外の「専門系ａコース」，「理科系ｂコース」，「理科系

ｃコース」で履修する「数学Ⅲ」（３単位）の中で行うため，「数学Ⅲ」の学習内容

にも配慮しながら実施する。１，２学期の「数学Ⅲ」用のクラス編成の中に「数学

さきがけ」を設け，生徒の希望により選択的に実施し，「数学さきがけ」を希望しな

い生徒には，従来の「数学Ⅲ」の内容を学習させる。教材は，通常の教科書と共に，

平成１４年度から平成１６年度までのＳＳＨ研究開発で作成した副読本「数理応用」

（資料として，別途添付する）を活用し，授業実践を行いながら，副読本「数学さ

きがけ」に改訂する。

第３学年における「物理さきがけ」は，上述の「理科系ｂコース」で履修する「物

理Ⅱ」（３単位）の中で生徒の希望により選択的に行うため，「物理Ⅱ」の学習内容

にも配慮しながら実施する。第３学年における「物理Ⅱ」用のクラス編成の中に「物

理さきがけ」を設け，１，２学期末に特別時間割を組み，計１６時間程度を当てて

実施し，「物理さきがけ」を希望しない生徒には，従来の「物理Ⅱ」の内容をより定

着させる。まず，指導内容を検討して，教材プリントを作成・蓄積し，授業実践で

は，通常の教科書と共にそれらの教材プリントを使用しながら教材を開発する。

３学期には，特別時間割を組み，ＡＯ入試などで一般入試よりも早期に大学進学

が決まった生徒に，学部学習につなげる学習をさせるための，より発展的な内容を

学習させる。数学では計３０時間程度，物理では計１０時間程度，化学では計１０

時間程度を想定している。教材は，指導内容を検討して教材プリントを作成・蓄積

し，授業実践でそれらを使用しながら教材開発を行う。

なお，これら「さきがけ教育」の教材開発にあたっては，東京工業大学教員の助
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言も得て行われる予定である。

・その他の活動

研究対象生徒には「いどむ」心，「わかりあう」心を芽生えさせるために，科学技

術に関する講演会・校外研修などを実施する。

科学技術をテーマとした国際コンテスト参加など，国際性を高めるための課外活

動などを推進する。

研究課題を達成するために，教員の資質向上を目指した講演会・研修会などを実

施する。

④ 検証④ 検証④ 検証④ 検証

成果は，文部科学省から示されている「ＳＳＨにおける研究開発を進めるに当たっ

ての留意点と評価について」に配慮しながら，次のような方法などにより評価を行い，

検証する。

未知な課題へ「いどむ」意欲や態度，我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」

意欲や態度などに関する，生徒への意識調査を行い，生徒の意識の変容を評価する。

理工系大学に進学した卒業生についても，追跡調査を行い，変容を評価する。

教員から見た，生徒の未知な課題へ「いどむ」力，我が国を含めた国際社会の中で

「わかりあう」力の変容は，観察・生徒の作品・学力調査などによって評価する。

ＳＳＨ研究開発の活動に関する意識調査を本校教員に対して行い，教員の変容を評

価する。「ＳＳＨ研究開発中間報告会」，「ＳＳＨ研究開発発表会」などの機会に行うア

ンケート調査による外部評価をもとに，研究を評価する。
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（３）「必要となる教育課程の特例」

教育課程の特例は必要とならない。学校設定科目としては，新科目を開発するために

「科学技術研究入門」を設置する。

・科学技術研究入門

教 科：工 業

科 目 名：「科学技術研究入門」

目 標：

科学技術の背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させ，自ら課題

を発見・設定し，その解決をはかる方法を理解させるとともに，得られた知見

や成果を表現・発表し，討論を通して相互理解する態度を育てる。

履修学年：第２学年

単 位 数：２単位

内 容：

（１）理論・法則と科学技術との関連

（２）科学技術に関する課題の発見・設定と解決の方法

（３）知見・成果の表現と発表

（４）討論と相互理解

指導方法：

（１）については，背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させると

き，できるだけ各専門分野に共通する事象を例として扱うこと。同時に，

理数科科目との関連を理解させること。

（２）については，科学技術に関する事象を深く観察させ，多面的に考察する

力を養うこと。

（３）については，実証的なデータに基づいて科学的に表現する力を養い，得

られた知見や研究の成果を明解に発表する力を養うこと。

（４）については，論理的な意見交換，質問とその回答のしかたなどを学ばせ，

討論や意見交換を通じて相互理解をはかること。また，そこから，新たな

発見ができる可能性があることを理解させること。情報通信ネットワーク

環境を活用して，遠隔地との交流を実施し，外国語による国際交流も実施

することが望ましい。

既存の教科・科目との関連：

第２学年の学校設定科目「科学技術」では，科学技術の各専門分野における，

専門性のある，より高度な内容を実験・実習を通して学ぶのに対し，本科目で

は，科学技術の各専門分野共通の一般的な理論や法則と科学技術との関連を学

ぶとともに，将来において，科学技術に関する研究活動を行う際に必要とされ

る，基本的な姿勢や態度を学ぶ。

第１学年の学校設定科目「科学技術基礎」で学ぶ内容との一貫性に留意する

必要がある。

第３学年の「課題研究」で学ぶ内容に接続するものと考えられる。

「工業技術英語」との学習内容の重複が考えられるが，本科目では，科学技

術を主題とした討論や相互理解，国際交流に重点を置く。
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この他，元となる教育課程編成のために，５つの学校設定科目「科学技術基礎」，「数

理基礎」，「人と技術」，「科学技術」，「先端科学技術入門」を設置する。

・科学技術基礎

教 科：工 業

科 目 名：「科学技術基礎」

目 標：

工業の各分野にわたる基礎的科学技術を実験・実習によって理論を確かめな

がら体験させ，かつ，各分野における技術と基本的な科学の概念や原理・法則

を理解させ，科学技術に関する広い視野を養うとともに，科学技術者としての

必要な能力を養う。

履修学年：第１学年

単 位 数：３単位

内 容：

（１）力学分野

ア メカニズム模型の設計と製作 イ 水と空気の流体力学

ウ 長さの測定と有効数字 エ 力のつりあい

オ 気体とタービンで熱力学 カ 金属材料の強さを学ぼう

キ フックの法則 ク 重力加速度の測定

（２）電気分野

ア 電流を分ける イ 電圧を分ける

ウ 抵抗の製作と測定 エ キルヒホッフの法則

オ コンデンサと電荷 カ 電気と磁気

キ 交流回路の基礎 ク 半導体とダイオード

（３）化学分野

ア 塩化銅（Ⅱ）の化学式の決定 イ 水と食塩水溶液の凝固現象

ウ H2, O2, Cl2を発生させる エ 化学的方法による水質検査

オ 中和反応（中和滴定）とｐＨ

カ 分子の大きさの測定 キ コロイド溶液

（４）製図分野

ア 製図の基礎 イ 図面の表示方法

ウ 投影図法 エ 相貫体模型を作る

オ 柱を作る（力を加えて強さを調べる）

内容の取扱い：

（１）科目の目標を達成するために，次の点に留意する。

ア 日常生活と関係の深い科学技術に関する実験・実習を通して，科学技

術への興味関心を養うとともに，その理論を理解させる。

イ 技術と理科（物理・化学）との関連について理解を深めさせる。

ウ 定性的考え方に加え，定量的考え方の重要性を認識させ，その取り扱

い方を身につけさせる。

エ 他分野の基礎的技術と知識を実験・実習を通して系統的に学ぶことに

より，広い視野を養うとともに，実際に活用する能力を養う。

（２）科目の目標から１年次において,３単位程度履修させることが望ましい｡

（３）指導に当たっては，「人と技術」，「数理基礎」等の共通に履修される科目

と密接な関連を図ること。

（４）指導計画にあたっては，「工業技術基礎」との違いについて留意すること。

つまり科目の目標にあるとおり，各分野における技術と，基本的な科学の

概念や原理・法則を理解させることに重きを置くこと。
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・数理基礎

教 科：工 業

科 目 名：「数理基礎」

目 標：

理科及び工業教科を理解するために必要な基礎的数学知識を習得させること

により，科学や技術の分野に興味・関心を持たせ，工業教科の学習をスムーズ

に進められるようにする。

履修学年：第１学年

単 位 数：２単位

内 容：

（１）式の計算

文字式の通分，約分など分数式の基本的な計算や，複数の文字から成る

式の変形などを取り扱う。これらの計算は，小学校で学習した分数の知識

や計算方法及び中学校で学習した式の計算の発展であることを理解できる

ように指導する。分数式の計算の応用例として，オームの法則を利用した

合成抵抗の計算などを取り扱う。

（２）指数の計算

理科及び工業の各科目にしばしば現れる指数表示された数値の計算方法

を取り扱う。各種の量は指数表示をした方がわかり易いものが多くあり，

これらの計算方法に慣れることが各種の量をより深く探求するのに必要で

あることを理解できるように指導する。

（３）有効数字

測定値には，必然的に真の値との間に誤差が生じるため，有効数字の概

念が必要であることを理解させ，その四則演算について取り扱う。

（４）ギリシャ文字と単位

理科及び工業の各科目にしばしば現れるギリシャ文字に親しみを感じさ

せる。理科及び工業教科で扱われるＳＩ単位の仕組みを簡潔に紹介し，そ

の特長や役割を理解させる。また，科学技術の基礎を学習する上で必要と

なるＳＩ単位の換算について，質量，速度，力，仕事などを例にして理解

を深めさせる。

（５）三角比

直角三角形の辺の比と角との関係として，正弦，余弦及び正接を導入し，

これらを利用して理科や工業で扱う物体に関する計量について，長さ，角

の大きさ，面積，体積などの計算や直接測定できないものを間接的に測定

する方法を身につけさせる。また，三角比の角が０゜，９０゜の場合まで

拡張する。

（６）ベクトルの計算

平面上のベクトルについて，その意味と相等，加法，減法及び実数との

乗法などを理解させる。具体的な対象として，力の合成と分解，速度の和

と差などを取り扱い，これらの向きと大きさを持った物理量が有向線分で

表せることを理解させる。

（７）常用対数の計算

対数としては，主に底が１０のものを取り扱う。指導に当たっては，実

際に対数表を活用して数値計算を行わせることなどに重点を置き，この過

程を通して，非常に大きい数値あるいは０に近い非常に小さい数値を扱う

ときに有効な計算手段であることを理解させる。自然現象の中に多く見ら

れる指数関数的変化を伴う事象を可視領域の変化としてとらえやすくする

ために，対数表示の活用を取り扱う。

（８）三角関数

内容の（５）で扱った０゜から９０゜までの三角比を一般角まで拡張し
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て三角関数の概念を導入し，周期性を中心として，三角関数の特徴を理解

させる。理科及び工業で扱う現象には周期的である場合が少なくなく，そ

の現象をより正確に表現し，応用するために，三角関数が必要となること

を理解させる。また，弧度法の基本についても取り扱う。

（９）式とグラフ

自然科学や工学では，現象を究明するために実験を行い，その結果をグ

ラフで表して，式で示すことが多い。比較的単純な１次関数や２次関数な

どで表される現象を例にして，実験結果の数式化の方法を理解させ，自然

現象や工学現象を定量的にとらえる方法を身につけさせる。

内容の取扱い：

（１）科目の目標を達成するために，次の点に留意すること。

ア 高等学校の理科及び工業教科で使用する数式の基本を学習し，数式の

理科及び工業教科への応用を学び，深化を図る。

イ 基礎的な計算処理方法を身につけ，事象を文章化し，数式や方程式を

組み立てる能力を養う。

ウ 理科及び工業教科で学ぶ事象をグラフ化し，一般法則を数式的に処理

する能力を養う。

エ 理科や工業等の科学技術の基礎教育において，原理・法則，未知の現

象等に対して数理的な見方，考え方を自ら積極的に行わせるとともに，

実験・実習をより客観的に捉え，数理的処理方法の要領を自ら会得で

きるようにする。

（２）２単位程度で履修されることを想定して内容を構成している。

（３）科目の目標から１年次において履修させることが望ましい。

（４）指導に当たっては，「科学技術基礎」，「人と技術」などの共通に履修させ

る科目と密接な関連を図り，理科及び工業の各分野に共通に必要とされる

基礎的な能力と態度を育成するように配慮することが必要である。

（５）指導計画の作成に当たっては，「工業数理基礎」との違いについて留意す

る必要がある。「工業数理基礎」は事象があってそれを解析する過程におい

て必要な数式の適用を学習するものであるのに対して，「数理基礎」は数学

を基礎にして理科及び工業の事象を論理的に理解しようとする能力や態度

を育成するものである。

（６）理科及び工業に関する各分野を横断的に学べる科目なので，生徒が興味

・関心を持つような良い題材を選んで学習させ，理科及び工業の境界領域

を学習するための定礎となるように工夫すること。

（７）内容の（２）において，指数の範囲は有理数までを扱うものとする。

（８）内容の（６）において，ベクトルで表される物理量を扱う際には，ベク

トルが有向線分で表わされることのよさを理解させ，ベクトルを活用して

考察する能力を養うようにすること。

（９）内容の（７）において，星の明るさ等級，水素イオン濃度，音圧などの

具体的な事例を通して，対数のよさを気づかせ，対数の理解を深めるよう

にすること。
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・人と技術

教 科：工 業

科 目 名：「人と技術」

目 標：

工業の各分野における科学技術に対する興味・関心を喚起し，自ら調べ，学

ぶ態度を育てることにより，創造的に問題解決を図ることができるような人材

を育てる。また，科学技術を学ぶものあり方を生徒自身に考えさせ，技術者と

しての倫理観を涵養する。

履修学年：第１学年

単 位 数：１単位

内 容：

各テーマは，科目横断的・総合的な学習をはかるものとし，技術者としてあ

るべき姿を考えさせるものとする。

（１）ロボット

（２）電 力

（３）都 市

（４）環境と人間

（５）技術者倫理

（６）情報モラル

内容の取り扱い：

学習活動は，（１）科学技術に対する興味・関心の喚起，（２）学習の動機付

け，（３）問題解決学習への導入，（４）発表と討議の４つの段階よりなる。

（１）科学技術に対する興味・関心の喚起

生徒の興味を沸きたてる授業，最先端の科学技術を体験する特別講義や

体験学習によって，生徒の目を科学技術に向けさせ，科学技術の問題点，

すなわち，地球全体の問題から我が国の問題，そして地域特有の問題も含

め，総合的に学習する。そのために，科目を横断したテーマの設定が望ま

れる。

（２）学習の動機付け

科学技術の現状，最先端の技術等を紹介し，各テーマを理解するために

不可欠な基礎的学習を行う。その際，各テーマが抱えている問題点を客観

的に指摘し，問題点を解決するためにさらに科学技術の発展が望まれてい

ることを示す。なお，問題点の指摘にあたっては，技術者のモラル・倫理

観についても自ら学ぶことができるよう配慮する。また，各テーマについ

てより深く学び，問題解決を図るための，上級学校・職業等を紹介し，進

路選択に具体的な助言をすることが望ましい。

（３）問題解決学習への導入

問題解決学習は，「受ける学習」から「調べる学習」への転換を図るもの

だが，そのためには，生徒自身が主体的にテーマを設定し，取り組むこと

が望まれる。生徒が問題解決学習に取り組むことができるよう，[２]との

連携をはかりながら，問題解決学習のための方法を示すものとする。その

際に，調べるための施設・文献を紹介するとともに，マルチメディアを活

用した調べ方についても紹介することが望ましい。

（４）この科目は，工業に関する科目の基礎となるものであり，全テーマにつ

いて第１学年で履修することが望ましいが，自分の選択した１つのテーマ

について，より深く学習するため，第２学年に継続し，第３学年の課題研

究につなげていくことも可能である。

（５）指導計画の作成にあたっては，科目を横断した授業，体験のための特別

授業，生徒発表会，討議，校外研修等が，効果的に配置されることが望ま

れる。また，マルチメディアの活用等が積極的になされなければならない。
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・科学技術

教 科：工 業

科 目 名：「科学技術」

目 標：

第１学年で学習した「科学技術基礎」を踏まえ，科学技術の各専門分野にお

ける技術を実験・実習を通して総合的に習得させ，工業の意義や役割を理解さ

せながら，科学技術の発展に主体的に対応できる能力と態度を育てる。

履修学年：第２学年

単 位 数：２単位

内 容：

（１）各専門分野における科学技術

（２）各専門分野に関係する環境と倫理

内容の取扱い：

（１）内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮する。

ア 内容の（１）に基づく，専門的な実験・実習を主体とするテーマを設

定する。

イ 単に実験や実習のみを取り上げることのないよう注意すること。

ウ 指導に当たっては，基礎的な内容を用いて生徒の興味・関心等を持た

せるとともに，発展的内容に対応できるよう工夫すること。

エ 内容の（２）に関しては，単一の項目で実施するのではなく，内容（１）

で取り扱う科学技術と関係の深い具体的事例を取り上げるよう配慮

し，１テーマの中に取り入れて行うこと。

（２）科目の目標から，第２学年において２単位程度履修させることが望まし

い。

（３）内容の範囲については，「科学技術基礎」から継続できるよう配慮する｡

（４）内容の程度については，「科学技術基礎」の発展形として扱えるものとす

る。

（５）第３学年において履修する「課題研究」や他の専門科目にも学習した内

容が活用できるよう配慮すること。
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・先端科学技術入門

教 科：工 業

科 目 名：「先端科学技術入門」

目 標：

工業の各分野における先端科学技術の研究や成果およびその基盤となってい

る部分に触れさせ，基礎的な学力の必要性や重要性を認識することで，理数系

科目の基礎力の定着を目指し，自然科学ならびに技術に対する意欲と挑戦への

動機付けを図る。

履修学年：第２学年

単 位 数：１単位

内 容：

（１）各専門分野における工業技術及び科学技術

（２）各専門分野における先端科学技術の研究内容・研究成果

（３）各専門分野における具体的事例に深く関係する理科・数学

（４）各専門分野に関係する科学技術系英語文献を用いた技術系英語

内容の取扱い：

本科目は，先端の科学技術を研究・開発している大学教員や技術者が講師と

して参画し，本校教員と協力して行う科目である。

第２学年以上で，１単位で実施することが望ましい。

（１）科目の目標を達成するために，次の点に留意する。

ア 内容（２）及び（３）に基づくテーマを，年間を通して６テーマ程度

と設定する。また，１テーマにつき授業を４回程度実施し，第１，２

回目を本校教諭による準備授業，第３回目を講師による授業，第４回

目を本校教諭によるまとめの授業となるように配慮する。テーマ設定

に関しては，次のイによる。

イ 内容の（１）及び（２）に関しては，生徒の興味・関心を沸きたたせ

る内容となるよう配慮すること。特に（２）に関しては，先端の科学

技術の研究や成果に，理科や数学の基礎的な内容が必ず基盤となって

いることが理解できるようなものする。

ウ 内容（３）に関しては，必ず内容（２）で取り上げたものと関連させ

ながら，理解の深化を図ること。

エ 内容（４）に関しては，内容（２）で取り上げた先端的な研究内容・

成果と関連している文献とするよう配慮すること。

（２）内容の範囲や程度については，次の点に配慮する。

ア 内容（１）に関しては，本校の各専門の教育課程内に含まれているこ

とが望ましいが，生徒の興味・関心を喚起するものであればその限り

ではなく，柔軟に適応してかまわない。

イ 内容（２）に関しては，本校の各専門の教育課程と関係の深い先端的

な科学技術の研究内容・成果を題材にするよう配慮するが，発展的な

内容であっても生徒の興味・関心を喚起し，本校の理科・数学の教育

課程に含まれているものであればかまわない。その際には，準備授業

によって生徒が理解し易くなるよう配慮する。

ウ 内容（４）に関しては，内容（２）に関連する科学技術系英文等の和

訳を課し，事象・現象を読み解く基礎・基本の力としての文系の力の

養成を行う。特に国際社会で必要とされる英語力の強化を図る。様々

な文献を読むことで，科学技術への興味・関心を高めて，加えて英語

学習の必要性を認識させるよう配慮する。

なお，研究第三年次（平成１９年度）の教育課程表は，「Ｄ 関係資料」に添付する。
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３ 研究計画・評価計画

（１）第一年次

【第一年次の計画】

新科目「科学技術研究入門」について，「（１）理論・法則と科学技術との関連」及び

「（３）知見・成果の表現と発表」の部分の教材の内容を検討し，作成する。「（２）科学

技術に関する課題の発見・設定と解決の方法」及び「（４）討論と相互理解」の部分の教

材の内容を検討し，作成作業を開始する。授業形態・指導方法・成績評価の方法・留学

生ＴＡ導入のあり方・アジアの高校生との交流の方法などの検討を行う。

「課題研究」について，国際交流のあり方の可能性を探る。

「数学さきがけ」について，第２学年用及び第３学年３学期用の教育内容の検討・抽

出を行い，副読本「数理応用」を用いて，授業を試行する。事前・事後の学力調査を行

う。東京工業大学教員に，副読本「数理応用」をベースにした，教材の内容に関するア

ンケート調査を行う。

「物理さきがけ」について，教育内容の模索・検討を行う。

意識調査の内容・方法を検討し，年度内に研究対象外の生徒に意識調査を行う。ＳＳ

Ｈ研究開発の活動に関する意識調査を，本校教員に対して行う。

第一年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

【実施報告】

新科目「科学技術研究入門」について，開発科目の目標を達成するために，その理念

を具体的に実践できる教育方法を提案し，「発想をまとめる訓練，科学的なものの見方・

考え方を育てる実験，仮説検証思考型実験」からなる３部構成の構想に基づいたテキス

トを作成した。本格実施となる来年度に備え，校内勉強会を実施し，教員間のコンセン

サスを得るとともに，新たなカリキュラム編成，複数の教科間にまたがったＴＴ実施の

ために教員配置などを整備した。

「国際性育成」について，第２・第３学年における国際交流の素地作りとして，科学

・技術をテーマに，１年生全員を対象に，英語科目「オーラル・コミュニケーションⅠ」

において東京工業大学留学生を招いた授業展開を実施した。また，２年生以上を対象に

「英語で聞く講演会」も実施した。

「さきがけ教育」について，第２学年の「数学さきがけ」と第３学年の「３学期さき

がけ」についての授業実践，各種アンケート調査の実施，第３学年の「数学さきがけ」，

「物理さきがけ」についての教育内容・方法の検討，さらに，調査・追跡などを行った。

「成果普及促進」について，ホームページ活用，学会発表，視察受け入れなどを通し

て行った。さらに，出張などの機会でも，他のＳＳＨ校との研究交流を行った。

第一年次のＳＳＨ実施報告書を作成した。

（２）第二年次（昨年度）

【第二年次の計画】

新科目「科学技術研究入門」について，２年生全員を対象として，第一年次に作成し

た新テキストによる授業実践を開始することで，「発想をまとめる訓練，科学的なものの

見方・考え方を育てる実験，仮説検証思考型実験」からなる３部構成による学習の有効

性・問題点を明らかにし，改善のための方策を提案する。また，「国際性育成」と連携を
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図りながら，アジアの高校生との交流を計るための実施要領を策定する。これらのこと

により，授業形態・指導方法・成績評価の方法・留学生ＴＡ導入のあり方・アジアの高

校生との交流の方法などについて，改善する。なお，「（２）科学技術に関する課題の発

見・設定と解決の方法」の部分，及び，「（４）討論と相互理解」の部分の教材のうち，

国内とのコミュニケーションに関する部分の作成については，当初の計画では第二年次

に作成を進める予定であったが，前述の３部構成の中に位置づける形で，既に第一年次

に作成を終了している。

「国際性育成」について，第一年次の試行を生かして研究対象に「１年生全員」を追

加し，国際交流の素地作りとして１年生全員を対象に，科学・技術をテーマに，英語科

目「オーラル・コミュニケーションⅠ」における東京工業大学留学生を招いた授業展開

を実施する。また，２年生以上を対象に「英語で聞く講演会」も実施する。また，「課題

研究」における国際交流の具体的な方法を検討する。第２学年生徒がアジアの高校生と

次年度に行う「課題研究」における国際交流の希望調査を実施する。留学生ＴＡ導入の

あり方の検討を行う。

「さきがけ教育」については，まず，「数学さきがけ」について，第３学年１，２学期

用の教育内容の検討・抽出を行う。第２学年用及び第３学年３学期用の補助プリントを

作成・蓄積しながら，副読本「数理応用」と併用して授業実践する。第３学年１，２学

期に関しては，第一年次の検討結果を踏まえ，２学期中間試験以降に実施時期を設定し，

副読本「数理応用」を用いて，授業を試行する。事前・事後の学力調査を行う。また，「物

理さきがけ」について，第一年次に抽出した５つの実施内容の候補をベースに，教材プ

リントを作成・蓄積する。さらに，第３学年の「３学期さきがけ」については，第一年

次に，当初の計画よりもかなり多い科目の授業実践が実現したため，物理と化学を含め，

様々な科目について，ＡＯ入試などで一般入試よりも早期に大学進学が決まった生徒に

対して，より発展的な内容を学習させる教育内容の検討を行い，３学期に授業の試行を

重ねるとともに，運営形態についても検討を行う。

「成果普及促進」については，ホームページ活用，学会発表，視察受け入れなどを積

極的に継続する。

研究対象生徒への意識調査を行う。教員から見た生徒の変容を調査する。教員対象の

意識調査を行う。

第二年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

【実施報告】

新科目「科学技術研究入門」については，第一年次に完成させたテキストを活用しな

がら，第二年次より本格的な授業実践を行った。「①発想をまとめる訓練」でブレインス

トーミングにより発想を引き出し，ＫＪ法でまとめる訓練をしたあとは，「②科学的なも

のの見方・考え方を育てる実験」または「③仮説検証思考型実験」に進み，応用化学・

情報システム・機械システム・電気電子・立体造形のそれぞれの分野において，課題に

応じた活動を行うこととなった。複数の教科間にまたがったＴＴ実施のための教員配置

を行い，評価については４観点別評価を導入した。

「国際性育成」については，第一年次に研究対象外として実践した第１学年生徒全員

対象の試行を生かし，第１学年生徒全員を研究対象に追加して，第一年次から行ってい
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る，国際交流の素地作りとしての英語科目における東工大留学生を招いた授業展開や東

工大留学生による「英語で聞く講演会」などに加え，新たに「国際交流を開始するにあ

たっての具体的相手国の検討，選定」「専門分野の授業における東工大留学生による授業

の実施」「ブリティッシュ・カウンシルや日本化学会との校内・外での協力」なども行っ

た。タイ王国カセサート大学附属高等学校と国際交流協定を締結した。同校の校長以下

２名の教員が本校を訪問し，各分野の課題研究の見学を行ったり，３年生から英語によ

る説明を受けたりした。生徒との英語での質疑も行われた。

「さきがけ教育」については，第２学年の「数学さきがけ」では，研究第一年次に行

った実践形態をベースに，新たに２学期にも「数学科教員と科学・技術科教員との連携

授業」を導入した。第３学年の「数学さきがけ」では，研究第一年次に検討した実施方

法，運営形態などをベースに，類型選択の数学Ⅲの２学期中間試験終了後から，２学期

終了時までの１７時間を利用して実施した。これらでは補助プリントを作成・蓄積しな

がら，副読本「数理応用」も併用して授業実践を行った。事前・事後の学力調査等も行

った。「物理さきがけ」では，第一年次に抽出した５つの実施内容の候補を検討の上３つ

に絞り，それらの内容項目を整理して，次年度に試行する２つの項目を選定した。第３

学年の「３学期さきがけ」では，第一年次の実践を踏まえ，さまざまな科目について授

業を実践した。特に，科目選択方法等の運営形態について改善を施した。

「成果普及促進」については，今年度も多くの学校視察・学校訪問があった（１３件

中，９件が海外からの訪問）。生徒の各種大会等における賞・記録については，今年度も

多くの賞などをいただいた。東京工業大学大岡山キャンパスの「ものつくり教育研究支

援センター」に本校の「課題研究」の成果を特別展示し，大学のみならず学外にも広く

紹介した。最新ニュースをホームページ上のニューズレターで紹介した（この１年間の

間に掲載されたＳＳＨ関連トピック数は１５件）。さらに，出張などの機会でも，他のＳ

ＳＨ校との研究交流を行った。

第一年次の年度末に実施した意識調査の分析を行った。

第二年次のＳＳＨ実施報告書を作成した

（３）第三年次（今年度）

新科目「科学技術研究入門」について，「（２）科学技術に関する課題の発見・設定と

解決の方法」の部分，および「（４）討論と相互理解」の部分について，授業実践に基づ

く問題点を踏まえて，改善のための教材改訂を行う。また，国外とのコミュニケーショ

ンに関する部分について，実施要領の作成を進め，部分的には授業実践を行い，アジア

の高校生と交流する。なお，授業形態・指導方法・成績評価の方法・留学生ＴＡ導入の

あり方・アジアの高校生との交流などについて，改善を行う。

「課題研究」について，第３学年生徒のうちの希望者が，アジアの高校生と研究を通

じた国際交流を行う。第２学年生徒がアジアの高校生と次年度に行う「課題研究」にお

ける国際交流の希望調査を実施する。

「数学さきがけ」について，副読本「数理応用」を副読本「数学さきがけ（試作版）」

に改訂する作業を行う。副読本「数理応用」と補助プリントで，第２学年，第３学年１，

２学期，及び，第３学年３学期の授業実践を行う。事前・事後の学力調査を行う。年度

末までに試作版の原稿を完成する。
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「物理さきがけ」について，教材プリントで授業を試行する。

物理と化学について，ＡＯ入試などで一般入試よりも早期に大学進学が決まった生徒

に対して，より発展的な内容を学習させる教育内容の改善を行い，３学期に授業を実践

する。

研究対象生徒への意識調査を行う。教員から見た生徒の変容を調査する。教員対象の

意識調査を行う。ＳＳＨ研究開発の活動に関する意識調査を，本校教員に対して行う。

「ＳＳＨ研究開発中間報告会」を開催し，研究の評価のためのアンケート調査を行う。

第三年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

（４）第四年次

新科目「科学技術研究入門」について，完成度の高い授業実践を行い，アジアの高校

生との交流を実施する。授業形態・指導方法・成績評価の方法・留学生ＴＡ導入のあり

方について検討を進め，アジアの高校生との交流の方法などについても，問題点を明確

にし，円滑に実施するための方策を検討する。

「課題研究」について，第３学年生徒のうちの希望者が，アジアの高校生と研究を通

じた国際交流を行う。第２学年生徒がアジアの高校生と次年度に行う「課題研究」にお

ける国際交流の希望調査を実施する。

「数学さきがけ」について，年度始めに副読本「数学さきがけ（試作版）」を発行し，

これを用いて，第２学年，第３学年１，２学期，及び，第３学年３学期の授業実践を行

いながら，見直し検討作業を行う。事前・事後の学力調査を行う。東京工業大学教員に，

副読本「数学さきがけ（試作版）」をベースにした，教材の内容に関するアンケート調査

を行う。

「物理さきがけ」について，教材プリントで授業を実践する。事前・事後の学力調査

を行う。

物理と化学について，ＡＯ入試などで一般入試よりも早期に大学進学が決まった生徒

に対して，より発展的な内容を学習させる教育内容の充実を行い，３学期に授業を実践

する。

研究対象生徒への意識調査を行う。教員から見た生徒の変容を調査する。理工系大学

に進学した卒業生への追跡調査を行う。教員対象の意識調査を行う。

第四年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

（５）第五年次

新科目「科学技術研究入門」について，研究発表会など外部からの評価を受けるため

の授業実践を行い，アジアの高校生との交流を実施する。授業形態・指導方法・成績評

価の方法・留学生ＴＡ導入のあり方・アジアの高校生との交流の方法などについて，完

成を目指す。

「課題研究」について，第３学年生徒のうちの希望者が，アジアの高校生と研究を通

じた国際交流を行う。

「数学さきがけ」について，副読本「数学さきがけ（試作版）」で，第２学年，第３学

年１，２学期，及び，第３学年３学期の授業実践を行いながら，副読本「数学さきがけ」

の完成作業を行う。事前・事後の学力調査を行う。

「物理さきがけ」について，改善された教材で授業実践を行いながら，見直し検討作
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業を行い，「物理さきがけ」の教材完成を目指す。事前・事後の学力調査を行う。

理工系大学に進学した卒業生への追跡調査を行う。生徒の変容についてのまとめを行

う。ＳＳＨ研究開発の活動に関する意識調査を本校教員に対して行い，教員の変容につ

いてのまとめを行う。研究全体の評価をまとめる。

「ＳＳＨ研究開発発表会」を開催し，研究の評価のためのアンケート調査を行う。

第五年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

４ 平成１９年度の研究開発の概要

新科目「科学技術研究入門」については，科目としての着実な熟成化を目指した活動

を実施した。テキストおよび授業内容のブラッシュアップを図りつつ，よりレベルアッ

プした授業展開とすべく，取り組んだ。タイ王国カセサート大学附属高校との授業交流

を進めるに当たっては新科目「科学技術研究入門」が適したコンテンツの一つとなり得

ると考え，将来的に授業交流が具現化するに至るのを見据えて，「異国間」というキーワ

ードを通した議論を展開するのに有効なテーマについて検討を開始した。

「国際性育成」については，昨年度に国際交流協定を結んだタイ王国カセサート大学

附属高校との交換留学を開始し，８月に生徒５名を派遣した。現地では自己紹介及び課

題研究を中心とした本校での取り組みに関するプレゼンテーションを英語で行い，その

後，授業にも参加した。帰国後には全校生徒へ報告させ，貴重な海外体験の共有化をは

かった。１０月にはカセサート大学附属高校から生徒５名の派遣を受け入れた。東京工

業大学留学生を招いた授業「先端科学技術入門」，課題研究における生徒による「英文ア

ブストラクト作成」の試行開始，英語で聞く講演会「スポーツを科学する」，英国科学実

験講座クリスマスレクチャー2007への参加，なども実施した。

「さきがけ教育」については，第２学年及び第３学年の「数学さきがけ」と第３学年

の「３学期さきがけ」についての授業実践，各種アンケート調査の実施などに加え，「物

理さきがけ」について，昨年度に抽出した３つの実施内容から２つの項目を選定し，授

業実践の試行を開始した。アンケート調査による教育実習生・本校卒業生への調査・追

跡も行った。副読本「数理応用」を副読本「数学さきがけ（試作版2007）」に改訂した。

「成果普及促進」については，１１月に中間報告会を開催し，伊賀健一東京工業大学

学長による基調講演・公開授業・分科会・全体会・展示などを行った。９件の学校視察

・学校訪問（英国，韓国，中国からの視察もあった）を受け入れた。生徒の各種大会等

における賞・記録について今年度も多くの賞などをいただいた。科学系クラブの活動と

して他のＳＳＨ校との研究交流を開始した。東京工業大学「ものつくり教育研究支援セ

ンター」に「課題研究」の成果を特別展示した。ホームページ上のニューズレターでは，

この１年間に１３件のＳＳＨ関連トピックを紹介した。
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Ⅲ 研究組織

１ 研究組織の概要

ＳＳＨの取組には下の図に示す研究組織に本校の全教員が所属し，教育研究活動を行

う。また，これに伴う事務業務を全事務員が全面的に支援する。

「ＳＳＨ研究開発研究組織図」

東京工業大学 本校東京工業大学 本校東京工業大学 本校東京工業大学 本校

教育推進室 科学技術研究入門研究会 教

員

国際室 国際性育成研究会 に

よ

教育工学開発センター さきがけ教育研究会 る

研

留学生センター 成果普及促進委員会 究

組

各担当事務部 ＳＳＨ研究開発委員会 織

事務部(経理等の事務処理)

ＳＳＨ運営指導委員会

◎各研究会・委員会の役割分担

校内の各研究会・委員会の役割分担は，次の通りである。

○科学技術研究入門研究会

新科目「科学技術研究入門」の開発

○国際性育成研究会

海外の協力校との連携，東京工業大学留学生センターとの連携，

「課題研究」における国際交流導入のための指導方法の開発

○さきがけ教育研究会

数学，物理，化学などにおける「さきがけ教育」の指導内容の開発

○成果普及促進委員会

ＳＳＨ研究開発の成果等の他校への普及の促進

○ＳＳＨ研究開発委員会

ＳＳＨ研究開発における全般的な企画立案，渉外活動，業務のとりまとめ
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２ 研究担当者（○印 研究主任）

氏 名 職 名 担当教科（分野）

市 村 禎二郎 校 長

山 寺 誠 一 副校長

立体造形・ディジタル

門 馬 進 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 工業( )デザイン分野

○ 多 胡 賢太郎 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 数学

システムデザイン・

門 田 和 雄 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 工業( )ロボット分野

情報・コンピュータ

大 森 好 明 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 工業( )サイエンス分野

材料科学・環境科学・

豊 前 太 平 教諭・科学技術研究入門研究会幹事 工業( )バイオ技術分野

井 口 実千代 教諭・国際性育成研究会幹事 英語

杉 原 了 三 教諭・さきがけ教育研究会幹事 理科

保 立 雅 紀 教諭・成果普及促進委員会幹事 地理歴史・公民

山 下 利 幸 事務長

３ 運営指導委員会

①組織

氏 名 所 属 ・ 職 名 備考(専門分野等)

小 川 浩 平 東京工業大学・教授 化学工学

太 田 幸 一 富士通エフ・アイ・ピー(株)・会長 産業界

岸 本 喜久雄 東京工業大学・教授 機械工学

佐 藤 義 雄 山形県立米沢工業高等学校・校長 教育行政

廣 瀬 幸 夫 東京工業大学・教授 留学生教育

広 瀬 茂 久 東京工業大学・教授 生理学一般

牟 田 博 光 東京工業大学・理事・副学長・教授 教育行政

武 藤 昭 一※ 東京電力(株)・開発計画部長 産業界

若 月 秀 夫 品川区教育委員会・教育長 行政機関

（五十音順）

※東京電力(株)・開発計画部長後藤清氏の後任の武藤昭一氏が，研究第２年次

より，本校ＳＳＨ運営指導委員をお引き受け下さっている。

②活動計画

１年に２回程度の運営指導委員会を開催し，研究内容に即した授業の参観，研究

内容に関する討議を行い，指導と助言を受ける。
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Ｃ－２ スーパーサイエンススクール研究開発の実施内容

Ⅰ 科学技術研究入門研究会の活動報告

１ 概要

年度計画に基づき，科目としての着実な熟成化を目指した活動を実施した。昨年度か

ら開始した授業実践の経験を踏まえ，各分野では，テキストおよび授業内容のブラッシ

ュアップを図りつつ，よりレベルアップした授業展開とすべく，精力的に取り組んだ。

授業実践 2 年目となる今年度からは，科目開発の有効性について，生徒の評価を通し

た分析が，年度単位で比較可能となる。また，昨年度に本科目を受講した生徒が 3 年生

となったことで，本科目の受講が課題研究への取り組みにどのように影響し，成果をも

たらしているかに関して分析を開始した。

国際性育成として，タイ王国カセサート大学附属高校との交換留学活動が本格的に開

始したが，本科目の内容が普遍的な科学技術のセンスについて育成するものであること

から，授業交流を進めるに当たっては，本科目が適したコンテンツの一つとなり得ると

考える。そこで，将来的に授業交流が具現化するに至るのを見据え，「異国間」という

キーワードを通した議論を展開するのに有効なテーマについて検討を開始した。

研究開発 3 年目に当たることから，中間報告会内において，公開授業を実施した。時

間的な制約から特別授業を展開せざるを得ず，授業内容の精選について綿密な打ち合わ

せをした上で，実践に当たった。

２ 経緯

｢科学技術の背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させ，自ら課題を発見

・設定し，その解決をはかる方法を理解させるとともに，得られた知見や成果を表現・

発表し，討論を通して相互理解する態度を育てる｣とした科目の目標に従い，既習の知

識を適用することで解決可能な応用課題を生徒に提示するテキストの作成を，研究開発

初年度に実施した。これを受け，昨年度は，授業計画の立案を進めるとともに，授業実

践の開始に至った。本年度は，授業内容の熟成化を目指すことから，昨年度の実施形態

を踏襲し，機械システム分野は通年２時間授業(２単位)，他の４分野は後期半期のみの

４時間授業(単位数２単位)で実施した。

３ 内容

開発科目の目標に基づいた具体的な指導方法，授業実践の具体的内容，および，中間

報告会における公開授業の内容について報告する。

（１）科目開発の理念と指導方法

今スーパーサイエンスハイスクール研究開発においては，「いどむ力」と「わかり

あう力」の育成をキーワードとして掲げている。この課題達成のために立ち上げられ

たのが，本新科目の開発である。開発の理念，および，指導方法について，以下に概

略する。詳細は昨年度の報告書に譲る。

① 科目開発の理念

高等学校における授業形態としては，従来，一斉授業のスタイルをとるものが一般

的である。これは生徒が，教師側から一方的に与えられる知識を習得するという形態

をなすものであり，いわゆる，教授主義的学習観に基づいた教育方法である。ここで
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は，知識と技能の習得について，いかに量的な充実が達成できるかが一つのポイント

となる。初等中等教育過程において，「読み・書き・そろばん」に当たるような基礎

知識・基礎技能の詰め込みは，無意識のうちに科学技術的なセンスを身に付けさせる

点で非常に重要であり，その必要性は決して否定されるものではない。しかし，高等

教育課程に進学後，解答の有無さえ分らぬ課題を前にしたときに必要となるものは，

既習知識の絶対量だけではなく，それを用いた解法構築能力にもあると考える。すな

わち，すべての科目で教授主義的学習観に基づいた教育法を取るのではなく，習得し

た知識の使い方について，多少なりとも訓練する機会を設けることが，主体的な学習

姿勢の育成には重要であると考える。さらには，自らが構築した思考を自己の中で解

決するだけではなく，外部に対して適切に表現・発信していくためには，思考の論理

的な説明能力の必要性も欠くことはできないと考える。本科目では，構成主義的学習

観に基づいた教育方法を導入することにより，自ら課題を発見・設定し，その解決を

図る方法を理解させるとともに，得られた知見や成果を表現・発表し，討論を通して

相互理解する態度を育てることを目的とする。

本科目は，①発想をまとめる訓練，②科学的なものの見方・考え方を育てる実験，

③仮説検証思考型実験からなる。この中では，ブレインストーミング（発想支援法）

や KJ 法的創造技法（発想整理法）を積極的に取り入れ，生徒の解法構築能力の育成

（いどむ力の育成）を目指す。また，プレゼンテーションを取り入れることにより，

導き出した思考の自己理解の深化，および，他者との理解の向上（わかりあう力の育

成）を目指す。

（２）各分野における取り組み

昨年度の授業実践の本格始動から2年目に当たる今年度は，各分野とも，授業内容

および授業運営の着実な成熟化を目指し，研究開発に取り組んだ。昨年度の経験を生

かしながら授業を進める中で，新たな内容の導入を試行したり，教科書の内容につい

て一部追加修正（応用化学分野および立体造形分野）したりした分野も見られた。以

下に，本年度の各分野における取り組みの様子について概略を記す。

①応用化学分野

(ｱ)今年度の概要

応用化学分野の科学技術研究入門の授業は，昨年度と同様，９月下旬から後期授業

として週４時間の２単位，１日４時間連続授業として実施した。授業の基本は，クラ

スを四分し，２週間を１クールとして２テーマに取り組み，ローテーションにより合

計７テーマを実施した。また昨年度に試行的に導入した内容（科学的ものの見方・考

え方を育てる実験）に関しても，具体的な教材化に向け，引き続き検討した。さらに，

発想をまとめる訓練においては，地歴・公民科の教員の支援を積極的に取り入れた。

(ｲ)実施テーマ

○第１，２回目 ブレインストーミングおよび発想をまとめる訓練①（クラス全員）

地歴・公民科の教員の支援を受け，ブレインストーミングおよび発想をまとめる訓

練を行った。科目の趣旨説明の後，クラスを 6 グループに分け，作業を開始した。「高

校生の宝物」，「大切なものはなに？」，「好きなものの条件」，「本当の友達とは？」の 4

つのテーマから一つを選び，ブレインストーミングにより自らの考えを次々と明文化
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した後，それらを KJ 法的創造技法により概念地図化した。班毎にまとまった意見に

ついては，それぞれにプレゼンテーションを行い，その内容に対しクラス全体で意見

交換した。

これまでに経験したことのない授業形態で，初めは戸惑いの隠せない生徒たちであ

ったが，時間経過に伴い次第に要領を得て，積極的

に意見が出始めた。概念地図化の作業においては，

各班で活発な議論がなされ，多種雑多に出された意

見を大きな模造紙上でまとめていった。班のメンバ

ーは無作為に決定したものであったが，各班とも数

人が積極的にリーダーシップを発揮してまとめてい

た。プレゼンテーションについても，各メンバーで

役割を分担する形態が自発的に生まれていた。

○第３回目 ブレインストーミングおよび発想をまとめる訓練②（クラス全員）

前回，前々回で学んだ発想整理法について，テー

マを科学技術的なものに展開し，ブレインストーミ

ングおよび KJ 法的創造技法を用いた発想整理の訓練

を行った。今年度は，クラス全員を対象に授業展開

した。テーマとしては，「混合物とは」を取り上げた。

初めに，「純物質」，「化合物」，「混合物」について，

化学の学習の中でどのように学んだのか，その定義

を確認した。その後，「水」を題材に取り上げ，河川

水や水道水，雨水，ミネラルウォーターなど普段の生活で目にする水，および，精製

水や超純水など化学実験の際に用いる水について，どのような要素で構成されている

かを考えた。その中で，例えば化学実験で「水」を純物質として扱う場合，実験者は

「水」に対してどのような判断をしているかについて学ぶとともに，水以外のものに

も思考を広げ，身の回りのものが混合物であふれていることを認識させた。

次いで，前回までと同じ班構成でクラス 40 人を 6 グループに分け，「身の回りの混

合物」をキーワードに，ブレインストーミングの技法により思いつくものを出し合っ

たのち，KJ 法的技法により概念地図化を図った。前回までの訓練により，班毎の話

し合いからプレゼンテーションに至るまで，比較的スムーズに展開した。しかし，ア

イデア創出の段階では，各班とも特徴を出しながら，たくさんの混合物を挙げていた

にも拘らず，それらを分類してみると各班の差はほとんどなくなり，「人工物」と「天

然物」という括りにまとめられてしまった。

ここで教員側から，混合物の分類に対し，「物質の相」という考えを加えることを

助言し，「気相と液相からなる混合物」，「液相と固相からなる混合物」…といった観

点からの再分類を行った。最後に，「物質の相」に基づく分類が，「混合物の分離」を

考える上で重要となる点を付け加えた。

○第４～１１回目 科学的ものの見方・考え方を育てる実験，および，仮説検証思

考型実験（4グループに分かれてのローテーション形式）

「科学的ものの見方・考え方を育てる実験」，および，「仮説検証思考型実験」につ

図1．ブレインストーミングの説明図1．ブレインストーミングの説明図1．ブレインストーミングの説明図1．ブレインストーミングの説明

図2図2図2図2．．．．「混合物とは」における課題「混合物とは」における課題「混合物とは」における課題「混合物とは」における課題
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いて，昨年度のテーマをベースにしながらも，内容にマイナーチェンジを加えながら

授業を展開した。

≪科学的ものの見方・考え方を育てる実験≫

【水質を調べる】

「水質汚濁」の原因物質や発生原因，浄化機構について議論した。また，化学的酸

素要求量（COD）の測定に関する実験を通し，化学反応を利用した水質検査法の原

理について学習した。

【混合物の分離】

第３回目に実施した発想をまとめる訓練に引き続き，混合物の分離をテーマに議論

した。混合物から目的物質を抽出するための技術の一例として，電解精錬，ペーパー

クロマトグラフィー，蒸留，DNA 抽出に関する実験を実施し，各抽出法の原理やそ

れを可能にしている物質の物理的および化学的性質について学習した。さらに，混合

物の分離と投入エネルギーの関係についても考察した。

【光と色】

光を発するものについて列挙するとともに分類化

し，我々が感知する光と色について考察した。また，

光と色との関係を理解するために，自作の簡易分光

器を用いて各種光源を観察すると供に，ディジタル

カメラで分光スペクトルを撮影し，PC を用いて画像

処理を行い，波長-光度曲線を得た。これにより，

①線スペクトルと帯スペクトルを示す光源の違い，

②熱放射による光の分布と強さの関係，③光の吸収

と色の違い，について議論し，④ランベルト・ベールの法則の理解，を目指した。

≪仮説検証思考型実験≫

【弱酸・弱塩基の電離と pH】

溶液の pH 変化を抑制する「緩衝作用」について，自然界に見られる事例をリスト

アップしながら学習した。また，弱酸，弱塩基，および，それらの塩を用いて，異な

る pH を示す緩衝溶液の調製方法について議論し，実験結果との比較・考察を行った。

【光による化学分析】

溶液の持つ色と含有成分，および光に対する吸光特性について議論した。また，溶

液内に捕集（呈色反応の利用）した大気汚染物質について，吸光度測定を用いた定量

法の原理を学習するとともに，大気中窒素酸化物の実測定を通した環境調査に取り組

んだ。

【炭化水素の性質】

鎖式炭化水素を代表する 3 つの化合物（メタン，エチレン，アセチレン）について，

分子の結合形態や立体構造の違いを調べ，そこから導かれる各炭化水素の性質や化学

的反応性について議論した。また，各炭化水素を実験的に発生させ，燃焼性や臭素と

の反応性，還元性に関する簡単な実験を行い，それぞれの結果を比較・検討した。

【エタノールの性質】

アルコールは，炭化水素分子内に電気陰性度の高い酸素をもつ化合物である。アル

図3．分光スペクトルの一例図3．分光スペクトルの一例図3．分光スペクトルの一例図3．分光スペクトルの一例
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コールにおいて，酸素の結合によりもたらされる炭化水素との違いについて，物理的

性質と化学的性質の観点から議論した。また，身近なアルコールであるエタノールを

用い，各種化学反応性（ヨードホルム反応，金属 Na との反応，酸化性，誘導体の還

元性，エステル化）について実験的に検討・学習した。

○第１２，１３回目 課題研究さきがけと教材化に向けた試行的実験

３学年において実施する課題研究について，さきがけて実施した。また，昨年度か

ら教材化に向けて試行し始めた内容のうち，「Find My Rule」について継続的に試行

した。これは，化学に関するものを題材とし，あるルールの下で分類される一群を作

り出した後，その一群を他者に示し，逆に隠されたルールを言い当てさせるものであ

る。本授業内での本格的な導入を目指し，内容の吟味を進めているところである。

(ｳ)生徒の評価基準

生徒評価基準としては，昨年度に引き続き，評価項目を①生徒の関心・意欲・態度，

②思考・判断，③技能(プレゼンを含む)・表現，④知識・理解に細分化して評価する

よう心がけ，授業内容の定着を図った。

(ｴ)生徒の様子

授業内で積極的に取り入れているプレゼンテーションに関しては，今年度の対象生

徒については，昨年度の生徒に比べ，既に高いレベルにあるのを感じた。これは，昨

年度の本 SSH 研究開発を通した活動により，技能が一定レベルまで到達している現

れと考えることができる。

思考の整理に関しては，授業の進展に伴って向上するのが見られたものの，既習知

識による思考の構築という点においては，まだまだ良化できる余地があると感じた。

当初から高いレベルを見せたプレゼンテーションであったが，本授業で取り組んだグ

ループ討議やプレゼンテーションのあとの意見交換を通し，「わかりあう」ための議

論への活発性が増大したと感じている。

(ｵ)今後の課題

本科目の本格的な実施から 2 年目となる中，まだまだ試行錯誤的に授業を進めた部

分は否めなかった。しかし，教授主義的な授業形態から構成主義的な授業形態への転

換に関して，教員側の適応性としては，昨年度からの大きな進展を感じる部分はあっ

た。この点に関しては，今後ともさらなる向上を図りたいと考えている。生徒の変容

からは，本科目の目指すものの有効性を感じるところであり，テーマ内容の一層の吟

味により，開発研究当初から懸念されている基礎的知識・技能の習得量の低下につい

て補完していきたいと考えている。

②情報システム分野

(ｱ)今年度の概要

昨年に引き続き情報システム分野の科学技術研究入門は９月より後期授業として週

４時間の２単位として行った。授業は生徒37人を７班に分け，テーマに対してブレイ

ンストーミングを行いＫＪ法でまとめる。そこで得られた自らのアイデアをプレゼン

テーションで発表し，質疑を行う。質疑を通して浮かび上がった問題点などを考慮し

ながら，そのアイデアを活かして，実際に作業をし，アイデアの実証を試みるという

展開も行った。



- 28 -

(ｲ)実施テーマ

○高校生の宝物

(a)概要

昨年に引き続きＫＪ法とブレインストーミングについて実際に体験させることで，

理解を深める。テーマは昨年と同様に「高校生の宝物」とし，自分の大切なものとし

て思い浮かんだものを付箋紙に書き込み，模造紙に大まかに分類して貼り付ける。そ

して自分の思う大切なものの条件とは何かを考え，プレゼンテーションを行い，質疑

応答を行う。

(b)生徒の様子

本年度の生徒も，ブレインストーミングの特徴で

ある自由に意見を言うことは達成できた。しかし，

出てきた意見が多かったためＫＪ法でうまくまとめ

られず収拾が着かない様子も感じられた。

(c)発表の様子

本年度もグループによって様々な宝物が提示され，

活発な意見が交換され，人の価値観の相違が思わぬ議論へと展開していた。

○速いＰＣを製作する

(a)概要

昨年度，凄いＰＣというテーマで実施したが，凄く安い，凄く静か，凄く軽いなど

と内容が発散したので，今年は「最速のパソコン」というテーマで実施した。自分達

が使う上での最速のパソコンをイメージさせるとともに，そのイメージしたパソコン

を製作するにはどのような構成にすればよいか？どの部品が必要となるか？を調べ，

指定された予算の範囲内での製作を試みる。

(b)生徒の様子

模造紙に，自分の思ったことを書いた付箋紙を貼り，班全体の意見がどのように分

類できるかを判断していた。班員の意見に対して批判的な意見でなく，どうまとめて

プレゼンテーションで説明するのかに苦労している様子であった。

(c)発表の様子

発表は，最初に模造紙に意見を貼り付け，それらを

分類した状態で発表した。そこでは，CPU の高速に

力を入れたり，メモリをたくさん積むことが結果的に

速くなるといったり，起動速度を高速にしたりと，様

々なアイデアが発表された。その後方針に合う高速の

コンピュータに必要な部品を調べ，選定して，最終的

に組み立て可能な，最速のコンピュータを考えた。そ

して，自分が考えたコンピュータを紹介するプレゼン

テーションと販売促進チラシを作成した。

○ライントレースロボットのプログラムを考える

(a)概要

昨年度に引き続き，実習で製作したライントレースロボットの動作プログラムにつ

図4．KJ法でまとめた意見の発表図4．KJ法でまとめた意見の発表図4．KJ法でまとめた意見の発表図4．KJ法でまとめた意見の発表

図5．速いコンピュータの発表の様子図5．速いコンピュータの発表の様子図5．速いコンピュータの発表の様子図5．速いコンピュータの発表の様子
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いてブレインストーミングと KJ 法を行った上で，ソフトウェアを開発した。センサ

の反応がラインのどの状態であるか判断し，機体の移動をどのように制御させるかが

アイデアのポイントとなった。実際のプログラミングでは，自分達のアイデアの問題

点と実際にラインをトレースできたアイデアとの比較を行った。

(b)生徒の様子

班で出たアイデアをまとめて発表。その後，実際に

プログラミングをした。班ごとに出し合ったアイデア

であるが，機体は１人１台であるので，発表したアイ

デアの中から各自が１つアイデアを採用しプログラミ

ングをした。実際に上手く動く生徒もいたり，動かな

い生徒もいたが，各自楽しみながら，また相談しなが

らプログラムを開発した。

(c)発表の様子

昨年と同様，プログラミングを行う前（アイデアのみ）の段階での発表は，イメー

ジのみであり，質問する側も受ける側も漠然とした雰囲気であった。

昨年度の生徒は，プログラミング開発途中でハードウェアが故障したり，アイデア

が高度すぎてそこまでたどり着けなかったり，結構てこずっていた。最終的に，S 字，

クランクを含むコースを完走したのは 14 名でクラスの半分程度で，完走したプログ

ラムの内容も最初のアイデアをかなり改良したものが多かった。

本年度は進行中であるので，完成後の発表の改良点や気付いた様子を期待したい。

(ｳ)生徒の評価基準

(どのような生徒をよい生徒としたか)

昨年度と同様に，生徒の評価は「関心・意欲・態度」「思考・判断」「プレゼン技能

・表現」「知識・理解」の４点を基にして行った。

「関心・意欲・態度」では，テーマへの関心，ブレインストーミングでの発言内容

およびその様子，模造紙への意見の集約への対話，他人の意見に対する対応等を観察

し評価した。具体的には，積極的にアイデアを紙片に書き提出した者や班のリーダー

となり意見を集約していった者をよい生徒にした。

「思考・判断」では主に模造紙上にグループを作りその関係を記述する際の討論や

実際に作成した関係図などに基づいて評価した。具体的には班内の討論でグループ分

けをする際，他人を納得させるような理由を発言していた者をよい生徒とした。

「プレゼン技能・表現」では模造紙をベースに，班員の発表の順番，発表内容のつ

ながり，最終的な意見のまとめ，等を総合的に評価し，論理矛盾や飛躍がないか，他

人に判ってもらおうとしているかなどを評価した。また，凄いＰＣではスライドを作

成させたので，スライド作成技能を含んで評価した。具体的には自分の担当した発表

分野を全体の中の位置づけがわかるように，丁寧に発表した者をよい生徒とした。

「知識・理解」では発表等のまとめや結論から実際に得たと思われる知識や理解を

評価した。ライントレーサではその知識がプログラムに反映するので，レポートとし

て提出されたプログラムソース。および，実際に，あるコースを完走できるか？また，

コース一周を走らせた時間等に基づいて評価する予定である。具体的には複雑なコー

図6．ロボットのプログラミングの様子図6．ロボットのプログラミングの様子図6．ロボットのプログラミングの様子図6．ロボットのプログラミングの様子
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スでも完走でき，コース一周を速く回れるプログラムを作成した者を良い生徒とする

予定である。

(ｴ)アンケート結果

昨年度(2007 年卒)，科学技術研究入門を初めて履修した学年と，一昨年度(2006 年

卒)の，本科目を履修していない学年に対して，附録のようなアンケートを行った。

共通部分は全体のところで述べてあるので，ここでは情報・コンピュータサイエンス

分野の部分について述べる。

アンケート結果を表 1 に示す。問 1 の「あなたがコンピュータを自作するとき・・」

の問題で，なんらかの答えを書いたものは，2006 年度 51.2%，2007 年度 87.5%であ

った。これは今回の「科学技術研究入門」において，「凄い PC を作る」というテー

マがあったため，何らかの知識を学習したから記述できたとも考えられるが，それだ

けにしては数字の変化が大きい。また，もともと情報・コンピュータサイエンス分野

にはコンピュータに興味がある者が集まっており，ノートパソコンを持ってきたり，

自作 PC を作ったりする者が多かったことを考えると，単に知識があるから書けた以

上のものがあると考える。つまり，知識をきちんとアピールする力がついたと考えら

れる。問２の「速い PC」を作成するとき「最も重視するポイント」は，2006 年卒も 2007

年卒も CPU がトップだった。また，「２番目に重視するポイント」は，両方ともメモ

リが多かった。「３番目に重視するポイント」は様々な部品に分かれており，これと

いった部品は選ばれなかった。この結果から速い PC を作るには「CPU」と「メモリ」

が重視され，科学技術研究入門を履修した差は少ないと考えられる。

表1．卒業時アンケート調査結果表1．卒業時アンケート調査結果表1．卒業時アンケート調査結果表1．卒業時アンケート調査結果

2006[人] [%] 2007[人] [%]

問1PC自作時の注目点問2 記述がある 22 51.2 28 87.5

速いPC 1 CPU 14 32.6 20 62.5

メモリ 4 9.3 2 6.3

2 メモリ 13 30.2 17 53.1

MB (マザーボード) 1 2.3 2 6.3

3 MB 1 2.3 2 6.3

GraB （グラフィックボード） 2 4.7 3 9.4

OS 4 9.3 3 9.4

軽いPC 1 ケース 6 14.0 8 25.0

メモリ 4 9.3 11 34.4

2 CPU 5 11.6 5 15.6

電源 0 0.0 3 9.4

3 HDD 2 4.7 7 21.9

メモリ 2 4.7 0 0.0

キーボード 0.0 2 6.3

静かなPC 1 ファン 13 30.2 12 37.5

ケース 0 0.0 3 9.4

2 HDD 5 11.6 6 18.8

ファン 4 9.3 3 9.4

3 HDD 2 4.7 5 15.6

電源 1 2.3 4 12.5

問4ライントレーサのポイント 記述がある 31 72.1 30 93.8

問5反映できたか？ (何らかの)反映できた 19 44.2 18 56.3

「軽い PC」では 2006 年卒では「ケース」を重視するものが多かったが，2007 年



- 31 -

卒ではメモリを重視したものが多かった。さらに，2007 年卒は，２番目３番目に重

視した部品が「電源」，「HDD」，「キーボード」と多岐にわたっていた。このことか

ら，2006 年卒は PC 本体として単純に連想できるケースを選ぶものが多く，2007 年

卒は PC 内部の部品を軽量化することで全体を軽量化しようという視点を持った生徒

が多いのではないか，と考えられ，そのことは本研究でいろいろな発想を出す訓練を

した結果，異なる視点を持つ生徒が増えたものと考えられる。同様に，「静かな PC」

では，2006 年卒も 2007 年卒もファンを重視するものが多かったが，2007 年卒の方が

「ケース」，「HDD」など幅広く答える者が多かった。特に，「ケース」という意見は 2006

年度卒には見られなかったことを考えると，「ケース」で音を封じ込める，といった

ような発想がなかったのかもしれない。そう考えると科学技術研究入門の授業を履修

したことで，2007 年卒の生徒の方が様々な発想ができるようになったと考えられる。

(ｵ)今後の課題など

「高校生の宝物」は昨年度と同テーマであったが，昨年と同じようにアイデアが発

散し，まとめるのに苦労していた。何らかのガイドラインを設けたほうがいいと思わ

れる。それに当たっては発想を抑止しない，ガイドラインをどう作るかが課題である。

本年度は「速いＰＣ」としたので，テーマがばらつかず，どのグループも部品の選

定段階で CPU やメモリの働きを深く調査学習できたと思われる。昨年度とテーマを

変えたので，この影響が来年度の卒業時アンケートにどのように影響するか興味深い。

ライントレースロボットでは，最初の KJ 法で実現不可能そうなアイデアを出さな

いように，KJ 法に取り組む前に，ハードウェアの特徴を深く理解させる必要がある

と考える。現在の実施方法では前期の科学技術でハードウェアは完成するので，科学

技術研究入門の最後のテーマであるプログラム作成まで間が開きすぎているので，こ

の点を工夫する必要があると考えられる。

③機械システム分野

(ｱ)今年度の概要

今年度も昨年度と同様，総合的な能力を育成し，様々な問題に挑んでそれらを解決

する力を体得させ，あわせて発想力やプレゼンテーション力及びコミュニケーション

能力をつけさせることを目的に本授業を進めた。

授業の進め方も例年通り，４月当初から通年２単位で１回５０分×２時間で実施し

た。授業内容は｢流体分野｣と｢熱分野｣の２つの分野を用意し，クラスを二分して１学

期は４週，２学期は５週そして３学期は３週ごとに交互に入れ替わりながらそれぞれ

の分野で生徒は課題に取り組み，それぞれの学期末には，各分野で１時間づつ補足や

まとめの時間を設定した。

(ｲ)実施内容

－流体分野における取り組み－

○１学期

(a)流体の静力学（その１・アルキメデスの原理に関して，グループ実験）

圧力について簡単に説明した後に，台はかりやばねはかりを用いて，浮力の大きさ

がどのように定まってくるのかを調べる実験を自分たちで考えさせて，まとめさせた。

(b)流体の静力学（その２・パスカルの原理に関して，グループ発表）
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前時の実験結果をグループごとに発表させた。圧力と浮力に関して補足説明した後

に，浮沈子という科学玩具の機構を調べる実験をおこなわせた。

(c)流体の動力学（その１・ベルヌーイの定理に関して，グループ発表）

ベルヌーイの定理について簡単に説明した後に，定性的な実験をいくつか用意し，

調べさせ，発表させた。

(d)流体の動力学（その２・トリチェリの定理に関して，グループ発表）

ベルヌーイの定理から導かれるトリチェリの定理を導出し，水の流出速度と水平到

達距離に関して実験をおこない，まとめさせ，発表した。

以上の取り組みにおいて，生徒には目的を明確に意識させ，実験をおこなわせ，結

果を考察しプレゼンテーションをさせた。また筆記試験も実施した。

○２学期

(a)タービンデザインコンテスト（その１）

コンテストの概要を説明し，まず一人ずつ簡単な風

車を製作させた。

(b)タービンデザインコンテスト（その２）

風車が風のエネルギーを電気エネルギーに変換する

ことを簡単に説明し，２～３人で一グループを組ませ

てさらに風車を製作させた。

(c)タービンデザインコンテスト（その３）

複数製作した風車をどのような観点で比較検討す

るのかを明確に指示した上で，プレゼンテーション

の準備をさせた。（羽根の枚数や羽根の断面積，羽根

の形などを比較検討したものが多かった。）

(d)タービンデザインコンテスト（その４）

グループによるプレゼンテーションを実施した。

(e)タービンデザインコンテスト（その５・風車の理論説明）

教員による補足説明，力学的観点から風車のはたらきを考察した。

このように２学期の授業においては，対象を風車に限定し，効率のより良い風車を

製作するためにはどうすればよいのか考えさせ，実験をおこなわせ，結果を考察しプ

レゼンテーションさせた。また１学期同様，筆記試験も実施した。

○３学期

(a)ポンプの分解

身近なところで用いられるポンプを分解して機構を調べさせた。

(b)ポンプのプレゼン資料作成

(a)で調べた内容に関して，コンピュータを用いたプレゼンテーションの準備をお

こなった。

(c)ポンプのプレゼンテーション

グループによるプレゼンテーションを行った。３学期の授業の特徴は，対象をポン

プに限定し，ポンプのはたらきを調べさせたこと，および動作の見えるポンプなどを

提示しながら，中身の見えないポンプに関して考えさせ，そのはたらきをプレゼンテ

図7．タービン製作風景図7．タービン製作風景図7．タービン製作風景図7．タービン製作風景

図8．製作タービンの性能検証実験図8．製作タービンの性能検証実験図8．製作タービンの性能検証実験図8．製作タービンの性能検証実験
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ーションさせたことである。

－熱分野における取り組み－

○１学期

(a)蒸気タービン模型の製作と考察

各自が考案・製作したいろいろな種類の蒸気タービ

ンの紙模型に蒸気をあて，その蒸気の動力を求めさせ

た。この動力測定を通して，「動力」とは何かの理解

を深めさせ，同時に変換効率と動力を向上させるため

の方策を検討させた。生徒が効率のよい羽根車の仕様

を考察するにあたり，動力の定義式やトルク・角速度

および羽根車にかかる力のモーメントをキーワードと

する物理的なアプローチも試みた。また体験から得ら

れた事柄や問題点について調査・考察した内容をまと

めたグループごとのプレゼンテーションにも取り組ん

だ。学期末には筆記試験も実施した。

○２学期

(a)蒸気で動く船(ポンポン船)の製作と考察

水蒸気の力を利用して動く船として，古くから親しまれているポンポン船と呼ばれ

る「蒸気船」を製作し，その動く原理のみだけでなく，ポンポン船でみられるさまざ

まな「熱」による現象について考察させた。特にここでは，ポンポン船のボイラー内

の負圧発生現象について，および船が推進力を得る仕

組みを運動量保存の法則を基本とする数式的展開等で

物理的アプローチを試みた。また，１学期で習得した

「動力」の考え方をもとに，ポンポン船が水上を走行

するにあたって必要とする動力を求める方法や実際の

計算方法についても考察させた。さらにグループごと

のプレゼンテーションおよび筆記試験の実施は１学期

と同様である。

○３学期

（a）熱エネルギーの利用と変換

教材として用意した，自走ビー玉スターリングエンジンカーを作動させ，その現象

や作動原理を考察することにより，熱の本質や熱エネルギーと仕事の関係（熱力学の

第１法則）および熱機関の定義を理解させた。

（b）摩擦力

物が動く直前の最大静止摩擦力について，定量的な関係と，摩擦の法則を実験で確

認した。生徒の頭の中では，摩擦についてはまだ未分化の状態でもやもやしている。

そこを討論と実験で考察させた。

（c）比熱と熱容量

比熱と熱容量および熱平衡や熱量の保存についての物理的内容を，複数の金属試料

と水熱量計を用いた金属の比熱測定実験と数式展開を通して理解させた。ここでは，

図9．紙製蒸気タービンの製作図9．紙製蒸気タービンの製作図9．紙製蒸気タービンの製作図9．紙製蒸気タービンの製作

図10．物理教員による多角的図10．物理教員による多角的図10．物理教員による多角的図10．物理教員による多角的

側面からのアプローチ側面からのアプローチ側面からのアプローチ側面からのアプローチ

図11．制作したポンポン船図11．制作したポンポン船図11．制作したポンポン船図11．制作したポンポン船
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試料の外見の特徴と測定した比熱の値より，その試料がどのような金属なのかをまず

考察させ，さらに期待される値からの誤差は何が原因か，および実験中にどの様な事

柄に注意すればより良いデータが得られるかも併せて検討・考察させた。

(ｳ)生徒の評価基準

生徒の意欲・態度，思考・発想力，理解度，プレゼンテーションを通してのコミュ

ニケーション能力および筆記試験とレポートの完成度で評価を出した。発表において

は，その技術（プレゼンテーションソフトの使い方など）や発表内容が正しいかどう

かを評価の中心にするのではなく，いかに科学的にアプローチし，論理的に考えて結

論を得ているかを評価基準の中心としている。

(ｴ)科学技術研究入門の授業を実施しての教育的効果と今後の課題

２学期の熱分野で取り組んだ，ポンポン船の動力を求める方法の考察についての結

果を例として挙げる。

生徒はこの課題に関して，概ね次の４通りの方法で考察・説明した。

①滑車などを通しておもりを持ち上げさせて，その仕事率を求める方法。

P ＝ mgh/t（m:おもりの質量，h：持ち上げた距離，t：かかった時間）

②ばねばかりでポンポン船が前に進む力を測定し，直線運動で求める方法。

P ＝ Fv（F：ポンポン船が進む力，v ＝ x/t：船の速さ）

③ばねばかりでポンポン船が前に進む力を測定し，回転運動で求める方法。

P ＝ Fr ω（F：ポンポン船が進む力，r：回転半径，ω＝ 2 π n/60：角速度）

④ポンポン船の運動を調べて加速度を求め，それを用いて求める方法。

P ＝ ma × v（m：船の質量，a：船の加速度，v ＝ x/t：船の速さ）

これは昨年とほぼ同様の答え方であった。自らの体験や生徒間同士の検討（コミュ

ニケーション）を通して，動力の定義 P ＝ W/t を理解し，具体的に何を測定して，

どんな式で動力が求められるかを多数の生徒が説明できていることから，科学技術研

究入門の学習により，科学的なものの見方・考え方を育んでいる効果が現れている良

き一例といえるであろう。

また以前より問題となっている，この取り組みの実施によって生じる，従来から教

えてきた内容の一部削減・簡略化による学力定着不足の問題も，それぞれの分野での

教えるべき学習内容の精選とプレゼンテーションのバランスを検討する事で徐々に改

善されつつある。この「科学技術研究入門」を通して，主体的に物事に挑戦し，さら

に創意工夫して，習得した様々な知識や多様な情報を活用する等，自分の力で問題解

決ができる生徒を育成するためにも絶えず新しい教材とテーマの工夫をこれからも継

続して試みることが必要である。

④電気電子分野

(ｱ)今年度の概要

授業形態は，昨年度と同様に，１０月からの半期（４時間連続授業）で実施した。

また，指導に当たる教員が３名（電気電子分野２名・地歴・公民科１名のＴＴ）であ

るため，テーマによるクラスの分割は行わなかった。

研究第２年次は，テーマ内容を正確に実施することを念頭に置いたが，今年度は，

帰納法的な論理性を育てることに重点を置いた指導を行った。
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電気電子分野では，プレゼンテーションをソフトに

依存するのではなく，論理性に裏打ちされた独自の発

表形態を模索している。図１２のように，まずブレイ

ンストーミングによって，発想を引き出す訓練を実施

している。ブレインストーミングといってもその手法

を生徒にわからせるための実践であって，ブレインス

トーミングの内容を追求するわけではない。いかにし

て自由な発想を引き出していくか，この点に指導の力

点を置いている。そして次には，出てきた発想を整理

できることが肝要となる。そのための方法として，模

造紙などの紙を用いる実践とプレゼンテーションソフ

トを用いる実践が考えられる。ブレインストーミング

では，模造紙による実践を行ったが，「科学的なものの見方・考え方を育てる実験」

では，プレゼンテーションソフトを活用した実践とした。この場合，文字の羅列によ

るシート作りは認めない。生徒に与えられたのは，１枚のシートのみである。１枚の

シートを概念地図化し，その中に自分の発想をすべて詰め込む。しかも発表を聞いて

いる人に内容がわかりやすく理解できなければならないという制約条件を設けた。そ

して，最終的には，「仮説検証思考型実験」によって，３年次の課題研究の「テーマ

の紹介」に続き，「課題研究」の内容をシミュレーションすべく，動画による独自の

プレゼンテーションを指導した。これこそが，指導の最終目的であり，電気電子分野

のあり方を示すものでもある。以下に，実施内容について略説する。

(ｲ)実施テーマ

○課題１ ブレインストーミング

前年度は情報システム分野との合同授業だったが，今年度は単独で授業を行った。

テーマは昨年度と同様の，「高校生の宝物」「大切なものはなに？」「好きなものの条

件」「本当の友達とは？」から１つ選択させた。発想の概念地図化については，１年

次の「人と技術」のなかで，その手法を学んでいるため，スムーズに分類ができてい

た。発表についても，独自の考えを盛り込むことで，意図することなくグループ間の

差別化が図られる結果となった。

《科学的ものの見方・考え方を育てる実験》

発想を引き出し，整理し，人にわかってもらうという手法を，ブレインストーミン

グによって学んだ。この考え方を問題解決に生かし，特定の科学的・技術的テーマに

応用していくのがこの実験の目的となる。

○課題２ 災害時の通信方法

災害が起こった場合，電気が使えないことが想定される。その場合，どのようにし

て情報を伝達させるかが，このテーマの課題となる。昨年度と同様に，伝書鳩や烽火

という考え方も披露されたが，グループとしての意見は，電池や発電機による電化製

品の利用をあげているグループが多かった。発電機の話が出たところで，電気の質に

ついて考えさせる次のテーマへ移行する。

○課題３ 使える電気とは？

図12．指導計画図12．指導計画図12．指導計画図12．指導計画
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日常使われている電気に疑問を持つものはいない。安全で良質の電気が供給されて

いることに気がつくのは，おそらく海外に旅行したときであろう。発展途上国では，

電圧の変動だけでなく，周波数の変動も考えられる。このように，「使える電気」の

定義を，実用可能という範囲に限定して考えさせたところが，昨年度の実践とは異な

っている。必ずしも，知識が十分ではないために，正確ではない答えも多かったが，

ここではあえて答えは示さず，次回へ展開後に修正を認めることとした。

○課題４ 発電してみよう・手回し発電機の内部

手回し発電機の内部部品の役割について，類推させる実践を行った。なお，本実践

の発表をＳＳＨ中間報告会において授業公開したが，その際は発表時間の都合上，半

数の 4 グループのみの公開となった。なお，残りのグループは後日の通常授業内で発

表した。課題として取り上げたのは，①ダイオード，②コンデンサ(大容量)，③外部

入力切替用スイッチの３点である。解答は以下の通りである。

・ダイオードはハンドルを正・逆転させても，充電極性が変わらないようにする

ためのもの

・大容量コンデンサは蓄電のためのもの

・スイッチは外部電源入力用スイッチ

各部品の働きについては，すべてのグループで正解できたが，この回路を構成する

ダイオードの役割については正答を導けなかった。授業の最後には，教師側が，オシ

ロスコープを用いるなど，机上実験を導入しながら，正答を解説した。

生徒は，入力信号が交流であると思い込んでいたため，正または負の直流に変換し

ていると考えてしまった。これは，ダイオードといえば交流を直流に整流するものだ

という先入観が災いしている。それゆえ，ハンドルの回転方向によらずに，充電極性

を整える役目（これも整流作用には違いないが）については導けなかった。

生徒は，先入観が覆され，研究の奥深さを垣間見た。そのことが，言葉を失い「ハ

ッとした」という行動に表れたのである。なお，公開授業を参観いただいた先生方も

この生徒たちの反応を見逃すはずはなく，この科目への関心を深められたことと思う。

○課題５ 階段の照明

階段や長い廊下にある照明を１階/２階・入口/出口のどちら側からでも「ＯＮ・Ｏ

ＦＦ」できる回路図または接続図を考える。今回生徒たちには，階段の上下にスイッ

チを設けることで，登る前に１階のスイッチで照明を点け，登った後に２階のスイッ

チで消灯するためにはどうしたらよいのか，考えさせた。

なお，以下のような前提条件を設けた。

・照明器具：１灯

・スイッチ：２個

・リモコンなどの遠隔操作は使わない

正解の回路図は，２つの三路スイッチを組み合わせるだけという比較的簡単な配線

だが，生徒たちは配線に悩みながら，様々な意見を出し合っていた。グループで考え

た回路の動作を確認するために，回路シミュレータなどを活用した。パソコン上で動

作を確認しながらの検討となった。なお，発表では，全てのグループが正答を導くこ

とができた。
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また，発展課題として３階，４階と階数が増えたときの配線を考えさせた。階数が

増えるごとにどのように配線を工夫すればよいか考えさせた。この課題はすべてのグ

ループが解決できたわけではないが，あるグループがｎ階までの変化を発表をしたこ

とで，周りの生徒が得られなかった発想の大切さをわからせることができた。

《仮説検証思考型実験》

すでに，別の時間枠で課題研究の説明とグループ分けが行われている（テーマ選定

に際しては，電気電子分野の４名の教員が審査し決定）。なお，テーマは，以下の８

テーマである。

・リニアモータカーの製作

・UFO キャッチャーの製作

・小型エレベータの制御

・PIC による模型電車の制御

・アンプの製作

・電動アシスト付き自転車の製作

・多脚ロボットの製作

・電子オルガンの製作

課題研究は，実際に作り上げなければならないが，

科学技術研究入門では，実施に至る思考過程や計画の

実現性について，仮説を立てそれを検証することが目的となる。

○課題６ テーマ選定の動機と問題点

「テーマ紹介」という課題としたが，今年度はそのテーマを選定するに至る思考過

程をはっきりとさせることを目的とした。現在実用化されているものの問題点や自分

たちの発想のオリジナリティをどのように考えているのか，まずは仮説を立てそれを

証明していくという形で発表が行われた。十分な論証が行えないグループもあり，根

本的にテーマをを見直さなければならない場合もあったが，おおむね自分たちの特徴

を聴衆にわからせることができた。

○課題７ 動画による課題研究シミュレーション

電気電子分野では，前述の通り，新たなプレゼンテーションの形態を模索している。

その答えの１つが，動画を編集し番組を作成することによって，新たなプレゼンテー

ション技法を身につけるものである。編集された動画は，パソコン上で再生するので

はなく，オーサリングされ，ＤＶＤ再生機によって，プレゼンテーションが行えるよ

うにした。

まず，生徒にシナリオの大切さを認識させることから実践は始まった。計画の大切

さは，発想の論理性に直結している。話し合いを重ね，自説を証明するためにはどの

ような動画が必要なのか，そのためには何が必要なのか，授業時間だけではなく，放

課後遅くまで討議が行われ，動画編集がなされた。それゆえ，昨年度よりもスムーズ

に作業が行われる結果となった。昨年度，この授業を受けた３年生は，課題研究にお

いて年度当初から計画的に取り組むことができた。また，専門科目の授業においても，

課題の提案やその解決方法を出し合い，グループごとに問題解決ができるようになっ

た。そして，課題研究発表会では，ほとんどのグループが動画を駆使して，聞く側の

図13．昨年例（浮上式リニアモー図13．昨年例（浮上式リニアモー図13．昨年例（浮上式リニアモー図13．昨年例（浮上式リニアモー

ターカー）ターカー）ターカー）ターカー）
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立場に立つプレゼンテーションが行えたことで，充実した発表が実現した。

(ｳ)生徒の状況と変化

この実践によって，紙芝居式に文字が羅列されたプレゼンテーションが無意味であ

ると感じる生徒は多いだろう。概念地図化することの大変さ，しかしこの方法が重要

であると認識する自分のなかで，どこまでこの方法を取り入れていくべきなのか，ト

レードオフ関係を実感できたと思う。日頃の授業に大きな影響を与えるには至ってい

ないが，物事を主張するためには，論理性が大切であり，証明できないことを主張す

ることは無意味と考えているようである。このことは，生徒による発表内容にも反映

されているし，発表に対する質問も，揚げ足取りや質問のための質問はほとんど行わ

れることがなかった。

いずれにしても実践途上にある生徒に，この考え方を定着させることが肝要で，そ

の場は課題研究だけではないと考えている。そのためには教師側の意識改革が必要で

あることは言うまでもない。常に生徒に利があることを目指さなければ，実践は無意

味になってしまう。

(ｴ)生徒の評価

下記の表２の通り，４観点について評価した。実際の成績にはこの数値に複数の教

員の評価を加え修正している。テーマにより生徒の力点が異なることが明らかとなっ

た。このことは生徒に何を考えさせるべきか，という教育目標の明示化や授業設計の

大切さを示している。

表2．生徒の評価(電気電子分野)表2．生徒の評価(電気電子分野)表2．生徒の評価(電気電子分野)表2．生徒の評価(電気電子分野)

科学的なものの見方・考え方 仮説検証思考型

通信 使える 手回し 階段の 課題研究 課題研究 平 均

手段 電気 発電機 照明 (PPT) (動画)

① 関心・意欲・態度 3.35 2.70 3.90 3.75 4.22 4.71 3.77

② 思考・判断 3.70 3.00 3.98 3.80 3.84 4.16 3.75

③ 技能・表現 3.68 3.13 3.88 3.73 3.41 3.87 3.62

④ 知識・理解 3.70 2.98 3.00 3.83 3.68 4.18 3.56

(数値は全生徒の平均値)

(ｵ)まとめと考察

教師にとってもっともうれしいのは，生徒の成長である。その反面，それを実践す

るために，何も知識を与えないで「考えさせる」という実践を行っている。手を出さ

ないでファシリテータに徹することに抵抗を感じる教師も少なくないだろう。しかし，

答えを解説することがわかっていれば，考えることをしなくなってしまう。教師側に

もジレンマがあることは隠せない。実践を続けることで，うれしい報告もなされた。

課題研究を担当する教員間では「昨年度と比較してプレゼンテーションに迫力が出た

ことで，聴衆に訴える力がついた」として，この実践を高く評価している。

また，今年度は，ＳＳＨ中間報告会において，電気電子分野の授業公開を行えた。

その際，指導助言者の佐藤義雄先生をはじめ，(社)日本教育工学振興会長の坂元昴先

生他，多数の先生のご参観を得た。殊に佐藤先生より，本科目の指導方針について，

きわめて有益なご助言を賜り，授業実践の励みとなったことは言うまでもない。
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本来，いずれの科目にも必要なことだが，生徒に何

を考えさせ，何を得させるのか，一回一回の授業に教

育目標を立て，それに基づいた生徒モデルを形成し，

授業を計画していかなければ，この科目は成功しない。

生徒の活動を分析し，次元分けすることで，常に正し

いフィードバックを行えなければ，羅針盤のない船の

ように答えのない海にさまよってしまう。道半ばで

あるが，今後も気持ちを引き締めて取り組んでいき

たいと思う。

⑤立体造形分野

(ｱ)今年度の概要

立体造形分野の科学技術研究入門の授業は，１０月初旬から後期授業として昨年同

様に，半期・週４時間の２単位・１日４時間連続授業として行われた。授業は，クラ

スを二分しテーマも２テーマ用意し，２班構成の進行とした。実施にあたっては，立

体造形分野の教員に加え，物理科教諭１名によるTeamTeachingも昨年同様に行った。

今年度は１１月下旬にＳＳＨ報告会があり，この科目も公開授業が行われた。その

ため少しプログラムを前倒しにし，昨年度は３学期に行っていた「仮説検証的なテー

マ」の授業を一部早く行った。結果的に「科学的もの

の見方・考え方を育てる実験」と「仮説検証思考型実

験」が混在する形で進行したが，あまり違和感はなか

ったように思える。また今年度は生徒たちのモチベー

ションをあげるため，班ごとに結果を争う授業形式を

多く取り入れた。求める性能を得るために，どのよう

な知識を必要とし，どのように課題をクリアせねばな

らないか考え，実践してゆくものとした。

(ｲ)実施テーマ

○第１回目 ブレインストーミング（クラス全員）

この授業の特色は，生徒自身が調べ，議論し，さらに考え，それらを発表する形式

にあり，生徒にとってなじみの薄いものである。従っていきなり始めるととまどって

しまう局面が多い。そのため第１回目は，一般的な楽しいテーマでブレインストーミ

ングを行う。「高校生の宝物」という課題でＫＪ法の考え方に則って行った。つまり

クラスを約６名・６グループに分け，はじめは各自の考える宝物を紙片に書き出し，

その後班員で話し合いながら出てきたものを内容でグループ分けし分類する。模造紙

にわかりやすく表示し発表した。昨年同様，生徒は，はじめは相当とまどっていたが，

要領がわかりはじめるに従い，話し合ったり，分担して作業したり，だんだんするよ

うになった。

《科学的ものの見方・考え方を育てる実験》

基本的に第１回目のブレインストーミングの手法と同様の手順で行う。ただしクラ

スを２等分し，半数の人数で行う。班分けは１班４，５人で毎回構成が変わるように

配慮した。

図14．SSH中間報告会（電気電子分野）図14．SSH中間報告会（電気電子分野）図14．SSH中間報告会（電気電子分野）図14．SSH中間報告会（電気電子分野）

図15．SSH中間報告会（立体造形分野）図15．SSH中間報告会（立体造形分野）図15．SSH中間報告会（立体造形分野）図15．SSH中間報告会（立体造形分野）
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○第２回目 Ａ班 ヒートアイランド（Ｂ班 月面基地）

近年の大都市の気温上昇，いわゆるヒートアイランド現象について説明した後，班

ごとでその原因と対策を出来るだけ沢山考え議論し，その結果をまとめ発表した。本

校が東京の港区芝浦と，高層ビルの林立する地域にあ

るので生徒にとっては結構リアリティのあるテーマの

ようだ。どうしてこのような現象が起きているのか，

原因究明についてはどこかで聞いたような一般的見解

が多く，ユニークなものは少なかった。しかしその対

策については様々なアイデアが出ていた。メディアで

紹介されるものもあったが，地下水を利用したり，都

市河川を大幅に緑化するなど可能性を感じさせるもの

が出ていた。発表は，はじめはもたついたが次第に軌

道に乗った。ただ発表に対する質問が少ないので，義務化して進めた。

○第３回目 Ａ班 月面基地 （Ｂ班 ヒートアイランド）

実現可能な月面基地をテーマに，まず月面の環境について重力，大気，温度など説

明をうけ，建設する基地の材料や構造をどうするか，空気や水をどう供給するのかな

ど，出来るだけ具体的に考え，月面基地を提案する。つまり現実的な問題として「ど

う作るか？」，クレーンやブルドーザなどは，重力が地球の６分の１の月面でどのよ

うな挙動を示すのか，材料はどこから調達するのかなど考え，現実的方策を議論し発

表した。重力減少は垂直抗力減少で摩擦力も６分の１に減少する。これが大きな問題

となった。これらをまとめ発表した。月面基地で手に入る材

料，建設機械など様々な提案があった。

《仮説検証思考型実験》

○第４回目 Ａ班 アルミニウム管タワーの製作１

（Ｂ班 地震予知１）

長さ３０㎝，直径２㎜のアルミニウム管５０本を４０㎝角

の台座の上に粘土だけをを接着剤として，出来るだけ高い塔

を立ち上げる課題である。まず生徒一人ずつ各自のアイデア

を紙に描く。それを班ごとに，集まり各案の善し悪しを検討

し１つの案を決定する。その案に従いアルミニウム管のタワ

ーを製作してゆく。模造紙に製作したタワーの高さ，構造，

作り方などの特徴をまとめた。

○第５回目 Ａ班 アルミニウム管タワーの製作２

（Ｂ班 地震予知２）

前回作成した模造紙を元にして，パソコンによるプ

レゼンテーションを作成をする。前回撮影していたア

ルミニウム管タワーの製作途中や完成の写真を使用し

て分かりやすい表現を考えさせる。班ごとに複数のパ

ソコンを使用し，文章を書くこと，図を描くこと，イ

ンターネットで調べることなど，分担して作業した。

特徴、工夫した点

特徴特徴特徴特徴

上部上部上部上部

斜めに補強剤を入れトラス構造にした

下部（土台部分）下部（土台部分）下部（土台部分）下部（土台部分）

接地する足を２本重ねそれを

粘土に包んでいる（左図）

接合部接合部接合部接合部

完全に粘土で包み込み管が

飛び出ないようにした

図16．課題についての議論図16．課題についての議論図16．課題についての議論図16．課題についての議論

図17．タワーの製作図17．タワーの製作図17．タワーの製作図17．タワーの製作

図18．プレゼンテーションの内容図18．プレゼンテーションの内容図18．プレゼンテーションの内容図18．プレゼンテーションの内容
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授業の後半は発表会となった。実際作ったタワーの高さが２ｍ以上のものもあれば，

１ｍちょっとで倒れてしまったものもあり，その原因究明等に活発で積極的な議論が

行われた。

≪科学的ものの見方・考え方を育てる実験≫

○第６回目 Ａ班 地震予知１

（Ｂ班 アルミニウム管タワーの製作１）

最初に課題の主旨説明と基礎的な知識を確認した。次いで下記に示す５つの課題に

対する個人の意見を考えさせ，意見を記録させた。

（１）地震予知は何を対象にしているのか

（２）地震の発生原因 （３）地震に対する備え

（４）地震予知の有効性 （５）地震予知の可能性

個人的意見がまとまったところで，４，５人のグループに分かれ，それぞれの班長

と書記を決め，班長を中心に，意見の集約を行い，書記が結果を記録した。

○第７回目 Ａ班 地震予知２（Ｂ班 アルミニウム管タワーの製作２）

前回の記録をもとに，パワーポイントで発表用の内容をまとめた。パワーポイント

の完成後，班ごとに発表した。発表は班長を中心に行

ったが，班の構成員全員が分担して発表した。発表の

後，発表内容に対して，発表班以外の全員に一言ずつ

意見を求めた。その後，自由討論を行った。自由討論

では，特定の生徒に発言が偏っていた。質疑応答では，

地震予知の精度とその可能性に関する意見が多く出

た。発表終了後，修正が望ましい点や教師に対する質

問事項などに関して，多少の説明を加えた。

○第８回目 Ａ班 ピラミッドを考える（Ｂ班 コンクリートの強さ１）

巨大ピラミッド建設の謎をテーマに，（１）正確な方位はどのように決めたのか？

（２）巨大で正確な正方形をどのように縄張りしたか？（３）重くて大きな石をどの

ように運び高いところへ積み上げたか？（４）水平や垂直，頂点の位置などをどのよ

うに導き出したか？（５）ピラミッドは何のためにあるのか？

以上について考え，議論し，出てきた結論について評価しそれらをまとめて発表した。

星や太陽をもとにした方位との同調，直角の作り方，正方形の特性からの作り方，余

弦定理などの利用等，幾何学の知識を総動員することとなった。リーダーシップをと

れる生徒の存在の有無が大きく作用し，ディスカッションの活気や作業能率なども大

きく異なっていた。

○第９回目 Ａ班 音の制御

（Ｂ班コンクリートの強さ２）

現代社会において騒音問題は深刻で，音を制御す

ることは重要である。防犯ブザー（100dB）を騒音

源に，定められた材料だけで如何に減音させるかを

競う。遮音，吸音の原理を上手に適応した班が，好

成績（約５０dB減）をおさめた。防音成果の成績を

図19．プレゼンテーションの作成図19．プレゼンテーションの作成図19．プレゼンテーションの作成図19．プレゼンテーションの作成

図20．模造紙を用いた発表図20．模造紙を用いた発表図20．模造紙を用いた発表図20．模造紙を用いた発表
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競わせるためにモチベーションは高い。ただ製作・実験・まとめ・発表は４時間では

時間的にいそがしすぎたようだ。

《仮説検証思考型実験》

○第１０回目 Ａ班 コンクリートの強さ１（Ｂ班 ピラミッドを考える）

建築物の主要な構造材料であるコンクリートの強さについて考えた。コンクリート

はセメント・水・砂利・砂などを練り混ぜたもので，型枠などに流し込まれセメント

の水和反応により硬化する。１回目は，班ごとにセメント・水・砂利・砂の割合，練

り混ぜ方，型枠への流し込み方などを検討して，実際に強度試験を行うための試験体

をつくった。

○第11回目 Ａ班 コンクリートの強さ（Ｂ班 音の制御）

２回目は，前回つくった試験体の強度試験を行い，結果よりどんなコンクリートが

強いのか，破壊性状を含め班ごとに発表し議論した。練り混ぜ作業では，幼子が泥遊

びをしているがごとく楽しんでいた。また，強度試験は強さを競うとあって結果に一

喜一憂して，ことのほか盛り上がった。

○第12,13回目 課題研究さきがけ

３年生で行う課題研究をさきがけて始めた。

(ｳ)生徒の評価基準

評価基準は４観点評価，①関心・意欲・態度 ②思考・判断 ③表現・プレゼン技

術④知識・理解，である。この授業の特徴として，知識を教え込むのではなく科学的

にものごとを捉え，考えることと，それを表現する能力を養うところにある。逆に言

えば，良い生徒とは，課題に積極的に取り組み，科学的思考と判断を行い，それを他

の班員と活発に討議し，グループとしての結論に導き，それらを上手に他者へ知らせ

る能力のある生徒である。また他班の発表をよく聞き，的確な質問・意見を述べるこ

との出来る生徒である。以下の表３は，２学期までの評価をテーマごとに平均で示し

た。全体的にバランスがとれている傾向が見られる。

表3．生徒の評価(立体造形分野)表3．生徒の評価(立体造形分野)表3．生徒の評価(立体造形分野)表3．生徒の評価(立体造形分野)

観 点 ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 月面基地 ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ管ﾀﾜｰ 1,2 地震予知 1,2 平 均

① 関心・意欲・態度 3.89 3.84 3.86 3.81 3.81

② 思考・判断 3.94 3.84 3.92 3.76 3.81

③ 表現・プレゼン技術 4.03 4.08 4.03 3.62 3.86

④ 知識・理解 3.94 4.00 3.89 3.73 3.82

生徒に授業の終りに自己評価のアンケートを行っている。結果を競うテーマの方が

楽しく，積極的に取り組めている傾向が見られた。また１回目，２回目と発表をこな

すたびに様々な項目の積極性が向上していた。真面目な生徒ほど自己に厳しく評価す

る傾向は昨年と同様であり，参考資料とした。

(ｴ)今後の課題

１テーマを４時間もしくは８時間で，その回の課題を科学的に捉え，考え，そして

解決する。さらにその成果を発表するという手順で実行した。４時間のケースではか

なりいそがしかった。しかし，時間的余裕を与えすぎても，だらけた場面が出るので，

しかたがないと思う。昨年は前半のブレインストーミング形式の授業ばかりで，生徒
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は途中で飽きてしまった。今年度はＳＳＨ中間報告会の公開授業にするため，仮説検

証思考型実験の「アルミニウム管タワーの製作」を前倒しで行った。両者が混在する

ようなプログラムとなったが生徒の反応を見ていると，かえって良かったように感じ

られた。一方，この科目はどうしても生徒の性格（内向的か外向的か）が評価に関係

する部分が少なくない。内向的生徒に科目の主旨をよく説明し，積極的に発言をする

よう求めてもなかなかうまく行かない。大きな課題である。

この科目がバトンタッチする上位の科目として，第３学年の課題研究がある。今年

度の３年生は，早くに自分で課題を考え・発見する訓練を始めていたため，課題研究

のテーマの決定など比較的にスムースに行われていた。課題研究の取り組みを，この

科目を履修していない１８年度卒業生とアンケートで比較すると，テーマを設定する

時，卒業生は，「１人で考える」が多かったが，１９年度３年生は「仲間と相談する」，

「先生と相談する」など話し合う傾向が目だつ。またアイデアを紙片に書いて整理す

るなど若干ＫＪ法的な手法をとっているところが見られ，この科目の影響を感じるこ

とが出来た。

（３）国際交流に向けたテーマの検討

本年度から，国際性育成として，タイ王国カセサート大学附属高校との交換留学活

動が本格的に開始した。「科学技術研究入門」については，これまで，授業交流を進

める上でのコンテンツとして要請があれば対応すべく，検討を進めてきた。本年度に

ついては，本科目を介した授業交流の実施はなかったが，国際交流の相手校が具体化

したのを受け，両校における授業交流を具現化させる場合，本科目からはどのような

テーマを供出できるかについて思案した。テーマ選定の上では，科学技術的な内容が

望ましいと考えるが，本校の各分野で実施している内容は，多少，専門的傾向の強い

部分もあることは否めない。したがって，設備等の環境によっては，実施不可能な場

合も生じてしまう。これらのことを考慮すると，テーマとしては，簡単な実験や試験

で議論できるようなもので，初歩的な物理現象や環境を題材にしたものが有望であろ

うと考える。中でも環境関連のテーマは，各々の国をターゲットとした議論や，第 3

国を対象にした議論などが展開でき，異国間の交流を図る上でも興味深いテーマにな

り得ると考える。この場合，具体的な内容や実験・試験器具を準備する上でのアドバ

イスについて，応用化学分野の協力が可能であろうと考える。このような背景を考慮

しながら，今後は，他の分野においても実施可能なテーマについて検討を進め，授業

交流に関する具体的な要請に即応できる体制にしたいと考えている。

（４）研究開発中間発表における公開授業の実施

研究開発 3 年目に当たる本年度は，研究開発に関する中間報告会が開催された。本

新科目「科学技術研究入門」開発においても，これまでの成果を公開授業，および，

ポスター掲示の形式で発表した。ポスター発表に関しては，科目開発の理念および方

策を示したポスターを１部と，各分野の取り組みについて紹介したポスターを１部ず

つ作成し，掲示した。公開授業に関しては，3 分野が担当し，各分野が並行して実施

した。公開授業では，本科目の中でポイントとなる「討論」・「実験」・「発表」をうま

く折り込むことを目指した。なお，中間発表において，公開授業のために割り当てら

れた時間は1時限分（50 分）であった。本来の授業は，2 時限または 4 時限を一続き
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として展開しているため，中間発表用に特別授業を編成し，実施した。以下に，公開

授業を実施した分野名と，授業内容について略記する。

【機械システム分野】

指導目標；近年，風力発電などで注目されている風車を題材として，機械工学と物理

学の視点から科学技術を学び，自らテーマを決めて実験を行い，発表ができるように

する。

ねらい；電気モータの軸に自作のタービンを取り付けて，送風機から 3.0 m/s 程度の

風を送ったときに発生する電圧の大きさを競うタービンデザインコンテストを実施す

る。

【電気電子分野】

指導目標；プレゼンテーション技法を育成する過程において，未知の課題に取り組ま

せ，知識を与えることなく，自ら思考させることによって思考・判断能力をのばし，

問題解決能力を養う。

ねらい；前時までに“「使える電気」とは何か”についての議論は終了している。こ

こでは実際の手回し発電機を用いて，「使える電気」についての定義を議論する。

【立体造形分野】

指導目標；アルミニウム管タワーの製作を通じ，「得られた知見を表現・発表し，討

論を通して相互理解する態度を育成する」の部分を実践する。

ねらい；前時までに，50 本のアルミニウム管を粘土でつなぎ，出来るだけ高い塔を

作り，工夫点等を議論した。ここでは，議論した内容を発表する。

公開授業の後に開かれた分科会においては，科目開発の理念と方策について詳細に

説明するとともに，公開授業に関する概要説明を行った。また，本科目の目指すとこ

ろである「従来型から構成主義的教授法に基づいた授業への授業スタイルの改善」の

観点から，本科目が教員の意識開発のために活用可能であることを説明するとともに，

本科目の教員研修プログラムとしての活用について提案した。短い時間ではあったが，

参加者といくつかの質疑応答をしたのち，指導助言者の先生からの意見をいただいた。

４ 実施の効果とその評価

「科学技術研究入門」に関しては，授業実践の本格的な開始から 2 年目を迎え，各分

野とも，構成主義的学習観に基づいた教授法略に対し，少しずつではあるが，教員側の

適応性も向上してきたところである。

研究開発に対する評価としては，本年度においても，昨年度同様，本科目履修に対す

る事前・事後調査を行った。設問内容は昨年度のものと同一とし，調査結果の経年比較

が可能となるよう配慮した。なお，各分野の授業担当者に対しては，本年度の調査に設

問項目を追加したい場合にはそれを妨げない旨，伝えてある。具体的な調査内容は，附

録に掲載参照されたい。本年度は，情報システム分野において，設問の追加があった。

採点方法は，昨年度と同様で，各解答に対して評価基準に基づき 5 点満点で評価した

（評価基準；５…よくできている ４…だいたいできている ３…一部に間違いがある

２…一部に正解がある １…完全に誤り）。

事前・事後調査の分析結果を表４に示す。表中の合格者は，5点満点で4点以上を獲得

した生徒を指す。本年度に関しても，統計から，合格者数に対する科目履修の関連が裏
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づけられ，本科目の効果を充分証明できている。

表4．実施の効果表4．実施の効果表4．実施の効果表4．実施の効果

本年度からは，前年度に本科目を履修した生徒が，課題研究に取り組み始めるように

なった。これにより，本科目が，課題研究への取り組みにどのように影響し，成果をも

たらしているかについての評価が可能となる。そこで，現 3 年生に対し，課題研究を終

了した段階でアンケート調査を実施し，本科目履修の効果について分析した。なお，同

様のアンケートは昨年度の 3 年生，すなわち，本科目未履修の生徒に対しても実施済み

であり，本科目履修生から収集するデータの対照データとして扱った。アンケート内容

としては，分野共通のものと分野独自のものの 2 部構成とした。以下に，分析結果につ

いて概観する。

【分野共通項目】

課題研究への取り組みに対する 3 つの設問について，線結び式内容分析法を用いて分

析した。分析に当たっては，広島県立教育センターの Web 上に公開されている分析ツ

ールを参考にした。

以下に，各設問について回答内容を分析し，その結果を視覚化したものを示す。これ

らは，各カテゴリー間の線結び作文について，回答数の多かった上位 3 項目を取り上げ，

得票率（％）とともに矢印を引いて示したものである（赤実線：得票率 1 位，黒実線：

同 2 位，黒点線：同 3 位）。得られた結果を俯瞰すると，今年度の 3 年生および昨年度

の 3 年生ともに，，いずれの設問に対しても，選択した項目内容については明確な差異

は見られない。しかし，その得票率を精査すると，興味深い結果がいくつか認められる。

《設問 1》課題研究のテーマを決めるときは，・・・，決めた。

平成 18 年度
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平成 19 年度

設問 1 のテーマの決め方に関する内容では，昨年度は「ひとりで」考えてアイデアを

出すという傾向が強く表れているのに対し，今年度は「グループのみんなで」や「先生

と一緒に」－「アイデアを出し合って」であったり，「友達が」－「テーマを出してく

れて」いたりという傾向が強くなり，グループ内の議論が活発に進められたことがうか

がえる。

《設問 2》課題研究の具体的な研究内容を決めるときは，・・・，決めた。

平成 18 年度

平成 19 年度

設問 2 の具体的課題の決定に関する内容では，昨年度に比べて今年度は，「グループ

のみんなで」－「アイデアを出し合って」とした割合が顕著に増加しているのが分かる。

すなわち，教員からアイデアをもらうものの，具体的な内容決定では，生徒間の話し合

いを重視したことが読み取れる。



- 47 -

《設問 3》課題研究の中間発表の内容を整理するときには，・・・，整理した。

設問 3 の成果の整理に関する内容についても，「グループのみんなで」－「アイデア

を出し合って」まとめたという傾向が，昨年度から今年度にかけて増加している。さら

に，思考の整理方法として，昨年度に高い得票率を示した「頭の中で考えて」という傾

向が今年度は弱まり，グループとしての考えを紙の上に具体化しながら整理する傾向に

シフトしている様子が見られる。

平成 18 年度

平成 19 年度

以上，課題研究への取り組みについて，設問毎に分析結果を眺めたが，少ないデータ

による分析ではあるものの，本科目履修の有効性が充分示されていることが分かる。こ

れらのデータからは，生徒側だけではなく，教員側の対応の変化についても読み取れ，

生徒の自主的な活動を支援する意識が高まっている傾向にあることが分かる。今後の継

続的なデータの蓄積により，より詳細な分析を進めていきたいと考えている。

【分野独自の設問】

各分野における独自な内容の問題を作成し，3 年生に対し，課題研究終了時に解答さ

せた。各分野の設問内容については附録に載せてある。各解答に対しては 5 点満点で評

価した。評価基準については，2 年生に対する事前・事後調査のものと同一（５…よく

できている ４…だいたいできている ３…一部に間違いがある ２…一部に正解があ

る １…完全に誤り）とした。

表５に，設問毎（機械システム分野のみ全体平均）に出した得点の平均を，昨年度と

今年度で比較した結果を示す。各分野のすべての項目において，昨年度から今年度にか

けて得点がアップしているのが分かる。調査対象が少なく，科目評価に対する分析につ
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いては，さらに継続的なデータの蓄積を待つ必要があると思われるが，本科目導入によ

り従前の授業形態からの大きな転換があったにも拘らず，学習内容の精選と，発想力や

プレゼンテーション能力，相互理解力の育成に重点をおいた授業の実践により，高い学

習効果を維持することが出来ているものと考えている。

表5．3年生対象事後調査アンケート結果表5．3年生対象事後調査アンケート結果表5．3年生対象事後調査アンケート結果表5．3年生対象事後調査アンケート結果

５ ３年間の活動のまとめ

本研究開発でキーワードとしている「いどむ力」と「わかりあう力」の育成を達成す

るために，新科目「科学技術研究入門」の開発が立ち上げられた。科目開発に当たって

は，科目理念の確立とそれに沿った教材・授業方策の検討，および授業の実践と，これ

までに多くの課題はあったが，着実にその成果を上げてきた。

研究開発の 1 年目においては，本科目の理念を具現化するための授業内容について検

討するとともに，テキストの作成に取り組んだ。課題テーマについては，各専門分野の

特徴を盛り込みながらも，一般的な理論や法則について，分野の枠を越えた共通性を認

識させ，科学技術に関する幅広いセンスを身につけさせられるものを意識した。

2 年目においては，1 年目に作成したテキストに沿って，授業実践を開始した。本科

目では，従来型の，いわゆる，教授主義的教授法に基づく授業形態から，構成主義的教

授法に基づく授業形態への転換を求めており，教員側にとっては，多少の戸惑いを感じ

ながらの授業となった。そのような状況下において，生徒の積極的な取り組みにより，

科目が設定する生徒の育成に関して一定の成果は得られたものと考えている。

3 年目においては，2 年目における授業実践の経験をふまえ，テキストの改訂や授業

内容の検討を行いながら，科目としての着実な熟成化を目指した。教員側においては，

昨年度に比べ，構成主義的教授法に基づく授業形態への適応度が着実に向上してきたも

のと考えている。その結果，生徒の活動に関しても，確実な伸長が見られた。このこと

は，科目実施に対する評価にも反映されている。3年目では，本科目の受講に対する事

前・事後調査に加え，本科目既履修者の課題研究への取り組みに対するアンケートを実

施し，分析した。それらの結果からは，生徒に対する本科目履修の効果が，各種データ

からも充分に読み取ることが出来た。また，課題研究への取り組みについては，生徒間
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のディスカッションが活発に行われたこと，および，教員側も生徒の自主的な取り組み

を尊重する姿勢が見られた。3年目の活動としては，これらの他に，国際交流に関連し

た活動に向け，実施可能なコンテンツの検討を行った。その結果，設定すべき授業内容

のレベルや，授業実施する上での問題点等を具体化することができ，授業交流のための

枠組み作りを着実に進めることが出来た。

６ 実施上の課題及び今後の方向

本校における従前の教育実践においては，体験的学習を通して「専門的な知識と技能」

の習得が進められ，一定の成果を上げてきた。しかし，その知識量と技術レベルだけで

満足せず，さらに高水準な思考を構築するためには，本科目で目指すような「新たな課

題に対して生徒自らが主体的に考える力」の育成が大きな意味をもつものと考える。一

方，本科目の導入により，従来の専門的素養の習得に費やす絶対的な時間が縮小するの

に伴い，これまでは達成出来ていた知識・技能レベルが低下するのではないか，という

懸念が，当初より専門分野の教員からは出されていた。「科学技術研究入門」実施の上

では，これらのことを考慮し，授業時間の配分を工夫したり，授業内容の精選を図った

りしながら進めてきた。授業実践の開始から 2 年目を終え，生徒への学習定着度を評価

すると，これまでの取り組み方により，当初の懸念の一部はクリア出来たものと思われ

る。しかし，まだまだ不十分な部分が多く，今後も他の授業科目との連携を図りながら，

継続的に検討していく必要があると考える。

本科目の履修を通した生徒の評価については，科目の性格上難しい部分が多く，客観

的な評価法の確立には，今後も継続的な検討が必要と考える。また，これまでに得られ

た評価結果に関しては，今後も着実にデータの蓄積を進める必要がある。その上で，授

業実践を踏まえて必要と感じる評価項目については，積極的に調査に加え，出来るだけ

多くのデータの蓄積が可能となるよう努めなければならないと考えている。

国際交流に関連した活動に対しては，提携校との相互の既習レベルを充分調査した上

で，テーマを設定する必要がある。したがって，その調査結果によっては，本校内で実

施している授業内容をそのまま当てはめることが出来るとは限らない。また，授業規模

の設定についても充分検討する必要がある。「異国間の交流」ということを有意義なも

のに出来るようなテーマ設定と実施方策を，今後，考えていく必要がある。

本科目の大きな理念の一つとしては，授業スタイルに対する教員の意識改革の奨励が

挙げられる。教え込み型教育から考えさせる教育への転換は，生徒の側だけでなく教え

る教師側にも大きな戸惑いを伴う。しかしこのことは，訓練により，充分に解消可能な

ものであると考える。すなわち，従来型の授業スタイルを充分経験し，従来型の教授ス

キルを充分に身につけた教員にとっては，新しいスタイルの教授スキルを習得する機会

が用意されることが必要であると考える。このように考えた場合，本科目の教員養成プ

ログラムへの活用ということは，充分に検討に値するものと考える。本研究開発におい

ては，今後，この様な活用の可能性を見据えながら，科目としてのより一層の熟成化を

図っていく必要があると考えている。
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Ⅱ 国際性育成研究会の活動報告

１ 概要

（１）組織の概要

海外の協力校の連携，東京工業大学留学生センター（以下，東京工業大学を東工大と

略記）との連携，「課題研究」他研究会における国際交流導入のための指導方法の開発

（２）目標

情報化により加速的に国際化の進む近年，科学技術・学術活動の国際協力・交流は急

務と言える。こうした現況において異文化，異なる言語の人々と「分かり合い」「協力

しあい」，共存していく国際的な科学技術系の人材の育成が本校に求められていること

である。本研究会はその基盤となる「異なる文化の人たちに心を開いて，科学技術を共

通言語とし，積極的にコミュニケーションをする意欲や能力」の育成を目指す研究を支

援する。

（３）仮説

異文化を持つ人々と交流する時間を設定し，コミュニケーションを図ることは生徒・

教員の海外への興味を起こさせ，学習・指導への新たな関心を喚起し，さらなる展開を

促す。

（４）ＳＳＨ３年次国際性育成研究会の目標

・ タイ王国カセサート大学附属高校との交換留学の実施。

・ 第１年次，２年次において実施した校内での，生徒・教員の「国際的」意識・関心

を育成，喚起するための活動を，これまでの反省を踏まえ，改善し，新たな活動と

して継続していく。

・ ＳＳＨ中間の年度として，これまでの活動を総括し，今後の活動を検討する。

２ 経緯

～国際性育成研究会の活動～

ＳＳＨ研究２年次にあたる平成１８年度に国際交流協定を結んだタイ王国カセサート

大学附属高校との交換留学を実施することが本年度の主な活動となる。教員全員が学校

全体の取り組みであることを認識し，協力してその実施にあたることがその交流の成功

を促し，大きな効果を生徒・教員にもたらすことになる。

生徒・教員を対象とした「英語による講演」も継続的に行い，タイ王国のみならず，

諸外国の人々と接し，直接情報を収集する機会を作ることも重要な活動である。特には，

語学「英語」学習という観点からではなく，様々な分野での情報交換を可能とする場と

して設定し，各分野の参加者が情報を取捨選択する機会となることを目標とする。

（１）３年次の活動

・ タイ王国カセサート大学附属高校に生徒を派遣。

・ タイ王国カセサート大学附属高校から生徒の派遣を受け入れ。

・ 「－スポーツを科学する－」というテーマを設定し，体育科教員が中心となって肉

体的活動の理論と実践までを海外の講演者を招き英語で実施。

・ 「課題研究」における生徒による「英文アブストラクト作成」の試行。

（２）２年次以前の活動の継続的活動

・ ブリティッシュ・カウンシルとの継続的協力。
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・ 生徒・教員対象の英語による講演会の継続的実施：１年次，２年次それぞれの分野

・教科が年初に企画，計画を行う。がその実施までには多くの交渉，時間を必要と

する。２年次に企画したが実施できなかった計画を本年度は実現させる。

・ ５専門分野の授業において，東工大留学生センターの協力を得，留学生による授業

の実施。

３ 内容及び実施の効果とその評価

（１）タイ王国 カセサート大学附属高等学校への生徒派遣

平成１８年１２月にカセサート大学附属高校と国際交流の協定を結び，平成１９年

３月に本校生徒を派遣する予定であった。しかしながらタイ王国における爆弾事件な

ど，タイ国内の治安への不安と，安全上の配慮により，協定締結後第１回の生徒派遣

は今後の交流への影響を鑑み，慎重に行おうということになった。そこで生徒の派遣

を見送り，カセサート大附属高校校長先生一行３名を，本校にご招待するという形に

変更となった。結果として，先生方の来日来校により，本校の教育に対する取り組み

や，専門性，専門分野の教育内容をより十分にご理解いただくことができた。このこ

とは，今後の生徒派遣に際して，科学技術高校である本校の特徴を理解したうえで生

徒を派遣していただきやすくなったということであり，大変重要な成果である。この

ような経緯を踏まえ，カセサート大学附属高校との電子メールを主とした情報交換を

行いながら検討を重ね，生徒５名（各分野１名）を派遣することになった。

① 日程

平成１９年８月１５日～１９日（機中 1泊含む）

② 派遣生徒選抜の経緯

ⅰ）第２,３学年から希望者を募ったところ２６名が応募した。

ⅱ）希望者に対し，応募の動機，健康状態，既往症の有無，ホームステイ受け入れの

可否等を調書として提出させ，各分野教員，担任が評価を点数化して選抜した。

ⅲ）得点順により各分野から２名を選出し，１名を派遣生徒，もう１名は補欠とした。

「英語力」を問わず学習，健康への自己管理が十分にできる生徒を選抜の対象とす

ることとした。派遣生徒は以下のとおりである。

３年Ａ組 女子 材料科学・環境科学・バイオ技術分野

３年Ｂ組 男子 情報・コンピュータサイエンス分野

２年Ｃ組 男子 システムデザイン・ロボット分野

２年Ｄ組 男子 エレクトロニクス・エネルギー・通信分野

３年Ｅ組 男子 立体造形・ディジタルデザイン分野

女子１名 男子 4名

引率教員：市村校長，門馬，井口，山口

ⅳ）渡タイに対する準備

保護者会の実施：

派遣生徒５名および保護者に出席していただき，東京工業大学から研究協力

部国際事業課長秋保氏，校医の安宅先生をお招きし，タイ王国の治安状況，生

活，海外への渡航における諸注意，また心配される疾病・感染症等に関しての

説明をしていただき，質疑応答を行った。
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勉強会の実施：

タイ王国へ渡航するため，７月２４日，８月６日，１３日の３回にわたり勉

強会を実施した。勉強会の主な内容は以下の通

りである。

・カセサート大学附属高校で行うプレゼンテ

ーションの作成

・タイ王国に関する文化・生活の学習

・東京工業大学研究協力部国際事業課長秋保

氏による渡タイ直前のタイの状況に関する

レクチャー（８月１３日）

タイの言語，習慣，歴史，文化等については個人の興味・関心に応じてさら

に学習することを課題とした。希望者には参考文献を貸し出した。

③ タイ王国滞在

ⅰ）研修授業

主にタイ王国の文化・歴史に関する研修を，見学を中心に実施した。カセサー

ト大学附属高等学校での研修内容は，今回は一任する形で実施した。

ⅱ）授業参加

派遣生徒５名に

よる自己紹介及び

課題研究を中心と

した学校での取り

組みを中心とした

内容のプレゼンテ

ーションを行い，

その後，授業に参

加した。５，６名

のグルーブに別

れ，「すうどく」

に取り組む授業も

あった。

④ 今後の課題

ⅰ）参加生徒：２年生を中心に検討してきたが，今回は平成１８年度の派遣見送りの

経緯により３年生に応募枠を広げた。が実際にタイ王国滞在中のプレゼ

ンテーション及び活動状況から，すでに課題研究の成果を持つ３年生の

参加が好ましく，２年生，３年生の希望者とすることが適当ではないか

と考えられる。また，平成２０年度生徒を募集するにあたっては，タイ

生徒を受け入れの際にホームステイを提供できることを条件にすること

も検討する必要がある。

ⅱ）派遣時期：今回の実施は８月中旬であった。日本の海外旅行シーズンにあたり，

航空券，教員の宿泊場所を確保するにあたって，もっとも難しい時期で

秋保氏によるレクチャー

本校生徒のプレゼンテーション

カセサート大附属高の教員によるレクチャーと生徒のプレゼンテーション
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あった。したがって，その時期を２学期終了後７月下旬に設定すること

も考えられる。しかし，３年生の参加を考慮すると校内行事サマーチャ

レンジ実施後が望ましく，やはり今回とほぼ同じ時期となるであろう。

また，年度当初の早い時期からの渡航準備が望ましい。来年の派遣にあ

たってはこの点について本研究会で検討のうえ，本校教員の了承を得た

うえで，カセサート大附属高校との検討を要する。

ⅲ）生徒への課題：平成２０年度派遣生徒を募集するにあたり，今年度派遣後の活動

を踏まえ，生徒の課題を明確にする必要がある。今回は初めての派遣で

あり，生徒たちも了承ずみであるが，タイ滞在の後，生徒に期待される

貢献を具体的に周知する必要がある。

（２）タイ王国 カセサート大学附属高等学校生徒受け入れ

平成１９年８月タイ王国滞在中カセサート大附属高校校長 Dr.Daranee，市村校長と

の話し合いにより，すべてを両校で同様にすることを前提とすることとなった。本校

生徒がカセサート大学附属高校の授業に参加した日数と同等の日数をタイ側生徒も本

校の授業に参加することとした。しかしながら，両国の貨幣のバランスにより航空券

の物価に対する割合を考慮し，タイ生徒は日本国への滞在を本校生徒より長く設定し，

日本国内を自費にて研修するものとした。

① 日程

平成１９年１０月３日～１１日

滞在当初 4日間を本校生徒との活動に参加し，後半を日本国内研修とした。

② 訪問団

訪問生徒：１１年生(高校２年生)５名（男子３名，女子２名）

引率教員：２名

③ 参加活動

受け入れ期間は，本

校３年生の課題研究発

表会，学校行事の文化

祭にあたり，本校の特

徴を最も提示している

時期であると考える。

したがって，カセサー

ト大学附属高等学校の

生徒たちは，言語の違

いはあるものの，それ

ら活動を見学，参加す

ることによって本校の

授業・活動をさらに理

解することができたと考える。特に，課題研究活動の見学及び発表会参加では，材料

科学・環境科学・バイオ技術分野とシステムデザイン・ロボット分野において，実際

の活動を見学することができた。研究活動の説明にあたった生徒とタイの生徒が英語

材料科学・環境科学・バイオ技術分野の見学

システムデザイン・ロボット分野の見学
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で質疑をしていたことは，大きな成果と思われる。

④ 今後の課題

受け入れにあたっての困難は宿泊・食事についてであった。タイ側はホームステイ

を原則としての滞在を希望している。そのことにより，授業に加えて日本の生活・文

化に接する機会を多く持つことが望まれる。しかしながら，今回の受け入れにあたっ

ては，本校派遣の際にホームステイ受け入れを前提としなかった。そのため長い滞在

中の宿泊先の確保に困難が伴った。その点を本校からの派遣の際に必ず明確にし，教

員，生徒が移動，食事の手配等の心配なく授業に専念，集中する環境を提供すること

が両校の健全かつ公平な交流の基盤となることは明白である。

今回の受け入れにあたってのもっとも評価されるべき点は，国際性育成研究会委員

の教員が言語の違いを超えて，生徒と接し，生徒の環境作りに協力したことである。

今後は本研究会委員のみならず，全教職員の積極的な関わり，協力を得られるよう早

い段階での周知，協力の要請を行うべきであろう。

タイ生徒，教員は帰国後，全校生徒約３０００人（小学生から高校生）に対して，

今回の成果をプレゼンテーションすることを課題とされているとのことである。その

課題を本校にも提出してもらい，本校側での今後の課題，参考にしたいと考える。

またカセサート大学附属高等学校では，ホームステイ先を募るにあたって，その是

非により派遣の際のポイント制としているとのことであった。本校でも同様のシステ

ムの導入を検討する必要があると考える。

今回のタイ生徒受け入れに際して，今後の参考としてホームステイをお引き受けく

ださった大田区５家庭にアンケートをお願いした（資料参照）。５家庭のうち３家庭

はすでにホームステイ経験があった。そのため，特別な歓待をせず，日本の家庭の日

常を見せるように努めてくださったようである。また未経験２家庭についても大田区

からのアドバイスもあったようで特に問題はなく，むしろ受け入れを「貴重な体験」

と感じてくれたようである。感想として「同じ年代の子どもの家庭に滞在することが

望ましいのでは」と述べられている家庭があった。本校生徒の家庭でのホームステイ

を募る必要性を指摘されていると考えられる。

（３）東工大留学生を招いた授業「先端科学技術入門」

本研究会では，国内外の人とのコミュニケーション能力育成のための支援をするこ

とが課題となっている。そこで，日本で活躍されている研究者の方に自国と日本との

文化の違いやご自身の科学技術分野に関する研究などについて講義をお願いし，国際

交流の場を設けることとした。在日外国人の研究者からお話しを頂くことで，講師の

祖国の様子や国外から見た日本の様子，日本での生活で苦労したことなどを知ること

ができる。未来を担う国際人を育成するためのひとつの目標としてコミュニケーショ

ン能力の向上と国際交流への関心を高めることを考え，授業で質疑応答などにより外

国の方との直接対話を促し，交流が可能となるよう実施した。

今回の講師は，東工大大学院電気電子工学専攻博士課程の院生であり，電波とアン

テナに関する研究を行っている。そのため，対象は情報・コンピュータサイエンス分

野，エレクトロニクス・エネルギー・通信分野の第２学年とし，授業「先端科学技術

入門」において実施することとした。
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① 概要

来日（東工大への留学）のきっかけや日本の印象，自国の事柄，そして研究テーマ

とその内容・成果などについて，プレゼンテーション形式による授業とした。

② 方法

ⅰ）事前準備

平成１９年５月中旬より，授業の形式や授業内容など随時，電子メール等も活

用して打ち合わせを行った。

ⅱ）授業の実施

実施日：平成１９年７月１２日（木）１０時４０分～１２時３０分

対 象：２年Ｂ組（情報・コンピュータサイエンス分野） ３７名

：２年Ｄ組（エレクトロニクス・エネルギー・通信分野）４０名

場 所：大講義室

講 師：張 淼（Zhang Miao チョウ・ビョウ）氏（中国）

（東京工業大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻博士後期課程３年）

題 目：「中国から見た日本，日本から見た中国

～日本への留学から学位取得まで～」

ⅲ）内容

写真や図画を多く用いたプレゼンテーションソフトのスライドを使用し，張氏

の出身である中国 遼寧省 瀋陽の地理や歴史，ご自身の中高生時代のこと，日本

語との出会い，来日のきっかけ，博士課程進学の経緯，そしてご自身の研究内容

と成果についての講義を行った。

③ 実施の効果とその評価

ⅰ）アンケートのまとめ
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図１ アンケート結果

ⅱ）考察

今回の授業では，打ち合わせの段階で張氏の中国での中高生時代のことや日本

語との出会い，日本留学のきっかけなどのお話と共に，ご自身が研究されている

内容（電波とアンテナ）についてご講演いただけるということで，電波とアンテ

ナに関係する情報・コンピュータサイエンス分野とエレクトロニクス・エネルギ

ー・通信分野の生徒を対象とした。そのため講演内容に関心をもって参加した生

徒が多かったことがアンケート結果からも伺うことができる。また，今回の講演

は講演者の意向でスライド・講演ともに日本語での講演となった。こうした講演

スタイルが講演内容について理解しやすかった要因のひとつであると考えること

ができる。

生徒たちは，日本と中国の高校生活の違い（特に校則の厳しさ）や中国におけ

る日本語の需要の多さに驚いていた。また，研究成果の話では，産学連携で作り

上げた無線によるブロー

ドバンドネットワークの

構築に成功し，一部地域

でその技術が利用され始

めているとのこと。こう

した身近にある製品につ

いての話が生徒たちにも

印象に残ったようである。

（４）第１８回英国科学実験講座クリスマスレクチャー２００７「数のミステリー」

平成１９年度のクリスマスレクチャーは，７月２７日（金），

２８日（土）に昨年と同じ文京シビック大ホールで行われた。

開場３０分前には入場待ちの長い列ができ，昨年以上に盛況で

あった。本校は，British Council（以下，ＢＣと略記）のパート

ナーシップにより多くの聴講券を頂くことができ，両日とも本

校から教職員と約４０名の生徒あわせて約５０名が参加した。

今回のテーマは「数のミステリー」，講師はオックスフォード

大学数学科教授マーカス・デュ・ソートイ(Professor Marcus du

Sautoy)先生，突然のバンという爆竹音とお札が舞うと共に幕が

開き，ぐんぐんと数の世界に引き込まれていった。

授業の様子

パンフレット
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今年も，本校生徒３名が，ステージボランティアを務めた。

・・・・Lecture 1

公家風コスチューム ３年 NK 君

新撰組風コスチューム ３年 KH 君

・・・・Lecture 2

旧式スキューバダイビングヘルメット ３年 NT 君

いずれも，「普段ではできない良い経験をした」と

感想を語ってくれた。お疲れ様！

以下に，内容を簡単に紹介する。

７／２７（金）７／２７（金）７／２７（金）７／２７（金）

・・・・Lecture 1 「終わりなき数の不思議」「終わりなき数の不思議」「終わりなき数の不思議」「終わりなき数の不思議」

数学の中でも最も謎に満ちている素数が取り上げられた。世界で一番最初に素数の重要

性を見つけたのは昆虫？現在見つかっている最大の素数だけ米粒を集めると宇宙なんて簡

単に埋め尽くす等々，楽しいゲームを交えながら不思議の探検をした。

http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B077003&i_renban_code=015

・素数を見つける

・１は素数なの？

・素数を最初に見つけたのは誰？

・チェス開発者の伝説

・素数を見つける公式

・・・・Lecture 2 「とらえどころのない形のお話」「とらえどころのない形のお話」「とらえどころのない形のお話」「とらえどころのない形のお話」

様々な形を数学の視点から考えた。自然は怠け者なので球体を好む，どんなに拡大して

も同じ形が続くフラクタクル，二次元の宇宙飛行士が飛んでいるのはドーナツ形宇宙等々，

宇宙の謎に迫った。

・丸い形

・人間が球体を作る

・フラクタルとコッホ曲線

・芸術に潜むフラクタル

・自分たちの世界の形をあてる

・宇宙の形

http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B077003&i_renban_code=016

７／２８（土）７／２８（土）７／２８（土）７／２８（土）

・・・・Lecture 3 「勝ち続けることの秘密」「勝ち続けることの秘密」「勝ち続けることの秘密」「勝ち続けることの秘密」

数学を使ってゲームに勝つ方法が伝授された。宝くじの賞金を最大にする方法，サイコ

ロを使うゲームで勝つ方法，難しい問題を簡単な問題に置き換えて楽して勝つ方法等々，

ゲームやパズルに思わず引き込まれた。

http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B077003&i_renban_code=017

・ランダムが苦手な私たち

・ジャンケンやサイコロゲームに勝つための数学的戦術

・一筆書きできるのはどっち

・数学パズル

・・・・Lecture 4 「未来を予測するための探求」「未来を予測するための探求」「未来を予測するための探求」「未来を予測するための探求」

サッカーボールの着地点といったほんの数秒後の予測から，何百億年も先の宇宙の予測

まで行う，数学の世界が紹介された。数学は究極の予言者。カオスように，予測が極めて

難しいものにも，数学者は挑み続けているそうです。

公家姿の NK 君と

新撰組の KH 君
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http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B077003&i_renban_code=018

・物の落下を予測

・ボールの軌道を予測

・太陽系の安定性を予測する

・カオスと天気予報

※各レクチャーは，「サイエンスチャンネル」の示されたアドレスで視聴することができる。

このクリスマスレクチャーは，科学の世界をいろいろな切り口からそのワクワクド

キドキを子供達に提示してくれる。参加した生徒達は，得難い経験をしたに違いない。

レクチャーを聴講するたびに，またその会場を見渡すたびに「理科離れ」が不思議に

思われてくる。クリスマスレクチャーは，生徒だけでなく教師にとっても，プレゼン

テーション技術のよい教材であることも付記しておく。また，昨年のクリスマスに行

われた"The Royal Institution Christmas Lecture 2007"の情報を以下に記す。

"who lives, who dies, and why?" / Dr Hugh Montgomery

Intensive care doctor and extreme sports enthusiast Dr HughMontgomery presents this year's
lectures. The lectures explore the theme of human survival -who lives, who dies, and why?

･ Peak Performance - How the body burns fuel with oxygen to create energy.
･ Completely Stuffed - How our bodies cope with starvation andthirst
･ Grilling and Chilling - Surviving extremes of temperature
･ Fight or Flight - How our muscles and reactions aif survival
･ Luck, Genes and Stupidity - Many things influence our ability to srvive

http://www.rigb.org/events/christmaslectures.jspより

（５）英語で聞く講演会「－スポーツを科学する－青少年の成長と発達を科学する」

本校では，主に科学技術に興味を持ち，それを学ぶ目的で進学してくる生徒が大半

である。また同時に，本校の４０%を越える生徒が運動系の部活動に所属している。

こうしたことから科学技術に興味を持ち，そしてスポーツにも汗を流す生徒が多数在

籍していると言える。

近年，日本のスポーツ界においても科学的な理論に裏付けられた指導が多く取り入

れられてきている。本校での体育の授業や部活動においても科学的な理論に基づいた

指導を取り入れており，サッカー部や陸上部，柔道部の活動で成果を上げている。こ

うした，スポーツ分野と科学技術分野は，今後ますます結びつきが強くなることは容

易に予想できる。

先進的な学術研究は英語で発表されることがほとんどであることから，英語の重要

性を認識してもらい，英語への学習意欲向上を目標にした。また，青少年期の成長過

程である高校生にスポーツと身体発達の関係を学び，今後の運動・スポーツの活動へ

生かすとともに身近なスポーツと科学技術との結びつきを認識してもらうことを目標

とした。今回の講演会では，理論に重点をおいて講演を行っていただいたが，１１月

には実技に重点をおいた別の講演を予定しており，２つの講演会に参加することで理

論・実技両方の指導を受けることができる２本立てのプログラムとした。

① 講演Ⅰ：理論編「青少年期におけるスポーツと身体発達の関係」

ⅰ）事前準備

平成１９年６月より，講演会の形式や講演内容など随時打ち合わせを行った。
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ⅱ）講演会の実施

実施日：平成１９年９月１４日（金）

生 徒 対 象：１０時４０分～１１時３０分

３年Ａ組（材料科学・環境科学・バイオ技術分野）４０名

３年Ｃ組（システムデザイン・ロボット分野） ３８名

２年Ｅ組（立体造形・ディジタルデザイン分野） ３７名

教職員対象：１１時４０分～１２時３０分

場 所：大講義室

講 師：Ph.D. Robert M. Malina

題 目：「青少年の成長と発達を科学する

～青少年期におけるスポーツと身体発達の関係～」

生 徒 対 象：Growth and Maturation: Influence of Physical Activity and Sport

教職員対象：Growth and Maturation of Youth Soccer Players:

Implications for Developmental Programs

ⅲ）内容

氏は，人間の成長と発達に関する分野の研究，とりわけ青少年期におけるスポ

ーツと身体発達の研究を手がけており，この分野では世界的に権威ある研究者と

して知られている。講演は，単なる研究成果の披露ではなく，研究成果から青少

年期における運動・スポーツの有用性を説かれていた。生徒対象の講演は，（ア）

スポーツと身体発達をとりまくアメリカの現状と（イ）競技スポーツにおける薬

物汚染（ドーピング）の低年齢化の２点ついて話が進められた。

（ア）スポーツと身体発達をとりまくアメリカの現状

アメリカの現状は，国民の過半数が肥満であり糖尿病をはじめとする成人

病の要因になっており，大人だけでなく子供たちにも広がっている。この問

題の背景として，アメリカの食文化や車中心の社会，運動不足などが挙げら

れている。このような状況を改善するため，政府は積極的にエクササイズや

スポーツを推奨している。

（イ）競技スポーツにおける薬物使用（ドーピング）の低年齢化

競技スポーツにおける選手の評価とは，競技成績や試合結果そのものであ

る。選手は競技力を向上させるためにトレーニングを積み重ね，試合で成果

を発揮して成績や結果につながる。しかし，スポーツ界には昔より成績向上

のために薬物使用（ドーピング）の不正が絶えず続いている。

近年，この薬物使用の問題がプロ（大人）の選手のレベルだけでなく，高

校生レベルの選手にまで蔓延し始めている。こうした高校生レベルでの薬物

使用は，周りの大人たちが関与している。誘惑に負けず，自分自身が正しい

判断をし，正しいトレーニングによって心身を鍛えることが重要である。

以上のような，「青少年期におけるスポーツと身体発達の関係」というテ

ーマから現代社会が抱える問題や自己の確立など話題が豊富な講演会であっ

た。また，今回の講演での使用言語は英語で同時通訳なしで実施したが，氏

の配慮からなるべくわかりやすい単語でゆっくりとした口調で講演をしてい
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ただいた。

生徒向けの講演に引き続き，教職員対象の講演を

していただいた。氏が研究で手がけるスポーツは多

岐にわたるが，サッカーと青少年期の身体発達を中

心に研究されている。そのため，教職員対象の講演

は本校教職員のみならず東工大の先生や院生，学生，

そして中高生にサッカーを教えている指導者や他校

の先生など多くの聴講者が集まった。

講演内容は，先述の通りユース年代（U-18）のサ

ッカー選手における身体発達の調査と学習プログラ

ムの開発を研究されており，各国で研究された豊富

なデータを基にプレゼンテーションソフトを使用し

て，視覚的にもわかりやすい講演をしていただいた。

その中でもパスポートエイジとボーンエイジの違い

やボーンエイジを調べる方法，ポジションに対する適性，そして選手の将来性の

見極め方などを講演してもらった。講演会終了後には，質疑応答を兼ねた交流会

を開くと時間いっぱいまで活発な意見交換が行われ，盛況のうちに閉会となった。

ⅳ）実施の効果とその評価

（ア）アンケートのまとめ

図２ アンケート結果

講師 Dr. Malina

講演の様子
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（イ）考察

生徒対象の講演では，氏の配慮でなるべく簡単な英語で講演していただいたこ

とから半数以上の生徒が英語を聞き取れたと回答していた。しかし，プレゼンテ

ーションソフトを使用せず，身振り手振り（ボディーランゲージ）を交えた講演

をされていたため，生徒は文字からの情報を得ることができなかった。このこと

が講演内容の理解度低下を招いたのではないかと推察する。

アメリカでの運動不足の問題に関連して氏は，『日本においてはここまで深刻

化していない』と言うが，生徒たちは自身のテレビゲームやパソコンの利用状況，

日常の食事内容などを振り返ると危機感を持ったようであった。また，アメリカ

での薬物使用の低年齢化が進んでいるとあったが，日本においてもいつ生じても

おかしくない問題である。スポーツに携わる大人は，目先の勝利という誘惑に負

けずに，子供を健全に育成することが責務であると感じた。

教職員対象の講演会では，ユース年代のサッカー選手に重点をおいた講演であ

ったが，その内容はサッカー指導者はもちろんのこと，『人を育てる』という意

味では同じ立場の教師にとっても通じるものがあり，非常に貴重で有意義な講演

会であった。

② 講演Ⅱ：実践編「海外講師招聘トレーニングセミナー２００７」

平成１９年１１月２５日(日)に本校体育館及び大講義

室にて，アメリカの大リーグ及びフィットネス指導で活

躍されるプロのコーチ２人をお招きして，ＮＳＣＡジャ

パン（ナショナル・ストレングス＆コンディショニング

・アソシエーション・ジャパン）主催のセミナーが開催

された。主催者側の配慮で同セミナーに本校生徒及び教

員の参加が可能となり，本校での行事として，有意義な

体験・ディスカッションが実現した。

ⅰ）講演概要

（ア）実技

講師

Jay Shiner, CSCS（ボルティモア・オリオールズ S&C コーチ）

題目

Progressive Conditioning & Core Exercises for Batting and Pitching

（バッティングとピッチングのための段階的なコンディショニングとコアエ

クササイズ）

（イ）講義・解説

講師

Gina Lombardi, NSCA-CPT

題目

Program Design for Fat Loss（体脂肪減少のためのプログラムデザイン）

ⅱ）本校参加者

野球部員５名，柔道部員７名，陸上競技部員１０名，教員５名

実技の様子
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ⅲ）内容

アメリカ大リーグ現場でのコンディショニング，健康維持エクササイズ，２つの

クラスを同時に設置した。体育館，講義室の使用便宜上，両クラスの解説，実践を

交互に行った。

（ア）実技

講師の指導の下に，特別な器具を使用せず自らの体重を利用し，身体全体を

活性化するエクササイズを全員が行った。野球コンディショニング，健康維持

エクササイズそれぞれの目的に応じてトレーニングのメニューを発展させてい

く。

（イ）講義・解説

スライドを用いて運動の意義，食生活と栄養バランス等アメリカでの最新の

情報を多くの事例と共に講義して頂いた。野球ではメジャーリーガーのトレー

ニング実践及びパフォーマンス，フィットネスではハリウッドの女優から肥満

者のトレーニング処方の事例が挙げられた。

上記２つの形式で競技志向，健康志向に応じてレクチャー（講義），エクササイズ

（実技）として実施された。両クラス共にトレーニング全般に通じる基本的概念を

明確にし，展開された。

ⅳ）参加者コメント

S君(陸上競技部)

アメリカで注目されている体脂肪減少に効果的な

ＰＨＡトレーニングは，日本でのダイエットとは大

きく違うと感じた。日本では楽な運動で楽に痩せよ

うとする傾向にあると思う。しかし今回のトレーニ

ングはよく運動をしている私たちでも辛かった。ア

メリカでは日本より体脂肪減少に取り組む意識が強

いのだろう。日本はまず効率のよい体脂肪減少は楽

ではないと学ぶことが大切だと思う。

T 君(陸上競技部)

この講演を通してＰＨＡトレーニングのやり方や効果をよく理解できました。

特に日本はアメリカと異なり家に広いスペースや庭がある家庭が少ないので，狭

いスペースでも自分で気軽に行うことのできるＰＨＡトレーニングは日本人にと

ってよいものだと思いました。

N 君(陸上競技部)

今回のセミナーでは，２講義とも実技の方に参加しましたが，そこで共通して

いたのは，「良いフォームとバランス感覚」です。このことを感じアメリカもパ

ワーだけでなく技術も重視され始めていると考えました。また，そうさせたのは

パワーはないが技術がある日本人選手の活躍が関係していると思います。例えば，

野球のイチロー選手，陸上の室伏選手などが挙げられます。その為，実技でも片

足を上げて地面タッチ，バランスボールを使ったプッシュアップなどのバランス

系。フォーム面では，プッシュアップ時の姿勢について指導を受けました。

講演の様子
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今回のセミナーを受けパワーと技術を高める事が競技力向上に繋がると思うの

で，今回指導された事をメインに鍛えていきたいと思います。

S君(柔道部)

今回，海外でメジャーリーグのトレーニングの指

導をしている方から，直接話を聞き，また実際に自

分の動きを指導してもらえた事で，本などを見ただ

けでは得る事のできない「体験」をする事ができま

した。このような講演は非常に自分の為になるので，

他にも行って欲しいと思いました。

A 君(野球部)

僕は硬式野球部でピッチャーをやっているが，今回メジャー・リーグの本物の

コーチから直接さまざまな指導を受けることができて，言葉では表現できないく

らい感激した。直接質問もしてみたが，とても気さくな人柄で，喜びは倍増した。

特に，頭から背筋にいたる身体の軸を意識して，普段の姿勢はもちろんピッチン

グ・フォームのバランスの取り方にも気をつかうようになった。下半身強化のた

めに外野の隅から隅まで３０秒で走るトレーニングなども大変参考になった。こ

れらは日本ではまだまだ知られていない理論ばかりだ。おかげで，きっと来年は

勝ち星も増えると思うから，しっかり練習を続けたい。

T 教諭

野球好きな英語教師として私は今回の講習に参加させていただきましたとこ

ろ，事前の予想を遙かに上回るほどの感動と興奮を経験することができてたいへ

ん感謝をしております。本場メジャーの一流のコーチが教えてくださった最新の

トレーニング理論は，腰椎と骨盤の部分を強化するコア理論であり，日本語でも

英語でも生まれて初めて耳にするボキャブラリーと悪戦苦闘しました。しかし，

とにかく上半身と下半身のつなぎ部分の強化が，野球技術の上達にどれほど重要

な要因であるかがとてもよくわかりました。さらに，オフ・シーズンの強化方法

や登板直後のピッチャーのトレーニング方法，メディシン・ボールを用いたバッ

ティング練習法などはどれも息をのむほど斬新なものばかりで，硬式野球部顧問

として部員の指導に関わる上でとても参考になりました。

ⅴ）考察

近年様々なトレーニングが考案，開発されている。が本講演者はトレーニングの

方法について述べるのではなく，トレーニングの意味を解説したうえで，その目的

を明確にすることがもっとも重要であることを強調した。何のためにトレーニング

を行うかをはっきりと認識したうえでのトレーニングこそが効果的であり，発展的

であることを説いた。今回の講演を通して，本校生徒・教員はトレーニングの基本

的知識，最新の情報を取得する機会となった。またすでに情報としては得ていた部

分もあるが，「英語」という他言語を通じて入手したことにより，再認識する結果

となった。トレーニングをする際に重要なことは，身体にとって最も合理的な「姿

勢」を獲得することだということも再認識した。

実技前の指導
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（６）「課題研究」での英文アブストラクト作成の試行

① 目的

ＳＳＨカリキュラムにより「課題研究」が今年度から１単位増の４単位となった。

これを活用して，課題研究報告書に英文アブストラクトを記述することによってＳＳ

Ｈの目標である「わかりあう」と「国際化」を指導内容に取り入れ，次の目的のもと

にその効果を検証することにした。

なお，今年度の試みは第３学年材料科学・環境科学・バイオ技術分野において，試

行という形で実施した。

（ア） 自己の研究を簡潔な文にまとめ，論理的な文章を書く力を養うと共に，その

内容を他に発信する。 ・・・「わかりあう」

（イ） （ア）でまとめた内容を英訳することにより科学技術英語を習得し，その内

容をタイとの国際交流などに活用するとともに，国際語である「英語」の必要

性を認識する。 ・・・「国際化」

② 授業計画および授業内容

ⅰ）授業計画

英文アブストラクト作成に向けて，「課題研究」発表会終了後の授業計画を以

下のように立てた。１クラス４０名の生徒は，課題研究のテーマに沿って，２班

に分けて行った。なお，１回の授業時間は，木曜日１～４時限の４時間である。

Ａ班（１８名：豊前班・森安班） Ｂ班（２２名：鈴木班・森安班）

回数 月 日 Ａ班（１８） Ｂ班（２２）

１ １０／ ４ １，２限：実験室後片づけ ３，４限：ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ作成ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ３，４限：ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ作成ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ３，４限：ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ作成ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ３，４限：ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ作成ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

２ １１ 実験１：スルファニル酸の合成 日本語アブストラクトの作成日本語アブストラクトの作成日本語アブストラクトの作成日本語アブストラクトの作成

３ １８ 日本語アブストラクトの作成日本語アブストラクトの作成日本語アブストラクトの作成日本語アブストラクトの作成 実験１：スルファニル酸の合成

４ １１／ １ 実験２：メチルオレンジの合成 実験２：メチルオレンジの合成

及び英文アブストラクトの作成英文アブストラクトの作成英文アブストラクトの作成英文アブストラクトの作成 及び英文アブストラクトの作成英文アブストラクトの作成英文アブストラクトの作成英文アブストラクトの作成

５ ８ 報告書の作成 アブストラクトの返却・指導アブストラクトの返却・指導アブストラクトの返却・指導アブストラクトの返却・指導

６ １５ アブストラクトの返却・指導アブストラクトの返却・指導アブストラクトの返却・指導アブストラクトの返却・指導 報告書の作成

７ ２９ 報告書の作成 報告書の作成

ⅱ）授業内容及び流れ

日本語のアブストラクト（要旨・要約＊＊＊＊ Résumé=abstract=summary）は，400

字詰め原稿用紙を使用し，課題研究の指導教諭がそれぞれ担当・指導して作成し

た。英語のアブストラクトの担当は，科学技術系の翻訳家に依頼した。どちらの

アブストラクト作成も，個人毎に作成させ，それを持ち寄って班毎にひとつにま

とめさせることで，個人評価をし易いように心がけた。また，添削後の英文アブ

ストラクトの返却は，課題研究指導教諭が立ち会い専門的な事柄のサポートを行

いながら，添削理由説明を中心として１５～２０分かけて質疑応答をしながら行

った。
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① 研究内容を 300～ 400字程度の日本語にまとめる（個人）

② 班毎にひとつの要旨にまとめる（班毎） 課題研究指導

教諭が指導

③ 日本語の要旨をもとに 200～ 300語に英訳（個人） 連携

翻訳家による指導

④ 班毎にひとつの要旨にまとめる（班毎）

⑤ 英語の要旨を添削

⑥ 班毎に面接形式で指導教員立ち会いの下，添削された要旨を返却（班毎）

図３ 指導の流れ

③ アブストラクト事例

面接形式での添削済アブストラクト返却は，一方向的なものでないため，生徒側か

らもいろいろな質問があり，大変効果的であった。また，それぞれの研究の指導教諭

が同席することにより，生徒・添削者双方に専門的なサポート及びアドバイスをする

ことができ，この方法も大変有効であった。さらに，要旨返却に同席した教員自身の

学習にも大いに役立ったことを付け加えておく。

また，添削されたアブストラクトは紙媒体だけでなく，電子データで頂いた。電子

データだからこそ可能となる機能を活用して右横のバルーンをクリックすると，添削

に際してのコメントを読むことができた。添削されたアブストラクト及び完成したア

ブストラクトの事例は，資料編を参照されたい。

④ 成果の発信

今年度作成されたアブストラクトは，ホームページ上にアップし，国内だけでなく

広くその成果を発信する予定である。また，この成果は，タイ国カセサート大学附属

高等学校との交流において活用するだけでなく，本校を訪問される外国の方々との対

応に活用する予定である。

⑤ 事後アンケート

「英文アブストラクトの作成」は今回初めての試みであったので，事後にアンケー

トをとった。その結果を以下に記す。なお，棒グラフの横軸は，百分率による値であ

る。
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質問１より，研究内容を日本語で要約

することは，難しいと感じた生徒が約６

０％いた。論理的な文章を書くためには，

訓練が必要である。また，約９０％の生

徒がこのような経験が，今後役に立つと

考えていることが分かった。

質問４「研究内容を日本語で要約すると

きに苦労したことは何ですか。」については，

文字数と答えた生徒１０人以上おり，内

容の取捨選択，必要な項目の抜き出しに

苦労したようである。また，自分の研究をどう表現したら興味をもってもらえるのか，

また分かりやすい文になるかなど，読む人を意識しているところも窺えた。以下に，

生徒の感想を抜き出してみた。

・ 自分の書きたいことはたくさんあって，何も知らない人に研究内容も伝えて自分のい

いたいことも伝えて，文がどうも長くなってしまって，短くするのが難しかった。

・ 字数以内に研究内容をわかりやすく書くこと。

・ 要点をかいつまんで書くのが難しかった。

・ 書きたいことがたくさんあって，それらを一つの短い文章に縮めるのに非常に苦労し

た。

・ どの内容を短い文中で書いた方がいいのかわからなかったから難しかった。短い中で

興味を持たせるような文章を書くのは大変。

・ 難しい表現をうまく言い回すこと。

・ 約一年間通してやった研究を少ない字数で要約するのが大変だった。

・ 何をメインにするかなどの要点を考えること。

・ どの考察を要約に含めれば興味を持ってくれる考えたこと。

・ 国語力が低いため主語と述語が一致しなかったこと。文章がやたらに長くなってしま

ったこと。

・ 何も知らない人にも理解できるような言葉使いが大変だった。

図４ 質問１の結果

研究内容を日本語で要約することは研究内容を日本語で要約することは研究内容を日本語で要約することは研究内容を日本語で要約することは
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図５ 質問２の結果

研究内容を日本語で要約する経験は、研究内容を日本語で要約する経験は、研究内容を日本語で要約する経験は、研究内容を日本語で要約する経験は、

今後の自分にとって今後の自分にとって今後の自分にとって今後の自分にとって
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図６ 質問３の結果

要約の三要素、目的・方法・結果と考察要約の三要素、目的・方法・結果と考察要約の三要素、目的・方法・結果と考察要約の三要素、目的・方法・結果と考察

を意識して書きましたかを意識して書きましたかを意識して書きましたかを意識して書きましたか
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質問５から，約７０％の生徒が難しい

と感じている。これは，日本語の要約よ

り英語訳の方が難しいと感じた生徒が多

く，苦手意識も有るのかと思う。また，

この経験は今後役立つと考えている。ま

た，「先端科学技術入門」で学んだ英語の

知識が十分に活かされていないことが窺

えるが，どう活用して良いか分からなか

ったのではないかと思う。

質問８「研究内容を英語で要約するとき

に苦労したことは何ですか。」では，テクニカルターム（専門用語）で苦労した生徒が

多いことがわかった。「先端科学技術入門」の際使用した「化学英語」のテキストの

付録などを上手く活用できれば，この問題もある程度解決できると思う。また，化学

英語独特の言い回し，受動態や仮定法など，直訳になってしまい意味が通らなくなる

ことなどに苦労したようである。以下に，生徒の感想を抜き出してみた。

・ 使う単語，仮定を使わずに書くこと，無生物主語に注意しながら書かなくてはならな

かったこと。

・ 英語をあまり書いたことがなかったから，日→英ができない。単語をあまり知らない。

辞書を使っても日常の意味と化学の意味とがあって，適当な語を見つけるのが大変だ

った。

・ 日本語の要約の影響を受けてしまい，日本語をそのまま英訳したような文章になって

しまった。

・ 日本語で書くと内容が少し曖昧になるので，それを英語に直すと主語の選び方などで

迷うことが多かった。

・ 一つの意味でもたくさんの英語があるため，化学英語に適した単語を選択するのが大

変だった。

・ 日本人の英語になること。

・ テクニカルタームの英語訳が難しかった。

・ 日本語で作った要約通りに作ろうとする文脈や意味のつながりがかえって分からなく

なってしまったこと。

・ 専門的な単語がわからず，調べようとしたが辞書に載っていなかった。

図７ 質問５の結果

研究内容を英語で要約することは研究内容を英語で要約することは研究内容を英語で要約することは研究内容を英語で要約することは
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図８ 質問６の結果

研究内容を英語で要約する経験は、研究内容を英語で要約する経験は、研究内容を英語で要約する経験は、研究内容を英語で要約する経験は、

今後の自分にとって今後の自分にとって今後の自分にとって今後の自分にとって
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図９ 質問７の結果

「先端科学技術入門」などの授業で専「先端科学技術入門」などの授業で専「先端科学技術入門」などの授業で専「先端科学技術入門」などの授業で専

門英語を読んだ経験が門英語を読んだ経験が門英語を読んだ経験が門英語を読んだ経験が
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質問９，１０については，約８０％以上が「英語」の重要性を認識しており，今後

意識的に英語を学習しようと考えている。質問１１「その他自由に意見を書いて下さい。」

に書かれた生徒達の意見を以下に記す。

・ 貴重な体験ができたと思う。

・ もう少し時間がほしかった。

・ とてもやりがいのある授業であった。

・ 英語がしゃべれるようになりたい！英会話も今後やってください。むしろ応用化学の

授業を全部英語でやってください。

・ もっと専門的な知識がある人に説明してもらいたかった。

・ このようなさきがけ的な取組は将来に向けとてもよい経験ができました。有り難うご

ざいました。

・ アブストラクトを英語で作るというのは自分の英語力を知るのにも非常に役立つ。だ

からこそこれからも続けてほしい。

⑥ まとめと評価

今回，「英文アブストラクトの作成」に手探りではあったが取り組んだ。アンケー

トの結果から見ると，以下の点から当初の目的である「わかりあう」力と「国際性」

の育成に良い刺激を与え，次のような大きな教育効果があったのではないかと考える。

・簡潔で論理的な文章を作成する良い訓練になった。

・「英語」の重要性を認識するとともに自己の英語力を確認し，専門英語を「読

む」から「書く」へと一歩踏み出せた。

また，この成果はカセサート大学附属高等学校との国際交流や外国からの訪問者に対

する，本校への「わかりあう」ための良い材料とすることが出来ると考える。

今後の課題として，

・学校全体へこの取り組みを広げていくための授業計画の検討。

・日本語のアブストラクト作成時における国語科の先生方とのチームティーチン

グや連携，英語のアブストラクト作成時における英語科の先生方とのチームテ

ィーチングや連携などの検討。

がある。これらの課題を十分に検討して，教育内容を充実させ，より教育効果の高い

授業を展開していきたいと考えている。

図１０ 質問９の結果

今後、「英語力」は自分に必要だと思今後、「英語力」は自分に必要だと思今後、「英語力」は自分に必要だと思今後、「英語力」は自分に必要だと思

いますかいますかいますかいますか
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図１１ 質問１０の結果

今後、「英語力」をるけるために意識し今後、「英語力」をるけるために意識し今後、「英語力」をるけるために意識し今後、「英語力」をるけるために意識し

て学習しようと考えていますかて学習しようと考えていますかて学習しようと考えていますかて学習しようと考えていますか
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４ ３年間の活動のまとめ

平成１７年度研究第１年次は「国際性」を養ううえで不可欠となる「英語」を活動の

要として進めた。まず英語科目「オーラル・コミュニケーションⅠ」においての展開を

試行した。東工大留学生センターの協力を得，東工大大学院留学生計５名を第１学年Ａ

組からＥ組に１名ずつ授業に招き，それぞれの国についてのプレゼンテーションを行っ

てもらった。また生徒の英語によるプレゼンテーション発表会への参加を依頼し，感想

・コメントを発表してもらった。加えて生徒・教員対象の講演会も開催し，東工大留学

生による「英語で聞く講演会」を実施した。

平成１８年度研究第２年次は研究第１年次の活動を継続した「オーラルコミュニケー

ションⅠ」で，同様の授業を展開した。また東工大留学生による生徒・教員を対象とし

た「英語で聞く講演会」の実施も行った。さらに国際交流を開始するための，より具体

的な方策を検討した。国際交流の目的を再検討したうえで，海外の種々の事情・環境を

調査し，タイ王国カセサート大学附属高等学校を候補とした。校長以下３名の教員がカ

セサート大学附属高等学校を訪問し，本校の教育内容，交流の目的についての理解を得

た上で，国際交流協定締結へと至った。平成１９年３月に生徒の派遣を予定していたが，

タイ王国の治安事情により中止した。代替えとしてカセサート大学附属高等学校の先生

方３名の訪問を受け，互いの高校の教育環境・事情等の情報交換をした。

また，ブリティッシュ・カウンシルの協力により，クリスマスレクチャーへ生徒，教

員が参加した。本校を会場として「日英化学シンポジウム」も開催した。

平成１９年度研究第３年次に至り，タイ王国カセサート大学附属高等学校との交換留

学を実施した。８月に本校の生徒５名をタイ王国に派遣し，１０月にはカセサート大学

附属高等学校の生徒５名を受け入れた。生徒・教員対象の「英語で聞く講演会」は「ス

ポーツを科学する」というテーマで「理論」編，「実践」編として展開した。また各分

野においてもそれぞれの授業展開に応じて，東工大留学生を招いた授業を展開した。

５ 実施上の課題及び今後の方向

平成１９年度は５年間に渡る研究期間の３年次，中間年次にあたる。本研究会は生徒

及び教員の「国際性育成」を目標として３年間活動してきている。これまでの本研究会

の活動は教員にどのように捉えられ，またどの程度影響を及ぼしてきたのだろうか。教

員の側の「国際性育成」には貢献してきているのだろうか。そこでその具合を調査する

ため，「ＳＳＨにおける国際伸長具合測定アンケート」を作成し，本校教員全員５５名

に実施した（資料）。最終的に４３名から回答があった。図１２に結果を示す。

アンケートの結果，９０％以上の教員がＳＳＨ以前と比較して学校全体として，外国

の方と接する機会が増えたと感じていることが分かった。しかし「個人として」は約６

０％が「増えた」と回答している。これは，外国の方と接する機会が全員均等にある訳

ではなく，あるいは全員の参加が実現している訳ではないと言える。また「国際感覚が

身に付いたかどうか」という質問に対しては「どちらとも言えない」という回答が６３

％を占めている。「国際感覚」という概念の曖昧さ，また個人によってその尺度が異な

ることにも起因していると考えられる。しかし「外国の方に接する」機会が増えただけ

では，「国際感覚」が身に付く訳ではないと考えている教員が多いことも示している。「英

語による講演会」「留学生による講演」「タイとの交流」など国際性育成研究会の活動に
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対して，「国際性」育成に貢献しているとの肯定的回答が７０％以上を越えていること

は，活動に理解を示していることを表していると考えられる。しかし教員自身の参加度

合いは，放課後の業務を差し置いて参加するほど魅力のなるものとは成っていないよう

である（図１３参照）。加えて８０％以上の教員が「英語力」の必要性を挙げることか

らも「英語が得意ではないから」という理由から参加しない教員もいるように推測され

る。したがって，今回の結果を踏まえ，教員を対象とした活動への積極的な参加を促す

だけではなく，講演を聴く，授業を参観するという受け身の情報収集だけではなく，そ

れぞれの教員の発言，能動的な活動を推進する企画し，さらに積極的に関わる機会を多

く設けていくことが必要であると考えられる。

１１番目の設問として「当研究会はＳＳＨ研究・開発の一研究会として「異なる文化

の人たちに心を開いて，科学技術を共通言語とし，積極的にコミュニケーションする意

欲や能力を育成する研究を支援する」ことを基盤に活動を行ってきております。先生方

ご自身がお考えになる「国際性」もしくは「国際化」とは何でしょうか。お考えをお聞

かせください」という記述の項目を作成した。有効回答数４３件の内この項目について

の回答は２５件寄せられた。国際性ないし国際化の定義として，大半が「他者を受け入

れる幅広い視野を持つこと」をあげている。それに加えて「自国・他国の文化・風習を

理解する」，「水平感覚でコミュニケーションがとれる」といった項目があげられている。

「英語を中心にコミュニケーションを図る能力」については２件あげられているのだが，

それとは逆に，「外国とのコミュニケーション手段は別に英語に特化しなくともいい」，

または「外国語が出来ることが必ずしも国際化の条件にはあてはまらない」といった意

見も同数寄せられていた。また，「科学技術を共通言語として国際交流を図る」といっ

た意見が１件あげられていたのに対して，「共通言語は科学技術を特化したものであっ

てはならない」といった意見も同数あった。このように個人の内面的なものや語学力と

いった自助努力に関するものが多数あったが，学校としての枠組みからは，国際化を進

めるために「単位互換性の制度を作る」，「留学生センターの設置」といった形式の面か

らのアプローチが必要との意見もあった。また，生徒を海外に連れて行くのだから「旅

行会社からノウハウを学ぶ」必要性もあるとの意見もあった。今後の活動の参考とした

図１２ 国際性伸長具合アンケート結果
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Ｑ３ここ数年間の活動を通して国際感覚は身に付きました
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か

Ｑ5留学生による講演は生徒の国際性育成に貢献したと
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Ｑ6ＳＳＨを始める前と比較して国際化は進んだと思います
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い。

平成１９年度国際性育成研究会の活動は年度当初に計画したことを概ね，実行に移す

ことができた。その点は評価するべきであると考える。今後は，カセサート大学附属高

等学校との生徒の交換留学について，その手続き，段取りをさらに円滑に行えるように

することがまず第一にあげられる。そしてタイから生徒の本校での研修内容をさらに充

実させていくことである。科学技術研究入門，課題研究等他研究会との連携により，互

いの文化の理解・吸収に加えて，科学技術に関する情報の交換をスムーズに行える場，

機会，環境を整えていくことも重要な課題である。次に本校生徒・教員を対象とした活

動としては，今回のアンケート結果を踏まえ，「英語で聞く講演会」等他国の情報を吸

収・交換できる場・機会は今後も設定していく必要がある。

図１３ 授業・講演への出席率（a~k授業・講演の種類に関しては資料編参照）
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Ⅲ さきがけ教育研究会の活動報告

１ 概要

本研究開発で新たに育成しようとしている２つの力のうち，未知な課題へ「いどむ」

力－“未知な課題への挑戦力”－については，「課題研究」などでも育成される機会が

あるが，さらにその育成を強化するために，高大接続を活かして発展的内容を取り入れ

た「さきがけ教育」の内容を開発する。この「さきがけ教育」では，生徒の「いどむ」

意欲を喚起するために高大接続を意識した発展的な内容を取り入れ，高校の学習と大学

の学習をなめらかに接続するための内容や，大学教員が高校において「ここまでは学習

させて欲しい」と考えている内容などを教育する。

具体的には，「数学さきがけ」及び「物理さきがけ」を，第２・第３学年における数

学，及び，第３学年における物理の中に，互いに独立に

＊１

，選択的に導入し，発展的内

容の学習をも希望する生徒に対して適切と考えられる教育内容を開発する。また，ＡＯ

入試などで早期に大学進学が決まった生徒に，学部学習につなげる学習をさせるために，

数学・物理・化学などで，第３学年３学期における教育内容についても検討する。

これらを，研究開発期間である平成１７年度から平成２１年度までの５年間において

計画的に順次実現していく。

＊１

「数学さきがけ」と「物理さきがけ」の選択はそれぞれ任意であり，生徒は自らの希望によって，両方選択することも，片方だ

け選択することも，両方とも選択しないこともできるものとし，選択しない場合は，従来の数学や物理を学習するものとする。

２ 経緯

本校では，数学と科学技術的事象・理論を有機的に結びつけるべく，高校教育の早い

段階に学習させる第１学年用科目「数理基礎」

＊２

を平成７年度からの研究開発において

開発し，高校における理科・科学技術の学習の展開に貢献するよう努めてきた。また，

先の平成１４年度からのＳＳＨ研究開発では，さらに応用的な内容まで範囲を広げた第

２・第３学年用教材「数理応用」

＊３

を副読本として開発し，発展的な学習の機会を与え

てきた。一方，理科と科学技術的事象・理論を有機的に結びつけるべく，実験・実習や

作業を通じて学習させる第１学年用科目「科学技術基礎」

＊２

を平成７年度からの研究開

発において開発し，先のＳＳＨ研究開発でも理科教員（公民科教員も含む）が工業科教

員と連携して第２学年用科目「科学技術」

＊３

を開発し，それぞれ教育実践を積み重ねて

きた。

さらに，平成１６年度には，ＡＯ入試・推薦入試などで早期に大学進学が決まった３

年生に対して，大学に入学した直後の学習における，高校までの知識や理解との段差の

軽減をはかるために，「３学期補習」を試行的に実施した。

今回はこれらの経験を基に，教育内容の精選，教育方法の改善，受講機会の拡充など，

発展的な形での実施を検討するため，「さきがけ教育」を設定した。

＊２

平成７年度～平成９年度に文部省より指定を受けて行った研究開発で，第１学年用科目として「数理基礎」及び「科学技術基礎」

を開発した。「数理基礎」では，中学と高校並びに高校の数学，理科，工業の架け橋の役目をする科目として,中学校までには取

り扱われていないが高校の第１・第２学年の理科及び工業教科で使用される数式を理解し，抵抗無く取り扱えるようにするため

の基礎的な数学的内容を学習する。さらに，理科や工業の事象を数理的に理解し，処理する能力を育成する。内容は，「式の計

算，指数の計算，有効数字，ギリシャ文字と単位，三角比，ベクトル，常用対数の計算，三角関数，式とグラフ」である。「科

学技術基礎」では，科学技術の法則・事項に関わる基本的な実験を行い，理論を確かめながら体験的に指導し，環境に配慮しつ

つ，科学技術についての生徒の興味・関心を高めると共に，基礎学力と実験の方法を習得させる。内容は，「力学分野，電気分

野，化学分野，製図分野」である。
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＊３

平成１４年度～平成１６年度に文部科学省より指定を受けて行ったＳＳＨ研究開発で，第２・第３学年用副読本として「数理応

用」を，第２学年用科目として「科学技術」を開発した。「数理応用」は，「数理基礎」と一体のものとして捉え，さらに応用的

な内容まで範囲を拡げて「数理基礎」から飛躍無しにつながるようなものを構築し，数学，理科，工業とのより強い連携をはか

りながら数理重点化を総合的に実現することを目指すものである。内容は，「微分入門，積分入門，ベクトルの利用，いろいろ

な関数とその性質，数列と行列，複素数入門，いろいろな関数の微分，いろいろな関数の積分，微分方程式入門，多変数関数と

微分，ベクトル解析入門，複素解析入門」である。「科学技術」では，第１学年で学習した「科学技術基礎」を踏まえ，科学技

術の各専門分野における技術を実験・実習を通して総合的に習得させ，工業の意義や役割を理解させながら，科学技術の発展に

主体的に対応できる能力と態度を育てる。内容は，「各専門分野における科学技術，各専門分野に関係する環境と倫理」である。

３ 内容

（１）仮説

「２ 経緯」で述べたように，本校第１学年における「数理基礎」や「科学技術基礎」

の学習が，中学までの数学・理科と本校における理科・科学技術との段差を軽減し，高

校におけるそれらの学習に大いに貢献してきた実績がある。また，「数理基礎」や「数

理応用」，「科学技術基礎」や「科学技術」の学習によって，数学や理科と科学技術的事

象・理論を有機的に結びつけ，学習の深化が大いにはかられてきた。これと同様に，「さ

きがけ教育」，すなわち，高校における通常の教科学習で学ぶことの一歩先の概念を題

材として取り入れ，数学や理科と科学技術的事象・理論をより一層強く有機的に結びつ

けた学習をすることは，既習事項を深化し，学習意欲を高揚させ，学習目標の指針を与

えることができるものと期待される。「さきがけ教育」を高校段階で経験し理解するこ

とは，生徒個人の将来の理工系学習の発展に寄与し，未知な課題への挑戦力を備えた科

学技術者の輩出に貢献することができるであろう。さらに，この「さきがけ教育」を数

学・理科・科学技術分野で有機的に検討することで，さらなる展開が望めると考える。

そこで，本研究開発全体として掲げた「高大接続を活かして発展的内容を取り入れ

た科学技術教育を行うことによって，未知な課題への挑戦力，国内外とのコミュニケー

ション力が育成される」という仮説に鑑み，本研究では，「さきがけ教育」の導入とい

う視点から，具体的に，

① 高大接続を意識した発展的な内容を取り入れることによって，

未知な課題へ「いどむ」関心・意欲が喚起される。

② 高大接続を意識した発展的な内容を取り入れることによって，

通常の教科学習で扱う内容に対する知識・理解が深まる。

③ 高校の学習と大学の学習の接続をなめらかにすることによって，

大学の学習に対する予備的な技能・表現が向上する。

という３つの仮説を掲げた。これら３つの仮説について，生徒への意識調査，理工系大

学に進学した卒業生への調査・追跡，教員から見た授業観察・生徒の作品・学力調査な

どで評価を行いながら，少しずつでも地道に検証していきたいと考える。

研究開発第３年次である本年度（平成１９年度）の具体的な評価方法としては，２年

生と３年生の受講生に意識調査を実施し，実施方法や教材内容の検討・改善を行う。講

義を担当した教員にもアンケートをとり，異なる観点からも検討・改善を行う。また，

本校卒業生のうち「さきがけ教育」を受講した生徒を中心に，大学１年・４年の段階で

アンケートを行い，「さきがけ教育」の影響を追跡すると共に，実施方法や科目の内容
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などにも細かく検討・改善を加えていく。さらに，本校教育実習生に対しても本校卒業

生と同様なアンケートを行う。

（２）実施内容

前述の仮説を実践的に検証するために，「さきがけ教育」を，第２・第３学年の学習

過程において行う「数学さきがけ」，第３学年の学習過程において行う「物理さきがけ」

と，本校での通常の学習が一通り終了した後に行う「３年３学期さきがけ」（以降，略

して「３学期さきがけ」と書く。）に分類し，実施することとした。

「数学さきがけ」では，前回のＳＳＨ研究開発で副読本として作成し，これまで課外

活動的に指導実践を試行していた「数理応用」の内容改善や授業としての指導方法の開

発を行いながら，第２学年における必修の数学Ⅱの授業の一部，及び，第３学年におけ

る類型選択の数学Ⅲの授業の一部を利用して，希望者を募って授業実践を実施する。希

望しない生徒には，通常の授業を実施する。

「物理さきがけ」では，教材プリントなどを新たに開発し，第３学年における類型選

択の物理Ⅱの授業の一部を利用して，希望者を募って実施する。

「３学期さきがけ」では，推薦入試やＡＯ入試などで，一般入試よりも早期に大学進

学が決まった生徒に対して実施する。これは，平成１６年度に実施した「３学期補習」

を基に数学・物理・化学などの授業を設定し，実施方法の改善，指導内容の改善，教育

方法・教材の改善などを検討する。

今年度は，第２学年及び第３学年の「数学さきがけ」と第３学年の「３学期さきがけ」

についての授業実践，各種アンケート調査の実施，「物理さきがけ」についての教育内

容・方法の検討と授業の試行，さらに，アンケート調査による教育実習生・本校卒業生

への調査・追跡を行った。以下に，それぞれにおける今年度の活動報告を行う。なお，

研究会の運営は，表１のように「全体」，「数学さきがけ」，「物理さきがけ」，「３学期さ

きがけ」の４つの作業グループに，工業(科学・技術科)５名，数学４名，理科５名，外

国語（英語）１名，地理歴史・公民１名の計１６名を配置した。それぞれのグループに

は，「まとめ役」，「授業・教材」，「調査・追跡」の各係を設けて，全員で取り組んだ。

表 1 さきがけ教育研究会の役割分担

平成１９年度 全 体 数学さきがけ 物理さきがけ ３学期さきがけ

まとめ役 理科(幹事) 数学(１名) 理科(１名) 工業(１名)

工業(副幹事)

授業・教材係 数学(１名) 理科(２名) 工業(２名)

数学(１名)

理科(２名)

調査・追跡係 工業(２名) 数学(１名) 理科(１名) 工業(３名)

理科(３名)

英語(１名)

地歴公民(１名)

① 第２学年の「数学さきがけ」

研究第３年次における第２学年の「数学さきがけ」では，研究第１・第２年次に行

った実践形態をベースに，すべての学期において，「数学教員と専門分野教員との連

携授業」の形態で実施した。なお，実施報告書作成締切の日程の関係で研究第２年次
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の実施報告書に掲載できなかった，研究第２年次の３学期の実践内容も併せて報告す

る。また，当初の年度計画よりも少し早く，研究第３年次の１０月に，副読本「数理

応用」から副読本「数学さきがけ（試作版2007）」へと改訂されたため，年度途中か

らはそちらを用いての実践となった。改訂内容については，５の①（ウ）に記述する。

研究第３年次における実践の時間枠については，研究第１・第２年次とほぼ同様に，

必修の数学Ⅱの授業の一部を利用して，１学期に２時間×２回，２学期に２時間×３

回を設定した。さらに，３学期にも２時間×４回を設定する予定である。各学期とも，

実施の１ヶ月ほど前に，「数学さきがけ」実施に関する説明を行い，「数学さきがけ」

または，「数学ⅡＢ演習」（現在履修中の数学Ⅱ・数学Ｂの復習・定着を目標として設

定）のいずれかを選択する形（３学期は「数学さきがけ」のみで実施）で希望調査を

実施し，生徒の希望で選択させた。希望調査の結果は以下の通りである。

表２ 研究第２年次の第２学年３学期希望調査結果（昨年度の２年生）

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合 計

数学さきがけ 8 11 7 4 5 35

表３ 研究第３年次の第２学年１学期希望調査結果（今年度の２年生）

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合 計

数学さきがけ 17 22 17 22 11 89

数学ⅡB演習 23 15 23 18 26 105

合 計 40 37 40 40 37 194

表４ 研究第３年次の第２学年２学期希望調査結果（今年度の２年生）

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合 計

数学さきがけ 20 23 19 21 7 90

数学ⅡB演習 20 14 21 19 30 104

合 計 40 37 40 40 37 194

（ア）研究第２年次の第２学年３学期の「数学さきがけ」（昨年度の２年生）

研究第１年次の３学期と同様に，２時間×４回のうち，前半の６時間で数学科教

員が「ベクトルの外積」の導入，「モーメントとトルク」，「重心と図心」の数学的

原理の解説を行い，後半の２時間で立体造形分野の教員が「重心と図心」の実例に

則した応用の講義を行った。

（ⅰ）「ベクトルの外積」の導入と「モーメントとトルク」，「重心と図心」の

数学的原理の解説（前半の６時間分）

研究第１年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.80）

（ⅱ）「重心と図心」の実例に則した応用の講義（後半の２時間分）

研究第１年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.81）

（イ）研究第３年次の第２学年１学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

研究第１・第２年次の１学期と同様に，２時間×

２回のうち，前半の２時間で数学科教員が「最小２

乗法」の数学的原理を解説し，後半の２時間で５つ

の専門分野の各教員が「最小２乗法」のパソコンを

利用した各分野の応用演習を指導した。また，教育

システムの一般化を目指し，前半については研究第

１・第２年次と異なる数学科教員が授業を担当した。【教育システムの一般化を目指し，研究第

１･２年次と異なる数学科教員が授業を担当】

（ⅰ）「最小２乗法」の数学的原理の解説（前半の２時間分）
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研究第１年次と同様に行った。（参照：研究第１年次実施報告書P.69）

（ⅱ）「最小２乗法」のパソコンを利用した応用演習（後半の２時間分）

研究第１年次と同様に行った。（参照：研究第１年次実施報告書P.69）

（ウ）研究第３年次の第２学年２学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

研究第２年次の２学期と同様に，２時間×３回の全６時間のうち，はじめの５

時間を数学科教員が担当し，数学Ⅱで既習である三角関数の加法定理および複素

数の発展として「複素数平面」の導入と「交流回路」への数学的活用について講

義・演習形式で行い，最後の１時間を電気電子分野の教員が担当し，「三相交流」

についての講義を行った。ただし，当初の年度計画よりも少し早く副読本「数学

さきがけ（試作版2007）」ができあがったため，使用教材は副読本「数理応用」

ではなく，そちらを用いた。また，教育システムの一般化を目指し，前半につい

ては５時間のうち４時間分を，研究第１・第２年次と異なる数学科教員が授業を

担当した。

（ⅰ）「複素数平面」の導入と「交流回路」への数学的活用（はじめの５時間分）

研究第１年次と同様に行った。（参照：研究第１年次実施報告書P.70）

（ⅱ）「三相交流」を題材とした応用の講義（最後の１時間分）

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.82）

（エ）研究第３年次の第２学年３学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

研究第１・第２年次の３学期と同様に，２時間×４回のうち，前半の６時間で数

学科教員が「ベクトルの外積」の導入，「モーメントとトルク」，「重心と図心」の

数学的原理の解説を行い，後半の２時間で立体造形分野の教員が「重心と図心」の

実例に則した応用の講義を行う予定である。

（オ）「数学さきがけ」を希望しなかった生徒に対して実施した「数学ⅡＢ演習」

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.82）

② 第３学年の「数学さきがけ」

研究第３年次における第３学年の「数学さきがけ」では，研究第２年次に行った実

践形態をベースに，類型選択の数学Ⅲの２学期中間試験終了後から，２学期終了時ま

での１４時間を利用して実施した。（２学期中間試験までに現行の学習指導要領によ

る数学Ⅲの学習内容を一通り終了した上での実施である）

研究第２年次の実績を基に人数の分布が予想されたので，今年度は予備調査をせず，

９月末に「数学さきがけ」実施に関しての説明を行い，２学期中間試験の直前に，「数

学さきがけ」または「数学演習Ｘ」，「数学演習Ｙ」，「数学演習Ｚ」（その内容につい

ては，（イ）「数学さきがけ」を希望しなかった生徒に対して実施した「数学演習」の

項で述べる。）の３コースのいずれかを選択する形で希望調査を実施し，生徒の希望

で選択させた。希望調査の結果は以下の通りである。

表５ 研究第３年次の第３学年希望調査結果

クラス Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合 計

数学さきがけ 8 8 2 2 0 20

数学演習Ｘ 13 3 14 11 6 47

数学演習Ｙ 11 11 18 19 10 69

数学演習Ｚ 2 9 0 7 11 29

合計 34 31 34 39 27 165
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ただし，研究第２年次と同様に，２学期中間試験までの習熟度を考慮して，習熟度

の低い生徒は自動的に「数学演習基礎」に所属することとしたため，実際の各コース

の受講人数は「数学さきがけ」が２０名，「数学演習Ｘ」が４７名，「数学演習Ｙ」が

６４名，「数学演習Ｚ」が１９名，「数学基礎演習」が１５名となった。

（ア）研究第３年次の第３学年の「数学さきがけ」

研究第２年次と同様に，全１４時間を数学科教員が担当し，通常の２学期期末試

験の日程中に期末試験を実施した。内容的には，物理・化学・工業で扱われる事象

と既習の数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ・数学Ⅲとの関連付けをはかり，未知の

事象にいどむ際の数学的な見方・考え方を学ばせ，必要に応じて，やや発展的な数

学も新たに導入しながら扱った。ただし，当初の年度計画よりも少し早く副読本「数

学さきがけ（試作版2007）」ができあがったため，使用教材は副読本「数理応用」

ではなく，そちらを用いた。詳細は，以下の通りである。

（ⅰ）「微分・積分を活用した見方・考え方」（３時間分）

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.83）

（ⅱ）「ベクトルを活用した見方・考え方」（３時間分）

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.83）

（ⅲ）「微分方程式の導入とそれを活用した見方・考え方」（３時間分）

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.83）

（ⅳ）「場（位置ベクトルと物理量との対応）を活用した見方・考え方」（５時間分）

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.84）

（ⅴ）「テイラー展開の導入とそれを活用した見方・考え方」（若干時間）

研究第２年次と同様に行った。（参照：研究第２年次実施報告書P.84）

（イ）「数学さきがけ」を希望しなかった生徒に対して実施した「数学演習」（４コース）

研究第２年次と同様に，「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂの高度な演習」を行う「数学演習

Ｘ」，「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂの演習」を行う「数学演習Ｙ」，「Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂの演習」

を行う「数学演習Ｚ」の３コースでは入試問題を題材とした演習を中心にプリント

教材で実施した。習熟度の低い生徒が自動的に所属することとした「数学演習基礎」

は数学Ⅲの基礎固めを目的として実施した。

③ 「物理さきがけ」

研究第２年次の計画に基づいて，第３学年類型選択理科系ｂコースで履修する「物

理Ⅱ」の授業の一部を利用して，１学期に「回転系の力学入門」を２時間×３回，２

学期に「特殊相対論入門」を２時間×２回，「物理さきがけ」として試行した。各学

期とも実施前に，「物理さきがけ」実施に関する説明を行い，「物理さきがけ」の受講

を希望するかどうかの調査を実施し，生徒の希望で選択させた。また，「物理さきが

け」の受講を希望しなかった生徒に対しては，「問題演習を中心に取り組むグループ」

と「基本事項の定着をはかるグループ」に分けて授業を行った。各学期毎のグループ

分けは以下の通りである。
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表６ １学期 希望調査結果に基づくグループ分け

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 ％

物理さきがけ（回転系の力学入門） 5 7 8 2 3 25 23.4

問題演習を中心に取り組むグループ 14 14 17 12 7 64 59.8

基本事項の定着をはかるグループ 2 4 1 6 5 18 16.8

合 計 21 25 26 20 15 107

表７ ２学期 希望調査結果に基づくグループ分け

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計 ％

物理さきがけ（特殊相対論入門） 7 8 7 3 1 26 24.3

問題演習を中心に取り組むグループ 13 12 18 12 12 67 62.6

基本事項の定着をはかるグループ 1 5 1 5 2 14 13.1

合 計 21 25 26 20 15 107

（ア）１学期の「物理さきがけ」（「回転系の力学入門」）

高等学校で学習する，「力のモーメントのつり合い」に続く内容として，「回転系

の力学入門」を試行した。教材としては，「なっとくする一般力学」（小暮陽三著・

講談社2002），「大学１・２年生のためのすぐわかる物理」（前田和貞著・東京図書

2002）の２冊を部分的に使用した。本校では第１学年で学習する「剛体の静力学」

の復習から始めて，角運動量の導入，剛体の運動方程式，慣性モーメント，剛体の

運動の順に学習した。授業計画は以下の通りに立てた。

１ 剛体の静力学（復習事項）（１時間）

（１）力のモーメント （２）剛体のつり合いの条件

２ 角運動量（１～２時間）

（１）ベクトルの外積 （２）角運動量

３ 剛体の運動（３～４時間）

（１）多粒子系の運動 （２）剛体の運動方程式

（３）慣性モーメント （４）固定軸周りの回転運動

（５）剛体の運動

３（４）の「固定軸周りの回転運動」では，本校第１学年の「物理Ⅰ」や「科学

技術基礎」で学習した「アトウッドの滑車」を再び取り上げた。「科学技術基礎」

では滑車の慣性モーメントが無視できるという条件で実験を行っているが，その時

の重力加速度の測定値が少し小さくなる理由を理解させた。

（イ）２学期の「物理さきがけ」（「特殊相対論入門」）

高等学校で習う物理・数学で十分理解できると考えられる特殊相対論の導入部分

（マイケルソン－モーレーの実験・ローレンツ変換など）を，「特殊相対論入門」

としてプリント教材を用いて試行した。本校では第１学年で学習する「位置，速度，

加速度」について微積分を用いてまとめることから始め，ガリレイ変換，マイケル

ソン‐モーレーの実験およびその結果，ローレンツ変換の順に学習した。授業計画

は以下の通りに立てた。

１ 運動の相対性（１時間）
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（１）位置，速度，加速度 （２）相対速度

（３）ガリレイの相対性原理

２ 光（１時間）

（１）光 （２）エーテル

（３）光の相対速度 （４）マイケルソン‐モーレーの実験

３ アインシュタインの特殊相対性理論（２時間）

（１）相対性理論の二つの要請 （２）ローレンツ変換

（３）様々な時間と空間の性質

３の「アインシュタインの特殊相対性理論」では，マイケルソン‐モーレーの実

験結果に矛盾しないように，２つの基本的な要請（相対性原理と光速度不変の原理）

から，ローレンツ変換を導く過程を理解させた。

（ウ）「物理さきがけ」の受講を希望しなかった生徒に対する授業

「問題演習を中心に取り組むグループ」では，通常の授業では多くの時間を割く

ことができない問題演習を，生徒各自で問題を解かせる形式で実施した。教員は生

徒の理解度を見ながら，必要に応じて解説を行った。２学期には大学入試センター

試験形式の問題を取り扱った。

一方，「基本事項の定着をはかるグループ」では，通常の授業中に学習した内容

の基本事項について，教科書を用いて復習した。復習した内容について，定着度を

はかる意味で簡単な確認テストを実施した。

④ 第３学年の「３学期さきがけ」

３年３学期さきがけ講座（以下「３学期さきがけ」）では，昨年度の「３年３学期さきがけ対策

WG」が打ち出した以下の基本方針を踏襲するという確認から始まった。

昨年度の改善点は，平成１７年度の「３学期さきがけ」の終了後に行った教員対象

のアンケート調査等から，「進路が決定してしまっているためか取り組み意欲の低い

生徒がいることで，そうでない生徒にも悪影響を及ぼし授業が行いにくい」といった

不満があることがわかり，平成１８年度の実施においては，さきがけ教育研究会だけ

でなく，校内の進路部，教務部，学年会とも連携を強め指導体制の検討を行い，以下

のような対策をとることにした。

（ⅰ）学校長推薦を受けた者には参加を義務付け，その他の者には希望制とする。

（ⅱ）欠席日数を指導要録や調査書に反映させることとし，大学にも報告されること

を周知する。

（ⅲ）受講したい講座を生徒自身で選べるようにし，受講登録をさせる。

（ⅳ）講座選択の利に供するべく，また，受講者のレベル差を減らすために講座に難

易度を設定し，講座概要を昨年より詳しく示す。

これらに基づいて昨年度実施したところ概ね教員の評判も良好であり，今年度もこ

れを踏襲することとした。また昨年の教員アンケートにあった進学先の大学との連携

を強めるために大学の意向を調査することとした。

受講希望生徒は，推薦入試やＡＯ入試などで一般入試よりも早期に大学進学が決ま

った生徒６３名である。理工系大学進学者と文科系大学進学者に分け，受講講座を設

定した。受講講座，受講人数は表８の通りである。
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表８ 設定講座一覧及び受講登録人数

講 座 名 対 象 時数 内 容 人数

古典購読I 文系 １０ 日本文学について講読 1

国語演習A 理系 １０ 現代文の演習 17

日本史特講I 文系 ８ 日本の国の成立と天皇制と女性の天皇 1

解析学入門A 理系 １２ 解析 31

数理I 理系 ８ 微分方程式と運動方程式，反応速度 56

数理A 理系 ２２ 偏微分・全微分と化学平衡，ベクトル解析と電磁気学，複素解析と量 30

子化学

衛星授業A 理系 １０ 東工大講義「化学第一(理工系基礎化学)」 15

線形代数I 理系 １０ 線形代数 47

原子物理学入門I 理系 １０ 原子物理学の初歩 18

有機化学I 理系 １０ 有機反応を電子の観点から考える講義と実験 4

英語I 理・文 １０ 長文読解 31

英語A 理・文 １０ TOEICのリスニング，リーディング 19

ＡＬＣ 理系 １５ 語学学習ソフトを用いた，リスニング・文法問題のトレーニング 4２

化学実習英語A 化学系 １０ 実験・講義および入試問題演習 ７

電磁気学I 電子系 １０ 電磁気・電気回路および電子回路の基礎演習 ０

数値計算A 情報系 １０ 代表的な数値シミュレーションのアルゴリズム紹介 １２

プログラミングI 情報系 １０ Javaによるプログラミング，オブジェクト指向の考え ４

電磁気学A 電子系 １０ 電磁気学の導入と演習 ８

機械システム特論 機械系 １０ 機械力学，設計，製図 ９

電気理論I 電気系 ８ 回路理論他 １１

建築計画A 建築系 １０ 建築計画および西洋近代建築史の概論 4

建築構造A 建築系 １０ 鉄筋コンクリート構造の設計手法および構造材料の性質・品質管理 4

以下に専門分野の開講例として，電気電子分野での実践例を挙げる。週４時間×４

週で各週それぞれの教員が得意の分野で実施した。

（ア）「電気理論Ⅰ」 受講生徒（他分野生徒１名を含む）１１名。

１週目：電子技術

第２学年で学習した「電子技術（１単位）」の初歩的な応用として「トランジ

スタを利用した低周波増幅回路の設計」，「オペアンプを使った微分回路・積分回

路」の２テーマについて講義を行った。

設計では，電流帰還バイアス回路で増幅回路を扱った。特性グラフを用いて計

算と作図によって行い，入出力波形の関係や増幅率，バイアス状態を明らかにし

た。微分・積分回路では関係式を導き，最後に回路シミュレータを用いて入出力

信号が関係式通りになっていることを確認した。

２週目：単相インバータの実験

１００Ｗの単相インバータ実験で各部の波形観測と電子回路制御部の観測，お

よび，ＰＷＭ制御を含めたインバータの原理について解説をした。

３週目：回路理論

電気回路の枝路に流れる電流を算出する場合，誤りの少ない確実な手順が必要

となる。その手段として「仮想点電位法」と「帆足－ミルマンの定理」を習得さ

せる。演習問題を各自に与え，解答を板書でさせた後に，解説した。

４週目：ラプラス変換

簡単なＲＣ直列回路，ＲＬ直列回路等について微分方程式による解説をまず行

い，次にラプラス変換を紹介し解説を行ったのち，先の回路をラプラス変換によ
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って解かせた。

⑤ 調査・追跡

さきがけ教育の研究開発に有益な情報を提供するために，調査・追跡担当は詳細な

アンケート・学力調査を行うこととした。今年度は，研究第１年次に決めたアンケー

トとそれらのねらい等，並びに５年間の計画に従い，それぞれ実施した。

まず，研究第１年次に決めたアンケートとそれらのねらい等は表９の通りである。

表９ アンケートとねらい等

アンケート名 対象者 ねらい 実施 実施・分析 備考

時期 担当者

(ｱ) 生徒対象 本校生徒 授業前後におけ 各科目の 各科目担当者 「数学さきがけ」と

「数学さきがけ」， （各科目 る「いどむ」力 授業実施 同一時間帯に行う「数

「物理さきがけ」， 受講生徒） の変化を定量的 前後 学ⅡＢ演習」受講者

「３学期さきがけ」 に明らかにする。 にも，一部「数学さ

に関する事前事 授業改善に関す きがけ」と共通のも

後のアンケート る意見を収集す のを行った。

及び学力の調査 る。

(ｲ) 教員対象 本校教員 授業改善に関す 各科目の 各科目担当者 「数学さきがけ」と

「数学さきがけ」， （各科目 る意見を収集す 授業実施 同一時間帯に行う「数

「物理さきがけ」， 授業担当教員） る。 後 学ⅡＢ演習」担当者

「３学期さきがけ」 にも，一部「数学さ

に関する きがけ」と共通のも

アンケート のを行った。

(ｳ)教育実習生対象 教育実習生 大学での履修や 教育実習 調査・追跡係 教育実習担当者の協

大学での履修 （東工大生， 高校時代の授業 実施時 力が必要

等に関する 本校卒業生； 改善に関する意 （６月，

アンケート 主に大学４年生） 見を収集する。 ９月）

(ｴ) 卒業生対象 卒業生 大学での履修や １２月 調査・追跡係 郵送による

大学での履修 （大学１年生， 高校時代の授業 １年次は１月に実施

等に関する ４年生） 改善に関する意

アンケート 見を収集する。

(ｵ) 大学教員対象 東工大教員 副読本「数理応 １年次 副読本 大学の協力が必要

副読本「数理応用」 用」をベースに ９月 「数理応用」 郵送による

をベースにした した教材内容に 作成者

教材内容に関す 関する意見を収

るアンケート 集する。

(ｶ) 大学教員対象 東工大教員 副読本「数学さ ４年次 副読本 大学の協力が必要

副読本「数学さき きがけ（試作版）」 「数学さきが 郵送による

がけ（試作版）」 をベースにした け（試作版）」

をベースにした 教材内容に関す 作成者

教材内容に関す る意見を収集す

るアンケート る。

これらは以下のように決めた。(ｱ)，(ｲ)は「実際に授業に関わってどうであったか」

について調べるために設定した。(ｱ)は本校生徒を対象に行い，一連の講座の前後で

行う。設問は，全講座共通のものと講座ごとのものとがある。必要に応じ学力調査（学

習内容に関する２問程度の小テスト）を行う。なお，詳しい設問内容は，各分析結果

に併記する。(ｲ)は，授業終了後に行い，授業運営上の問題点等を明らかにする。(ｳ)，

(ｴ)は，「通常の高校の教育課程にはないが，大学での学習の準備として必要な内容と

は何か」等を明らかにするために設定する。(ｳ)の対象は本校の教育実習生とし，教

育実習中に依頼する。(ｴ)は，卒業生に対して郵送で依頼する。大学での学習を進め

ることにより考え方が変わるとの予想から，同一の卒業生に対して大学１年の時と４

年の時の２回行う。(ｵ)，(ｶ)は，各テキストが大学教員から見てどう判断されるかを

明らかにするためにそれぞれ依頼する。

また，各アンケートの分析担当は次の通りとする。(ｱ)，(ｲ)は科目の内容に大きく

関わることなので，授業を担当した教員が中心に行う。(ｵ)，(ｶ)は，教材の内容に大
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きく関わるので教材作成者が行う。今年度行った結果は後述の通りである。調査・追

跡係としては，(ｳ)，(ｴ)を中心に取り組む。

次に，５年間の実施計画は表１０の通りである。

表１０ ５年間の実施計画

研究 (ｱ) 生徒対象 (ｲ) 教員対象 (ｳ)教育実習生対象 (ｴ) 卒業生対象 (ｵ) 大学教員対象

１年次 「数学さきがけ」， 「数学さきがけ」， 大学での履修 大学での履修 副読本「数理応用」

2005 「３学期さきがけ」 「３学期さきがけ」 等に関する 等に関する をベースにした

平成 17 に関する事前事 に関する アンケート アンケート 教材内容に関す

後のアンケート アンケート るアンケート

及び学力の調査

研究 (ｱ) 生徒対象 (ｲ) 教員対象 (ｳ)教育実習生対象 (ｴ) 卒業生対象

２年次 「数学さきがけ」， 「数学さきがけ」， 大学での履修 大学での履修

2006 「３学期さきがけ」 「３学期さきがけ」 等に関する 等に関する

平成 18 に関する事前事 に関する アンケート アンケート

後のアンケート アンケート

及び学力の調査

研究 (ｱ) 生徒対象 (ｲ) 教員対象 (ｳ)教育実習生対象 (ｴ) 卒業生対象

３年次 「数学さきがけ」， 「数学さきがけ」， 大学での履修 大学での履修

2007 「物理さきがけ」， 「物理さきがけ」， 等に関する 等に関する

平成 19 「３学期さきがけ」 「３学期さきがけ」 アンケート アンケート

に関する事前事 に関する

後のアンケート アンケート

及び学力の調査

研究 (ｱ) 生徒対象 (ｲ) 教員対象 (ｳ)教育実習生対象 (ｴ) 卒業生対象 (ｶ) 大学教員対象

４年次 「数学さきがけ」， 「数学さきがけ」， 大学での履修 大学での履修 「数学さきがけ

2008 「物理さきがけ」， 「物理さきがけ」， 等に関する 等に関する （試作版）」を

平成 20 「３学期さきがけ」 「３学期さきがけ」 アンケート アンケート ベースにした

に関する事前事 に関する 教材内容に関す

後のアンケート アンケート るアンケート

及び学力の調査

研究 (ｱ) 生徒対象 (ｲ) 教員対象 (ｳ)教育実習生対象 (ｴ) 卒業生対象

５年次 「数学さきがけ」， 「数学さきがけ」， 大学での履修 大学での履修

2009 「物理さきがけ」， 「物理さきがけ」， 等に関する 等に関する

平成 21 「３学期さきがけ」 「３学期さきがけ」 アンケート アンケート

に関する事前事 に関する

後のアンケート アンケート

及び学力の調査

(ｱ)～(ｴ)は，毎年同じように行う。(ｵ)，(ｶ)は１回ずつ行う。

４ 実施の効果とその評価

① 第２学年の「数学さきがけ」

（ア）生徒用アンケート

研究第３年次も，研究第１・第２年次と同様に，各学期ごとに事前・事後に，次

の項目について，５段階評価で意識調査を行った。（「数学さきがけ」グループは事

前と事後の両方実施，「数学ⅡＢ演習」グループは事前のみ実施。）なお，実施報告

書作成締切の日程の関係で，研究第２年次の実施報告書に掲載できなかった研究第

２年次の３学期の調査結果も併せて報告する。

・数学は好きですか。(事前)

・普段，ものごとの原理をとことん知りたいと思っていますか。(事前)

・普段，通常の学習としては本来学ぶ予定では

ないようなことがらまで学びたいと感じていますか。(事前)

・普段，未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，

「数学」はどの程度役立つと感じていますか。(事前)

・今回の授業の内容は理解できましたか。(事後)

・数学の授業と専門分野の授業とを組み合わせた今回の授業形態は

良かったですか。(３学期：事後)

・数学の授業とパソコンの利用とを組み合わせた今回の授業形態は

良かったですか。(１学期：事後)
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・今回の授業を受けて，ものごとの原理をとことん知りたいと思いますか。(事後)

・今回の授業を受けて，通常の学習としては本来学ぶ予定では

ないようなことがらまで学びたいと感じますか。(事後)

・今回の授業を受けて，未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，

「数学」はどの程度役立つと感じますか。(事後)

結果は次の通りである。

（ⅰ）研究第２年次の第２学年３学期の「数学さきがけ」（昨年度の２年生）

事前・事後の比較では，「ものごとの原理をとことん知りたいと思っています

か」「通常の学習としては本来学ぶ予定ではないようなことがらまで学びたいと

感じていますか」「未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」はど

の程度役立つと感じていますか」のいずれについても，事前の平均値と事後の平

均値には有意差は認められなかった。

事後アンケートの自由記述では授業内容に関して次のようなものが見受けられ

た。立体造形分野の工学的な視点のおもしろさに引き込まれた，他分野の生徒の

様子がうかがえる。工学的な題材を通して数学の良さに気付いた生徒も現れた。

・専門の話をもっと聞きたかった ←［応用化学分野の生徒］

・おもしろかったです．建築に進もうかな……？ ←［応用化学分野の生徒］

・専門分野でやった梁の所を少し深く勉強できてよかった ←［機械ｼｽﾃﾑ分野の生徒］

・座標の重要性や積分の必要性が分かった ←［電気電子分野の生徒］

・数学とは奥深いものだと思った ←［応用化学分野の生徒］

（ⅱ）研究第３年次の第２学年１学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

まず，事前アンケートにおける「数学さきがけ」グループと「数学ⅡＢ演習」

グループの比較では，「数学は好きですか」「ものごとの原理をとことん知りたい

と思っていますか」「通常の学習としては本来学ぶ予定ではないようなことがら

まで学びたいと感じていますか」「未知の値を求めたり事象を解析したりする際

に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」のいずれにおいても「数学さ

きがけ」グループの平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値を上回り，かつ，

「ものごとの原理をとことん知りたいと思っていますか」「通常の学習としては

本来学ぶ予定ではないようなことがらまで学びたいと感じていますか」及び「未

知の値を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じ

ていますか」については１％の有意水準で有意差が認められた。

また，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較では，「ものごとの
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原理をとことん知りたいと思っていますか」については事前の平均値よりも事後

の平均値が下回ったが有意差は認められず，一方，「通常の学習としては本来学

ぶ予定ではないようなことがらまで学びたいと感じていますか」「未知の値を求

めたり事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」

については事前の平均値よりも事後の平均値が上回り，前者については５％水準

で有意差が認められた。

なお，「数学さきがけ」グループにおける事後アンケートの自由記述では授業

内容に関して次のような回答が見受けられた。パソコンの印象が強かったようだ。

・Ｅｘｃｅｌはあまりまともに使ったことがなかったのでいい経験になった。グラフに

表示された近似曲線の式が，実際に最小二乗法の公式で求めた傾き・切片と同じにな

ったことに驚いた。パソコンってすごい。

・パソコンの表処理に関する技能・知識が少し身についた。

・パソコンの使い方がなかなか難しかった。しかし，最小二乗法への理解は大変深まっ

たし，実際に使うことで身についたと思う。

・良い授業でした。レポートで使えたら良いですが…うまく使えるか不安です。

・今まではレポートは手書きでやってきたが，やはりこれからの時代はエクセルくらい

はつかいこなせなきゃダメだと思った。

・レポートだす上で役に立つ。こうゆう風になってるんだというのがわかった。

（ⅲ）研究第３年次の第２学年２学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

まず，事前アンケートにおける「数学さきがけ」グループと「数学ⅡＢ演習」

グループの比較では，「数学は好きですか」「ものごとの原理をとことん知りたい

と思っていますか」「通常の学習としては本来学ぶ予定ではないようなことがら

まで学びたいと感じていますか」「未知の値を求めたり事象を解析したりする際

に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」のいずれにおいても「数学さ

きがけ」グループの平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値を上回り，かつ，

１％有意水準で有意差が認められた。

また，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較では，「ものごとの

原理をとことん知りたいと思っていますか」「通常の学習としては本来学ぶ予定

ではないようなことがらまで学びたいと感じていますか」「未知の値を求めたり

事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」のい

ずれについても，事前の平均値と事後の平均値には有意差は認められなかった。

なお，「数学さきがけ」グループにおける事後アンケートの自由記述では，次

のようなものが見受けられた。

－数学に関するもの－

・数学からさらに発展した技術の勉強は，自分が勉強してきた数学の公式に具体性が見

出せてとてもよい経験になった。

・複素数と三角関数が非常に関連深いということは，普段数Ⅱの勉強をしっかりしてい
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ても，気付かないことだと思う。

・数学と工学を結びつける学習をすることで，何の為に数学を学んでいるのだろうかと

いう理由がわかってくるようになり，良いと思いました。

・技術・工学には，数学の何気ない数値でも大変必要不可欠だということがわかった。

・どうして電流にいきなり複素数の概念を適用できるのか全くわからない。

・コイルとかコンデンサで位相がずれるという話をもう少し広げていけば面白かったと

思う。

－三相交流に関するもの－

・最後の１時間の，導線の話が面白かったです。

・ぱっと見ショート回路じゃないかと思うようなのが，正しく，しかも本来より効率的

なことがとても面白く感じました。

・初めのピンク本の授業でちょっとつまづいてしまったが，電線のベクトルを合成する

ところでつながったのでうれしかった。

－学習環境等－

・板書が見えません。

・板書やスクリーンが見づらかったので残念でした。

全６時間のうちの５時間目で数学教員が「交流回路と複素数」の講義を行う際

に，コイルやコンデンサで生じる（電流の）位相のずれについて，もう少し話題

を広げて丁寧に指導する必要性が感じられた。「数学さきがけ」の希望者が昨年

度は６２名だったのに対して，今年度は９０名に増えたため，座席の位置によっ

ては板書などが見づらかった様子がうかがえる。

（イ）事前事後の学力調査

（ⅰ）研究第２年次の第２学年３学期の「数学さきがけ」（昨年度の２年生）

研究第１年次と同様に，事前・事後に，４点満点の小テストを行った。（「数学

さきがけ」グループのみの実施）

【事前小テスト問題】

研究第１年次と同様。（参照：研究第２年次実施報告書P.98）

【事後小テスト問題】

研究第１年次と同様。（参照：研究第２年次実施報告書P.98）

結果は次の通りである。

事前・事後の比較では，事前の平均値よりも

事後の平均値が上回り，かつ，１％有意水準で

有意差が認められた。

なお，事後小テストでは，「２直線の平行条件と垂直条件を知っているだけ書

きなさい。（ベクトルに限らない。文章でも式でもよい）」という質問も尋ねた。

こちらは，次のような回答が多く見受けられた。

－平行条件－

→ → → →

・ a × b ＝０（外積が０） （14人）

・ ｍ＝ｍ’ （10人）

－垂直条件－

→ →

・ a ・ b ＝０（内積が０） （17人）

・ ｍ・ｍ’＝－１ （６人）
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研究第２年次と同様に，平行条件や垂直条件を考える際にベクトルの「外積」

や「内積」の活用を積極的に思い浮かべている様子がうかがえ，授業の題材が授

業者の意図を伝えるのにある程度適した（効果のある）内容であったと言えよう。

（ⅱ）研究第３年次の第２学年１学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

研究第１・第２年次と同様に，事前・事後に，４点満点の小テストを行った。

（「数学さきがけ」グループは事前と事後の両方実施，「数学ⅡＢ演習」グループ

は事前のみ実施。）

【事前小テスト問題】

研究第１年次と同様。（参照：研究第１年次実施報告書P.78）

【事後小テスト問題】

研究第１年次と同様。（参照：研究第１年次実施報告書P.78）

結果は次の通りである。

まず，事前小テストの得点における「数学さ

きがけ」グループと「数学ⅡＢ演習」グループ

の比較では，「数学さきがけ」グループの平均

値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値を上回

り，かつ１％有意水準で有意差が認められた。

また，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較では，事前の平均

値よりも事後の平均値が上回り，かつ，１％有為水準で有意差が認められた。

なお，「数学さきがけ」グループにおける事後小テストでは，「今回の「最小２

乗法」の授業の中に出てきた数学Ⅱ・数学Ｂの公式を思いつくだけ書き出しなさ

い。（式でも，公式の名前でもＯＫ）」という質問も尋ねた。以下に示してある，

多かった上位２項目は，研究第１年次の結果と同一項目であるが，平方完成は研

究第１年次及び研究第２年次の４５人及び１６人と比べてかなり少なかった。

・点と直線の距離（28人）

・平方完成 （ 2人）

（ⅲ）研究第３年次の第２学年２学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

研究第１・第２年次と同様に，事前・事後に，４点満点の小テストを行った。

（「数学さきがけ」グループは事前と事後の両方実施，「数学ⅡＢ演習」グループ

は事前のみ実施。）

【事前小テスト問題】

研究第１年次と同様。（参照：研究第１年次実施報告書P.79）

【事後小テスト問題】

研究第１年次と同様。（参照：研究第１年次実施報告書P.79）

結果は次の通りである。

まず，事前小テストの得点における「数学さ

きがけ」グループと「数学ⅡＢ演習」グループ

の比較では，「数学さきがけ」グループの平均

値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値を上回

り，かつ，１％有意水準で有意差が認められた。
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平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さorⅡＢ

さきがけ

数学ⅡＢ

合計

小テ点前 小テ点後
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また，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較では，事前の平均

値よりも事後の平均値が上回り，かつ，５％有意水準で有意差が認められた。

なお，事後小テストでは，「三角関数の加法定理と関係する公式を知っている

だけ書きなさい。」という質問も尋ねた。こちらは，次のような回答が多く見受

けられたが，研究第１・第２年次と同様に，「三角関数の合成」をあげた回答は，

「数学さきがけ」グループにおいて２人いただけで，極めて少なかった。

・加法定理 （45人）

・２倍角の公式 （８人）

・和差を積にする公式 （８人）

小テストの結果とあわせると，研究第１・第２年次と同様に，生徒は無意識の

うちに「加法定理」そのものを「三角関数の合成」の形に変えて活用するように

なったものと考えられよう。

（ウ）教員用アンケート

（ⅰ）研究第２年次の第２学年３学期の「数学さきがけ」（昨年度の２年生）

研究第１年次と同様に，１学期・２学期と同様のコメント式のアンケートを以

下の項目に対して実施した。主な傾向を示す。

【生徒の希望で「数学さきがけ」を実施し「数学ⅡＢ演習」を実施しなかったことについて】

・おおむね良好であった。

【補講期間に，２時間×４回という時間数で実施したことについて】

・丁度良い

【数学と専門の教員による連携という形態で授業を実施したことについて】

・とても良い形態である。

【「数学さきがけ」の授業内容について(反省点，改善点，生徒の様子，レポート結果など)】

・専門分野の授業が去年よりもさらにていねいになり，補助プリントも生徒の理解に効

果的だったように思われた。

・生徒は良く聞いていて良いと思う。

【その他，今後の「数学さきがけ」に関連して何かありましたらお書き下さい。】

・授業参観の教員が少ないので時間帯を工夫したらどうか。

・もっと多くの生徒に半ば強制で聞かせたい。

・またコンピュータを使用した実技があると良いと思います。

（ⅱ）研究第３年次の第２学年１学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

研究第１・第２年次と同様に，コメント式のアンケートを以下の項目に対して

実施した。主な傾向を示す。

【今年も生徒の希望で「数学さきがけ」と「数学ⅡＢ演習」に分けて実施したことについて】

・これで良い

・昨年より「さきがけ」希望が多かったがこれで良い。

・パソコンの方はかなり意欲的にやっていた。希望を取ったからだと思う。

・「さきがけ」希望者が増えつつあるのは良い傾向だと思う。

【補講期間に，２時間×２回という時間数で実施したことについて】

・丁度良い

・パソコン演習は１時間でも可能

【数学と専門の教員によるティーム・ティーチングの形態で授業を実施したことについて】

・理解が深まって良いと思う。

・本校のスタンダードとして，これからも継続したい。

・科学技術と数学を結びつけるには良い。

【「数学さきがけ」の授業内容について（反省点，改善点，生徒の様子，

レポート結果，事前準備など）】
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・最小２乗法はいいテーマではないでしょうか。

・パソコンの扱い方に慣れた子とそうでない子とで進度の違いが大きい。

・これまでの担当教員と異なる教員が担当されたことによって，実践事例が充実し，よ

り客観的な知見が得られて良かった。

・いろいろな教員が担当できることが必要なのでは。

【「数学ⅡＢ演習」の授業内容について（反省点，改善点，生徒の様子，

レポート結果，事前準備など）】

・昨年よりも真剣に取り組み，早く解き終える生徒が増えた。

・しっかり演習してくれたので良かった。

【２学期にも数学と専門の教員によるティームティーチングを行うとしたら，

どのような内容が考えられますか？】

・以前よりも数Ⅱの進度が速くなり，３学期の断面１次モーメントも２学期のさきがけ

で行うことは可能となりつつある。でも，今の三相交流も良いので，当面はこのまま

でよいと思う。

【その他，ご意見がありましたらお書き下さい。】

・テキスト「数理応用」が良くできていると感じた。

・私も「数理応用」の本を理解しようと思う。

・今年もさきがけの授業を見学させていただきたい。

（ⅲ）研究第３年次の第２学年２学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

これも研究第１・第２年次と同様に，コメント式のアンケートを以下の項目に

対して実施した。主な傾向を示す。

【生徒の希望で「数学さきがけ」と「数学ⅡＢ演習」に分けて実施したことについて】

・意識を持って取り組むので良い

【補講期間に，２時間×３回という時間数で実施したことについて】

・適当

・演習の生徒には多い

【数学と専門の教員によるティームティーチングの形態で授業を実施したことについて】

・続けて欲しい，良い

・一般化をねらって，数学教員も昨年度とは異なる教員が担当したのは有意義だった

・いろいろな教員が経験すると良いと思う

・将来の生徒の動機付けになれば良いことと思う。

・専門の教員が具体例で説明して，生徒には刺激になる。

【「数学さきがけ」の授業内容について(反省点，改善点，生徒の様子，レポート結果など)】

・（おおむね）良かった

・数学教員が担当した「6.3 交流回路と複素数」の所では，電気的な波がなぜ生じるの

か，発電の仕組みについて，もう少し触れる必要性を感じた。

・多くの生徒が集中して取り組んでいた。

・時間配分がうまく行かず，心残り。

【「数学ⅡＢ演習」の授業内容について(反省点，改善点，生徒の様子，レポート結果など)】

・すごく早く解き終わっている生徒がいた。

【その他，今後の「数学さきがけ」に関連して何でも結構ですのでお書き下さい。】

・数学と専門の教員が事前にどのような打ち合わせをしたか，また，事後にどのような

話をしたかを報告書に書けると良いと思う。

・１回，校内向けの公開授業をしたいですね。数学＋専門の流れを見てもらいたい。特

に専門・文系の人々にも。

② 第３学年の「数学さきがけ」

（ア）生徒用アンケート

研究第２年次と同様に，事前・事後に，次の項目について，５段階評価で意識調

査を行った。（事後に尋ねた，「現時点（今日現在）で進路先は既に決まっています

か。」についてだけは，「はい・いいえ」の二択で尋ねた）
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・普段，「数学の学習」はどの程度必要だと感じていますか。(事前)

・普段，「数学」と「物理や化学，工業」はどの程度関連性があると感じていますか。(事前)

・普段，未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，

「数学」はどの程度役立つと感じていますか。(事前)

・現時点（今日現在）で進路先は既に決まっていますか。（事後：はい・いいえ）

・今回扱った，次のそれぞれの内容はどの程度理解できましたか。(事後)

区間に無限大を含む積分（広義積分）の計算

積分したときの積分定数Ｃが，保存する物理量を意味すること

lim Σを積分に直して計算する方法の，さまざまな場面における活用

内積を活用して，２つのベクトルの同じ方向の成分を扱うこと

外積を活用して，２つのベクトルに対して垂直な方向の量を扱うこと

置換積分を活用して，エネルギーや電場・磁場などのさまざまな量を計算すること

微分方程式を活用して，物体の運動や反応速度などのさまざまな事象を扱うこと

微分・積分を活用して，交流電流や交流電圧などの時間的に変化する量を扱うこと

・今回の授業を受けて，「数学の学習」はどの程度必要だと感じますか。(事後)

・今回の授業を受けて，「数学」と「物理や化学，工業」はどの程度関連性が

あると感じますか。(事後)

・今回の授業を受けて，未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，

「数学」はどの程度役立つと感じますか。(事後)

・今後，あなたにとって未知な課題に挑む際に，「数学」はどの程度有効な

道具になり得ると思いますか。(事後)

・今後，あなたにとって未知な課題に挑む際に，「数学」をどの程度積極的に

活用したいですか。(事後)

・今回の授業では，実は，「高大接続」を意識して，高校では本来学習しない

ような発展的な内容を数多く題材として取り入れていました。(事後)

このことについて，実施前（２学期後半の授業開始時）に不安はありましたか。

［※「不安はあった」方を１，「不安はなかった」方を５として尋ねた］

このことは，実施後の現時点（今日現在）では，結果的にはよかったですか。

結果は次の通りである。

事前・事後の比較では，「「数学の学習」はどの程度必要だと感じていますか」「「数

学」と「物理や化学，工業」はどの程度関連性があると感じていますか」「未知の

値を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていま

すか」のいずれにおいても事前の平均値が既にかなり高い値であり，事前の平均値

と事後の平均値には有意差は認められなかった。

「「高大接続」を意識して，高校では本来学習しないような発展的な内容を数多

く題材として取り入れていました」ということに関して事後に尋ねた結果では，「実

施前に不安はありましたか」の平均値と「実施後の現時点では，結果的にはよかっ

たですか」の平均値の比較から，研究第２年次と同様に，事前では不安を感じてい

たものの，事後ではかなり肯定的に受け止められるようにまでなっていた様子がう

かがえる。なお，事後に尋ねた「今回扱った，次のそれぞれの内容はどの程度理解

4.50 4.70 4.30 4.47 4.74 4.47 4.26 4.21 2.89 4.32

20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

.827 .470 .801 .772 .562 .612 .806 .918 1.560 1.108
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平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さきor演

さきがけ

合計

必要前 関連性前 役立つ前 必要後 関連性後 役立つ後 有効だ 活用 前不安無 後結果良

3.85 4.00 3.70 3.65 3.50 3.50 4.25 3.74
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3.85 4.00 3.70 3.65 3.50 3.50 4.25 3.74
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さきor演

さきがけ
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無限積分 Ｃ保存 limΣ 内積活用 外積活用 積エ電磁 微方程式 微積交流
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できましたか」における８つの項目については，８項目すべてについて，平均値が

3.5以上（研究第２年次は，平均値が４項目について3.5未満であった）となった。

（イ）事後の学力調査

事後に定着度を評価するために，研究第２年次は，２学期期末試験として１００

点満点のテストの中に含める形で行った。「数学さきがけ」の生徒２０名の平均値

は85.8点と概ね良好であった。（なお，成績については，テストのみでなく，課題

レポートの提出状況・学習態度などを総合的に判断して評価した）

（ウ）教員用アンケート

以下の項目に対するコメント式のアンケートを実施した。主な傾向を示す。

【「数学さきがけ」と「演習」４コースの分け方について】

・概ね良いと感じている。昨年に比べて人数に偏りが生じた

【コース毎の授業実施に伴い，苦労されたことについて】

・「さきがけ」は授業提示のパソコン設定，「演習」はプリントや小テストの教材作成が

大変だった。

【コース毎の授業を実施した上での問題点について】

（特になし）

【コース毎の授業における生徒の様子について】

・どのコースにもやる気を失った生徒が多少いた。

【来年に向けての改善点について】

・成績を出すための学力調査と教育研究の評価のための学力調査を区別して実施した方

がよい。

・成績のつけ方は昨年に比べて改善された。

・コース担当者の引き継ぎが必要。

【その他，「数学さきがけ」全般に関連して何でも結構ですのでお書き下さい。】

（特になし）

③ 「物理さきがけ」

各学期毎に生徒アンケートを実施した。次の項目について，５段階で意識調査を実

施した。「物理さきがけ」グループは事前と事後の両方で実施し，その他のグループ

は事前のみ実施した。

1．高校の物理に興味・関心がありますか。（事前･事後）

2．教科書には載っていない発展的な内容を学習したいと思いますか。（事前･事後）

3．今回の授業を理解できたと思いますか。（事後のみ）

4．今回の授業は大学での学習に役立つと思いますか。（事後のみ）

結果の概略は以下の通りである。

（ア）１学期 生徒アンケート結果

まず第１に，類型選択

「物理Ⅱ」履修者全体とし

て，図１の通りとなった。

事前に行った「1．高校の

物理に興味・関心がありま

すか。」には，比較的多くの 図１ １学期「物理さきがけ」生徒アンケート結果

生徒(約７０％)が，肯定的 （履修者全体）

意見を持っていた。また，「2．教科書には載っていない発展的な内容を学習したい

類型選択「物理Ⅱ」履修者全体

回答数 100名 （2007年7月 事前）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1
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と思いますか。」には，約半数(約５０％)の生徒が，肯定的意見を持っていた。

第２に，選択した授業グ

ループごと分析すると，図

２の通りとなった。

まず，事前に行った「1．

高校の物理に興味・関心が

ありますか。」，「2．教科書

には載っていない発展的な

内容を学習したいと思いま

すか。」ともに，①「物理さ

きがけ」を選択した多くの

生徒が肯定的意見を持って

いた。

一方，②「問題演習を中

心に取り組むグループ」は，

「1．高校の物理に興味・関

心がありますか。」に肯定的

に回答する生徒がある程度

いるのに対し，「2．教科書

には載っていない発展的な 図２ １学期「物理さきがけ」生徒アンケート結果

内容を学習したいと思いま （授業グループごと）

すか。」はそれほどは多くなかった。③「基本事項の定着をはかるグループ」は，

どちらの質問に対しても否定的な意見が比較的多い。

次に，①「物理さきがけ」を選択した多くの生徒について，授業前後で「1．高

校の物理に興味・関心がありますか。」，「2．教科書には載っていない発展的な内容

を学習したいと思いますか。」を比較すると，差はほとんど無い。授業によりこれ

らは，あまり変化しなかったと思われる。

さらに，「4．今回の授業は大学での学習に役立つと思いますか。」では，多くの

生徒が肯定的に答えた。ところが，「3．今回の授業を理解できたと思いますか。」

で「非常に思う」を回答した生徒はやや少なめである。今後，「物理さきがけ」の

授業内容を工夫することにより，肯定的意見を増加させたい。

（イ）２学期 生徒アンケート結果

まず第１に，類型選択「物理Ⅱ」履修者全体として，図３の通りとなった。

事前に行った「1．高校

の物理に興味・関心があり

ますか。」，「2．教科書には

載っていない発展的な内容

を学習したいと思います

か。」ともに，約６０％の生 図３ ２学期「物理さきがけ」生徒アンケート結果

徒が，肯定的意見を持って （履修者全体）

① 物理さきがけ(回転系の力学入門)選択者

回答数 25名 (2007年7月 事前・事後)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

後1興関

後2発展

後3理解

後4役立つ

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1

③ 基本事項の定着をはかるグループ

回答数 16名 (2007年7月 事前のみ)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1

② 問題演習を中心に取り組むグループ

回答数 59名 (2007年7月 事前のみ)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1

類型選択「物理Ⅱ」履修者全体

回答数 93名（2007年12月 事前）
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前1興関

前2発展

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1
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いた。１学期の結果と比較すると，「2．教科書には載っていない発展的な内容を学

習したいと思いますか。」に肯定的な意見の生徒が１０ポイント程度増加している

が，アンケート実施時期が１２月なので，推薦等で進路の決まった生徒が受験を意

識せずに答えたためと考えられる。

第２に，選択した授業グ

ループごと分析すると，図

４の通りとなった。

各グループの傾向は概ね

１学期の結果と同じになっ

た。②「問題演習を中心に

取り組むグループ」で，「2．

教科書には載っていない発

展的な内容を学習したいと

思いますか。」に肯定的な意

見の生徒が１学期より，約

２０ポイント増加している

が，これもアンケート実施

時期が１２月で入試直前の

ため，発展的な内容には興

味があるものの，受験を考

えて「問題演習を中心に取

り組むグループ」を選んだ

生徒が増えたためと考えら 図４ ２学期「物理さきがけ」生徒アンケート結果

れる。 （授業グループごと）

④ 第３学年の「３学期さきがけ」

（ア）表８の受講登録からみられるように，昨年度以上に受講希望者が増加し（昨年度

５７名），特に，語学学習ソフトを用いる講座「ＡＬＣ」では，機器の関係上４５

名までしか受け入れられないが，昨年同様当初これを越える希望者が出て調整の結

果断念してもらった生徒がでた。さらに，昨年度までの実績による受講者数見積も

りを大幅に上回る科目については，大教室に変更せざるを得なくなったりなど，科

目選択段階では，例年以上に積極性が感じられた。

（イ）生徒用アンケートの内容

次のような質問を受講した生徒に尋ねた。

３年生３学期さきがけ講座アンケート

３学期のさきがけ講座についてのアンケートです。今後の参考にしたいと思いますので，

協力して下さい。分析の都合上，氏名も記入してもらいますが，結果が成績や進路等に

影響することはありませんので，正直に回答して下さい。

１．次の項目について５段階評価で評価し，その数字に○印をつけて下さい数字に○印をつけて下さい数字に○印をつけて下さい数字に○印をつけて下さい。

（１）講座の総時間は………… 多い ５ ４ ３ ２ １ 少ない

（２）講座の科目数は………… 多い ５ ４ ３ ２ １ 少ない

① 物理さきがけ(特殊相対論入門)選択者

回答数 26名 (2007年12月 事前・事後)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

後1興関

後2発展

後3理解

後4役立つ

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1

② 問題演習を中心に取り組むグループ

回答数 67名 (2007年12月 事前のみ)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1

③ 基本事項の定着をはかるグループ

回答数 14名 (2007年12月 事前のみ)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1
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２．受講した科目すべてに○印をつけ，それらの科目に対して受講した科目すべてに○印をつけ，それらの科目に対して受講した科目すべてに○印をつけ，それらの科目に対して受講した科目すべてに○印をつけ，それらの科目に対して次のア～ウの項目

について５段階評価で評価し，その数字を数字を数字を数字を□□□□の中に記入して下さいの中に記入して下さいの中に記入して下さいの中に記入して下さい。

ア：授業の内容が理解………… できた ５ ４ ３ ２ １ できなかった

イ：内容に興味・関心が……… 持てた ５ ４ ３ ２ １ 持てなかった

ウ：大学での学習に役立つと…… 思う ５ ４ ３ ２ １ 思わない

（１）古典講読Ｉ ア： イ： ウ：

（２) 国語演習Ａ ア： イ： ウ：

（３）日本史特講Ｉ ア： イ： ウ：

（４）解析学入門Ａ ア： イ： ウ：

（５）数理Ｉ ア： イ： ウ：

（６）数理Ａ ア： イ： ウ：

（７）衛星授業Ａ ア： イ： ウ：

（８）線形代数Ｉ ア： イ： ウ：

（９）原子物理学入門Ｉ ア： イ： ウ：

（10）有機化学Ｉ ア： イ： ウ：

（11）英語Ｉ ア： イ： ウ：

（12）英語Ａ ア： イ： ウ：

（13）ＡＬＣ ア： イ： ウ：

（14）化学実習英語A ア： イ： ウ：

（15）電磁気学I ア： イ： ウ：

（16）数値計算A ア： イ： ウ：

（17）プログラミングI ア： イ： ウ：

（18）電磁気学A ア： イ： ウ：

（19）機械システム特論 ア： イ： ウ：

（20）電気理論I ア： イ： ウ：

（21）建築計画Ａ ア： イ： ウ：

（22）建築構造Ａ ア： イ： ウ：

（ウ）生徒用アンケートの結果

結果は次の通りである。
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（ⅰ）総時間・科目数

有効人数 評価と人数分布 平均

５ ４ ３ ２ １

総時間 ５６ １１ １４ ２６ ４ １ 3.54

（４１） （１３）（１０）（１３） （４） （１） （3.73）

科目数 ５６ １０ １１ ３０ ４ １ 3.45

（４１） （８） （９） （１５） （８） （１） （3.37）

下段カッコ内の数値は，昨年度の結果である。「総時間」がちょうど良いと感

じる生徒が増えた様子が伺える。また，科目数は多少多いと感じた生徒が増えて

いる。

（ⅱ）授業の内容が理解できたか

有効人数 評価と人数分布 平均

５ ４ ３ ２ １

古典講 １ １ ０ ０ ０ ０ 5.00

国語演 １８ ４ ３ ５ ４ ２ 3.17

日本史 １ １ ０ ０ ０ ０ 5.00

解 析 ３２ ７ １１ ９ ４ １ 3.59

数理Ｉ ５０ １５ ２０ １２ １ ２ 3.90

数理Ａ ２６ ３ １０ ６ ２ ５ 3.15

衛 星 １４ １ ２ ７ ２ ２ 2.86

代 数 ４５ １０ １９ １１ ３ ２ 3.71

原子物 １７ ３ ６ ５ １ ２ 3.41

有機化 ４ １ ２ １ ０ ０ 4.00

英語Ｉ ３１ ６ ８ １１ ５ １ 3.42

英語Ａ １７ ５ ５ ５ ２ ０ 3.76

ＡＬＣ ４３ １２ ９ １７ ３ ２ 3.60

化学英 ７ ３ １ ３ ０ ０ 4.00

電磁Ｉ ０ ０ ０ ０ ０ ０

数値計 １２ ４ ５ ２ １ ０ 4.00

プログ ４ １ ３ ０ ０ ０ 4.25

電磁Ａ ８ ３ ３ ２ ０ ０ 4.13

機 械 ９ ３ ６ ０ ０ ０ 4.33

電 気 ９ ４ ２ ３ ０ ０ 4.11

建計画 ４ １ ２ １ ０ ０ 4.00

建構造 ４ １ ２ １ ０ ０ 4.00

選択制で実施したことにより，全般的なデータ数が少ないが，比較的高い数値

のものが多く，平均値として3.00を下回ったのは今年度も「衛星授業Ａ」のみで

ある。これは東京工業大学の学部１年向けに行われている授業を衛星回線を通じ

て受信・録画し，生徒にそのまま再生して見せる形式のため，難易度も高いこと

が原因と思われる。教員が事前に，数式の展開等適宜解説を加えて，補ってはい

るが，やはり理解度が低かった。比較的高いのは，専門に属するもので，特に，

専門の講座は東京工業大学特別選抜者以外は選択の科目がほとんどで，意欲のあ

る生徒が集まり，授業運営も行いやすかったと担当教員がアンケートに答えてお

り，選択制導入の効果が現れた好例と思われる。また各分野ごとに実験・実習を

伴う具体的な内容が多かったため，理解度が高くなったものと考えられ，昨年度

と継続して同様に見受けられた傾向である。
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（ⅲ）内容に興味・関心が持てたか

有効人数 評価と人数分布 平均

５ ４ ３ ２ １

古典講 ０ ０ ０ ０ ０ ０

国語演 １７ １ ３ ７ ２ ４ 2.71

日本史 ０ ０ ０ ０ ０ ０

解 析 ３２ ６ １４ ８ ２ ２ 3.63

数理Ｉ ５０ １３ １８ １４ ３ ２ 3.74

数理Ａ ２８ ８ １４ ５ ０ １ 4.00

衛 星 １５ ５ ２ ５ １ ２ 3.47

代 数 ４５ １０ ２１ １０ ３ １ 3.80

原子物 １８ ３ ３ ９ １ ２ 3.22

有機化 ３ １ ２ ０ ０ ０ 4.33

英語Ｉ ２９ ６ ３ １２ ７ １ 3.21

英語Ａ １７ ４ ４ ６ ０ ３ 3.35

ＡＬＣ ４２ ４ １６ １１ ５ ６ 3.17

化学英 ７ ２ １ ４ ０ ０ 3.71

電磁Ｉ ０ ０ ０ ０ ０ ０

数値計 １２ ７ ４ １ ０ ０ 4.50

プログ ４ ０ ３ １ ０ ０ 3.75

電磁Ａ ８ ２ ６ ０ ０ ０ 4.25

機 械 ９ ６ ２ １ ０ ０ 4.56

電 気 ９ ３ ２ ４ ０ ０ 3.89

建計画 ４ １ ２ １ ０ ０ 4.00

建構造 ４ １ ２ １ ０ ０ 4.00

やはり，（ⅱ）と同様に少人数で行う実験・実習系で高い数値を示しているな

かで，受講者の多い数理Ａでの数値は際だっている。

（ⅳ）大学での学習に役立つと思うか

有効人数 評価と人数分布 平均

５ ４ ３ ２ １

古典講 ０ ０ ０ ０ ０ ０

国語演 １７ ２ １ ５ ３ ６ 2.41

日本史 ０ ０ ０ ０ ０ ０

解 析 ３２ １７ １０ ３ ２ ０ 4.31

数理Ｉ ５０ ２５ １６ ７ １ １ 4.26

数理Ａ ２８ １９ ５ ４ ０ ０ 4.54

衛 星 １５ ６ ３ ５ ０ １ 3.87

代 数 ４４ ２５ １２ ５ １ １ 4.34

原子物 １８ ５ ５ ７ ０ １ 3.72

有機化 ３ １ １ １ ０ ０ 4.00

英語Ｉ ２８ ３ ４ １１ ７ ３ 2.89

英語Ａ １７ ７ ２ ５ １ ２ 3.65

ＡＬＣ ４２ １４ ９ ９ ６ ４ 3.55

化学英 ７ ４ ０ ３ ０ ０ 4.14

電磁Ｉ ０ ０ ０ ０ ０ ０

数値計 １２ ７ ５ ０ ０ ０ 4.58

プログ ４ ２ １ １ ０ ０ 4.25

電磁Ａ ８ ５ ３ ０ ０ ０ 4.63

機 械 ９ ４ ５ ０ ０ ０ 4.44

電 気 ９ ５ ３ ０ ０ １ 4.22

建計画 ４ ０ ２ １ １ ０ 3.25

建構造 ４ １ １ ２ ０ ０ 3.75

概して高い数値を示しているが，中でも「数理Ａ」を筆頭に「代数」，「解析Ａ」，

などが高い。理解度についてのアンケートでは，数学系科目が必ずしも高くはな

いものの，大学で必要と感じているのは特筆すべきことで，「３学期さきがけ」



- 96 -

がめざし，重点的に取り組むべき内容と考える。

（ⅴ）意見・感想

今年度も時間割に対する要望があったが，無記入のものが大半であった。しか

し，なかには「先生方は専門性が高く，熱く語ってくれて，それが何より良かっ

た」というのもあった。

⑤ 調査・追跡

（ア）「教育実習生対象 大学での履修等に関するアンケート」の実施内容

「教育実習生対象 大学での履修等に関するアンケート」は以下の通り実施した。

実施時期 平成１９年６月

依頼方法 教育実習期間中に本人に直接依頼

対象者 本校教育実習生（東京工業大学学生，本校卒業他大学生）

回答者数 １３名

なお，教育実習は例年９月にも行っているが，今年度も６月とほぼ同じメンバー

であったので，アンケートは実施しなかった。

昨年度と同様に，後述の「卒業生対象 大学での履修等に関するアンケート」と比

較のためほぼ同一のも

のとした。

アンケート用紙は研

究第２年次報告書の関

係資料と同じである。

（イ）「教育実習生対象大

学での履修等に関する

アンケート」の結果

全体として，結果は

研究２年次までとほぼ

同じである。

まず，「高校で扱って

おいた方がよいと思う

内容」を問う質問で，「非

常に思う」と回答した

人数の比率が多かった

(40％以上)内容は，「複

素平面」，「微分・積分

を用いた力学」の２つ

である。各内容項目の結 図５ 教育実習生対象 大学での履修等に関する

果は図５の通りである。 アンケート(2007)「高校で扱っておいた方がい」

「（アンケートに示した項目以外の)内容で，高校時代に扱った方がよいと思われる

ものがあれば」という設問には，具体的な内容の回答はとしては，「線形代数」，「物

理を数学で解く」，「微分方程式」，「命題論理」，「述語論理」，「社会科学の統計的処

教育実習生対象大学での履修等に関するアンケート(2007)

「高校で扱っておいた方がよい」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外積

テンソル

複素平面

テイラー

フーリエ

微分方程

偏微全微

ﾍﾞｸﾄﾙ解析

複素微積

線形代数

εーδ

推定検定

回転力学

微積力学

微方運方

ﾋﾞｵｻﾊﾞｰﾙ

積分ガウス

積ｱﾝﾍﾟｰﾙ

熱力学

分子軌道法

反応速度論

ｷﾞﾌﾞｽﾞ自由

有機電子論

生命化学

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1
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理」，「専門教科ごとの英語」，「認知科学」，があった。

次に，「高校時代にもっと学習しておいた方がよい内容」を問う質問で，「非常に

思う」と回答した人数の比率が多かった(40％以上)内容は，「微分・積分」，「行列」，

「力学」の３つである

である。各内容項目の

結果は，図６の通りで

ある。「(アンケートに

示した項目以外の)内容

で，高校時代にもっと

学習する必要がある内

容と思われるものがあ

れば」という設問に対

する回答は「情報」，「実

用的な英語」，「倫理」，

「日本語文法」があっ

た。

また，「(高校から大

学へ進学したときのギャ 図６ 教育実習生対象 大学での履修等に関するアンケート

ップをを和らげるために， (2007)「高校時代にもっと学習しておいた方がよい」

高校時代に行っておくとよい方策」を問う質問では，日頃行っていくべき事として

「レポートの書き方」（複数），「調べ学習等の自主的学習」，「学び方を学ぶ」，「研究

室訪問」があった。また，「むしろショックを受けた方が良い」という回答もあった。

（ウ）「卒業生対象 大学での履修等に関するアンケート」の実施内容

「卒業生対象 大学での履修等に関するアンケート」の実施内容は，以下の通り実

施した。

実施時期 平成１９年１２月

依頼方法 郵送により文書で依頼

対象者 推薦入試等により大学に進学した本校卒業生

回答者数 大学４年生５名，大学１年生２６名

（エ）「卒業生対象 大学での履修等に関するアンケート」の結果

現在集計中である。概ね研究第１・第２年次と同じ傾向である。

５ ３年間の活動のまとめ

それぞれの活動のまとめを，各作業グループごとに行った。

① 第２学年の「数学さきがけ」

（ア）３年間の指導実績（報告書提出締切の関係で平成１９年度２学期分まで記述する。）

平成１７年度（研究第１年次）：第２学年１，２，３学期の授業試行

（１学期・３学期は数学科教員と科学・技術科教員のティームティーチング）

平成１８年度（研究第２年次）：第２学年１，２，３学期の授業実践，

（２学期にも数学科教員と科学・技術科教員のティームティーチングを追加）

平成１９年度（研究第３年次）：第２学年１，２学期の授業実践，及び，充実

教育実習生対象大学での履修等に関するアンケート(2007)

「高校時代にもっと学習しておいた方がよい」
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（１，２，３学期とも数学科教員と科学・技術科教員のティームティーチング）

（イ）３年間の研究の成果

各研究年次における「数学さきがけ」グループと「数学ⅡＢ演習」グループの比

較，及び，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較については，各研究

年次の実施報告で既に述べているので，ここでは，研究第１年次から研究第３年次ま

で（ただし，第２学年３学期については研究第２年次まで）の年次間の比較を述べる。

(ⅰ）生徒用アンケート

（ａ）研究第１年次から研究第３年次までの第２学年１学期の「数学さきがけ」

「合計」（事前については両グループを合わせた全員，事後については「数

学さきがけ」グループのみ）について，平成１７年度（研究第１年次），平成

１８年度（研究第２年次），平成１９年度（研究第３年次）を比較すると，有

意水準を５％として，等分散性が認められたのは「原理知前」「役立つ前」「内

容理解」「授業形態」「学びた後」であり，分散分析の結果，そのうち，「原理

知前」「役立つ前」「授業形態」「学びた後」については平均値に有意差はなく，

「内容理解」については平均値に有意差があった。そこで「内容理解」につい

てはさらに多重比較（Bonferroni）を行った結果，「平成１７年度と平成１９

年度」で平均値に有意差があった。また，等分散性が認められなかった「数学

好き」「学びた前」「原理知後」「役立つ後」については，等分散性が成り立た

ない場合に用いる多重比較（Tamhane's T2, Dunnett's T3, Games-Howell, Du

nnett's C）を行った結果，４種類の検定が同一の結果を示し，「数学好き」に

ついては「平成１７年度と平成１９年度」「平成１８年度と平成１９年度」で

平均値に有意差があり，「学びた前」「原理知後」「役立つ後」については平均

値に有意差がなかった。

これらの結果から，まず，「ものごとの原理をとことん知りたいと思ってい

るか」「通常の学習としては本来学ぶ予定ではないようなことがらまで学びた
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いと感じているか」「未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」

はどの程度役立つと感じているか」については，生徒が「数学さきがけ」の活

動に初めて触れる，第２学年１学期の「数学さきがけ」開始時では，平成１７

年度生徒，平成１８年度生徒，平成１９年度生徒は同等であったものと考えら

れる。また，各研究年次の実施報告で既に述べた，事前のグループ間比較の結

果（平成１７年度，平成１８年度，平成１９年度のいずれにおいても，「学び

た前」「原理知後」「役立つ後」のすべてにおいて，「数学さきがけ」グループ

の平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値よりも高く，かつ，有意差があ

った）から，これら３つについて，明確に意識の高い生徒が第２学年１学期の

「数学さきがけ」を選択したものと考えられる。さらに，各研究年次の実施報

告で既に述べた，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較の結果

（平成１７年度，平成１８年度，平成１９年度のいずれにおいても，「学びた

前」と「学びた後」の比較において，事前の平均値より事後の平均値の方が高

く，かつ，有意差があった）から，そのような意識の高い生徒に対して行う第

２学年１学期の「数学さきがけ」の活動によって，学習意欲がさらに向上する

ものと考えられる。ただし，平成１７年度と平成１８年度には，「原理知前」

と「原理知後」の比較において，事前の平均値より事後の平均値の方が低く，

かつ，有意差があったことから，原理を数学的に明快に教示することが生徒の

「知りたい」という気持ちに水を差すこともあり得る，ということも，留意す

べきであろう。なお，「内容理解」についての結果は，授業者の地道な授業改

善の努力が実施３年目にしてようやく実を結びつつある兆しの１つと捉えられ

よう。ところで，事前調査における「数学好き」の下降傾向には，「理科離れ」

ならぬ「数学離れ」の波が押し寄せている気配が感じられ，ＳＳＨ活動の存在

が今後益々重要になってくるものと思えてならない。

（ｂ）研究第１年次から研究第３年次までの第２学年２学期の「数学さきがけ」
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（ａ）と同様に，「合計」について，平成１７年度，平成１８年度，平成１

９年度を比較すると，有意水準を５％として，等分散性が認められたのは「学

びた前」「役立つ前」「内容理解」「原理知後」「学びた後」「役立つ後」であり，

分散分析の結果，それらについては平均値に有意差はなかった。また，等分散

性が認められなかった「数学好き」「原理知前」については，等分散性が成り

立たない場合に用いる前述の４種類の多重比較を行った結果，４種類の検定が

同一の結果を示し，いずれも平均値に有意差がなかった。

これらの結果から，まず，「ものごとの原理をとことん知りたいと思ってい

るか」「通常の学習としては本来学ぶ予定ではないようなことがらまで学びた

いと感じているか」「未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」

はどの程度役立つと感じているか」については，第２学年２学期の「数学さき

がけ」開始時では，平成１７年度生徒，平成１８年度生徒，平成１９年度生徒

は同等であったものと考えられる。また，各研究年次の実施報告で既に述べた，

事前のグループ間比較の結果（平成１７年度，平成１８年度，平成１９年度の

いずれにおいても，「学びた前」「原理知後」「役立つ後」のすべてにおいて，「数

学さきがけ」グループの平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値よりも高

く，かつ，有意差があった）から，これら３つについて，明確に意識の高い生

徒が第２学年２学期の「数学さきがけ」を選択したものと考えられる。さらに，

各研究年次の実施報告で既に述べた，「数学さきがけ」グループにおける事前

・事後の比較の結果（平成１７年度，平成１８年度，平成１９年度のいずれに

おいても，「原理知前」と「原理知後」の比較，「学びた前」と「学びた後」の

比較，「役立つ前」と「役立つ後」の比較において，事前・事後の平均値に有

意差はなかった）から，第２学年２学期の段階では，たとえ「数学さきがけ」

の活動を行っても，既にある程度高まっている意識をさらに向上させることは

難しいものと考えられる。

（ｃ）研究第１年次から研究第２年次までの第２学年３学期の「数学さきがけ」

第２学年３学期の「数学さきがけ」は「数学さきがけグループ」のみである

が，平成１７年度（研究第１年次），平成１８年度（研究第２年次）を比較す

ると，有意水準を５％として，（２つの年次の比較なので，分散分析ではなく

Ｔ検定により）「学びた前」について，「平成１７年度と平成１８年度」で平均

値に有意差があった。平成１７年度に第２学年３学期の「数学さきがけ」を選
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択した生徒よりも，平成１８年度にそれを選択した生徒の方が学習意欲が高か

ったことになり，生徒の意識の高まりが，少しずつではあるが芽生えつつある

ように感じられる。

(ⅱ）事前事後の学力調査

【第２学年１学期】 【第２学年２学期】 【第２学年３学期】

（ａ）研究第１年次から研究第３年次までの第２学年１学期の「数学さきがけ」

（ⅰ）の（ａ）と同様に，「合計」について，平成１７年度，平成１８年度，

平成１９年度を比較すると，有意水準を５％として，等分散性が認められたの

は「小テ点前」であり，分散分析の結果，これについては平均値に有意差はな

かった。また，等分散性が認められなかった「小テ点後」については，等分散

性が成り立たない場合に用いる前述の４種類の多重比較を行った結果，４種類

の検定が同一の結果を示し，「平成１７年度と平成１８年度」「平成１８年度と

平成１９年度」で平均値に有意差があった。これらの結果から，「小テスト」

については，生徒が「数学さきがけ」の活動に初めて触れる，第２学年１学期

の「数学さきがけ」開始時では，平成１７年度生徒，平成１８年度生徒，平成

１９年度生徒は同等であったものと考えられる。また，各研究年次の実施報告

で既に述べた，事前のグループ間比較の結果（平成１７年度，平成１８年度，

平成１９年度のいずれにおいても，「小テ点前」について，「数学さきがけ」グ

ループの平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値よりも高く，かつ，有意

差があった）から，明確に基礎学力の高い生徒が第２学年１学期の「数学さき

がけ」を選択したものと考えられる。さらに，各研究年次の実施報告で既に述

べた，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較の結果（平成１７

年度，平成１８年度，平成１９年度のいずれにおいても，「小テ点前」と「小

テ点後」の比較において，事前の平均値より事後の平均値の方が高く，かつ，
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有意差があった）から，そのような基礎学力の高い生徒に対して行う第２学年

１学期の「数学さきがけ」の活動によって，さらにそれが向上するものと考え

られる。

（ｂ）研究第１年次から研究第３年次までの第２学年２学期の「数学さきがけ」

（ａ）と同様に，「合計」について，平成１７年度，平成１８年度，平成１

９年度を比較すると，有意水準を５％として，「小テ点前」「小テ点後」の両方

に等分散性が認められたが，分散分析の結果，それらについて平均値に有意差

はなかった。これらの結果から，「小テスト」については，第２学年２学期の

「数学さきがけ」開始時では，平成１７年度生徒，平成１８年度生徒，平成１

９年度生徒は同等であったものと考えられる。また，各研究年次の実施報告で

既に述べた，事前のグループ間比較の結果（平成１７年度，平成１８年度，平

成１９年度のいずれにおいても，「小テ点前」について，「数学さきがけ」グル

ープの平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値よりも高く，かつ，有意差

があった）から，明確に基礎学力の高い生徒が第２学年２学期の「数学さきが

け」を選択したものと考えられる。さらに，各研究年次の実施報告で既に述べ

た，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較の結果（平成１７年

度，平成１８年度，平成１９年度のいずれにおいても，「小テ点前」と「小テ

点後」の比較において，事前の平均値より事後の平均値の方が高く，かつ，有

意差があった）から，そのような基礎学力の高い生徒に対して行う第２学年２

学期の「数学さきがけ」の活動によって，さらにそれが向上するものと考えら

れる。

（ｃ）研究第１年次から研究第２年次までの第２学年３学期の「数学さきがけ」

第２学年３学期の「数学さきがけ」は「数学さきがけグループ」のみである

が，平成１７年度（研究第１年次），平成１８年度（研究第２年次）を比較す

ると，有意水準を５％として，（２つの年次の比較なので，分散分析ではなく

Ｔ検定により）「小テ点前」「小テ点後」とも平均値に有意差はなかった。これ

らの結果から，「小テスト」については，第２学年３学期の「数学さきがけ」

開始時では，平成１７年度生徒と平成１８年度生徒は同等であったものと考え

られる。また，各研究年次の実施報告で既に述べた，「数学さきがけ」グルー

プにおける事前・事後の比較の結果（平成１７年度，平成１８年度のいずれに

おいても，「小テ点前」と「小テ点後」の比較において，事前の平均値より事

後の平均値の方が高く，かつ，有意差があった）から，第２学年３学期の「数

学さきがけ」の活動によって，さらに基礎学力が向上するものと考えられる。

（ウ）副読本「数理応用」から副読本「数学さきがけ（試作版2007）」への改訂

平成１４年度から１６年度までの１回目のＳＳＨ研究開発にお

いて３年間かけて作成した副読本「数理応用」（６００ページ）

を，副読本「数学さきがけ（試作版2007）」（７３７ページ）に改

訂した。新たに増えた章や単元は，以下の表の斜体の太字で表さ

れた部分であるが，それら以外にも，整合性を考慮して，多少修

正を加えた箇所も含まれた。
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第１章 微分入門

平均変化率と微分係数，導関数(xn
に関するもの)，位置,速度,加速度と微分

第２章 積分入門

不定積分と定積分(xn
に関するもの)，加速度, 速度, 位置と積分，

運動量と力積，仕事と位置エネルギー

第３章 ベクトルの利用

ベクトルの内積，仕事と内積，４次元ベクトルの内積，４次元ベクトルの内積，４次元ベクトルの内積，４次元ベクトルの内積，ベクトルの外積，

モーメントとトルク

第４章 いろいろな関数とその性質

n 次関数，分数関数，三角関数，波動，指数関数と対数関数，半減期，

光学異性体の個数(種類の数)，pH の計算，陰関数，逆関数，合成関数，

媒介変数で表される関数，不等式と領域，線形計画法，最小２乗法

第５章 数列と行列

数列，重心と図心，電子配置と規則性，行列，応力テンソル

第６章 複素数入門

複素数と方程式，複素数平面，交流回路と複素数

第７章 いろいろな関数の微分

lim の計算(いろいろな関数を含むもの)，いろいろな関数の導関数，

平均値の定理とテイラー展開，円運動，剛体の回転運動と慣性モーメント

第８章 いろいろな関数の積分

不定積分と定積分(いろいろな関数を含むもの)，仕事と運動エネルギー，

電場(静電場)，磁場(静磁場)，電磁誘導と交流電流

第９章 微分方程式入門

微分方程式，簡単な微分方程式を解く，変数分離形で解ける運動方程式

第10章 多変数関数と微分

偏微分と全微分，化学平衡と反応速度

第11章 ベクトル解析入門

スカラー場やベクトル場における計算，ガウスの法則，アンペールの法則

第12章 複素解析入門

複素変数関数，交流回路と複素変数関数，シュレディンガー波動方程式と

波動関数

第13章 確率と統計入門第13章 確率と統計入門第13章 確率と統計入門第13章 確率と統計入門

場合の数と確率，確率分布と推定・検定場合の数と確率，確率分布と推定・検定場合の数と確率，確率分布と推定・検定場合の数と確率，確率分布と推定・検定

第14章 線形代数入門第14章 線形代数入門第14章 線形代数入門第14章 線形代数入門

３次の正方行列の行列式と逆行列，４次以上の正方行列の行列式と逆行列，３次の正方行列の行列式と逆行列，４次以上の正方行列の行列式と逆行列，３次の正方行列の行列式と逆行列，４次以上の正方行列の行列式と逆行列，３次の正方行列の行列式と逆行列，４次以上の正方行列の行列式と逆行列，

直列と並列が混在する直流回路直列と並列が混在する直流回路直列と並列が混在する直流回路直列と並列が混在する直流回路

第15章 解析学入門第15章 解析学入門第15章 解析学入門第15章 解析学入門

実数の連続性をあらためて考える，数列の極限をあらためて考える（実数の連続性をあらためて考える，数列の極限をあらためて考える（実数の連続性をあらためて考える，数列の極限をあらためて考える（実数の連続性をあらためて考える，数列の極限をあらためて考える（εεεε－Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ

論法論法論法論法）））），関数の極限をあらためて考える（，関数の極限をあらためて考える（，関数の極限をあらためて考える（，関数の極限をあらためて考える（εεεε－－－－δδδδ論法論法論法論法）））），関数の連続性をあら，関数の連続性をあら，関数の連続性をあら，関数の連続性をあら

ためて考える，微分をあらためて考える，積分をあらためて考えるためて考える，微分をあらためて考える，積分をあらためて考えるためて考える，微分をあらためて考える，積分をあらためて考えるためて考える，微分をあらためて考える，積分をあらためて考える

② 第３学年の「数学さきがけ」

（ア）３年間の指導実績

平成１７年度（研究第１年次）：研究第２年次の授業試行に向けての検討

平成１８年度（研究第２年次）：第３学年２学期後半の授業試行

平成１９年度（研究第３年次）：第３学年２学期後半の授業実践
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（イ）３年間の研究の成果

各研究年次における事前・事後の比較については，各研究年次の実施報告で既に

述べているので，ここでは，授業実践を開始した研究第２年次から，研究第３年次

までの年次間の比較を述べる。

(ⅰ）生徒用アンケート

（ａ）研究第２年次から研究第３年次までの第３学年の「数学さきがけ」

第３学年の「数学さきがけ」では，平成１８年度（研究第２年次），平成１９

年度（研究第３年次）を比較すると，有意水準を５％として，（２つの年次の

比較なので，分散分析ではなくＴ検定により）年次間の有意差はなかった。「実

施前に不安はあったか」を除けば，平成１９年度には最低でも4.21と既にかな

り高い値を示しており，今後は，この値を維持することが求められよう。また，

実施前の不安についても改善できるよう，生徒に適切な情報を提供していきたい。

授業で扱った８つの内容項目に関しては，「lim Σを積分に直して計算する

方法の，さまざまな場面における活用」について，「平成１８年度と平成１９

年度」で平均値に有意差があった。平成１８年度の授業試行後に今後の課題と

してあげられた「内容の理解度をもう少し向上させる」について，少しずつ改

善が進んでいるものと考えられよう。

(ⅱ）事前事後の学力調査

（ａ）研究第２年次から研究第３年次までの第３学年の「数学さきがけ」

成績評価と研究評価を兼ねた学力調査を目指したが，平成１８年度（研究第

２年次）と平成１９年度（研究第３年次）で，異なる形式となったため，年次

間の比較ができなくなってしまった。研究第３年次の実施報告の部分で既に述

4.25 4.41 4.28 4.32 4.74 4.42 4.13 3.94 2.74 4.06

32 32 32 31 31 31 31 31 31 31

.762 .712 .729 .791 .445 .620 .846 .892 1.390 .854

4.25 4.41 4.28 4.32 4.74 4.42 4.13 3.94 2.74 4.06

32 32 32 31 31 31 31 31 31 31

.762 .712 .729 .791 .445 .620 .846 .892 1.390 .854

4.50 4.70 4.30 4.47 4.74 4.47 4.26 4.21 2.89 4.32

20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

.827 .470 .801 .772 .562 .612 .806 .918 1.560 1.108

4.50 4.70 4.30 4.47 4.74 4.47 4.26 4.21 2.89 4.32

20 20 20 19 19 19 19 19 19 19

.827 .470 .801 .772 .562 .612 .806 .918 1.560 1.108

4.35 4.52 4.29 4.38 4.74 4.44 4.18 4.04 2.80 4.16

52 52 52 50 50 50 50 50 50 50

.789 .641 .750 .780 .487 .611 .825 .903 1.443 .955

4.35 4.52 4.29 4.38 4.74 4.44 4.18 4.04 2.80 4.16

52 52 52 50 50 50 50 50 50 50

.789 .641 .750 .780 .487 .611 .825 .903 1.443 .955

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さきor演

さきがけ

合計

さきがけ

合計

さきがけ

合計

年度

平成１８

平成１９

合計

必要前 関連性前 役立つ前 必要後 関連性後 役立つ後 有効だ 活用 前不安無 後結果良

4.13 3.84 3.06 3.06 3.16 3.48 3.84 3.48

31 31 31 31 31 31 31 31

.806 1.036 .998 1.124 1.157 1.313 1.186 1.208

4.13 3.84 3.06 3.06 3.16 3.48 3.84 3.48

31 31 31 31 31 31 31 31

.806 1.036 .998 1.124 1.157 1.313 1.186 1.208

3.85 4.00 3.70 3.65 3.50 3.50 4.25 3.74

20 20 20 20 20 20 20 19

1.268 .918 1.081 1.182 1.192 1.469 .851 1.327

3.85 4.00 3.70 3.65 3.50 3.50 4.25 3.74

20 20 20 20 20 20 20 19

1.268 .918 1.081 1.182 1.192 1.469 .851 1.327

4.02 3.90 3.31 3.29 3.29 3.49 4.00 3.58

51 51 51 51 51 51 51 50

1.010 .985 1.068 1.171 1.171 1.362 1.077 1.247

4.02 3.90 3.31 3.29 3.29 3.49 4.00 3.58

51 51 51 51 51 51 51 50

1.010 .985 1.068 1.171 1.171 1.362 1.077 1.247

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さきor演

さきがけ

合計

さきがけ

合計

さきがけ

合計

年度

平成１８

平成１９

合計

無限積分 Ｃ保存 limΣ 内積活用 外積活用 積エ電磁 微方程式 微積交流



- 105 -

べたように，第３学年の「数学さきがけ」（２学期後半に実施）の平成１９年

度の定着度は概ね良好なので，今後，事前・事後の小テストを別に導入するな

どの工夫をして，成果を検証していきたい。

（ウ）副読本「数理応用」から副読本「数学さきがけ（試作版2007）」への改訂

内容については，前述の①（ウ）の通りである。

③ 「物理さきがけ」

研究第１年次は「物理さきがけ」に相応しい教育内容の検討を行った。まず，「物

理さきがけ」の教材作成の際に参考にする物理学の書籍（主に大学１・２年相当の内

容で比較的平易なもの）を収集した。次に，それらの内容と高等学校で履修する内容

とを対比・分析し，「物理さきがけ」として実施するのに適当であろうと思われる内

容をピックアップした。その際，調査・追跡係が教育実習生等に対して行ったアンケ

ートより，物理に関連した回答を参考にして選んだ。選んだ実施内容の候補は，以下

の５つである。

「微積分を用いた力学」 ，「回転系の力学入門」 ，「熱力学入門」 ，

「原子物理学入門」 ，「特殊相対論入門」

研究第２年次は，これらの候補の中から，先ず３つに絞って，教材プリントを作成

する準備を進めた。絞った内容は 「微積分を用いた力学」 ，「回転系の力学入門」 ，

「特殊相対論入門」 の３つである。それぞれの授業内容を具体的に検討した上で，

通常の物理の授業の進行具合，他の「さきがけ」との関連，１学期末・２学期末に特

別時間割を実際に組む際の問題点，「物理さきがけ」を選択しない生徒に対する教育

内容などを総合的に勘案して，研究第３年次は次のように２つを試行することとした。

１学期末：「回転系の力学入門」（２時間×３回）

２学期末：「特殊相対論入門」（２時間×２回）

また，「物理さきがけ」を選択しない生徒に対しては，「問題演習を中心に取り組む

グループ」と「基本事項の定着をはかるグループ」とに分けて，「物理さきがけ」と

合わせて３展開とすることした。

研究第３年次は，前年度までに計画した２つの内容（「回転系の力学入門」と「特

殊相対論入門」）で，「物理さきがけ」の授業を試行した。それぞれの授業のねらい等

は以下の通りである。

（ア）回転系の力学入門

現在の高等学校のカリキュラムでは，回転系の力学については，静力学（力のモ

ーメントのつり合い）しか学習しない（本校では第１学年で学習している）。しか

し，科学・技術科各専門分野や大学初年度の物理においては，回転系の動力学が必

要になる。その初歩となる角運動量・慣性モーメント・回転系の運動方程式などを

学習することで，本校科学・技術科の各専門分野や大学初年度への学習になめらか

に接続させることを目指した。

（イ）特殊相対論入門

高等学校で学習する物理には，相対論に関する内容はほとんど含まれていない。

しかし，特殊相対論の導入部分（マイケルソン－モーレーの実験・ローレンツ変換

など）は，高等学校で習う物理・数学で十分理解できる。２つの基本的な公理（相



- 106 -

対性原理と光速度不変の原理）から，新しい理論（特殊相対論）を導き出す過程を

学習することは，「いどむ」力を育む上でも貴重な題材であると考えた。

④ 第３学年の「３学期さきがけ」

（ア）３年間の指導実績

研究第１年次は手探りの状態で実施したが，生徒のアンケート結果から生徒の希

望も多様であることが分かった。また現在在籍している分野の専門ではなく，“進

路先の専門に対応した専門”の講座を受講したいという希望があることがわかり，

次年度の実施においては，専門の講座内容を他の分野に所属している生徒が，受講

しても理解できる内容になるような授業展開を別に用意することとした。開講科目

１８，受講生５８名。

研究第２年次は生徒の希望を取り入れる形で，必修科目，選択科目の別をはっき

りさせ，かつ，他分野に所属している生徒にも理解できるようIntermediateレベル（略

してＩ）とより専門を深められるAdvancedレベル（略してＡ）との区別を生徒に提

示し実施した。その結果生徒アンケートから科目数，科目内容等，大いに好評であ

った。開講科目２２，受講生５８名。

研究第３年次は研究第２年次の実施方法を踏襲した。また，より生徒の受講意欲

を高めるために，合格大学の側から積極的に受講を促す何らかの働きかけは可能か

どうかを，２，３の大学に意向を伺った。来年度は本格的に取り組む予定である。

開講科目２２，受講生６３名。

（イ）３年間の研究の成果

「３学期のさきがけ」講座は，生徒個人が向上心をもって自主的に取り組むこと

を前提とせざるを得ない状

況にあるので，生徒の意識

が低下すればその歯止めが

かけにくいなどの現状があ

る。しかし，年々受講生が

増加していることをみると

生徒の意識向上がみられる

のではないかと思われる。

一方，生徒アンケートの 図７ 生徒アンケートの集計（３ヶ年）

図７の集計から，興味関心が低下したのは残念だが，理解度は年々高まっている結

果となった。生徒の学力が年々向上して，よりレベルの高い内容を求めているのか

もしれない。

⑤ 調査・追跡

調査・追跡グループとして「教育実習生対象 大学での履修等に関するアンケート」

と「卒業生対象大学での履修等に関するアンケート」の両方を，各研究年度次に実施

できた。アンケート実施に際して難しかった点とその対応は以下の通りである。

（ア）「教育実習生対象 大学での履修等に関するアンケート」

・文系学部の実習生のアンケート用紙を別に作成する必要があった。

→通常版（理系）を抜粋して作成した。

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

理解 興味関心 役立つ

１年目

２年目

３年目
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（イ）「卒業生対象 大学での履修等に関するアンケート」

・卒業生の住所確認が難しかった。

→旧学級担任に協力を求めた。

結果に関しては，研究第２年次の報告書，及び前述の通りであり，「（ア）教育実

習生対象」，「（イ）卒業生対象 」それぞれについて，「高校で扱っておいた方がよい

と思う内容」，「高校時代にもっと学習する必要がある内容」，「(高校から大学へ進学

したときの)ギャップを和らげるために，高校時代に行っておくとよい方策」の質問

に対する回答を明らかにすることができた。これらの結果を活用すれば，「数学さき

がけ」，「物理さきがけ」，「３学期さきがけ」の内容や指導方法の改善がはかれると

思われる。

６ 実施上の課題及び今後の方向

それぞれの活動における実施上の問題点や今後の方向性を示すが，これらについて，

研究第４年次から充分に考慮しながら研究を進めて行きたいと考える。

① 第２学年の「数学さきがけ」

研究第３年次には，１学期・２学期・３学期とも，数学教員と科学・技術科教員の

ティーム・ティーチングを継続しながら，かつ，一般化を目指して，研究第２年次ま

でとは異なる数学科教員が授業を担当することを試みることができた。今後は，より

さまざまな実践事例を積み重ね，より一層，充実し，一般化していきたい。

② 第３学年の「数学さきがけ」

研究第３年次には，２学期後半に行う形として，本格実施が実現した。内容の理解

度も向上しつつあるが，今後は，事前・事後の小テストの導入も求められよう。

③ 「物理さきがけ」

研究第３年次には，２つの内容について「物理さきがけ」を試行できた。来年度の

実施に備えて，教材プリントの作成を進めるとともに，アンケート結果などから，指

導内容にも工夫を加えていきたい。

④ 第３学年の「３学期さきがけ」

生徒の学習意欲は，選択科目を多くしたことによりかなり改善されてきたが，それ

でも尚，不満の残る教員もみられた。改善策として，こうした生徒に合格大学からの

受講を促す依頼があれば積極性が出るのではとの考えから，大学の意向を広く伺って

みたい。また，開講科目の精選，授業内容の改善等はひき続き検討し，生徒の学習意

欲を一層高めて行く工夫が必要であると考える。

⑤ 調査・追跡

研究第１年次に策定した「５年間の実施計画」のとおり，今後も継続していく予定

である。「教育実習生対象 大学での履修等に関するアンケート」では，毎年ほぼ同様

な結果が得られている。年度ごとの変化は特に無いと思われるが，今後もデータの蓄

積を行いたい。「卒業生対象 大学での履修等に関するアンケート」では，研究第４年

次に，初めて，同一卒業生の大学１年生，大学４年生両方で回答した結果が得られる

予定である。大学１年から大学４年での変化にも注目したい。但し，現状では大学４

年生での回答者数が少ない点が残念である。しかしながら，大学で履修した内容によ

り，どのような差異があるかも含め詳しく分析を行いたい。
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Ⅳ 成果普及促進委員会の活動報告

１ 概要

「成果普及促進のあり方についての研究」について，事業計画で以下のように記して

いる。

”東京工業大学附属科学技術高等学校におけるスーパーサイエンスハイスクール研

究開発で得た科学技術教育における様々な成果を広く公開し，その普及をはかる。

具体的には日本教育工学協会などにて研究成果の報告を行う。また，他のＳＳＨ校

と積極的に交流し，情報交換につとめる。本校のホームページにＳＳＨ専用のホー

ムページを立ち上げ，研究成果をリアルタイムで公開し，その普及につとめる。”

２ 経緯

初年度のＳＳＨの活動からも，確実にその成果が得られている。その成果を広く校外

へ発信することにより，本活動の理解を社会的に深めることができるだけでなく，本校

の教育を理解して頂く一助となる。また，校外からの反応は，本校の活動をより促進す

る力ともなり得ると考えられる。そこで，本年も生徒の校外での活動を奨励し，ホーム

ページの充実を心がけた。

３ 内容及び成果

（１）ＳＳＨ研究開発発表会の実施について

平成19（2007）年11月22日（木）9:30-16:20にわたり，ＳＳＨ研究開発発表会（中間

報告会）を以下の日程･内容で開催した。

受付 ９：００～ ９：３０ CIC・国際会議場

開会式 ９：３０～ ９：５０ CIC・国際会議場

休憩 ９：５０～１０：００

講演会 １０：００～１１：３０ CIC・国際会議場

「科学技術とスーパーサイエンスハイスクール－東工大附属高校を例として－」

講演者 伊賀 健一先生（東京工業大学長）

昼休み １１：３０～１２：４０

研究概要・公開授業の概要等

１２：４０～１３：００ CIC・国際会議場

移動・休憩 １３：００～１３：１５

公開授業 １３：１５～１４：０５

①科学技術研究入門研究会

機械システム分野，電気電子分野，立体造形分野の公開授業

②さきがけ教育研究会

専門分野（PC使用），数学（座学）の公開授業（2箇所同時展開）

移動・休憩 １４：０５～１４：２０

分科会 １４：２０～１５：００

①科学技術研究入門研究会 ②さきがけ教育研究会（今回は「数学さきがけ」を中心に実施）

移動・休憩 １５：００～１５：２０

全体会 １５：２０～１５：４０ CIC・国際会議場

講評 １５：４０～１６：００

閉会式 １６：００～１６：２０

＊展示（1-212室） １１：３０－１２：４０

科学技術研究入門研究会，さきがけ教育研究会，国際性育成研究会，課題研究作品

の展示を行った。
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【分科会における指導助言の記録】

①科学技術研究入門研究会

《指導助言者》佐藤義雄先生（山形県立米沢工業高等学校校長・ＳＳＨ運営指導委員）

「科学技術」の定義が難しい。「科学」と「技術」のどちらが大切か，と言えば，両方とも大

切で，一人一人の人間の中で「科学」と「技術」がどのように進化して行くのか，ということが

重要であり，そのためには「いどむ力」と「わかりあう力」が必要である。この学校の研究は，

長い時間をかけてここまで来たが，生徒達が新たな課題を解決するために，関連する科目の知識

を使用して，自ら考える強力な力を得ようとしている。「掘りあてたものは大きい」と言える。

②さきがけ教育研究会

《指導助言者》中村豊久先生（日本大学理工学部非常勤講師）

科目設定の意義を教育学的な視点から見ると，教えようとする内容に教育学的フィルターで，

生徒がきちんとわかるように工夫することが重要であるが，「数学さきがけ」のテキストは，ま

さに教育学的フィルターで書かれている。今後のことでは，上の所へどうつなげるか，という意

義が「さきがけ教育」にはある。高大連携という良い環境を生かして，頑張って欲しい。「反応

速度」は第３学年の「さきがけ」で，もう一度学習する機会があると良い。

【全体会における講評の記録】

《講評者》佐藤義雄先生

ＳＳＨ中間報告会の講評として，５つの柱を述べたい。

１つめは「歴史的意義」である。科学技術創造立国を謳う我が国において，東工大は今日まで職

をもって国を支え，科学技術教育の転換を迫られながらもグローバルスタンダードを再構築し，非

常に巨大になりつつある。科学技術にかかる能力開発，トレーニングのしかた，科学と技術がつな

がるまったく新しい姿である。科学と技術は並ぶものであって，科学は「先見性」，技術は「経済

性」であり，同じベースからスタートできないため，科学技術を学ぶ時期は，これまで高等教育か

らがよいとされてきた。ところが，今は，中等教育後期，いや，前期，あるいは，初等教育へと，

なぜ若い時期にできないのかということが問われるようになった。これらに対して，ようやく，形

が見えてきたのではないかと思われる。

２つめは「他のＳＳＨとの違い」である。理数科では観念に留まることがあり，生徒が実感をも

てないこともあったようだ。工業科では，例えば「工業数理」という科目があるが，なかなか，う

まく行くとは限らなかった。東工大附属では「数理基礎」という科目があり，どのように育てて大

学に適切な人材を確保し，大学に送り込むかと言うこと考えている。「サイエンス＆テクノロジー」

は，唯一，東工大附属だけが掲げているものである。

３つめは「中間報告会の課題と成果」である。「科学技術研究入門」の公開授業において，電気

電子分野では，生徒の先入観念を最後に見事にひっくり返して「どうでしたか？」と問い，シーン

となった後，子ども達は大変大きな学びをした。あの瞬間，充分な成果があった。大変優れた授業

であった。立体造形分野では，ＫＪ法を用いて，張り紙などを活用していた。科学的なものから技

術的なものへ，もう少し進めて行く必要がある。立体造形分野では感性のエランビタール（飛躍，

跳躍）をねらっているが，科学は積み上げられるもの，感性は積み上げられないもの，なので，今

後に期待したい。機械システム分野では，風車を扱っていた。トンガリ帽など，いろいろと工夫し

ていた。「さきがけ教育」では，テキストが厚かった。生徒は中等教育の限界に気づくと，高等教

育への動機づけになる。

４つめは「全国展開への課題」である。研究成果としては，具体的な取り組み方・学習形態を学

ばなければ他へ広がらない。できあがったものではなくて，プロセスの伝承であるが，他の学校へ

のプロセスの伝承においては，「人」と「ネットワーク」がキーになるであろう。

５つめは「今後の研究開発への期待」である。ようやく霧が晴れ，巨大な大陸が見えてきたので

はないだろうか。大学は（科学技術教育として）新しい学問を起こせないか，期待したい。科学と

技術について，学問にできれば「教科」になる。「教科」にならなければ「領域」で終わる。是非，

「教科」を目指して欲しい。
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（２）タイのカセサート大学附属高校への生徒派遣について

平成 19 年 8 月 15 日～ 19 日にわたりタイ王国カセサート大学附属高校へ生徒 5 人を

派遣した。市村校長ほか 3 名の教諭が引率した。

（３）学校視察・学校訪問・学校見学について

今年度も多くの学校視察・学校訪問があった。特に，ＳＳＨ研究開発校ということで，

韓国，中国等，海外からの訪問者も多かった。また，国内の訪問者についても，ＳＳＨ

の取り組み，科学技術教育や高大連携教育についての現状を聞かれることが多かった。

以下に，今年度の学校視察・学校訪問の一覧を記す。

表１ 平成１９年度 学校視察・学校訪問 一覧（敬称略）

件数 日 時 視察・訪問・見学者 等 概 要 等

１ H19.01.23(水) 韓国・光州広域市教育長日本研修２２名 学校施設，学事行政運営，教育課程など

16:00～ 専門高校の校長･部長先生２０名， の見学

教育関係者１名，通訳１名

２ H19.08.20(月) 富山県立魚津工業高等学校 教育課程，進学指導について

9:00～ 教諭 海野 美子（化学･情報環境）

３ H19.10.3(水) カセサート大学附属高校 SSH：国際交流

～10.11(木) 生徒５名（男子３名，女子２名） カセサート大学附属高校の教員・生徒招

請。学校概要説明，SSH 概要説明，

授業見学（科学技術基礎）

４ H19.10.15(月) 中国教育部留学サービスセンター帰国処処長 教育システムやカリキュラムについての

10:00～11:30 Wei Zuru 氏をはじめとする代表団一行 40 名 説明，意見交換

５ H19.10.19(金) 広島市立広島工業高等学校 生徒指導体制（進学指導）， SSH等の

9:30～ 岡田 雄一（全日制教諭） 先進的な教育研究，専攻科について

森元 延至（全日制教諭）

６ H19.10.26(金 ) 兵庫県立姫路工業高等学校 進学指導の取り組みについて，進学指

11:00～ 教諭 西村 邦生（電子機械科科長） 導体制 （特に国公立進学指導 ） とその

教諭 舟越 明斗（電子機械科職員） 方策，科学･技術科の教育内容につい

て（特にロボットについ て ）

７ H19.11.15(木) 長野県立松本工業高等学校 工業教育全般，将来像への取り組み，

10:00～12:00 教諭 今井 早人 学校施設･設備，選択授業 ･カ リキュラ

教諭 牧村 浩明 ム，ものづくりの取り組み，進路指導体

教諭 横内 錠嗣 制，資格取得状況（ジュニアマイスター

顕彰制度），企業間連携･学校間連携，

クラブ活動推進について，その他

８ H19.11.16(金) Mr. David Lammy MP(英国，イノベーシ 学校の概要説明 ， ２ 年生の授業見学

10:00～11:30 ョン ･大学･職業技能省 副大臣), Mr. O （システムデザイン･ロボット分野，材料

wen（副大臣秘書），Mr. Mark Kent（英国 化学 ・環境化学 ･バイオ技術分野） ， ３

大使館書記官），Ms Yoshida（通訳） , M 年生の授業見学 （エレク ト ロニ クス ･エ

s Jacqui Henderson (UK Skil ls理事長)， ネ ルギー ･ 通信分野 ，情報 ・ コ ン ピ ュ

Ms Lesley Hayman（ブリテシッシュ･カウ ー タ サ イ エ ン ス 分 野 ， 立 体 造 形 ・ デ

ンシル駐日副代表） ィ ジ タ ルデザ イ ン分 野 ） ， 意 見交換

９ H20.1.23(水) ソウル大学中等教育研修院 学校の概要，カリキュラムの説明，SSH

10:00～12:00 KUK JEONG AE（光州自然科学高校） について，進路指導，これか ら の 日 本

KIM YEONG YONG（光州情報高校） の 工 業 高 校 の 方 向 性 に つ い て ， 施

他20名 設見 学
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（４）各種大会等の賞・記録について

平成１９年度，各種大会での生徒の活躍の記録を以下表２，３にまとめる。今年度も

多くの賞などをいただき，本校の活動の成果は，学外においても高い評価を受けている

ことがわかる。（平成１８年度の実施報告書に掲載できなかった分を含む）

表２ 専門・生徒会等に関する賞・記録

参加者名等 大会名 主催者 賞・記録 受賞した日等

機械システム分野２年 水中ロボットコンベンシ 日本管財株式会社， 学生部門最優秀賞 2007年3月24日

○○ ○○ ョン 水中ロボコン推進

会議，MTS日本支部，

IEEE/OES日本支部

機械システム分野２年 全国物理コンテスト物理 物理チャレンジ・ 物理チャレンジ 1 2007年 夏期

○○ ○○ チャレンジ オリンピック日本 次試験突破

委員会

１年Ｂ組 ICTスクール2007 文部科学省 参加出場 2007年

○○ ○○ 8月13日～17日

応用化学分野３年 全国高校化学グランプリ 夢・化学－ 21委員 銀賞 2007年9月29日

○○ ○○○ 2007 会，日本化学会化

学教育協議会

応用化学分野２年 理化学研究所「夢見る脳 理化学研究所 入賞 2007年10月27日

○○ ○○ 科学」作文コンクール

情報システム分野 第51回日本学生科学賞 全日本科学教育振 ICT 部門ソリュー 2007年

○○ ○○ 興委員会，読売新 ション研究の部に 11月17日～18日

○○ ○ 聞社，独立行政法 出品

○○ ○ 人科学技術振興機

○○ ○○ 構

表３ 部活動等に関する賞・記録

参加者名等 大会名 主催者 賞・記録 受賞した日等

コンピュータ愛好会 全国高等学校 城西国際大学 SE部門 2007年3月24日

情報科学競技大会 団体：優勝

個人：準優勝，４位

コンピュータ愛好会 全国高等学校 学校法人立志舎 本大会 2007年7月15日

IT・簿記選手権大会 団体：準優勝

東京都大会 IT部門 個人：準優勝，７位

新人戦

団体：優勝

個人：優勝，５位

コンピュータ愛好会３年 SuperCon2007 東京工業大学学術 準優勝 2007年8月5日

○○○○○，○○○○ 国際情報センター

・大阪大学サイバー

メディアセンター

コンピュータ愛好会３年 パソコン甲子園2007 福島県 第５位 2007年11月10日

○○○○，○○○ 会津大学

コンピュータ愛好会３年 EPOCH＠まつやま 愛媛大学 ２チームが全国大 2007年

○○○○，○○○, 松山市 会出場， 11月24日～25日

コンピュータ愛好会２年 うち１チームが愛

○○○○ 媛大学長賞
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（５）他のＳＳＨとの研究交流

科学系クラブの活動として，以下に記す成果を挙げており，来年度以降も新たな計画

をしている。

【科学部の活動】

科学部では，早稲田大学高等学院とクラブ交流を行い，宇宙技術についての共同研究を立ち上げ

た。11月18日には東工大大岡山グランドにて，研究に使用するモデルロケットを用いた飛跡解析の

ための計測実習と安全な利用のための資格講習を行った。今後継続して活動を行っていく予定で，

2008年度以降は他の交流校も交えて，空缶サイズ人工衛星学習キット(缶サット)を用いた制御技術

学習等に取り組む。

（６）本校教員の学外での成果発表および研究助成について

本校の教員自身の活動として学外の研究会で発表したり，投稿したものを以下に示す。

① 機械システム分野 岩城 純 教諭

・ 三田 純義・岩城 純(2007)

「科学技術高校におけるe-learning教材を用いた設計基礎教育の試行」

社団法人日本設計工学会 平成１９年度春季大会研究発表講演会講演論文集，117-120

・ 岩城純・柴崎佑太・工藤大輔・坂上達郎・野田幸矢(2007)

「On Designing and Manufacturing of Electric Wheelchair」

財団法人日本機械学会「技術と社会の関連を巡って」技術と社会部門講演会講演論文集，113-116

② 理科（物理） 長谷川 大和 教諭

・ 長谷川大和，門田和雄，小佐野隆治

「水の流出速度と水平到達距離について」物理教育56-1(2008)pp.30-31(掲載予定)

また，以下に研究助成を受けて本校教員を記す。

① 応用化学分野 成田 彰 教諭

平成 19 年度科学研究補助金112（奨励研究） 課題番号19920001

「簡易熱フィラメント法による多様な炭素同素体の合成条件の検討と評価」

（７）東京工業大学「ものつくり教育研究支援センター」に課題研究成果を展示

本校の第３学年で実施する「課題研究」の研究成果を，東京工業大学ものつくり教育

研究支援センター （大岡山キャンパス南２号館１階）において特別展示し，一般公開

している。平成１７年度から始まり，今回で３年目を迎えた。今年度の展示期間は，平

成１９年１２月から平成２０年３月末までとなっている。専門５分野の課題研究から代

表的な研究成果が作品と共にポスター展示されている。公開しているテーマを紹介する。

アレキサンドライトの合成，有機ＥＬのための有機金属錯体の合成と評価〔材料科学・環境科学

・バイオ技術分野〕，楽器音の和音解析（ＳＳＨ平成１９年度生徒研究発表会ポスターの部発表テ

ーマ），文字認識〔情報・コンピュータサイエンス分野〕，歩いて泳ぐヒューマノイドロボットの開

発（ＳＳＨ平成１９年度生徒研究発表会分科会の部発表テーマ），電動車椅子の研究と製作〔シス

テムデザイン・ロボット分野〕，浮上式リニアモーターカー〔エレクトロニクス・エネルギー，通

信分野〕，木造柱の貫穴の座屈への影響，模型で示すルーブル宮の形成過程－中性から現代まで－

〔立体造形・ディジタルデザイン分野〕。以上９テーマ。

（８）ニューズレター

本校では，最新のニュースを HP 上のニューズレター(News Letter)で紹介している。

2004 年３月から始まったこの試みも，まもなく４年になる。上記で報告した事柄を含

め，今年度(2007 年 3 月以降)ニューズレターに掲載されたＳＳＨに関連したトピックを

以下に紹介する。
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タイ王国科学技術教育振興機構長の来校について

３月１日に，タイ・科学技術教育振興機構長のスリン・ポンスパサミット氏らが本校を訪問され

ました。ＳＳＨの概要説明の後，２年生のプログラミングの授業を見学し，「日本の技術教育は知
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識のみならず。創造性を育てている」と視察を締めくくられました。同機構はタイの小学校から高

校までの理科系カリキュラムの編成などを担当されており，タイでもＳＳＨと似た制度を立ち上げ

るそうです。

（機械システム分野 門田和雄）

タイ王国カセサート大学附属高校教員の来校について

平成１９年３月４日（日）から７日（水）の３泊４日の日程で，タイ王国カセサート大学附属高

等学校の校長先生をはじめとする次の先生方が来校しました。

カセサート大学附属高校 Dr. Daranee UTAIRATANAKIT 校長先生

カセサート大学附属高校 Dr. Sujin LIENGJAROONRAT 先生

カセサート大学附属高校 Laddawan CHAREONSAKSIRI 先生

３月５日（月）の午前中に各分野３年生の課題研究を見学し，生徒の英語による説明を受けまし

た。熱心に見学され，生徒との英語での質疑も行われました。ついで，全教職員による歓迎のセレ

モニーを行い，カセサート大学附属高校長と本校校長が国際交流協定書を

交換しました。その後，ＳＳＨ幹事と両校のカリキュラムの説明や今後の

交流に関する協議を行いました。午後は，お台場の日本科学未来館を訪れ，

日本の科学技術教育における最新の教育施設を見学されました。

３月６日（火）は，東京工業大学大岡山キャンパスを訪れ，ものつくり

教育研究支援センター，国際室，留学生センターを訪問しました。国際室

では，ＳＳＨ活動としての本校の科学技術教育システムを説明し，今後の

科学・技術をテーマとしたカセサート大学附属高校との具体的な国際交流

を行うための意見交換や国際室からのご助言を戴きました。留学生センタ

ーでは，留学生ＴＡと海外からの視点による本校のＳＳＨ活動についての

意見を聞かせていただき，今後の交流に向けての参考としました。

３月７日（水）朝，成田空港からタイへお帰りになりました。

（SSH国際性育成研究会 山口 正勝（機械システム分野））

ファンデルワールス力（分子間力）を体感できる「教育用分子間力体感システムHaptiChem」が本

校でデモ授業をしてプレスリリースされました！

"HaptiChem"（ハプティケム）は，８方向から糸とモーターで制御された玉を操作することによ

り力を再現できる３次元マウス「SPIDAR-G(ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ･ｼﾞﾞｰ)」と，Windows XP対応の専用ソフトを組

み合わせて，分子間にはたらく引力と斥力（反発力）を体感できる教材です。３月１５日（木）午

後，本校にプレス関係者を集め，応用化学分野推薦の１年生１２名を対象として，"HaptiChem"を

用いた公開授業が行われました。専用ソフトは，国立情報学研究所(NII)の佐藤寛子助教授が，SPI

DAR-Gは東京工業大学精密工学研究所の佐藤 誠教授がそれぞれ開発されたものです。 森安・成

田による，分子間にはたらく力についての模擬授業（３０分程度）の後"HaptiChem"に触った生徒

達の反応は，「あれ？」とか「え！」といった感嘆詞の後，「すごい！！」，「なんか変！！」と感激

や興奮と様々でした。分子や原子の世界は非常に小さく，そこにどんなことが起こっているのか言

葉でしか抽象的に表現できなかったものが，手のひらで体感できたことで，参加した生徒達も得難

い経験ができたのではないかと思います。また，記者さん達の質問に的確に答える姿は，普段より

大きく感じました。以下に，当日のタイムテーブルを記しておきます（2007.03.15(木) 本館212

教室にて）。

13：15 受付開始

13：30 開始・挨拶 東倉 洋一 国立情報学研究所副所長

市村 禎二郎 東京工業大学附属科学技術高校 校長

13：40～13：55 スライド等を使ったプレスリリース内容説明（佐藤寛子助教授）

14：00～14：40 HaptiChem(2台)を用いた模擬授業（森安・成田：30分ほど）

14：40～ 質疑応答 ・個別質問

模擬授業の様子 "HaptiChem"を使って分子間力を体感
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"HaptiChem"関連記事

・ITmedia：ぐぐっと引き合う分子間力を体感できる「HaptiChem」

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/15/news104.html

・ITpro：分子を触って力を感じる―国立情報学研究所が新しい化学教材を公開

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070315/265391/?ST=ittrend

・日経バイオ（会員のみ）：国立情報学研究所が分子間力の体験型教材を開発，

東京工業大学附属科学技術高校にて模擬授業を開催

http://biotech.nikkeibp.co.jp/bionewsn/detail.jsp?id=20042698&newsid=SPC2007031545092&pg

_nm=1&sai1=0&new1=1&news1=1&icate=0&yunw=1

・TechOn：化学好きを増やせる？ファンデルワールス力を体感できる教材をNIIが開発（動画あり）

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070319/129070/

（応用化学分野 森安 勝）
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「人と技術」特別講義が行われました

去る６月２９日(金)，東京工業大学の先生方をお迎えして，「人と技術」特別講義が行われまし

た。「人と技術」とは本校独自の科目で，工業高校で実施している「工業技術基礎」の"人・技術・

環境"に相当します。例年，授業の一環として，東京工業大学の先生方を５名お招きし，特別講義

をお願いしています。平成７年度に「人と技術」が開始されて以来，今年でのべ８０名の先生方を

お招きすることができました。今後も東京工業大学と連携しながら，高校生に先端技術を垣間見る

機会を設け，科学技術に対する興味・関心を喚起できればと思っています。１年生を対象に行った

今回の特別講義では，生徒諸君の熱心さが目立ち，講義終了時には生徒たちが先生を取り囲み，お

持ちになった演示教材に触れたり，質問をする姿が多く見られ「もっと詳しく聞きたい」という声

が多く聞かれました。今後も生徒に内包する科学技術への興味・関心を顕現すべく，努力して参り

ます。 今年度の講義は以下の通りです。

「化学工場における騒音・振動の防止と安全」 大学院理工学研究科化学工学専攻 川崎 順二郎 先生

「学習するコンピュータ」 大学院情報理工学研究科計算工学専攻 杉山 将 先生

「ロボットの知能を創る」 大学院理工学研究科機械物理工学専攻 岡田 昌史 先生

「嗅覚ディスプレイを用いた香るマルチメディアコンテンツ｣

大学院理工学研究科電子物理工学専攻 中本 高道 先生

「地球環境と人間社会」 大学院理工学研究科土木工学専攻 日下部 治 先生

（「人と技術」研究会 遠藤 信一）
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スーパーサイエンスハイスクール平成19年度生徒研究発表会

文部科学省とJSTが主催するSSH生徒研究発表会に参加してきました。

SSH生徒発表会とは全国に指定されたSSH校が集結し，日頃の研究成果をプレゼンテーションやポス

ターセッションで発表します。今年は８月２日３日とパシフィコ横浜で行われました。

本校からプレゼン発表にシステムデザイン・ロボット分野の「歩いて泳ぐヒューマノイドロボッ

トの開発」ポスターセッションでは上記の他に情報・コンピュータサイエンス分野から「楽器音の

和音解析」，エレクトロニクス・エネルギー・通信分野から「追尾型太陽光発電システム」の発表

を行いました。プレゼン発表は残念ながら全体会に進めませんでしたが，他の研究発表に負けず堂

々とした素晴らしい発表でした。審査員の方にはお誉めの言葉を頂き，生徒には大きな励みと自信

につながったことでしょう。また，プレゼンではポスターだけでなく実演もするなど，他のSSH校

に負けず，研究内容も素晴らしいもので，多くの方々の見学・体験・質問を受け，参加した生徒は

熱心に対応していました。これら以外にも本校では多くの課題研究を行っており，文化祭でも展示

予定ですので，皆様の見学をお待ちしております。

（ＳＳＨ幹事 大森 好明）
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第４回東京工業大学サマーチャレンジ開催

高大連携教育の一環として行われている「サマーチャレンジ」が，今年も東京工業大学主催で行

われました。本年は一昨年と同じ湘南国際村センターの国際会議場を中心に，8月7～9日の2泊3日

の日程で，本校3年生の中から52名の生徒が参加しました。日頃から他の高校とは一味違うカリキ

ュラムで学習している生徒たちも，この3日間は緑豊かで設備にも恵まれた施設環境もさることな

がら，東工大の先生方が準備された様々な講義や課題にぐんぐん引き込まれ，新たな知見を得たり

仲間と議論したり，あるいはちょっぴり緊張しながら発表したりと，実に内容の濃い時を過ごしま

した。恐らく，高校３年の夏という時期にこのような機会に恵まれたことは，生徒のこの先の高校

生活や進路決定によい意味で大きな影響を及ぼすものと思います。一人ひとりが何かを掴み，役立

ててくれれば本望です。末筆ながらサマーチャレンジの成功にご尽力くださった東工大の先生方，

事務の方々に厚くお礼申し上げつつ，本年のサマーチャレンジの内容を以下に紹介します。

－チャレンジ0「プレゼンテーションパネルを作ろう」 社会工学専攻 中井検裕 先生

－チャレンジ1「物質を分離する～とりわけ難しい同位体の分離」化学工学専攻 鈴木正昭 先生

－チャレンジ2「見るって何だろう」 フロンティア創造共同研究センター 腰原伸也 先生

－チャレンジ3「身の回りのものを分解してみよう！」 有機・高分子物質専攻 扇澤敏明 先生

－チャレンジ4「分解したものの観察結果の発表」 有機・高分子物質専攻 扇澤敏明 先生

－チャレンジ5「生命理工学へのご招待～極限環境微生物とその利用」

生物プロセス専攻 中村 聡 先生

－チャレンジ6「固体表面の水を操る～（強烈に）水をはじく，水をぬらす」

材料工学専攻 中島 章 先生

－チャレンジ7「美しい都市を創る」 社会工学専攻 中井検裕 先生

（高大連携特別委員会 石川 幸治）

タイのカセサート大学附属高校との交流について

平成１９年８月１５日から１９日まで，校長先生を団長に教員３名が生

徒５名を引率して，タイのカセサート大学附属高等学校を生徒交換派遣事

業のために訪れました。これは平成１７年度からスタートしたスーパーサ

イエンスハイスクール研究事業での重要な柱である「国際的に活躍できる

科学技術者の育成」のプログラムの一貫として行われたものです。生徒た

ちの行動は，初日夕刻にバンコクに到着。空港より高校へ直行し，生徒は

ホストファミリィと対面・挨拶後，各家庭へと引き取られました。第２日

目は歴史的都市地域の市内調査と体験学習。第３日目はタイの生徒との交

流として英語の授業，物理のアカデミックディスカッション等に参加し，

自分や日本のことを英語で紹介しました。午後からは，カセサート大学工

学部の様々な研究施設や同大学内の淡水水族館を訪れ見学しました。第４

日目はバイテック（国際展示場）へ東京工業大学も参加している「タイ科

学技術週間」を見学し，さらに同会場内で行われたIDCロボコン2007決勝戦の準備作業を見学し，さら

に指導の先生やロボコン参加の大学生にインタビュウしました。その後同日，夜行便で帰国しました。

生徒，教員とも大変エキサイティングで印象的な４日間でした。

（ＳＳＨ幹事 立体造形分野 門馬 進）
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東京工業大学サマーレクチャー2007開催

去る9月4日，今年も本校2年生を対象とした夏期特別授業「東京工業大学サマーレクチャー」が

開催されました．東京工業大学との高大連携教育の一環として行われるこのプログラムは，2学年

生徒全員（約200名）が丸1日をかけて東工大大岡山キャンパスを訪問するという大々的なプログラ

ムです．当日は，今年の厳しい夏の暑さを象徴するような残暑となりましたが，大きなトラブルも
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なく，無事，全日程を終了することができました．今年のサマーレクチャーは，以下のような内容

で行われました．講演1では，東工大化学工学専攻の相田先生を講師にお願いし，豊富な演示実験

を通じながら，熱と物質の移動をキーワードとした化学現象について講義いただきました．温泉卵

作りという身近な現象を題材に，そこに秘められた学問について楽しみながら学ぶことができまし

た．午後からの研究室見学では，総計19研究室にご協力いただき，実施することができました．各

生徒は，この中から興味ある2つの研究室を訪問し，大学で行われている先端研究の現場を，各30

分以上をかけ，じっくりと見学させていただきました．高校入学から約1年半が経過したこの時期

に開催された本プログラム．生徒たちにとって，高校生活における新たな興味と目標の発見の一助

となることを願って止みません．

（１）講演

「化学現象と移動現象を体感しよう」 理工学研究科 化学工学専攻 相田隆司 准教授

「会得・技能・技術」 附属科学技術高校 英語科 細谷泰雅 教諭

（２）研究室見学

理工学研究科

物性物理学専攻 奥田研究室

材料工学専攻 松尾・竹山研究室

応用化学専攻 碇屋・桑田研究室

機械物理工学専攻 岩附・岡田研究室

機械制御システム専攻 奥富研究室

機械制御システム専攻 倉林研究室

機械制御システム専攻 北川・塚越研究室

機械制御システム専攻 三平研究室

機械宇宙システム専攻 広瀬・福島研究室

電気電子工学専攻 石井研究室

電気電子工学専攻 安岡田研究室

電気電子工学専攻 赤木・藤田研究室

電気電子工学専攻 水本研究室

建築学専攻 安田研究室

建築学専攻 堀田研究室

建築学専攻 五十嵐研究室

生命理工学研究科

生体システム専攻 幸島研究室

情報理工学研究科

計算工学専攻 権藤研究室

（３）質問コーナー

（高大連携特別委員会 豊前太平）
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タイ・カセサート大学附属高校来校

タイのカセサート大学附属高等学校より２名の引率教員と５名の生徒が，１０月３日（水）から１

０月１１日（木）まで来日しました。これは今年度よりはじまった生徒交換派遣事業で，すでに今夏

（8/15～19）本校が訪問したことに対するカウンタープログラムです。来日した３日は成田空港まで

本校教員が出迎え，宿泊施設で，今回の件でお世話になった三木元副学長や鈴木正昭教授も出席され

た歓迎会を催しました。４日は本校３年生の課題研究発表日で，タイの生徒は３分野の課題研究発表

会の見学と２分野の施設見学を行い，午後よりお台場の「科学未来館」を訪

れました。５日は文化祭の準備，６日は文化祭当日でタイの生徒はタイフー

ド（トムヤムクン）の模擬店と伝統的な工芸の体験コーナーを行い，トムヤ

ムクンはすぐなくなる程好評でした。またその時，彼らが着た民族衣装がと

てもきれいでした。６日の夕方から７日にかけて彼らは，大田区のボランテ

ィアの家庭に１泊のホームビジットを行い，それぞれ日本の生活を実体験し

ました。７日の夕方ふたたび高校に戻り，文化祭後夜祭として生徒会が企画

したタイ生徒との交流会に参加し，剣道部や柔道部の演武を見たりクイズ大

会に参加したりして楽しい一時を過ごしました。その後彼らは日光，京都，

鎌倉を訪れ，１０月１１日に帰国しました。期間中文化祭があったせいか，

生徒会を中心に生徒同士の交流が自然にうまくいっていたようでした。皆様
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の温かいご対応に感謝いたします。

（SSH幹事 立体造形分野 門馬 進）

１年オープンキャンパス

本校では，東京工業大学との連携を深める「高大連携教育」の一環として，一年生全員を対象とし

た「東京工業大学オープンキャンパス」を毎年実施しています。

東京工業大学オープンキャンパス・入試説明会および工大祭に参加するこ

とによって，東京工業大学の雰囲気を直に体感し，将来自らの専門としてい

く各種の研究に対する理解を深め，学習意欲の向上を図ることを実施のねら

いとしています。それゆえ，生徒諸君には，一日大学生になったつもりで，

積極的に種々のイベントに参加し，研究室の見学では，必ず質問をするよう

に指導しました。当日は，残念ながら冷たい雨が降り，台風の影響も出始め

たことから，午後一時で学校行事を切り上げる措置を執りました。生徒諸君の意欲的な行動により，

限られた時間の中でも，大学に関する情報を得る貴重なチャンスを生かすことが出来たと思います。

充実した学校行事となったことはいうまでもありません。

（第１学年主任 遠藤信一）
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サマーレクチャー研究室見学レポート発表会の開催

去る11月7日（水），1，2年生が参加の下，「2007東京工業大学サマーレクチャー研究室見学レポー

ト発表会」が開催されました。この発表会は，東工大との高大連携教育の一環として9月に2年生を対

象に行われた「東京工業大学サマーレクチャー」に関連する行事で，東工大からは，電気電子工学専

攻の水本哲弥教授（高大連携教育の委員長）に，来賓として参加していただきました。

サマーレクチャーでは，東工大大岡山キャンパスにある研究室のうち2つを見学してもらいましたが，

生徒には，その研究室で行われている研究内容について，事前・事後調査および当日の説明に基づき，

レポートを作成するよう課題が出されていました。今回の発表会では，提出レポートが優秀と評価さ

れた7名の生徒について，1，2年生約200名を前に，その内容をプレゼンテーションしてもらいました。

発表タイトルと見学した研究室名を下記に示します。発表時間4分という制限の中，各発表者は，研究

室見学を通して学んだ世界レベルの研究内容について，自らの言葉により，簡潔かつ明確に説明して

いました。各発表に対しては，1，2年生のどちらからも多くの質問が投げかけられ，予定時間を上回

るほどの活発な質疑応答となりました。発表会の最後には，聴講者となった1，2年生および先生方に

よる投票が行われ，『群知能研究について』の発表が最優秀賞を獲得いたしました。

記

「分子触媒と酵素での不斉合成」2年A組生徒

（理工学研究科 応用化学専攻 碇屋・桑田研究室）

「幸島研究室を訪ねて～雪氷生物学について～」2年A組生徒

（生命理工学研究科 生体システム専攻 幸島研究室）

「群知能研究について」2年B組生徒

（理工学研究科 機械制御システム専攻 倉林研究室）

「奥富研究室の見学～コンピュータ・ビジョン～」2年C組生徒

（理工学研究科 機械制御システム専攻 奥富研究室）

「蛇型ロボットの原理」2年C組生徒 （理工学研究科 機械宇宙システム専攻 広瀬・福島研究室）

「マイクロプラズマ」2年D組生徒 （理工学研究科 電気電子工学専攻 石井研究室）

「建築の補強におけるデザインの重要性」2年E組生徒（理工学研究科 建築学専攻 安田研究室）

（高大連携特別委員会 豊前太平）

英国イノベーション・大学・職業技能省のデイビッド・ラミイ（David Lammy） 副大臣が本校を視察

１１月１６日午前１０時から１１時半まで，英国のイノベーション・大学・職業技能省のデイビッ

ド・ラミイ副大臣が本校を訪問され，授業の視察をされました。１１月に沼津で開催された第39回技

能五輪のために来日され，正午過ぎの新幹線に乗るまでの僅かな時間でしたが下記のようなスケジュ

ールで視察されました。授業をただ見学するだけではなく，実習中の生徒に熱心に質問されておられ

ましたので，予定の時間はかなり変更になり，最後の質疑応答はできませんでした。今回の副大臣の

視察は，生徒にとっても貴重な体験になったと同時に，今後の勉強への良い動機付けになったと思い

ます。

当日のスケジュール（当初の予定）
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10:00-10:15 挨拶及び本校の概要説明（市村校長）

10:15-10:30 ２年Ｃ組（機械システム分野）

・旋盤による機械部品の製作 ・ガス溶接による小物入れの製作実習

10:30-10:45 ２年Ａ組（応用化学分野）

・混合物の成分の分離 ・有機合成の実験

10:45-10:55 ３年Ｄ組（電気電子分野）

・屋内配線実習 ・ポケコン制御実習

10:55-11:05 ３年Ｂ組（情報システム分野）

課題研究

１．関数電子卓上計算機 ２．楽器音の自動採譜 ３．楽器音の和音解析 ４．文字認識

11:05-11:15 ３年Ｅ組（立体造形分野）

・製図

11:15-11:30 質疑応答

（副校長 山寺 誠一）

ＳＳＨ中間報告会

SSH中間報告会が１１月２２日（木）に開催されました。平成１７年度

から２１年度にかけて再指定されたSSH研究開発の中間の成果報告です。全

国からSSH指定校，工業高校などの学校関係者をはじめ約40名の参加者があ

りました。会場は田町キャンパスに隣接するＣＩＣ（キャンパスイノベー

ションセンター）1階の国際会議場で，山寺副校長による開会宣言，市村校

長による主催者挨拶そして富士通エフ・アイ・ピー会長太田幸一氏の来賓

ご挨拶をいただきました。さらに引き続き東京工業大学の学長に就任され

たばかりの伊賀健一先生が「科学技術とスーパーサイエンスハイスクール

－東工大附属高校を例として－」の題目で基調講演されました。昼休みに

は，展示ブースにおいて，SSH各研究会の展示や課題研究成果の展示を３年

生の説明付きで行いました。午後からは大森SSH幹事より本校のSSHの研究

概要説明，第２学年の生徒を対象とした公開授業が５カ所で実施されまし

た。科学技術研究入門の公開授業は，機械システム分野，電気電子分野，

立体造形分野。数学さきがけの公開授業は，数学からのアプローチと，工

学からのアプローチの２つの側面からの授業が実施されました。公開授業

の後，それぞれの研究会の分科会が開催され，科目開発の趣旨・公開授業

の内容などを説明し，参加の方々との質疑応答や指導助言者の先生方から

コメントをいただくなど，活発な議論が交わされました。分科会終了後再

度国際会議場に集い，山形県立米沢工業高校長の佐藤義雄氏から講評と励ましの言葉をいただきまし

た。最後に，市村校長からの挨拶，山寺副校長からの閉会宣言があり，SSH中間報告会を無事終えるこ

とができました。

（SSH幹事 門馬進）

４ ３年間の活動のまとめ

科学技術研究入門研究会，さきがけ教育研究会の活動は３年間で軌道にのり，その成

果を中間報告会で全国に向けて発信することができた。また，国際性育成研究会による

タイのカセサート大学附属高校との国際交流が本格的になり，本年はタイから生徒を迎

えることができた。これらの成果を踏まえて，４年目以降に向けて更なる発展を目指し

たい。

５ 実施上の課題及び今後の方向

教員や生徒の教育活動や成果を既にいろいろな手段・方法を用いて外部に発信してお

り，他のＳＳＨ校との研究交流も次第に深まりつつあるが，中間報告会では，当日の業

務分担をはじめ，さまざまな調整に苦戦した。今後はこれらの経験を生かして，最終年

次の発表会の準備を早い段階から開始し，より効率的に成果普及を進めていきたい。
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Ｃー３ 第３年次の研究のまとめ・３年間の研究のまとめと今後の課題

Ⅰ 研究第２年次及び研究第３年次に実施したＳＳＨ意識調査の結果報告

研究第３年次の研究のまとめを述べる前に，報告書作成締切日の関係で，研究第２年次

には報告できなかった，研究第２年次の意識調査の結果を報告したい。併せて，研究第２

年次より少し早い時期に実施した，研究第３年次の意識調査の結果についても報告する。

これらは，研究第１年次に実施した意識調査と同様，本来，本校が文部科学省から意識調

査の依頼を受ける以前の平成１６年１２月におけるＳＳＨ実施希望申請の段階から，「検

証」の１つとして５ヶ年の計画に位置づけ，平成１７年度の実施希望調書及び実施計画書

にも明記していたものである。しかしながら，本校が独自に計画していた生徒及び教員対

象の意識調査について，その後に文部科学省より要請のあった意識調査と実施時期が重な

り，かつ，内容の重複する部分が多かったため，生徒らに余分な負担をかけることは好ま

しくないと判断して文部科学省からの要請の意識調査で代替し，調査対象については予定

より拡充することとなり，その形式にて研究第１年次より意識調査を行っている。研究第

２年次においては２月中旬に，研究第３年次においては１月下旬から２月上旬にかけて，

第１・第２学年の全生徒とその保護者，第３学年の「３学期さきがけ講座」受講生徒とそ

の保護者，全教員，連携先の大学教員などを対象に意識調査を実施した。定量的なデータ

に関する結果を以下に示す。（なお，調査項目は文部科学省が定めたものであるが，データ

入力・分析は本校で独自に行ったものである）

【研究第２年次（平成１８年度）ＳＳＨ意識調査：生徒対象】

問1 あなたはSSH参加にあたって以下のような利点をそれぞれ意識していましたか

［①意識していた，②意識していなかった，のうち，一つのみ回答可］

(1)理科・数学の面白そうな取組に参加できる (2)理科・数学に関する能力やセンス向上に役立つ

(3)理系(文系でない)学部への進学に役立つ (4)大学進学後の志望分野探しに役立つ

(5)将来の志望職種探しに役立つ (6)国際性の向上に役立つ

問2 SSHに参加したことで，科学技術に関する興味・関心・意欲が増しましたか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問3 SSHに参加したことで，あなたの学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力に

どれくらいの向上がありましたか

［①大変増した，②やや増した，③効果がなかった，④分からない，のうち，一つのみ回答可］

(1)未知の事柄への興味(好奇心) (2)理科・数学の理論・原理への興味
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(3)理科実験への興味 (4)観測や観察への興味 (5)学んだことを応用することへの興味

(6)社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (7)自分から取り組む姿勢(自主性，やる気，挑戦心)

(8)周囲と協力して取り組む姿勢(協調性，リーダーシップ)

(9)粘り強く取り組む姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢(独創性)

(11)発見する力(問題発見力，気づく力) (12)問題を解決する力

(13)真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心) (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

(15)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)

(16)国際性(英語による表現力，国際感覚)

問4 問3の(1)～(16)のうちSSHにより最も向上したと思う興味，姿勢，能力は何ですか

［問3の(1)～(16)のうち，三つまで回答可］

問5 あなたがSSH参加にあたって，困ったことは何ですか ［(1)～(10)のうち，複数回答可］

(1)部活動との両立が困難 (2)学校外にでかけることが多い (3)授業内容が難しい

(4)発表の準備が大変 (5)レポートなど提出物が多い (6)課題研究が難しい

(7)授業時間以外の活動が多い (8)理数系以外の教科・科目の成績が落ちないか心配

(9)特に困らなかった (10)その他( )
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問6 あなたが参加したSSHの取組はどれですか ［(1)～(11)のうち，複数回答可］

(1)理科や数学に多くが割り当てられている時間割 (2)科学者や技術者の特別講義・講演会

(3)大学や研究所，企業，科学館等の見学・体験学習

(4)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関との連携を含む) (5)科学コンテストへの参加

(6)観察・実験の実施 (7)フィールドワーク(野外活動)の実施

(8)プレゼンテーションする力を高める学習 (9)英語で表現する力を高める学習

(10)他の高校の生徒との交流 (11)科学系クラブ活動への参加

問7 問6の(1)～(11)のうち参加して特によかったと思うSSHの取組は何ですか

［問6の(1)～(11)のうち，複数回答可］

問8 将来，どのような職業に一番就きたいと考えていますか ［(1)～(8)のうち，一つのみ回答可］

(1)大学・公的研究機関の研究者 (2)企業の研究者・技術者 (3)技能系の公務員

(4)中学校・高等学校の理科・数学教員 (5)医師・薬剤師・看護師

(6)その他理系の職業( ) (7)その他文系の職業( ) (8)わからない

問9 SSHに参加する前に大学で一番専攻したいと考えていた分野はどれですか

［大学進学を考えている場合のみ，(1)～(9)のうち，一つのみ回答可］

(1)理学系 (2)工学(含情報)系 (3)農学系 (4)教育(理数)系 (5)その他理系

(6)保健系(含医歯薬看護系) (7)文系 (8)その他(芸術・体育系など) (9)決まっていなかった

問10 SSHに参加したことによって，あなたの専攻志望は参加前と変わりましたか

［大学進学を考えている場合のみ，(1)～(3)のうち，一つのみ回答可］

(1)参加前と変わっていない

(2)SSHへの参加が理由ではないが，変わった (3)SSHへの参加によって，変わった

［上で(3)を選択した場合は変更後の志望を(1)～(9)のうち，一つのみ回答可］

(1)理学系 (2)工学(含情報)系 (3)農学系 (4)教育(理数)系 (5)その他理系

(6)保健系(含医歯薬看護系) (7)文系 (8)その他(芸術・体育系など) (9)決まっていない
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【研究第２年次（平成１８年度）ＳＳＨ意識調査：保護者対象】

問1 お子さんの学科・学年

(1)性別 ［①男，②女，のうち，一つのみ回答可］

(2)学年(平成18年度の学年) ［①～⑩のうち，一つのみ回答可］

①普通科１年 ②理数科１年 ③その他１年( )

④普通科２年 ⑤理数科２年 ⑥その他２年( )

⑦普通科３年 ⑧理数科３年 ⑨その他３年( ) ⑩その他( )

問2 お子さんの現在の大学進学志望は理系・文系のいずれですか ［(1)～(5)のうち，一つのみ回答可］

(1)理系 (2)文系 (3)決まっていない (4)わからない (5)大学進学を希望していない

問3 SSHに参加したことで，お子さんの科学技術に関する興味・関心・意欲は増したと思いますか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問4 お子さんに特に人気や効果があったと感じていらっしゃるSSHの取組はどれですか

［(1)～(11)のうち，複数回答可］

(1)理科や数学に多くが割り当てられている時間割 (2)科学者や技術者の特別講義・講演会

(3)大学や研究所，企業，科学館等の見学・体験学習

(4)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関との連携を含む) (5)科学コンテストへの参加

(6)観察・実験の実施 (7)フィールドワーク(野外活動)の実施

(8)プレゼンテーションする力を高める学習 (9)英語で表現する力を高める学習

(10)他の高校の生徒との交流 (11)科学系クラブ活動への参加

問5 SSHによってお子さんの学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力にどれくらいの向上が

あったと感じますか

［①大変増した，②やや増した，③効果がなかった，④分からない，のうち，一つのみ回答可］

(1)未知の事柄への興味(好奇心) (2)理科・数学の理論・原理への興味

(3)理科実験への興味 (4)観測や観察への興味 (5)学んだことを応用することへの興味

(6)社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (7)自分から取り組む姿勢(自主性，やる気，挑戦心)

(8)周囲と協力して取り組む姿勢(協調性，リーダーシップ)

(9)粘り強く取り組む姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢(独創性)

(11)発見する力(問題発見力，気づく力) (12)問題を解決する力

(13)真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心) (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

(15)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)

(16)国際性(英語による表現力，国際感覚)
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問6 お子さんをSSHに参加させるにあたって，あなたは以下のような利点をそれぞれ意識していましたか

［①意識していた，②意識していなかった，のうち，一つのみ回答可］

(1)理科・数学の面白そうな取組に参加できる (2)理科・数学に関する能力やセンス向上に役立つ

(3)理系(文系でない)学部への進学に役立つ (4)大学進学後の志望分野探しに役立つ

(5)将来の志望職種探しに役立つ (6)国際性の向上に役立つ

問7 SSHの取組を行うことは，学校の教育活動の充実や活性化に役立つと思いますか

［(1)～(5)のうち，一つのみ回答可］

(1)まったくその通り (2)ややその通り (3)どちらでもない (4)やや異なる (5)まったく異なる

【研究第２年次（平成１８年度）ＳＳＨ意識調査：教員対象】

問1 あなたが現在指導している担当教科をお答えください ［(1)～(6)のうち，一つのみ回答可］

(1)数学 (2)理科 (3)情報 (4)外国語(英語等)

(5)文系教科(国語，地理歴史，公民) (6)その他の教科(保健体育，芸術，家庭等)

問2 高校教員としての経験年数をお答えください(担当教科・科目は限りません)

［(1)～(8)のうち，一つのみ回答可］

(1)１年未満 (2)１年以上３年未満 (3)３年以上５年未満 (4)５年以上１０年未満

(5)１０年以上１５年未満 (6)１５年以上２０年未満 (7)２０年以上３０年未満 (8)３０年以上
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問3 SSH活動において，学習指導要領よりも発展的な内容についてどれくらい重視しましたか

［(1)大変重視した (2)やや重視した (3)重視しなかった，のうち，一つのみ回答可］

問4 SSH活動において，担当教科・科目を越えた教員の連携をどれくらい重視しましたか

［(1)大変重視した (2)やや重視した (3)重視しなかった，のうち，一つのみ回答可］

問5 SSHに参加したことで，生徒の科学技術に関する興味・関心・意欲は増したと思いますか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問6 SSHによって，生徒の学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力にどれくらいの向上が

あったと感じますか

［①大変増した，②やや増した，③効果がなかった，④分からない，のうち，一つのみ回答可］

(1)未知の事柄への興味(好奇心) (2)理科・数学の理論・原理への興味

(3)理科実験への興味 (4)観測や観察への興味 (5)学んだことを応用することへの興味

(6)社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (7)自分から取り組む姿勢(自主性，やる気，挑戦心)

(8)周囲と協力して取り組む姿勢(協調性，リーダーシップ)

(9)粘り強く取り組む姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢(独創性)

(11)発見する力(問題発見力，気づく力) (12)問題を解決する力

(13)真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心) (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

(15)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)

(16)国際性(英語による表現力，国際感覚)

問7 生徒に特に人気や効果があったと思うSSHの取組はどれですか ［(1)～(11)のうち，複数回答可］

(1)理科や数学に多くが割り当てられている時間割 (2)科学者や技術者の特別講義・講演会

(3)大学や研究所，企業，科学館等の見学・体験学習

(4)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関との連携を含む) (5)科学コンテストへの参加

(6)観察・実験の実施 (7)フィールドワーク(野外活動)の実施

(8)プレゼンテーションする力を高める学習 (9)英語で表現する力を高める学習

(10)他の高校の生徒との交流 (11)科学系クラブ活動への参加

問8 SSHによって，学校の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いますか

［(1)大変充実した，(2)やや充実した，(3)効果がなかった，(4)分からない，のうち，一つのみ回答可］
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問9 SSHの取組を行うことは，下記のそれぞれの項目においてどれくらいの影響を与えると思いますか

［１ まったくその通り，２ ややその通り，３ どちらでもない，４ やや異なる，５ まったく異なる，のうち，一つのみ回答可］

(1)生徒の理系(文系でない)学部への進学意欲によい影響を与える

(2)新しい理数のカリキュラムや教育方法を開発する上で役立つ

(3)教員の指導力の向上に役立つ

(4)教員間の協力関係の構築や新しい取組の実施など学校運営の改善・強化に役立つ

(5)学校外の機関との連携関係を築き，連携による教育活動を進めるうえで有効だ

(6)地域の人々に学校の教育方針や取組を理解してもらう上で良い影響を与える

(7)将来の科学技術系人材の育成に役立つ

【研究第２年次（平成１８年度）ＳＳＨ意識調査のまとめ】

「科学技術に関する興味・関心・意欲は増した（と思う）か」について，１・２・３

年生徒，１・２・３年保護者，教員とも，「増した」の割合（「大変増した」「やや増した」

の合計の，「大変増した」「やや増した」「効果がなかった」「分からない」全体に対する

割合）は７割以上であった。「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（と感じる）か」については，「増した」の割合（同上）が１・２・

３学年のすべての学年において７割以上であった項目は，生徒では「未知の事柄への興

味(好奇心)」「理科実験への興味」「考える力(洞察力，発想力，論理力)」「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)」，保護者では「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」「理科実験への興味」「観測や観察への興味」

「問題を解決する力」「考える力(洞察力，発想力，論理力)」「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)」であり，また，教員においては「増した」の割合（同

上）が７割以上であった項目は，「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」「学んだことを応用することへの興味」「自分から取り組む姿勢(自主性，

やる気，挑戦心)」「真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心)」「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)」であった。「学校の教育活動の充実や活性化に

役立つと思うか」については，１・２・３学年の保護者とも，「その通り」の割合（「ま

ったくその通り」「ややその通り」の合計の割合）が８割以上であった。「困ったことは

何か」について，回答した生徒の割合が５割以上であった項目は，１・２・３学年の生

徒とも，研究第１年次と同様に「レポートなど提出物が多い」であった。

【研究第３年次（平成１９年度）ＳＳＨ意識調査：生徒対象】

問1 ａ．あなたはSSH参加にあたって以下のような利点をそれぞれ意識していましたか

［①意識していた，②意識していなかった，のうち，一つのみ回答可］

ｂ．SSH参加によって以下のような効果はありましたか

［①効果があった，②効果がなかった，のうち，一つのみ回答可］

(1)理科・数学の面白そうな取組に参加できる(できた) (2)理科・数学に関する能力やセンス向上に役立つ(役立った)

(3)理系学部への進学に役立つ(役立った) (4)大学進学後の志望分野探しに役立つ(役立った)
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(5)将来の志望職種探しに役立つ(役立った) (6)国際性の向上に役立つ(役立った)

問2 SSHに参加したことで，科学技術に関する興味・関心・意欲が増しましたか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)もともと高かった，(5)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問3 SSHに参加したことで，科学技術に関する学習に対する意欲が増しましたか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)もともと高かった，(5)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問4 SSHに参加したことで，あなたの学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力に

どれくらいの向上がありましたか

［①大変増した，②やや増した，③効果がなかった，④もともと高かった，⑤分からない，のうち，一つのみ回答可］

(1)未知の事柄への興味(好奇心) (2)理科・数学の理論・原理への興味

(3)理科実験への興味 (4)観測や観察への興味 (5)学んだことを応用することへの興味

(6)社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (7)自分から取り組む姿勢(自主性，やる気，挑戦心)

(8)周囲と協力して取り組む姿勢(協調性，リーダーシップ)

(9)粘り強く取り組む姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢(独創性)

(11)発見する力(問題発見力，気づく力) (12)問題を解決する力

(13)真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心) (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

(15)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)

(16)国際性(英語による表現力，国際感覚)
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問5 問4の(1)～(16)のうちSSHにより最も向上したと思う興味，姿勢，能力は何ですか

［問4の(1)～(16)のうち，三つまで回答可］

問6 あなたはこれまでSSHに参加していましたか

［(1)今年度初めて参加，(2)昨年度から参加，(3)一昨年度から参加，のうち，一つのみ回答可］

問7 あなたがこれまでに参加したSSHの取組はどれですか ［(1)～(11)のうち，複数回答可］

(1)理科や数学に多くが割り当てられている時間割 (2)科学者や技術者の特別講義・講演会

(3)大学や研究所，企業，科学館等の見学・体験学習

(4)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関との連携を含む) (5)科学コンテストへの参加

(6)観察・実験の実施 (7)フィールドワーク(野外活動)の実施

(8)プレゼンテーションする力を高める学習 (9)英語で表現する力を高める学習

(10)他の高校の生徒との交流 (11)科学系クラブ活動への参加

問8 問7の(1)～(11)のうち参加して特によかったと思うSSHの取組は何ですか

［問7の(1)～(11)のうち，複数回答可］

問9 あなたがSSH参加にあたって，困ったことは何ですか ［(1)～(10)のうち，複数回答可］

(1)部活動との両立が困難 (2)学校外にでかけることが多い (3)授業内容が難しい

(4)発表の準備が大変 (5)レポートなど提出物が多い (6)課題研究が難しい

(7)授業時間以外の活動が多い (8)理数系以外の教科・科目の成績が落ちないか心配

(9)特に困らなかった (10)その他( )

問10 あなたは当校がSSHに取り組んでいることを入学前に知っていましたか

［(1)～(3)のうち，一つのみ回答可］

(1)知っていて，当校を選択した理由の１つとなった

(2)知っていたが，当校を選択した理由ではなかった (3)知らなかった
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問11 将来，どのような職業に一番就きたいと考えていますか ［(1)～(8)のうち，一つのみ回答可］

(1)大学・公的研究機関の研究者 (2)企業の研究者・技術者 (3)技能系の公務員

(4)中学校・高等学校の理科・数学教員 (5)医師・薬剤師・看護師

(6)その他理系の職業( ) (7)その他文系の職業( ) (8)わからない

問12 SSH参加によって，問11の職業を希望する度合いは強くなったと思いますか

［(1)～(5)のうち，一つのみ回答可］

(1)まったくその通り (2)ややその通り (3)どちらでもない (4)やや異なる (5)まったく異なる

問13 SSHに参加する前に大学で一番専攻したいと考えていた分野はどれですか

［大学進学を考えている場合のみ，(1)～(14)のうち，一つのみ回答可］

(1)理学系(数学以外) (2)数学系 (3)工学系(情報工学以外) (4)情報工学系 (5)医学・歯学系

(6)薬学系 (7)看護系 (8)農学系(獣医学含む) (9)生活科学・家政学系 (10)教育学系(理数専攻)

(11)その他理系( ) (12)文系 (13)その他( ) (14)決まってなかった

問14 SSHに参加したことによって，あなたの専攻志望は参加前と変わりましたか

［大学進学を考えている場合のみ，(1)～(3)のうち，一つのみ回答可］

(1)参加前と変わっていない

(2)SSHへの参加が理由ではないが，変わった (3)SSHへの参加によって，変わった

［上で(2),(3)を選択した場合は変更後の志望を(1)～(14)のうち，一つのみ回答可］

(1)理学系(数学以外) (2)数学系 (3)工学系(情報工学以外) (4)情報工学系 (5)医学・歯学系

(6)薬学系 (7)看護系 (8)農学系(獣医学含む) (9)生活科学・家政学系 (10)教育学系(理数専攻)

(11)その他理系( 学部) (12)文系 (13)その他( ) (14)決まっていない

【研究第３年次（平成１９年度）ＳＳＨ意識調査：保護者対象】

問1 お子さんの学科・学年

(1)性別 ［①男，②女，のうち，一つのみ回答可］

(2)学年(平成19年度の学年) ［①～⑩のうち，一つのみ回答可］
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①普通科１年 ②理数科１年 ③その他１年( )

④普通科２年 ⑤理数科２年 ⑥その他２年( )

⑦普通科３年 ⑧理数科３年 ⑨その他３年( ) ⑩その他( )

問2 ａ．お子さんをSSHに参加させるにあたって，あなたは以下のような利点をそれぞれ意識していましたか

［①意識していた，②意識していなかった，のうち，一つのみ回答可］

ｂ．SSH参加によって，お子さんにとって以下のような効果はありましたか

［①効果があった，②効果がなかった，のうち，一つのみ回答可］

(1)理科・数学の面白そうな取組に参加できる(できた) (2)理科・数学に関する能力やセンス向上に役立つ(役立った)

(3)理系学部への進学に役立つ(役立った) (4)大学進学後の志望分野探しに役立つ(役立った)

(5)将来の志望職種探しに役立つ(役立った) (6)国際性の向上に役立つ(役立った)

問3 SSHに参加したことで，お子さんの科学技術に関する興味・関心・意欲は増したと思いますか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)もともと高かった，(5)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問4 SSHに参加したことで，お子さんの科学技術に関する学習に対する意欲は増したと思いますか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)もともと高かった，(5)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問5 SSHによってお子さんの学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力にどれくらいの向上が

あったと感じますか

［①大変増した，②やや増した，③効果がなかった，④もともと高かった，⑤分からない，のうち，一つのみ回答可］

(1)未知の事柄への興味(好奇心) (2)理科・数学の理論・原理への興味

(3)理科実験への興味 (4)観測や観察への興味 (5)学んだことを応用することへの興味

(6)社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (7)自分から取り組む姿勢(自主性，やる気，挑戦心)

(8)周囲と協力して取り組む姿勢(協調性，リーダーシップ)

(9)粘り強く取り組む姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢(独創性)

(11)発見する力(問題発見力，気づく力) (12)問題を解決する力

(13)真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心) (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

(15)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)

(16)国際性(英語による表現力，国際感覚)
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問6 お子さんに特に人気や効果があったと感じていらっしゃるSSHの取組はどれですか

［(1)～(11)のうち，複数回答可］

(1)理科や数学に多くが割り当てられている時間割 (2)科学者や技術者の特別講義・講演会

(3)大学や研究所，企業，科学館等の見学・体験学習

(4)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関との連携を含む) (5)科学コンテストへの参加

(6)観察・実験の実施 (7)フィールドワーク(野外活動)の実施

(8)プレゼンテーションする力を高める学習 (9)英語で表現する力を高める学習

(10)他の高校の生徒との交流 (11)科学系クラブ活動への参加

問7 お子さんの現在の大学進学志望は理系・文系のいずれですか ［(1)～(5)のうち，一つのみ回答可］

(1)理系 (2)文系 (3)決まっていない (4)わからない (5)大学進学を希望していない

問8 SSHの取組を行うことは，学校の教育活動の充実や活性化に役立つと思いますか

［(1)～(5)のうち，一つのみ回答可］

(1)まったくその通り (2)ややその通り (3)どちらでもない (4)やや異なる (5)まったく異なる

【研究第３年次（平成１９年度）ＳＳＨ意識調査：教員対象】

問1 あなたが現在指導している担当教科をお答えください ［(1)～(6)のうち，一つのみ回答可］

(1)数学 (2)理科 (3)情報 (4)外国語(英語等)

(5)文系教科(国語，地理歴史，公民) (6)その他の教科(保健体育，芸術，家庭等)
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問2 高校教員としての経験年数をお答えください(担当教科・科目は限りません)

［(1)～(8)のうち，一つのみ回答可］

(1)１年未満 (2)１年以上３年未満 (3)３年以上５年未満 (4)５年以上１０年未満

(5)１０年以上１５年未満 (6)１５年以上２０年未満 (7)２０年以上３０年未満 (8)３０年以上

問3 あなたのSSH活動へのかかわり度合いをお答えください ［(1)～(5)のうち，複数回答可］

(1)SSH主担当 (2)SSH校内委員会などのメンバー (3)SSH活動の企画立案に関与

(4)SSH活動の実施に補助的に関与 (5)その他( )

問4 SSH活動において，学習指導要領よりも発展的な内容についてどれくらい重視しましたか

［(1)大変重視した (2)やや重視した (3)重視しなかった，のうち，一つのみ回答可］

問5 SSH活動において，担当教科・科目を越えた教員の連携をどれくらい重視しましたか

［(1)大変重視した (2)やや重視した (3)重視しなかった，のうち，一つのみ回答可］

問6 SSHに参加したことで，生徒の科学技術に関する興味・関心・意欲は増したと思いますか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)もともと高かった，(5)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問7 SSHに参加したことで，生徒の科学技術に関する学習に対する意欲は増したと思いますか

［(1)大変増した，(2)やや増した，(3)効果がなかった，(4)もともと高かった，(5)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問8 SSHによって，生徒の学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力にどれくらいの向上が

あったと感じますか

［①大変増した，②やや増した，③効果がなかった，④もともと高かった，⑤分からない，のうち，一つのみ回答可］

(1)未知の事柄への興味(好奇心) (2)理科・数学の理論・原理への興味

(3)理科実験への興味 (4)観測や観察への興味 (5)学んだことを応用することへの興味

(6)社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (7)自分から取り組む姿勢(自主性，やる気，挑戦心)

(8)周囲と協力して取り組む姿勢(協調性，リーダーシップ)

(9)粘り強く取り組む姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢(独創性)

(11)発見する力(問題発見力，気づく力) (12)問題を解決する力

(13)真実を探って明らかにしたい気持ち(探求心) (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

(15)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)

(16)国際性(英語による表現力，国際感覚)
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問9 生徒に特に人気や効果があったと思うSSHの取組はどれですか ［(1)～(11)のうち，複数回答可］

(1)理科や数学に多くが割り当てられている時間割 (2)科学者や技術者の特別講義・講演会

(3)大学や研究所，企業，科学館等の見学・体験学習

(4)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関との連携を含む) (5)科学コンテストへの参加

(6)観察・実験の実施 (7)フィールドワーク(野外活動)の実施

(8)プレゼンテーションする力を高める学習 (9)英語で表現する力を高める学習

(10)他の高校の生徒との交流 (11)科学系クラブ活動への参加

問10 SSHによって，学校の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いますか

［(1)大変充実した，(2)やや充実した，(3)効果がなかった，(4)分からない，のうち，一つのみ回答可］

問11 SSHの取組を行うことは，下記のそれぞれの項目においてどれくらいの影響を与えると思いますか

［①まったくその通り，②ややその通り，③どちらでもない，④やや異なる，⑤まったく異なる，のうち，一つのみ回答可］

(1)生徒の理系学部への進学意欲によい影響を与える

(2)新しい理数のカリキュラムや教育方法を開発する上で役立つ

(3)教員の指導力の向上に役立つ

(4)教員間の協力関係の構築や新しい取組の実施など学校運営の改善・強化に役立つ

(5)学校外の機関との連携関係を築き，連携による教育活動を進めるうえで有効だ

(6)地域の人々に学校の教育方針や取組を理解してもらう上で良い影響を与える

(7)将来の科学技術系人材の育成に役立つ

【研究第３年次（平成１９年度）ＳＳＨ意識調査のまとめ】

「科学技術に関する興味・関心・意欲は増した（と思う）か」について，１・２・３

年生徒，１・２・３年保護者，教員とも，「増した」の割合（「大変増した」「やや増した」

の合計の，「もともと高かった」を除く「大変増した」「やや増した」「効果がなかった」

「分からない」全体に対する割合）は７割以上であった。「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（と感じる）か」については，「増した」

の割合（同上）が１・２・３学年のすべての学年において７割以上であった項目は，生

徒では「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」「考える力

(洞察力，発想力，論理力)」，保護者では「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」「理科実験への興味」「考える力(洞察力，発想力，論理力)」で

あり，また，教員においては「増した」の割合（同上）が７割以上であった項目は，全

１６項目中「粘り強く取り組む姿勢」を除く１５項目であった。「学校の教育活動の充実

や活性化に役立つと思うか」については，１・２・３学年の保護者とも，「その通り」の

割合（「まったくその通り」「ややその通り」の合計の割合）が９割以上であった。「困っ

たことは何か」について，回答した生徒の割合が５割以上であった項目は，１・２・３

学年の生徒とも，研究第１年次及び研究第２年次と同様に「レポートなど提出物が多い」

であった。
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Ⅱ 第３年次の研究のまとめ

新科目「科学技術研究入門」については，年度計画に基づき，科目としての着実な熟成

化を目指した活動を実施した。昨年度から開始した授業実践の経験を踏まえ，科学・技術

科における５つの各分野では，テキストおよび授業内容のブラッシュアップを図りつつ，

よりレベルアップした授業展開とすべく，取り組んだ。また，国際性育成の一環としてタ

イ王国カセサート大学附属高校との交換留学活動が本格的に開始したが，新科目「科学技

術研究入門」の内容が普遍的な科学技術のセンスについて育成するものであることから，

授業交流を進めるに当たっては新科目「科学技術研究入門」が適したコンテンツの一つと

なり得ると考え，将来的に授業交流が具現化するに至るのを見据えて，「異国間」というキ

ーワードを通した議論を展開するのに有効なテーマについて検討を開始した。さらに，研

究開発３年目に当たることから，中間報告会内において，公開授業を実施した。今年度に

新科目「科学技術研究入門」を履修した２年生（平成18年度入学生）に対する，記述式の

テストによる事前・事後調査の分析では，合格者（５点満点で４点以上を獲得した生徒を

指すが，教師側の意図を十分に理解できている場合のみを合格者とするため，このレベル

設定はかなり高い）人数の総人数に対する割合について，χ

２

検定の結果，応用化学分野が

0.01％水準，情報システム分野が5％水準，機械システム分野が1％水準，電気電子分野が

0.001％水準，立体造形分野が0.1％水準で，それぞれ有意差が認められた。アンケート調

査からも分かるように，教師側の意図と生徒が受け止めているものが合致していることか

ら，順調に成果を上げつつあると言える。それは，課題研究のあり方を変えるものでもあ

り，本研究の目的である「いどむ力」を喚起し，しかも論理的に考え発表することが身に

つきつつあることが，χ

２

検定検定の結果からも明らかである。

「国際性育成」については，昨年度に国際交流協定を結んだタイ王国カセサート大学附

属高校との交換留学を具体的に開始した。６月に２・３年生から希望者を募り，応募した

２６名に対して応募の動機・健康状態・既往症の有無・ホームステイ受け入れの可否等を

調書として提出させ，各分野教員・担任が評価を点数化し，科学・技術科における５つの

各分野から各１名ずつ，計５名を選抜した。事前指導の一環として保護者会１回，勉強会

３回を実施し，８月にカセサート大学附属高校へ生徒５名を派遣した。現地では自己紹介

及び課題研究を中心とした本校での取り組みに関するプレゼンテーションを英語で行い，

その後，授業にも参加した。「すうどく」に取り組む授業もあった。帰国後にはレポートを

日本語と英語の双方で書かせるとともに，２学期始業式に全校生徒へ報告させ，貴重な海

外体験の共有化をはかった。１０月にはカセサート大学附属高校から生徒５名の派遣を受

け入れ，課題研究発表会・文化祭などに参加してもらった。課題研究活動の見学及び発表

会参加では，研究活動の説明にあたった生徒とタイの生徒が英語で質疑を行った。交換留

学を通した活動以外にも，「国際的」意識・関心を育成・喚起するための活動として，東京

工業大学留学生を招いた授業「先端科学技術入門」の実施，課題研究における生徒による

「英文アブストラクト作成」の試行開始，体育科教員が中心となり海外の講演者を招いた

「－スポーツを科学する－」というテーマによる肉体的活動の理論と実践までに関する講

演会（使用言語：英語），英国科学実験講座クリスマスレクチャー2007への参加，なども

実施した。課題研究における生徒による「英文アブストラクト作成」実施後の調査では，

約70％の生徒が難しいと感じている一方で，約80％以上の生徒が英語の重要性を認識し，
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今後意識的に英語を学習しようと考える傾向が見られた。

「さきがけ教育」については，第２学年及び第３学年の「数学さきがけ」と第３学年の

「３学期さきがけ」についての授業実践，各種アンケート調査の実施などに加え，「物理さ

きがけ」について，昨年度に抽出した３つの実施内容から２つの項目を選定し，教材プリ

ントを作成して授業実践の試行を開始した。アンケート調査による教育実習生・本校卒業

生への調査・追跡も行った。１回目のＳＳＨ研究開発で作成した副読本「数理応用」に「確

率と統計入門」「線形代数入門」「解析学入門」の３つの章を加えて，副読本「数学さきが

け（試作版2007）」に改訂した。第２学年の「数学さきがけ」では，１・２・３学期とも，

数学科教員と科学・技術科教員のＴＴを継続し，さらに，教育システムの一般化を目指し

て研究第１・第２年次とは異なる数学科教員が一部の授業を担当した。事前・事後に実施

した小テストによる学力調査の比較では，研究第２年次の３学期・研究第３年次の１学期

・２学期のいずれにおいても事前の平均値より事後の平均値が上回り，それぞれ，１％水

準，１％水準，５％水準で有意差が認められた。第３学年の「数学さきがけ」で実施した

事前・事後調査の比較では，「「数学の学習」はどの程度必要だと感じていますか」「「数学」

と「物理や化学，工業」はどの程度関連性があると感じていますか」「未知の値を求めたり

事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」のいずれにおい

ても事前の平均値が既にかなり高い値であり，事前の平均値と事後の平均値には有意差は

認められなかった。第３学年の「物理さきがけ」で実施した事前・事後調査の比較でも，「高

校の物理に興味・関心がありますか」「教科書には載っていない発展的な内容を学習したい

と思いますか」のいずれにおいても事前の肯定的意見割合が既にかなり高く，差もほとん

ど無かった。第３学年の「３学期さきがけ」では研究第２年次に導入した選択制を継続し

たことにより，「授業の内容が理解できたか」について比較的高い数値のものが多く，平均

値が3.00を下回ったのは，昨年度と同様に東京工業大学の授業を衛星回線を利用して見さ

せる「衛星授業Ａ」のみであった。「調査・追跡」で実施した教育実習生及び本校卒業生対

象のアンケートでは，いずれも研究第１・第２年次の結果と概ね同じ傾向が見られた。

「成果普及促進」については，５年計画のＳＳＨ研究開発における３年目の区切りとし

て１１月に中間報告会を開催し，全国のＳＳＨ校・工業高校・国立大学附属高校などから

多数の先生方にご参加をいただいた。基調講演では伊賀健一東京工業大学学長より，科学

技術の発展におけるＳＳＨの意義を，本校を例にして，高大連携という視点から，お話し

いただいた。公開授業では，新科目「科学技術研究入門」の３つの授業（機械システム分

野，電気電子分野，立体造形分野）及び「数学さきがけ」の２つの授業（パソコンを用い

た工学的視点からの授業，座学による数学的視点からの授業）を公開し，分科会・全体会

にて研究協議を行った。展示会場では，科学技術研究入門研究会・さきがけ教育研究会・

国際性育成研究会の活動をパネルや教材展示などで紹介し，生徒の課題研究作品の展示も

行った。講評では本校ＳＳＨ運営指導委員の佐藤義雄先生より，「歴史的意義」「他のＳＳ

Ｈとの違い」「中間報告会の課題と成果」「全国展開への課題」「今後の研究開発への期待」

の５つの視点から評価をいただいた。中間報告会以外にも，研究１・２年次の活動を継続

的に行い，９件の学校視察・学校訪問（交換留学以外に，英国，韓国，中国からの視察も

あった）を受け入れた。生徒の各種大会等における賞・記録については，今年度も多くの

賞などをいただいた。科学系クラブの活動として，他のＳＳＨ校（早稲田大学高等学院）
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との研究交流を開始した。東京工業大学「ものつくり教育研究支援センター」に，本校の

「課題研究」の成果を１２月から３月末まで特別展示して一般公開した。本校ホームペー

ジ上のニューズレター(News Letter)では，平成１９年３月から平成２０年２月までの１年

間に，１３件のＳＳＨ関連のトピックを紹介（公開）した。

Ⅲ ３年間の研究のまとめ

新科目「科学技術研究入門」について，研究第１年次（平成17年度）には，｢科学技術

の背景となる理論や法則と科学技術との関連を理解させ，自ら課題を発見・設定し，その

解決をはかる方法を理解させるとともに，得られた知見や成果を表現・発表し，討論を通

して相互理解する態度を育てる｣とした開発科目の目標を達成するために，その理念を具体

的に実践できる教育方法を検討し，「①発想をまとめる訓練」「②科学的なものの見方・考

え方を育てる実験」「③仮説検証思考型実験」からなる３部構成の構想に基づいたテキスト

を作成した。この科目では，構成主義的学習観に基づいた教育方法を導入することにより，

ブレインストーミングやＫＪ法を学び，頭に浮かんだものを発言すること，出てきたアイ

デアをまとめること，概念地図や構造図のような図式化を行い，プレゼンテーションを行

う訓練を新科目の理念とした。研究第２年次（平成18年度）には，第２学年において，科

学・技術科の５つの分野で本格的な授業実践を開始した。運営上，基本的には①→②→③

の順に行うものとするが，実際には，①でブレインストーミングにより発想を引き出し，

ＫＪ法でまとめる訓練をしたあとは，②または③に進み，課題に応じた活動を行うことと

なった。研究第３年次（平成19年度）には，科目としての着実な熟成化を目指した活動を

実施し，テキストおよび授業内容のブラッシュアップを図りつつ，国際性育成に資する有

効なテーマについても検討を開始した。中間報告会においては，公開授業を実施した。

授業実践１年目の研究第２年次から実施した，新科目「科学技術研究入門」を履修した

２年生に対する記述式のテストによる事前・事後調査の分析では，合格者（５点満点で４

点以上を獲得した生徒を指すが，教師側の意図を十分に理解できている場合のみを合格者

とするため，このレベル設定はかなり高い）人数の総人数に対する割合について，χ

２

検定

の結果，研究第２年次には科学・技術科の５分野中４分野で，研究第３年次には５分野中

５分野すべてで有意差が認められ，実施の効果が立証されつつあるものと考えられる。

授業実践２年目の研究第３年次からは，科目開発の有効性について生徒の評価を通した

分析が年度単位で比較可能となり，また，研究第２年次に新科目「科学技術研究入門」を

受講した生徒が３年生となったことで，新科目「科学技術研究入門」の受講が課題研究へ

の取り組みにどのように影響し，成果をもたらしているかに関して，研究第３年次から分

析を開始した。課題研究への取り組みに関する３つの設問について，研究第２年次に新科

目「科学技術研究入門」を履修した研究第３年次の３年生（平成17年度入学生）に対して

行った線結び式内容分析法を用いた分析では，“課題研究のテーマを決めるときは，・・・，

決めた”という設問において，研究第２年次の３年生（平成16年度入学生，研究第１年次

には新科目「科学技術研究入門」がまだ存在していないため未履修）は「ひとりで」考え

てアイデアを出すという傾向が強く表れていたのに対し，研究第３年次の３年生は「グル

ープのみんなで」や「先生と一緒に」－「アイデアを出し合って」であったり，「友達が」

－「テーマを出してくれて」いたりという傾向が強くなり，グループ内の議論が活発に進

められたことがうかがえた。また，“課題研究の具体的な研究内容を決めるときは，・・・，
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決めた”という設問においては，研究第２年次の３年生に比べて研究第３年次の３年生は，

「グループのみんなで」－「アイデアを出し合って」とした割合が顕著に増加しており，

教員からアイデアをもらうものの，具体的な内容決定では生徒間の話し合いを重視したこ

とが読み取れ，“課題研究の中間発表の内容を整理するときには，・・・，整理した”とい

う設問においても，「グループのみんなで」－「アイデアを出し合って」まとめたという傾

向が増加した。さらに，思考の整理方法として，研究第２年次の３年生において高い得票

率を示した「頭の中で考えて」という傾向が研究第３年次の３年生では弱まり，グループ

としての考えを紙の上に具体化しながら整理する傾向にシフトしている様子が見られた。

課題研究終了時に実施した，各分野における独自な内容の設問による調査では，設問毎（機

械システム分野のみ全体平均）に出した得点の平均を，研究第２年次の３年生と研究第３

年次の３年生で比較した結果，各分野のすべての項目において，研究第２年次から研究第

３年次にかけて得点がアップした。新科目「科学技術研究入門」の導入により，従来の専

門的素養の習得に費やす絶対的な時間が縮小するのに伴い，これまでは達成出来ていた知

識・技能レベルが低下するのではないか，という懸念が当初より専門分野の教員からは出

されていたため，新科目「科学技術研究入門」実施の上ではこれらのことを考慮し，授業

時間の配分を工夫したり，授業内容の精選を図ったりしながら進めてきたが，新科目「科

学技術研究入門」導入により従前の授業形態からの大きな転換があったにも拘らず，学習

内容の精選と，発想力やプレゼンテーション能力，相互理解力の育成に重点をおいた授業

の実践により，高い学習効果を維持することが出来ているものと考えている。しかし，ま

だまだ不十分な部分も多く，今後も他の授業科目との連携を図りながら，継続的に検討し

ていく必要があるとも考える。

「国際性育成」については，研究第１年次には，「国際性」を養う上で不可欠となる「英

語」を活動の要とし，英語科目「オーラル・コミュニケーションⅠ」における展開を試行

した。東京工業大学（以下，東工大）留学生センターの協力を得て，東工大大学院留学生

計５名を第１学年Ａ組からＥ組に１名ずつ授業に招き，それぞれの国についてのプレゼン

テーションを行ってもらった。また，生徒の英語によるプレゼンテーション発表会への参

加を依頼し，感想・コメントを発表してもらった。生徒・教員対象に東工大留学生による

“地雷除去ロボット”に関する「英語で聞く講演会」も実施した。研究第２年次には，研

究第１年次の活動を継続した「オーラルコミュニケーションⅠ」で同様の授業を展開し，

東工大留学生による生徒・教員を対象とした「英語で聞く講演会」の実施も行った。さら

に，国際交流を開始するための具体的な方策を検討し，国際交流の目的を再検討した上で

海外の種々の事情・環境を調査し，タイ王国カセサート大学附属高等学校を候補とした。

校長以下３名の教員がカセサート大学附属高等学校を訪問し，本校の教育内容・交流の目

的についての理解を得た上で国際交流協定締結へと至った。平成１９年３月に生徒の派遣

を予定していたが，タイ王国の治安事情により中止した。代替えとしてカセサート大学附

属高等学校の先生方３名の訪問を受け，互いの高校の教育環境・事情等の情報交換をした。

また，ブリティッシュ・カウンシルの協力により，クリスマスレクチャーに生徒・教員が

参加した。本校を会場として「日英化学シンポジウム」も開催した。研究第３年次には，

カセサート大学附属高等学校との交換留学を開始した。８月に本校の生徒５名をタイ王国

に派遣し，１０月にはカセサート大学附属高等学校の生徒５名を受け入れた。東工大留学
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生を招いた授業「先端科学技術入門」を実施し，課題研究における生徒による「英文アブ

ストラクト作成」の試行も開始した。生徒・教員対象の「英語で聞く講演会」では“スポ

ーツを科学する”というテーマで，「理論」編，「実践」編として展開した。

研究第１年次に実施した英語科目「オーラル・コミュニケーションⅠ」における東工大

留学生を招いた授業展開の事前・事後調査の分析では，「英語が好き」に関する５段階評価

では平均値に有意差こそ見られなかったものの，さらに分析を進めると，「とても好き」「好

き」「ふつう」「きらい」「大きらい」のうち，「きらい」「大きらい」を“きらいである”，「と

ても好き」「好き」「ふつう」を“きらいではない”と名付けた場合の母比率の差の検定結

果は，正確有意確率が0.056となり，有意水準５％をわずかにうわまわる（漸近有意確率

なら0.046であり，有意差があると言える）が，かなりの手応えが感じられた。すなわち，

「英語が好き」である度合いとしては実施の効果があるとはまだ言えないが，「英語が嫌い」

である生徒の割合を減少させることには効果があるものと大いに期待される。

研究第２年次に実施した新科目「科学技術研究入門」（立体造形分野）における東工大留

学生を招いた授業では，英語ではなく日本語によるプレゼンテーションであったが，「話の

内容はわかったか」について「よくわかった」「わかった」の合計が97％であるとともに，

「外国の建築の話をもっと聞きたいか」については「もっと聞きたい」「やや聞きたい」の

合計が94％，「外国の建築への興味を持ったか」については「たいへん興味を持った」「や

や興味を持った」の合計が97％，「日本の建築への興味を持ったか」については「たいへ

ん興味を持った」「やや興味を持った」の合計が89％となり，この授業によって海外の建

築への興味とともに日本の建築への興味も喚起されたことがわかる。「国際性育成」に英語

が重要なツールの１つであることは疑う余地がないが，英語以外のツール，例えば，日本

語，写真，動画，図，数式，化学記号，科学技術的な事象など，さまざまなツールが「国

際性育成」に有為となりうることを，我々の視野から外したくない，と考える。

研究第３年次に実施した，課題研究における生徒による「英文アブストラクト作成」実

施後の調査では，約70％の生徒が難しいと感じている一方で，約80％以上の生徒が英語の

重要性を認識し，今後意識的に英語を学習しようと考える傾向が見られた。「難しいから，

いやになる」のではなく「難しいけれども，がんばりたい」というところが重要なポイン

トであり，科学技術の学習を通して，英語が必要となる場面設定を生徒に与えることが，

英語そのものの学習に対する意欲向上にも効果があるものと期待されよう。

「さきがけ教育」については，研究第１年次には，第２学年の「数学さきがけ」では１，

２，３学期の授業試行を開始（１，３学期は数学科教員と科学・技術科教員のティームテ

ィーチング），第３学年の「数学さきがけ」では研究第２年次の授業試行に向けての検討，

第３学年の「物理さきがけ」では教育内容の検討及び内容候補のピックアップ，第３学年

の「３学期さきがけ」では１８科目を開講，「調査・追跡」では教育実習生・本校卒業生・

東京工業大学教員を対象としたアンケート，などを行った。研究第２年次には，第２学年

の「数学さきがけ」では１，２，３学期の授業実践（１学期，３学期に加えて，２学期に

も数学科教員と科学・技術科教員のティームティーチングを追加），第３学年の「数学さき

がけ」では２学期後半の授業試行を開始，第３学年の「物理さきがけ」では内容候補の絞

り込みと教材プリントの作成準備，第３学年の「３学期さきがけ」では必修科目・選択科

目の区別と科目レベルの区別（Ｉ：Intermediateレベル，Ａ：Advancedレベル）を導入し
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て２２科目を開講，「調査・追跡」では教育実習生・本校卒業生対象を対象としたアンケー

ト，などを行った。研究第３年次には，第２学年の「数学さきがけ」では１，２，３学期

の授業実践及び充実（１，２，３学期とも数学科教員と科学・技術科教員のティームティ

ーチング，教育システムの一般化を目指して研究第１・第２年次とは異なる数学科教員も

一部の授業を担当），第３学年の「数学さきがけ」では２学期後半の授業実践，第３学年の

「物理さきがけ」では研究第２年次までに計画した２つの内容（「回転系の力学入門」と「特

殊相対論入門」）による授業試行を開始，第３学年の「３学期さきがけ」では研究第２年次

の実施方法を踏襲する形で２２科目を開講，「調査・追跡」では教育実習生・本校卒業生対

象を対象としたアンケート，などを行った。

第２学年の「数学さきがけ」で実施した生徒用アンケート及び学力調査では，第２学年

１学期事前調査の２年生全員の年度間比較，第２学年２学期事前調査の２年生全員の年度

間比較のいずれにおいても，「ものごとの原理をとことん知りたいと思っていますか」「通

常の学習としては本来学ぶ予定ではないようなことがらまで学びたいと感じていますか」

「未知の値を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていま

すか」の３つの質問項目及び「小テスト」の平均値に年度間（研究第１年次と研究第２年

次，研究第２年次と研究第３年次，研究第１年次と研究第３年次）の有意差は認められず，

第２学年１学期の「数学さきがけ」開始時，第２学年２学期の「数学さきがけ」開始時の

それぞれにおいて，平成17年度２年生，平成18年度２年生，平成19年度２年生は同等であ

ったものと考えられる。また，「数学さきがけ」グループと「数学ⅡＢ演習」グループの比

較が可能な，研究第１年次１・２学期，研究第２年次１・２学期，研究第３年次１・２学

期のすべての事前調査において，これら３つの質問項目及び「小テスト」のいずれにおい

ても，「数学さきがけ」グループの平均値が「数学ⅡＢ演習」グループの平均値を上回り，

かつ，有意差が認められたことから，これら３つの質問項目及び「小テスト」について，

明確に意識が高く，かつ，基礎学力の高い生徒が第２学年１・２学期の「数学さきがけ」

を選択したものと考えられる。さらに，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比

較の結果（平成17年度，平成18年度，平成19年度のいずれにおいても，第２学年１学期の

「学びた前」と「学びた後」の比較，「小テ点前」と「小テ点後」の比較，第２学年２学期

の「小テ点前」と「小テ点後」の比較，第２学年３学期の「小テ点前」と「小テ点後」の

比較において，事前の平均値より事後の平均値の方が高く，かつ，有意差があった）から，

そのような意識の高い生徒に対して行う第２学年１学期の「数学さきがけ」の活動によっ

て，学習意欲がさらに向上するものと考えられ，また，そのような基礎学力の高い生徒に

対して行う第２学年１・２・３学期の「数学さきがけ」の活動によって，さらにそれが向

上するものと考えられる。しかし，第２学年の２・３学期のいずれにおいても，これら３

つの質問項目について，事前・事後に有意差は見られず，「数学さきがけ」の活動をより効

果的に生かそうとするならば，少なくとも「第２学年の１学期まで」と言う早い時期に行

うことが望ましいと考えられる。なお，平成17年度と平成18年度には，「原理知前」と「原

理知後」の比較において，事前の平均値より事後の平均値の方が低く，かつ，有意差があ

ったことから，原理を数学的に明快に教示することが生徒の「知りたい」という気持ちに

水を差すこともあり得る，ということも，留意すべきであろう。

研究第２年次から授業試行を開始した第３学年の「数学さきがけ」（実施時期は２学期）
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で行った生徒用アンケートでは，第３学年（２学期）事前調査の「数学さきがけ」グルー

プの年度間比較において，「「数学の学習」はどの程度必要だと感じるか」「「数学」と「物

理や化学，工業」はどの程度関連性があると感じるか」「未知の値を求めたり事象を解析し

たりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じるか」の３つの質問項目の平均値に年度間

（研究第２年次と研究第３年次）の有意差は認められず，第３学年の「数学さきがけ」開

始時において，平成18年度３年生，平成19年度３年生は同等であったものと考えられる。

また，「数学さきがけ」グループにおける事前・事後の比較の結果（平成18年度，平成19

年度において，事前の平均値は既にかなり高い値であり，事前・事後で有意差があったの

は平成18年度の「関連性前」と「関連性後」の比較のみであった）から，この時期の「数

学さきがけ」の活動で，これら３つの質問項目に対する意識を向上させることは難しく，

高い値の維持だけで精一杯と考えられる。意識より学力に焦点を絞るべきかも知れない。

研究第３年次から授業試行を開始した第３学年の「物理さきがけ」で行った生徒用アン

ケートでは，１・２学期とも概ね同様な傾向が見られた。ます，事前調査の「高校の物理

に興味・関心がありますか」「教科書には載っていない発展的な内容を学習したいと思いま

すか」ともに，「物理さきがけ」グループでは多くの生徒が肯定的意見を持っていた。一方，

「問題演習を中心に取り組むグループ」では，「高校の物理に興味・関心がありますか」に

肯定的に回答する生徒がある程度いるのに対し，「教科書には載っていない発展的な内容を

学習したいと思いますか」はそれほどは多くなかった。「基本事項の定着をはかるグループ」

では，どちらの質問に対しても否定的な意見が比較的多かった。次に，「物理さきがけ」グ

ループについて，授業前後で「高校の物理に興味・関心がありますか」「教科書には載って

いない発展的な内容を学習したいと思いますか」を比較すると，差はほとんど無かった。「物

理さきがけ」の授業により，これらは，あまり変化しなかったものと思われる。さらに，

授業後に尋ねた「今回の授業は大学での学習に役立つと思いますか」では，多くの生徒が

肯定的に答えた。ところが，「今回の授業を理解できたと思いますか。」で「非常に思う」

を回答した生徒はやや少なめであった。今後，「物理さきがけ」の授業内容を工夫すること

により，肯定的意見を増加させたいと考える。

第３学年の「３学期さきがけ」で実施した生徒用アンケートでは，「授業の内容が理解で

きたか」について，東京工業大学の授業を衛星回線を利用して見させる「衛星授業」が研

究第２・３年次に3.0を下回ったことを除けば，研究第１・２・３年次のすべての科目に

おいて3.0以上であり，しかも，理解度全体としても年々高まっている傾向が見られた。

高大接続教育として，決して生徒に負担をかけ過ぎず，着実な教育を目指していることの

表れと考えられよう。

「成果普及促進」については，研究第１年次には，学校視察・学校訪問の受け入れ，各

種大会等の賞・記録の取りまとめ，本校教員の学外での成果発表の記録の取りまとめ，東

京工業大学「ものつくり教育研究支援センター」における本校生徒の課題研究の成果展示

（公開），本校ホームページ（ＳＳＨ専用ページ，ニューズレター）の活用（公開）などを

通して，成果普及に努めた。研究第２年次には，これらを継続的に行いながら，本校教員

の学外からの研究助成についても，記録のとりまとめを追加した。研究第３年次には，そ

れらを継続的に行いながら，１１月には中間報告会を開催し，全国のＳＳＨ校・工業高校

・国立大学附属高校などから多数の先生方にご参加をいただいて，伊賀健一東京工業大学
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学長による基調講演，公開授業，分科会，全体会，展示などを通して研究協議が行われた。

タイ王国カセサート大学附属高校への生徒派遣では，本校生徒が自己紹介及び課題研究を

中心とした本校での取り組みに関するプレゼンテーションを英語で行った。科学系クラブ

の活動として，他のＳＳＨ校（早稲田大学高等学院）との研究交流を開始した。

研究第１年次から研究第３年次までの３年間において，学校視察・学校訪問の受入総数

は４２件（国内から２２件，国外から２０件），本校教員の学外での成果発表総数は１６件

であった。

《「いどむ力」と「わかりあう力」の育成についての評価》

本ＳＳＨ研究開発では，未知な課題へ「いどむ」力－“未知な課題への挑戦力”－，

及び，我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」力－“国内外とのコミュニケーシ

ョン力”－を育成するための，高大接続を活かした科学技術教育システムの研究開発を

目指している。「高大接続を活かして発展的内容を取り入れた科学技術教育を行う」ため

に，新科目「科学技術研究入門」の開発，海外の協力校との連携，東京工業大学留学生

センターとの連携，「課題研究」における国際交流導入のための指導方法の開発，数学・

物理・化学などにおける「さきがけ教育」の指導内容の開発などを，「科学技術研究入門

研究会」「国際性育成研究会」「さきがけ教育研究会」の様々な活動を通して具現化し，

これら２つの力の育成の実現を狙っているわけであるが，５年計画の中で研究第３年次

終了を迎えるに当たり，これらの力がどの程度育成されるようになったかを，現時点に

おいて可能な範囲で検証しておきたい。

まず，これら２つの力の育成を評価するために，現時点としては，これらの力を仮に

次のように定義する（文部科学省が定めた「ＳＳＨ意識調査」の設問項目を参考にした。

右端の括弧内の番号は，研究第２年次，及び，研究第３年次の「ＳＳＨ意識調査」にお

ける，選択肢の番号である）。ただし，社会一般的な「いどむ」力・「わかりあう」力と

いう文脈ではなく，ここでは，もちろん，ＳＳＨ研究開発として目指すべき，科学技術

教育としての「いどむ」力・「わかりあう」力という文脈とする。

－“未知な課題への挑戦力”－

未知な課題へ「いどむ」力

①未知な課題へ「いどむ」ための関心・意欲・態度

○未知な事柄への興味（好奇心） (1)
○理科・数学の理論・原理への興味 (2)
○理科実験への興味 (3)
○観測や観察への興味 (4)
○学んだことを応用することへの興味 (5)
○自分から取り組む姿勢（自主性，やる気，挑戦心） (7)

②未知な課題へ「いどむ」ための思考・判断

○真実を探って明らかにしたい気持ち（探求心） (13)
③未知な課題へ「いどむ」ための技能・表現

○粘り強く取り組む姿勢 (9)
○独自なものを創り出そうとする姿勢（独創性） (10)
○発見する力（問題発見力，気づく力） (11)

④未知な課題へ「いどむ」ための知識・理解

○問題を解決する力 (12)
○考える力（洞察力，発想力，論理力） (14)

の総合的な力（①，②，③，④の重み付けは１：１：１：１とする）
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－“国内外とのコミュニケーション力”－

我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」力

①我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」ための関心・意欲・態度

○周囲と協力して取り組む姿勢（協調性，リーダーシップ） (8)
②我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」ための思考・判断

○社会で科学技術を正しく用いる姿勢 (6)
③我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」ための技能・表現

○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） (15)
④我が国を含めた国際社会の中で「わかりあう」ための知識・理解

○国際性（英語による表現力，国際感覚） (16)

の総合的な力（①，②，③，④の重み付けは１：１：１：１とする）

これらの定義が正当と言えるか否かについても検証が必要であり，研究第４年次以降

に運営指導委員会やＳＳＨ研究開発発表会などで外部評価を受けながら検証した上で，

最終的な定義を確定させたいと考えているが，現時点ではこの定義を仮の定義として，

２つの力の育成を評価することにする。

これらの定義を用いた場合，文部科学省が定めた「ＳＳＨ意識調査」の本校における

実施結果は，次のように分析される。

【ＳＳＨ意識調査による分析】

研究第２年次の「生徒対象：問３」「保護者対象：問５」「教員対象：問６」におけ

る「増した」の割合（「大変増した」「やや増した」の合計の，「大変増した」「やや増

した」「効果がなかった」「分からない」全体に対する割合），及び，研究第３年次の「生

徒対象：問４」「保護者対象：問５」「教員対象：問８」における「増した」の割合（「大

変増した」「やや増した」の合計の，「もともと高かった」を除く「大変増した」「やや

増した」「効果がなかった」「分からない」全体に対する割合）について，２つの力の

それぞれの①，②，③，④の重み付けを１：１：１：１とするために，「いどむ」力の

①では(1),(2),(3),(4),(5),(7)の算術平均を，③では(9),(10),(11)の算術平均を，④

では(12),(14)の算術平均をそれぞれ用い，それ以外ではそのままの値を用いた。さ

らに，「いどむ」力と「わかりあう」力のそれぞれにおいて，①，②，③，④の算術平

均を総合的な指標（割合％）とした。なお，研究第１年次については，質問の尋ね方

も選択肢も，研究第２・第３年次とは異なるため，ここでは用いないことにする。

［研究第２年次の分析結果］（※１，２年生は全員，３年生は「３学期さきがけ」受講者である）
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［研究第３年次の分析結果］（※１，２年生は全員，３年生は「３学期さきがけ」受講者である）

「未知の事柄への興味(好奇心)」が高かったことは，「いどむ力」を意識させること

に効果があったと言える。「理科・数学の理論・原理への興味」が高かったことは，探

求心を誘発することが出来た証であり，「いどむ力」を生徒の目標として意識させるこ

とに成功していると言える。「考える力(洞察力，発想力，論理力)」が高かったことは，

研究に取り組むにあたって必要な手順を意識できるようになったことを意味し，この

力を具体的に表現する必要から「成果を発表し伝える力」を身につけることを，生徒

が意識したことが，アンケート結果からも明らかである。特に，生徒・保護者ともＳ

ＳＨ開発科目が実施される２・３学年に「成果を発表し伝える力」が身についたとす

る回答率が非常に高く，１学年にはその傾向があまり見られないことから，学年によ

るこの違いこそが，ＳＳＨ開発科目の影響を明示している。その反面，国際性につい

ての生徒評価は抽象的な尋ね方であることも影響してか，他の項目に比べるとまだ高

いとは言えず，「わかりあう力」の育成には，来年度以降の，授業科目を通した本格的

な国際交流プログラムの実施が待たれる。

Ⅳ 今後の課題

本校にとって二度目となるＳＳＨ研究開発も研究第３年次の終了時点を迎え，ようやく，

それぞれの活動が具現化するとともに，このＳＳＨ研究開発の全体像が少しずつ見えてき

た。しかし，まだ，「それぞれの活動がほぼ出揃った」と言ったところであり，ゴールまで

の距離は決して短くはない。「百里の道程は九十九里をもって道半ばとせよ」の戒めを忘れ

ずに，残りの２年間を頑張っていきたい。

新科目「科学技術研究入門」については，科目の履修を通した生徒の評価において，科

目の性格上難しい部分が多く，客観的な評価法の確立には，今後も継続的な検討が必要で

ある。また，これまでに得られた評価結果に関しても，今後，着実にデータの蓄積を進め

る必要がある。その上で，授業実践を踏まえて必要と感じる評価項目については，積極的

に調査に加え，出来るだけ多くのデータの蓄積が可能となるよう努めなければならないで

あろう。一方，国際交流に関連した活動に対しては，提携校との相互の既習レベルを充分

調査した上で，テーマを設定する必要があり，授業規模の設定についても充分検討する必

要がある。「異国間の交流」ということを有意義なものに出来るようなテーマ設定と実施方

策を，今後，考えていく必要があるだろう。

タイ王国カセサート大学附属高校との交換留学が実現した「国際性育成」については，

新科目「科学技術研究入門」や「課題研究」との連携により，互いの文化の理解・吸収に

加えて，科学技術に関する情報の交換をスムーズに行える場，機会，環境を整えていくこ
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とが重要な課題である。また，本校生徒・教員を対象とした活動として，「英語で聞く講演

会」等他国の情報を吸収・交換できる場・機会を，今後も，設定していく必要がある。科

学技術に関する事象について英文を読み，解釈するだけではなく，実際に異文化間コミュ

ニケーションを体験することが重要である。文化，発想の異なる者同士がその違いを認め，

より本質的な価値を目指して協力して問題を解決する基盤・態度を育成するために授業・

講演を企画・実施し，併せて，タイ王国カセサート大学附属高校との交流を推進していき

たい。

「さきがけ教育」については，第２学年の「数学さきがけ」では実践事例を積み重ねて

充実・一般化を目指すこと，第３学年の「数学さきがけ」では事前・事後の小テストの導

入が求められる。第３学年の「物理さきがけ」では教材プリントの作成を進めることが必

要であり，第３学年の「３学期さきがけ」では開講科目の精選・授業内容の改善などを引

き続き検討し，生徒の学習意欲を一層高めていく工夫が必要であろう。「調査・追跡」では

「５年間の実施計画」に従って，今後も計画的に継続していくことが求められよう。

「成果普及促進」については，これまでの活動を継続的に行っていくとともに，中間報

告会での反省を生かし，最終年次の発表会の準備を早い段階から開始していきたい。



Ｄ 関係資料

Ⅰ 運営指導委員会の記録

平成１９年度に開催された第１回運営指導委員会，及び，第２回運営指導委員会につい

て記載する。

１ 平成１９年度第１回運営指導委員会

（１）日 時：平成１９年１０月１５日（月）午後３時より午後５時まで

（２）場 所：キャンパス・イノベーションセンター８階８０６会議室

（３）出席者：

① 運営指導委員

太 田 幸 一 委員 富士通エフ・アイ・ピー(株)・会長

武 藤 昭 一 委員 東京電力(株)・開発計画部長

岸 本 喜久雄 委員 東京工業大学・教授

廣 瀬 幸 夫 委員 東京工業大学・教授

広 瀬 茂 久 委員 東京工業大学・教授

牟 田 博 光 委員 東京工業大学・教授

② 本校

校長，副校長，事務長，ＳＳＨ研究開発委員会幹事，各研究会・委員会幹事，

庶務係長，管理係長，教務係長，庶務係主任

（４）内 容：

① 校長挨拶

② 校長より運営指導委員会出席者の紹介及び出席者からの言葉

副校長より本校職員出席者の紹介

③ 各研究の取組状況についての説明・報告

（ⅰ）全体 大森

（ⅱ）各研究会・委員会

（ア）科学技術研究入門研究会 豊前

（イ）国際性育成研究会 井口

（ウ）さきがけ教育研究会 杉原

（エ）成果普及促進委員会 保立

④ 質疑応答，助言，講評

太田委員：東京工業大学以外の大学の推薦入学は増えているのか。

高校側 ：慶応大学２名他，増加傾向にある。

太田委員：他大学の教員からさきがけ教育へのアドバイスをもらうことはできない

のか。

広瀬委員：それは，制度的には難しいことではないであろう。

市村校長：東工大特別選抜では英語と数学が心配である。全体で約７０名が推薦で

大学へ進学している。

岸本委員：「科学技術研究入門」の内容は変えているのか。

高校側 ：研究第１年次にはテキストを開発し，研究第２年次の授業実践はまだ試

行であったため，研究第３年次は実質１年目なので，まだ改良までは進

んでいない。

廣瀬委員：なぜ国際交流はタイなのか。リスクマネージメント（マスコミ対策，保

険など）は，どこまでできているのか。



高校側 ：さまざまな条件を検討・比較して，タイがベストと言うことになった。

東京工業大学国際室の協力を得ながら，慎重に行っている。

牟田委員：「国際性育成」では，それぞれの活動の到達目標となる，本校における国

際性の定義が必要である。それがないと国際性育成の評価が難しい。

廣瀬委員：タイの事前学習はどのように行っているか。また，講演会でどのくらい

わかったのかを調べるのがよい。

高校側 ：生徒対象の事前研修だけでなく，保護者同伴の事前研修も行っている。

牟田委員：国際交流した５人から，他の生徒への波及効果があるのか。

高校側 ：帰国後に集会で全校生徒に報告をさせて，波及をはかった。

武藤委員：他校では国際交流を文化祭で報告していた。「さきがけ教育」で大学の授

業の先取りはそれほど必要ないのではないか。補講ならば「さきがけ」

という言葉を使うべきではない。

高校側 ：補講期間を利用するものもあるが，授業の一部として位置づけている。

太田委員：タイとの国際交流が定期的に行われるようになったら，他の国も考えて

欲しい。学校案内や学校要覧にも書けるように，ＳＳＨの活動を強め，

高めて欲しい。

武藤委員：全体的に，データを集めて，工夫しながら着実に進めている。ＳＳＨの

活動と進学との関係も知りたい。

岸本委員：ＳＳＨの活動の継続に敬意を表する。「いどむ」，「わかりあう」への到達

目標をそろそろ考えて欲しい。個々の科目との関連度の明確化が必要。

「さきがけ教育」は，大学へのつながりばかり重視せず，放っておいて

も生徒がついてくるような授業にすればよい。

廣瀬委員：国際性について，今年１年はずいぶん進んだ。次は何か，焦点を絞って

いく必要があるだろう。国際性の定義は難しい。得られた成果を大切に

して欲しい。

広瀬委員：活動は大変なので，的を絞った方がよい。「科学技術研究入門」ならＫＪ

法について，「さきがけ教育」なら教科書作りなどが今後重要となるだろ

う。教科書などの普及も期待している。

牟田委員：評価は，学力や態度だけではなく，ＳＳＨはどういうインパクトがあっ

たか，あるいは，社会的な影響を与えたか，なども評価になりうる。社

会的な効果も調べると良いだろう。

２ 平成１９年度第２回運営指導委員会

（１）日 時：平成２０年２月２１日（木）午後３時より午後５時まで

（２）場 所：キャンパス・イノベーションセンター８階８０６会議室

（３）出席者：

小 川 浩 平 委員 東京工業大学・教授

太 田 幸 一 委員 富士通エフ・アイ・ピー(株)・会長

武 藤 昭 一 委員 東京電力(株)・開発計画部長

広 瀬 茂 久 委員 東京工業大学・教授

② 本校

副校長，事務長，ＳＳＨ研究開発委員会幹事，各研究会・委員会幹事，

庶務係長，管理係長，教務係長，庶務係主任

（４）内 容：

① 副校長挨拶

② 副校長より本校職員出席者の紹介



③ 各研究の取組状況についての説明・報告

（ⅰ）全体 多胡

（ⅱ）各研究会・委員会

（ア）科学技術研究入門研究会 豊前

（イ）国際性育成研究会 井口

（ウ）さきがけ教育研究会 杉原

（エ）成果普及促進委員会 保立

④ 質疑応答，助言，講評

小川委員：「いどむ力」と「わかりあう力」に対して，何ができたのか，最後にきち

んとまとめておくとよい。「科学技術研究入門」のアンケートは，取り方

を工夫した方がよい。“国際性”と“国際化”とでは趣が違うので，「国

際性育成」の定義をきちんとしておく必要がある。東工大の目指す“国

際化”と本校の“国際性”のすり合わせが必要ではないかと思う。東工

大における“国際化”が目指すことは，外国の留学生の方が東工大でイ

ーブンになるシチュエーションをつくることであり，留学生は東工大で

成果をあげた後，通過して外へ出てもよいと考えている。国際交流の相

手はタイだけでよいだろうか。欧米の高校も対象にすべきではないだろ

うか。

広瀬委員：京都の堀川高校が奇跡と呼ばれたのはなぜか。取組をもう少し知りたい。

本校側 ：昨年の発表会を視察した。奇跡と呼ばれたのは（教育活動だけでなく）

進学率アップによる部分も大きいが，２年次の探究科は注目すべき活動

である。

太田委員：（昨年１１月に行われた本校のＳＳＨ中間報告会で）展示会場を見て，以

前よりもレベルが上がり，洗練されたと感じた。あそこまでできる生徒

達の「さきがけ教育」に対する要求は，高いこともあるのではないか。

本校側 ：教育実践を行っていて，工学的な部分は非常に洗練されるという実感を

強く持っているが，理学的な部分では必ずしもそうではないと感じるこ

とがある。例えば，３年の「３学期さきがけ」の数学系の講座などでは，

生徒達はこなすのが精一杯であり，もっとレベルを高めて欲しいという

要求は，今のところ，聞こえて来ない。

太田委員：「国際性育成」とは，違う見方があることを学ぶこと，感性を学ぶことで

ある。東南アジアにおける各国の位置づけを理解し，次の交流国も検討

していくべきではないだろうか。

武藤委員：何ができて何ができなかったかがわからないので，より明確に書いて欲

しい。アピールすべきところはアピールした方がよい。あと２年だが，

大きな課題として何が残っているのかがわからない。

小川委員：大学の教員が数学などを研究の内容に関連して教えるべきではないか。

本校側 ：本校では「先端科学技術入門」という科目において実践している。

小川委員：盛りだくさんでなく，数学，物理，化学の必要性を体感できるようにさ

せるのがよい。

広瀬委員：教員がＳＳＨを効果があると思って行っているかが大事であり，義務的

に行っているようではいけない。大学でも特色ＧＰやＣＯＥなど，取り

組むレベルがいろいろあり，学内において競争原理も取り入れている。

小川委員：報告書を毎年一から書くのは労力も多いので，フォーマットを決めて，

それに埋め込むような形の工夫も必要ではないだろうか。

広瀬委員：東工大のホームページや「クロニクル」での情報発信も活用してどうか。

太田委員：高大連携を地域の活性化にもつなげられるとよい。



Ⅱ 連絡協議会等の記録

１ 平成１９年度スーパーサイエンスハイスクール情報交換会

（１）日 時：平成２０年１月１２日（土）午前９時３０分～午後４時３０分まで

（２）場 所：東京国際フォーラム ホールＣ，ガラス棟４Ｆ，６Ｆ

（３）出席者：門馬・多胡（いずれもＳＳＨ研究開発委員会幹事）

（４）内 容：

午前中の全体会の１番目に，本校の門馬教諭が「学校設定科目のテキスト作成と利

用について」というタイトルで，教材開発に関する実践報告を行った。午後の分科会

では，門馬教諭は第１分科会「学校設定科目，教材・カリキュラム開発，評価」，多胡

教諭は第４分科会「課題研究Ⅱ」に，それぞれ参加して，他のＳＳＨ校の教員と情報

交換を行った。

（５）備 考：

午後４時３０分～午後５時３０分には，スーパーサイエンスハイスクールＳＳＨ事

業説明会も行われ，事務部本多管理係長も参加した。

Ⅲ ＳＳＨ関連の出張の記録

平成１９年度におけるＳＳＨ関連の出張について記載する。（タイ国カセサート大学附属

高校への生徒引率については，実施報告書本文の「国際性育成研究会の活動報告」を参照）

１ 京都市立堀川高等学校（ＳＳＨ校）：

（１）日 程：平成１９年９月１４日（金）～１５日（土）

（２）出張者：保立（成果普及促進委員会幹事）

（３）場 所：京都市立堀川高等学校

（４）内 容：「探求基礎研究発表会」

（５）本校の活動への影響

生徒の発表内容，教員の指導姿勢，運営方法など，大変充実した発表会であり，

本校におけるＳＳＨ中間報告会（平成１９年１１月２２日実施）に向けた企画・

立案・運営などに，大変参考になった。

Ⅳ 報道機関による取材・報道の記録

１ チルドレンズ・エクスプレス

（１）取材日：平成２０年１月１６日（水）午後６時～午後７時

（２）場 所：本校

（３）対応者：門馬・多胡（いずれもＳＳＨ研究開発委員会幹事）

（４）内 容：

子どもたちの声をＷｅｂサイト（ホームページ）を通じて社会に発信している「チ

ルドレンズ・エクスプレス」から３人の高校生記者が本校へ取材に訪れ，社会的な問

題となっている「理系離れ」に立ち向かうためのジャーナリズム活動を行うために，

ＳＳＨの様々な取り組みについて取材を行った。

（５）備 考：

取材の結果は，平成２０年２月２１日付で報道された。

（参照 http://www.cenews-japan.org/news/education/080220_rikei.html）



Ⅴ 平成１９年度教育課程表

平成１７年度・１８年度・１９年度入学生教育課程履修科目平成１７年度・１８年度・１９年度入学生教育課程履修科目平成１７年度・１８年度・１９年度入学生教育課程履修科目平成１７年度・１８年度・１９年度入学生教育課程履修科目

必 修 選 択

教科 科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由

国 語 表 現 Ⅰ

国 語 表 現 Ⅱ

国語 国 語 総 合 ４ ４ 0,2,4
現 代 文 ２ １ ３

古 典 講 読 ２

世 界 史 Ａ ２ ２

地理 日 本 史 Ａ ２ ２

日 本 史 Ｂ ２ 0,2,4
歴史

世 界 史 Ｂ

地 理 Ａ

公民 現 代 社 会 ２ １ ３ 0,2,4
数 学 Ⅰ ３ ３

数 学 Ａ １ １

数 学 Ⅱ ４ ４

数学 0,2,4
数 学 Ｂ ２ ２

数 学 Ⅲ ３

数 学 Ｃ

理 科 総 合 Ａ ２ ２

理 科 総 合 Ｂ

物 理 Ⅰ １ ２ ３

物 理 Ⅱ ３

理科 0,2,4
化 学 Ⅰ １ ２ ３

化 学 Ⅱ ３

生 物 Ⅰ

地 学 Ⅰ

保健 体 育 ３ ２ ２ ７

体育 保 健 １ １ ２

音 楽 Ⅰ

芸術 美 術 Ⅰ ２ ２

書 道 Ⅰ

英 語 Ⅰ ４ ４

外

英 語 Ⅱ ４ ４

国 0,2,4
ﾘ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ２ ２ ２

語

ﾗ ｲ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ２ ２

家庭 家 庭 基 礎 ２ ２

小 計 ２３ ２１ １３ ５７ 3,6 0,2,4
科 学 技 術 基 礎 ３ ３

数 理 基 礎 ２ ２

工 人 と 技 術 １ １

情 報 技 術 基 礎 ２ ２

科 学 技 術 ２ ２

科学技術研究入門 ２ ２科学技術研究入門 ２ ２科学技術研究入門 ２ ２科学技術研究入門 ２ ２ ←←←← 新科目新科目新科目新科目

業 先端科学技術入門 １ １

課 題 研 究 ４ ４

各 分 野 科 目 ※ ５ ４ ９ 3,0 0,2,4
小 計 ８ １０ ８ ２６ 3,0 0,2,4

ホームルーム活動 １ １ １ ３

合 計 ３２ ３２ ２２ ８６ ６ 0,2,4
卒業時単位数 ９２，９４，９６



前ページの表で「※」部分の詳細は，下の表のようになる。

材料科学・環境科学・バイオ技術分野の科目

必 修 選 択

科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由

工 業 物 理 化 学 １ ２ ３

有 機 工 業 化 学 ２ ２ ４

地 球 環 境 化 学 ２ ２ 0,2,4
工 業 技 術 英 語 １

生 物 工 学 ２

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

情報・コンピュータサイエンス分野の科目

必 修 選 択

科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由

ハードウェア技術 ３ １ ４ １

ソフトウェア技術 ２ ２ ２

プログラミング技術 ２ １ ３ 0,2,4

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

システムデザイン・ロボット分野の科目

必 修 選 択

科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由

実 習 ３ ３ ２

製 図 ２ ２

機 械 設 計 ２ ２ 0,2,4
機 械 工 作 ２ ２

自 動 車 工 学 １

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

エレクトロニクス・エネルギー・通信分野の科目

必 修 選 択

科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由

電 気 基 礎 ４ ２ ６

電 子 技 術 １ １

実 習 ２ ２ 0,2,4
電 子 計 測 制 御 ２

電 気 機 器 １

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

立体造形・ディジタルデザイン分野の科目

必 修 選 択

科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由

実 習 ３

製 図 ２ ２ ４

建 築 構 造 １ １ ２ 0,2,4
建 築 構 造 設 計 １ １

建 築 計 画 １ １ ２

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

類型選択（６単位）の４コース

教科 専 数 理 科 国 地理 英

コース 門 学 物理 化学 語 歴史 語

専門系 ａ ３ ３

理科系 ｂ ３ ３

理科系 ｃ ３ ３

文科系 ｄ ２ ２ ２



平成１９年度に在籍する各学年生徒に予定される教育課程表平成１９年度に在籍する各学年生徒に予定される教育課程表平成１９年度に在籍する各学年生徒に予定される教育課程表平成１９年度に在籍する各学年生徒に予定される教育課程表

平成19 平成18 平成17年入学３年生
教科 科 目 年入学 年入学 類型 自由

必修

１年生 ２年生 選択 選択

国 語 表 現 Ⅰ

国 語 表 現 Ⅱ

国語 国 語 総 合 ４ 0,2,4
現 代 文 ２ １

古 典 講 読 ２

世 界 史 Ａ ２

地理 日 本 史 Ａ ２

日 本 史 Ｂ ２ 0,2,4
歴史

世 界 史 Ｂ

地 理 Ａ

公民 現 代 社 会 ２ １ 0,2,4
数 学 Ⅰ ３

数 学 Ａ １

数 学 Ⅱ ４

数学 0,2,4
数 学 Ｂ ２

数 学 Ⅲ ３

数 学 Ｃ

理 科 総 合 Ａ ２

理 科 総 合 Ｂ

物 理 Ⅰ １ ２

物 理 Ⅱ ３

理科 0,2,4
化 学 Ⅰ １ ２

化 学 Ⅱ ３

生 物 Ⅰ

地 学 Ⅰ

保健 体 育 ３ ２ ２

体育 保 健 １ １

音 楽 Ⅰ

芸術 美 術 Ⅰ ２

書 道 Ⅰ

英 語 Ⅰ ４

外

英 語 Ⅱ ４

国 0,2,4
ﾘ ｰ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ２ ２

語

ﾗ ｲ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ２

家庭 家 庭 基 礎 ２

小 計 ２３ ２１ １３ 3,6 0,2,4
科 学 技 術 基 礎 ３

数 理 基 礎 ２

工 人 と 技 術 １

情 報 技 術 基 礎 ２

科 学 技 術 ２

科学技術研究入門 ２科学技術研究入門 ２科学技術研究入門 ２科学技術研究入門 ２ ←←←← 新科目新科目新科目新科目

業 先端科学技術入門 １

課 題 研 究 ４

各 分 野 科 目 ※ ５ ４ 3,0 0,2,4
小 計 ８ １０ ８ 3,0 0,2,4

ホームルーム活動 １ １ １

合 計 ３２ ３２ ２２ ６ 0,2,4
・「※」部分の詳細は，前ページ，及び，前々ページの表を参照。



Ⅵ 科学技術研究入門研究会で用いた調査用紙

附録１；応用化学分野 事前・事後調査用紙

附録３；機械システム分野 事前・事後調査用紙



附録２；情報システム分野 事前・事後調査用紙



附録４；電気電子分野 事前・事後調査用紙

附録５；立体造形分野 事前・事後調査用紙



附録６；課題研究事後アンケート 附録７；課題研究事後アンケート

（分野共通項目） （応用化学分野独自）

附録８；課題研究事後アンケート 附録９；課題研究事後アンケート

（情報システム分野独自） （機械システム分野独自）



附録１０；課題研究事後アンケート 附録１１；課題研究事後アンケート

（電気電子分野独自） （立体造形分野独自）



Ⅶ 国際性育成研究会の関係資料

１ カセサート大学附属高等学校との交換留学

（１）派遣生徒への課題：日本語及び英語による作文

ⅰ）第３学年Ａ君：「交換留学」

今回の交換留学は，私にとって初めて一人での海外だった。タイは何度か家族の旅行で訪れたこと

はある。が，いつも観光地ばかりだったので，ホームステイ，カセサート大学附属高校での授業参加，

大学見学など，“普通のタイ”を見ることができる良い機会となった。

タイに滞在して，最も強い印象を受けたことは，タイの人は皆とても礼儀正しく，親切だというこ

とだ。タイの人々は人に会うと，必ず挨拶をしていた。先生や親に対してはもちろん，すれ違った人

にも，きちんと手を合わせて，丁寧にお辞儀しながら挨拶をしているのには驚いた。また，近くに困

っている人がいると，それがたとえ初対面の人であっても助けていた。そんな光景を目の当たりにし

たとき，タイの人々の優しさを強く感じた。

ホームステイをさせてもらうことで，タイの人々の日常生活に少し触れることができた。タイの家

族はとても仲が良かった。みんなで一緒にご飯を食べる，両親も一緒に子どもの宿題を考えるなど，

家族で一緒にいる時間をとても大切にしているように思え，家庭の温かさを感じることができた。子

供たちの家での生活は，習い事をしたり，テレビを見たり，携帯電話で友達と話すなど，日本の子ど

も達と大差はなかった。バンコクではどこに行くにしても，車が第一の交通手段であるため，学校，

塾，習い事に行くときには親が送り迎えをする。毎回送り迎えをするのはとても大変だとホストペア

レンツは言っていたが，いい大学に行くために塾に行っている子は多いようだった。

カセサート大学附属高校では多くの生徒と関わりあうことができた。タイの生徒は積極的で人懐っ

こいという印象を受けた。たくさんの生徒が英語で一生懸命話しかけてくれ，いろいろなことを話す

ことができた。参加した「英語」の授業は，ネイティブの先生による，すべて英語の授業であるとい

うことには驚いた。が，生徒の積極的な授業参加，英語を学ぼうとする姿勢には非常に感心させられ

た。また限られた生徒だけでなく，すれ違った生徒までもが声をかけてくれたので，学校での一日を

すごく楽しく過ごすことができた。

今回の交換留学では普段知ることのできないことを多くのことを吸収し，とても良い経験となった。

ただ，滞在できる日数が短かったのが少し残念だった。もっとタイの人たちと関わる時間が長くほし

かった。また，学校で受けたのは英語の授業だけだったが，普通の授業にも参加してみたいと思った。

私は日本だけでなく，世界の国々にとても興味がある。国が異なれば，それぞれの国の個性がある

と思う。その文化の違いを知ることはとても面白そうだ。今回の交換留学では，少しではあるが，日

本とタイの違いを知ることができた。観光旅行では見ることのできない部分を見ることができて，本

当に興味深かった。今回のような経験を通して，広い世界観を持つことができればと思う。

Through my home-staying in Thailand, the thing most impressed me was the Thai’s way of

living at home, especially a high school student’s life after school. My host-sister’s life was a

little different from mine, that of a typical Japanese high school student. When my host-sister’s

classes end, her parent certainly picks her up home. Thai go everywhere by car. They seldom

take trains like Japanese people. Therefore at the going-home time there is a heavy traffic jam

around schools. Soon after she arrives at her house, she goes out for her lessons; piano, dancing

or cram school. Actually I had no chance to go there with her, but she told me about the cram

school in Thai. It did not sound the one I was familiar with in Japan. She doesn’t go to a kind

of school, but a teacher’s own house, and there she is taught not all the subjects, but just one

subject. Of course her parent drives her to and from the cram school. My host parents told me

that driving her all the way was very tough for them now, but it would end when she entered

university. When she comes back at 8 o’clock at night, all the family members start their

dinner. Chatting about their days, they enjoy having dinner together. After the dinner, the

children, my host-sister and brother bring their homework to the living room, and they begin

doing it together with their parents. I was so surprised with this scene, because in Japan we,

high school students are expected to study in our own room, and never do our homework with

the family members. After they finish doing their homework, they relax and enjoy talking with

their friends on their own cellular phone. I got a kind of impression that Thai children spent

most of their time with talking their friend on the phone, not talking face to face. They told me



because talking on the phone takes less time than writing a text mail or an e-mail. I learned

that Thai people loved talking on the phone. Most of time, however, Thai spend their private

time with family members, and then I felt their strong bond of a family.

At school Thai students were very friendly to us. They greeted us in a natural way. Many of

them who were good at English spoke to us soon after our introduction. Not all the students

could speak English well, but they were doing their utmost effort to communicate with us. So

we could talk about many things. Finally I thought even we were living in different countries,

we were doing and thinking similarly as high school students. We spent our days chatting with

a friend, talking on the cell phone, and playing. A big difference I found between us was in the

class we joined. We joined the English class, and there I saw the Thai students participated in

the class, and make remarks aggressively. We, Japanese student don’t take part in the English

class; rather they don’t like to speak in the class. And then I really understand why most of the

students could speak English fluently. To learn a language it is important to use it as much as

we can.

To improve this program, I thought several things. I hope we could stay longer in Thailand if

possible. I felt 4 days were too short. We had very nice days there but I want to stay longer

and know much more about Thailand. Also I wanted to join classes like math, science and

others. I wanted to spend one whole day in school with Thai students.

ⅱ）第３学年Ｂ君：「タイでの研修」

今回の研修は短いため，1日 1日が貴重に思えた。まして旅行ではなく Study tripなんてこれから

先，同じことはないとわかっていたので，なるべく多くのことを吸収しようと思った。

自分の好奇心は出発前の空港ですでに高まっていた。そこでは外国語が聞こえるようになり，気持

ちもだんだん日本から離れていくようになった。しかし気持が先走りすぎて，自分が国外にいると自

覚したのは，空港から降りて車に乗ってからだった。その時，自分の目に映る全てが新しいと言って

も過言ではないくらい新鮮に感じられた。どこも黄色で飾られたことや街が日本と比べて開放感があ

ることなどが印象的だったが，何といっても国王の写真の多さに驚いた。車の中では一生懸命ペンを

はしらせて見たこと聞いたことを書きとった。おかげで帰る頃にはメモ帳一冊使い切った。

学校に着いたときにはすでに夕方だったのですぐにホームステイ先へ行った。自分は人の家に泊ま

るのは慣れているので初日にかかわらず，すんなり仲良くなれた。

自分のホストファミリーは始めから自分に優しくしてくれた。来たばかりなので，タイについてい

ろいろ教えてくれたし，何かについては話してくれた。おかげで車の中では暇をすることはなかった。

初日の夜，夕食ができるまで，ホストマザーはタイのフルーツを全部用意してくれたことには本当に

驚いた。タイでは果物がとてもおいしいので食べたいだろうと思ったその気遣いに感動した。

国外へ何度も行ったことのある自分にとっても今回の研修では人以上に新鮮さを感じ，驚いたり感

動したりした。

タイへ行ったことによって文化の交流はもちろん，他の所へ行ってそこで現地の家庭で生活をし，

現地の学校で皆と学ぶことでよい体験をしたし，より社交的になれた。

日本とタイはずいぶん前から友好関係にあり，同じアジアということで自分がタイという国のこと

をよくわかっていると思っていた。しかし，実際に行ってから見聞きしたことは，前に考えていたこ

ととは違ったことばかりだった。中で最も印象的だったのは，タイ人がとても礼儀正しく，道理をわ

きまえ，他人にやさしい心を持っていることだ。私が町で知らない人に話しかけてもちゃんと聞いて

くれるし，丁寧に答えてくれた。学校などで，誰もが挨拶をしてくれることにも感動した。それらの

ことはこれから国際社会で活躍する機会が多くなった今の社会でとても必要とされることだと思う。

だから自分もその精神を是非タイ人から学びたいとこの研修で強く感じた。

このように，少ない日数にもかかわらずこれだけ多くのことを学べたことはこの研修がいかに有意

義だったかがわかる。これをした人だけでなく，その人たちから話を聞いた人たちも，より国際的な

人になれると思っている。

This five-day trip came to be one of the biggest events in my life. I was sure I found some

fulfillment on my own in those five days. Since I knew this trip had only five days, I felt every

moment in Thailand became precious for me. In addition, I knew the study trip like this would

not happen to me again, so I felt even more precious.

For me, the study trip had already started when I left my house. I was so excited on my way to



the airport, imagining what this trip would be. My mind was already miles away, so it was

when I got into the bus at the airport in Thai to Kasetsert that I realized I was in the foreign

country.

It is not too much to say everything I saw in Thai was new to me. The city had the more open

view compared to that of a city in Japan and everything there was colored in yellow. I was

surprised at the amount of pictures of King displayed in the city. Also, I knew vehicles drive on

the left side of the street in Thailand. I tried to note everything I saw, heard and felt.

Consequently I finished using my notes when I arrived at Kasetsert University Laboratory

School.

It was late in the evening when we arrived at the school. So I simply introduced myself to my

host family and then went to their house. Actually, as I believed I was pretty sociable and able

to handle any foreign things, I did not have any problem with my host family.

My host families were really kind to me from beginning to the end of my staying. They knew

I was tired and nervous when I came to their home, so the host mother first served me a lot

fruits to make me comfortable. I was impressed with the amount and variety of those fruits.

Mother taught me each fruit name and how to eat it. I ate many kinds of fruits that I have

never had in my life and of course those all tasted delicious. Now I think they prepared those

fruits especially for me and wanted me to enjoy, because Thai fruits were very good. Besides

they knew I cannot have those in Japan. That made me even more impressive. My host family

talked with me a lot and I learned a lot about Thailand. I really thank Khemtong family for

everything done for me. Thanks to them I had a very nice time and never had spent time alone

while I was in Thailand.

Through this study trip to Thailand, I surely did a cultural exchange. By staying with a local

family and studying in a local school with its students, I gained a lot of valuable experience.

Therefore, I felt I became more sociable and open minded than before.

Since Japan and Thailand are friendly nations each other from the old age, and on the same

continent - Asia, I thought I know about Thailand including its geography, culture, and people.

However, after this trip, I noticed those knowledge I knew about Thailand was just a tiny piece

of whole. Thailand had much more to know. For instance, I was impressed that every Thai is

polite, and has good sense of morals, and has warm heart. The fact that the other students of

your school came to Thailand with me also had the same impression can tell that their customs

are rare and respectable for us. When I walked around in the city and wanted to go to a mall, I

asked a person walks next to me. When I talk to her, she listened to me carefully and told me

the way kindly with slow English. It is also impressive to see at school and other public

institutions that Thai never forget greeting. I believe these customs are valuable for the society

which we have more and more chance to act internationally. I’m sure Thai would be a model of

morality for the other nations. Perhaps, the biggest thing I learned and wanted to learn through

this trip is their morality.

As mentioned above, even a short trip could provide me with quite a few experiences made me

think about myself for further improvement. Meeting foreign cultures gives us intellectual

properties which we would never learn staying in our own country.

For these reasons, I definitely hope this program will be continued. I feel that students who

had this program had broadened their view for the international society greatly. Not only

students who actually did, but also people who had heard stories from them could improve as

well. I wish this good relation will spread like a ripple. I believe this program contributes to

improve international relationships.

ⅲ）第２学年Ｃ君：「タイ研修」

私は今回タイに行くまでは海外での経験は全くありませんでした。普段は，宿題に追われていたり

部活動に精を出していたりの毎日なので，海の外に縁がないどころか，日本国内でさえあまり遠くへ

行く機会がありません。そんな私には何を隠そう，英語で話しをする自信が全くなかったのです。私

のホームステイの決意を支えていたものは，タイに行ってタイの様子を見て回ったり，タイの人たち

と話してみたりしたいという気持ちだったのです。しかしホームステイ先も Satit Kasetに通う Pun



の家に決まり，いざ行くとなると英語で話すことが段々と不安になってきました。

まずタイで印象的だったことは，想像以上に，タイと日本の関係の深さが，そこかしこに現れてい

たことです。車や電化製品のメーカーは日本の企業が多く，日本の 100 円ショップがデパートにあっ

たり，日本食が売られていたりと，日本のものがいろいろなところにありました。Satit Kasetでは日

本語の授業を受けている生徒もいましたし，Somsak 先生や Pun のお父さんは日本語をスラスラと話

していました。歴史的や経済的な背景があるせいなのでしょうか。タイと日本は，私が思っていたよ

りはるかに近い関係にあったということを実感しました。

初めて日本を離れた私は，タイでは多少萎縮してしまっていたのか，タイの空気は日本のそれとは

全く違うものだったように感じました。そんな私をホストファミリーである Punの家族や Satit Kaset

の人たちはとても温かく迎えてくれました。当たり前のことかもしれませんが，違う場所で暮らして

いても，人と人とのつながりは結局日本の普段と同じものでした。タイの人たちは，とても親切で私

に気を遣ってくれていたので，多少言葉がなくともお互いにある程度何をしたいかぐらいのことは通

じました。冗談を言ったり一緒に食事をしたりすればお互いに楽しくなります。しかし，伝えたいこ

とがあるのに，その言葉が浮かばない，相手が何か，私に伝えようとしているのに，何を言っている

のか分からない，そんな状況も多くあって，私はそれをとても悔しく思いました。一緒に行った他の

東工大附属生のメンバーはすごくゆったりとタイの生徒達と話していたので，今まで，あまり思わな

かったのに，英語を話せればいいのに，と強く感じました。私だって普段はもちろん，学校で英語の

勉強をしていますが，会話をする機会はありません。ある程度の思い切りは必要なのでしょうが，や

はり急に会話できるようになるものでもないと思います。私はタイへ行ってきて，行動してみなけれ

ば出来るようにならないということを思い知りました。そういう意味で今回タイに行けた事は自分に

とって大きかったと思います。英語で困ったのは確かですが，少しの間，私はタイで生活して，タイ

の街や店の様子，食べ物，学校，慣習などを実際に身体で感じたりタイの人たちに教わったりしてき

たわけですから，その経験を出来たこと自体，自信になりました。

東工大附属高校で新しい試みとしてこの計画を実行して，その代表として私はタイのカセサートに

行かせてもらったわけですが，私個人にとっては今回の経験は先に述べたとおりとても大きなものに

なり，行ってみて良かったと思っています。しかし学校の取り組みとしてどうだったかというと，正

直に言って私には良く分かりません。経験を学校に持ち帰ってきてしっかりと全校生徒にフィードバ

ック出来たかというと，あまり出来ていないし，殆どの生徒がカセサートと交流したという自覚さえ

ないと思います。東工大附属高校としての初めての国際交流を成し遂げることが出来たわけですから，

この，国際交流を始めた，ということこそがとても重大で大変な第一歩だったと思います。この計画

を今後さらに継続して行っていくことで，学校全体として盛り上がって国際交流をガンガンしていけ

れば，学校の活動の場が広がるし，生徒たちは，英語の必要性を実感でき，世界に出て通用するよう

な方向に向かっていけます。この計画はそういう可能性を秘めていると思うので，是非継続的な計画

として行っていくことを望みます。

I had had no experience of going abroad before I went to Thailand. So, I was nervous about

communicating with people in English there. Until I left for Thailand, I wanted to leave as soon

as possible because I was so interested in Thailand and Thai people. But the problem was

English.

Arriving in Thailand, I found that I should not worry about my English. My host family, and

the students and teachers in Satit Kaset accepted me very warmly. Finally, I noticed that

wherever I was, communication between a person and a person was the same. Because Thai

people took care of me kindly, we could communicate each other without speaking many words,

and also talking jokes and having meals together made us happier. However, there were a lot of

situations in which I was not able to tell things to someone, and to understand what they wanted

to tell me. I wasn’t able to understand a thing which someone wanted to tell me. I deeply

regretted it. Other students from Tokyo Tech high school enjoyed talking with Thai students in

relaxed manners. Seeing them, I really wanted to speak English like them strongly.

Now, I don’t need to speak and listen English in my daily life in Japan. But I know what

convenient tool English for communication was, and which is what I learned through the study

tour to Thailand.

The other thing impressed me was the amicable relationship between Thailand and Japan.

For example, I saw a lot of cars, electrical appliances, some stores and some food from Japan. I

found Thailand and Japan were closer than I had thought.



For me, this experience in Thailand was precious. However, this new school project has not

given to many of Tokyo Tech high school. We should feedback our experience to other students

in our school. Also it was very important that our school began international exchange with a

school in Thailand. So, I hope this project will be continued for a long time.

ⅳ）第２学年Ｄ君：「タイ国際交流」

僕は，今回の国際交流で引率の先生方と派遣生徒五名の一人として初めてタイへ行きました。タイ

では，出発以前から不安だった現地の生水，治安の問題などは一切なく，とても楽しく過ごすことが

できました。

ホームステイ先では，なるべく自分から話しかけるように心掛けました。タイへ行く前より自分が

積極的になったと感じます。食事のマナー，挨拶などの異文化を体験してきました。

僕たちが訪問したカセサート大学附属高校では，英語で自己紹介をしました。自分の英語力が不足

していると思いしらされました。

ほぼ全員タイ語，英語，日本語の三ヶ国語を話せ，語学教育への関心の高さを感じました。高校で

は日本語の授業があり，日本人の先生が授業をしていました。僕のホストブラザーは十二月に日本語

の試験があるので漢字を百五十字覚えなければいけないそうです。

カセサート大学は，農業工業系なので理系の生徒が多いのかと思いましたが，言語に優れているな

ど，文理両道の生徒が多いと感じました。

ロボコンを見に行った際に，どのチームにも同じ国の人はおらず，意見を言うのも何をするにも英

語でロボットを一緒に作っていくのは大変だと思いました。また，どのチームにも一発勝利を狙った

ロボットを設計したり，相手のロボットの妨害に専念する設計など，各チームの戦法にあったロボッ

トを見るのはかなり興奮しました。ロボコンの本戦も見てみたいと思いました。

僕は今回タイで学んだ文化また，経験を大切にし，将来の職業を選ぶ時や，生きていく上で活用し

て行きたいと思います。

What I learned from Thai people

Through this study tour, one of the things I learned is to be polite and well-mannered is very

important. Thai people are very courteous to people. They always behave correctly. For

example, they are always greeting to other people with joining their palms hands together.

Especially they are extremely polite to Buddhist priests. People are giving their seats for them.

People can’t speak to them and can’t take a picture with them. Also people don’t get on some

vehicles ahead of them. At first I thought Thai manners were very severe. But now I think

that it is natural in Buddhism. Japan has many Buddhists but they might forget real heart of

Buddhism. I think now Japanese need some kind of basic idea to behave, because even I found a

big difference between Thai’s manners and Japanese ones. In Thailand according to their idea,

we can’t touch somebody's head because god inhabits on your head. Besides as our feet are

unclean than our hands, we can’t move things with my feet and stride other people’s feet. We

can’t point you and article with your left hand because it means an insult. I want to talk about

the good manners of Thais to Japanese friends. Because I thought that Thai people were much

polite than Japanese people and I want Japanese to learn from Thais.

The second thing I leaned through this study tour is when I am in a foreign country, I myself

should speak to people. Before the Thai tour I was so shy that I could not speak to the person I

met. But as long as I was in Japan, I could keep quiet. The person I was meeting spoke to me

at first. What I only did was to wait and answer him. However when I was meeting the person

who spoke different language, the thing was different from the way I did in Japan. While I was

staying in Thai, I was the first to talk to my host family and my friends. I remembered my first

overseas trip to Australia when I was twelve years old. In Australia their native language was

English, and I was not a native speaker. In such a case, I, myself needed to be close to them.

But in Thailand English was not a native language for both of us, Thai and Japanese, though

English was our only language to communicate with. Compared to the staying in Australia, I

found that when we communicated using the language which was not mother tongue for each of

us, it was necessary to speak it thinking of the partner each other. When I find difference of

our English fluency, I needed to choose the vocabulary, and to simplify the sentence structure.

If the partner finds it in my English, he must do the same thing for me. I found Thai English



had a unique accent and there were many people who spoke very fast English. I tried to

communicate naturally with Thai people. I was able to make a lot of Thai friends in this way. I

am not shy anymore. This change of me may be one of crops of this dispatching. Also I did not

want to introduce myself in English before going to Thailand. If somebody translated for me, I

thought that I was fine. However, communicating with the Thai students, in many cases I

needed to introduce myself in English. Besides talking with the person let me know how much I

could speak English. I could try my English knowledge, and also I could find my careless part of

my English. In Japan I seldom have had such a chance. So I did not notice those things. My

weak part of English taught me I had to study English much more. As a result of my positive

attitude, I made many Thai friends. Now sometimes we are exchanging e-mails. I found that

my English ability shows some improvement by writing an e-mail. I think that I grew up in the

aspect of using English aggressiveness.

Thailand was a very good country whose people were gentle and polite. They accepted us with

a warm feeling. I hope that this study tour should be continued next year, too. This is because

for younger students, it must be a good opportunity to be involved with warmth of people in

Thailand. Besides I want them to learn not only science and technology but history of a country

except Japan. I believe that a high school should have globalized idea. My viewpoint has

changed after visiting Thailand. Now I want to go to a foreign country to study for a long time.

I thank all the teachers who were engaged in this dispatching both at Kasetsart and at our

school. Thank you so much.

ⅴ）第３学年Ｅ君：「徳は孤ならず，かならず隣あり」

私にとって海外に行くことは初めてに等しかったので，いきなり，英語で生活することにものすご

く不安があった。そのため，苦手な英語に多くの勉強時間を費やした。

飛行機に乗って約６時間，思ったより暑くないタイに着いた。バスに小一時間乗ってバンコク市内

に着くと，まずはカセサート大学附属高校に行き，ホストファミリーと対面した。そこからは，いき

なりインターナショナルな生活が始まった。ホストファミリーとは事前にメールのやり取りをしてい

たため，どんな家族かは知っていた。が，短い期間ではあるが，やはり共に生活することへの不安は

大きかった。

滞在した家は，郊外の高級住宅街の一画にあり，とても大きな 2 階建の家だった。家族は，家具メ

ーカーに勤務している父，海外留学をプログラムしている会社の社長の母，17 歳のゲームの好きな男

の子と，2 つ年下の妹の 4 人。さらに，お手伝いのおばあちゃんが一人，彼女は家事全般を扱う。家

族からは，数日という短い期間の交流だったが，大きな良い影響を受けることができたのは間違いな

い。

特筆すべきは，タイの人々が私に与えてくれる印象に嫌なものは一つもなかったという点である。

そして，礼儀正しく笑顔で積極的に迎え入れてくれた。日本にはない人懐っこさというか，タイ特有

の明るさが私たちをリラックスさせ，緊張を解いてくれた。

はじめのうち，私たちが会話したい時は，英語を用いなければならないため，話すことが億劫にな

り，黙っていることが多かった。とりわけ，私が外国人と話した記憶は，過去のものでなかなか打ち

解けられなかった。そんなとき，ホストマザーは１日目の夜に市内の観光に車で連れて行ってくれた。

バンコクの夜はとてもきらびやかで私を圧倒した。タイは王国のため，バンコクの中心部には多くの

王室関連の建築物があった。王宮をはじめ，眩いばかりの寺院や，迎賓館など，市内のスポットを周

っていく中で，その説明を私にしてくれた。話によると，王様は国民からとても信頼され，尊敬され

ているという。その主な理由として，王が行った農業政策が素晴らしい成果をもたらしたためだそう

だ。たくさん，話してくれたのでもちろん私には疑問が生じ質問を幾つもした。こうして，会話をつ

づけていくうちに，私は恥ずかしさよりも，質問したいという気持ちが勝り，英語で話していた。こ

の夜のおかげで，私は英語を使って，もっと話したいと思えるようになった。

翌日には，附属高校で歓迎のセレモニーがあり，私たちは多くの生徒達に迎えられた。そこで大人

同様，生徒も礼儀正しく，非常に楽しく迎えてくれたことに大変感銘を受けた。前日ホストファミリ

ーとたくさん会話をし，英語で話すことに慣れてきていたので，多くの人と躊躇なく，会話を楽しむ

ことができた。

そこで，私が感じたのは，タイの教育水準の高さだ。それは，ただ単に，高等な教育を早い時期か

ら受けているという意味ではなく，人間性の高さというものだ。人というものは，この人をいい人，



悪い人と判断しているわけではないが，非常に良い教育を受けた，バランスがとれていて，かつ，総

合的に，人間としての質の高さを感じた。

一例として，目上の人や来賓に対しての敬意があげられる。生徒たちは丁寧な態度で接し，目を合

わせて話し，よく笑顔でほほ笑んだ。また，彼らは先生に対する敬意も怠っていなかった。プリンシ

パルにはもちろん，歳のあまり離れていない若い先生にも，日本人が敬語を正しく使っている時の態

度のように，敬意をもって応対していた。それらは，外から来た客に対し，日常的にそのようなこと

を行っていることを示しており，非常に好感が持てる要素となっているだろう。

私が生徒数人に校内を案内してもらっていた時，先生がいない場所で，この研修旅行で最も印象に

残った出来事の一つを目撃した。それは私たちが大きな講堂の入り口にある銅像を通り過ぎようとし

たときだった。彼らは，すぐに引き返し，像の前で，両手を胸の前で合わせ，頭を下げるタイ独特の

あいさつで皆がお辞儀した。彼らはそれが，学校の創始者の像であることを教えてくれ，このように

感謝を表すのだと説明してくれた。

この一連の出来事で，タイの彼ら生徒たちが，一体どうしてこれほどまでに，大人の目のないよう

なところでも，素直で誠実なのかと疑ってしまうほど，私に強烈な印象を残した。

これらのことから，私は日本に帰ってから，コミュニケーションや人間性について，よく考えるよ

うになった。日本人同士の社会では言葉が通じて当たり前であるが，外国，まして，英語圏ではない

タイでは，行く側も迎える人も双方が共通の言語としての英語を用いるしかない。英語は得意ではな

いとか，恥ずかしいといくら思っていても，結局は英語でしか，意思疎通は図れない。その為に，つ

たない英語しか話せない私は，身振り，手振りや顔の表情，声の調子なども含めて熱の入った会話を

していたと思い出す。すると，日本での自分が表情の乏しいこと，言葉だけでの会話はどこか，コミ

ュニケーションとは違うものに思え，寂しく思えた。また，相手の言いたいことを聞き取り，自分の

伝えたいことを的確に伝えることの難しさを味わい，会話を真剣にし，互いを理解しようとするとき

に，真の意味でのコミュニケーションが生まれるのだと気づいた。ただ単純に話すだけではそうは言

えないのだと，はっとさせられた。

もうひとつ，タイで感じたこと，それは，社会的な経済格差だ。だが，同時に，豊かな国でもある

と言えるのかもしれない。私たちが体験し，触れてきた人々はすべて，きっと上流に位置する人々だ

ろう。しかし，生活が非常に困難な人々の層がタイ，そして首都バンコクにも存在していることに気

付かされた。そして，街がどこか，さびれた雰囲気を持っていたのはそのせいかもしれない。バンコ

ク市内の高速道路を走っているときにも，いくつものバラック小屋の群れ，スラムが見えた。そして，

その横には建設中のまま，中止した高層ビルがあり，さらに，奥には日本企業のテレビの看板ととも

にガラス張りの高層ビルが建っている。こうした，不調和な街には様々な人が混在しており，活気が

薄い。夜になれば，ナイトマーケットやムエタイ競技場で賭けを行う人が集まることでにぎわうが，

昼間の街中は車の音と，その車の間をすり抜けレイを売る売り子の声がよく聞こえる。そして，あた

りはシャッターで閉じられた商店と，野良犬がえさを探し歩いている。隣にはおもしろくなさそうな

表情をした人々の屋台が並ぶ。タイの人々はその光景を自由とよび，自由の国タイだという。人は自

由に暮らし，自由に生きる。同じように犬にも人と同じように自由が与えられており，えさを探しま

わり，自由に寝るそうだ。 みんな自由だから，誰も他人を気遣わなくなり，街に活気が消えている

のではと私は思う。同じアジアの国，中国の孔子は 2400 年以上前にこう言った。徳は孤ならず，か

ならず隣あり，と。私利私欲にこだわらずに人のため社会のために信念を持って行動すれば，必ず理

解者や協力者が現れるという意味だ。人は心に徳を持つことでより精錬された自由を得ることが出来

るのではないだろうか。タイの人々の徳を私は肌に感じた。ならば，必ず「隣」が現れ，この国をよ

りよくしてくれる国王によって発展し隣ある自由が得られるのもそう遠くないのかもしれない。

What I learned from Thai people

Through this study tour, one of the things I learned is to be polite and well-mannered is very

important. Thai people are very courteous to people. They always behave correctly. For

example, they are always greeting to other people with joining their palms hands together.

Especially they are extremely polite to Buddhist priests. People are giving their seats for them.

People can’t speak to them and can’t take a picture with them. Also people don’t get on some

vehicles ahead of them. At first I thought Thai manners were very severe. But now I think

that it is natural in Buddhism. Japan has many Buddhists but they might forget real heart of

Buddhism. I think now Japanese need some kind of basic idea to behave, because even I found a

big difference between Thai’s manners and Japanese ones. In Thailand according to their idea,



we can’t touch somebody’s head because god inhabits on your head. Besides as our feet are

unclean than our hands, we can’t move things with my feet and stride other people’s feet. We

can’t point you and article with your left hand because it means an insult. I want to talk about

the good manners of Thais to Japanese friends. Because I thought that Thai people were much

polite than Japanese people and I want Japanese to learn from Thais.

The second thing I leaned through this study tour is when I am in a foreign country, I myself

should speak to people. Before the Thai tour I was so shy that I could not speak to the person I

met. But as long as I was in Japan, I could keep quiet. The person I was meeting spoke to me

at first. What I only did was to wait and answer him. However when I was meeting the person

who spoke different language, the thing was different from the way I did in Japan. While I was

staying in Thai, I was the first to talk to my host family and my friends. I remembered my first

overseas trip to Australia when I was twelve years old. In Australia their native language was

English, and I was not a native speaker. In such a case, I, myself needed to be close to them.

But in Thailand English was not a native language for both of us, Thai and Japanese, though

English was our only language to communicate with. Compared to the staying in Australia, I

found that when we communicated using the language which was not mother tongue for each of

us, it was necessary to speak it thinking of the partner each other. When I find difference of

our English fluency, I needed to choose the vocabulary, and to simplify the sentence structure.

If the partner finds it in my English, he must do the same thing for me. I found Thai English

had a unique accent and there were many people who spoke very fast English. I tried to

communicate naturally with Thai people. I was able to make a lot of Thai friends in this way. I

am not shy anymore. This change of me may be one of crops of this dispatching. Also I did not

want to introduce myself in English before going to Thailand. If somebody translated for me, I

thought that I was fine. However, communicating with the Thai students, in many cases I

needed to introduce myself in English. Besides talking with the person let me know how much I

could speak English. I could try my English knowledge, and also I could find my careless part of

my English. In Japan I seldom have had such a chance. So I did not notice those things. My

weak part of English taught me I had to study English much more. As a result of my positive

attitude, I made many Thai friends. Now sometimes we are exchanging e-mails. I found that

my English ability shows some improvement by writing an e-mail. I think that I grew up in the

aspect of using English aggressiveness.

Thailand was a very good country whose people were gentle and polite. They accepted us with

a warm feeling. I hope that this study tour should be continued next year, too. This is because

for younger students, it must be a good opportunity to be involved with warmth of people in

Thailand. Besides I want them to learn not only science and technology but history of a country

except Japan. I believe that a high school should have globalized idea. My viewpoint has

changed after visiting Thailand. Now I want to go to a foreign country to study for a long time.

I thank all the teachers who were engaged in this dispatching both at Kasetsart and at our

school. Thank you so much.

（２）派遣生徒に対するアンケート

ⅰ）アンケートの内容

SSH国際性アンケート（タイ派遣生徒対象）

選択肢のある問については，次の基準を参考に回答してください．

5 非常にそう思う 4 ややそう思う 3どちらともいえない

2 あまり思わない 1 全くそう思わない

Q1.『カセサート大学附属高校と交流（受入れを含む）が始まる前』において，外国の方と接する機会

は多かったですか．

Q2.『カセサート大学附属高校へ渡航するまで（準備段階）』において，次の項目に回答してください．

a.自身の英語力に自信を持っていましたか



b.タイに関する情報を知っていましたか．（該当項目に○，複数回答可）

・地理 ・気候 ・歴史 ・文化

・その他（ ）

c.タイに関する情報について，情報収集や勉強をしましたか．（該当項目に○，複数回答可）

・地理 ・気候 ・歴史 ・文化

・その他（ ）

d.タイを訪問する前のタイのイメージはどのようなものでしたか．

e.タイへの渡航準備で説明会や勉強会を実施しました．その他にも学校に希望することはありますか．

Q3.『カセサート大学附属高校へ訪問・滞在している間』において次の項目に回答してください．

a.自身の意思は，ホストファミリーに正しく伝わりましたか．

b.ホストファミリーの意思を正しく理解することができましたか．

c.ホストファミリーとのコミュニケーションは，楽しめましたか．

d.ホストファミリーとの生活は楽しかったですか．

e.自身の意思は，カセサート大学附属高校の生徒に正しく伝わりましたか．

f.カセサート大学附属高校の生徒の意思を正しく理解することができましたか．

g.カセサート大学附属高校の生徒とのコミュニケーションは，楽しめましたか．

h.カセサート大学附属高校の授業内容を理解することはできましたか．

i.カセサート大学附属高校の授業内容は，楽しかったですか．

j.タイの文化研修で印象に残っているものは何ですか．（該当項目に○，複数回答可）

・カセサート大学工学部への訪問と見学

・アユタヤ遺跡の見学

・アユタヤ 日本・タイ交流の歴史館

・サイエンスウィーク

・ホストファミリーとの散策

（具体的な場所： ）

Q4.『カセサート大学附属高校から帰国して』，次の項目に回答してください．

a.自身の英語力に自信を持ちましたか．

b.本校の代表という意識はありましたか．

c.タイやカセサート大学附属高校について，説明会で聞いたとおりの場所でしたか．



d.タイから帰国後のタイのイメージはどのようなものでしたか．

Q5. 国際性育成研究会では，「異なる文化の方々と科学技術を共通言語として，積極的にコミュニケ

ーションする意欲や能力を育成する」ことを基盤に活動を行ってきました．

皆さんは，どのように思って活動に参加していましたか．感想，意見，良かった点・悪かった点な

ど自由に書いてください．

ご協力，ありがとうございました．

ⅱ）アンケートの結果

その他では，「町の様子」や「スポーツ」を調べていた．

タイ派遣生徒対象アンケート結果
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5　非常にそう思う

4　ややそう思う

3　どちらともいえない

2　あまり思わない

1　全くそう思わない
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「Q2d タイを訪問する前のイメージはどのようなものでしたか．」に対する回答

「Q2e タイへの渡航準備で説明会や勉強会を実施しました．その他にも学校に希望す

ることはありますか」に対する回答

ホストファミリーとの散策は，「ナイトマーケット」や「夜の王宮周辺」，「デパート」などに出

かけた．ホストファミリーと一緒に過ごしたことによって深く印象に残った．

「Q4 タイから帰国後のタイのイメージはどのようなものでしたか」に対する回答

Q2ｊ　印象に残った文化研修

0% 20% 40% 60% 80% 100%

カセサート大学工学部

アユタヤ遺跡

サイエンスウィーク

ホストファミリーとの散策

・海がきれいなリゾート地．

・暑いところで，日本と文化的な差はないと思った．

・暑く，街では車が多く，通りではフルーツを売っていそう．

・1 年前のクーデターで「危ない国」というイメージがついた．

・とても暑くて，水道水など安易に飲むと大変なことになる国．

・未発達な国で，ジャングルがすぐそこにあると思っていた．

・街の中はにぎやかで，常に渋滞しているイメージだった．

・人々がみんな優しく，すごくマナーがよい．

・技術が思ったよりも発展している先進国．

・美しい国だった．

・歴史ある街の風景と先進的な建物だけでなく，タイ人の心がなにより美しいと感じられた．

・人が親切でフルーツがおいしく，日本製のものが多い．

・安全な国．

・湿度がなくじめじめしていない国．

・出発前とはガラリと変わり，将来性がとても高い国へ行けたという喜びを感じた．特に，日本人

と似ていることに驚き，礼儀正しさに感銘を受けた．

・歴史，地理が詳しくてよかった．

・特になし．

・タイ料理を体験する．

・できるだけ，早いうちにホストファミリーなどを把握できるようにするとよいと思う．

・事前学習の大切さを強く感じた．また，資料の量や準備（プレゼンなど）にかける時間はちょ

うど良いと思ったので，希望は特にないです．



「Q5 ･･･ 略 ･･･ 皆さんは，どのように思って活動に参加していましたか．感想，

意見，良かった点・悪かった点など自由に書いてください」に対する回答

（３）タイ交換留学生受け入れのホームステイ先にお願いしたアンケート内容

１．これまでにも海外の生徒さんをお預かりしたことがありますか。

１．はい ２．いいえ

↓

これまでにどちらの国の方々をお預かりなさいましたか。

２．今回のタイの生徒さんについて，特にお気を使われたことはございますか。

食事等

就寝・入浴等

その他

３．意志の疎通に問題はありませんでしたか。

４．２日間，どのようにお過ごしになられましたか。

５．今回は，ホームビジットと言うことで，土日の１泊でしたが，平日を含めた場合，何泊程度まで

受け入れが可能と思われますか。なお平日は，昼間は学校へ登校しますので，夕方から朝までの

ホームステイとなります。

６．今後，日本の家庭に滞在する際に，持参したり，準備しておいた方が良いと思われるものはあり

ますか。

７．受け入れしていただく前に，本校が指導しておくべきこととして，お気づきの点がございました

ら，是非お書き下さい。今回は，日本の風呂・トイレの使用方法については，事前に説明してお

りますが，食事のマナー等については，いたしませんでした。

８．その他，ご意見・ご感想などございましたらお書き下さい。

・カセサートは，思っていたより科学技術のことをはなせる子がいませんでした．でも，みんなが

理科や数学が好きで，数学とかは特に言葉を使わなくても伝わるものだから，こういう風にコミ

ュニケーションをとることもできるんだなぁと実感しました．個人的には，もっと化学の話題で

盛り上がりたかったです．難しいかもしれないけど一緒に実験をやったりもしたかったです．

もっと長い時間，生徒と一緒に行動したかったなぁと思いました．

・個人的なコミュニケーション能力の育成は結果として得られたものだと考え，むしろ代表として

学校間の交流，そして大きく言えばそのバックにある国の交流をするために行くのだと考えてい

た．それなりに責任を持って行ったが，自然のままで接するのが一番良いと感じた．

この交流を通して，グローバルコミュニケーション能力のある学生をより多く育て，将来，国際

的な活躍ができればいいと思う．

・英語で話す自信は全然ありませんでしたが，普段とは全く違う世界で上手く人とコミュニケーシ

ョンを取れるかどうかというのを自分で試してみたいと思ったので，タイの同じくらいの年齢の

高校生がいる家庭にホームステイできたのは，とても良い経験になりました．ただ，期間が短く，

日程を足早にこなしたようになってしまったので，もっと長い期間滞在して，タイの実生活にな

じんでみたかったです．

・今回，英語圏以外の国で過ごすことになり，両国とも母国語ではない，英語という言語を用いて

コミュニケーションを取るのに苦労したが，ホストファミリーや現地の人とは，すぐに打ち解け

ることができて良かったと思う．

アユタヤで象に乗ったときは，初めて，あんなに間近に象に触れて，肌や呼吸の音や匂いを体感

・体験できて感動した．

・悪かったのは，とにかく日数が少ないところ．相手もおどろいていたが，1 週間やそれ以上の期

間は欲しいところ．これが唯一の残念な点だ．

逆に良かった点や感想は山程あるが，自分が大きく変わったと，生まれて初めて思ったことが一

番印象に残っている．何が変わったかというと，とにかく積極的になることだ．今までは感覚的，

性格的な面で，積極性があったが，考えて，もっと積極的になろうと思えた．これは，この短い

期間で，とにかく異文化を取り入れたいと思うあせりと，ホストファミリーが話しかけてくれた

からだと思う．つまり，知りたい気持ちが育成された結果だ．



タイ交換留学生受け入れ家庭へのアンケート集計結果

質問事項

ホスト

ファミリー

は

い

い

い

え

どちらの国の

方ですか。

食事等 就寝、入浴等 その他 １日目 ２日目

Aさん

○

アメリカ3人、

オーストラリア

1人

自分で挑戦していた。す

き焼きととんかつとどちら

が食べたいか聞いたらす

き焼きを選んだ。

お風呂について

は、日本と変わり

がない様子だっ

た。

短時間だったの

で、困ることはな

かった。

英語を上手に話してい

たが、発音に聞き取り

にくいものがあった。相

手も日本語なまりの英

語は聞き取りにくそう

だ。

夕食、誕生日ケーキを

食べる。お台場へ夜景

を見に行く。

秋葉原→東京タワーを

見学

家族に対するプレゼント 特に気づくことはなかっ

た。

Bさん

○

生ものは食べられないと

思ったので、それ以外の

ものを用意しました。あら

かじめ、日本食で好きな

ものを教えていただけれ

ば、1品用意してお迎えし

たかったです。今回は、

天ぷら、おでん、焼肉な

どを用意しました。

特に気を使うこと

はなく、いつもお

客様に対応して

いるように布団を

用意しました。

全体的に時間が

短いので困ること

は何もありませ

ん。あえていうと

という感じです。

ほとんど英会話ができ

ませんでしたので、随分

苦労しましたし、Rungruj

君にも迷惑をかけたと

思います。辞書を片手

に単語を見せて、理解

していただきました。彼

の英語力には驚きまし

た。

夕食を食べながら、タイ

国の話を聞いたり、タイ

語を教えてもらいまし

た。

近所(大田区矢口）の

仏教寺院や神社をまわ

る。「神霊矢口の渡」ゆ

かりの場所を訪問。下

町の工場がたくせんあ

る風景をみながら駅ま

で。皇居→二重橋→東

京タワー→増上寺→世

界貿易センター展望

台。増上寺では、港区

民フェスティバル見学と

地震体験車を体験。

今回用意した持ち物でよ

いと思いますが、少々荷

物が多いと思われます。

制服で来て、自宅ではく

つろぎのパジャマ、翌日

でかけるための私服、靴

まではきかえ、そのため

出かけ先でロッカーを利

用することになったもの

の、ロッカーが見つから

ず、ステイ先に来る時に

は最小限でよいのではと

思います。

お風呂・トイレの使用方

法を事前に指導いただき

ましたので、他について

は、特にありません。食

事も上手に箸が使えてい

ましたので、問題はあり

ませんでした。

Rungruj君はとても素直

でいい子でした。私ども

もとてもよい経験になり

ました。ただ、できれば

同年代の子どものいる

家庭の方が会話もはず

み楽しいと思います。そ

れから、彼ら学生さん達

の日本での感想も是非

お聞かせくださいませ。

Cさん

○

ニュージーラ

ンドの成人

特になし。家族と同じも

の、日本の物を食べてい

ただきました。

特になし。 まだ子どもなので、我が

家もそのように扱いまし

た。素直でそのままな

ので、、家の子どものよ

うに接した。英語のイン

トネーションが少し違

い、早いので聞き取り

が少し苦労しました。

夕食は、たくさんのお客

さんが来てパーティらし

くなったのですが、本人

は同じ質問をされてい

たのでしょうね。少し疲

れている様子でした。９

時には自分の部屋へ

行ってシャワーを浴び

たりして寝た様子です。

朝食後(ごはんが好きと

いうのでごはんで）車で

横浜へ。反町公園とい

う所で、息子がイベント

の出店をしていて、そこ

で息子に会い少し遊

び、その後、車で港の

見える丘公園、お台場

(昼食）、武蔵小山商店

街へまわった。

１泊なので、ちょっと気づ

きませんでした。

食事も全く問題なしで

す。マナーもとてもよかっ

たです。

学生の受け入れは初め

てでしたが、とても楽し

い経験をさせて頂きまし

た。

Dさん

○

台湾 生魚は食べられるか、ベ

ジタリアンではないか。

服を脱ぐ場所。 全くなし。 近所のお寺。 お台場 特になし。 お風呂に入るとき、体を

洗う場所で服を脱ごうを

していたのでもう少し詳し

い説明が必要。

非常に楽しい時間を過

ごすことができました。

Eさん

○

一晩だけのお預かりで意

志の疎通があまりできな

いうちの夕食で、好き嫌

いがわからず悩みまし

た。でも結局、特に問題

ありませんでした。（た

だ、思った以上に日本食

は口に合わないようでし

た。お豆腐もだめでし

た。）

会話はすべて英語でし

た。私と高校１年の二

女で対応しました。留学

生の会話能力が高く、

伝わらない場合は表現

を言い換えたり、聞きな

おしたりして何とかなり

ました。

一泊程度であれば、特に

問題ないと思います。長

期であれば、食事が合

わないとき用にインスタ

ント食品など持参するの

がよいかもしれません。

行ってみたいところ、体

験したいことがあれば、

できるだけ対応したかっ

たので、事前にわかれ

ば、よかったと思います。

こちらこそ、貴重な大変

をさせていただきまし

た。ありがとうございまし

た。

日本滞在スケジュールがハードのようだったこ

と、大田区内観光がないとのことでしたので、自

宅付近の池上本門寺、池上梅園などを案内しま

した。お昼は日本そば屋さんへ行きました。

４．２日間どのようにお過ごしになられましたか。

１．これまでにも海外の

生徒さんをお預かりし

たことがありますか。

５．今後、日本の家庭に

滞在する際に、持参した

り、準備しておいた方が

よいと思われるものはあ

りますか。

６．受け入れしていただく

前に、本校がしておくべ

きこととして、お気づきの

点がございましたら、是

非お書きください。今回

は、日本のお風呂･トイレ

の使用方法については、

事前に説明しております

が、食事のマナー等につ

いてはいたしませんでし

た。

７．その他、ご意見･ご

感想などございました

ら、お書きください。

２．今回のタイの生徒さんについて、特に気を使われたことは

ございますか。

３．意志の疎通に問題

はありませんでしたか。



２ 「課題研究」における英文アブストラクトの作成

（１）指導過程でのアブストラクト事例

（２）完成したアブストラクトの一例

酢酸菌によるセルロース膜の作成とその利用法酢酸菌によるセルロース膜の作成とその利用法酢酸菌によるセルロース膜の作成とその利用法酢酸菌によるセルロース膜の作成とその利用法

○ ○○・○○ ○○・○○ ○○，○○ ○

本課題研究は，酢酸菌によるセルロース膜の作成とその利用法というテーマに基づいて行った。

生分解性プラスチックに興味を持ったことからこの研究を始め，酢酸菌によるセルロース膜の実用

化を最終目的とした。初めに，フルクトース培養液に酢酸菌を加え静置した状態で膜を生成させた。

膜は目で生成が確認できてから３日間ほどで完成した。その後，日数を変化させた膜の質量などを

比較してみたが大きな変化は確認できなかった。膜の性能の評価については透析実験により半透膜

性の有無を，又引張り試験により膜の強度試験を行った。結果として，膜には半透膜性があること

がわかり，ダニエル電池の隔膜に利用したところ起電力が約１ V 生じることを確認した。強度試験

では薬包紙・ろ紙と比較し，セルロース膜が単位質量当たり最も強度が高いことが分かった。

The properties of cellulose film produced by Acetobacter xylinus

○○○○ ○○ , ○○○ ○○○○ , ○○○ ○○○○ and ○○ ○○○

The goal of this study is to show that cellulose film can be formed through the action of acetic acid
bacteria, and to measure the properties of the film. Such films are biodegradable, and can replace plastic for
certain applications. To make the film, we simply put acetic acid bacteria into a fructose solution. The film
was complete three days later, as could be confirmed by eye. Leaving the culture alone for more than three
days did not change the mass of the film greatly.We carried out two experiments to evaluate the properties of
the cellulose film. First we conducted dialysis through the film, confirming its semipermeability. Specifically,
we constructed a Daniell cell from the film and confirmed that an electromotive force of about 1 V was
created. In the second experiment we tested the film’s tensile strength, which exceeds that of filter paper.
We compared the strength of the cellulose film to a chartula, and a filter paper, and found that a cellulose
film was the strongest per unit mass.

アブストラクト事例１ 「酢酸菌によるセルロース膜の作成とその利用法」

添削されたアブストラクト

添削でのコメント

下の黄色い網掛け部は，ネイティブによるコメント



デンプン・セルロースから吸水性ポリマーを合成するデンプン・セルロースから吸水性ポリマーを合成するデンプン・セルロースから吸水性ポリマーを合成するデンプン・セルロースから吸水性ポリマーを合成する

○○○ ○○ ・ ○○ ○○，○○ ○

デンプンやセルロースを母体とした吸水性ポリマーを合成した。その動機は，砂漠化対策の物質の1つとし

て役立てたいと考えたからである。セルロースに水酸化ナトリウムを作用させアルカリセルロースとし，次に

モノクロロ酢酸を側鎖に作用させてカルボキシメチル化を行いカルボキシ基を導入した。セルロースを母体と

したポリマーの吸水倍率は約24倍，デンプンを母体としたポリマーは約4倍だった。また可溶性デンプンを母

体に用いた場合，デンプンが水中に溶け出してしまった。この事から，デンプンを用いて吸水性ポリマーを合

成する場合，水に難溶性のハイアミロースコンスターチやアミロペクチンなどを母体に用いるのが良いと考え

られる。セルロースは吸水性ポリマーの母体として適しており，粉末状にしたり，より多くのカルボキシ基を導

入するなどして，吸水倍率を上げる事ができると思われる。

Synthesis of Water-absorbing Polymers from Starch and CelluloseSynthesis of Water-absorbing Polymers from Starch and CelluloseSynthesis of Water-absorbing Polymers from Starch and CelluloseSynthesis of Water-absorbing Polymers from Starch and Cellulose

○○○ ○○○ , ○○ ○○○○ and ○○○ ○○○○

This report describes the synthesis of water-absorbing polymers based on starch and cellulose.

These polymers are useful in technologies concerned with the prevention of desertification,

among other applications. Starch and cellulose reacted with a sodium hydroxide solution to

form alkali cellulose, then the alkali cellulose was reacted with ClCH2COOH, -ONa groups of

the alkali cellulose was substiteited with -OCH2COOH groups. Polymers based on cellulose

were able to absorb about 24 times more water than the weight of the polymers, and those

based on starch absorbed about 4 times more water. Note that using soluble starch causes the

polymer to dissolve. To synthesize absorbing polymer an insoluble, high-amylose starch such as

“Amylopectin” is necessary. Cellulose is a suitable candidate for the creation of absorbing

polymers. The improved absorption of cellulose polymers is provided by the higher

concentration of carboxyl groups.

アブストラクト事例２ 「デンプン・セルロースから吸水性ポリマーを合成する」

（３）事後アンケートの内容

平成１９年１１月２９日

「課題研究」アブストラクト作成 アンケート「課題研究」アブストラクト作成 アンケート「課題研究」アブストラクト作成 アンケート「課題研究」アブストラクト作成 アンケート

「課題研究」の授業も今日で最後になりました。今年から，単位数も３単位から４単位へと１単

位増となりました。そこで，新しい試みとして応用化学分野では，要約：アブストラクト(abstruct)
の作成を行いました。「先端科学技術入門」や「化学英語」の授業で，専門英語を読むことを皆さん

と学習してきましたが，もう一歩踏み出して英文を書くことを目標にしました。時間も予算も限ら

れた中でしたが，いかがだったでしょうか？皆さんが大学に進学したとき，この経験が少しでも役

に立つことを祈っています。今後もこの試みを続けて行く予定ですが，少しでも有意義な授業にし

ていくために，皆さんの意見を聞かせて下さい。

１．研究内容を日本語で要約することは，１．研究内容を日本語で要約することは，１．研究内容を日本語で要約することは，１．研究内容を日本語で要約することは，

① 非常に易しかった ② 易しかった ③ どちらともいえない ④ 難しかった ⑤ 非常に難しかった

２．研究内容を日本語で要約する経験は，今後の自分にとって２．研究内容を日本語で要約する経験は，今後の自分にとって２．研究内容を日本語で要約する経験は，今後の自分にとって２．研究内容を日本語で要約する経験は，今後の自分にとって

① 非常に役に立つ ② 役に立つ ③ どちらともいえない ④ 役に立たない ⑤ ぜんぜん役に立たない

３．要約の３要素，目的・方法・結果と考察を意識して書きましたか。３．要約の３要素，目的・方法・結果と考察を意識して書きましたか。３．要約の３要素，目的・方法・結果と考察を意識して書きましたか。３．要約の３要素，目的・方法・結果と考察を意識して書きましたか。

① 常に意識した ② 意識した ③ どちらともいえない ④ 意識しなかった ⑤ ぜんぜん意識しなかった

４．研究内容を日本語で要約するときに苦労したことは何ですか４．研究内容を日本語で要約するときに苦労したことは何ですか４．研究内容を日本語で要約するときに苦労したことは何ですか４．研究内容を日本語で要約するときに苦労したことは何ですか。。。。（記述）（記述）（記述）（記述）

５．研究内容を英語で要約することは，５．研究内容を英語で要約することは，５．研究内容を英語で要約することは，５．研究内容を英語で要約することは，

① 非常に易しかった ② 易しかった ③ どちらともいえない ④ 難しかった ⑤ 非常に難しかった

６．研究内容を英語で要約する経験は，今後の自分にとって６．研究内容を英語で要約する経験は，今後の自分にとって６．研究内容を英語で要約する経験は，今後の自分にとって６．研究内容を英語で要約する経験は，今後の自分にとって

① 非常に役に立つ ② 役に立つ ③ どちらともいえない ④ あまり役に立たない ⑤ ぜんぜん役に立たない

７７７７．．．．「先端科学技術入門」などの授業で専門英語を読んだ経験が「先端科学技術入門」などの授業で専門英語を読んだ経験が「先端科学技術入門」などの授業で専門英語を読んだ経験が「先端科学技術入門」などの授業で専門英語を読んだ経験が

① 非常に役に立った ② 役に立った ③ どちらともいえない ④ あまり役に立たなかった

⑤ ぜんぜん役に立たなかった



８．研究内容を英語で要約するときに苦労したことは何ですか８．研究内容を英語で要約するときに苦労したことは何ですか８．研究内容を英語で要約するときに苦労したことは何ですか８．研究内容を英語で要約するときに苦労したことは何ですか。。。。（記述）（記述）（記述）（記述）

９．今後９．今後９．今後９．今後，，，，「英語力」は自分に必要だと思いますか。「英語力」は自分に必要だと思いますか。「英語力」は自分に必要だと思いますか。「英語力」は自分に必要だと思いますか。

① 非常に必要である ② 必要である ③ どちらともいえない ④ あまり必要でない ⑤ まったく必要でない

１０．今後１０．今後１０．今後１０．今後，，，，「英語力」をつけるために意識して学習しようと考えていますか。「英語力」をつけるために意識して学習しようと考えていますか。「英語力」をつけるために意識して学習しようと考えていますか。「英語力」をつけるために意識して学習しようと考えていますか。

① 非常に考えている ② 考えている ③ どちらともいえない ④ あまり考えていない

⑤ まったく考えていない

１１．その他自由に意見を書いて下さい。１１．その他自由に意見を書いて下さい。１１．その他自由に意見を書いて下さい。１１．その他自由に意見を書いて下さい。

３ 国際性伸長具合測定アンケートの内容

＊該当箇所を○で囲ってください。

男 女

50代以上 40代 30代 20代

なお，選択問題は以下の基準を参考に選択してください

5 非常にそう思う 4 ややそう思う 3 どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全くそう思わない

Ｑ 1 第２期ＳＳＨ以前と比較して，本校は外国の方と接する機会が増えたと思いますか。

5 4 3 2 1

Ｑ 2 あなた自身，第２期ＳＳＨ以前と比較して，外国の方と接する機会が増えましたか。

5 4 3 2 1

Ｑ 3 ここ数年間の活動を通して国際感覚は身に付きましたか。 5 4 3 2 1

Ｑ 4 英語による講演会は国際性育成に役立つと思いますか。 5 4 3 2 1

Ｑ 5 留学生による講演は生徒の国際性育成に貢献したと思いますか。 5 4 3 2 1

Ｑ 6 ＳＳＨを始める前と比較して国際化は進んだと思いますか。 5 4 3 2 1

Ｑ 7 国際化を図る上で英語力は必要だと思いますか。 5 4 3 2 1

Ｑ 8 タイとの交流を始めましたが，これは今後国際性の育成に役立つと思いますか。

5 4 3 2 1

Ｑ 9 他の国とも交流を増やすべきだと思いますか。 5 4 3 2 1

Ｑ 10 以下にあげたものは，今まで国際性育成研究会が行ってきた活動です。

参加なさった場合は 1，不参加の場合は 2に○を付けた上で，それぞれの活動について

下記の選択基準に従って選択し，余白にはそう思われた理由をお書き下さい。

5 非常に印象に残った 4 やや印象に残った 3 どちらともいえない

2 あまり印象に残らなかった 1 全く印象に残らなかった

ａ.平成 17年度東工大留学生による英語で聞く講演会 1．参加 2．不参加

「人道的地雷撤去用遠隔操作プラットフォームについて」

対象 全校生徒／教職員 5 4 3 2 1



b.平成 17 年度東工大留学生を招いた英語授業 1．参加 2．不参加

「オーラル・コミュニケーションⅠ」

対象 第 1学年／教職員 5 4 3 2 1

c.平成 17 年度「オーラル・コミュニケーションⅠ」 1．参加 2．不参加

英語による科学技術をテーマとしたプレゼンテーション

対象 第１学年／教職員 5 4 3 2 1

d.平成 18 年度東工大留学生による英語で聞く講演会 1．参加 2．不参加

「ボスニア・ヘルツェゴヴィナと私の日本の生活」

対象 全校生徒／教職員 5 4 3 2 1

e.平成 18 年度東工大留学生を招いた授業 1．参加 2．不参加

「科学技術研究入門（立体造形分野）」

～海外の建築を理解し，世界のなかで日本の建築を考え，発表・討論する～

対象 立体造形分野第 2学年／教職員 5 4 3 2 1

f.平成 18 年度British Councilとの交流「日英科学教育シンポジウム2006」1．参加 2．不参加

対象 応用化学分野第 2学年／教職員 5 4 3 2 1

g.平成 18年度東工大留学生を招いた英語授業「オーラル・コミュニケーションⅠ」

対象 第 1 学年／教職員 1．参加 2．不参加

5 4 3 2 1

h.平成 19 年度東工大留学生を招いた授業「先端科学技術入門」 1．参加 2．不参加

中国から見た日本，日本から見た中国 ～日本への留学から学位取得まで～

対象 情報システム分野・電気電子分野第 2学年／教職員 5 4 3 2 1

i.平成 19 年度外国人講師による講演会 1．参加 2．不参加

「青少年の成長と発達を科学する ～青少年期におけるスポーツと身体発達の関係～」

対象 応用化学分野・機械システム分野第 3学年／立体造形分野第 2学年／教職員

5 4 3 2 1

j.平成 19 年度外国人講師招聘トレーニングセミナー（講演と実技指導） 1．参加 2．不参加

対象 運動系クラブ部員／教職員 5 4 3 2 1

k 平成 19 年度タイ王国カセサート大学附属高等学校との国際交流 1．参加 2．不参加

カセサート大学附属高等学校生徒によるブース運営・後夜祭 5 4 3 2 1

Ｑ11 当研究会はＳＳＨ研究・開発の一研究会として「異なる文化の人たちに心を開いて，科学技

術を共通言語とし，積極的にコミュニケーションする意欲や能力を育成する研究を支援する」

ことを基盤に活動を行ってきております。

先生方ご自身がお考えになる「国際性」もしくは「国際化」とは何でしょうか。

お考えをお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。



Ⅷ 研究第３年次における「Ｂ ＳＳＨ研究開発の成果と課題」の根拠となるデータ

「成果」を示す根拠「成果」を示す根拠「成果」を示す根拠「成果」を示す根拠

【今年度に新科目「科学技術研究入門」を履修した2年生(平成18年度入学生)に対する，記述式のテストに

よる事前・事後調査の分析では，合格者(5点満点で4点以上を獲得した生徒を指すが，教師側の意図

を十分に理解できている場合のみを合格者とするため，このレベル設定はかなり高い)人数の総人数に

対する割合について，χ

２

検定の結果，応用化学分野が0.01％水準，情報システム分野が5％水準，機械シ

ステム分野が1％水準，電気電子分野が0.001％水準，立体造形分野が0.1％水準で，それぞれ有意差が

認められた。】という成果の根拠となるデータ

［実施の効果］

【「国際性育成」について，課題研究における生徒による「英文アブストラクト作成」実施後の調査では，約70％

の生徒が難しいと感じている一方で，約80％以上の生徒が英語の重要性を認識し，今後意識的に英

語を学習しようと考える傾向が見られた。】という成果の根拠となるデータ

［質問の結果］

【「さきがけ教育」における第2学年「数学さきがけ」で事前・事後に実施した小テストによる学力調査の比

較では，研究第2年次の3学期・研究第3年次の1学期・2学期のいずれにおいても事前の平均値より事

後の平均値が上回り，それぞれ，1％水準，1％水準，5％水準で有意差が認められた。】という成果

の根拠となるデータ

［研究第２年次第２学年３学期の「数学さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

（対応サンプルとしての比較データ）

研究内容を英語で要約することは研究内容を英語で要約することは研究内容を英語で要約することは研究内容を英語で要約することは

0 10 20 30 40 50

非常に易しかった

易しかった

どちらともいえない

難しかった

非常に難しかった

今後、「英語力」は自分に必要だと思今後、「英語力」は自分に必要だと思今後、「英語力」は自分に必要だと思今後、「英語力」は自分に必要だと思

いますかいますかいますかいますか

0 20 40 60 80

非常に必要である

必要である

どちらともいえない

あまり必要でない

全く必要でない

今後、「英語力」をるけるために意識し今後、「英語力」をるけるために意識し今後、「英語力」をるけるために意識し今後、「英語力」をるけるために意識し

て学習しようと考えていますかて学習しようと考えていますかて学習しようと考えていますかて学習しようと考えていますか

0 20 40 60

非常に考えている

考えている

どちらともいえない

あまり考えていない

全く考えていない

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

1.71 28 2.016 .381

3.54 28 1.138 .215

小テ点前

小テ点後

ﾍﾟｱ 1

平均値 N 標準偏差

平均値の

標準誤差

対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定

-1.821 2.278 .430 -2.705 -.938 -4.231 27 .000小テ点前 - 小テ点後ﾍﾟｱ 1

平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 下限 上限

差の 95% 信頼区間

対応ｻﾝﾌﾟﾙの差

t 値 自由度

有意確率

(両側)



［研究第３年次第２学年１学期の「数学さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

（対応サンプルとしての比較データ）

［研究第３年次第２学年２学期の「数学さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

（対応サンプルとしての比較データ）

【第3学年の「数学さきがけ」で実施した事前・事後調査の比較では，「「数学の学習」はどの程度必要だと

感じていますか」「「数学」と「物理や化学，工業」はどの程度関連性があると感じていますか」「未知の値

を求めたり事象を解析したりする際に，「数学」はどの程度役立つと感じていますか」のいずれにおい

ても事前の平均値が既にかなり高い値であり，事前の平均値と事後の平均値には有意差は認められ

なかった。】という成果の根拠となるデータ

［研究第３年次第３学年の「数学さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

（対応サンプルとしての比較データ）

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

1.69 89 1.527 .162

2.21 89 1.735 .184

小テ点前

小テ点後

ﾍﾟｱ 1

平均値 N 標準偏差

平均値の

標準誤差

対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定

-.528 1.567 .166 -.858 -.198 -3.179 88 .002小テ点前 - 小テ点後ﾍﾟｱ 1

平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 下限 上限

差の 95% 信頼区間

対応ｻﾝﾌﾟﾙの差

t 値 自由度

有意確率

(両側)

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

1.22 85 1.686 .183

1.73 85 1.686 .183

小テ点前

小テ点後

ﾍﾟｱ 1

平均値 N 標準偏差

平均値の

標準誤差

対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定

-.506 1.764 .191 -.886 -.125 -2.645 84 .010小テ点前 - 小テ点後ﾍﾟｱ 1

平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 下限 上限

差の 95% 信頼区間

対応ｻﾝﾌﾟﾙの差

t 値 自由度

有意確率

(両側)

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

4.47 19 .841 .193

4.47 19 .772 .177

4.68 19 .478 .110

4.74 19 .562 .129

4.26 19 .806 .185

4.47 19 .612 .140

必要前

必要後

ﾍﾟｱ 1

関連性前

関連性後

ﾍﾟｱ 2

役立つ前

役立つ後

ﾍﾟｱ 3

平均値 N 標準偏差

平均値の

標準誤差

対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定対応ｻﾝﾌﾟﾙの検定

.000 .745 .171 -.359 .359 .000 18 1.000

-.053 .524 .120 -.305 .200 -.438 18 .667

-.211 .535 .123 -.469 .047 -1.714 18 .104

必要前 - 必要後ﾍﾟｱ 1

関連性前 - 関連性後ﾍﾟｱ 2

役立つ前 - 役立つ後ﾍﾟｱ 3

平均値 標準偏差

平均値の

標準誤差 下限 上限

差の 95% 信頼区間

対応ｻﾝﾌﾟﾙの差

t 値 自由度

有意確率

(両側)



【第3学年の「物理さきがけ」で実施した事前・事後調査の比較でも，「高校の物理に興味・関心がありま

すか」「教科書には載っていない発展的な内容を学習したいと思いますか」のいずれにおいても事前の

肯定的意見割合が既にかなり高く，差もほとんど無かった。】という成果の根拠となるデータ

［研究第３年次第３学年の「物理さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

【第3学年の「3学期さきがけ」では「授業の内容が理解できたか」について比較的高い数値のものが多く，

平均値が3.00を下回ったのは，昨年度と同様に東京工業大学の授業を衛星回線を利用して見させる

「衛星授業Ａ」のみであった。】という成果の根拠となるデータ

［授業の内容が理解できたか］

【「成果普及促進」では，学校視察・学校訪問の受け入れにおいて，英国，韓国，中国からの視察も含

まれた。】という成果の根拠となるデータ

［平成１９年度 学校視察・学校訪問 一覧（敬称略）］

① 物理さきがけ(回転系の力学入門)選択者

回答数 25名 (2007年7月 事前・事後)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

後1興関

後2発展

後3理解

後4役立つ

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1

① 物理さきがけ(特殊相対論入門)選択者

回答数 26名 (2007年12月 事前・事後)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

前1興関

前2発展

後1興関

後2発展

後3理解

後4役立つ

非常に思う  5

4

3

2

全く思わない1



「課題」を示す根拠「課題」を示す根拠「課題」を示す根拠「課題」を示す根拠

【「さきがけ教育」について，第３学年の「数学さきがけ」で事前・事後の小テストの導入が求められる。】

という課題の根拠となるデータ

［研究第２年次から研究第３年次までの第３学年の「数学さきがけ」］

成績評価と研究評価を兼ねた学力調査を目指したが，平成１８年度（研究第２年次）と平

成１９年度（研究第３年次）で，異なる形式となったため，年次間の比較ができなくなって

しまった。研究第３年次の実施報告の部分で既に述べたように，第３学年の「数学さきがけ」

（２学期後半に実施）の平成１９年度の定着度は概ね良好なので，今後，事前・事後の小テ

ストを別に導入するなどの工夫をして，成果を検証していきたい。

【「成果普及促進」について，中間報告会での反省を生かし，最終年次の発表会の準備を早い段階から

開始していきたい。】という課題の根拠となるデータ

［「成果普及促進」における実施上の課題及び今後の方向］

教員や生徒の教育活動や成果を既にいろいろな手段・方法を用いて外部に発信しており，

他のＳＳＨ校との研究交流も次第に深まりつつあるが，中間報告会では，当日の業務分担を

はじめ，さまざまな調整に苦戦した。



平成２０年３月３１日発行

スーパーサイエンスハイスクール研究開発学校

代表者 校長 市 村 禎二郎

所在地 〒１０８－００２３

東京都港区芝浦三丁目３番６号

学校名 東京工業大学附属科学技術高等学校

（ＴＥＬ ０３－３４５３－２２５１）

（ＦＡＸ ０３－３４５４－８５７１）
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