
文部科学省スーパーサイエンスハイスクール研究開発学校

平成１７年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書

第 ５ 年 次

（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

平成２２年３月

国立大学法人 東京工業大学

附 属 科 学 技 術 高 等 学 校



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５５条（同規則第

７９条及び第１０８条第１項で準用する場合を含む。），第８５条（同規則第

１０８条第２項で準用する場合を含む。）及び第１３２条に基づき，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１４年に文部科学省が開始したＳＳＨ研究開発プログ

ラムも８年が経過し，初年度から３年間，さらに平成１７年

度から５年間の第二期の研究開発も終わりを迎えました。右

図に示すように，第一期目では，本校の教育内容を「わかる」

「えがく」「つくる」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に基づく教育によ

り，科学技術を志向する全人的教育を行なうことを目指し，

得られた研究開発の成果は，その都度，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，

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，これらの力を育んできました。

第二期目の研究課題は，「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，キーワ

ードは上記の三つの力に加えて，「いどむ」力と「わかりあ

う」力でした。具体的には，「科学技術研究入門」の開発や「国際性育成の取り組みと海外研

修生徒報告会」，東京工業大学との連携で高大接続を活かし発展的内容を取り入れた「さきが

け教育」の開発，さらに高大連携の一環として実施している「オープンキャンパス」「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ました。推薦入試・ＡＯ入試合格者対象の「第３学年３学期さ

きがけ講座」も含め，学習指導要領を基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ました。これら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したが，研究開発した教科書の普及

は課題として残っています。

また，平成１８年度以降毎年，夏に開催された英国科学実験講座に約50名の生徒と数名の

引率教員が参加，平成１９年度には，「日英化学教育シンポジウム」を本校で開催し，英国の

科学教育者と本校の生徒が実験などを介しながら交流を深め，タイ王国バンコクのカセサー

ト大学附属高校と国際交流協定を結び，生徒の交換留学を開始しました。これらの活動を通

して，「いどむ」力や「わかりあう」力が実践的に養われたことでしょう。なお，平成１９年

１１月にＳＳＨ研究開発中間報告会を開催し，平成２１年１１月には最終報告会を開催し，

コンピューター利用のICT教育を含め，これまでの研究開発した成果を公開発表しました。

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，一連の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２２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２１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」では年次計画をもとに，科目としての完成を目指しテキストの改訂及び授
業内容の改善を図った。「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が３年目を迎
え，安全と健康を第一に危機管理体制及び交流の充実化を目指し，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，本校教員による「空中ｺﾏを利用した実験
によるベルヌーイの定理に関する授業」を本校生徒とタイ生徒との協同実験を取り入れて実践した。帰国
後は，校内での報告会を行い，海外体験の共有化を図った。10月には，カセサート大学附属高校から生
徒5名を受入れた。「科学技術研究入門」の授業参加では，昨年の課題をふまえ，東工大のタイ人留学
生をTAとして活用した。課題研究での「英文アブストラクト作成」の実践，東工大留学生による英語で聞く
講演会，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」の本格的な授業実践，教育実習生・本校卒業生
への調査・追跡，副読本「数学さきがけ(2009)」の完成を目指した。「成果普及促進」では11月に研究
開発成果発表会を開催し，研究内容や成果を公開発表した。国内外からの視察・訪問を多数受け入
れた。ホームページ上のニューズレターでＳＳＨ関連トピックを15件紹介した。

③ 平成２１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21年度の生徒数は，第1学年196人，第2学年197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31人，第3学年｢物理さきがけ｣の授業を受けた生徒は1学期に36人，2学期に
31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54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
教材改訂を行った。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，科学技術研究入門研究会が国
際性育成研究会と連携しながら，ｱｼﾞｱの高校生との授業交流で実施可能な授業内容の検討を進めた。
本科目の履修の有無が翌年度の｢課題研究」への取り組みに及ぼす影響を評価するための追跡調査を
した。｢国際性育成」については，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，国際交流を開始した。研修授業としてﾀｲに生徒を派遣し，またﾀｲの高校生を受け入れた。本年度の
実施を鑑み，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・ﾀｲの高校生との交流につ
いて，検討・改善を行った。｢さきがけ教育」については，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い，予定より半年ほど早く作成できた。第2学年の｢数学さきがけ」では，副読
本｢数理応用」，副読本｢数学さきがけ（試作版）」と補助ﾌﾟﾘﾝﾄを用いて授業実践を行った。第2年次に拡
充された形態を維持し，第1，第2，第3学期のそれぞれにおいて｢数学科教員と科学・技術科教員との連
携授業」を実施した。第3学年の｢数学さきがけ」では，類型選択の数学Ⅲの2学期中間試験終了後から，
2学期終了時までの時間を利用し，副読本｢数学さきがけ（試作版）」を用いて実施した。事前・事後の学
力調査等も行った。｢物理さきがけ」では，第2年次に抽出した3つの実施内容から，２つの項目を選定し，
教材ﾌﾟﾘﾝﾄを作成して試行した。事前・事後の調査等も行った。第3学年の｢3学期さきがけ」では，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，さまざまな科目について授業を実践した。｢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。生徒の各種大会における賞・記録については，今年度も多くの賞を
いただいた。ﾀｲ王国ｶｾｻｰﾄ大学附属高等学校との間で国際交流研修を実施し，相互に生徒・教員を派
遣して国際交流に努めた。最新ﾆｭｰｽをﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上のﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰで紹介した。さらに，課外活動や出張
などの機会でも，他のSSH校との研究交流を行った。｢SSH研究開発中間報告会」を開催し，全国からの
参加者に研究の成果を公開し，研究の評価のためのｱﾝｹｰﾄ調査を行った。第3年次のSSH実施報告書
を作成した。

第４年次
新科目「科学技術研究入門」について，授業実践に基づく問題点を吟味し，改善のための教材・

テキストの改訂を行った。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は，科学技術研究入門研
究会が国際性育成研究会と連携し，国際交流におけるタイ・カセサート大学附属高校の生徒来日の際に，
本科目の各分野の授業に参加した。昨年に引き続き，本科目の履修の有無が翌年度の「課題研究」
への取り組みに及ぼす影響を評価するための追跡調査をした。国際性育成研究会では，タイ・カセサート
大学附属高等学校との国際交流を実施すると共に，本校生徒がカセサート大学附属高等学校へ訪問し
た際には，本校教諭によるカセサート大学附属高等学校生徒と本校生徒への「環境」をテーマにした英語に
よる合同授業を実施した。「さきがけ教育」について，まず，「数学さきがけ」において今年度の授
業実践に間に合うように2008年度版の数理重点化副読本『数学さきがけ』を発行し，これを用いて
第2学年，第3学年において授業実践を行った。授業実践を踏まえて副読本の見直し及び検討を行
い，内容をさらに充実させることができた。また，事前・事後に学力調査を行い，効果を確認し
た。「物理さきがけ」では，昨年度の試行を踏まえて教材プリント見直し，それらを用いて授業を実
践した。また，事前・事後の学力調査を行い，さきがけ教育の有効性を確認した。「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，数
学や物理，化学，専門教育などのより発展的な内容を学習させる教育内容の充実を行い，様々な
科目について授業を実践した。「成果普及促進」については，今年度も国内外から学校視察・学校



訪問があり，本校のSSHの取り組みについての説明を行った。生徒の各種大会における賞・記録
については，例年と同程度で賞をいただいた。国際性育成研究会と協力し，タイ王国カセサート大学附
属高等学校へ派遣された生徒の，校内生徒向け報告会を実施した。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。さらに，課外活動や出張などの機会でも，他のSSH校との研究交流を行った。
第四年次のSSH実施報告書を作成した。

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２１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，

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，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，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，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，先端科学技術入門，電気基礎，電子技術

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野；科学技術，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,専門」or「数学Ⅲ,物理Ⅱ」or「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，工業物理化学，有機工業化学

情 報 ｼｽﾃﾑ分野；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，機械設計，機械工作

電 気 電 子分野；課題研究，電気基礎，実習

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野；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，科目としての完成を目指し活動した。これまでの授業実

践の経験を生かして，開発科目としての目標を達成すべく，その理念を具体的に実践できる教育方
法を策定し，それに基づいたテキストの改訂および授業内容の改善を行い，複数の教科間にまたがった
TTを実施し，さらにブラッシュアップを図った授業展開に取り組んだ。国際性育成の一環で実施しているタイ
王国カセサート大学附属高校生徒の授業参加については，昨年の課題を改善するため，東京工業大学のタ
イ人留学生をTAとして活用した。そのため，言葉の壁の厚さの障害は薄くなって，授業内容を理解
することが可能となり，本校生徒との協同作業による実験等を行う事ができた。

「国際性育成」については，年度初めの新型インフルエンザの発症により，タイ王国カセサート大学附属高校との
国際交流の是非を検討したが，本研究開発での位置づけの重要性から実施した。3年目となる今回
は，インフルエンザも鑑み安全・健康を第一に無事実施することが主な活動となった。8月のタイ派遣事業
では，交流校での例年のプログラムに加えバンコク一の科学設備を有するマヒドール高校を見学し，派遣生徒は充
実した体験が得られたと思われる。また，本校機械システム分野教員により「空中コマを用いた実験によ
るベルヌーイの定理に関する授業」をタイ生徒(40名)，本校生徒の協同実験を取り入れながら英語で実施し
た。協同作業は，両校生徒の共存の意識を高め，生徒間のコミュニケーションを活発化することを目的とし
た。10月のタイ生徒受入時は，台風の直撃により登校初日の予定はすべて変更となったが，登校した
数少ない教員によるタイ生徒たち限定の授業を行ったため，生徒達はまず教員に親近感を覚え，その
後の滞在への不安感を取り除く結果となったようである。科学技術研究入門研究会との連携を行っ
て3分野の「科学技術研究入門」でタイ生徒の授業参加を実施した。昨年度の経験から東工大大学院所
属のタイからの留学生の協力を得て，タイ語で授業を支援してもらうという新たな試みにより十分に
内容を理解することができ，大いに授業参加を満喫した様子であった。生徒・教員を対象とした「英
語による講演」，「スポーツを科学するセミナー」も継続的に行った。昨年に引き続き，英国科学実験講座クリスマ
スレクチャー2009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「物理さきがけ」，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,小テストの実施，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」を行い，副読本「数学さきがけ」の完成を目指した。第2学
年の「数学さきがけ」では，研究第1・第2・第3・第4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。また，研究第5年次はSSH研
究開発の成果普及をはかる一環として，本校に１年間研修で来ている横浜市立高等学校数学教員1
名に，「さきがけ教育」の開発に本校教員と一緒に携わってもらい，授業実践の一部も担当してもら
った。第3学年の「数学さきがけ」では，研究第2・第3・第4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）。また，
SSH研究開発の成果普及をはかる一環として，前述の横浜市立高等学校数学教員1名に，授業実践の
一部を本校数学教員とティーム・ティーチング形式で担当した。「物理さきがけ」について，研究第3年次の試行，
研究第4年次の実施を踏まえて，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，研究第4年次に実施した内容を充実させ，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」として実施した。

「成果普及促進」については，例年通りこれまでの活動を継続的に行った。研究最終年次であるこ
とから平成21年11月に研究開発成果発表会を開催し，公開授業，展示，分科会等により，研究内容
及び成果の普及に努めた。国内外からの学校視察・学校訪問(台湾，デンマーク，中国，韓国)を受け入
れた。生徒の各種大会等における記録についても，優秀な成績をいただくことができた。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15件のSSH関連トピックを紹介した。

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20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分野のうち4分野において，有意差が認められた。有意差が
認められなかった分野は，事前のﾃｽﾄの平均値が高かったためと考えられる。また，生徒の答案に質的な
向上が認められることから，「わからなければやらない」という態度から，自分の知識の範囲で「間違ってもよ
いから考えてみよう」という態度変容が起きたことを窺い知ることが出来た。このことから本研究が，関心･意
欲･態度という観点においてもよい影響を与えていることを示唆する。「国際性育成」においては，科学技
術研究入門研究会と連携し，ﾀｲ生徒の授業参加においてＴＡを導入し，円滑な授業運営を行った。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，80％以上の生徒が難しいと感じて
いる一方で，約80％の生徒が英語の重要性と必要性を認識していることが分かった。「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4年次の3学期・研究第5年次の1学期・2学期のいずれの調査においても平均値は向上した。し
かし今年度は，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・事後の学
力調査の正答率の比較では，事後の正答率が高かった。研究第4年次と比較しても研究第5年次の正
答率が高かったことは，指導方法の改善の効果が現れたものと思われる。「成果普及促進」では，研
究開発成果発表会を開催し，研究内容及び成果の対外的な普及を行った。学校視察・学校訪問の受
け入れでは，台湾，デンマーク，中国，韓国からの視察も含まれ，本校の取り組みが海外で注目されて
いることを意味する。
○実施上の課題と今後の取組

新科目「科学技術研究入門」を定着させるためには，教員間のコンセンサスを得るために，情報の共有を
行い，その上で，いまの教育に必要なものは何か，吟味する必要がある。今後の方向性を考える時，
どのように多くの人にわかるように伝えるのか，「わかりあう」力については，その一部を増強で
きたことは確かである。それでは何が足りないのか，「わかりあう」力をさらに分解し「えがく」
力を結びつけるもの，それは，伝えることをデザインし，しかも発信する力に他ならない。語学力もそ
れに付随するが，当面は，日本人同士のコミュニケーション力の問題を解決しなければならない。「国際性育
成」については，本SSHにおいて発案・実施した活動をさらに改善し，全教員の意識へと働きかけて
いく活動へと発展させていくことが当面の課題である。また，生徒の国際性を高めるには，まず教
員の意識を変容させる必要があることを主張してきた。そのため今後はもっと大人数での海外派遣，
受け入れ等を実施し，より多くの教員が係わる活動を実施していく必要がある。「さきがけ教育」に
ついては，5年間の研究活動における実践と検証の結果，｢いどむ｣力の育成に貢献できたと考えて
いる。今後は，様々な実践事例を積み重ねながら，より一層充実させ，成果普及を目指したい。「成
果普及促進」については，本研究開発による様々な成果を，他校等へ普及させていくことが今後の
課題である。



Ｂ ＳＳＨ研究開発の成果と課題

東京工業大学附属科学技術高等学校 17～21

平成２１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」を履修した生徒(平成20年度入学生)の取り組みは積極的で，

課題に対する興味･関心は高く，動機付けは成功している。また，プレゼンテーションや発表にお

いても高いレベルで行うことができた。実施に際して，事前調査を行い，また最終授業後に事後調

査を行った。調査は，アンケートではなく記述式のテスト形式で行い，論理的な説明がなされてい

るか，解答内容の正確さなどによって5点満点で採点し，評価した。テストにおいて合格者は，5点

満点で4点以上の生徒をさしている。このレベル設定は，かなり高いものだが，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した。そこで，[合格者/不合格者]×｢事前/事後｣の2×2の

分割表に関するχ2検定を行った結果，応用化学分野が1%水準，情報システム分野が5%水準，電

気電子分野が5%水準，建築デザインが0.1%水準で，それぞれ有意差が認められた。機械システム

分野では，有意差が認められなかったが，事前の合格者数が多かったことが，一つの要因と考えら

れる。これらの結果から，知識･理解においては教師の意図通りの成果が得られている。ただし，

テーマ内容によっては知識･理解を意図していない場合もあり，分野によるばらつきは見られるが，

本研究による方法によっても知識･理解の向上が確認できた。また，生徒の答案に質的な向上が認

められることから，「わからなければやらない」という態度から，自分の知識の範囲で「間違って

もよいから考えてみよう」という態度変容が起きたことを窺い知ることが出来る。このことから本

研究が，関心･意欲･態度という観点においてもよい影響を与えていることを示唆する。

「国際性育成」については，ﾀｲ・ｶｾｻｰﾄ大学附属高校生徒受入時に，科学技術研究入門研究会と協

力し，｢科学技術研究入門｣の授業にﾀｲ生徒が参加し，合同授業を実現した。高大連携により東工大

大学院所属のタイからの留学生の協力を得て，タイ語で授業を支援してもらうという新たな試みに

より言葉の壁の厚さの障害は薄くなって，授業内容を理解することが可能となり，本校生徒との協

同作業による実験を行う事ができた。課題研究の「生徒による「英文アブストラクト作成」」実施後の調

査では，80％以上の生徒が難しいと感じている一方で，約80％の生徒が英語の重要性・必要性を認

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4年次の3学期，および研究第5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ったが，それぞれの学期での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・事後学力調査(1学期)の比較では，事前と事後を同じ内

容と，剛体の静力学についての事前・事後同程度の問題では，こちらの正答率も，事前に比べて事

後の方が大きく向上している。このことは，発展的な内容を学習したことで，それに関連する既習

事項についての理解が深まったと考えられる。一方，事後で行った「物理さきがけ」で新しく学習

した発展的内容についての問題については，これに関連して事前で行った重力加速度の値が小さく

なる理由を考察させる設問に対して，発展的な内容として学習した「慣性モーメント」につながる

理由と考えられる「滑車の質量のため」を挙げた生徒は１人（2.8%）しかいなかった。本設問は

「慣性モーメント」を考えて回転の運動方程式を解くことで正答を得られる。それを踏まえると，

事後のこの設問の正答率60.6%は，発展的な内容がかなりの割合で定着したと評価できる。2学期

で実施した事前・事後の学力調査の比較においても，事後の正答率が向上している。このことは，

「物理さきがけ」を受講することで，関連する既習事項への理解や発展的内容の定着があったため

と考えられる。また，研究第4年次と比較すると，事後の正答率が向上しているが，これは指導方



法の改善の効果が現れたものと思われる。

研究開発成果発表会において，「数学さきがけ」公開授業や副読本「数学さきがけ」をご覧にな

ったり，分科会や展示会場等において「さきがけ教育」の説明を具体的にお聞きになって，次の３

項目「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」「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」「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」に対する取り組みについて，

アンケートによる評価を参加者にしていただいた結果，平均値（と平均値の95％信頼区間の下限）

は，それぞれ，4.08（3.45），4.42（3.99），4.75（4.46）であったことは，外部の方々から「さ

きがけ教育」での取り組みや成果に対して高い評価を得ることができたと受け止めている。

「成果普及促進」では，研究開発成果発表会を開催し，本校の取り組みや成果の普及を図った。国

際性育成研究会と協力し，ﾀｲ派遣生徒の校内報告会を実施した。学校視察・学校訪問の受け入れに

おいては，台湾，デンマーク，中国，韓国からの視察も含まれ，本校の取り組みが海外で注目され

ていることを意味する。

本研究開発で目指す「いどむ」力，「わかりあう」力の育成について，文部科学省のSSH意識調

査[生徒対象]を活用して評価を行った結果，本SSHでの取り組みが，「いどむ」力，「わかりあう」

力の必要性を生徒に認識させることに貢献している，と評価判断できる結果が得られた。

文部科学省のSSH意識調査[生徒対象]を活用して「いどむ」力と「わかりあう」力の評価方法に

ついて，研究第５年次に開催した研究開発成果発表会で，その妥当性をアンケート調査したところ，

「妥当」もしくは「おおむね妥当」という意見が多数得られた。

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

② 研究開発の課題

「科学技術研究入門」について，新しい科目を定着させるためには，教員間のコンセンサスを得る

ために，情報の共有を行い，その上で，いまの教育に必要なものは何か，吟味する必要がある。

「国際性育成」については，生徒の国際性育成を実施するには，生徒を指導する教員の興味を起こ

させ，関心を引き出す活動を継続的に提唱・開発していくことが肝要である。

「さきがけ教育」について，開発した教育内容や教材を広く普及する必要がある。

「成果普及促進」について，本研究開発による成果を，他校等へ普及させていくことが今後の課題

である。

（参照：根拠となるﾃﾞｰﾀ等は，実施報告書の「Ｄ 関係資料」のⅩ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

平成１４年度から平成１６年度に実施した第１回目の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

（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 5 197 5 188 5 581 15

計 196 5 197 5 188 5 581 15
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※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 （建築デザイン分野）

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。平成20年4月1日

に，立体造形・ディジタルデザイン分野の略称を立体造形分野から建築デザイ

ン分野に変更している。）

② 教職員数

校 長 副校長 主幹教諭 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 1 41 1 10 7 0 11 (2) 73

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

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
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・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

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 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。
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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」 将

未知の課題への挑戦力 来
の

いどむ 国
わかる 際

的
な
科

つくる えがく 学
技

わかりあう 術
系

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

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

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
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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

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

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
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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」

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
（数学・物理・化学など）

数学さ 物理さ第３学年
課題研究 きがけ きがけ

(国際交流も可能)
数学 物理

数学さ
きがけ

先端科学
第２学年 科学技術 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 数理基礎 科学技術基礎 人と技術 英語Ⅰ
（英語によるﾌﾟﾚ

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。

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
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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

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。
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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

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。

（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
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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。

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 分圧と分流 イ コンピュータの演算
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。
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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。

・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



- 11 -

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

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。
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（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。

・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， 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， 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
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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。

・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。

・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
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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５年次（平成２１年度）の教育課程表は，「Ｄ 関係資料」に添付する。

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
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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

【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

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
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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（現，建築デザイン）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

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
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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。 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

【第三年次の計画】

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。

「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。

【実施報告】

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
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く問題点を踏まえて，改善のための教材改訂を行った。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，科学技術研究入門研究会が国際性育成研究会と連携しなが

ら，アジアの高校生との授業交流で実施可能な授業内容の検討を進めた。本科目の履修

の有無が翌年度の「課題研究」への取り組みに及ぼす影響を評価するための追跡調査を

した。

「国際性育成」については，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，国際交流を開始した。研修授業としてタイに生徒を派遣し，また

タイの高校生を受け入れた。本年度の実施を鑑み，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・タイの高校生との交流について，検討・改善を行った。

「さきがけ教育」については，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い，予定より半年ほど早く作成できた。第２学年の「数学さきがけ」

では，副読本「数理応用」，副読本「数学さきがけ（試作版）」と補助プリントを用いて

授業実践を行った。第二年次に拡充された形態を維持し，第１，第２，第３学期のそれ

ぞれにおいて「数学科教員と科学・技術科教員との連携授業」を実施した。第３学年の

「数学さきがけ」では，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

までの時間を利用し，副読本「数学さきがけ（試作版）」を用いて実施した。事前・事後

の学力調査等も行った。「物理さきがけ」では，第二年次に抽出した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試行した。事前・事後の調査等も行った。

第３学年の「３学期さきがけ」では，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，さまざ

まな科目について授業を実践した。

「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。生徒の

各種大会における賞・記録については，今年度も多くの賞をいただいた。タイ王国カセ

サート大学附属高等学校との間で国際交流研修を実施し，相互に生徒・教員を派遣して

国際交流に努めた。 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。さら

に，課外活動や出張などの機会でも，他のＳＳＨ校との研究交流を行った。「ＳＳＨ研究

開発中間報告会」を開催し，全国からの参加者に研究の成果を公開し，研究の評価のた

めのアンケート調査を行った。第三年次のＳＳＨ実施報告書を作成した。

（４）第四年次（昨年度）

【第四年次の計画】

新科目「科学技術研究入門」について，さらなる内容の吟味とともに，より完成度の

高い授業実践を行う。科学技術研究入門研究会が国際性育成研究会と連携を図りながら，

アジアの高校生との授業交流の具現化を目指し，円滑な実施のための検討を継続して行

う。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

める。科目評価のデータについて継続的に蓄積する。

「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１，２，３学期，第３学年２学期，及び，第３学年３学期の授
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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。

「３学期さきがけ」については，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，物理や化学等の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。

【実施報告】

新科目「科学技術研究入門」について，授業実践に基づく問題点を吟味し，改善のた

めの教材・テキストの改訂を行った。また，国外とのコミュニケーションに関する部分

については，科学技術研究入門研究会が国際性育成研究会と連携し，国際交流における

タイ・カセサート大学附属高校の生徒来日の際に，本科目の各分野の授業に参加した。

昨年に引き続き，本科目の履修の有無が翌年度の「課題研究」への取り組みに及ぼす影

響を評価するための追跡調査をした。

国際性育成研究会では，タイ・カセサート大学附属高等学校との国際交流を実施する

と共に，本校生徒がカセサート大学附属高等学校へ訪問した際には，本校教諭によるカ

セサート大学附属高等学校生徒と本校生徒への「環境」をテーマにした英語による合同

授業を実施した。

「さきがけ教育」について，まず，「数学さきがけ」において今年度の授業実践に間に

合うように２００８年度版の数理重点化副読本『数学さきがけ』を発行し，これを用い

て第２学年，第３学年において授業実践を行った。授業実践を踏まえて副読本の見直し

及び検討を行い，内容をさらに充実させることができた。また，事前・事後に学力調査

を行い，効果を確認した。「物理さきがけ」では，昨年度の試行を踏まえて教材プリント

見直し，それらを用いて授業を実践した。また，事前・事後の学力調査を行い，さきが

け教育の有効性を確認した。「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，数学や物理，化学，専門教育などの

より発展的な内容を学習させる教育内容の充実を行い，様々な科目について授業を実践

した。

「成果普及促進」については，今年度も国内外から学校視察・学校訪問があり，本校

のＳＳＨの取り組みについての説明を行った。生徒の各種大会における賞・記録につい

ては，例年と同程度で賞をいただいた。国際性育成研究会と協力し，タイ王国カセサー

ト大学附属高等学校へ派遣された生徒の，校内生徒向け報告会を実施した。 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。さらに，課外活動や出張などの機会

でも，他のＳＳＨ校との研究交流を行った。第四年次のＳＳＨ実施報告書を作成した。
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（５）第五年次（今年度）

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

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２１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，年次計画をもとに，科目としての完成を目

指した活動を実施した。これまでの授業実践の経験を生かして，開発科目としての目標

を達成すべく，その理念を具体的に実践できる教育方法を策定し，それに基づいたテキ

ストの改訂および授業内容の改善を行い，複数の教科間にまたがったＴＴを実施し，さ

らにブラッシュアップを図った授業展開を目指し取り組んだ。 終年次として引き続き，

科目開発の有効性について，生徒の評価を通した分析を行った。国際性育成の一環で実

施しているタイ王国カセサート大学附属高校生徒の授業参加については，昨年の課題を

改善するため，東京工業大学のタイ人留学生をＴＡとして活用し，本科目での授業交流

を行った。

「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の３年目を迎え，

安全と健康を第一に危機管理体制及び交流の充実化を目指して，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，本校教員

による「空中コマを利用した実験によるベルヌーイに関する授業」を実施し，本校生徒

とタイ生徒との協同作業を取り入れた授業を実践した。帰国後は，校内での報告会を行

い，海外体験の共有化を図った。１０月には，カセサート大学附属高校から生徒５名を

受入れ，「科学技術研究入門」の授業に参加し，協同作業を行った。課題研究での「英文

アブストラクト作成」の実践，東工大留学生による英語で聞く講演会，英国科学実験講

座クリスマスレクチャー2009への参加等も実施した。

「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を行った。横浜市から１年間研修で来ている

数学科教員に，成果普及も含めて，研究への参加と授業実践をしてもらった。各種アン
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ケート調査の実施などを行った。研究３年次に試行から始まった「物理さきがけ」につ

いては，本格的な実践を行った。アンケート調査による教育実習生・本校卒業生への調

査・追跡も引き続き行った。副読本「数理応用」を３年間の試作版を経て，さらに検討

を重ね新たな内容も加えて副読本「数学さきがけ（2009）」として完成した。

「成果普及促進」については，研究 終年次であることから１１月に研究開発成果発

表会を全教員協力のもと開催した。国内外からの学校視察・学校訪問（台湾，デンマー

ク，中国，韓国）を受け入れた。生徒の各種大会等における記録についても，優秀な成

績をいただくことができた。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１５件のＳＳ

Ｈ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

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

門 馬 進 副校長

杉 原 了 三 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 理科

井 口 実千代 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 英語
システムデザイン・

○ 山 口 正 勝 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 工業( )ロボット分野

遠 藤 信 一 教諭・科学技術研究入門研究会幹事 地理歴史・公民

(井 口 実千代) 教諭・国際性育成研究会幹事 英語

益 田 研 一 教諭・さきがけ教育研究会幹事 数学
材料科学・環境科学・

森 安 勝 教諭・成果普及促進委員会幹事 工業( )バイオ技術分野

大河原 勲 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)

秋 山 光 明※ 大田区・副区長 行政機関

小 川 浩 平 東京工業大学・名誉教授 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 山形県立山形工業高等学校・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

（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。また，品川区教

育委員会・教育長の若月秀夫氏に替わって大田区・副区長の秋山光明氏が，

研究第４年次より，本校ＳＳＨ運営指導委員をお引き受け下さった。

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

開発科目「科学技術研究入門」は，その目的を｢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｣と掲げている。目的の前半部分にあたる「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」ることについては，平成１４年度のＳＳＨ研究指定の

際に開発した「科学技術」および各分野の専門科目と関連させることにより，成果を得

ることができる。続く「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」

ためには，生徒自身がすでに学んだ学習の枠組みを構成し，未知の課題に対してこの学

習の枠組みを適合させていくことが必要となる。このような構成主義的なアプローチは，

暗黙知として生徒自身に形成されているものと教師は考えがちだが，実際にはこのよう

な教育を受ける機会はない。まず，この部分についての教育方法の開発が必要となる。

続く「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」

ためには，再構築された生徒の知見を，どのように表現していくか，協同学習ならでは

の表現方法を身につけさせなければならない。

これら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

策定し，それに基づいたテキストの作成，校内勉強会を実施，新たなカリキュラム編成，

複数の教科間にまたがった TT(Team Teaching)実施のために教員配置などを整備した。

２ 経緯

本研究会では，今までの教育とは異なる視点に立った積極的な発議・討論による発想

力の訓練を通じて，課題の発見・問題解決能力を身に付けさせることを重視し，その成

果をプレゼンテーションできるための教育方法を策定した。このことが，科学技術を対

象とした研究を行うためには不可欠であり，第３学年の課題研究，さらには高等教育機

関における研究活動に通じるものと考えている。

そこで，科目の目標に基づき，構成主義的なアプローチの方法および，既習の知識を

適合させることで解決可能な応用課題を提示するテキストを完成させた。テキストは教

師がファシリテートするためのガイドブックであり，実際の授業を実践するためには，

綿密な指導計画の練り上げが必要である。そのため，前期に教科「科学技術」および専

門科目による知識の充実を行い，後期より当該授業を行った(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）。

なお，検証については，構成主義的なアプローチによる課題解決が行えたか否かにつ

いて，発表を通じて観点別に評価するとともに，課題解決の方法論が他へ転化できたか

否かについて，課題研究の円滑な運営および取り組みによって評価した。

３ 内容

学校教育に関する現状の理解と社会のニーズ，科目の目標に基づいた概要の構築，テ

キストの執筆と編集について報告する。

（１）生徒に求められる力と科目開発の理念
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科目開発の発端となった学校教育の現状と問題点を整理・検討し，新科目の理念と

の関係を報告する。

①よくわかる授業はよい授業か ～発想転換の必要性～

学校教育の目標は何か。学力を高めて大学に入れることが目標なのだろうか。大学

への合格者数が学校を評価する重要な指標とされるのであれば，学校は塾や予備校と

何ら変わりがないことになる。目標に関する議論がしっかりと為されていないから，

教育改革というと，効率よく授業内容をこなすことや教授方法の改善ばかりに関心が

集まりがちで，時には，学校の先生も予備校の教え方を学ぶべきだとして，予備校の

講師に学校の施設を開放するべきだといった議論に終始してしまう。このような議論

は，手段が目的化してしまった残念な例である。そもそも学力とは何か，という議論

すらなされていない。

目標や内容を変えずに，教育方法の改善のみが教育改革だと考える結果，学校教育

は，暗記重視の予備校化を招くばかりで，自分では何も考えられない生徒を輩出し，

結局は教育改革に失敗する。そして教師側に意識改革が為されない以上， 終的には

授業時間数を増やせば何とかなるといった近視眼的な議論に辿り着く。これでは教育

改革が成功するはずはなく，何も考えない暗記だけが得意な受験マニアを大学に送り

込むことしかできない。教師側は，学校とは何を教えるべきところなのか，常に自ら

に問う必要がある。私たちは，解き方や答えを丸暗記させることに終始し，考える力

を育てていないのではないか。

「よくわかる授業はよい授業なのか」私たちは，自らに問い直すことから科目開発

を出発させた。発想の転換は生徒に求める以前に，私たち教員に求められるべきもの

であり，豊かな発想力はまず教師側に求められている。

②教えないことで引き出す力 ～発想力を育てる～

近，大学の先生方から以下のような話をよく伺う。「成績優秀だが，暗記によっ

て問題を解く癖がついているため，卒業研究になると何もできない学生やコミュニケ

ーション能力が不足していて，人と協調して仕事ができない学生が増えている」と言

う話である。困っているということなので，そのための方策を伺うと大方の先生方は，

「教員が指導してもどうなるものでもなく，本来学生が自分で身につけるべき能力だ」

という考えをお持ちである。結局は，「家庭の教育と高校までの教育がしっかりして

いないからこのようなことになるのだ」というところで話が落ち着く。「暗記重視の

大学入試が変わらない限り何も変わらないのではないか」といった反論をすれば紛糾

するばかりで，水掛け論に終わってしまう。いったい何がいけないのだろうか。

有名大学に合格した彼らは，予備校化した学校にとって，優秀作品であり，彼らこ

そバラ色の将来を約束された存在である。しかし，彼らは自分で考え，発想を具体化

する訓練がなされていない。効率よく学ぶことや教師の模倣は得意だが，シナリオの

ない行動は不得意なのである。だから，いざ大学に入ってみると，教えられたことだ

けは，強靱な暗記力で上手にこなすことができるが，創造的な研究，すなわちオリジ

ナリティが要求される研究では何もできない。また，自分の考えをまとめて発表し，

他人にわかってもらうという訓練がなされていないため，コミュニケーション能力の

欠如した学生を生むことになってしまう。これらの能力は，高等学校までの教育の中
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で，培われていないのも事実だが，AO 入試などの一部を除いて，一般の入試制度が

知識理解を計るものとなっており，これらの能力を要求していない現状がある。

教育とは，まず，目標を考え，その実現に向けて，どのような内容をどのような方

法で扱うべきかを検討する必要がある。「発想力を引き出す」と言った場合には，そ

れに対応した目標を見直し，それに伴って内容や方法を変革するという手順を踏まな

ければならない。私たちは，学問を知識として教えても，問題解決力は育たないこと

を忘れてはならない。

そこで本研究において思考した方法は，教師が手を出さずに，生徒に考えさせ，発

想を整理させて，発表させる訓練である。これは，彼らの持つ知識に依存する点が多

く，教師側は知識を教えるのではなく，発想を引き出すことや出てきた発想をまとめ

る手助けをするのみである。それゆえ，この「教えない授業」のことをあえて訓練と

いう言葉を用いている。

③科目開発の理念

図１は本開発科目の開発理

念について説明したものであ

る。本科目は，課題に対し，

既存の知識や調査・分析・資

料収集によって得られた新し

い知識を同化・適応・意味づ

けすることで，知識の再構築

をはかり，発表のために概念

地図化し，プレゼンテーショ

ンするものである。すなわち，

ここでいう学習とは，学習者

自身が知識を構成していく過

程といえることから，構成主

義的学習観に基づいた教授方略である。この場合，教師の役割は，あくまでファシリ

テーターであり，生徒の考えをまとめる支援をするに過ぎない。この点が教師にとっ

て受け入れがたいことであり，教師間のコンセンサスを得ることが難しい原因となっ

ている。教え込みに慣れている教師は，どうしても知識を教え込んで，結論を導く手

助けをしようとする。それでは何にもならない。

従来の一斉授業は，生徒の予備知識を必要とせず，教師側が与える知識の習得によ

って成り立っている。この方法は，教える側にとっても，また教わる側にとっても楽

である。教師は自分の知っている内容を伝えるだけで良いし，生徒が何も知らないこ

とを前提としているので，授業において想定外のことは起こりえない。生徒の側も，

内容を知らないことが前提となっているので，ただ単に受け身でいればよい。極端な

場合，その時間さえすぎれば良いという考えになる。内容を理解させるための授業展

開を教師側が工夫するなり，生徒自身に考えさせる時間を設けない限り，主体的に学

ぶ態度は育たない。これは，知識・理解の重要性を否定するものではない。知識を道

具とするためには，ある程度の知識について理解することは不可欠であり，大学入試

図１．「科学技術研究入門」科目開発の理念
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までは，ある程度の暗記力が必要となることも事実である。しかし，すべての科目が

このような教授主義的学習観に基づいた教育方法でよいのだろうか。これによって，

ものの見方・考え方，すなわち思考・判断力を養うことが出来るとは考えにくい。日

本の教育が「筋力トレーニングばかりで実戦では勝てない」と指摘されるように，自

ら考え，自ら答えを導き出すという訓練は学校教育では行われにくい。なぜなら，こ

のような訓練は，教師の力量に依存するためであり，特に大勢の生徒を対象とする場

合には，ＴＴなど教員間の協力体制が不可欠となる。良いことだとわかっていても，

敷居が高いとされるのはこのことが一因となっている。

従来の教授主義的学習観が今日の日本を作り上げてきたことは確かだが，さらに一

歩進んで国際的な競争力を身につけるためには，暗記型の学習とは異なる構成主義的

学習観に基づいた教育を導入する必要がある。そうでなければ，論理性を重視する北

欧のフィンランド・メソッドや貧困から抜け出すために死にものぐるいで勉強し，急

速な発展を遂げているインドなどの新たな教育大国に追い抜かれることは，早晩現実

となろう。そのような事態に陥らないためにも，本科目の趣旨が，様々な教育場面で

生かされることを望んでやまない。

近年，自動車のリコール隠し疑惑や消費期限切れ原料使用問題が世間を騒がせてい

る。ずさんな管理体制，企業ぐるみの隠蔽工作，責任を一作業員に押しつけようとす

る経営者の態度など，近視眼的な責任回避によりその場を繕えば済むという，非論理

的というよりもむしろ本能的な保身が消費者の不信を買い，根本的な解決が図られな

いまま，営業再開のめどは立っていない。かつての雪印乳業のように，消費者に見放

されては企業は成り立たない。「だめなものはだめだ」という一貫した論理性が，会

社にも技術者にも求められていることを忘れてはならない。

モラルや企業人としての態度を身につけることついては，別の科目に譲るものとし

ても，頭が柔軟で，正義を貫ける今だからこそ，「論理的」に考えるための訓練がで

きる。このあえて訓練と呼ぶ学習方法によって，誰が聞いても納得できるような説明

ができ，レポートや論文にまとめることが出来る。この科目を通じて，その力を身に

つけた上で，｢課題研究｣につなげていきたいと考えている。

（２）新科目の構想

①科学的なものの見方・考え方

創造的な研究をするためには，前向きで積

極的な学習態度が必要である。図２に示すよ

うに，既習の知識を工夫しながら生かし，収

集した多様な情報を活用し，創意工夫をもっ

て主体的に挑戦してこそ，自分の力で問題解

決ができるようになる。また，科学的に考え

るという立場から，予想や仮説を検証する実

験計画や方法を常に適用できる仮説検証思考が必要であると考える。

②科学技術研究入門の構成

「科学技術研究入門」は，図３のように，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。

図２．科学的なものの見方・考え方
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1.発想をまとめる訓練

人前で自分の意見を発言させることから，自分の意見をまとめたり，他人の意見を

聞いて概念図を作成し，発表することを目的とする。

これによって，発想する訓練，まとめる訓練，コミュニケーションをとる訓練がなさ

れるものと期待している。このためにブレインストーミング(brainstorming)や KJ 法

の手法を用いることとする。

2.科学的なものの見方・考え方を育てる実験

科学的考察により，事象を論理的に伝達する訓練を通して，科学的なものの見方・

考え方を育てようとするものである。ここで行われる実験等は，既習事項を異なる視

点に変換することで，内容の理解を深め，さらに興味が持てることを期待している。

この実験等では，普通科目の理科・数学や専門科目の既習内容が理解できているこ

とを前提に行い，座学の学習を証明するために実験・実習をするという既存の学習方

法によらず，与えられた課題や疑問点を解決するために，既習事項を活用したり，実

験・実習を行うものである。そこで本研究では，この実験については，専門分野によ

らず，力学・電気・化学の３テーマによることとした。それゆえ，建築デザイン分野

の課題を機械システム分野で実施することが可能である。

3.仮説検証思考型実験

既知の学習を実験･実習で確認するいままでの教育方法とは異なり，応用課題に対

して仮説を立て，それを検証するために実験を行うという態度を身につけさせる実験

が，この仮説検証思考型実験にあたる。この方法は，2.と同じように応用課題を教師

側が与える方法と，課題研究の前段階と位置づけて仮説を次年度のものづくり等の実

験･実習によって解決していく方法がある。具体的な運用方法は各分野にゆだねた。

③指導手順

運営上，1.→2.→3.の順に行うものとするが，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

た活動を行うことになる。内容の詳細については，後の節で詳述するが，１つの課題

につき４～８時間程度で，集中して行うことを想定している。

授業の実施にあたっては，テーマ内容によりクラスを分割した方が効率的である場

合には，生徒を２分し，それぞれに２～３名の教員を配置した。また，分割しない場

合には，３～５名の教員を配置すること

とした。いずれの場合も，テーマごとに

中心となる教員を１名をあて，本時のテ

ーマをファシリテートする。その他の教

員は，サポート役となり，すべての生徒

をケアできるように配慮する。通常，当

該テーマのテキスト執筆者が推進役とな

り，他の教員は，生徒へのケアをはかる

ことで，円滑な運営ができるものと考え

た。なお，各テーマの終わりにはプレゼ

ンテーションを行い，総まとめとするが， 図３．科学技術研究入門の構成
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その時間は２時間程度を想定している。

（３）評価方法

①観点別評価の導入

「科学技術研究入門」では，前述の通り，生徒の思考過程や判断・態度，プレゼン

テーション技能や作品などによる表現を重視することから，知識の到達度のみで評価

を決めるのではなく，知識・理解，思考・判断，技能・表現，関心・意欲・態度の４

観点による観点別評価を導入した。

「関心･意欲･態度」といった情意的な観点は，観察法によって，情報収集・実験実

習の態度，プレゼンテーションなど発表での役割と態度などについて評価する。

「思考・判断」は，観察法の他に，プレゼンテーションなどの発表での思考過程，

結論を導く理由などによって，思考力や判断力を計る。

「技能･表現」は，プレゼンテーションの発表に際して，いかに聴衆にわかりやす

く伝えようとしているか，プレゼンテーションシートの完成状況や聴衆の反応によっ

て計るが，場合によっては，作品の出来についても評価に加味する。

「知識・理解」は，必要な知識をどの程度理解しているかについて，発表の内容と

質疑の様子，作品の評価などを組み合せ，多面的に評価する。なお，内容の性格上，

ペーパーテストが必要である場合は実施を認めたが，基本的には，日頃の活動とプレ

ゼンテーション・作品等によって４観点を判断した。また，この４観点については，

観点による重み付けは行わず，その割合は，１：１：１：１とした。

評価者は，中心になって授業を運営する教師を主とした。これは，中心になって授

業を運営する教師が学習課題の提案者であり，生徒の到達度を確実に把握できると考

えたためである。しかしながら，評価が恣意的になることを防ぐため，サポートする

教師による観点別評価を加味することとし，その割合を１：１程度として，公平な評

価を心がけることとした。

しかしながら，観察法による観点別評価の場合，生徒と教師の間で不整合が生ずる

可能性がある。たとえば，ただ気だるい態度でインターネットの検索をしている生徒

に，教師は低い評価を付けるが，場合によっては頭の中で考えをまとめながら，プレ

ゼンテーションに必要な図を検索していたのかも知れない。見た目だけでは，生徒の

思考過程の努力と教師の評価がかみ合わない。このように，観察法による評価と生徒

自身の評価が食い違うことを避けるために，生徒自身による自己評価を取り入れた(詳

細は付録)。教師側は，生徒自身の評価（自己評価）を的確に把握することで，生徒

の表面に現れない考えや思考過程・葛藤を掌握することが可能となり，生徒の陥りや

すい誤りに気付いたり，問題解決のための適切なアドバイスが可能となる。また，生

徒は自らを評価することにより，作業手順や思考過程，グループ内の役割や積極的な

態度の有無，考えの問題点やつまずきなどを自覚でき，教師のアドバイスを受け入れ

ながら，生徒自身が学習についてメタ認知を獲得することが可能となると考えている。

②観点別評価用プログラムの導入

評価者の負担軽減のため，図４のようなエクセルのシートを工夫した観点別評価用

プログラムを幹事が作成・導入した。シート作成にあたっては，フリーソフトとして

公開されているプログラム(｢観点くん｣など)の集計方法等を参考とした。
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評価者に対しては，次のような導入文を付した。

「科学技術研究入門は，今までの教科と違い，知識・理解を前提とせず，いずれは思

考・判断力を身につけていくことが求められています。そうはいってもどのように集

計したらよいか，膨大な集計項目の前で唖然としてしまいます。本プログラムはその

負担を少しでも軽減できればと願って作成しました。このプログラムで評価のかなり

の部分を自動化できたと思いますが，あくまでも評価方法のひとつであって絶対的な

ものではありません。また，このプログラムを使用する前の資料の準備（課題点検表/

発表回数調べ/授業観察記録など）やテスト問題の吟味は不可欠なものです。本プロ

グラムが評価のための一道具であるという認識のもとご利用いただければ幸いです。」

すなわち，このプログラムの使用は，必要条件とはせず，３段階の観点別評価と５

段階評定との関係，前述の評価者および観点別の重み付けについて，理解してもらう

ために作成したものである。

（４）ブレインストーミングおよび発想をまとめる授業の実践

人前でのプレゼンテーションを前提に，自分の意見をまとめたり，他人の意見を聞

いて概念図を作成し，発表することを目的とした。実践の経緯は以下の通りである。

この実践は，発表を合わせ４時間で行った。はじめに，本科目の趣旨を説明し，サー

クルゲームで頭を柔軟にし，発想を引き出しやすい状況とした後，各グループに分か

れて，作業を開始した。授業がスタートした開発２年目は，機械システム分野・情報

システム分野・電気電子分野・建築デザイン分野では幹事が中心となって授業を運営

した。また，実施時期が重なることから，この年は，情報システム分野・電気電子分

野については，合同で授業を実施し，幹事が担当した。なお，応用化学分野では，他

のテーマ同様に専門分野の教員により運営した。３年目については，応用化学分野に

ついても，幹事が担当し，合同授業による授業運営の難しさから，情報システム分野

は，専門分野の教員が担当した。４・５年目については，機械システム分野・電気電

図４．科学技術研究入門観点別評価用プログラムの画面例



- 31 -

子分野・建築デザイン分野については幹事が，応用化学分野・情報システム分野では，

専門分野の教員が授業を担当した。同時期に授業が始まる故に，幹事が回りきれない

現実があるが，個人の力量に頼るのではなく，それぞれの教師が授業スキルを身につ

けることが 善である。

この授業実践により，発想する訓練，考えをまとめる訓練，コミュニケーション能

力を育てる訓練が為されるものと期待している。

詳細は，各分野の報告に譲るが，図５の写真は，

ブレインストーミングの結果を各自が小さい紙に書

き，ＫＪ法を参考に概念地図化する作業を撮影した

ものである。テーマは，「高校生の宝物」・「大切な

ものとは何か」といった題材の中からグループごと

に選択し，各自が自分の考えを寄せたものである。

作業手順は，次の通りである。まず，小さい紙に

自分の考えを一言だけ書き，思いつくだけ次々と紙

に書いていく。ただし，文章とはしないこととした。全員の考えが出揃ったところで，

各グループごとに推進役を決める。同一の考えの紙を重ね，関連する考えの紙をグル

ープ化していく。グループ化した紙を模造紙の上に置く。複数のグループ間には，相

互に関係があり，その関係を線で結ぶ。なかでも，結びつきの強さは線の太さによっ

て表していく。このような概念地図(コンセプトマップの書き方は，１年次の「人と

技術」の１テーマである技術者倫理のなかで，生徒の道徳性発達を促し，道徳性の質

の向上につながる役割取得能力の育成のために指導しており，その成果が手際の良さ

として現れていた。

発表では，模造紙を黒板に貼り，手で指しながら発表するが，グループの構成員は，

必ず自分の担当箇所を設け，１分以上発表に携わらなければならないこととした。

すべての分野において，生徒が積極的に取り組み，全員の声を聞ける発表となった。

生徒の自己評価も高く，生徒自身も満足のいくものとなった。ブレインストーミング

および発想をまとめる授業では，その技法やスキルを生徒に理解させることに主眼が

おかれ，内容の理解を目的としたものではない。授業としては成功したと言えるが，

この手法を科学的なものの見方・考え方を育てる実験や仮説検証思考型実験に，どの

ように生かしていくのか，その継続性が課題となっている。詳細は（５）の各分野に

おける取り組みに譲るが，生徒の発見を促すような授業展開のネタを探すことは容易

ではない。いくつかのパターン展開でそれを実現することは可能だが，系統的な専門

教育のすべてをカバーすることは出来ない。ブレインストーミングとそれをまとめる

ことについて，漠然とした継続性を示唆するレクチャーで行うことは可能であるが，

それをいかに専門分野の教育として結びつけていくかは，各分野教員の課題となって

いる。

（５）各分野における取り組み

①材料科学・環境科学・バイオ技術分野（略称：応用化学分野）

(ｱ)概要

応用化学分野における科学技術研究入門の授業は，９月下旬からの後期授業に組み

図５．ブレインストーミング
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込み，週１日，４時間連続の授業として実施した。単位数は２単位となる。授業は基

本的に，クラスを四分した各グループが，２週間を１クールとした２テーマに取り組

み，ローテーション形式で合計７テーマを行うものとした。これに加え，授業年度当

初には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。また，ローテーシ

ョン形式授業終了後には，新規テーマの教材化のための試行や課題研究さきがけを行

った。これらについては，クラス一斉授業の形態により実施した。さらに，国際交流

の一環として，タイ・カセサート大学附属高校からの生徒を受け入れた授業交流につ

いても実施した。

(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（クラス全員）

科目の趣旨説明の後，４０人のクラスを６グループに分け，ブレインストーミング

によるアイデアの創出，および，KJ 法的創造技法を用いた発想整理の訓練に取り組

んだ。授業実践初年度においては，地理歴史・公民科の教員の支援を受け，本授業の

基本的な実施方法について学習した。テーマは，「高校生の宝物」，「大切なものは

何？」，「好きなものの条件」，「本当の友達とは？」から１つを選択させた。その後は

応用科学分野の教員主導で，専門分野に係わるテーマへと展開した。ここでは，「混

合物とは」および「光を発するもの」をテーマとして取り上げた。前者においては，

純物質や化合物，混合物についての化学的な定義を確認した後，身のまわりのものに

対する分類法について議論した。また，「相」という概念に基づいた分類を意識させ

ることにより，後のテーマである「混合物の分離」の学習につなげることを図った。

後者においては，身のまわりの発光現象に対

する分類法について議論した。この中では，

発光原理の違いに着目することを期待した。

その後，自作の簡易分光器を用いた光（太陽

光，白色光，Na ランプ等）の観察から，光

の構造について学習した。これにより，後の

テーマ「光と色」の学習へとつなげることを

意識した。

○第３～１０回目 科学的なものの見方・

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）

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

ついて取り組んだ。研究期間内に，テーマの内容についてマイナーチェンジを図りな

がら，授業法の成熟を目指した。

≪科学的なものの見方・考え方を育てる実験≫

【水質を調べる】

「水質汚濁」の原因となる物質や，その発生原因，さらには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】

図６．分光器による光の観察
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混合物からの目的物質の抽出，すなわち，

混合物の分離をテーマに，電解精錬，葉緑

体成分の分離，蒸留，DNA 抽出に関する実

験を交えて学習した。研究開発年度４年目

においては，実験内容の一部について増補

し，テーマの熟成を図った。一つは，葉緑

体成分の分離に関する実験を進めながら，

光合成に使われる光の成分について考察・

学習し，他のテーマ「光と色」とのリンク

を意識した。また，DNA の抽出に関する実

験においては，抽出対象をタマネギからヒトの頬裏細胞に変え，自らの体の一部を実

験対象にすることにより，他分野にないユニーク性を持たせることにした。このテー

マに関しては，国際交流授業に供出することを考慮し，日本語と英語を併記したスラ

イドを準備した。なお，研究開発年度４年目においては，タイ・カセサート大学附属

高校の生徒一名が，本テーマに取り組んだ。５年目については，同様にタイからの生

徒を受け入れるべく授業準備を進めていたところだが，授業対象クラスに学級閉鎖が

発生したことにより，授業実践を断念した。

【光と色】

ＲＧＢの光源により光の混色，および，単色光による色紙の見え方について，自作

簡易分光器を用いた観察を通して議論した。ここでは，観察光の分光スペクトルをデ

ィジタルカメラで撮影し，PC による画像処理を施し，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列挙し，

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】

溶液のもつ色と含有成分，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，吸光度測定を利用した定

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による環境調査に取り組

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

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，燃焼性や反応性に

ついて実験的に検討し，それぞれの結果を比較した。

図７．国際交流授業に用いたスライドの一例
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【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

コールと炭化水素との違いについて，分子内の酸素の有無に着目し，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，反

応性を実験的に検討・学習した。

○第１１～１３回目 課題研究さきがけと新規テーマの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，上述した

実験テーマの他に，新たなテーマの教材化を目指し，試行的実験に取り組んだ。研究

開発年度２年目からは，「Find My Rule」について試行した。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二群を準備した後，その中の要素を他

者に順番に示し，そこからルールを言い当てさせるものである。さらに４年目には，

「HaptiChem」を用い，化学結合（ファンデルワールス力やクーロン力）の仕組みに

ついて，原子の電気的性質に着目した議論を通して学習した。「HaptiChem」とは，

原子に見立てた球に対し，化学結合に係わる力の働きをコンピュータ制御により再現

し，原子間に働く引力や斥力を体感的に学習できるプログラムである。５年目におい

ては，「木炭アルミ電池をつくってプロペラモーターを回そう」と題し，性能の良い

木炭アルミ電池の製作に取り組んだ。木炭アルミ電池の基本構造は同じとし，電解質

溶液の種類と濃度の違い，電解質溶液を保持するペーパーやアルミホイルの巻き数(厚

さ)の違い，備長炭の形状の違いをパラメータとし，性能の良い木炭アルミ電池作製

に必要な要素について検証した。授業では，理論に基づく結果の予測を行った後，予

備実験を通した仮説の構築を行い，本実験による仮説の検証，プレゼンテーションを

通した議論へと展開した。

(ｳ)生徒の評価基準

生徒の評価基準としては，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

本授業の象徴的な取り組みであるブレインストー

ミングに関しては，日常経験している教授主義的学

習観とは大きく異なる授業形態のためか，生徒内に

は，当初は要領の掴めない様子が見受けられた。し

かし，このような状況は時間の経過とともに解消さ

れ，積極的なアイデアの創出・意見の発信へと展開

した。また，この後に続く概念の地図化において，

意見の集約のために，各グループの中で大いに議論

し合う姿勢が見られた。

集約した意見の発信となるプレゼンテーションにおいては，生徒たちは，当初から

高いレベルの能力を示した。これは，研究開発年度３年目頃から顕著に感じられるよ

うになったもので，本ＳＳＨ研究開発で目指す「わかりあう」力の育成が，当該学年

図８．木炭アルミ電池の評価
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に至るまでに効果的に実践されているものと考えられる。また，本授業内においても，

授業経過に伴い，プレゼンテーション能力の着実な伸長が認められたことから，「わ

かりあう」力の継続的育成に寄与できたものと考える。

一方，留学生との授業交流に関しては，生徒間での積極的なコミュニケーションの

形成までには至らなかった。これには，留学生の授業参加時間が短かったこと，実験

内容の理解に集中しすぎたこと等，生徒たち自身の要素よりは，外的要因が影響した

部分も否めない。教員側においての授業構成の改善が効果的であると思われるが，学

級閉鎖というハプニングにより，授業交流が一度だけの実施に終わってしまったこと

は残念である。

研究第５年次においては，仮説検証思考型実験の新しいテーマの試行実験として，

性能の良い木炭アルミ電池の作製に取り組んだ。この中で生徒たちは，自分のグルー

プ内での電池性能の向上を目指すばかりでなく，他グループの電池性能との比較も意

識させられた。他グループより高い性能を目指した作業の中で，生徒たちには，課題

に対する自発的な意欲の向上が見られた。

(ｵ)今後の課題

本科目の実施に当たっては，基礎的知識・技能の習得（教授主義的学習観に立った

方法によるもの）のための絶対的時間数が，これまでに比べて減少してしまう懸念が

当初よりあった。これについては，テーマ内容を工夫することにより，習得知識の深

化をテーマ間で補完することに努め，その効果を感じられるまでに至った。このよう

に，テーマ間をリンク出来るような実験内容の吟味については，今後もより一層推し

進める必要があると考える。授業テーマについては，研究第５年次に取り組んだ「性

能の良い木炭アルミ電池の作製」ように，競争意識を持たせられるものが，生徒の取

り組み意欲の向上には効果的に働く部分もあることを確認できた。このようなテーマ

のさらなる探索も今後の課題と言える。

一方，教授主義的な授業形態から構成主義的なものへの転換に関して，教員側の適

応度としては，まだまだ改善が必要と思われる部分も多い。他の科目を含めた授業構

成の見直しを含め，より高いレベルの授業運営を志向していく必要があると考える。

国際交流に関しては，一年間だけの経験になってしまったが，所々に改善を要する

部分を見つけられたという点で，有意義なものであった。限られた時間の中で，いか

に実のあるものにしていくのか，今後も継続的な検討が必要と考える。

②情報・コンピュータサイエンス分野（略称：情報システム分野）

(ｱ)今年度の概要

情報システム分野の科学技術研究入門は10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41人を 8 班に分け，テーマ毎，ブレインストーミングを行

い KJ 法でまとめるという作業を行った。

また，今年はテーマの実施順序を変えて，「高校生の宝物」「ライントレースロボッ

トのプログラム作成」「 速の○○コンピュータ」といった順に実施した。このよう

にした理由は，例年，ハードウェアの作成から，プログラムの作成まで間が長いので，

それを短めて見たらどうなるか実験してみた。

(ｲ)実施テーマ
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○高校生の宝物

(a)概要

本年度も引き続き，「高校生の宝物」というテーマで，KJ 法とブレインストーミン

グについて説明した後，実際に体験させた。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。そして自分の考える

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，質疑応答を行った。

(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，今年度の生徒は少し，ふざける方向に

行く生徒が多かった。

(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た。おおむね例年

と同じ傾向であったが，笑いを取るための項目

を作っていたグループがあった。

○ライントレースロボットのプログラムを考える

(a)概要

本年度は昨年度と異なり，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い

て「 速のコンピュータ」より先にブレインス

トーミングと KJ 法を行った。

例年，ハードウェアの作成から，ソフトウェ

アを開発する，このテーマに間があることで，

アイデアがハードウェアから遊離したものが出

る傾向があったが，そのあたりが改善して，地

に足が付いたアイデアが出ると期待した。

(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，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，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

本年はこのテーマを早く行ったが，あまり，自分の作ったハードウェアに基づかな

い，イメージが主にたったアイデアが多かった。そして，発表会での質問も回答も漠

然としたものが多かった。

本年度の生徒も，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。 終的に，S 字，

クランクを含むコースを完走したのは 14 名でクラスの半分弱であった。完走したプ

ログラムの内容のほとんどはセンサーの状態を覚えておいて，線が外れたとき元に戻

図９．KJ法で意見をまとめる

図10．ロボットのアイデアを出す所
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る方向を決めるといったものが多かった。

○ 速のコンピュータを製作する

(a)概要

本年度は，「 速の○○コンピュータ」というテーマで実施した。その結果，「 速

の起動コンピュータ」「 速の安いコンピュータ」「 速のコンパクトなコンピュータ」

「 速の動画処理コンピュータ」「 速のエミュレーションコンピュータ」「 速のエ

ンコーディングコンピュータ」「 速のインストールコンピュータ」というサブテー

マが出てきた。さらに，予算の制約を与え，そのサブテーマに合ったパソコンを製作

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？を調べた。生徒

のアンケート結果で優秀なものは実際に製作する予定である。

(b)生徒の様子

基本的には昨年度と同じように，アイデアを出し，結果を分類していたが，一部の

グループで，笑いをとる要素をあげていた。そのたびに，「それを取り入れると，ど

うして早くなるの？ちゃんと理由を説明できるね？」と指導したが，直らなかった。

(c)発表の様子

発表は， 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，例年の

ように CPU の高速化に力を入れたり，メモリをた

くさん積む，などの意見が多かったが，本年度は

二次記憶装置に SSD といった半導体メモリを指定

するものが多かった。

その後，予算の制約等にあわせ，実現可能なコ

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。

(ｳ)生徒の評価基準

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。

「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。

「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， 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，「 速の○○コンピュータ」

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。

「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，レポートの内

容，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

図11．最速のコンピュータのチラシ
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一周を走るのにかかる時間等に基づいて評価した。具体的には複雑なコースでも完走

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評価とした。

(ｴ)アンケート結果

2006 ～ 2009 年卒のアンケート結果を表１に示す。共通部分は全体の評価に譲り，

情報システム分野について述べる。なお，2006 年度は「科学技術研究入門」を受講

する前の生徒であり，2007 年度以降は受講した後の生徒である。

2009 年度の特徴として，今までには出てこなかった「SSD（ソリッドステートド

ライブ）」をあげる者がいた。SSD は今までの HDD に替わるもので，アクセス時間

が HDD より早いものなので，「速い PC」の３番目の項目に３人挙げている。また，

「静かな PC」の項目でも挙げられいる。その人数は，表中の HDD の中に含めてカ

ウントし，SSD と答えている者はその中の各１名であった。

全体として，年度ごとの特徴はあるが，「あなたがコンピュータを自作するとき・

・」の回答率から，「科学技術研究入門」を履修していない学年（2006 年度）と履修

している学生（2007-2009 年度）に違いがあることが分かる。さらに，本分野に集ま

ってくる生徒はコンピュータに関心を持つものが多いことと考えあわせると，この科

目のおかげで，すでに知っている，コンピュータの構成部品が整理され，きちんと記

述できるようになったものと思われる。つまり，知識があるだけでなく，知識をアピ

ールする力がついたと考えられる。

表１．卒業時アンケート調査結果

'06[人] [%] '07[人] [%] '08[人] [%] '09[人] [%]

問1PC自作時の注目点 記述がある 22 51.2 28 87.5 32 91.4 32 91.4

問2速いPC 1 CPU 14 32.6 20 62.5 23 65.7 20 57.1

メモリ 4 9.3 2 6.3 1 2.9 1 2.9

GraB 0 0.0 0 0.0 2 5.7 0 0.0

2 メモリ 13 30.2 17 53.1 16 45.7 13 37.1

MB 1 2.3 2 6.3 1 2.9 4 11.4

3 MB 1 2.3 2 6.3 2 5.7 1 2.9

GraB 2 4.7 3 9.4 8 22.9 2 5.7

OS 4 9.3 3 9.4 3 8.6 1 2.9

軽いPC 1 ケース 6 14.0 8 25.0 7 20.0 4 11.4

メモリ 4 9.3 11 34.4 5 14.3 1 2.9

CPU 1 2.3 1 3.2 7 20.0 2 5.7

2 CPU 5 11.6 5 15.6 4 11.4 1 2.9

電源 0 0.0 3 9.4 0 0.0 1 2.9

3 HDD 2 4.7 7 21.9 3 8.6 5 14.3

メモリ 2 4.7 0 0.0 2 5.7 4 11.4

キーボード 0 0.0 2 6.3 0 0.0 0 0.0

静かなPC 1 ファン 13 30.2 12 37.5 19 54.3 7 20.0

ケース 0 0.0 3 9.4 1 2.9 2 5.7

2 HDD 5 11.6 6 18.8 5 14.3 5 14.3

ファン 4 9.3 3 9.4 1 2.9 6 17.1

CPU 0 9.3 2 6.3 7 20.0 2 0.0

3 HDD 2 4.7 5 15.6 2 5.7 5 14.3

電源 1 2.3 4 12.5 0 0.0 0 0.0

問3ライントレーサ 記述がある 31 72.1 30 93.8 35 100.0 35 100.0

問4反映できたか？ 反映できた 19 44.2 18 56.3 26 74.3 31 88.6

（注:GraB －グラフィックボード，MB －マザーボード）
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問２の「速い PC」「軽い PC」「静かな PC」では「科学技術研究入門」の履修，未

履修の違いは少なく，それぞれ，CPU，ケース，ファン，を重視するものが多かった。

なお，2009 年度は少し少ないようだが，実際の回答の中には，「個々の部品」とか，

「軽さ」などといった，アンケートの問いと異なる，部品を特定しない回答が９人お

り，それが影響しているものと考える。

問３，問４のライントレースロボットのプログラミングに関するアンケートでは年

を追うごとに，プログラミングするポイントや実現できたかどうかの記述が増えてい

る。これは KJ 法等を繰り返すうち，単に動かなかった，では無く，その原因，対応

策まで，じっくり考えることができ，それが生徒に印象に残っているので，記述が増

えてきていると考えられる。この傾向から，指導する方法の方も，年度ごとに定着し

て行ったのではないか，と考える。

(ｵ)留学生との交流

今年はタイ国の留学生に加えて，東京工業大学の留学生を TA として参加してもら

った。テーマは「高校生の宝物」というテーマでブレインストーミング，KJ 法を行

った。TA が橋渡しになり，本校の高校生ともスムーズに意思疎通ができたようであ

る。また，TA にとっても，日本の高校生の考え方は驚く点が多く，TA も含めて話

し合いが盛況になったようである。

(ｶ)今後の課題など

本年度，タイからの留学生に TA を付けたのは成功であった。グループの話し合い

が活発になり，相互理解が進んだと思われる。

また，今年はライントレースロボットを先に行ったので，例年のハード作成からソ

フト作成までの時間が空くという欠点を取り除いてみたが，結果は，例年と同じよう

に自分のハードウェアを無視したアイデアが幾つか出された。クラスの雰囲気（今年

は笑いを取ろうとする生徒が多かった）にもよるのであろうが，ハードウェアに基づ

いて，アイデアを出すというのは難しいようだった。どのように指導すれば，ハード

ウェアにもと付いたアイデアがたくさん出るか，今後の課題である。

③システムデザイン・ロボット分野（略称：機械システム分野）

(ｱ)今年度の概要

習得した細切れの知識に対して，それらを総合的に扱える能力を育成し，さらに実

際のものづくりで生じる様々な問題に様々な角度から挑み，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を通しての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。

機械システム分野での授業は，４月当初から通年２単位で１回５０分×２時間で実

施した。また授業内容では｢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２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んだ。また３学期には，各分野で１時間づつ

補足やまとめの時間を設定した。なお，実施にあたっては，機械システム分野の教員

に加え，物理科教諭２名によるＴＴを行った。

(ｲ)実施内容

－流体分野における取り組み－
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○１学期

(a)流体の静力学その１（浮沈子に関して，グループ発表）

内容：圧力に関する説明を受けた後に，浮沈子という科学玩具の機構を調べる。

実験を行い，測定データをまとめてプレゼンテーションを実施する。

(b)流体の静力学その２（アルキメデスの原理に関して，グループ発表）

内容：圧力と浮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るのかを調べる。実験内容を自分たちで考

えて，測定データをまとめてプレゼンテーションを実施する。

(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）

内容：ベルヌーイの定理についての簡単に説明を受けた後に，定性的な実験をい

くつか用意し，その実験に取り組む。

(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）

内容：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行い，測定データをまとめてプレゼンテー

ションを実施する。

(e)補足等

内容：１学期の授業内容を補足した。

(f)筆記試験

・１学期の授業の特徴： 昨年度同様，２時間連続授

業の中で目的を明確に意識して実験を行い，結果を

考察し，プレゼンテーションを実施した。

○２学期

(a)タービンデザインコンテストその１（説明・製作）

内容：コンテストの概要を説明を受けて簡単な風車を製作する。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，さらに風車を製

作する。

(b)タービンデザインコンテストその２（製作・発表準備）

内容：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に関する明確な指

示を受けた後，プレゼンテーションの準備をする。（例年通り，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。）

(c)タービンデザインコンテストその３（個人のプレゼンテーション）

内容：１テーマ５分程度のプレゼンテーション

(d)タービンデザインコンテストその４（風車の理論

説明）

内容：教員による補足説明を受け，力学的観点

から風車のはたらきを考察する。

(e)ポンプの分解

内容：身近なところで用いられるポンプを分解

して機構を調べる。

(f)ポンプの資料作成

図12．流体分野・浮沈子の実験

図13． 流体分野

タービンコンテスト風車製作
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内容：(e)で調べた内容に関して，各自プリントにまとめる。

(g)筆記試験

・２学期の授業の特徴：代表的な流体機械である風車とポンプを題材にして，その原

理を調べ，性能向上のためにはどのような工夫が必要なのかなどを考察し，プレゼ

ンテーションを行った。

○３学期

(a)油の粘度測定

各種油に温度変化を与えたときの粘度の変化をまとめる。低温の場合，測定に時

間がかかるので，できるだけうまく加熱して実験を進める。

グラフ例：横軸(温度;℃)－縦軸(粘度;秒)

データ数：３～５点

(b)圧力センサを用いた空気圧の測定

物理量を電気信号に変換するのがセンサである。ここでは，アナログ入出力ボー

ド上で圧力センサを用いて，空気圧を測定し，その結果をまとめる。結果は VisualC#

のプログラムにより，リアルタイムで画面表示ができるようにする。

グラフ例：横軸(時間;秒)－縦軸(圧力;Ｐａ)

テータ数：タイマープログラムを用いてサンプリングタイムを設定して，連続的

にデータを取り込む

(c)動力が不要な噴水と水車の製作

ペットボトルやビニールチューブ等を利用して，水の位置エネルギーを利用した

噴水と水車を製作する。本年度も昨年同様，授業展開などを工夫して２学期までに

従来の内容を実施し，３学期はすべて新たな内容にして取り組んだ。これまでプレ

ゼンテーションは実施してきたものの，その内容に定量的な内容が少なかったため，

第３学年の「課題研究」に生かすことができるように，アナログ入出力装置を用い

た測定なども取り入れた。また，測定データをエクセルに取り込んで，散布図にま

とめるなどの操作に関して，研究論文に対応できるように指導を行った。

－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

発生させた蒸気を，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

型にあて，その蒸気の動力を求めることを通して動力とは何かの理解を深めると同

時に，変換効率と動力を向上させるための方策を検討し，物理的なアプローチも行

った。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。そして流体分野同様，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，古くからおもちゃとして親しまれているポ

ンポン船を取りあげ，このポンポン船の製作を通して，その動く原理のみでなく，

ポンポン船で見られるさまざまな現象について検討・考察し，運動量保存の法則の
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実際の応用ケースに触れる等， 後に物理的なアプローチも試みた。またグループ

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。

(b)熱エネルギーの利用と変換

ここではスターリングエンジンを教材として取

り上げた。ビー玉が入った試験管を暖めることに

よって生じる，空気の膨張と収縮を利用して走行

するスターリングエンジンカーを活用し，生徒は

改良を繰り返す中でスターリングエンジンについ

ての考察および検証を行い，さらに熱の本質とは

何かを体験的に学習した。

(c)摩擦力

物を動かそうとするときには抵抗力が働く。こ

の力が摩擦力であるが，物が動く直前の 大静止

摩擦力について，定量的な関係，摩擦の法則を実

験や生徒が考えた方法で確認した。例えば物体を

水平な机の上で引張るのに，どのくらいの力が必

要なのか。生徒の多くは（重力＋摩擦力）以上の

力がいると考える。重力が生徒の頭の中ではまだ

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。そしてその後，静止摩擦係数

の測定に取り組ませた。

測定法としては，①物体をバネばかりで水平に引っ張って測定する方法，②摩擦

角より求める方法，および③接触面の材質や重さ等を変えて測定する方法を取り上

げ，体験的に学習させた。

○３学期

(a)比熱と熱容量

水熱量計を用いて，熱量の保存より金属の比熱を測定させ，外見の特徴と測定し

た比熱の値より，試料がどのような金属なのかを考察させた。そしてさらに期待さ

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を検討・考察させた。

(b)熱力学の基礎

１学期に学習した熱力学の基礎についての内容確認をまず行い，学習の定着度を

確認した。次に理想気体の状態方程式，定積変化・定圧変化と熱力学第１法則，等

温・断熱変化および熱機関のサイクルと熱効率等，演習形式で理解を深めさせ，数

式の展開を含めた古典物理的内容を学習することで，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を解消したことは，昨年と同様である。

(ｳ)生徒の評価基準

例年と同様，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を評価基準とし

た。また発表の技術（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

図14．熱分野・ポンポン船の製作

図15．タイ交換留学生を交えての

摩擦実験
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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評価した。

(ｴ)留学生との交流

本年度，タイ王国・カセサート大学附属高等学校の女子生徒１名と男子生徒１名が，

熱分野の授業に参加し，摩擦力についての体験学習をした。言葉の壁が大きく，戸惑

いの多かった昨年度に対し，今年度は大学から同じタイの留学生によるＴＡ（テｨー

チングアシスタント）として通訳等の協力があったため，交換留学生達も安心して楽

しく課題に取り組んでいた。この点に関しては，昨年度の反省を大いに活かした取り

組みが行われたと言える。

(ｵ)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

昨年同様，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）

これらは例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が，

今年度も一層明らかに見られたといえる。

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改善され

たと言える。

本分野では，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と考え，取り組んできた。５年目にしてその成果は大

いに見られるが，さらなる発展を目指して今後も新しい視野で取り組む考えである。

④エレクトロニクス・エネルギー・通信分野（略称：電気電子分野）

(ｱ)今年度の概要

電気電子分野では，ベースとなる学習知識をオームの法則やフレミングの法則など

直流回路に関する学習に求めているため，中学校の理科第一分野および技術科におい

て既習事項となっているものもある。それゆえ，他分野よりも応用課題を解決しやす
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いと考えがちだが，中学校における数学との関連で，

繁分数や連分数の展開を伴わない範囲でしか，中学

校の理科では扱わないため，並列回路の合成抵抗を

求める解法などは，本校入学後に初めて学習する。

それゆえ，特段他分野より有利とも言えない。

電気電子分野では，電気とは何かといった根本的

問題を考えさせるテーマを設定し，実験室の中だけ

での動作が目的ではなく，実用に足るもの，

Engineering について考えさせることを目的として

いる。

また，研究第４年次に続き，今年度もタイ王国カセサート大学附属高校の生徒を受

け入れるという国際交流の実践を行い，万国共通に思える科学技術の事象に関しても，

ベースとなる文化が違えば，異なる考えを持つことを実感することが出来た。

実施にあたっては，１０月からの半期（４時間連続授業）で行い，５年間同じ方法

を踏襲した。なお，指導に当たる教員は４名（電気電子分野３名・地歴・公民科１名

のＴＴ）とし，テーマによるクラスの分割は行わず，共同で指導にあたった。

(ｲ)実施テーマ

○課題１ ブレインストーミング

自らの発想を他人にわかる形にすることが，ブレインストーミングの目的であり，

ＫＪ法を取り入れたコンセプトマップの制作や発表は，ブレインストーミングの内容

を伝達する方法である。これらを一つの方策として一連の流れの中で学ばせることが

課題１の目的である。また，このブレインストーミングは，グループによる協同学習

である。生徒は，他人との意見の相違をすりあわせながらグループとしての結論を導

くという体験を積むことになる。課題１で行う実践は，いままでの学習とは大きく異

なるものであり，洞察力や論理性が求められていることを実感できるテーマでもある。

ブレインストーミングのテーマは，「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。電気電子分野の性格上，

発想を小さな紙に書き出し，しかも模造紙に貼るという方法での発表は，課題１のみ

での実践となる。

≪科学的なものの見方・考え方を育てる実験≫

課題設定，および課題への取り組み方など授業を運営するノウハウは，完成しつつ

ある。発表をただすればよいのではなく，無責任で根拠のない発表をすれば級友たち

の批判にさらされ，修正を余儀なくされる。厳しいディブリーフィングの中で，科学

には論理性が必要であることを肌で学んでいく。そのような実験が続いた。

○課題２ 災害時の通信方法（＋国際交流の授業として）

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。例年，伝書鳩や烽火という提案

があるが，昨年度以降，非実用的な例を挙げず，電池や自家発電機による電化製品の

利用をあげる場合が多くなった。たいていの場合，自転車の発電機や手回し発電機の

提案がある。これら 人力による発電機の話が出たところで，電気の質について考え

図16. 模造紙に考えを表現
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させるという次のテーマへつなげる。

なお，課題２において，カセサート大学附属高校

の生徒を２名受け入れ，１グループを組織した。今

年度は，東京工業大学の留学生２名（タイ出身）を

通訳として配置し，効率のよい授業運営を行うこと

が出来た。昨年度は，生徒の中に組み入れたが，積

極的な交流は難しく，あまり成果が上がったとはい

えなかったが，今年度は，ベースとなる文化が異な

れば，解決のための発想も異なることを実感するこ

とが出来た。カセサート大学附属高校の生徒にとっても，本校独自の授業形態を体験

でき，十分な成果があったと言える。

○課題３ 使える電気とは？

「使える」ということばをどのように捉えるか，質という問題にまで考えがおよぶ

のは難しく，電圧が安定しない発電方法では，実用にあたらないところまでも，すべ

てのグループが認識できたとは言えない。特に，周波数の安定について気づいて欲し

かったが，発想として浮かばなかったと思われる。課題３の結果を次回に行われる手

回し発電機の実験を通じて，理解を深め「使える」という定義そのものを見直させる

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，類推させることを目的とした。課題とし

て取り上げたのは昨年同様で，①ダイオードブリッジ，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。

・ダイオードブリッジはハンドルを正・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

コンデンサについては，すべてのグループが正解

できたが，ダイオードブリッジの意味まで至ること

は難しく，外部入力についても発想として出ること

がないグループも見られた。なお，授業の 後には，

教師側が正解ＶＴＲを披露し，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。

○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～ｎ階・入口/出口～任意の場所のどこから

でも「ＯＮ・ＯＦＦ」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/３階～ｎ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：各階段に１灯

図18．オシロスコープで確認

図17．タイ流の通信方法とは
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スイッチ：２個～ｎ個

リモコンなどの遠隔操作は使わない

２階程度であれば，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，応用課題を同時に与えたため苦戦していたが，すべてのグループが，回路シ

ミュレータを活用し，パソコン上で動作を確認しながらの検討した。グループによる

が，ｎ階の解決に至るグループも半数に及んだ。ｎ階の場合，連動スイッチという発

想がなければ解決できないが，ＰＣ上で動作する回路シミュレータが大きく役立った

ようである。

≪仮説検証思考型実験≫

今年度は２学期中に５つの課題を実践したところで時間切れとなった。そのため，

２学期末の補講期間及び３学期にわたり，電気電子分野の全先生方の協力を得ながら，

課題研究の説明とグループ分けが行われた（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。

・塩水 MHD 発電機の製作 ・電動自転車の製作

・充電器の製作 ・電子オルガンの製作

・アンプの製作 ・ラジコンカーの製作

・リニアモーターカーの製作 ・センサーを利用した防犯装置

本来，課題研究は，製作し実際に動作することが求められるが，科学技術研究入門

では，実施に至る思考過程や計画の合理性，実現の可能性などについて，仮説を検証

することが目的となる。そのため，実際に製作物を完成させる必要はなく，プロトタ

イプで良い。むしろ，いかに説得できるかにかかっている。

○課題６ テーマ選定の動機と問題点

動画によるプレゼンテーションの前に，「テーマ紹介」を主たる目的としたプレゼ

ンテーションを課している。ブリーフィングでは，昨年度と同様に，テーマ選定の思

考過程を明確にし，何が自分たちのオリジナルなのか，何を解決したいのか，仮説を

立てさせることを目的に発表が行われた。十分な説得力の得られないグループもあり，

テーマの修正を求められる場面もあったが，おおむね目的を達成できた。

○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，既存のプレゼンテーションソフトに依存しない動画によるプレ

ゼンテーションをリテラシーとして定着させたいと思っている。そのための実践の１

つが，動画を編集し番組を作成することで，課題研究シミュレーションを行わせるこ

とである。

前述のゲーミングの設計でいえば，課題６の作業がすでにブリーフィングにあたり，

番組の構成・シナリオづくりが，第１のフェーズとして形成的評価の対象となる。こ

こで指導教員のチェックを経たもの，すなわち教師によるフィードバックがなされた

ものが，動画編集に進むことが出来る。

生徒にとっては，動画の収集そのものが，第２フェーズにあたり，さらにそれを効果

的に編集するという構成主義的なアプローチが展開されている。本来，動画完成まで

には時間を要するが，ＮＡＳ（ＬＡＮ接続型ハードディスク）の導入により，昨年度

に増して，安全でスムーズな作業展開となった。
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(ｳ)生徒の状況と変化

課題研究の構想をまとめ，プロトタイプの制作を行い動画を作成する。この初動体

制への遅れが目立った。課題そのものが固まるのが３学期にずれ込んだこともあるが，

動きが鈍かったことは否めない。動画によるプレゼンテーションは PowerPoint によ

る静止画のプレゼンテーションとは異なるものであることを理解するのには，時間が

必要であった。グループによる進度の違いも目立った。その意味では，協同学習にお

いても，親身な指導が行われなければならないことを意味するが，余り関わりを多く

しては，生徒の自主的な行動を阻害してしまう。このジレンマをもどかしく思っては，

この科目の意味を失ってしまう。

(ｴ)生徒の評価

表２の通り，４観点について５段階で評価した。この成績は，担当した４教員の合

議の結果をまとめたものである。結果は，昨年度よりも全体として評価が低い。これ

は母集団によるものと考えられるが，特にプレゼンテーション能力に伸びが見られな

かった。テーマによる力点の違いも見られるが，協同学習の難しさが表れていると考

えられる。完全参加の授業のもと能力の底上げを行うことが理想だが，年度による違

いは認めざるを得ない。

表２．平成２１年度 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 3.45 3.50 3.75 3.28 3.80 4.21 3.67

② 思考・判断 3.02 2.85 2.90 3.08 3.50 4.02 3.23

③ 技能・表現 2.05 2.50 3.70 3.80 3.20 4.05 3.22

④ 知識・理解 3.55 2.85 2.32 3.02 3.53 4.25 3.25

(数値は全生徒の平均値)

(ｵ)まとめと考察

同じ能力を引き出すのであれば，同じ課題が適切であるのか，研究として比較する

ためには同じ課題でなければいけないのではないか，異なる課題を見つけなければ，

新鮮さが失われていくし，異なる課題を行うのであれば，以前の課題と同質であるこ

とを証明する必要がある。この５年間は常にこのジレンマを抱えてきた。同一課題の

科学的な見方・考え方を育てる実験では，円滑な運営ができるようになるが，課題研

究に関する仮説思考検証型実験では，この授業の中でまとめられたものが，実際の課

題研究では生かされ切れていない現実がある。これらも前述と同様の問題を抱える。

せっかく高めた成果をいかに転移させていくのか，今後の課題と言わざるを得ない。

⑤立体造形・ディジタルデザイン分野（略称：建築デザイン分野）

(ｱ)今年度の概要

建築デザイン分野の科学技術研究入門の授業は，１０月中旬から後期授業として過

去３年間と同様に，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。



- 48 -

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，建築デザイン分野の教員に加え，物理科教諭１名によるTeamTeachingも同

様に行った。

過去３年間と同様「仮説検証的なテーマ」の授業を一部早く実施した。今年度も生

徒たちのモチベーションあげるため，班ごとに結果を争う授業形式を取り入れた。ま

た，「科学的ものの見方・考え方を育てる実験」による話し合い中心の授業と「仮説

検証思考型実験」による実験を交えての授業が同時進行することにより，授業の回数

の進行に伴い低下しがちな生徒たちのモチベーションを維持するとともに，より良い

結果を得るために，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）

過去３年間と同様に「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。

今年度はクラスを約５～６名・５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，数

色のポストイットを使い色により分類することによりコンセプトマップを作成し，そ

れから模造紙にわかりやすく表示し発表した。過去３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。

第２回目以降の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は，

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。

≪科学的ものの見方・考え方を育てる実験≫

○第２回目 Ａ班 地震予知１（Ｂ班 アルミニューム管タワーの製作１）

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。

昨年は，２週で実施しパワーポイントで発表用の内容をまとめたが，今年度は１週

なので，数色のポストイットを使い色により分類することによりコンセプトマップを

作成し，それから模造紙により表示し発表した。発表は，班の構成員全員が分担した。

発表の後，発表内容に対して，発表班以外の全員に一ずつ意見を求めた。その後，

自由討論を行った。自由討論では，過去３年同様に特定の生徒に発言が偏る傾向とな

った。

質疑応答では，地震予知の必要性に関する意見が多く出た。誤って解釈しているし

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３回目 Ａ班 月面基地（Ｂ班 アルミニューム管タワーの製作２）



- 49 -

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

明を受け，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，月基地を提案する。現実的な問題として必要な施設・

物資・機能など以上に「どう作るか？」が議論の対象にもなった。クレーンやブルド

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，材料としてが

適しているか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。過去

３年間同様，荷重が減少するのは有利になるが摩擦力も６分の１に減少する。これが

大きな問題となった。これらをまと発表した。月面基地で手に入る材料，基地という

より都市に近い提案となった。

≪仮説検証思考型実験≫

○第４回目 Ａ班 アルミニューム管タワーの製作１

（Ｂ班 地震予知）

過去３年間同様，長さ３０㎝，直径２㎜のアルミニュ

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ュー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 アルミニューム管タワーの製作２（Ｂ班 月面基地）

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ュー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。授業の後半は発表

会となった。今年度は，過去３年間に比較して全体として低調な結果であった。

その原因究明等に活発で積極的な議論が行われた。

○第６回目 Ａ班 コンクリートの強さ１（Ｂ班 ヒートアイランド）

建築物の主要な構造材料であるコンクリートの強さにさについて考えた。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・砂による

調合の割合，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。今年度の練り混ぜ作業では，密度の高い緻密な試験体に

しようと必死になって叩いたり押し込んだりしたため，プラスチック製の型枠が割れ

てしまう班が続発するほど熱のこもった作業であった。

○第７回目 Ａ班 コンクリートの強さ２（Ｂ班 ピラミッドを考える）

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。打設時の型枠破損の影響か結果

としてには期待したような高強度は得られなかったが，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。

図19．タワーの製作
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≪科学的ものの見方・考え方を育てる実験≫

○第８回目 Ａ班 ヒートアイランド（Ｂ班 コンクリートの強さ１）

近年の大都市の気温上，ヒートアイランド現象について説明した後，班ごとにその

原因と対策を出来るだけ多く考え議論し，結果をまとめ発表した。生徒は東京近郊に

住まいし本校も東京の港区芝浦と，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である。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一般的見解が多く，ユニークなものは少なかった。しかし対策に

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，東工大

教員による特別講義での知識により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たほか，建築ならではの屋上緑化なども取り上げら

れた。

○第９回目 Ａ班 ピラミッドを考える（Ｂ班 コンクリートの強さ２）

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，水平・垂直の出し方，正方

形の特性からの作り方，余弦定理などの利用等，幾何学の知識を動員することとなっ

た。生徒の水平・垂直に対する概念があまり理解されてなくそれが結果的に，ディス

カッションの活気や作業能率に影響を与えた。

○第10～12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。この授業では，普段教室での授業では，あまり目立たない生徒

が積極的に発言したり成績の良いとされている生徒が戸惑ったりすることが多々あ

る。今年度は，どうしても質問できない生徒がいた反面，活発に質問する生徒も多く

上記の傾向が顕著に現れた。

表３は２学期までの評価をテーマごとに平均で示したものである。今年度は，過去

３年間と比較すると地震予知が高い評価となった。

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。過去３年間と同様に真面

目な生徒ほど自己に厳しく評価する傾向は同様であり，参考資料とした。

(ｴ)まとめと課題

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
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解決する。さらにその成果を発表するの手順で実行した。４時間のケースではかなり

いそがしなることもあった。しかし，時間的余裕を与えすぎると前半はだらけてしま

い，後半になってあわててまとめようとするため，発言が少なくなることもあった。

表３．生徒の評価(建築デザイン分野)

観 点 月面基地 ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ管ﾀﾜｰ 1，2 地震予知 平 均

① 関心・意欲・態度 3.56 3.79 4.18 3.83

② 思考・判断 3.33 3.64 4.18 3.70

③ 表現・プレゼン技術 3.61 3.67 4.18 3.78

④ 知識・理解 3.63 3.42 4.18 3.66

３年前までは，前半のブレインストーミング形式の授業ばかりで，生徒は途中で飽

きてしまった。前述したが今年度も３年前からと同様，「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」を行った。両者が混在するようなプログラ

ムとなったことが生徒の反応を見ていると，良かったように思われる。

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。とくに希にほとんど発言できない（発言しない）生徒ご

く少数であるが見受けられ，議論に参加しない（出来ない）生徒への対応，評価をど

うするかるなどの課題もある。

この科目が引き継ぐ上位の科目として第３年学年の課題研究がある。今年度の３年

生も昨年の３年生同様に，自分で課題を考え・発見する訓練を始めていたためか課題

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，昨年，

一昨年と同様に今年度の３年生も「仲間と相談する」，が も多かったが「１人で考

える」という生徒も多く，年度により異なる傾向も示している。

４ 実施の効果とその評価

各分野からの報告にもあるように，生徒の取り組みは積極的で，課題に対する興味･

関心は高く，動機付けは成功している。また，プレゼンテーションや発表においても高

いレベルで行うことができた。

実施に際して，事前調査を行い，また 終授業後に事後調査を行った。調査は付録に

あるように，アンケートではなく記述式のテスト形式で行い，論理的な説明がなされて

いるか，解答内容の正確さなどによって５点満点で採点した。その結果が下記の表の通

りである。（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）なお，表中の合格者とは，５点満点で４点以

上の生徒をさす。このレベル設定は，かなり高いものだが，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した。そこで，[合格者/不合格者]×｢事前/事後｣の２×

２の分割表に関するχ２検定を行い，その結果は，表４のとおりである。
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表４．実施の効果

応用化学 情報システム 機械システム 電気電子 建築デザイン

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

問１ 2.49 3.07 3.21 3.30 3.88 3.88 3.12 4.22 3.41 4.56

問２ 2.34 2.93 3.01 3.36 3.53 3.88 2.89 3.95 3.47 3.47

問３ 2.56 3.37 2.47 3.39 3.58 3.38 3.15 4.12 3.56 4.28

問４ 2.56 3.17 3.28 3.38 2.92 3.60 3.59 4.38

平均 2.49 3.13 2.90 3.35 3.44 3.63 3.02 3.97 3.51 4.17

合格者数/総数 0/41 8/40 1/41 6/41 27/41 33/41 2/41 10/41 9/33 27/33

検 定 χ
2

=9.10，P<0.002 χ
2

=4.03，P<0.044 χ
2

=2.24，P<0.135 χ
2

=6.25，P<0.012 χ
2

=19.80，P<0.000

１%水準で有意 ５%水準で有意 有意差はなし ５%水準で有意 0.1%水準で有意

事前･事後調査の結果により，知識･理解においては教師の意図通りの成果が得られて

いる。ただし，テーマ内容によっては知識･理解を意図していない場合もあり，分野に

よるばらつきは見られるが，本研究による方法によっても知識･理解の向上が確認でき

た。また，生徒の答案に質的な向上が認められることから，「わからなければやらない」

という態度から，自分の知識の範囲で「間違ってもよいから考えてみよう」という態度

変容が起きたことを窺い知ることが出来る。このことから本研究が，関心･意欲･態度と

いう観点においてもよい影響を与えていることを示唆する。

また，３年生に対して本科目が，課題研究にどのような影響を及ぼしているかを検証

するため，共通設問による線結びアンケートと分野独自の知識理解調査を行った。アン

ケートの書式は平成２０年度と共通である(紙面の都合上質問項目は割愛)。本科目の実

施対象とならなかった平成１８年度に比べ平成１９年度以降は，課題研究のテーマを「一

人で考える」とする選択が大きく減じ，「グループのみんなで考える」とするものが圧

倒的となった。この傾向は，実施期間すべてにわたり大きな変化はなかった。このこと

からも，共同で学習し，アイデアを出し合うことが 善とする態度変容が見られたとい

える。

５ ５年間の活動のまとめ

自らの発想を形にし，協同学習の中でとりまとめて発表できることが，生徒の興味･

関心や取り組みに対する積極性を生み，発想の整理の過程で思考力も高まり，これらの

方法論を学ぶことが，科学技術に関する事象を研究する土台となり得ると仮説した本開

発科目は，５年間の取り組みにより，おおむね好成績を収めたと言える。ブレインスト

ーミングや質問することが当たり前の雰囲気作りが功を奏して，積極的に取り組む姿勢

が培われてきた。事前･事後調査の比較では，統計的にも有意な差が見られている。そ

うは言っても，ブレインストーミングから専門科目の内容への移行が難しいという現実

がある。いかに科学技術を対象とする題材に学んだ手法を転移させていくのか，問題の

解決には時間が必要である。

また，タイ王国カセサート大学附属高校との交換留学制度の実施により，體の生徒を
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受け入れての実施が可能になった。このプログラムは，ＳＳＨによる助成がなければ実

現できなかったものであり，生徒が受けた恩恵は計り知れない。研究第４年次より授業

への参加が実現したが，コミュニケーション力不足の問題は解決が難しい。これは，語

学力不足が根底にあり，当座の解決方法として，タイ人留学生による通訳を取り入れざ

るを得なかった。タイ人留学生の参加により，スムーズな授業運営が行えたことからも，

日本人にありがちな語学力の問題が露呈した。

６ 実施上の問題点及び今後の方向

課題研究の取り組みでも生徒の手際がよくなったといったプラスの評価がある反面，

専門科目を１単位でも多く学ばせたいという専門分野の本音も聞かれる。いままで暗黙

知として教えられることのなかったいわば発想のまとめ方について，積極的に正課に取

り入れたことの功績は大きいが，担当する教師側の意識改革なくしては，新科目も形骸

化してしまうだろう。

新しい科目を定着させるためには，教員間のコンセンサスを得るために，情報の共有

を行う必要がある。その上で，いまの教育に必要なものは何か，吟味する必要がある。

今後の方向性を考える時，どのように多くの人にわかるように伝えるのか，「わかり

あう力」については，その一部を増強できたことは確かである。それでは何が足りない

のか，「わかりあう力」をさらに分解し「えがく力」を結びつけるもの，それは，伝え

ることをデザインし，しかも発信する力に他ならない。語学力もそれに付随するが，当

面は，日本人同士のコミュニケーション力の問題を解決しなければならない。
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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

海外の協定校との連携，東京工業大学（以下，東工大）留学生センターとの連携，

「科学技術研究入門」他研究会における国際交流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図ろうとする意欲や能力」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）研究５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

・交換留学における，危機管理体制の充実

・「科学技術研究入門」「成果普及促進」他研究会との連携により，国際交流におけ

る「交換授業」のさらなる展開の検討と実施

・教員対象「ＳＳＨにおける国際性伸長具合測定アンケート」を行い，研究３年次

の同アンケートとの比較，検討

・第１学年「オーラル・コミュニケーションⅠ」において，プレゼンテーションソ

フトを用いた英語によるプレゼンテーションの実施

・ＳＳＨ 終年度において，これまでの活動を総括し， 終的な評価を行い今後の

活動の方向性の検討

２ 経緯

（１）国際性育成研究会の活動

ＳＳＨ研究活動２年次にあたる平成１８年度に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が３年目となり，またＳＳＨ研究開発の 終年度となった。

生徒・教員の健康管理・安全を確保したうえで，さらに充実した内容での交換留学を無

事実施し，他生徒・教員への波及効果を評価することが本年度の主な活動の一つであっ

た。交換留学初年度の平成１９年度はすべて試行錯誤の連続であり，まず生徒の交換留

学を無事実施することに終始した。翌２０年度は派遣する生徒・教員の安全の確保，国

外での不測の事態にも落ち着いて対応できるような体制を校内に整えることを大きな課

題とした。２年間の経験を踏まえ平成２１年度はより計画的な実施が期待されていたが，

新型インフルエンザの流行により，派遣・受け入れに極めて慎重な判断が求められる事

態となった。派遣・受け入れ時期の確定，タイ滞在中の本校生徒の健康管理，日本滞在

中のタイ生徒の健康管理など，教員・受け入れ家庭が 大の注意を払い実施する必要性
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が生じた。しかしながら，年度当初の不安は平成２０年度に着手していた危機管理体制

づくりに拠り，無事計画通りの実施の運びとなった。

また，国際性育成研究会委員が中心となって教員全体の意識を高める活動も推進して

きたが，継続的にタイより生徒・教員が来日し，１週間ほど本校に滞在することを経験

するのは国際交流実施が学校行事として定着化してきていることを意味する。また，学

校全体の取り組みとしての認識がさらに強くなり，結果として教員全員の協力が得られ

ることも無事実施される原動力となる。

終年次となる平成２１年度は「科学技術研究入門」研究会との連携を深め，タイ生

徒受け入れの際には東工大留学生センターの協力を得て，各分野にタイより東工大大学

院に留学している院生に参加してもらい教員の授業内容をタイ語にて解説してもらうこ

とを実施した。

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。

（２）研究５年次の活動

① タイ王国カセサート大学附属高校に生徒を派遣

② 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

③ ブリティッシュ・カウンシルとの継続的協力

④ 危機管理セミナーへの委員の定期的参加

⑤ 「スポーツを科学する」というテーマのもと，体育科教員が中心となって肉体的活

動の理論と実践を英語，日本語で実施

⑥ 英語での講演の実施

⑦ 応用化学分野課題研究での英文によるアブストラクトの作成

⑧ 第２回目の教員対象「ＳＳＨにおける国際性伸長具合測定アンケート」の実施及び

研究３年次の同アンケートとの比較

⑨ 第１学年「オーラルコミュニケーションⅠ」におけるプレゼンテーションソフトを

用いた科学技術についての英語でのプレゼンテーションの実施。ついては東工大留

学生センターの協力を得，東工大留学生が授業参加

３ 内容

（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年度１２月に協定を結んだカセサート大学附属高校へ協定に基づき生徒を派

遣する。

① 平成２１年８月１６日～２０日

② 派遣生徒選抜の経緯

i） ５月中旬に，カセサート大学附属高校との国際交流生徒派遣についてのアナウン

スを行った。平成２０年度は新年度開始時期に公募を行ったが，２１年度は新型

インフルエンザの流行を鑑み，その時期をずらした。

ii）５月下旬，２,３学年から希望者を募ったところ１０名程が応募した。新型イン

フルエンザの流行により，応募に慎重な態度をとる家庭が多かったため，平成２
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０年度に比べると応募者は少なかった。

iii）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。

iv）当初は各分野１名を原則に選出を行ってきたが，平成２１年度については，イン

フルエンザの流行等も踏まえ，自己管理が行える生徒という観点から選抜するこ

とを教員間で同意し，分野を問わず点数順に選出した。派遣生徒は以下のとおり

である。

３年Ｃ組 男子 １名 システムデザイン・ロボット分野

２年Ａ組 男子 ２名 材料科学・環境科学・バイオ技術分野

２年Ｃ組 男子 １名 システムデザイン・ロボット分野

２年Ｄ組 女子 １名 エレクトロニクス・エネルギー・通信分野

女子１名 男子４名

引率教員：市村校長，井口，鈴木，山口

v）渡タイに対する準備

a）特定非営利活動法人 海外留学生安全対策協議会（ＪＣＳＯＳ）への入会

平成２０年８月JCSOSに入会した。２ヶ月に１度程度の研修が開催される。

本研究会からは都合のつく教員が２名参加するようにしている。参加教員は職

員会議にてその内容を報告している。なかでももっとも懸念されるのは新型イ

ンフルエンザの流行であった。

b）保護者説明会の実施

派遣生徒５名および保護者の出席により，選抜の経緯，ＳＳＨ国際交流の意

義を再確認したうえで，校医の安宅氏より，心配される疾病・感染症等に関し

ての説明を行った。副校長，国際性育成研究会の委員より治安状況，生活，海

外への渡航における諸注意を行ったうえで，質疑応答を行った。

c）研修会の実施

タイへ渡航するため，７月１７日，２１日，１２日，２９日，８月５日，１

４日に６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。

1）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

2）タイ王国に関する文化・生活の学習

3）派遣生徒それぞれの分野に応じた研究テーマ検討

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。全員に参考文献を貸し出した。また派遣生徒は

研修日以外も自主的に登校し，自己研修に励んだ。その一環として，平成２１

年度はタイ語，英語の会話を録音したディジタルオーディオプレーヤを貸し出

した。手軽にどこでも語学の研修が行えるため生徒には好評であった。

d）タイ人講師を招いての研修

平成２１年度は日本にて家庭を持つタイ人の女性をお招きし，日本とタイと

の文化や生活習慣等の違いを説明してもらった。タイ国内やホームステイ先で

生活するにあたっての留意点など，具体的なイメージとなって生徒に伝わった。
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③ タイ滞在

カセサート大学附属高校は日本を始めとする多くの国々と長年交流を行ってきてい

る。そのため，平成１９年度から交流初年度のプログラムにさらに改訂を加え，充実

したプログラムを提供してくれている。主にはタイ，日本両校の生徒による英語での

自己紹介のプレゼンテーションを中心とした授業，英語授業，カセサート大学の研究

室見学を主として，タイ古典芸能，タイ料理の授業，そしてタイの人々や文化に触れ

ることも視野に入れた校外研修などが組み込まれている。

i）出前授業の実施

平成２１年度は本校システムデザイン・ロボ

ット分野教員により「空中コマを用いた実験に

よるベルヌーイの定理に関する授業」をタイ生

徒（４０名），本校生徒に英語で実施した。タ

イ生徒と本校生徒がグループとなって，日本よ

り持参した紙コップをテープ等でつなぎ合わ

せ，長さの異なる空中コマを作成する。完成し

たらそれぞれ自由落下や投げるなどしてコマの

挙動を観察し，空中での動作の原理を考えるも

のであった。当初空中コマの作成と実験に夢中

になっていた生徒たちは，実験後の解説で「ベ

ルヌーイの定理」と聞いた段階でタイ，日本両

国の生徒達が会得がいった様子になった。両国

の生徒の協同作業を取り入れた授業を実施した

ことは，意義深いと考える。

ii）校外研修

それぞれの年度に応じカセサート大学附属高校スタッフが日程事情に合わせた計

画を提供してくれている。平成２１年度はパタヤビーチ訪問，バンコク郊外にある

マヒドール高校（Mahidol Wittayanusorn School）の訪問・見学，植物園見学であ

った。本校校長の要望によりカセサート大学附属高校スタッフの寛大なる手配によ

りマヒドール高校訪問・見学が実現した。マヒドール高校は科学・数学を中心に高

度で優れた教育を行っているタイでも有数の進学校である。タイ政府の全面的な援

助により運営されており全寮制の男女共学高校である。生徒はタイ全土から集まっ

て来ているため合格が極めて難しい高校であるということであった。卒業後は半数

が奨学金を得て，海外留学をするという。そ

の中には日本に留学してきている生徒もい

る。学校施設も，指紋認証で入館する図書館，

バイオ技術を取り入れ水質管理を行うプー

ル，３Ｄで見られる視聴覚室など 新の技術

を取り入れたものであった。本校生徒たちは

短い滞在期間中にタイプの異なる２高校を見

学する機会に恵まれた。

写真1 生徒のプレゼンテーション

写真3 カセサート大学研究室見学

写真2 出前授業「ベルヌーイの定理」
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④ 評価と今後の課題

i）実施にあたって

平成２１年度は新型インフルエンザの流行

により生徒の行事の実施は多く変更・支障を

きたした。しかしながら，高校生活において

それぞれの学年の生徒が例年の生徒同様の経

験を持つことができるように，という基本的

方針によりなるべく多くの行事を実施の方向

で考えていくこととした。したがってタイ派

遣を危ぶむ時期もあったが夏の暑い時期であること，自己の健康管理をきちんと行

える生徒の選出により無事派遣を行った。今後の世界の環境はこれまでとは異なる

様相を呈する可能性は大いにあると言える。その際，あらゆる行事を中止するので

はなく，生徒の種々の経験，成長の機会を損なわないよう適切な判断を下し，対処

していくために，教員の研鑽，創意・工夫が不可欠なものとなっていくことは確か

である。平成２１年度は前年度に取りかかった危機管理体制づくりが大いに役立っ

たと言える。

ii）派遣時期

今回の実施も平成１９年，２０年同様８月であった。日本の海外旅行シーズンに

あたり，航空券や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は

ある。が，これまでの経験生かし早めの手配が効を奏した。今後も長期の休暇時期，

季節性インフルエンザの流行等を鑑みるとやはり８月期が好ましいと言える。

iii）危機管理

今後もJCSOSを始めとするセミナー等に委員は積極的かつ継続的に参加し，生徒

を派遣，受け入れる際の法略をさらに身につけ，情報を得る必要があることを実感

している。交通，情報手段の発達により，世界が狭くなると同時に世界の気候の変

化，政治・経済的影響，伝染病の感染等の影響を身近なものとして認識する必要性

を意味している。カセサート大学附属高校では正門に保護者のボランティアが毎朝

立ち，生徒の体温を測る機器を３台ほど使用していた。

iv）成果普及

平成２０年度「成果普及促進委員会」と協力し，それぞれの生徒のクラスで報告

会を実施した。平成２１年度は，新型インフルエンザの流行により定期試験の日程

の変更，学級閉鎖等により実施時期が確定しづらいが，３月中旬に実施を予定して

いる。

v）今後の課題

「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。」という仮説のもとに本研究会ではタイ派遣を実施してきた。実

際は，生徒全員に機会を与えることが も理想であろう。しかしながら，本校の国

際交流はまだ端緒についたばかりでありであり，引率，指導の体制が整ってはいな

い。派遣を経験した生徒たちは研修，タイ滞在を通してその知見を広めたことは確

写真4 カセサート大学附属高校
の先生方と
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かであるが他生徒への波及効果の拡大が今後も課題となる。

（２）タイ王国カセサート大学附属高校生徒受け入れ

① 平成２１年１０月７日～１３日

② １１年生５名 男子２名 女子３名

③ タイ生徒の授業参加

i）予定変更代替授業の実施

タイ生徒５名が来日し，登校初日の１０月８日は東京地域を台風が通過し，本校

が休校となる事態が生じた。そのため８日に予定していた科目「英語」への参加，

課題研究発表会見学，科学未来館見学等すべての予定が中止となった。平成２０年

度は２年生「英語Ⅱ」授業に参加し，高校生のタイ・日本の文化について比較・検

討の討論を行った。両校の生徒がグループを作り，英語で会話し，接することによ

りその後の関係を円滑にするために大きな貢献をする授業であり，平成２１年度も

そのような授業を予定していたが，すべて中止となった。そこで交通手段により登

校できた教員がそれぞれの分野でタイ生徒のみの授業を展開した。

④ 今後の課題

i）受け入れの環境

タイに派遣された生徒の家庭にホームステイを提供してもらった。新型インフル

エンザの流行により保護者からは健康管理への質問が多くあった。万が一，家族に

罹患者が出た場合は学校側から宿舎を提供することを提案した。この申し出により

家族側に安堵の表情が見られた。東京周辺の住居環境では，一部屋を提供すること

は難しく，ホームステイを提供する際の大きな不安材料となっていたとのことであ

った。インフルエンザの流行は平成２０年度よりJCSOSセミナーで講習を受けてき

ていた。しかしながら，その程度は予測以上

のものであった。結果的には全員体調を崩す

こともなく，無事帰国を果たした。

ii）タイ生徒の授業参加と交流

平成２１年度は台風の直撃により滞在当初

より予定はすべて変更となったが，そのため

他の交通の便を講じて登校した数少ない教員

によるタイ生徒たち限定の授業を行ったた

め，生徒達はまず教員に親近感を覚え，その

後の滞在への不安感を取り除く結果となった

ようである。また 終日１３日の「科学技術

研究入門」に参加の際には，昨年度の経験か

ら東工大大学院所属のタイからの留学生の協

力を得て，タイ語で授業を支援してもらうと

いう新たな試みにより十分に内容を理解する

ことができ，大いに授業参加を満喫した様子

であった。

iii）ホームステイの提供 写真6 タイ生徒の授業参加

写真5 弟燕祭タイブース
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平成１９年度タイ派遣の初年度はホームステイの提供を派遣の条件としていなか

った。そのため多くの生徒からの応募があり，その説明会，選出等が数多くの生徒

を関与させるものとなったため，それも一つの普及効果を持っていたと言える。し

かしながら平成２０年度以降は受け入れの際のホームステイの提供を派遣応募の条

件としたため，応募する生徒の数が限定されてきたと言える。現在の日本，特に首

都圏の人口密集地から通う生徒が多い本校にとって，住宅事情が生徒の応募を妨げ

る場合が多いことは容易に想像することができる。その点をどのように改善し広く

公平な機会を生徒たちに与えていくかが課題であると考える。

（３）スポーツを科学する 「トレーニングセミナー2009」

平成２１年度は生徒からの要望もあり，より具体的に発展させ，日本の「一流アス

リート」が国際舞台に進出し，活躍するためにいかなる医科学的サポートがされてい

るか，「科学者とスポーツ現場指導者の連携」を普及推進している Th e N a t i o n a l

Strength and Conditioning Association(NSCA) Japanと日本オリンピック委員会委

員の方々が開催される，各トレーニングセミナーに国際性育成研究会の活動の一環と

して，本校生徒及び教員が参加する機会を与えていただいた。

① 講演Ⅰ

i）講演会の実施

実施日：平成２１年７月４日（土）

対 象：全学年希望者，教職員希望者

場 所：大講義室，体育館

講 師：

・今後のトレーナーの求められる姿

鈴木 岳氏（PhD，ATC，CSCS）

・今後のフィットネス業界のカギを握

るパーソナルトレーナーの存在

齋藤邦秀氏（NESTA JAPAN理事）

・スポーツと関節手術

大内 洋氏（亀田メディカルセンター整形外科部長代理）

・サッカー競技におけるランニング・スキル

中村寛孝氏（東海医療学園専門学校専任講師）

・ファンクショナル・トレーニングのコンセプト

朝倉全紀氏（鹿島ディアーズSCコーチ）

ii）考察

昨今，トレーニング成果を向上させるアプローチには，国際的にスポーツ界は科

学技術が導入され，様々に駆使された科学技術の機材を用いて，身体動作を客観的

に捉え，各競技者に速やかにフィードバック及びサポートされている。この現状を

各スポーツ現場のコーチ及びスポーツ医学現場の方々から国際的事例・データが示

され，大変有意義な内容であった。

② 講演Ⅱ

i）講演会の実施

写真7 トレーニングセミナーの様子
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実施日：平成２１年８月９日（日）

対 象：全学年希望者，教職員希望者

場 所：本校大講義室，体育館

講 師：機能的トレーニングのプログレッ

ション方法の理論と実践

野口克彦氏（CSCS，NSCA-CPT）

スピードトレーニングの基礎

青木 達氏（CSCS，龍谷大学）

ii）考察と参加生徒の感想

合理的かつ客観的に身体動作を分析し，トレーニング効果向上のプログラミングの

基礎を，事例・実技を織り交ぜた内容であった。

スポーツに必要な部分の強化法や怪我の原因などを，丁寧にわかりやすく説明して

頂き，大変参考になった。

様々な障害に対する有効なトレーニング方法，トレーニングを行う際の注意点，ト

レーニングに対する基礎的な内容を聞けて，大変有意義であった。

③ 講演Ⅲ

i）講演会の実施

実施日：平成２１年１０月４日（日）

対 象：全学年希望者，教職員希望者

場 所：本校大講義室・体育館

講 師：泳者の体力強化

田村尚之氏（国立スポーツ科学センター 専任指導員）

遺伝子多型とアスリートパフォーマンス

谷ノ口昭太郎氏（NSCA認定検定員，宮崎大医学部在籍）

パワーポジション

倉持江弥氏（パーソナルトレーナー）

ii）考察と生徒の感想

３氏とも工学部出身であり，科学技術を研究されてきた立場であった。現在，国

際舞台で活躍した選手・チームをサポート，あるいはアスリートのパフォーマンス

向上を研究されているなど，「スポーツ」に関わる仕事をされている。スポーツ現

場に科学技術が如何に活用され，また，国際的に猛烈なスピードで導入されている

など，具体的事例を含めた内容であった。

遺伝子という非常にミクロな世界からスポーツとの関連があるとは，正直驚いた。

たまに，スポーツの世界で「彼は百人に一人の逸材だ！」という言葉が使われるが，

遺伝子レベルでは正しいと言える。しかし，生れた時からスポーツ万能の人間でも

努力なしでは，日々トレーニングを継続している人間には勝てないと思う。谷ノ口

先生の言われる「人間の可能性は無限大」であると強く感じた。

工学部出身の３人の方々から，「トレーニング」を理論的に工学的視点から捉え

る話を聞きましたが，大変新鮮で興味深い内容であり，今後自分の科学技術分野の

勉強に対してのヒントと刺激を与えていただいた。

写真8 トレーニングセミナーの様子
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④ 講演Ⅳ

i）講演会の実施

実施日：平成２２年 １月１１日（祝・月）

対 象：全学年希望者，教職員希望者

場 所：本校体育館

講 師：血中乳酸を活かした科学的トレーニング

伊藤 穣氏（国立スポーツ科学センター研究員・全日本スキー連盟情報

・医・科学部科学サポート部会員）

ii）生徒の感想

今回の講習会を聞いて，今のスポーツは科学と密接に関係していて，私が考えて

いたよりもはるかに進歩しており，数値一つで様々なことが正確にわかる時代にな

っている事を痛感した。

⑤ まとめ

各セミナーとも国際的に躍進著しい「スポーツ科学」の現状を客観的データ・事例

及び実験・実技で丁寧に示して下さり，スポーツの科学的側面を深く知る良き機会に

なった。生徒達のコメントからもスポーツは科学である事の認識を強く持ったようで

あり，併せて，競技パフォーマンス向上には，学業への取り組み同様のプロセスがあ

ることも再認識したようであった。

（４）外国語で聞く講演会

① 方法

実施日：平成２１年 ３月１３日（金） １６：００～

対 象：全学年希望者，教職員希望者 1年生 33名, 2年生 21名

場 所：本校本館２１２教室

講 師：大森裕也氏

② 内容

「シリア国民に知れ渡る日本の科学技術－引き

算の無いシリア国民－」と題して，氏がJICAのプ

ログラムで派遣されたシリアにおける教育事情，

氏が実践された授業内容，異文化体験，そして氏

が感じたシリアにおける日本技術の浸透具合など

について講演してもらった。プレゼンテーション

ソフトのスライドで多くの映像資料を使用し，戦

争体験を未だに抱えるシリア国民の意識と平和な日本に暮らす我々の意識との共通点

と相違点を通じて，真の国際性を育成するのに何が必要かを話してもらった。

③ 考察

シリアという国は，同じアジアでありながらも我々にとっては非常に遠い国である。

言葉も文化もよく分からない国へ行ったとき，まさしく人間としての在り方，真価が

問われるのだということを生徒達はまじまじと感じ取ったと思われる。アンケートに

おいても「国際的に必要だと思うこと」に対し，従来ならば「相手の国の言葉を学ぶ」

といった回答が上位に来るのだが，今回は「相手の国の文化を理解する」，「挨拶・礼

写真9 講演会の様子
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儀・笑顔」といった，ツールよりも内面や態度の在り方を重視した回答が目立った。

また，そのような馴染みのない場所でも車などを通して，日本の技術が浸透している

ことを目の当たりにすることで，現在自分たちが学んでいる内容が国際的に役に立つ

技術に繋がっていることに気が付いたと言えよう。

国際性を育成する，ということで，今までは海外からいらっしゃった方々のお話を

うかがうことが主となっていた。今回は同じ日本人の方の海外生活体験談を聞くこと

になったわけだが，生徒達の評判は上々であった。氏のお話から，自分たちが快適に

しつらえられた環境に置かれているということを改めて認識したからだと思われる。

私たち教員にとっても己れの在り方を見直す上でとてもよい経験になった。今後もぜ

ひ，このような機会を積極的に取り入れていきたい。

（５）第２０回英国科学実験講座クリスマスレクチャー２００９

「冒険！コンピューターの世界へ！」

今年のクリスマスレクチャーは，７月２４日（金）・２５日（土），例年東京会場とな

る文京シビック大ホールで行われた。大きな会場に多くの小学生，中学生，高校生の姿

がみられ，大人も含め年々聴講者が増えているように感じた。我々は関係者席を用意し

ていただいたが，開場１０分前になるとなかなか席の確保が難しいほどの盛況であった。

本校校長のご尽力及びBC(British Council)とのパートナー

シップにより多くの聴講券を手配していただき，ステージ

ボランティアも含め２４日は約４０名，２５日は約３０名

の生徒たちと教職員が参加した。このレクチャーはラジオ

のFM波で英語のまま聴講も出来る。

今年のテーマは「冒険！コンピューターの世界へ！」，講

師はエディンバラ大学コンピュータサイエンス科教授クリ

ストファー・ビッショップ博士(Prof. Christopher Bishop)，

オープニングは本校の生徒が操るテレビゲーム，しだいに

コンピューター の世界に引き込まれていった。

今年のステージボランティアは，２学年応用化学分野の

生徒たち９名にお願いした。以下に，内容を簡単に紹介す

る。

７／２４（木）

・Lecture 1

「スピードの限界を超える(Breaking the speed limit)」

世界の科学者やエンジニアたちは，とある激烈な競争－つまり「速い」コンピュータの創造

に夢中になっています。携帯，パソコン，ゲーム機，その他多くの

デジタル機器の未来を決定するカギは「処理能力の速さ」なのです。

・小さなチップが世界を変える ・２年で２倍になるトランジスター

・スピードを制御するモノとは？ ・分業すれば早くなる？

・原子やDNAでプロッセサーを作ると･･･

・Lecture 2

「機械の中のゴースト(The ghost in the machine)」

図１ パンフレット2009

図２ オープニング(L1)
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コンピューターは，これまで発明された中で も万能な機械です。

では，どのようにして数千曲の音楽をポケットに収まるサイズに保

存できるのか，目に見えないソフトウェアがどうやって動いている

のか，考えたことはありますか？この章では，コンピューターの仕

組みがどうなっているのか，少しのぞいてみましょう。

・コンピューターを動かすレシピ ・磁石を使って保存する

・音をデジタル信号に変えると？ ・パズルを解くのは大

・究極の量子コンピューター

７／２５（土）

・Lecture 3 「ウェブをひも解く(Untangling the web)」

いまや全世界の４人に１人は，電子メール，音楽やビデオのダウ

ンロード，そしてウェブを利用するためにインターネットを使用し

ています。すべてはコンピューター科学の大きな成果です。

・検索エンジンのひみつ ・電子の鍵

・ネットワーク渋滞とは？ ・ネットワーク渋滞の解消法はこれ！

・Lecture 4 「デジタルの知能(Digital intelligence)」

コンピューターは，得意な対戦ゲームでは人を負かすほどなのに，

なぜ会話することができないのだろう，と考えたことはありますか？

どうして万能にみえるコンピューターが，身の回りの物を判断する

能力では，よちよち歩きの幼児に勝てないのでしょうか？

・コンピューターは物が見えているの？ ・犬と猫を区別できない？

・経験から学ばせる ・確率を使って，正確さをコントロール！

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。このレクチャーに参加した生徒達は，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。

＊各レクチャーは，「サイエンスチャンネル」の以下に示したアドレスで視聴することができる。
Lecture 1: http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B097003&i_renban_code=023

Lecture 2: http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B097003&i_renban_code=024

Lecture 3: http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B097003&i_renban_code=025

Lecture 4: http://sc-smn.jst.go.jp/8/bangumi.asp?i_series_code=B097003&i_renban_code=026

（６）「課題研究」での英文アブストラクト（要旨）の作成（応用化学分野）

① 目的

昨年と同様に，「課題研究」の内容を400字前後の日本語と250word前後の英語にま

とめ，要旨を作成させた。その目的は，以下の通りである。

i）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」

ii）i）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

図５ コンピュータはペンギン

を識別できるかな？(L4)

図４ 重畳現象？(L2)

図３ トランジスターの

構造は？(L1)
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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表１

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。

表１ 英文アブストラクト作成授業計画2009

月日 内容

１ ２ ３ ４

１０／ ８ 実験室の片付け 文化祭ポスター準備

１５ ガイダンスおよびアブストラクト 日本語アブストラクト作成

を書くための基本的なポイント および校正

１１／ ５ 英語論文を書くために 英文アブストラクト作成・提出

１２ 報告書作成 鈴木・森安班 ： ｱﾌﾞｽﾄ返却１→訂正→提出

豊前・成田班 ： 報告書作成

１９ 報告書作成 豊前・成田班 ： ｱﾌﾞｽﾄ返却１→訂正→提出

鈴木・森安班 ： 報告書作成

２６ アブストラクト返却２ 課題研究自己評価
アブストラクト作成アンケート

１２／ ３ 報 告 書 作 成 ・ 提 出

鈴木班(10)＋森安班(10)＝20名 豊前班(10)＋成田班(10)＝20名

ii）授業の流れ

３カ年の試行により，図６に示すような流れにしたがって指導することが，効果

的であると考える。

①研究内容を400字程度の日本語にまとめる
課題研究

指導教諭
②日本語の要旨をもとに250語程度で英訳し提出

③添削１→指導教員立ち会いの下返却→再提出 講師
ネイティブ

④添削２→指導教員立ち会いの下返却

図６ 授業の流れ(2009)

iii）改良点

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は，200～250語(word)で作成させ，添削は

にお願いした。昨年度のアンケ
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ートを参考に，今年度は英訳に十分な時間を確保するために，平行して行っていた

実験を廃止した。また，返却の時間を前年度より１時間多くとり，３時間とした。

以下に，３カ年のアンケートを示す。

a）アブストラクトの作成について

日本語のアブストラクト作成は，大変と感じる生徒が減少してきた（図７）。

事前の説明効果があったのではと考えられる。限られた字数の中で，どのように

まとめ，どの情報を入れるかが難しかったようである。英語のアブストラクト作

成では，日本語よりも難しいと答える生徒が多かった（図８）。日本文の直訳で

はまずいこと，化学用語の語彙や英語特有の言い回し，化学英語特有の受け身や

分詞構文，主語にI(私)を使わないなど，難しいと感じたようである。

化学論文やアブストラクトの構成・要素や位置づけを十分に説明し，アブスト

ラクトを作成させることは大切であることがわかる（図９）。また，「先端科学技

術入門」で学習した化学英語やそのとき使用した教材の活用について注意を行う

ことで，それらの経験が活用されて効果的である（図10）。

b）２度の添削指導

面接形式での添削済アブストラクト返却は，今年も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。今年度は返却された英文アブストラ

クトを１，２日のうちに再校正させて提出させたが，これも効果的であったと思

う。また，添削指導は２回とも同じ方にお願いすることによって，指導効果が生

徒自身にも分かるように注意した。そして，８割以上の生徒がこの経験は将来役

立つと考えている（図11，12）。

iv）まとめ

今回の試みは，生徒にとって効果的な教育効果をもたらしたと考える。今すぐに

ではなくてもこの経験は今後大変役に立ち，英語の必要性を実感した生徒が非常に

多っかた(図６，７）。ただ，受験の大切な時期と重なるため，受験勉強との両立が

つらいと感じた生徒も少数いた。
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どちらともいえない

難しかった

非常に難しかった
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研究内容を日本語で要約することは
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図７ アンケート結果：要約の難易(日本語) 図８ アンケート結果：要約の難易(英語)
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今後に向けての反省として，

a）時間的な制約と，生徒の負担の軽減を考えた授業計画の立案

b）他の分野への普及

c）英語科・国語科の教員との連携

などについて検討・考慮し，「国際化」に向けてより有効な教育となるよう検討し

ていく必要がある。

図11 アンケート結果：要約の経験は？(日本語)
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図12 アンケート結果：要約の経験は？(英語)
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図10 アンケート結果：他科目との関連
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図９ アンケート結果：要約の三要素
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図14 アンケート結果：英語力は必要？
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図13 アンケート結果：今後の自分にとって
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（７）「英語」におけるプレゼンテーション能力の育成

平成１７，１８年度に実施していたプレゼンテーションソフトを用いた英語によるレ

ゼンテーションの指導を英語科目「オーラル・コミュニケーションⅠ」（以下「ＯＣⅠ」

において，内容を改善したうえで行った。

① 方法

対象科目：オーラル・コミュニケーションⅠ（１単位）

対象学年：１年生 全クラス １９６名

② 東工大留学生による授業 －手本となるプレゼンテーションの提示－

プレゼンテーションの意味，効果を指導するには提示するのが も効果的であると

考え，東工大留学生センターの協力を得て，２人の

留学生に依頼し，出身国，研究のプレゼンテーショ

ンを英語で実施した。本来，「科目」英語においては

「積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度」

を育成することが目標のため，プレゼンテーション

を見たあとの質疑応答も授業の一環として指導を行

った。

i）Aimee Theresa Avancenaさんの来校とプレ

ゼンテーションの実施

Aimee さんはフィリピィンからの留学生であり，本国では本校と同種の科学技

術高校において情報分野の教諭をしている。そのためこちらから多くの依頼をせず

に高校生向けフィリピィンの文化，日常生活の紹介を行ってくれた。

ii）生徒の感想

アンケート形式による生徒の感想を以下に示す。

生徒数

(人) (％)

英語の説明は よく聞き取れた 4 2.1

聞き取れた 11 5.7

半分程度 70 36.5

あまり聞き取れなかった 77 40.1

ほとんど聞き取れなかった 30 15.6

合 計 192 100.0

フィリピンについ まったく思ったとおり 8 4.2

て 少し思ったとおり 39 20.3

半分程度思ったとおり 82 42.7

かなり違ってた 57 29.7

ほとんど違っていた 6 3.1

合 計 192 100.0

iii）Navvab khajehoseiniさんの来校とプレゼンテーションの実施

Navvab さんはイランからの留学生である。日本人にはあまり知られていないイ

ランの文化，気候，風景を紹介してくれた。イランの気候は日本と同様に四季があ

り，人々は米を主食とする等が生徒にとっては印象的だったようである。プレゼン

テーション後さらに授業を設定し，質疑応答の時間を予定していたが，インフルエ

写真10 Aimeeさんと生徒の
質疑応答の様子
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ンザの流行により学級閉鎖，学年閉鎖が相次ぎ，授

業時間を設定することができなかった。

③ 生徒の英語によるプレゼンテーション実施までの過

程

・年度初めにプレゼンテーションまでの過程と取組

み方，過去の生徒の作品等を提示し 終目的を明

確にする。

・短いスピーチ，“Show and tell”を課し，非言語

コミュニケーションの重要性を認識させる。

・夏休みの宿題としてそれぞれ興味のある内容をテ

ーマとして設定し，その内容についてレポート形

式でまとめて提出させる。

・テーマに沿って 3 人，もしくは 2 人へグループ分

けを行う。

・プレゼンテーマについてグループ内で一致させ，

おおおよそのスライド案，説明案を検討させる。

・クラスにおいて同じテーマを選んだ場合は具体的な案を持つグループを優先す

る。

・スライドと英文説明の作成―マルチメディア教室を使用する。その際，著作権等

情報倫理を再度確認し，常にグループ内でコミュニケーションを図りつつ作成を

進めていく。

・スライドの作成はマルチメディア教室のみとし，自宅での作成は禁止する。

④ クラス発表会（平成２２年２月２３日実施）

東工大留学生のプレゼンテーションを実施したことにより，生徒は適切なスライド

の提示は外国語のスピーチの理解を助けることを学んだ。そのためどのグループもス

ライド作成に真剣に取り組み， 後までスライドの質にこだわった。３学期「オーラ

ル・コミュニケーションⅠ」の授業４時間を使用し，

スライド，発表原稿を完成させた。

プレゼンテーション実施の際のルール

・スライドは１.5ＭＢ以内とする。

・グループ内３人均等に発表する。

・２分３０秒以内に行う。

今回の発表の指導において，もっとも留意したこと

は，原稿を暗記し自らの言葉として発音し説明することである。平成１７，１８年度

に実施した際，暗記させることがもっとも困難であり，参観した他科の教員からもそ

の点を指摘された。今回は英語科教員２名ＴＴによる授業だったため，その点はかな

りの改善が見られた。暗記が可能になると生徒の目線が上がり姿勢も正しいものとな

り，非言語の部分で成長が見られた。

生徒達自身でスライド，英語説明，全体について評価を行い，上位２チームを選び

出した。

写真13 クラス発表会の様子

写真12 作成の様子

写真11 Navvabさんと生徒の
質疑応答の様子
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⑤ 学年発表会（平成２２年３月１６日実施予定）

クラス発表会で選出された各クラス２グループの生徒，計１０グループが１学年全

体にプレゼンテーションを実施する。生徒はそれぞれの評価を行い 優秀グループを

決定する。２名の東工大留学生，教員も評価に参加してもらう。進行はすべて生徒に

よって行われる。

（８）東京工業大学外国人研究者による「英語で聞く講演会」

① 方法

実施日：平成２２年 １月２８日（木） １６：００～

対 象：全学年希望者，教職員希望者，保護者 （２５名）

場 所：本校大講義室

講 師：Ihsanul Afdi Yunaz氏

（東京工業大学大学院理工学研究科電子物理工学専攻産学官連携研究員）

② 内容

今回の講演会では，氏の出身国である“About Me and My Country (Indonesia)”

と氏の専門である“AnIntroduction to Photovoltaic(PV) Technology”の２本柱で

講演を行っていただいた。

“About Me and My Country (Indonesia)”では，インドネシアの中でも大きい島

であるスマトラ，ジャワ，バリ，パプアの４島の文化や宗教の違い，それぞれの特徴

などをご紹介いただいた。美しい写真を多用した，非常に分かりやすいスライドと説

明で，聴講者の関心を集めた。

“An Introduction to Photovoltaic(PV) Technology”では，太陽電池の簡単な原

理や歴史，製造工程をご説明いただき，日本や海外，宇宙での活用事例， 先端の太

陽電池をご紹介いただいた。

③ 考察

今回の講演会では講演会終了後に個別の質問時間を

設けたところ，多くの生徒が氏に質問を行い，議論を

重ねていた。

アンケートの結果から，８割以上の生徒が半分以上

の英語を聞き取っていることがわかった。また，講演

内容が理解できなかった生徒も皆無であったことが得

られた。

以上のことから今回の講演会の内容に興味を持って参加した生徒が多かったと推察

される。また，講演内容の理解度が高かったのは，資料としてスライドを印刷したも

のを配付したことも要因のひとつと考えられる。

（９）タイ王国派遣生徒による報告会

① 方法

実施日：平成２１年１１月１３日（金） １３：１５～

対 象：第２学年 機械システム分野（４０名）

場 所：本校３号館 ３０１室

② 内容

写真14 質疑応答の様子
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ＳＳＨ研究開発成果発表会において，平成２０年度と平成２１年度のタイ派遣生徒

各１名がタイ留学中に習得したことを発表した。

i）平成２１年度派遣生徒Ｗ君の発表

前半では，タイ留学中のホームステイで気づいたこと，体験したことを述べた。

後半では，自身の専門である機械・ロボットに関連した「タイにおけるロボット

技術」について発表した。

ii）平成２０年度派遣生徒Ｔさんの発表

前半では，タイ留学中のホームステイで気づいたこと，体験したことを述べた。

後半では，自身の専門である情報・コンピュータに関連した「タイにおける携帯

電話事情」について発表した。

③ 考察

今回授業者として携わり，授業者として生徒達とのコミュニケーション（事前説明）

に重きを置いた。本校６００名の生徒の中から５名が渡航しているが，現状としては

人ごとのように思わざるを得ない状況である。今回の授業の機会は非常に有意義にし

たく，まずは授業者と生徒達のコミュニケーションを取ることにより，発表者たちの

話をスムーズに興味関心を抱くよう導いた。

元来聞くことの優れた生徒達である。実際の授業では元より，事後のアンケートに

おいても有意義な意見が記されていた。

大事な視点は国際的なコミュニケーションをとることに留まらず，まずは自分が国

際的な視線から自らを見て気付くことに意義がある。「自分はこうだから」という一

方通行なコミュニケーションの風潮がある日本ないしは世界だが，やはり世界の（日

常のクラスや友人関係においても）中でのという客観的な目線を自身が持つことによ

り，より一層の成長と世界の舞台での活躍が期待できる人材育成につながると考える。

様々な事象に興味関心を抱き，母国の伝統や歴史を携え世界の人々とコミュニケーシ

ョンを持ち，様々な人や文化・歴史があることに喜びを抱き，互いが協力し合い科学

技術を始めとする世界を創造していくのではないだろうか。現代はバーチャルな時間

を過ごす若い世代が多いが，やはり自分の眼で見て耳で聞き，肌で感じと実体験から

得られるものは全く知識だけの情報とは異なる。

今後も教職員から生徒への情報発信を元に，本校生徒達が世界への目線・仲間への

目線・自身への目線を持てるようなコミュニケーションの機会を設け，実体験する機

会を提供できることを期待する。

４ 実施の効果とその評価

平成１７年度指定ＳＳＨ研究開発を始めるにあたって，目標に掲げながら，もっとも

その実現が難しいと思われていたのが「国際交流」であった。本校はＳＳＨ以前から研

究，開発に長年携わってきた。そのため「科目開発」等にはそれまでの成果を反映させ

ることができ，また教員も自信を持って臨める点もある。しかしながら「国際交流」に

着手することは，理系の教員・生徒にとって，不得手とするコミュニケーションを基盤

とし，他国の高校と親しく交流をはかることを始めることであるため，企画，立案した

教員たち自身も実はその実施の方略がみえていた訳ではない。そこで「連携」という名
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の元にほとんど助けを求めに行くような状態で東工大国際室，留学生センターの指導を

仰いだ。その後５年間の経過を経て，本校にとって不得手であると思われた「国際交流」

を開始し，かつ継続してきている点はまず評価に値すると言って良い。

国際交流を開始したその複合的効果としては，以前よりさらに海外からの視察，訪問

が増え，校内で外国からいらした人々を見かける機会が増えたことである。生徒たちに

とっては日常的な風景になりつつある。そして年一回文化祭の時期にはタイの生徒が来

日し数日滞在することも継続的に行われている。したがって，こちらから出向くことだ

けではなく，内部にも以前と異なる情景が繰り広げられるようになってきていることも

その効果の一つとして挙げることができる。

平成２１年度は２人の生徒と校長，副校長が台湾で行われた高瞻計画のシンポジウム

に参加した。生徒は台湾の生徒が日本に抱くイメージに触れ，そのイメージを壊さない

ように日本の未来を真摯に考えようという気構えをもって帰国した。また前後して国内

ではあるが立命館高校で行われたシンポジウムにも５名の生徒と教員１名が参加し，英

語で自分たちの研究を発表する意義に気づき，大いに触発されたことを報告した。この

ように校内に国際交流気風ができつつあることも，タイとの交流を開始したことの効果

であると言える。

また一方「英語で聞く講演」を継続して実施してきたことの効果も大きい。当初は本

校の専門に関する分野の講師を招聘し英語で講演を実施してきていたが，次第に様々な

分野へと波及してきてる。また外国から来た講師のみならず，日本人の海外での経験等，

世界の未知な事柄に興味を持ち関心を持って「聞こう」とする態度が養われてきたこと

も評価すべきことであろう。その総合的な結果として，「スポーツを科学する」という

継続へと発展した。英語での指示を受け，運動をする姿が本校での体育館で見られたと

いうのもこれまでになない光景であった。

クリスマスレクチャーへの参加，英語によるアブストラクトの作成など継続してきて

いる国際性を育成する種々の活動は総合的な効果を呈してきている。不得手であった英

語でのコミュニケーションを仲立ちとする国際交流の開始に踏み切ったことが，本校の

弱点とも言える部分を克服し余りあるものとなってきていると言えよう。

５ ５年間の活動のまとめ

平成２１年度は５年間の 終年度となった。平成２１年度の目標はこれまでの活動を

継続しつつ，生徒，教員の国際性が育成されているかどうか評価・検討することにある。

これまで本研究会が発案，実施した活動が今後も継続するに相応しいかどうか検討する

という意味でもある。

平成１７年度から始まった本ＳＳＨ研究開発において，「国際性育成研究会」はその

主な目標の一つを国際交流の開始とした。まず交流国，高校の選定から着手した。タイ

カセサート大学附属高校と協定を結び，平成１９，２０年度に交換授業を実施した。平

成２１年度は開始して３年目となり生徒を３回交換することを経験した。実際には国際

交流のベテランであるカセサート高校にリーダーシップを取ってもらう状態で始め，や

っと本校の特色を出した交流が出来るようになって来たかどうかというところにある。

派遣にあたっては，第一に危機管理充実への教員の継続的な学習，引率した教員の出前
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授業，生徒の学校紹介，自己紹介のプレゼンテーション，授業参加等が定着したところ

であり，今後の新たな展開が期待される。また受け入れの際には，５分野課題研究の見

学，文化祭参加，専門，普通科の授業への参加が基本となってきている。進展の一つは

４月当初に保護者への説明を行い，派遣，受け入れについての理解・協力を呼びかけ，

保護者にも国際交流が認識されてきたことである。その結果タイの生徒達の本校生徒家

庭でのホームステイが実現した。そうした保護者の協力も含めて，カセサート大学附属

高校との協定締結後，本校生徒の派遣，タイ生徒の受け入れ，実際にはすべて試行錯誤

の連続であったが，無事実施され，定着してきている。しかしながら国際交流という海

外の相手と実施する活動は，２校を取り巻く環境，行き来する間の世界の状況など，多

くの条件を考慮しなければいけないことを実感しているところである。タイ国内の事情，

インフルエンザの流行などはその良い例であり，危機管理をしつつ，生徒の積極的な活

動を妨げないよう進めていかなくてはならない。様々な事態・障害を予測し，検討した

うえでなければ，安易に実施できることではないことも理解し始めたとも言える。世界

がより狭くなってきているということは，世界での事象・現象が我が身にも及ぶことで

あり，国外に出る事だけが国際性の育成ではないことをあらためて実感させてくれてい

る。常日ごろより世界の情勢に目を向け，関心を持って情報収集に努めることの重要性

も認識するようになった。そして実際に生徒交換の時期には 双方の生徒，教員の健康

と無事の確保を目指すことにより，さらに各委員が世界の出来事に留意し，世界の情勢，

変化をより身近なものとして捉えることも体験してきている。そういう意味での教員の

国際意識は非常に高まってきているといえる。しかしながら各委員が交流のスムーズな

実施，生徒の安全な滞在，往来を果たすため，受け入れ終了後，タイ生徒の無事な帰国

を確認すると安堵し，その後の活動については，やや余裕のない状態となっていたこと

は否めない。また委員以外の教員の緊張感，意識を持続させることも簡単ではないこと

も気づくことができた。

他，「スポーツを科学する」というテーマで様々な研究者を招聘しそれぞれの分野に

おける講演を行ってもらった。平成２１年度成果発表会において分科会参加者からは非

常に興味深いという評を頂き，今後のさらなる展開が望まれるテーマである。応用化学

の分野の生徒が中心となっているクリスマスレクチャーへの参加は今後も推奨していく

予定である。またアブストラクトの作成に関しては，他分野への波及効果が望まれると

ころである。

６ 実施上の問題点及び今後の方向

国際性育成研究会は「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」という仮説の元に活動を行ってきた。常に機会を作ること

を念頭に活動を行ってきた。情報化が進み，加速的に国際化進んでいると言われて久し

い。インターネットなど通信手段においてその状況は当てはまる。が，実際には校内に

そうした顕著な変化が表れたとは言い難い。つまり国際交流活動を積極的に導入し，機

会を生み出さない限りは，生徒・教員の国際性の育成，変容は望めないということであ

る。本校がＳＳＨ研究活動を行い国際交流に着手しなければ，実はあまり変わらない状



- 74 -

況であったかもしれない。生徒・教員に何らかの変容を認めるためには，東工大留学生

センターとの連携，本校から海外の高校への積極的な働きかけが必須であったと言える。

事実タイカセサート大学附属高校との交流を開始し，文化際ではタイブースが存在する

ようになった。これは積極的に活動を行ってきている結果であり，生徒・教員にとって

普通の文化祭の姿となってきている点において，本研究会の貢献度の一つであると考え

たい。

教員の５年間の変容を確認するために，平成１９年度教員の「国際性育成伸長具合」

を計る試みとしてアンケートを作成し教員全員に実施した（図１５）。その結果は報告

書に記載したとおりである。教員４３名からの回答を得た。しかしながら平成２１年度，

終年度にあたっては，その内容以前に，アンケートの回収率が半分に満たなかった（図

１６）。国際性育成研究会委員がアンケートの結果の用途，反映の方法を十分に説明し

できていなかったことがその原因として挙げられるが，またほぼ半分の教員の関心を引

くことが出来てはいなかったということであったとも言える。そして回収されたアンケ

ートは，日ごろより「国際性を育成する活動」に興味，感心を持つ人々からの回答であ

ることが伺えた。常に活動に積極的に参加，取り組みをしていた人の記載であることが

その内容により明白であった。たとえば外国の方との接触が増えたとの記述が見られた

り，また国際化を図るうえで英語力が必須であると考えていた人の数にやや減少傾向が

みられるのもその例である。あるいは一般的な国際化ではなく教育現場における国際化

と特化した場合には「科学技術」を基盤にした「ものつくり」など共同製作，活動をを

共通の言語として交流しあえるのではないかと考える回答者もみかけるようになってき

た。このような記述は本校とカセサート附属高校との交流を踏まえたものであることが

分かる。しかしながら，あえて外国，外国人を意識し過ぎるのはどうかと思う。国際性

とは他国の人々に自国の人と同じように接することができることを言うという意見もあ

った。そうした意見の中には以前はみられなかったものある。しかしながらほぼ半数の

教員にとっては，まだ国際交流，国際性育成研究会の活動に自ら積極的に取り組んでい

るという感が乏しいのだと考える。したがって当然のことではあるが，アンケートに記

入することが手間となってしまったと考える。そこで基本的なことではあるが，生徒を

指導する教員の興味を起こさせ，関心を引き出す活動を継続的に提唱，開発していくこ

とが肝要である。

協定を結んだタイカセサート附属高校とは今後も交流を継続し，さらに交流の形態を

発展させ両国の事情，文化等をより多くの生徒・教員に普及していくことができればと

考えている。しかしながら，交換留学生の受け入れ家庭の報告には常に耳を傾けるべき

ことである。当該家庭においても初めての経験となることが多く，たいていの場合保護

者も迷いながらの対応である。また受け入れた生徒個人に依ってもその状況が大いに異

なる。そこで各家庭の保護者の意見は貴重な資料として今後の参考とし，個々のケース

に対応できる経験の蓄積をしていく必要がある。

また本校は都心に位置する学校であり，通学する生徒の家庭の多くは人口集中都市に

ある。したがってすべての家庭がホームステイを提供できる居住空間を有する訳ではな

い。現在，派遣の際は受け入れのホームステイを提供することが条件となっている。異

文化での生活を体験するにはホームステイをさせたいとするカセサートの校長の考えを
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反映したためである。が，実際には派遣を希望する生徒が，受け入れを提供できないた

めに，断念する場合が多くある。この背景には日本人の「おもてなし」の発想から，タ

イ生徒を「お客様」として考えていることも一因している。タイの校長が生徒にホーム

ステイの経験を望むのは日本の日常をタイの生徒に体験させたいためである。そのため

決して「お客様」扱いをするのではなく，家族としての日常を経験させて欲しいという

ことであった。その点については受け入れ保護者への説明に改善点があると考える。こ

れまでの保護者の声を蓄積し，報告することもその一つとなる。

今期ＳＳＨにおいて発案・実施した活動をさらに改善し，全教員の意識へと働きかけ

ていく活動へと発展させていくことが当面の課題であろう。しかしながら本来は「国際

性の育成」を声高に叫ぶのではなく，まず教員が日常的な姿で受け入れ，その姿を生徒

が景色として見るのが自然である。生徒の国際性を高めるには，まず教員の意識を変容

させる必要があることは５年間の活動において本研究会が主張してきた点である。その

ため今後はもっと大人数での海外派遣，受け入れ等を実施し，より多くの教員が係わる

活動を実施していくのも一案だと考える。

図１６ 国際性伸長具合アンケート結果（平成21年度実施）
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Ｑ1　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
Ｑ2　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
Ｑ3　　ここ数年間の活動を通して国際感覚は身に付きまし

たか
Ｑ4　　英語による講演会は国際性育成に役立つと思いま

すか
Ｑ5　　留学生による講演は生徒の国際性育成に貢献した

と思いますか
Ｑ6　　ＳＳＨを始める前と比較して国際化は進んだと思い

ますか

Ｑ7　 国際化を図る上で英語力は必要だと思いますか

Ｑ8　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

Ｑ9　他の国とも交流を増やすべきだと思いますか

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

図１５ 国際性伸長具合アンケート結果（平成19年度実施）
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Ｑ４英語による講演会は国際性育成に役立つと思います
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
思いますか

Ｑ6ＳＳＨを始める前と比較して国際化は進んだと思います
か

Ｑ7 国際化を図る上で英語力は必要だと思いますか

Ｑ8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

Ｑ9他の国とも交流を増やすべきだと思いますか

5非常そうに思う 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



- 76 -

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。

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などにも細かく検討・改善を加えていく。さらに，
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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「物理さきがけ」, 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, 小テストの実施，

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６名，理科５名，英語１名，地歴公民１名の計１８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２１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 数学(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(２名) 理科(２名) 工業(２名)
数学(１名)
理科(２名)

調査・追跡係 理科(３名) 数学(１名) 理科(１名) 工業(２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５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・第３・

第４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。また，研究第５年次はＳＳＨ研究開発の成

果普及をはかる一環として，横浜市立高等学校数学教員１名を研修のために初めて受
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け入れ，「さきがけ教育」の開発に本校教員と一緒に携わっていただきながら，授業

実践の一部も担当していただいた。なお，実施報告書作成締切の日程の関係で研究第

４年次の実施報告書に掲載できなかった，研究第４年次の３学期の実践内容も併せて

報告する。

研究第５年次における実践の時間枠については，研究第１・第２・第３・第４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，まず，１学期には２時間×２

回を設定した。次に，２学期も同様に２時間×３回を設定する予定であったが，新型

インフルエンザの流行による相次ぐ学級閉鎖等で授業時間が不足したため，通常授業

内に行うことができなくなり，代替措置として，やむを得ず冬季休業中に３時間×２

回で設定せざるを得なかった。しかし，３学期には，計画通りの形態で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。ただし，

研究第５年次の２学期は前述の事由により冬季休業中の実施となったので，「数学さ

きがけ」のみの実施となった。希望調査の結果は以下の通りである。

表２ 研究第４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 5 8 9 9 4 35
表３ 研究第５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 31 23 31 29 8 122
数学ⅡB演習 10 18 9 11 25 73

合 計 41 41 40 40 33 195
表４ 研究第５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 14 6 5 1 0 26

（ア）研究第４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・第２・第３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時間で建築デザイン分野の教員が「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５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・第３・第４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「 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「 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，前半の授業についてはＢ・Ｄ・Ｅ組とＡ・Ｃ組の２つのグループ
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に分け，ＳＳＨ研究開発の成果普及を目指して

前者を横浜市立高等学校の数学科教員に担当し

ていただき，後者を本校の数学科教員が担当し

た。

（ⅰ）「 小２乗法」の数学的原理の解説（前半の
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）

（ⅱ）「 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５年次の第２学年２学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

前述したように，新型インフルエンザの流行の影響で冬期休業中の実施となっ

たが，内容的には，研究第２・第３・第４年次の２学期と同様に行った。３時間

×２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，副読本「数学さきがけ(2009)」を用いて講義

・演習形式で行い， 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，プレゼンテーションソフトを活用しながらプリントを用いての講義を

行った。

（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（ 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５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・第３・第４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時間で建築デザイン分野の教員が

「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」

前述したように，２学期は新型インフルエンザの流行の影響で「数学さきがけ」

を冬期休業中に実施したため，「数学ⅡＢ演習」については１学期のみ研究第２・

第３・第４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５年次における第３学年の「数学さきがけ」では，研究第２・第３・第４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）また，研究第

５年次はＳＳＨ研究開発の成果普及をはかる一環として，研修のために初めて受け入

れた前述の横浜市立高等学校数学教員１名に，「さきがけ教育」の開発に本校教員と

一緒に携わっていただきながら，授業実践の一部を本校数学教員とティーム・ティー

チング形式で担当していただいた。

【ＳＳＨ研究開発の成果普及を目指し，
横浜市立高等学校の数学科教員が授業を担当】
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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」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。各コースの内

容については，研究第３・第４年次と同様である。（参照：研究第３年次実施報告書P.

77）希望調査の結果は以下の通りである。

表５ 研究第５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 6 4 8 10 3 31
数学演習Ｘ 13 11 17 10 8 59
数学演習Ｙ 12 11 13 10 11 57
数学演習Ｚ 7 8 1 6 5 27

合計 38 34 39 36 27 174

ただし，研究第２・第３・第４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３１名，「数学演習Ｘ」が５８名，「数

学演習Ｙ」が４３名，「数学演習Ｚ」が１５名，「数学基礎演習」が２７名となった。

（ア）研究第５年次の第３学年の「数学さきがけ」

研究第２・第３・第４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。使用教材は副読本「数学さきがけ(2

009)」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・第３・第４年次と同様に，「数学演習Ｘ」，「数学演習Ｙ」，「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。（参照：研究第３年次実施報告書P.77）

③「物理さきがけ」

研究第３年次の試行，研究第４年次の実施を踏まえて，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」
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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

して実施した。いずれも，研究第４年次に実施した内容を充実させたものである。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。

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 4 18 9 0 36 28.1

問題演習を中心に取り組むグループ 17 12 11 12 12 64 50.0

基本事項の定着をはかるグループ 0 10 6 4 8 28 21.9

合 計 22 26 35 25 20 128

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） 8 1 14 6 2 31 24.2

問題演習を中心に取り組むグループ 14 18 18 13 11 74 57.8

基本事項の定着をはかるグループ 0 7 3 6 7 23 18.0

合 計 22 26 35 25 20 128

（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」を実施した。教材として，自作のプリントを使用した。プリント作成

に際して，研究第３年次の試行で部分的に使用した「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冊を参考にした。本校では第１学年の「物理Ⅰ」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。また，研

究第４年次に引き続き，事前・事後に学力調査を実施した。

０ 事前学力調査（0.5 時間）

１ 剛体の静力学（復習事項）（事前学力調査の解説を兼ねて 0.5 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時間）

（１）ベクトルの外積 （２）角運動量

３ 剛体の運動（３時間）

（１）回転系の運動方程式 （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）回転の運動エネルギー （６）剛体の運動

４ 事後学力調査（0.5 時間）（解説 0.5 時間）
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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，参照値より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」

として実施した。教材として，自作のプリントを使用した。プリント作成に際して，

研究第３年次の試行で部分的に使用した「物理の考え方５ 相対性理論の考え方」

（砂川重信著・岩波書店1993）を参考にした。本校では第１学年の「物理Ⅰ」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。また，研究第４年次に引き続き，事

前・事後に学力調査を実施した。

０ 事前学力調査（0.5 時間）

１ 運動の相対性（0.5 時間）

（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）光の媒質

（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（1.5 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

４ 事後学力調査（0.5 時間）

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

ことが難しい問題演習を，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，講座開設から生徒の希望調査・講座

実施にいたるまで運営上のシステムはほぼできあがりつつあることを確認し，これまで検討し

改善してきた以下の基本方針に従い，今年度も昨年度同様に実施した。
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 ３学期さきがけとして必須科目と選択科目を設定し，事前に受講科目を生徒自身に決

めさせ受講登録をさせる

学校長推薦により進路が決定した者については，必修科目を必ず受講する

欠席日数を記録し，指導要録・調査書に反映させる

また，生徒の３学期さきがけの授業に対する受講態度を高めるために，推薦先の大

学との連携をはかる試みをしたが，各大学自身が生徒に対して入学前に多くの課題を

課していたり，大学入試課の事務手続きが煩雑になることからなかなか連携は実現し

ていないが，今年度も引き続き本校進路部と連携を取りながら，可能性を探っている。

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５４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（Ｄ関係資料 Ⅶ １ 表１参照），各教科・分野より生徒向けの講座選択・登録の

際の資料（Ｄ関係資料 Ⅶ １ 表２参照）を配布し，この案内に基づいて生徒に希望

調査を行った（受講状況は，Ｄ関係資料 Ⅶ １ 表３参照）。

平成１７年度の改善点として実施した「所属の専門分野にかかわらず，進学先の専

門分野に応じて専門講座を選択できるようにする」ことについては，平成２０年度と

同様に平成２１年度の実施においてもそのまま踏襲することとした。結果として今年

度は表８のようになった。

表８ 分野別の専門の受講状況

講座 応用化学 情報ｼｽﾃﾑ 機械ｼｽﾃﾑ 電気電子 建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ
生徒
応用化学 １０
情報ｼｽﾃﾑ ４ １
機械ｼｽﾃﾑ １１
電気電子 １ ７
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ １ ６

以下に，複数の講座から選択できる開講例として，情報システム分野での実践例を

挙げる。（電子・情報系進学者に対し「電磁気学 I」または「電磁気学 A」のいずれ

か，および「プログラミング I」または「数値計算 I」「電子情報実験 A」のいずれか

を選択できることとした。）いずれも週２時間×５週で実施し，内容は所属分野によ

らず同じとした。

「電磁気学 A」

理工学系の大学では必修として学ぶことが多く，また多くの学生が苦労する科

目である電磁気学について，ベクトル・スカラから，もっとも重要な「場」につ

いて式からイメージすることに重点を置い

た。高校までの物理との違いは本講座では

ベクトル式で電磁気学を学ぶことである。

１週目：ベクトル・スカラ，線積分

２週目：直角・極・円筒形座標

３週目：電位と立体角

４週目：ガウスの定理（積分形），発散

５週目：ガウスの定理（微分系），実験
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「数値計算」

正規の授業において，素数判定や検索・ソートなど簡単なアルゴリズムについ

ては習得済みの生徒に対し，より高度な数学的・論理的思考を要する数値計算ア

ルゴリズムを紹介した。

１週目：連立方程式の解法（クラメルの公式，ガウス－ジョルダン法）

２週目：連立方程式の解法（ガウスの消去法）

３週目：数値積分法（区分求積法，台形公式，シンプソンの公式）

４週目：微分方程式の解法（オイラー法，ルンゲ－クッタ法）

５週目：総合演習

もちろん，単に公式を紹介するだけでなく，その導出・物理的な意味等も含め

て講義し，さらに自らプログラミング演習をさせることで理解を深めさせた。N

次の行列やその行列式，あるいは無限級数，場合によってはテイラー展開など高

度な内容に踏み込んだが，理解度は高かったように思う。

もうひとつ所属学科によって内容を変えて開講しているものとして，応用科学分野

の「化学実習英語 A」を挙げる

１回４時間連続の講座ではじめの１～２時間は分野共通で「大科学者のこと

ばⅡ」東京工業大学科学史ゼミナール編（講談社）から化学に関係する学者を取

り上げて，英文を訳しながらその学者の業績を紹介するような輪講の形をとって

科学英語を学んだ。後半の時間を用いて応用化学分野の生徒は学会主催の学生発

表大会発表のために課題研究の続きとその

まとめを行い。他分野の生徒に対し進学先

で重要だと思われる内容の化学実験を実施

した。今回は，生命理工学系に進学予定の

生徒であったので以下に示すような内容の

実験を実施した。

１週目 アスピリンの合成

２週目 スルファミン酸の合成

３週目 ＤＮＡ，クロロフィルのの抽出

４週目 分光分析（クロロフィル，過マンガン酸水溶液）

５週目 緩衝溶液

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。

まず，アンケート名とそれらのねらい等は表９の通りである。表12において，(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
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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。

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，本 高校時代の授業 実施時 力が必要

等に関する 校卒業生；主に 改善に関する意 （６月，

アンケート 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。

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。今年度の結果は後述の通りで

ある。(ｵ)，(ｶ)は，教材の内容に大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。

研究５年次の実施計画を表１０に示す。また，５年間分の実施計画は（Ｄ関係資料

Ⅶ ２ 表４）を参照されたい。

表１０ 研究５年次の実施計画

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

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
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⑥ＳＳＨ成果発表会での公開授業・分科会の実施

11 月に本校で開催したＳＳＨ成果発表会で「公開授業」を実施し，外部より１２

名の先生が参加され，分科会を開催した。

公開授業

対象生徒 ： 2 年Ｄ組 時 間 ： ５０分

実施内容 ： 複素数平面と交流回路

使用教材 ： 「数学さきがけ(2009)」, プリント, スライド

担当教員 ： 数学科教員と電気分野教員の 2 名が担当

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５年次も，研究第１・第２・第３・第４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４年次の実施報告書に掲載できな

かった研究第４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)
・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４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

4.08 4.08 4.00 4.42 3.67 4.46 4.04 4.00 4.29

26 26 26 26 24 24 24 24 24

.744 .891 .894 .578 .816 .833 .751 1.022 .624

4.08 4.08 4.00 4.42 3.67 4.46 4.04 4.00 4.29

26 26 26 26 24 24 24 24 24

.744 .891 .894 .578 .816 .833 .751 1.022 .624

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さorなし
さきがけ

合計

数学好き 原理知前 学びた前 役立つ前 内容理解 授業形態 原理知後 学びた後 役立つ後
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た。建築デザイン分野の工学的な視点を通して，数学や物理，自分の専門分野の

学習に対する認識が深まった生徒の様子がうかがえる一方で，自分の専門分野と

の接点を見いだせないまま，興味を感じられなかった生徒の様子もうかがえる。

・自分たちのやっている数学や物理がどのように応用されているか分かってとても良か
った。 ←［機械ｼｽﾃﾑ分野の生徒］

・とても楽しかったです。公式を覚えるのではなく，なぜそうなるのかを考え，とても
わかりやすく，学習できました。 ←［機械ｼｽﾃﾑ分野の生徒］

・機械設計の授業でやった大まかなことを今回の授業で細部にわたって理解できたので
よかった。 ←［機械ｼｽﾃﾑ分野の生徒］

・数学を使って理論を学んでいる間は楽しく勉強できて良かったが，専門分野の話にな
ってしまうと，あまり興味がわかず，つらい時間となってしまった。

←［電気電子分野の生徒］

（ⅱ）研究第５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，

「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」については１％の有意水準で，「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５％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

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，かつ，前者については１

％水準で有意差が認められ，後者について有意差は認められなかった。なお，こ

のうち，本校教員が担当したＡ・Ｃ組のグループでは，後者についても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。やはり，パソコンの活用や表計算

ソフトに関する印象が強かったようだ。

3.68 3.78 3.61 4.12 4.01 4.31 3.69 4.06 4.23

120 120 120 120 118 118 118 118 117

1.055 .936 1.110 .936 .929 .844 .903 .909 .904

3.10 2.94 2.69 3.79

72 72 72 72

1.115 1.209 1.206 1.006

3.46 3.47 3.27 3.99 4.01 4.31 3.69 4.06 4.23

192 192 192 192 118 118 118 118 117

1.111 1.121 1.227 .973 .929 .844 .903 .909 .904

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

数学好き 原理知前 学びた前 役立つ前 内容理解 授業形態 原理知後 学びた後 役立つ後
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・Ｅｘｃｅｌの使い方勉強できてよかったです。 ・パソコン 高
・Ｅｘｃｅｌのスキルの差が・・・。 ・パソコンはすごいけど，ずるい気もした。

・おそろしいような計算も，パソコンを利用することで簡単に処理できるということを
実感できた。

（ⅲ）研究第５年次の第２学年２学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）

前述したように，研究第５年次の２学期は新型インフルエンザの流行の影響で

「数学さきがけ」を冬期休業中に実施したため，「数学ⅡＢ演習」の設定が無く，

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

の比較をすることはできない。

一方，「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。

・ずいぶんと専門性があったので，理解が難しかったですが， 終的に「送電」と生活
と関係していることに驚きを持ちました。 ←［応用化学分野の生徒］

・数学を学ぶことで，回路の導線のムダをはぶけたのには，驚きました。色々，つなが
っているので，数学をちゃんとやろうと思いました。 ←［応用化学分野の生徒］

・複素数という実在しない数を使って様々なことに応用できることを知って驚いた。
・数学すごい。すごい。

（イ）事前事後の学力調査

（ⅰ）研究第４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・第２・第３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ったが，有意差は認められ

なかった。

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。

4.28 3.89 4.06 4.33 4.00 3.87 4.33 4.60

18 18 18 18 15 15 15 15

.752 .900 .873 .594 .756 .640 .724 .507

4.28 3.89 4.06 4.33 4.00 3.87 4.33 4.60

18 18 18 18 15 15 15 15

.752 .900 .873 .594 .756 .640 .724 .507

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さorなし
さきがけ

合計

数学好き 原理知前 学びた前 役立つ前 内容理解 原理知後 学びた後 役立つ後

1.92 2.48

26 25

1.831 1.873

1.92 2.48

26 25

1.831 1.873

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さorなし
さきがけ

合計

小テ点前 小テ点後
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－平行条件－
→ → → → → →

・a ＝ k b （８人） a × b ＝０（外積が０）（６人）

－垂直条件－
→ →

・a ・ b ＝０（内積が０）（15人） ・ｍ・ｍ’＝－１ （５人）

研究第１・第２・第３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」の活用を思い浮かべている様子がうかがえるが，研究第

４年次は，平行条件については「外積」よりも「ベクトルの実数倍」の方がやや

多かった。

（ⅱ）研究第５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・第３・第４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ったが，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小テストでは，「今回の「 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。多かった上位３項目

は，次の通りである。

・点と直線の距離（39人） ・| x |２＝ x ２ （15人） ・平方完成（12人）

（ⅲ）研究第５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・第３・第４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。

前述したように，研究第５年次の２学期は新

型インフルエンザの流行の影響で「数学さきが

け」を冬期休業中に実施したため，「数学ⅡＢ

1.66 1.85

120 120

1.569 1.795

.79

72

.992

1.33 1.85

192 120

1.441 1.795

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

2.11 2.73

18 15

1.844 1.624

2.11 2.73

18 15

1.844 1.624

平均値

度数

標準偏差

平均値

度数

標準偏差

さorなし
さきがけ

合計

小テ点前 小テ点後
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演習」の設定が無く，事前小テストにおける「数学さきがけ」グループと「数学

ⅡＢ演習」グループの比較をすることはできない。

一方，「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ったが，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・第３・第４年次

と同様に，「三角関数の合成」をあげた回答はほとんど見受けられなかった。

・加法定理 （正弦８人，余弦８人，正接６人）

・２倍角の公式 （正弦８人，余弦６人）

（ウ）教員用アンケート

研究第４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５

年次の第２学年１学期の「数学さきがけ」（今年度の２年生）に関するコメント式

のアンケートを実施した。回答結果は，Ｄ関係資料Ⅶ３を参照されたい。

② 第３学年の「数学さきがけ」

（ア）生徒用アンケート

研究第５年次も，研究第２・第３・第４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）

・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］
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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，研究第３・第４年次ほどではないものの事前の平均値

が既にある程度高い値であり，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・第３・第４年次と同様に，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できましたか」におけ

る８つの項目については，平均値が８項目すべてについて3.5以上とはなったもの

の，８項目すべてについて4.1以上だった研究第４年次の水準には至らず，研究第

３年次の水準に戻ってしまった。

（イ）事前事後の学力調査

研究第５年次も，研究第４年次と同様に，成績評価のための学力調査とは別に，

事前・事後に４点満点の小テストを実施した。

【事前小テスト問題】
置換積分および半角の公式を利用する積分に関する出題

【事後小テスト問題】
上述の事前小テストと同等程度の出題

結果は次の通りである。

事前・事後の比較では，事前の平均値と事後の

平均値がまったく同じ値となり，有意差は認めら

れなかった。

なお，定着度を評価（成績評価）するために事後に実施した１００点満点の２学

期期末試験では，「数学さきがけ」の生徒３１名の平均値は73.6点であった。（なお，

成績については，研究第４年次と同様に，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

4.03 4.26 4.06 4.40 4.57 4.40 4.27 3.87 2.77 4.17

31 31 31 30 30 30 30 30 30 30

1.016 .893 .929 .814 .679 .724 .691 1.008 1.431 .950

4.03 4.26 4.06 4.40 4.57 4.40 4.27 3.87 2.77 4.17

31 31 31 30 30 30 30 30 30 30

1.016 .893 .929 .814 .679 .724 .691 1.008 1.431 .950

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

3.90 4.35 3.68 3.94 3.55 3.87 4.26 4.03

31 31 31 31 31 31 31 31

1.136 .709 .909 .929 1.150 .718 .773 .657

3.90 4.35 3.68 3.94 3.55 3.87 4.26 4.03

31 31 31 31 31 31 31 31

1.136 .709 .909 .929 1.150 .718 .773 .657

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

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

3.03 3.03

31 31

1.278 1.426

3.03 3.03

31 31

1.278 1.426

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

小テ点前 小テ点後
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第３学年「数学さきがけ」に対するコメント式のアンケートを実施した。回答結

果は，Ｄ関係資料Ⅶ４を参照されたい。

③「物理さきがけ」

（ア）生徒用アンケート

研究第３年次の試行の際から引き続いて，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）

評価は５段階で，５（非常に思う）～１（全く思わない）としている。３年間の集

計結果は表１１の通りである。表の上段は各年次・各学期・各質問項目毎の５段階の

割合（左から 5,4,… の順に％）を示している。表の下段は，左が肯定的な回答（評

価５,４）の割合を％で示し，右は評価の平均値を示している。

表１１ 生徒アンケート集計結果（研究第３年次～第５年次の３年間のまとめ）

33 42 19 3 3 42 44 11 0 3 52 35 6 3 3 52 42 3 0 3 13 58 16 6 6 48 39 10 0 3

25 50 19 0 6 20 33 30 11 6

0 21 39 25 14 11 14 29 14 32

17 73 3 3 3 33 60 7 0 0 14 76 7 3 0 38 62 0 0 0 10 28 38 21 3 28 34 34 0 3

22 45 24 6 2 18 33 39 2 8

10 30 20 25 15 15 20 15 20 30

33 45 15 6 0 55 36 6 0 3 33 48 18 0 0 55 33 6 6 0 21 33 33 9 3 55 39 3 0 3

3 50 32 10 5 3 31 40 18 8

11 19 42 22 6 11 14 33 25 17

12 64 24 0 0 32 44 20 4 0 24 68 8 0 0 48 40 8 4 0 4 32 52 4 8 40 40 16 0 4

22 40 28 4 6 22 28 22 18 10

15 30 39 9 6 27 18 27 9 18

52 40 8 0 0 52 44 4 0 0 45 41 14 0 0 50 41 9 0 0 23 41 23 14 0 64 23 5 9 0

17 47 20 12 3 3 34 31 20 12

6 31 31 25 6 0 19 25 25 31

33 46 13 4 4 33 50 13 4 0 28 48 16 4 4 40 48 12 0 0 8 56 20 16 0 28 52 12 8 0

22 40 22 7 9 15 47 15 9 15

7 7 36 29 21 0 7 50 14 29

基本定着

事後４（大学役立つ）事後２（発展的事項）

さきがけ

問題演習

事前１（興味関心） 事前２（発展的事項）

さきがけ

問題演習

基本定着

さきがけ

問題演習

基本定着

4.0 83.3 4.1 76.0 3.9 88.0 4.3 64.0

さきがけ

１学期

２学期

１学期

２学期 問題演習

さきがけ
4.4

基本定着

86.4

問題演習

２学期

さきがけ

18.8
基本定着

2.3

１学期

問題演習

第５年次

第４年次

第３年次

90.9 4.4 63.6 3.7

基本定着
14.3 2.5 7.1 2.4

86.4 4.3

64.4 3.6 37.3 3.0

37.5 3.1

92.0 4.4 96.0 4.5

45.5 3.4 45.5 3.3

61.8 3.7 50.0 3.3

36.0 3.2 80.0 4.192.0 4.2 88.0 4.376.0 3.9 76.0 4.0

30.6 3.1 25.0 2.8

53.2 3.4 33.9 3.0

54.5 3.6 93.9 4.481.8 4.2 87.9 4.478.8 4.1 90.9 4.4

40.0 3.0 35.0 2.7

67.3 3.8 51.0 3.5

37.9 3.2 62.1 3.889.7 4.0 100.0 4.490.0 4.0 93.3 4.3

21.4 2.7 25.0 2.6

3.6 87.1 4.3

75.0 3.9 53.1 3.5

4.075.0 86.1 4.2 87.1 4.3 93.5 4.4 71.0

事後１（興味関心） 事後３（授業理解）

3.6 80.0 4.0

61.8 3.6 61.8 3.4

79.2
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３年間で，概ね傾向は変わりがなかった。事前アンケートにおける各グループ毎の

差異は，「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，「物理さきがけ」を選択した生徒は

他のグループに比べて肯定的な回答が多かった。

「物理さきがけ」を選択した生徒については，１学期では「4．今回の授業は大学

での学習に役立つと思いますか。」の質問に対して，90 ％前後の生徒が肯定的な回答

をしている。これは，「回転系の力学入門」を内容として選んだ際に意図した，「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」ことに対して，意図した通りの

結果が得られたと考えられ，評価できる。一方，２学期では「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。」の質問に対し，肯定的な回答をし

た生徒の割合が，事前に比べて事後の方が大きく増加している（研究第５年次では事

後が 100 ％となっている）。これは，「特殊相対論入門」を内容として選んだ際に意図

した，「２つの基本的な公理から新しい理論を導き出す過程を学習することで「いど

む」力を育む」ことに対して，意図した通りの結果が得られたと考えられ，評価でき

る。

（イ）事前・事後の学力調査

研究第４年次に引き続き，「物理さきがけ」を受講した生徒に対して，事前・事後

の学力調査を実施した。結果の概略は以下の通りである。

（ⅰ）１学期「物理さきがけ」 事前・事後の学力調査

【事前学力調査の問題の概要】

１．アトウッドの滑車についての問題

(1) 滑車の質量が無視できる条件で運動方程式を立て，それを解くことで，重力

加速度の大きさ g を mA ，mB ，a を用いて表す。

(2) (1)の方法で実験して g を求めると 9.8〔m/s
2
〕より小さい値になるが，その

理由を考察する。

２．剛体のつり合いについての問題

(1) なめらかな壁とあらい床に立てかけた梯子を人が登る状況を設定。力のモーメ

ントのつり合いと，力のベクトルのつり合いから，床から加えられる垂直抗力と

静止摩擦力の大きさを求める。

(2) 静止摩擦係数を与え，人が梯子を登っていくと，どこで梯子がすべり出すかを

求める。

【事後学力調査の問題の概要】

１．アトウッドの滑車についての問題

(1) 滑車の慣性モーメントが無視できる条件で運動方程式を立て，それを解くこと

で，重力加速度の大きさ g を mA ，mB ，a を用いて表す。

(2) 滑車の慣性モーメントを考慮し，滑車の回転の運動方程式も合わせて解くこと

で，重力加速度の大きさ g を mA ，mB ，a ，および滑車の質量 M を用いて表す。

※ この １(2) が今回の「物理さきがけ」で新しく学習した内容である。

２．剛体のつり合いについての問題

(1) あらい壁に軽い棒を当て，棒の他端を壁から斜めに糸でつるして棒を水平に保

つ。この棒に質量 m〔kg〕のおもりをつるす状況を設定する。（棒は軽くて質量は

無視できる。）力のモーメントのつり合いと，力のベクトルのつり合いから，壁か

ら加えられる垂直抗力と静止摩擦力の大きさを求める。
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(2) 静止摩擦係数を与え，おもりをつるす位置を壁側に近づけていくと，どこで棒

がすべり出すかを求める。

事前・事後学力調査の結果は以下の通りである。

表１２ １学期「物理さきがけ」 事前・事後学力調査の結果

１ アトウッドの滑車 ２ 剛体のつり合い

(1)の正答率 (2)の正答率 (1)の正答率 (2)の正答率

事前 70.4 % ※１ 36.1 % 8.3 %
第５年次

事後 91.0 % 60.6 % 91.4 % 35.5 %
事前 57.2 % ※１ 25.7 % 9.1 %

第４年次
事後 92.7 % 55.8 % 74.3 % 30.3 %

※１ 事前１(2)では，重力加速度の値が小さくなる理由を考察させた。

その理由として挙げられた主なものは，以下の通りである。

研究第５年次 研究第４年次

滑車の摩擦力のため … 29 人（80.6 % ） 21 人（63.6 % ）

空気抵抗のため ……… 12 人（33.3 % ） 11 人（33.3 % ）

糸の質量のため ……… 2 人（ 5.6 % ） 3 人（ 9.1 % ）

測定時の誤差のため … 1 人（ 2.8 % ） 3 人（ 9.1 % ）

糸の伸び縮みのため … 1 人（ 2.8 % ） 2 人（ 6.1 % ）

滑車の質量のため …… 1 人（ 2.8 % ） 1 人（ 3.0 % ）

参考までに研究第４年次のデータも載せたが，研究第５年次の結果は，概ね研究

第４年次と同じ傾向になった。

事前の１(1)と事後の１(1)は同じ内容で，本校では第１学年の「物理Ⅰ」や「科

学技術基礎」で学習済みである。正答率を比較すると，事前に対して，事後は大き

く向上している。また，事前の２と事後の２は，剛体の静力学についての同程度の

問題で，本校では第１学年の「物理Ⅰ」で学習した内容である。（事前事後とも(1)

が一般的な問題，(2)がやや難易度の高い問題である。） こちらの正答率も，事前

に比べて事後の方が大きく向上している。このことは，発展的な内容を学習したこ

とで，それに関連する既習事項についての理解が深まったと考えられる。

一方，事後の１(2)は，今回の「物理さきがけ」で新しく学習した発展的内容に

ついての問題である。これに関連して事前１(2)では，重力加速度の値が小さくな

る理由を考察させた。この設問に対して，発展的な内容として学習した「慣性モー

メント」につながる理由と考えられる「滑車の質量のため」を挙げた生徒は１人（2.8

% ）しかいなかった。事後の１(2)では「慣性モーメント」を考えて回転の運動方

程式を解くことで正答を得られる。それを踏まえると，事後の１(2)の正答率 60.6 %

は，発展的な内容がかなりの割合で定着したと評価できる。

研究第４年次との比較では，事後の１(2)や２の正答率が向上している。指導方

法の改善の効果が現れたものと思われる。

（ⅱ）２学期「物理さきがけ」 事前・事後の学力調査

【事前学力調査の問題の概要】

１．速度の合成に関する問題

船が川岸に対して平行に L〔m〕を１往復する時間と，川岸に対して垂直に L〔m〕

を１往復する時間を答える。
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２．ガリレイ変換に関する問題

物体の時間と位置を調べた表より，物体の加速度を求める。また，観測者が運動

している場合の加速度はどうなるか答える。

３．フィゾーの光速測定に関する問題

光の速さを求めるフィゾーの実験の原理を答える。

４．マイケルソン干渉計に関する問題

光が２方向に分かれて進む場合，光の道すじの差による干渉に関する問題を答える。

【事後学力調査の問題の概要】

１．速度の合成に関する問題

マイケルソン‐モーレーの実験で，二つの道すじで，光が往復する間の時間を答

える。

２．ガリレイ変換に関する問題

物体の時間と位置を調べた表より，物体の加速度を求める。また，観測者が運動

している場合の加速度はどうなるか答える。

３．ローレンツ変換に関する問題

2 つの慣性座標系 O-x，O' -x' を設定することと，光速度不変の原理より，ローレ

ンツ変換の式を導く。

事前・事後学力調査の結果は以下の通りである。

表１３ ２学期「物理さきがけ」 事前・事後学力調査の結果

速度の合成 ガリレイ変換 光速測定 干渉計 ローレンツ変換

正答率 正答率 正答率 正答率 正答率

事前 69.7 % 30.0 % 47.3 % 48.3 %
第５年次

事後 72.8 % 43.5 % 72.4 %

事前 66.0 % 32.0 % 42.4 % 42.0 %
第４年次

事後 86.3 % 30.0 % 71.2 %

速度の合成に関しては，事前調査の「船が川を往復する」問題は，本校では第１

学年の「物理Ⅰ」で学習済みである。事前調査の問題と事後調査の「光が鏡を往復

する」問題は絶対静止系で考えると全く同じ形式である。正答率を比較すると，研

究第４年次では事前に対して事後は大きく向上していたが，研究第５年次ではわず

かな向上に留まった。一方，ガリレイ変換に関する問題は，研究第４年次では事前

・事後に大きな差は見られなかったが，研究第５年次では大きく向上した。これは，

ガリレイ変換による運動方程式の不変性について，研究第４年次よりも指導を重点

的に行ったためと思われる。事前に比べて事後の正答率が向上することは，発展的

な内容を学習したことで，それに関連する既習事項についての理解が深まったと考

えられる。

光速測定や干渉計については，事前調査のみ行い，ローレンツ変換については事

後調査のみとした。これは，ローレンツ変換に関しては，特殊相対性理論を学習し

ていない状態で調査することに意味がないと考えたためである。事後調査でのロー

レンツ変換の問題では，正答率は研究第５年次も 70 %強 となり，発展的な内容が

かなりの割合で定着したと評価できる。
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④第３学年の「３学期さきがけ」

（ア）生徒用アンケートの内容

研究第４年次と同様。（参照：研究開発第４年次実施報告書Ｐ９７）

回答の形式は以下の通り。

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。

（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

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□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

（イ）生徒用アンケートの結果

結果は次の通りである。

（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 ４９ ８ ９ ２９ ３ ０ 3.45
（４５） （１０） （１６） （１７） （１） （１） （3.73）

科目数 ４９ ５ １３ ２９ ２ ０ 3.43
（４５） （８） （１４） （２２） （１） （１） （3.64）

下段カッコ内の数値は，昨年度の結果である。「総時間」に関しては昨年度よ

り落ち着いた様子が伺える。また，科目数の多少についても，選択することの出

来る科目に満足を感じる生徒が増えているようである。

設問２のア～ウに関する集計結果は，紙面の都合上Ｄ関係資料Ⅶ５の表５～７に

示している。以下は，集計結果から得たコメントである。

（ⅱ）授業の内容が理解できたか

講座数が増えたことと選択制を導入したことにより，全般的にデータ数が少な

いが，平均値として3.00を下回ったのは「衛星授業Ａ」であった。東工大の学部

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，難易度も高いし授業展開も速いことは変わらないた

め，他の科目に比べると敷居が高いようだ。これに反して理解度が比較的高いの

は，理科と専門に属するものであった。特に理科の講座は，選択科目であり意欲

のある生徒が集まり，選択制導入の効果が現れている。また専門科目でも，各分

野ごとに実験・実習を伴う具体的な内容のものや，進路先の専門をより深く知ろ

うとする生徒の態度により理解度が高くなったものと考えられ，この傾向は，継

続して同様に見受けられるものである。

（ⅲ）内容に興味・関心が持てたか

（ⅱ）と同様に少人数で行っている専門系で高い数値を示す結果となった。

（ⅳ）大学での学習に役立つと思うか

概して高い数値を示しているが，中でも「解析Ａ」「数理Ⅰ」「数理Ａ」などの

数学の科目は，必ずしも理解度は高くないものの大学で必要と感じており，この

ような講座が複数あるのは特筆すべき点で，このような講座こそ３学期さきがけ
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で重点的に取り組むべき内容と考える。

（ⅴ）意見・感想

記述されたもののうち，時間割に対する要望が大半を占めた。また，本講座を

受けることができたことで，大学での授業にスムーズに対応できると感じている

と記入している生徒も複数いた。

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２１年６月，９月

依頼方法 本校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 ２６名(６月)，４名(９月)

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。

アンケート用紙は第２年次報告書の関係資料とほぼ同じである。

（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

終年次なので，後述の「５ ５年間の活動のまとめ」に含めた。

（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

実施時期 平成２２年２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

対象者数 大学１年生５１名，大学４年生２０名

回答者数 大学１年生２２名，大学４年生７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

終年次なので，後述の「５ ５年間の活動のまとめ」に含めた。

⑥ＳＳＨ研究開発成果発表会「数学さきがけ」公開授業アンケートの結果

研究第５年次となる平成２１年度は，より一層の成果普及を目指してＳＳＨ研究開

発成果発表会を１１月に実施し，「数学さきがけ」の公開授業・分科会の際にご来場

・ご参観いただいた外部の先生方に，公開授業や副読本「数学さきがけ」に関する評

価をアンケート形式でお願いした。高等学校教員の先生だけでなく，教育委員会の先

生や大学の先生も含め，１２名の先生方から大変貴重なご回答をいただいた。この場

をお借りして厚く御礼申し上げたい。結果を以下に示す。

「数学さきがけ」を含めた「さきがけ教育」全般を通して育成したい力について，

上記の１２名の外部の先生方に，以下の３つの設問について５段階評価で評価してい

ただいた。結果は次の通りである。

【「数学さきがけ」公開授業や副読本「数学さきがけ」をご覧になったり，分科会や展示会場

等において「さきがけ教育」の説明を具体的にお聞きになって，次の３項目について，ど
のように思われましたか。（番号に○印をお付け下さい）】
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。

１ ２ ３ ４ ５
思わない 思う
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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。

本研究において，「さきがけ教育」の導入

という視点から具体的に掲げた３つの仮説，

すなわち，「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」「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」「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」について，平均

値（と平均値の９５％信頼区間の下限）は，それぞれ，4.08（3.45），4.42（3.99），

4.75（4.46）であった。

なお，記述式の回答については，Ｄ関係資料Ⅶ６を参照されたい。

５ ５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）５年間の指導実績（報告書提出締切の関係で平成２１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１，２，３学期の授業実践，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）
平成２０年度（研究第４年次）：第２学年１，２，３学期の授業実践，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）
平成２１年度（研究第５年次）：第２学年１，２学期の授業実践，完成，成果普及

（１，２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，
１学期には横浜市立高等学校数学教員が授業実践の一部を担当）

（イ）５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５年次ま

で（ただし，第２学年３学期については研究第４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５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），平成２０年度（研

究第４年次），平成２１年度（研究第５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」「学びた前」「内容理解」「授

業形態」「学びた後」「役立つ後」であり，分散分析の結果，そのうち，「原理

知前」「学びた前」「授業形態」「学びた後」「役立つ後」については平均値に有

12 12 12

0 0 0

4.08 4.42 4.75

有効

欠損値

度数

平均値

いどむ 教科学習 予備的



- 100 -

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」「役立つ前」「原理知後」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」で平均値に有意差があり，「役立つ

前」「原理知後」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

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，

１８，１９，２０，２１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，
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１８，１９，２０，２１年度のいずれにおいても，「原理知前」「学びた前」「役

立つ前」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１７，１８，１

９，２０，２１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，ということに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った兆しの１つとも捉えられたが，実施４年目・実施

５年目にはその水準を維持できておらず，さらなる努力の継続が必要と言えよ

う。ところで，事前調査における平成１７年度から平成１９年度にかけての「数

学好き」の下降傾向に，「理科離れ」ならぬ「数学離れ」の波が押し寄せてい

る気配が感じられて危惧していたが，平成２０年度，平成２１年度まで含めた

多重比較の結果を合わせると，「平成１９年度が平成１７年度と比較して低か

った」ものの，この危惧は杞憂に過ぎなかったようである。いずれにしても，

ＳＳＨ活動の存在は，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５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１７，１８，１９，２０，２１年

度を比較したいところだが，前述したように，平成２１年度（研究第５年次）

の２学期は新型インフルエンザの流行の影響で「数学さきがけ」を冬期休業中

に実施したため，「数学ⅡＢ演習」の設定が無く，他の年度と単純に比較する

ことはできなくなってしまった。そこで，平成１７，１８，１９，２０年度の

４年間について比較する。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」「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，そのうち，「原理知前」「学びた前」「原理

知後」「学びた後」「役立つ後」については平均値に有意差はなく，「役立つ前」

「内容理解」については平均値に有意差があった。そこで「役立つ前」「内容

理解」についてはさらに多重比較（Bonferroni）を行った結果，「役立つ前」

については「平成１９年度と平成２０年度」で平均値に有意差があり，「内容

理解」については平均値に有意差がなかった。また，等分散性が認められなか

った「数学好き」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。
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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」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１７，１８，１９，２０年度生徒は同等であったものと考えられ，「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１７，１８，１９年度生徒は同等であったものと考えられる（参照：研究第

３年次実施報告書P.100）が，平成２０年度生徒は同等とは言えないと考えら

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１７，１８，１９，２０年度のいずれにおいても，「原理知前」「学び

た前」「役立つ前」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，
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「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１７，１８，

１９，２０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，

平成２０年度の「学びた前」と「学びた後」の比較を除き，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が，平成２０年度の「学びた前」と「学びた後」

の比較からは，事前の意識がそれほど高くない場合には向上させることを期待

できることもうかがえる。

（ｃ）研究第１年次から研究第４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１７，１８，１９，２０年度を比較すると，有意水準を５％として，

９つすべての項目で等分散性が認められ，分散分析の結果，そのうち，「数学

好き」「原理知前」「学びた前」「役立つ前」「内容理解」「原理知後」「学びた後」

「役立つ後」については平均値に有意差はなく，「授業形態」については平均

値に有意差があった。そこで「授業形態」についてはさらに多重比較（Bonfer

roni）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。

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３学期の「数学さき

がけ」開始時では，平成１７，１８，１９，２０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１７，１８，１９，２０年度
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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」の比較で，事前・事後の平均値

に有意差はなかった）から，第２学年３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。

（ⅱ）事前事後の学力調査

（ａ）研究第１年次から研究第５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１７，１８，１９，２０，

２１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」のいずれも等分

散性が認められず，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，「小テ点前」については４種類の検定

が同一の結果を示し，平均値に有意差はなく，

「小テ点後」については４種類の検定すべて

が「平成１７年度と平成２０年度」「平成１８

年度と平成１９年度」「平成１８年度と平成２

０年度」「平成１８年度と平成２１年度」で平

均値に有意差を認め，４種類の検定のうち２

種類（Games-Howell, Dunnett's C）だけが「平

成１７年度と平成１８年度」で平均値に有意

差を認めた。

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１７，１８年，１９，２０，２

１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１７，１

８，１９，２１年度では，「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，有意差があり，平成２０年

度では有意差がなかった）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」を選択した傾向が強かっ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１７，１８，１９，２０年度では，「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，

有意差があり，平成２１年度では有意差がなかった）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傾向が強かったものと考えられる。

【第２学年１学期】

1.59 2.34

107 108

1.504 1.799

.74

72

1.199

1.25 2.34

179 108

1.448 1.799

1.45 3.01

74 74

1.482 1.409

.69

108

1.157

.99 3.01

182 74

1.348 1.409

1.69 2.21

89 89

1.527 1.735

.88

102

1.027

1.26 2.21

191 89

1.342 1.735

1.21 1.57

112 113

1.325 1.603

1.00

69

1.176

1.13 1.57

181 113

1.271 1.603

1.66 1.85

120 120

1.569 1.795

.79

72

.992

1.33 1.85

192 120

1.441 1.795

1.52 2.13

502 504

1.488 1.747

.81

423

1.111

1.19 2.13

925 504

1.374 1.747

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

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

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orⅡＢ
さきがけ

数学ⅡＢ

合計

さきがけ

数学ⅡＢ

合計

さきがけ

数学ⅡＢ

合計

さきがけ

数学ⅡＢ

合計

さきがけ

数学ⅡＢ

合計

さきがけ

数学ⅡＢ

合計

年度
平成１７

平成１８

平成１９

平成２０

平成２１

合計

小テ点前 小テ点後



- 105 -

（ｂ）研究第１年次から研究第５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，

１８，１９，２０，２１年度を比較したいとこ

ろだが，前述したように，平成２１年度（研究

第５年次）の２学期は新型インフルエンザの流

行の影響で「数学さきがけ」を冬期休業中に実

施したため，「数学ⅡＢ演習」の設定が無く，他

の年度と単純に比較することはできなくなって

しまった。そこで，平成１７年度，平成１８年

度，平成１９年度，平成２０年度の４年間につ

いて比較する。有意水準を５％として，等分散

性が認められたのは「小テ点後」であり，分散

分析の結果，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，「平成１７年度と平

成２０年度」「平成１８年度と平成２０年度」「平

成１９年度と平成２０年度」で平均値に有意差

が認められた。

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１７，１８，１９年度生徒は同等であったものと考えられる（参照：研究

第３年次実施報告書P.102）が，平成２０年度生徒は同等とは言えないと考え

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１７，１８，１９，２０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１７，１８，１９，２０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４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１７，１８，１９，２０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，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，
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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１７，１８，１９，２０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１

７，１８，平成１９年度では，「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

り，平成２０年度では有意差がなかった）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傾向が強かったものと考えられる。

（ウ）副読本「数理応用」から副読本「数学さきがけ(2009）」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（2009）」（７５７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。また，国際性育成の一助にな

ることを目指して，新たに，専門用語の英語表記を５５５個取

り入れた。

副読本「数学さきがけ（2009）」の構成

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，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， 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，

【第２学年３学期】
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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
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
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

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（ε－Ｎ
論法），関数の極限をあらためて考える（ε－δ論法），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

② 第３学年の「数学さきがけ」

（ア）５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
平成２０年度（研究第４年次）：第３学年２学期後半の授業実践，充実

平成２１年度（研究第５年次）：第３学年２学期後半の授業実践，完成，成果普及
（横浜市立高等学校数学教員が授業実践の一部を本校数学教員とＴＴ形式で担当）

（イ）５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５年次

までの年次間の比較を述べる。

(ⅰ）生徒用アンケート

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），平成２０年度（研究第４年次），平成２１年度（研究第５

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「必要

前」「関連性前」「役立つ前」「必要後」「関連性後」「有効だ」「活用」「前不安無」

「後結果良」であり，分散分析の結果，いずれも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「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，平均値に有意差はなかった。

（ａ）研究第２年次から研究第５年次までの第３学年の「数学さきがけ」

これらの結果から，まず，「「数学の学習」はどの程度必要だと感じるか」「「数
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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」に

ついては，第３学年２学期中間試験終了後の「数学さきがけ」開始時では，平成

１８，１９，２０，２１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１８，１９，２０，２１年度のいずれにおいても，「必要前」

と「必要後」の比較，「関連性前」と「関連性後」の比較，「役立つ前」と「役立

つ後」の比較において，平成１８年度の「関連性前」と「関連性後」の比較を除

き，事前・事後の平均値に有意差はなかった）から，第３学年２学期中間試験終

了後の段階では，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なかなか難しいものと考えられるが，平
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成１７年度の「関連性前」と「関連性後」の比較からは，事前の意識がある程度

高い場合でも向上させることを期待できることもうかがえる。

授業で扱った８つの内容項目に関しては，平成１８，１９，２０，２１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「Ｃ保存」「lim

Σ」「内積活用」「外積活用」「微方程式」であり，分散分析の結果，「Ｃ保存」「微

方程式」については平均値に有意差はなく，「lim Σ」「内積活用」「外積活用」

については平均値に有意差があった。そこで「lim Σ」「内積活用」「外積活用」

についてはさらに多重比較（Bonferroni）を行った結果，「lim Σ」については

「平成１８年度と平成２０年度」で，「内積活用」については「平成１８年度と

平成２０年度」「平成１８年度と平成２１年度」で，「外積活用」については「平

成１８年度と平成２０年度」で，それぞれ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「無限積分」「積エ電磁」「微積交流」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，「無限

積分」「積エ電磁」については４種類の検定が同一の結果を示し，「無限積分」は

平均値に有意差がなく，「積エ電磁」は「平成１８年度と平成２０年度」で平均

値に有意差があり，「微積交流」については４種類の検定のうち１種類（Games-H

owell）だけが「平成１８年度と平成２０年度」で平均値に有意差を認めた。

これらの結果から，平成１８年度の授業試行後に今後の課題としてあげられて

いた「内容の理解度をもう少し向上させる」について，「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」をはじめとして，少しずつではあるが

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５年次までの第３学年の「数学さきがけ」

授業実践を始めた研究第２年次から，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ったため，

年次間の比較ができなくなってしまった。そこ

で，平成２０年度（研究第４年次）からは，成

績評価のための学力調査とは別に，事前・事後

の小テストを導入した。

平成２０年度と平成２１年度を比較すると有

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。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２０年度，平成２

１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

・事後の平均値に有意差はなかった）から，第３学年２学期中間試験終了後の段

階では，「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基礎学

力をさらに向上させることは難しいものと考えられる。

（ウ）副読本「数理応用」から副読本「数学さきがけ（2009）」への改訂
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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」

（ア）５年間の実施経過

(ⅰ）研究第１年次

研究第３年次からの試行を目指し，「物理さきがけ」に相応しい教育内容の検討

を行った。「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，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た。

(ⅱ）研究第２年次

研究第１年次にピックアップした候補から，総合的に判断して，研究第３年次に

試行する内容を，「回転系の力学入門」（１学期末：２時間×３回）と「特殊相対論

入門」（２学期末：２時間×２回）の２つとした。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。

(ⅲ）研究第３年次

研究第２年次に計画した内容に沿って，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。生徒の希望を調査し，「物理さきがけ」，「問題演習を中心に取り組むグル

ープ」，「基本事項の定着をはかるグループ」の３つに分けて実施した。また，研究

第３年次からは，生徒アンケートを実施した。

(ⅳ）研究第４年次

研究第３年次の試行を踏まえて，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」として実施した。

教材は自作プリントを使用した。また，生徒アンケートの他に，研究第４年次から

は事前・事後学力調査を実施した。

(ⅴ）研究第５年次

研究第４年次と同様に，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回で実施した。その際，研究第４年次までの内

容を精査して，教材プリントや指導方法を改善した。また，生徒アンケートおよび

事前・事後学力調査の結果から，５年間の成果をまとめた。

（イ）５年間の研究の成果

「物理さきがけ」では，研究第３年次より実施している生徒アンケートおよび研究

第４年次より実施している事前・事後学力調査の結果から，授業内容を決める段階で

意図していた「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」や「２つの

基本的な公理から新しい理論を導き出す過程を学習することで「いどむ」力を育む」

の目標は，ある程度達成できたと判断している。また，「発展的な内容を学習したこ

とで，それに関連する既習事項についての理解が深まる」ことも確認できた。
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④第３学年の「３学期さきがけ」

「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した。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たものである。５年間の活動によ

り，実施方法の改善，指導内容の改善，教育方法・教材の改善などについての，成果

を出した。

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１７年６月～平成２１年９月

依頼方法 本校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 109 名(教育実習生を行った人数で判断すると，東京工業大学学生(院生等

も含む)が約 90 名，本校卒業生が約 20 名と思われる。無記名で所属系の

み記入としたため，アンケート回答者数の正確な内訳は不明である)。回

収率は 100 ％であった。

アンケート用紙は報告書・研究第２年次の資料の通りである。

（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

教育実習生アンケートは，研究第２年次より卒業生アンケートと同形式のものへと

変更し，研究５年次である本年度９月に実施を終了した。結果は以下の表の通りであ

る。なお，表中の数値は５段階評価の平均値である(「役に立った」または「必要だ

と非常に思う」が“5”・・・「役に立たなかった」または「必要だと全く思わない」

が“1”)。

表１４ 高校でも扱っておいた方がよい内容(発展領域)と高校時代にもっと学習しておいた
方がよい内容(高校領域)の大学での所属系ごとの領域別平均 (研究２年次～研究５
年次の総計)

所属 回答 発展領域 高校領域
系 者数 数学 物理 化学 数学 物理 化学

全体 91 2.81 3.09 2.75 3.71 3.63 3.39
数学系 19 3.04 2.87 2.22 4.05 3.46 3.05
物理系 14 2.46 3.22 2.16 3.25 3.43 2.92
化学系 19 2.61 2.93 3.52 3.75 3.75 3.95
機械系 7 3.27 3.46 2.48 3.93 3.64 3.81
電気系 5 3.15 3.26 2.32 3.70 4.20 2.40
情報系 9 2.80 2.55 2.62 3.47 3.19 3.08
建築系 2 2.29 3.71 2.50 2.88 4.50 3.13
材料系 7 2.46 3.14 3.11 3.98 4.00 4.07
生物系 6 2.86 3.87 3.60 3.63 3.88 3.83
医薬系 0
その他 3 3.58 3.38 3.27 3.92 3.25 3.50

斜体文字は，大学での所属系ごとの発展領域での高得点の領域
斜体太字は，大学での所属系ごとの高校領域での高得点の領域

まず表１４より，どの所属系でも，発展領域より高校領域が概して高得点である。
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このことから，発展領域は内容によっては扱ってもよいが，まずは高校領域をしっか

りと学習すべきと考えていることが分かる。

表１５ 高校でも扱っておいた方がよい内容(発展領域)と高校時代にもっと学習しておいた

方がよい内容(高校領域)の大学での所属系ごとの高得点であった内容(研究２年次～

研究５年次)

回答者数 発展領域(平均が4.2以上) 高校領域(平均が4.2以上)

全体 91 微分積分
数学系 19 複素平面 行列，集合・論理
物理系 14 微分力学 微分積分
化学系 19 指数対数，微分積分
機械系 7 複素平面，微分力学，微分方程式 微分積分，行列他
電気系 5 外積，複素平面 ベクトル，微分積分，電磁気他
情報系 9
建築系 2 回転力学 力学，電磁気
材料系 7 微分積分，力学
生物系 6 微積力学 微分積分，酸化還元，有機化学
医薬系 0
その他 3

次に，数学系，物理系，化学系の回答者は，それぞれの対応した発展領域，高校領

域で高得点である。このことから，自分の進む所属系の内容に関しては，高校段階で

発展領域を学習してもよいし，かつ高校領域も大事と考えていると思われる。他の所

属系に関しては，回答者数が少なく判断が難しいが，その所属系での学習の基礎とな

る領域が高得点であることが多い。

また表１５は，大学での所属系ごとの高得点であった内容である。回答者によって，

得点平均の高低差が大きいので差異を見いだすのは難しいが，例えば建築系で回転力

学が，生物系で有機化学が高得点であることから，自分の所属系に，より密接に関連

している内容で高得点となる傾向があると思われる。

（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”は，以下の通り実施した。

実施時期 平成１７年１２月～平成２２年３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 第１年次～第５年次について以下の通りであった。

大学１年生 122 名（回収率 52.6 ％），大学４年生 36 名（回収率 25.2 ％）

大学１年生の時に回答が得られた卒業生に大学４年生でも依頼した。

アンケート用紙は報告書・研究第２年次の資料の通りである。

（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

研究５年次である本年度３月に実施を終了した。結果は以下の表の通りである。な

お，表中の数値は５段階評価の平均値である(「役に立った」または「必要だと非常

に思う」が“5”・・・「役に立たなかった」または「必要だと全く思わない」が“1”)。
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表１６ 高校でも扱っておいた方がよい内容(発展領域)と高校時代にもっと学習しておいた

方がよい内容(高校領域)の大学１年生及び大学４年生での領域別平均(研究２年次実

施～研究５年次実施の総計：大学１年生122名，大学４年生36名)

さきがけ 発展領域 高校領域

教育 数学 物理 化学 数学 物理 化学

大学 1 年 3.48 3.44 3.70 3.09 3.75 3.88 3.21
大学 4 年 3.32 3.52 3.35 3.00 3.52 3.75 3.09

表１６より，本校卒業生が，自分たちが受けたさきがけ教育や発展領域，高校領域

に関して大学１年生，大学４年生の時どのように考えたかが分かる。調査を行ったの

は，どちらも平成17年度～平成21年度であるが，大学１年生は平成16年度～平成20年

度卒業生，大学4年生は平成13年度～平成17年度卒業生であり母集団が異なる。また，

平成13年度卒業生はＳＳＨ実施前の卒業生なので，さきがけ教育に関する質問は行わ

なかった。

まず，さきがけ教育に関しては，大学１年生に比べて大学４年生で点数が減少して

いる。ＳＳＨ実施後に高校生となった大学１年生の集団のほうが，ＳＳＨ実施以前ま

たは実施したばかりに高校生だった大学４年生の集団より得点が高いという理由が考

えられるが，後述の表１７でも同様な減少が見られることから，別の原因があると思

われる。例えば，大学でも同様の学習を行ったため高校でのさきがけ教育のことを忘

れてしまった，大学生活が安定し高校大学の接続での苦労を忘れてしまった等が考え

られる。発展領域に関しては，数学がやや増加しており，物理，化学が減少している。

数学は，汎用性が高いため大学でどの学科に進んでも共通に必要だが，物理，化学に

関しては，進学した学科により，内容が様々となるので，大学４年生で減少すると考

えられる。高校領域に関しては，大学での学習を進めるにつれて，基礎として含んで

いても，印象が薄れてしまったのではと思われる。

表１７ 高校でも扱っておいた方がよい内容(発展領域)と高校時代にもっと学習しておいた

方がよい内容(高校領域)の大学１年生及び大学４年生での領域別平均(大学１年生，

大学４年生の両方で回答が得られた卒業生計16名のみ。平成17年度卒業生９名の大学

１年(平成18年度)と大学４年生(平成21年度)，平成18年度卒業生７名の大学１年(平

成19年度)と大学４年生(平成22年度))

さきがけ 発展領域 高校領域

教育 数学 物理 化学 数学 物理 化学

大学 1 年 3.53 3.39 3.81 2.85 3.74 3.83 2.86
大学 4 年 3.32 3.59 4.02 3.00 3.72 3.70 3.03

表１７は，回答者全体から，大学1年，大学4年の両方に回答した卒業生のみを抽出

した表である。回答者数は16名のみになるが，大学１年，大学４年の比較はしやすく

なる。この場合でも，さきがけ教育は，点数が減少した。アンケートを実施に当たっ

ては，「大学での学習を進めるに従って，さきがけ教育の有用性がより一層理解でき
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るようになる」ことを期待したが，そのようにはならなかった。発展領域に関しては，

数学，物理，化学で増加，高校領域では数学，物理で減少，化学で増加となった。

このアンケートは，卒業後，同じ卒業生に時期をずらして２回同じアンケートを行

い，各卒業生の課題や考え方の経年変化を明らかにすることが目的であった。卒業後

の転居等もあり，連絡が付かないことも多く，回収やサンプル数の確保に苦労した。

回答用紙を作成する際は，すべての理工系学生が大学で学習するであろう内容を精選

し，それらについて質問したが，履修しなかったと思われる無回答の項目が数点見受

けられた。また，卒業生ということで，さきがけ教育のことを中心に，「特になし」，

「○○は役に立つ」「△△は意味がなかった」のように忌憚のない意見が得られたの

は有用であった。

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。平成１４年度から数

えると，本校にとっては２回目となるＳＳＨ研究開発も今年度で研究第５年次となり，

まもなく終了を迎えるが，今後も，通常の教育活動・研究活動の中で，継続的に活動を

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５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，成果普及を目指して，横浜市立高等

学校数学教員の研修も試みることができた。今後は，副読本「数学さきがけ」のテキ

スト作成に対するＳＳＨの予算措置が無くなるため，どのように予算を確保するかが

大きな課題となるが，何らかの形で解決の糸口を探り，さまざまな実践事例を積み重

ねながら，より一層充実させ，さらに，成果普及を目指したい。

②第３学年の「数学さきがけ」

研究第５年次には，２学期後半に行う形として，授業実践を継続しながら，かつ，

成果普及を目指して，横浜市立高等学校数学教員の研修も試みることができた。今後

については，上記の①と同様に考えている。

③「物理さきがけ」

「物理さきがけ」を実施することで得られた手法やデータなどを，通常の物理の授

業等で活かせるように，少しずつ取り入れて行きたい。

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

も不満の残る教員もみられた。改善策として，合格大学からの受講を促す依頼があれ

ば生徒にも積極性が出るのではと思う。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

本校教育実習生並びに卒業生から，有益な情報が得られた。継続する場合には，ア

ンケート用紙や実施方法を工夫していくことが大切である。また，分析で明らかにな

ったことを，今後の教育活動・研究活動に十分活かしていくことが大切である。
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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研究開発成果発表会の実施について

平成２１年１１月１３日(金) ９時～16時30分にわたり，研究開発成果発表会を以下

の日程・内容で実施した。

① 受付 ８：３０～ ９：００ CIC・国際会議場入口前ロビー

② 開会式 ９：００～ ９：２０ CIC・国際会議場

開会の言葉 副校長 門馬 進

主催者挨拶 学校長 市村 禎二郎

来賓挨拶 清原 洋一 先生

来賓及び運営指導委員紹介 副校長

③ 講演会 ９：３０～１１：００ CIC・国際会議場

講演者 伊賀 健一 東京工業大学学長

「科学を学ぶ，科学がわかる ―東工大附属高校のＳＳＨ活動を中心に―」

④ 研究概要・公開授業の概要等

１１：００～１１：３０ CIC・国際会議場

山口ＳＳＨ研究幹事より，本ＳＳＨの研究概要及び本発表会での公開授業等の概

要について説明した。

⑤ 昼休み・展示 １１：３０～１３：１５

図１ 主催者・校長挨拶 図２ 基調講演（伊賀学長）
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昼休みを利用して，専門５分野の「課題研究」ポスター発表および各ＳＳＨ研究

会の成果が展示され，生徒や教員によって説明された。

⑥ 公開授業 １３：１５～１４：０５ 実習室・教室など

２年生の授業を中心に，以下の４クラスで公開授業が行われた。

科学技術研究入門研究会

分野 授業実施クラス 授業担当者 場所

応用化学 ２年Ａ組 応用化学分野全教員 １－３１２(化学分析室)

情報システム ２年Ｂ組 情報システム分野全教員 １－３０８(パソコン室)

国際性育成研究会

分野 授業実施クラス 司会 報告生徒・タイ派遣年度 場所

機械システム ２年Ｃ組 大竹 ３Ｂ生徒・平成２０年度 ３－３０１

３Ｃ生徒・平成２１年度

さきがけ教育研究会

分野 授業実施クラス 授業担当者 場所

電気電子 ２年Ｄ組 多胡，河野 ３－４０１(大講義室)

図３ 生徒による「課題研究」の説明

図５ 科学技術研究入門研究会の展示 図６ さきがけ教育研究会の展示

図７ 科学技術研究入門公開授業
（応用化学分野）

図８ 科学技術研究入門公開授業
（情報システム分野）

図４ 生徒による｢課題研究｣の説明
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⑦ 分科会 １４：２０～１５：１０ 分科会会場

公開授業終了後，３会場で分科会が催された。分科会の詳細については，後述す

る。

⑧ 全体会（質疑応答） １５：２５～１６：００ CIC・国際会議場

⑨ 講評 １６：００～１６：２０ CIC・国際会議場

⑩ 閉会 １６：２０～１６：３０ CIC・国際会議場

３会場での分科会終了後，全体会が開かれた。各分科会からの報告および質疑が

行われ，２名の方から講評をいただき，閉会した。

【分科会の内容】

① 科学技術研究入門研究会

場所：イノベーションセンター １階会議場

司会：岩城 概要説明：遠藤 公開授業説明：豊前・仲道

(a) 公開授業者の説明

・応用化学分野・豊前より公開授業の「木炭アルミ電池を作って，プロペラモーター

をまわそう」（実習）についての説明

「実験前に，木炭アルミ電池の簡単な説明を施し，実験前に効率化に関し，五

人一組のグループ内で意見を出し合った（仮説）。その仮説を検証するために実

験を行い，再び，効率の良いものを改めて意見を出し合い，再び検証するという

流れである。本時は，実験を行って，話し合いをしている場面であった。」

・情報システム分野・仲道より，公開授業の「ライントレーサのプログラム作成」（実

習）についての説明

「科目「科学技術」の中で，事前に設計を行っており，過去に経験しているラ

イントレーサとは別の形の「ハードにあったソフト」の作成を目指し，なるべく

方法が重ならないようなプログラムを作成させた（アイディアや発想を重視し，

KJ法の中では，条件や制限を与えなかった）。本時はその途中の状況であり，予

定では，もう２，３回かけて，ソフトを完成させ，残り１回で自分自身のものに

ついて発表させることを意図している。」

(b) 研究会幹事の概要説明

・科学技術研究入門研究会幹事・遠藤より，科目の概要説明

「生徒の知識や技能の活用力が身についていないという全国的な現状を鑑み，

その解決の一つの策として，この科目を開発した。「生徒が課題を見つけられな

い，解決方法も見つけられない」ことの要因を「知識の中に含まれている問題解

図９ 国際性育成研究会公開授業
（機械システム分野）

図10 さきがけ教育研究会公開授業
（電気電子分野）
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決の方法論の不足や活用力の欠如」と考え，ブレ

インストーミングやKJ法（課題発見解決の理解）

を経験させ，またプレゼンテーション（発想をま

とめ，考え方や仮説検証の経緯を伝える）を行う

ことで，有機的に問題解決力を高める試みをして

いる。この授業において，タイからの交換留学生

に一部ではあるが参加してもらい，異文化的発想

に触れることができた。生徒に対する評価は，活動のプロセスを重視したものに

なっている。」

(c) 質疑応答

Ｑ：「科学技術の研究において，テーマの設定から考

えさせるのか，それともテーマを与えて考えさせ

るのか。どちらが良いのかにはさまざまな考え方

がある。遠藤先生は，今回のような方法に至った

経緯はどのようなものか。」

Ａ：「高校２年生ということもあって，教員より考え

る題材を与えている。その題材において，いかに考えたのかという経験を，他の

題材に生かしてもらいたい。」

Ｑ：「先端科学技術入門との対応関係を教えていただきたい。」

Ａ：「科学技術を学習することに対してモチベーションを高めるという意味では，同

学年の科目として相乗的に機能していると考える。」

Ｑ：「テーマ設定や題材選びは，どのようにして行ったらよいか。」

Ａ：「どういう生徒を育てたいかというポリシーから行うべきだ。学年・専門の状況

に応じて，ここを分からせたい，こういう題材で理解させたいというところから

テーマを設定している。」

(d) 指導助言

・山形県立山形工業高等学校・佐藤校長（運営指導委員）より助言(要旨)

「「科学・技術」と「科学技術」に関し，もう一度整理する必要がある。今後の

科学技術創造立国・科学技術政策の課題は，「その取り組みから何を学ぶかの重視」

である。新しいものづくりにおいて，従来の技能は役立たなくなっていて，科学技

術教育でそれを捨てるのか，サイエンスをどのように取り入れるのかが今後の国際

教育において，問われている。このような現状に対する科学的考察において，東工

大附属の試みは押しも押されもせぬシステムとなってきているが，本科目は，その

中核を担うと認識される。つくるもの自体より，つくる力を育てることに比重を置

いており，全国にもっと普及すべきであろう。」

② 国際性育成研究会

場所：３号館３階 ＬＬ教室

司会：五十嵐 概要説明：井口，西澤，大竹

(a) 概要説明（国際性育成研究会幹事 井口）

井口より，国際性育成研究会の目的・仮説ならびに５年間の研究・活動について

図11 分科会の様子１

図12 分科会の様子２
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の説明・報告があった。５年間の中で，危機管理対策

の重要性を再認識し，その意識が高まった。また，国

際性とは何か，どうやって国際性を育むのか，という

ことを今後も継続して考えていく必要がある，という

話があった。

(b) 授業担当者から（大竹）

発表者だけでなく聞く側も含めた授業（双方向の授

業）を心がけた。また，生徒たちが留学に行きたいと思える報告会にしたかった。

結果的に生徒たちから複数のよい質問がでた。発表者が生き生きとしていたのが

よかった。それが生徒たちによく伝わっていた。

(c) 指導助言者から

・竹内 守先生（東京工業大学ものつくり教育研究支援センター）

授業の感想としては，派遣された生徒たちが生き生きと発表していたのがよかっ

た。「科学技術」を共通語に国際交流ができたことがよかった。（国際交流）は全体

的にうまく機能したのではないか。

今後は伝えたいこと（科学技術）を日本語・英語でまとめる力をつけていくこと

が必要である。

どのように「国際性」を育て，それを評価したのかを考える必要がある。東京工

業大学附属科学技術高等学校が設定する４つの設問項目（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，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，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・判断，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）を考慮すると，非常にうまくいっていると思われる。

今後は自己評価の必要性がでてくると思われる。

・中村 豊久先生（本校元副校長）

「英語」という共通語に関して，課題研究のアブストラクトを英語で書かせるこ

とは，科学技術を学ぶ者にとっては必要。

スポーツという共通語もある。生徒たちには必要なものである。

派遣された生徒の数のわりに，教員側の労働量が多い印象を受けた。

(d) 参加者からのコメント・質問

・太田 幸一先生（運営指導委員）

「科学技術」という共通言語をベースにブロークンでも英語で意思疎通できれば

よいのではないか。

・竹内 守先生（東京工業大学ものつくり教育研究支援センター）

東京工業大学ものつくり教育研究支援センターで

もフィリピンの留学生の受け入れ，国際交流をして

いる。留学生と東京工業大学の学生たちは，「英語」

と「科学技術」という共通語を使ってコミュニケー

ションをとり，課題に取り組んでいる。学生たちに

はスピーカーボックスを作らせるのだが，低音をよ

図13 分科会の様子

図14 分科会の様子
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くするためにはどうするかを互いに考えさせる。学生たちは「科学技術」について

「英語」でコミュニケーションをとり，問題解決に努める。同じような活動を，「英

語」と「科学技術」を共通語にして，カセサート大学附属高等学校の生徒たちと一

緒にできるとよいのではないか。

Ｑ：費用はどうしているのか。他の学校に波及させるにはどうすればよいか。

Ａ：SSH の予算でまかなっている。生徒の負担はほとんどない。

③ さきがけ教育研究会

場所：３号館４階 大講義室

出席者 ・指導助言者：広瀬茂久 東京工業大学教授（運営指導委員）

・外部参加者 10名：山形県立工業高等学校，白鴎大学足利高等高校，

作新高校，長野県立長野高等学校，都立科学技術高等学校，

横浜市教育委員会，静岡県立浜松工業高等学校，立命館中学高等学校，

堺市立堺高等高校，徳島県立総合教育センター

・さきがけ研究会構成委員10名

全体説明者：小佐野，公開授業担当者：多胡，河野

配付資料 さきがけ教育研究会ＳＳＨ５年次までの取り組み，公開授業指導案，

三相交流入門(複素数とベクトルに関連して）

(a) 内容

１．公開授業担当者より本日の授業についての説明

があった。

・本校で作成したテキスト「数学さきがけ」を使

った。

・三角関数の加法定理，複素数は数学で既習，複

素平面は今回が新規の学習事項。

・本来６時間で実施する分野の最後の２時間分を

今日は 1 時間に圧縮して行った。

・前半を数学科の教員が数学の視点から授業を，後半を電気電子分野の教員が電気

電子分野の観点から行った。

・三相交流については，生徒に三相交流をまず実感させるのが今回の目的であった。

２．小佐野より「さきがけ教育研究会」全般について，パワーポイントにより説明が

あった。

(b) 質疑応答

Ｑ：教員の構成(人数，担当教科等）について

Ａ：約工業科教員25名，普通科教員25名(数学６名，理科 物理３名 化学２名)で構

成されている。

Ｑ：テキスト「数学さきがけ」の内容をどれくらい授業で消化しているのか？どれく

らいの比率で実際に生徒が学習しているのか。

Ａ：最終的にはテキストのほとんどの内容，９割くらいを学習する。

Ｑ：アンケート，小テスト等の検定について何を使っているのか。

Ａ：ＳＰＳＳを使って，χ 検定でおこなっている。2

図15 分科会の様子
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Ｑ：教科を横断した授業を行っているがそれについては？

Ａ：生徒は特に違和感は感じていないよう。教員間の交流は深まり，勉強にもなって

いる。

(c) 指導助言者広瀬先生より講評

・授業見学をして自分が「交流回路」を勉強した頃を思い出し，とても懐かしく思

った。

・授業の進行，分析の進め方等しっかり行われている。

・担当の教員の技量も良くなっている。

・研究体制もしっかりと行われている。

・上記を踏まえて「敢えて」の感想として，

・努力の割には「基本的な所への注意が欠けて

いるのでは？」

・高校の教員の準備が良くなればなるほど，生

徒は受け身になる。

・生徒が受け身にならず，自主性を引き出すような「味付け」を工夫してみる。

・大事なのは，生徒が自分でうまく「段取り」をとりながら，勉学・研究を進

めていけるようになれること。

のような基本的な点を再確認してみて欲しい。

【全体会】

① 各分科会からの報告

(a) 科学技術研究入門研究会（報告者 吉田）

応化では，木炭アルミ電池，情報では，ライント

レーサーのプログラム作成を行った。授業者からは，

知識の活用や問題解決を主旨とした授業という説明

があった。質疑応答では，テーマ設定に関する質問

があった。学校や・学年に応じて設定をしていると

の返答をした。

助言者から，科目の取り組みから何を学ぶかと，

ものづくり教育においての課題について考えることが重要であるとの話があった。

つまり，現象の科学的考察が今後要求されてくる。作ることよりその力が重視され

ている。本校はその点においてよくまとまってきたとのコメントがあった。

(b) 国際性育成研究会（報告者 西澤）

平成２０，２１年度にタイ研修を行った生徒の報告会を行った。

指導助言者を含め，参加者から次のようなご意見・ご助言をいただいた。

・生徒５人の引率のために，指導する教員の負担の大きさ（事前，事後指導など

準備する時間の多さなど）に比べては生徒の人数が少ない。

・それぞれのクラスで発表するというスタイルは，他の生徒に還元できるので良

い。

・４観点だけで評価するのは難しいが，要項24ページの評価でその成果がみられ

た。

図16 分科会の様子

図17 全体会での分科会報告
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・タイとの交換留学だけになっている。英語をアブストラクトする，スポーツを

科学することも重要である。まずは設定することや機会を増やすことが重要で

あり，それがよりよい国際性を育むことに繋がる。

・タイの留学生とともに，ものをつくる等共通作業をすることにより，思い出つ

くりやコミュニケーション力が高まるので，試してはどうか。

(c) さきがけ教育研究会（報告者 下江）

数学と専門の先生との TT で三角関数，複素数から三相交流といった内容だった。

数学を活用する技術的な内容であった。

分科会での質問，それに対する回答を示す。

質問 回答

・教員の人数は？ ・専門２５名，普通教科２５名

・数学さきがけの本の消化具合 ・高校範囲については授業内で扱いその他の内容に

ついては，特別な時間に扱うなどとし，大分を消化

している。

・評価に利用した分布は？ ・SPSS を使用した。

・教科を横断した学習効果は？ ・生徒は普通に感じている。また，教員にとっては

TT の教員間のやりとりで議論が深まる。

指導助言者からのご助言として

努力されている。技量を磨く上でよい。ただし，生徒が受身の授業になる可

能性もある。さきがけに限らず，日常生活や学習の基本を指導することが必要

である。

との話があった。

② 質疑応答

Ｑ： 先端科学の授業では，大学の先生の講義や，合宿に一緒に参加するということ

が行われているそうだが，組織はどうなっているのか。高校からお願いしている

のか，または大学で決めているのか。

第二言語として英語を使用しているタイとの交流をしているということだが，

英語ネイティブと交流することも大事だと思うが，本校はどのように考えている

のか。（京都府 立命館中学高等学校）

Ａ： 先端科学技術は，大学から６名の講師が年間で行っている。高校から，教える

テーマと活動の希望を出し，大学側が各セクションへ伝え，調整するといった具

合に，オートマティックに行われており，８年間行ってきた。中には，２度目，

３度目の先生もいる。合宿というのはサマーチャレンジという２泊３日，葉山に

泊り込むもののことである。これは完全に大学の指導である。高大特別選抜の１

つの機会（実験的プログラム）にもなっている。特別選抜に関わる委員会が行っ

ている（門馬）。校長から依頼をし，大学の先生の協力を得ている。高校の分野

と大学の分野が完全に対応するわけではないため，難しい問題もある。また推薦

入試で合格できなくても一般受験で受かる学力がついてきたことは，SSH の成

果である。生徒自信がどのことに夢中になれるのか，高校３年間で植えつけるこ

とが大切である（校長）。

国際交流は，本校の不得意とするところであり，ようやく始めたところである。
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今後の課題として検討する（井口）。東工大の学生は英語があまりできない。最

初の頃は，外国語で英語をやっている国で良いと考える。まず一歩を始めること

が大事である。英国など，国語の国に留学した生徒が，圧倒されて帰ってきたと

いうことがあった。英語ができるようになったら，国語としている国と交流する

というようにしても良い（校長）。

Ｑ： 資格の指導に関しては，どのようにされているのか。パンフレットには書いて

いないので，資格に関する指導は希望者のみなのか。授業では扱わないのか。

学校説明会で，学校の何をアピールしているのか。（兵庫県竜野高校）

Ａ： ２年生の５０～６０名の希望者に対して，乙種危険物取扱者の資格を取るため，

放課後や休みの日に，教員がボランティアとして指導を行っている（森安）。コ

ンピュータ愛好会というクラブ活動で，情報技術者の資格の勉強をしている（仲

道）。

学校説明会は，夏に４回，秋に２回行っている。普通の工業高校とは違い，受

験学校の側面などもデータを含めて説明をしている。東工大との連携を行ってい

ること伝える。体験入学を通して，実際に学ぶということからアピールもしてい

る。これによって目的意識の高い生徒の確保に努めている。また，３年生の課題

研究を文化祭で見せることによって，これをやりたくて入学してきたという生徒

もいる（門馬）。

③ 講評

鳩貝太郎氏（国立教育政策研究所教育課程研究センター基礎研究部総括研究官）

平成１０～１３年１月に文部科学省ができ，今後どういうことができるかを話し

合った。その結果 SSH がでてきた。

(a) SSH について

SSH とは制度ではなく，調査・研究である。

お金を出してお願いしているということは，

将来の日本の科学技術のために投資している

ということである。また SSH 校は現在増やす

方向で話が進んでいる。政権に関わらず，必

要だということである。高い望みと展望をも

ってこれからも頑張ってほしい。

(b) 本校について

１期から行っている。SSH とはゴールが見えないものである。しかし本校は，

以前から開発をやっているので，ノウハウを持っており，きちんとプランがあ

る。成果も上がっている。教育課程の中でも，各学年の中で何をやり，どう伸

ばすのかが入っているのは素晴しい。中には SSH を受験対策にしているという

学校もある。また，プレゼンテーションのときに生徒に質問したところ，「大変

だけれど勉強が楽しい」という答えが返ってきた。やる気になる環境が整って

いる。国際交流に関して，ネイティブと接するだけで国際交流ができたという

気持ちになってしまう。英語を母国語として使っていない学校と交流すること

で，英語をやらなくてはいけない気持ちが芽生えてくる。これが大事である。

図18 全体会での様子（講評）
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(c) 課題

評価については，本校独自の視点も取り入れて，狙いが何かの項目もつくる

ことが評価へとつながる。卒業生の動向が分かるような人材育成に関するデー

タも作って欲しい。

佐藤義雄氏（山形県立山形工業高等学校校長・運営指導委員）

優れた研究である。感想として，８年間の取り組みの中で何を学んだか。

(a) 何を課題としているのか（現在のものづくり教育の課題）

山形県内でも工業から科学技術というように名前を変えている学校があるが，

構造が違うのか，科目が違うのか，看板が違うのかと疑問をもつ。本校と比較

すると本質的に違うということを感じる。

(b) 東南アジアと比べると，日本は安く早く作るといったことで負けてきている。

課題は，事象をサイエンスとして考え，モデル化から仮説，そしてものづくり

という流れが重要である。

(c) 人材育成は，大学の課題として取り組んでいる。世界を相手にする工業高校

となることを願っている。

（２）ＳＳＨ研究開発成果発表会アンケート結果（回答数２６）

参加者に対し，ＳＳＨ活動へのご意見を伺い，本校の今後の教育活動への参考にす

るためアンケートをお願いした。結果を以下に示す。

1．どの研究活動に興味を持たれていましたか。（複数回答可）
① 科学技術研究入門 ② 国際性育成 ③ さきがけ教育

2．どの公開授業に興味を持たれていましたか。（複数回答可）
① 科学技術研究入門 ② 国際性育成 ③ さきがけ教育

3．どのような点に興味を持たれていましたか。（記述式：Ｄ関係資料Ⅷ１参照）

4．どの公開授業を参観されましたか。（複数回答可）
① 科学技術研究入門 ② 国際性育成 ③ さきがけ教育

69% 35% 62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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国際性育成

さきがけ教育

65% 31% 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

科学技術入門

国際性育成

さきがけ教育

46% 23% 46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

科学技術入門

国際性育成

さきがけ教育
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5．どの分科会にご参加になりましたか。
① 科学技術研究入門 ② 国際性育成 ③ さきがけ教育

6．5．で参加した分科会において，研究活動・教育実践について，ご理解いただけま

したか。また，取り組みは妥当であると思いますか。

分科会では，大半の参加者に，

研究活動を理解して頂き，取り

組みも妥当と評価をいただいた。

◆ご意見・ご助言がありましたらお書き下さい（記述式：Ｄ関係資料Ⅷ１参照）

7．どのような点に関心を持たれましたか。（記述式：Ｄ関係資料Ⅷ１参照）

8．「いどむ」力と「わかりあう」力の評価についてお答え下さい。

（１）「いどむ」力を評価するための設問項目についてどう思われましたか。

（２）「わかりあう」力を評価するための設問項目についてどう思われましたか。

（３）「いどむ」力と「わかりあう」力の評価方法についてどう思われましたか。

上記（１）～（３）の項目に対して，

右のような５観点評価をしていただい

た。

５ ４ ３ ２ １

妥当 普通 妥当でない

５ ４ ３ ２ １

理解できた 普通 できなかった

５ ４ ３ ２ １

妥当 普通 妥当でない

12  3  10 
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さきがけ教育

回答なし
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27%
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評価1

回答なし
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時間の関係で記入できなかったり，設問内容や発表にあまり時間がかけられなかっ

たためか，回答されなかった参加者が多かったのは残念であったが，評価５，４が６

割以上おり，ある程度の評価が得られたものと考える。

回答されたものについてのみ集計すると，下のグラフのように，「評価５，４」が

８割以上あり，「評価方法は妥当」との評価が参加者の多く方から得られたものと考

える。

◆ご意見・ご助言がありましたらお書き下さい（記述式：Ｄ関係資料Ⅷ１参照）

9．発表会をご覧になって，本校の研究活動全般について，内容をご理解いただけま

したか。また，取り組みは妥当と思われますか。

集計に寄れば（上のグラフ），本校の研究活動全般については，参加者大半の方に

内容を理解していただき，また，取り組みについては妥当であるとの評価をいただ

いた。この評価を糧に，今後もしっかりと研究活動に取り組んでいきたい。

◆ご意見・ご助言がありましたらお書き下さい（記述式：Ｄ関係資料Ⅷ１参照）

１０．その他，ご意見等ございましたら，お書き下さい。（記述式：Ｄ関係資料Ⅷ１
参照）

（３）その他の成果普及について

①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，デンマーク等，海外からの訪問者もあった。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の調査多

かった。今年度の学校視察・学校訪問の一覧表は，Ｄ関係資料Ⅷ２（１）表１を参照

されたい。

５ ４ ３ ２ １

妥当 普通 妥当でない

５ ４ ３ ２ １

理解できた 普通 できなかった
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②各種大会等の賞・記録について

平成２１年度も各種大会において，生徒が活躍している。全国高校化学グランプリ

や，全国物理コンテストなどでの優秀な成績を収めている。一覧表は，Ｄ関係資料Ⅷ

２（２）表２，表３を参照されたい。

③ニューズレター

本校では，最新のニュースをホームページ上のニューズレター(News Letter)で紹介

している。平成１６年３月から始まったこの試みも，まもなく６年になる。今年度ニ

ューズレターに掲載された SSH に関連したトピックは，１５件にも及んだ。詳細は，

Ｄ関係資料Ⅷ２（３）を参照されたい。

４ ５年間の活動のまとめ

本ＳＳＨ研究開発の活動・成果をいかに校外へ発信していくか。手探りの状況で始め

た本委員会の活動であったが，本校のウェブサイトを活用して日常のＳＳＨに関連する

活動の情報は，発信できてきたと考えている。

研究３年次に開催した中間報告会，今年度に開催した研究開発成果発表会については，

これまで培ってきた研究開発の経験が生かされ，かつ，全教職員の協力のもと，無事開

催でき，校外からの参加者に対して，本校のＳＳＨ研究活動を実際に目で見，耳で聞き，

肌で感じていただく場となった。成果普及の観点から見れば，本校の取り組みを理解し

ていただける絶好の機会であった。

また，他のＳＳＨ校が主催し，生徒が参加する行事にも研究４年次，５年次では，積

極的に参加する生徒が増えてきたのも，本校の「いどむ」力，「わかりあう」力を育成

する一端の現れではないかと考えている。

５ 実施上の課題及び今後の方向

本校の日常のＳＳＨ活動の発信は，主に，ホームページを活用してきたが，掲載して

も，閲覧していただけなければ意味がない。アクセス数が増えるような工夫が必要であ

る。

科学技術入門研究会やさきがけ教育において，独自テキストや副読本を開発してきて

いる。発表会等で参加者がこれら教材を手にすると，高く評価してくれるものの，この

ような教材をいかにして他校に広報し興味を持っていただくかが，大きな課題である。

また，生徒や教員の教育活動や成果を，いろいろな手段・方法を用いて，外部に向け

て発信する新たな方法を模索する必要がある。



- 128 -

Ｃー３ 第５年次の研究のまとめ・５年間の研究のまとめと今後の課題

Ⅰ 研究第５年次に実施したＳＳＨ意識調査及び５年間の結果報告

研究第５年次，及び５年間の研究のまとめを述べる前に，研究第５年次の意識調査の結

果について報告する。これらは，研究第１年次から実施している意識調査と同様，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５年次においては１２月下旬から１月上旬にかけて，第１・第２

・第３学年の全生徒とその保護者，全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）

以下，研究第５年次，及び５年間の意識調査のまとめと，併せて卒業生の意識調査も本

校独自に実施したものを示す。

【研究第５年次（平成２１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)

(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］

区分 回答人数
１年生 177
２年生 172
３年生 175
全校生 524

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問1(1)-a1問1(1)-a2問1(1)-b1問1(1)-b2問1(2)-a1問1(2)-a2問1(2)-b1問1(2)-b2問1(3)-a1問1(3)-a2問1(3)-b1問1(3)-b2
１年生 73.4 25.4 84.7 10.2 67.8 30.5 75.1 19.8 65.5 33.3 63.3 31.1
２年生 67.4 30.8 77.3 19.2 70.9 27.9 71.5 25.0 65.7 33.1 63.4 32.0
３年生 71.4 28.0 74.9 19.4 71.4 28.0 71.4 22.9 68.6 30.9 64.6 29.7
全校生 70.8 28.1 79.0 16.2 70.0 28.8 72.7 22.5 66.6 32.4 63.7 30.9

区分 問1(4)-a1問1(4)-a2問1(4)-b1問1(4)-b2問1(5)-a1問1(5)-a2問1(5)-b1問1(5)-b2問1(6)-a1問1(6)-a2問1(6)-b1問1(6)-b2
１年生 61.6 36.7 63.8 30.5 57.1 40.7 65.5 30.5 27.1 71.2 42.9 52.0
２年生 62.8 35.5 66.3 29.1 60.5 38.4 57.0 39.0 30.8 68.0 34.9 61.0
３年生 69.7 29.7 69.7 24.6 64.0 34.9 61.7 33.1 33.7 65.7 37.1 57.1
全校生 64.7 34.0 66.6 28.1 60.5 38.0 61.5 34.2 30.5 68.3 38.4 56.7

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問2(1) 問2(2) 問2(3) 問2(4) 問2(5)
１年生 28.8 40.7 4.5 14.7 9.0
２年生 18.6 45.3 8.7 12.2 11.6
３年生 34.3 39.4 8.6 5.1 8.0

全校生 27.3 41.8 7.3 10.7 9.5
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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)

問5 問4の(1)～(16)のうちSSHにより 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 あなたはいつから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)～(13)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

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問3(1) 問3(2) 問3(3) 問3(4) 問3(5)
１年生 22.0 44.6 7.9 9.6 13.0

２年生 22.7 40.1 13.4 8.1 12.2

３年生 29.7 42.3 8.0 5.7 9.1
全校生 24.8 42.4 9.7 7.8 11.5

割合（％）：三つまで回答可

区分 問5(1) 問5(2) 問5(3) 問5(4) 問5(5) 問5(6) 問5(7) 問5(8)
１年生 23.7 24.9 22.0 7.9 16.9 15.8 10.2 10.2
２年生 25.0 32.0 23.3 7.6 12.8 10.5 13.4 12.2
３年生 24.0 26.3 21.1 7.4 16.0 7.4 13.7 13.7
全校生 24.2 27.7 22.1 7.6 15.3 11.3 12.4 12.0

区分 問5(9) 問5(10) 問5(11) 問5(12) 問5(13) 問5(14) 問5(15) 問5(16)
１年生 5.1 13.0 11.3 9.6 17.5 16.9 34.5 4.5
２年生 8.7 14.0 8.7 11.0 8.7 15.7 24.4 4.1
３年生 12.6 10.3 13.1 15.4 9.1 17.1 36.0 2.9
全校生 8.8 12.4 11.1 12.0 11.8 16.6 31.7 3.8

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問6(1) 問6(2) 問6(3)
１年生 98.3 0.6 0.0
２年生 4.1 89.0 5.2
３年生 4.0 2.3 86.3
全校生 35.9 30.2 30.5

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問4(1)-1 問4(1)-2 問4(1)-3 問4(1)-4 問4(1)-5 問4(2)-1 問4(2)-2 問4(2)-3 問4(2)-4 問4(2)-5 問4(3)-1 問4(3)-2 問4(3)-3 問4(3)-4 問4(3)-5

１年生 22.0 57.1 6.8 11.9 1.7 23.7 42.9 13.0 14.1 5.6 30.5 37.3 9.0 15.8 6.2
２年生 18.0 54.7 13.4 8.1 5.8 23.3 48.8 16.3 7.0 4.7 23.3 40.7 21.5 9.9 4.7
３年生 28.0 49.1 8.0 8.0 6.3 25.7 47.4 14.3 6.9 5.1 28.0 42.9 16.0 5.7 6.9
全校生 22.7 53.6 9.4 9.4 4.6 24.2 46.4 14.5 9.4 5.2 27.3 40.3 15.5 10.5 5.9

区分 問4(4)-1 問4(4)-2 問4(4)-3 問4(4)-4 問4(4)-5 問4(5)-1 問4(5)-2 問4(5)-3 問4(5)-4 問4(5)-5 問4(6)-1 問4(6)-2 問4(6)-3 問4(6)-4 問4(6)-5

１年生 16.4 44.6 22.0 6.8 9.0 20.3 49.2 16.4 2.3 11.3 20.3 41.8 19.2 4.0 14.1

２年生 14.5 41.9 26.2 7.0 9.9 18.6 50.0 19.2 5.8 6.4 16.9 45.9 21.5 4.7 10.5
３年生 25.1 40.0 18.3 6.9 9.1 33.7 44.0 10.3 3.4 8.0 28.6 38.3 16.0 4.6 12.0
全校生 18.7 42.2 22.1 6.9 9.4 24.2 47.7 15.3 3.8 8.6 21.9 42.0 18.9 4.4 12.2

区分 問4(7)-1 問4(7)-2 問4(7)-3 問4(7)-4 問4(7)-5 問4(8)-1 問4(8)-2 問4(8)-3 問4(8)-4 問4(8)-5 問4(9)-1 問4(9)-2 問4(9)-3 問4(9)-4 問4(9)-5
１年生 16.9 46.9 22.0 3.4 10.2 13.6 45.2 19.8 4.5 16.4 15.3 40.1 24.3 7.9 11.9

２年生 16.3 44.2 23.8 7.6 8.1 15.7 39.5 24.4 7.0 13.4 12.8 45.3 24.4 7.6 9.9

３年生 26.9 43.4 18.9 4.0 6.3 29.7 42.3 17.1 4.6 5.7 30.3 31.4 22.3 5.7 9.7
全校生 20.0 44.8 21.6 5.0 8.2 19.7 42.4 20.4 5.3 11.8 19.5 38.9 23.7 7.1 10.5

区分 問4(10)-1問4(10)-2問4(10)-3問4(10)-4問4(10)-5問4(11)-1問4(11)-2問4(11)-3問4(11)-4問4(11)-5問4(12)-1問4(12)-2 問4(12)-3 問4(12)-4 問4(12)-5
１年生 13.0 42.9 23.7 7.3 12.4 15.8 48.6 15.8 4.5 14.1 20.3 48.6 15.8 2.3 12.4
２年生 19.8 40.7 18.6 8.7 11.6 18.6 44.2 22.1 6.4 8.7 19.2 42.4 24.4 6.4 7.0

３年生 28.0 37.1 20.6 4.0 9.1 28.6 44.6 13.1 2.3 10.9 30.3 50.9 9.7 2.3 6.3

全校生 20.2 40.3 21.0 6.7 11.1 21.0 45.8 17.0 4.4 11.3 23.3 47.3 16.6 3.6 8.6

区分 問4(13)-1問4(13)-2問4(13)-3問4(13)-4問4(13)-5問4(14)-1問4(14)-2問4(14)-3問4(14)-4問4(14)-5問4(15)-1問4(15)-2 問4(15)-3 問4(15)-4 問4(15)-5
１年生 29.4 45.2 8.5 9.0 7.3 19.2 55.9 12.4 4.0 7.9 28.2 39.5 19.8 0.6 11.3
２年生 22.1 42.4 22.1 8.1 5.2 19.2 47.7 20.3 5.2 7.6 29.7 37.8 19.8 4.1 8.7
３年生 29.1 42.3 11.4 8.0 8.0 29.7 46.9 10.3 3.4 8.0 48.6 31.4 10.9 2.9 5.1

全校生 26.9 43.3 13.9 8.4 6.9 22.7 50.2 14.3 4.2 7.8 35.5 36.3 16.8 2.5 8.4

区分 問4(16)-1問4(16)-2問4(16)-3問4(16)-4問4(16)-5
１年生 7.9 36.2 35.0 1.1 19.2
２年生 12.8 24.4 45.9 4.7 12.2
３年生 20.6 30.9 33.7 2.9 11.4
全校生 13.7 30.5 38.2 2.9 14.3
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(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(自校の教員や生徒のみとの間で行うもの)
(5)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関と一緒に，あるいは，指導を受けて行うもの)
(6)個人や班で行う課題研究(他の高校の教員や生徒と一緒に，あるいは指導を受けて行うもの)
(7)科学コンテストへの参加
(8)観察・実験の実施 (9)フィールドワーク(野外活動)の実施
(10)プレゼンテーションする力を高める学習 (11)英語で表現する力を高める学習
(12)他の高校の生徒との交流 (13)科学系クラブ活動への参加

問8 問7の(1)～(13)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)～(13)のうち，六つまで回答可］

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

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)～(10)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)技術系の公務員
(4)中学校・高等学校の理科・数学教員 (5)医師・歯科医師 (6)薬剤師
(7)看護師 (8)その他理系の職業( ) (9)その他文系の職業( ) (10)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)強くなった (2)やや強くなった (3)変わらない (4)やや弱くなった (5)弱くなった

割合（％）：複数回答可

区分 問9(1) 問9(2) 問9(3) 問9(4) 問9(5) 問9(6) 問9(7) 問9(8) 問9(9) 問9(10)
１年生 13.6 0.6 39.0 10.2 66.7 11.9 5.1 24.3 13.6 2.8
２年生 13.4 1.2 41.3 21.5 67.4 22.7 6.4 27.3 5.8 1.7
３年生 9.7 6.9 29.1 46.9 60.0 33.1 25.1 28.6 9.7 4.6
全校生 12.2 2.9 36.5 26.1 64.7 22.5 12.2 26.7 9.7 3.1

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問10(1) 問10(2) 問10(3)
１年生 61.0 28.2 9.0
２年生 54.1 29.1 12.8
３年生 50.3 30.3 13.1
全校生 55.2 29.2 11.6

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問11(1) 問11(2) 問11(3) 問11(4) 問11(5) 問11(6) 問11(7) 問11(8) 問11(9) 問11(10)
１年生 11.3 32.2 6.8 5.1 1.1 1.7 0.0 6.2 1.1 32.8
２年生 11.0 26.7 8.1 6.4 2.3 2.3 0.0 5.2 2.3 30.8
３年生 24.0 29.1 5.1 4.6 4.0 1.7 1.1 5.1 6.3 12.6
全校生 15.5 29.4 6.7 5.3 2.5 1.9 0.4 5.5 3.2 25.4

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問12(1) 問12(2) 問12(3) 問12(4) 問12(5)
１年生 23.7 30.5 38.4 1.1 0.6
２年生 18.6 26.7 36.0 2.9 4.7
３年生 30.3 31.4 25.1 1.1 3.4
全校生 24.2 29.6 33.2 1.7 2.9

割合（％）：複数回答可

区分 問7(1) 問7(2) 問7(3) 問7(4) 問7(5) 問7(6) 問7(7) 問7(8) 問7(9) 問7(10) 問7(11) 問7(12) 問7(13)
１年生 86.4 60.5 63.3 27.1 2.8 2.8 1.1 52.5 10.2 46.3 43.5 7.9 8.5
２年生 77.3 66.3 64.5 37.8 10.5 9.9 8.7 51.7 8.7 44.2 22.7 7.0 5.2
３年生 76.0 63.4 60.6 74.3 20.0 9.7 11.4 50.3 12.0 62.9 41.1 14.9 6.9
全校生 80.0 63.4 62.8 46.4 11.1 7.4 7.1 51.5 10.3 51.1 35.9 9.9 6.9

割合（％）：六つまで回答可

区分 問8(1) 問8(2) 問8(3) 問8(4) 問8(5) 問8(6) 問8(7) 問8(8) 問8(9) 問8(10) 問8(11) 問8(12) 問8(13)
１年生 62.1 40.1 46.3 11.9 2.3 1.7 0.0 27.7 5.6 25.4 14.7 1.7 5.1
２年生 47.1 36.6 41.3 20.3 7.0 5.2 8.1 22.7 2.9 22.1 7.0 2.9 1.7
３年生 47.4 37.7 35.4 50.9 12.0 6.3 5.1 17.1 4.6 34.9 19.4 5.7 3.4
全校生 52.3 38.2 41.0 27.7 7.1 4.4 4.4 22.5 4.4 27.5 13.7 3.4 3.4
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問13 SSHに参加する前に大学で専攻したいと考えていた分野はどれですか
［(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
［(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５年次（平成２１年度）ＳＳＨ意識調査：保護者対象】

問1 お子さんの学科・学年等
(1)性別 ［①男，②女］
(2)学年(平成21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 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)

区分 回答人数
１年保護者 165
２年保護者 103
３年保護者 54
全校保護者 322

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問13(1) 問13(2) 問13(3) 問13(4) 問13(5) 問13(6) 問13(7) 問13(8) 問13(9) 問13(10) 問13(11) 問13(12) 問13(13) 問13(14)
１年生 25.4 5.1 25.4 11.3 1.1 3.4 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 19.2
２年生 17.4 5.2 25.6 14.5 1.7 1.2 0.6 1.7 0.0 0.6 0.6 4.7 2.3 14.0
３年生 12.6 4.0 36.0 8.6 1.1 5.7 1.1 3.4 0.6 1.1 1.1 2.9 1.7 12.6
全校生 18.5 4.8 29.0 11.5 1.3 3.4 0.6 2.1 0.2 0.6 1.0 2.9 1.7 15.3

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問14(1) 問14(2) 問14(3)
１年生 71.2 10.7 11.3
２年生 62.2 8.7 19.2
３年生 57.7 19.4 14.9
全校生 63.7 13.0 15.1

区分 14(2,3)-1 14(2,3)-2 14(2,3)-3 14(2,3)-4 14(2,3)-5 14(2,3)-6 14(2,3)-7 14(2,3)-8 14(2,3)-914(2,3)-1014(2,3)-1114(2,3)-1214(2,3)-13 14(2,3)-14
１年生 4.0 0.6 6.2 6.2 0.0 0.6 0.0 1.7 0.0 0.6 0.6 1.1 1.7 4.5
２年生 4.7 2.3 9.3 3.5 1.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 1.7 3.5 1.2 5.2
３年生 5.1 2.3 12.0 2.9 1.7 0.6 1.1 1.7 1.1 2.3 2.3 7.4 1.7 2.3
全校生 4.6 1.7 9.2 4.2 1.0 0.6 0.6 1.1 0.4 1.0 1.5 4.0 1.5 4.0

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問1(1)-1 問1(1)-2 問1(2)-1 問1(2)-2 問1(2)-3 問1(2)-4 問1(2)-5 問1(2)-6 問1(2)-7 問1(2)-8 問1(2)-9 問1(2)-10
１年保護者 77.0 21.8 32.7 36.4 25.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0
２年保護者 90.3 8.7 0.0 1.0 0.0 3.9 24.3 68.0 0.0 1.0 0.0 1.0
３年保護者 79.6 16.7 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 25.9 61.1 0.0
全校保護者 81.7 16.8 16.8 19.3 13.0 1.2 7.8 22.0 1.2 4.7 10.6 0.3

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問2(1)-a1 問2(1)-a2 問2(1)-b1 問2(1)-b2 問2(2)-a1 問2(2)-a2 問2(2)-b1 問2(2)-b2 問2(3)-a1 問2(3)-a2 問2(3)-b1 問2(3)-b2
１年保護者 84.2 15.2 80.6 12.7 84.8 14.5 73.3 18.2 77.6 21.8 70.9 17.6
２年保護者 79.6 19.4 84.5 13.6 84.5 12.6 75.7 20.4 76.7 21.4 70.9 24.3

３年保護者 83.3 16.7 74.1 18.5 77.8 20.4 70.4 24.1 77.8 20.4 72.2 20.4
全校保護者 82.6 16.8 80.7 14.0 83.5 14.9 73.6 19.9 77.3 21.4 71.1 20.2

区分 問2(4)-a1 問2(4)-a2 問2(4)-b1 問2(4)-b2 問2(5)-a1 問2(5)-a2 問2(5)-b1 問2(5)-b2 問2(6)-a1 問2(6)-a2 問2(6)-b1 問2(6)-b2
１年保護者 80.6 17.0 69.1 20.0 84.8 14.5 64.2 25.5 44.2 55.2 43.6 46.1
２年保護者 70.9 28.2 65.0 29.1 70.9 28.2 62.1 31.1 39.8 58.3 32.0 63.1

３年保護者 70.4 17.6 63.0 35.2 72.2 24.1 64.8 25.9 38.9 59.3 38.9 53.7
全校保護者 75.8 22.4 66.8 25.5 78.3 20.5 63.7 27.3 41.9 56.8 39.1 52.8
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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)

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)～(13)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(自校の教員や生徒のみとの間で行うもの)
(5)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関と一緒に，あるいは，指導を受けて行うもの)
(6)個人や班で行う課題研究(他の高校の先生や生徒と一緒に，あるいは，指導を受けて行うもの)
(7)科学コンテストへの参加 (8)観察・実験の実施 (9)フィールドワーク(野外活動)の実施
(10)プレゼンテーションする力を高める学習 (11)英語で表現する力を高める学習
(12)他の高校の生徒との交流 (13)科学系クラブ活動への参加

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問3(1) 問3(2) 問3(3) 問3(4) 問3(5)
１年保護者 30.9 47.9 4.2 9.7 7.3
２年保護者 18.4 54.4 3.9 11.7 11.7
３年保護者 27.8 44.4 11.1 7.4 9.3
全校保護者 26.4 49.4 5.3 9.9 9.0

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問4(1) 問4(2) 問4(3) 問4(4) 問4(5)
１年保護者 27.3 48.5 8.5 7.3 8.5
２年保護者 17.5 51.5 10.7 6.8 13.6
３年保護者 29.6 44.4 11.1 5.6 9.3
全校保護者 24.5 48.8 9.6 6.8 10.2

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問5(1)-1 問5(1)-2 問5(1)-3 問5(1)-4 問5(1)-5 問5(2)-1 問5(2)-2 問5(2)-3 問5(2)-4 問5(2)-5 問5(3)-1 問5(3)-2 問5(3)-3 問5(3)-4 問5(3)-5
１年保護者 26.7 55.8 2.4 4.8 9.1 27.3 47.9 7.3 9.1 7.3 32.7 40.6 3.6 11.5 10.9
２年保護者 9.7 66.0 5.8 3.9 11.7 13.6 56.3 8.7 6.8 11.7 25.2 46.6 6.8 6.8 13.6
３年保護者 16.7 53.7 13.0 3.7 11.1 20.4 42.6 13.0 7.4 14.8 20.4 44.4 14.8 9.3 9.3
全校保護者 19.6 58.7 5.3 4.3 10.2 21.7 49.7 8.7 8.1 9.9 28.3 43.2 6.5 9.6 11.5

区分 問5(4)-1 問5(4)-2 問5(4)-3 問5(4)-4 問5(4)-5 問5(5)-1 問5(5)-2 問5(5)-3 問5(5)-4 問5(5)-5 問5(6)-1 問5(6)-2 問5(6)-3 問5(6)-4 問5(6)-5
１年保護者 18.8 47.3 10.3 3.0 19.4 17.6 52.7 9.7 2.4 17.0 24.2 41.2 7.3 1.8 24.8
２年保護者 11.7 50.5 6.8 4.9 25.2 13.6 59.2 7.8 1.9 15.5 15.5 50.5 15.5 1.9 13.6
３年保護者 18.5 38.9 20.4 5.6 14.8 20.4 44.4 18.5 0.0 13.0 29.6 31.5 16.7 1.9 18.5
全校保護者 16.5 46.9 10.9 4.0 20.5 16.8 53.4 10.6 1.9 15.8 22.4 42.5 11.5 1.9 20.2

区分 問5(7)-1 問5(7)-2 問5(7)-3 問5(7)-4 問5(7)-5 問5(8)-1 問5(8)-2 問5(8)-3 問5(8)-4 問5(8)-5 問5(9)-1 問5(9)-2 問5(9)-3 問5(9)-4 問5(9)-5
１年保護者 17.6 38.8 18.8 6.7 16.4 16.4 41.2 12.7 3.6 25.5 13.3 38.2 15.8 13.3 18.8
２年保護者 19.4 54.4 11.7 2.9 10.7 14.6 54.4 11.7 3.9 14.6 20.4 46.6 12.6 5.8 12.6
３年保護者 22.2 42.6 13.0 3.7 16.7 24.1 40.7 14.8 0.0 18.5 24.1 42.6 16.7 3.7 11.1
全校保護者 18.9 44.4 15.5 5.0 14.6 17.1 45.3 12.7 3.1 20.8 17.4 41.6 14.9 9.3 15.5

区分 問5(10)-1 問5(10)-2 問5(10)-3 問5(10)-4 問5(10)-5 問5(11)-1 問5(11)-2 問5(11)-3 問5(11)-4 問5(11)-5 問5(12)-1 問5(12)-2 問5(12)-3 問5(12)-4 問5(12)-5
１年保護者 13.3 38.8 13.3 8.5 25.5 17.0 38.8 11.5 4.2 27.9 14.5 49.1 11.5 4.2 20.0
２年保護者 14.6 35.9 18.4 7.8 22.3 12.6 48.5 12.6 1.9 21.4 15.5 55.3 9.7 1.9 16.5
３年保護者 16.7 24.1 33.3 3.7 20.4 16.7 44.4 13.0 1.9 22.2 16.7 44.4 16.7 1.9 18.5
全校保護者 14.3 35.4 18.3 7.5 23.6 15.5 42.9 12.1 3.1 24.8 15.2 50.3 11.8 3.1 18.6

区分 問5(13)-1 問5(13)-2 問5(13)-3 問5(13)-4 問5(13)-5 問5(14)-1 問5(14)-2 問5(14)-3 問5(14)-4 問5(14)-5 問5(15)-1 問5(15)-2 問5(15)-3 問5(15)-4 問5(15)-5
１年保護者 20.0 41.8 10.3 6.7 20.0 20.0 52.7 5.5 3.6 17.6 27.9 41.2 8.5 3.6 18.2
２年保護者 17.5 45.6 9.7 3.9 21.4 15.5 60.2 4.9 4.9 12.6 29.1 50.5 6.8 1.0 11.7
３年保護者 22.2 38.9 16.7 3.7 16.7 20.4 57.4 3.7 3.7 13.0 42.6 37.0 9.3 0.0 9.3
全校保護者 19.6 42.5 11.2 5.3 19.9 18.6 55.9 5.0 4.0 15.2 30.7 43.5 8.1 2.2 14.6

区分 問5(16)-1 問5(16)-2 問5(16)-3 問5(16)-4 問5(16)-5
１年保護者 8.5 32.7 26.7 2.4 29.1
２年保護者 3.9 30.1 35.0 1.0 28.2
３年保護者 16.7 27.8 38.9 0.0 14.8
全校保護者 8.4 31.1 31.4 1.6 26.4
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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)すごく思う (2)やや思う (3)どちらでもない (4)あまり思わない (5)まったく思わない

【研究第５年次（平成２１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)情報 (3)文系教科(国語，地理歴史，公民) (4)理科
(5)外国語(英語等) (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

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(各指定校において１人を想定) (2)SSH活動の実施に補助的に関与
(3)SSH校内委員会などのメンバー (4)SSH活動の企画立案に関与 (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］

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問7(1) 問7(2) 問7(3) 問7(4) 問7(5)
１年保護者 83.0 1.2 10.3 4.2 0.6
２年保護者 80.6 7.8 6.8 2.9 1.0
３年保護者 77.8 14.8 1.9 1.9 1.9
全校保護者 81.4 5.6 7.8 3.4 0.9

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問8(1) 問8(2) 問8(3) 問8(4) 問8(5)
１年保護者 69.7 24.2 3.0 1.8 0.6
２年保護者 52.4 38.8 5.8 0.0 1.9
３年保護者 55.6 37.0 1.9 1.9 1.9
全校保護者 61.8 31.1 3.7 1.2 1.2

区分 回答人数
教員 39

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問1(1) 問1(2) 問1(3) 問1(4) 問1(5) 問1(6)
教員 15.4 5.1 20.5 10.3 2.6 46.2

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問2(1) 問2(2) 問2(3) 問2(4) 問2(5) 問2(6) 問2(7) 問2(8)
教員 2.6 2.6 2.6 10.3 7.7 12.8 41.0 20.5

割合（％）：複数回答可

区分 問3(1) 問3(2) 問3(3) 問3(4) 問3(5)
教員 0.0 38.5 71.8 5.2 2.6

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問4(1) 問4(2) 問4(3)
教員 28.2 69.2 2.6

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問5(1) 問5(2) 問5(3)
教員 35.9 56.4 7.7

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問6(1) 問6(2) 問6(3) 問6(4) 問6(5)
教員 17.9 56.4 0.0 7.7 17.9

割合（％）：複数回答可

区分 問6(1) 問6(2) 問6(3) 問6(4) 問6(5) 問6(6) 問6(7) 問6(8) 問6(9) 問6(10) 問6(11) 問6(12) 問6(13)
１年保護者 66.7 43.6 59.4 31.5 21.8 12.1 7.3 33.3 9.7 29.1 17.6 6.1 9.7
２年保護者 50.5 45.6 53.4 50.5 19.4 16.5 10.7 34.0 6.8 28.2 9.7 1.0 8.7
３年保護者 42.6 29.6 37.0 55.6 22.2 11.1 1.9 18.5 5.6 46.3 14.8 0.0 5.6
全校保護者 57.5 41.9 53.7 41.6 21.1 13.4 7.5 31.1 8.1 31.7 14.6 3.4 8.7
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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)

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)～(13)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(自校の教員や生徒のみとの間で行うもの)
(5)個人や班で行う課題研究(大学等の研究機関と一緒に，あるいは，指導を受けて行うもの)
(6)個人や班で行う課題研究(他の高校の教員や生徒と一緒に，あるいは，指導を受けて行うもの)
(7)科学コンテストへの参加 (8)観察・実験の実施 (9)フィールドワーク(野外活動)の実施
(10)プレゼンテーションする力を高める学習 (11)英語で表現する力を高める学習
(12)他の高校の生徒との交流 (13)科学系クラブ活動への参加

問10 SSHによって，科学技術や理科，数学に関する学校の先進的な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

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問11(1)-1 問11(1)-2 問11(1)-3 問11(1)-4 問11(1)-5 問11(2)-1 問11(2)-2 問11(2)-3 問11(2)-4 問11(2)-5
教員 25.6 53.8 15.4 5.1 0.0 20.5 64.1 15.4 0.0 0.0

区分 問11(3)-1 問11(3)-2 問11(3)-3 問11(3)-4 問11(3)-5 問11(4)-1 問11(4)-2 問11(4)-3 問11(4)-4 問11(4)-5
教員 12.8 53.8 30.8 2.6 0.0 15.4 41.0 33.3 10.3 0.0

区分 問11(5)-1 問11(5)-2 問11(5)-3 問11(5)-4 問11(5)-5 問11(6)-1 問11(6)-2 問11(6)-3 問11(6)-4 問11(6)-5
教員 10.3 56.4 25.6 2.6 2.6 12.8 41.0 33.3 7.7 5.1

区分 問11(7)-1 問11(7)-2 問11(7)-3 問11(7)-4 問11(7)-5
教員 33.3 53.8 12.8 0.0 0.0

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問7(1) 問7(2) 問7(3) 問7(4) 問7(5)

教員 20.5 53.8 0.0 5.1 20.5

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問8(1)-1 問8(1)-2 問8(1)-3 問8(1)-4 問8(1)-5 問8(2)-1 問8(2)-2 問8(2)-3 問8(2)-4 問8(2)-5 問8(3)-1 問8(3)-2 問8(3)-3 問8(3)-4 問8(3)-5

教員 20.5 53.8 0.0 2.6 23.1 17.9 53.8 2.6 10.3 15.4 17.9 43.6 0.0 10.3 28.2

区分 問8(4)-1 問8(4)-2 問8(4)-3 問8(4)-4 問8(4)-5 問8(5)-1 問8(5)-2 問8(5)-3 問8(5)-4 問8(5)-5 問8(6)-1 問8(6)-2 問8(6)-3 問8(6)-4 問8(6)-5
教員 10.3 61.5 2.6 10.3 15.4 17.9 59.0 0.0 5.1 17.9 10.3 48.7 5.1 0.0 35.9

区分 問8(7)-1 問8(7)-2 問8(7)-3 問8(7)-4 問8(7)-5 問8(8)-1 問8(8)-2 問8(8)-3 問8(8)-4 問8(8)-5 問8(9)-1 問8(9)-2 問8(9)-3 問8(9)-4 問8(9)-5

教員 15.4 59.0 0.0 5.1 20.5 15.4 51.3 0.0 0.0 33.3 5.1 59.0 10.3 2.6 20.5

区分 問8(10)-1 問8(10)-2 問8(10)-3 問8(10)-4 問8(10)-5 問8(11)-1 問8(11)-2 問8(11)-3 問8(11)-4 問8(11)-5 問8(12)-1 問8(12)-2 問8(12)-3 問8(12)-4 問8(12)-5

教員 15.4 46.2 5.1 10.3 23.1 15.4 56.4 5.1 5.1 17.9 15.4 53.8 5.1 5.1 20.5

区分 問8(13)-1 問8(13)-2 問8(13)-3 問8(13)-4 問8(13)-5 問8(14)-1 問8(14)-2 問8(14)-3 問8(14)-4 問8(14)-5 問8(15)-1 問8(15)-2 問8(15)-3 問8(15)-4 問8(15)-5
教員 17.9 51.3 2.6 7.7 20.5 12.8 59.0 2.6 5.1 17.9 33.3 46.2 0.0 5.1 15.4

区分 問8(16)-1 問8(16)-2 問8(16)-3 問8(16)-4 問8(16)-5
教員 10.3 46.2 12.8 0.0 30.8

割合（％）：複数回答可

区分 問9(1) 問9(2) 問9(3) 問9(4) 問9(5) 問9(6) 問9(7) 問9(8) 問9(9) 問9(10) 問9(11) 問9(12) 問9(13)
教員 25.6 38.5 30.8 59.0 15.4 7.7 35.9 15.4 0.0 46.2 23.1 25.6 5.1

割合（％）：一つのみ回答可

区分 問10(1) 問10(2) 問10(3) 問10(4)
教員 25.6 56.4 2.6 15.4
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【ＳＳＨ意識調査の研究第５年次と５年間のまとめ】

ここでは，研究第５年次の結果もふまえて５年間の比較をする。研究第３年次から第

５年次にかけては，同様の形式の設問であるが，研究第１年次と第２年次は異なる方法

での質問になっている。そこを加味しながら検討したい。

まず，問１の５年間を見てみると，「a)ＳＳＨ参加にあたって利点を意識し」「b)効果

がありましたか｣という設問

に対し，「問１(1)理科・数

学の面白そうな取り組に参

加できる｣と意識していた生

徒が６割以上おり，７割以

上が「効果があった｣としている（上の表）。

また，「問１(2)理科・数学に関するセンス向上に役立つ｣と意識する生徒も６割以上

おり，７割以上が「効果が

あった｣としている（右の

表）。なお，研究第１年次に

はこの設問はなく，研究第

２年次の設問では「効果が

あった」を聞いていない。このことから，ＳＳＨに参加することで，理科・数学などの

センス向上や利点を考えて参加しそれなりの効果があったことになる。しかしながら，

問１(6)国際性については，他の項目に比較して低い値になっている。

次に研究第５年次の問２

「科学技術に対する興味・

関心・意欲は増したか」に

ついては，「増した」の割合

を研究第３年次以降は選択肢中の「④もともと高かった」を除いた割合の値（式１）で

考察した＊１）。ただし，研究第２年次に対応する問２で肯定の割合は，全体に対する「大

変増した」「やや増した」の合計の割合で表した（以下同様）。

＊１）各設問の選択肢は［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］

これによれば，「増した」の割合は右の表の

ように７割以上，研究３年次以降は平均が８割

前後の高い数値を与えており，全体的に興味・

関心・意欲が増していることが伺える。

研究第５年次の問３「科学技術に関する学習

に対する意欲が増したか」については（研究第２年次には，相当する設問がない），参考

までに研究第１年次の問１（肯定の割合は，全

体に対する「まったくその通り」「その通り」

の合計の割合；以下同様）を含め比較してみた。

この問に対しても，右の表のように７割以上の

回答があり，科学技術に関する学習意欲の向上

が見えている。

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問2 問2 問2 問2
１年生 77.4% 81.2% 80.3% 83.7%
２年生 75.9% 77.5% 79.8% 75.9%
３年生 74.3% 94.9% 78.0% 81.6%
全校生 76.4% 81.0% 79.3% 80.4%

科学技術に対する興味・関心が増したか

研究１年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問1 問3 問3 問3
１年生 73.5% 72.5% 73.6% 76.1%
２年生 56.8% 70.7% 74.2% 71.1%
３年生 66.0% 86.8% 70.1% 80.8%
全校生 65.5% 73.1% 72.5% 76.0%

科学技術に関する学習に対する意欲が増したか

式１ 研究第３年次以降の「増した」の割合

（①大変増した＋②増した）

（①大変増した＋②増した＋③効果がなかった＋⑤分からない）

研究２年次

区分 問1(1)-1 問1(1)-a1 問1(1)-b1 問1(1)-a1 問1(1)-b1 問1(1)-a1 問1(1)-b1
１年生 65.5 71.3 82.1 68.4 73.8 73.4 84.7
２年生 59.7 58.4 69.5 65.6 74.7 67.4 77.3
３年生 71.1 75.0 84.1 63.9 70.2 71.4 74.9
全校生 63.4 65.9 76.6 66.0 72.9 70.8 79.0

理科・数学の面白そうな取り組みに参加できる
研究３年次 研究４年次 研究５年次

研究２年次

区分 問1(2)-1 問1(2)-a1 問1(2)-b1 問1(2)-a1 問1(2)-b1 問1(2)-a1 問1(2)-b1
１年生 64.9 69.4 77.3 69.0 64.7 67.8 75.1
２年生 69.1 62.1 75.1 71.5 80.6 70.9 71.5
３年生 76.3 70.5 81.8 69.1 73.3 71.4 71.4
全校生 67.8 66.2 76.8 69.9 72.9 70.0 72.7

理科・数学に関する能力やセンス向上に役立つ
研究３年次 研究４年次 研究５年次
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この「科学技術に対する興味・関心・意欲は増した

か（生徒の問２が保護者の問３，教員の問６に当たる）」

に対する傾向は，研究第３年次以降についてみると，

保護者（平均値のみ）・教員でも右の表のように８割以

上の回答があり，同じような結果になっている。

また，「科学技術に関する学習に対する意欲が増した

か（生徒の問３が保護者の問４，教員の問７に当たる）」

に関しても，右の表のように共に８割を超える回答が

あり，科学技術に興味・関心・意欲などは増し，保護

者・教員は学習意欲にも効果があったと考えている。

次に，研究第５年次の問４「学習全般や理科・数学に対する興味，姿勢，能力に向上

がありましたか（保護者では問５，教員では問８）」については，「増した」（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，本年度の生徒では「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」「理科実験への興味」「応

用することの興味」「明らかにしたい気持ち（探求心）」「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）」

であり，また，教員においては「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」など，「増した」の割合（同上）が７割以上であった項目は，１０項目ほど

あった。

研究４年間（研

究第１年次では異

なる設問のため，

研究第２～第５年

次で集計）で問４

「学習全般や理科

・数学に対する興

味，姿勢，能力に

向上がありました

か（研究第２年度

の生徒は問３）」に

ついて見てみると，「増した」の割合がほとんどの項目で６割以上になっており，特に，

１・２・３年を通じて４年間ほぼ７割以上になっているのは，上の表のように，「未知へ

の事柄への興味」「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，探求心）」であった。

また，同様に４年間を通し，３年生が他の学年より高い値になっているものには，少

々ばらつきはあるものの，「学んだ事を応用することへの興味」「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）」の回答が高いことが次ページの表から分かる。これは，学年を追って研究に

取り組むに必要な手順を意識し，「応用することへの興味」「問題を解決する力」「考える

研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問3 問3 問3
保護者 86.7% 87.4% 84.1%

区分 問6 問6 問6
教員 90.9% 76.3% 80.6%

科学技術に対する興味・関心が増したか

研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問4 問4 問4
保護者 82.5% 80.1% 84.1%

区分 問7 問7 問7
教員 87.0% 80.1% 78.4%

学習に対する意欲が増したか

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次 研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問3(1) 問4(1) 問4(1) 問4(1) 問3(2) 問4(2) 問4(2) 問4(2)
１年生 76.2% 83.7% 78.5% 90.3% 74.6% 77.5% 72.4% 78.1%
２年生 79.6% 80.2% 81.3% 79.1% 69.6% 70.7% 71.6% 77.5%
３年生 76.3% 87.8% 86.0% 84.4% 78.9% 78.0% 72.9% 79.0%
全校生 77.7% 82.7% 82.0% 84.6% 72.8% 74.5% 72.3% 78.2%

保護者 84.3% 76.7% 82.1% 83.4% 82.7% 75.8% 73.0% 79.3%

教員 83.3% 86.4% 76.2% 76.3% 77.1% 81.8% 70.0% 80.0%

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次 研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問3(3) 問4(3) 問4(3) 問4(3) 問3(14) 問4(14) 問4(14) 問4(14)
１年生 80.2% 75.6% 73.2% 81.6% 78.6% 73.6% 71.4% 78.7%
２年生 71.3% 64.7% 73.5% 71.0% 71.1% 70.6% 75.6% 70.6%
３年生 78.9% 82.9% 73.9% 75.6% 86.8% 86.0% 77.7% 80.7%
全校生 76.2% 71.4% 73.6% 76.0% 76.1% 73.6% 74.9% 76.7%

保護者 81.5% 76.8% 78.1% 79.9% 84.7% 74.4% 80.2% 78.7%

教員 64.6% 76.2% 72.5% 68.6% 68.8% 83.3% 71.1% 77.8%

問4(3)理科実験への興味 問4(14)考える力(洞察心、発想力、論理力)

問4(1)未知の事柄への興味 問4(2)理科・数学の理論・原理への興味
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力」などの力が育

成され，それを具

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，ＳＳＨ開発科目が実施される２・３学年の「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）」の回答率は高く，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，今後も考えて行かなくてはならない課題であろう。

教員について，「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」では，「重視した」の割合（「大

変重視した」「やや重視した」の合計の割合）

が本年次を含めて，右の表のように４年間で９割以上あり（研究第１年次は設問が異な

る），教科間の連携を重視していることがわかる。また，「ＳＳＨによって，学校の科学

技術や理科・数学に関する先進的な取り組み

が充実したと思うか」についても，右の表の

ように７割以上おり，取り組みに充実を感じ

ているものが多いことがわかる。

保護者については，「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，

「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

右の表のようにほぼ９割以上であり，研

究第３年次以降は１・２・３学年の保護

者とも９割を超している。

生徒のアンケートで，「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，右の表のように（こ

こでは平均値のみ）１・２・３学年の生徒とも，５年間で「レポートなど提出物が多い」

であった。

【ＳＳＨ意識調査：卒業生対象】
平成１９年３月卒業生（大学３年生）～平成２１年３月卒業生（大学１年生）に対し

て，１０～１１月にアンケートを実施した。対象の生徒は，理系の大学に進み，「３学期

さきがけ」を受講したものとした。回答数は少なかったが（平成１９年３月１４名，平

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次 研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問3(5) 問4(5) 問4(5) 問4(5) 問3(12) 問4(12) 問4(12) 問4(12)
１年生 73.3% 69.4% 61.7% 71.5% 66.8% 68.9% 58.0% 70.9%
２年生 67.8% 61.5% 73.8% 72.8% 71.7% 62.0% 70.1% 66.3%
３年生 81.6% 76.9% 68.1% 81.0% 84.2% 88.4% 67.4% 83.5%
全校生 71.6% 66.6% 67.9% 75.1% 70.6% 67.8% 65.1% 73.7%

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次 研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問3(14) 問4(14) 問4(14) 問4(14) 問3(15) 問4(15) 問4(15) 問4(15)
１年生 78.6% 73.6% 71.4% 78.7% 71.0% 62.4% 62.4% 68.6%
２年生 71.1% 70.6% 75.6% 70.6% 75.8% 76.2% 74.6% 70.3%
３年生 86.8% 86.0% 77.7% 80.7% 86.8% 86.4% 80.9% 83.3%
全校生 76.1% 73.6% 74.9% 76.7% 74.6% 71.1% 72.8% 74.0%

問4(14)考える力(洞察心、発想力、論理力) 問4(15)成果を発表し伝える力(ﾚﾎﾟｰﾄ、ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)

問4(5)学んだ事を応用することへの興味 問4(12)問題を解決する力

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問4 問5 問5 問5
教員 93.6% 100% 91.8% 92.3%

教科・科目を超えた教員の連携を重視

研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問8 問10 問10 問10
教員 89.6% 83.3% 75.5% 82.1%

科学技術などの先進的な取り組みが充実した

研究1年次 研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問7 問7 問8 問8 問8
１年保護者 90.6% 97.4% 94.2% 93.8% 93.9%
２年保護者 92.5% 85.5% 95.7% 95.5% 91.3%
３年保護者 87.2% 100% 100% 95.3% 92.6%
全校保護者 89.7% 93.6% 95.3% 94.8% 92.9%

学校の教育活動の充実や活性化に役立つと思うか

研究１年次 研究２年次 研究３年次 研究４年次 研究５年次

区分 問３(5) 問5(5) 問9(5) 問9(5) 問9(5)
全校生 59.8 69.7 72.6 72.7 64.7

困ったことはなんですか[%]
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成２０年３月１５名，平成２１年３月２４名），意見などをまとめてみたい。

まず，本校で実施している概要（ＳＳＨ全体と各研究会）を書き，その上で選択制の

設問は，なるべく具体的に，分かりやすい順に，と考え設定した。また，大学で学習を

経験して「現在，役立っているか？」という観点に重きを置き質問した。各研究会につ

いても同様に，「現在，役立っているか」という観点から質問し，生の意見を書いてもら

った。また同様に，ＳＳＨ全体的なことついても意見を書いてもらい，卒業生の意向を

調べた。選択設問は，文部科学省の意識調査での｢設問４」を参考にしながら設問とした。

質問は以下の通りである。

問) 高校生活の３年間のSSHを通して， [(A)向上したと思われるもの，(B)現在の大学で｢役立ってい
る｣ と思うもの，(C)現在不足と思うもの]を選んで下さい。
[①非常に向上した(非常に役立った，まったく不足していない)，②やや向上した(やや役立った，ほどんど不足していない)
③あまり向上しなかった(あまり役立たなかった，やや不足している)，④全く向上しなかった(全く役立たなかった，非常に不足している)]
(1)一般的な科学に関する知識 (2)科学技術への理解 (3)数学・理科の基礎力
(4)観測や観察をする力 (5)大学での学習の理解力 (6)レポートなどを書く力
(7)プレゼンテーションをする力 (8)コンピューターを利用する力
(9)論理的思考力 (10)課題探求心(仮説を立てたり，推論や予想をしたりする力)
(11)独創性や発想する力 (12)意欲・やる気

これらの質問に対し，「(A)向上したと思われる」「(B)現在役立っている」との問に対

して，ほとんどの項目が「非常に向上した（役立った）」「やや向上した（役立った）」と

の肯定的な回答が７～９割と非常に高く，高校での向上，大学での役立ち，というある

程度の成果が出たものと思われる。ここではさらに，特徴を見るため「非常に向上した，

非常に役立った」のみの回答で見てみたい。

まず「高校生活の３年間のＳＳＨを通して，向上したと思われるもの」との質問に対

し「非常に向上した」の割合の結果を右の表に示

した。「観測や観察をする力」「レポートなどを書

く力」などが６割以上であり，特に，「レポート

などを書く力」「プレゼンテーションをする力」

などが，年度が上がることに大きい値になってい

る。これは，「生徒の意識調査｣とも相通じる結果

である。

次に，「高校の３年間のＳＳＨを経験して，現

在の大学生活で役立っていると思うもの」との質

問に対し「非常に役立った」の割合の結果を右の

表に示した。ここでも，「レポートなどを書く力」

が高くなっている。特に，平成２１年３月の卒業

生は９割近くのものが「役立っている」としてい

る。また，「プレゼンテーションをする力」が年

度が上がるに従い上昇している。また，「科学技

術への理解」については，高校時代では低い値で

あり科学技術がどういうものか漠然としていたも

のが，大学に入り教育を受け，高校時代よりは具

体的なものになってきたものと思われる。それに

4．SSHを通して，非常に向上した

H19 H20 H21 合計

1.科学知識 28.6% 20.0% 50.0% 35.8%
2.科学技術理解 28.6% 40.0% 33.3% 34.0%
3.数理の基礎 50.0% 20.0% 50.0% 41.5%
4.観測・観察 64.3% 73.3% 62.5% 66.0%
5.大学の学習 21.4% 26.7% 25.0% 24.5%
6.ﾚﾎﾟｰﾄを書く 64.3% 66.7% 75.0% 69.8%
7.ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 21.4% 33.3% 62.5% 43.4%
8.ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを利用 42.9% 46.7% 37.5% 41.5%
9.論理思考 14.3% 26.7% 12.5% 17.0%
10.課題探求 28.6% 33.3% 33.3% 32.1%
11.独創性・発想 42.9% 6.7% 20.8% 22.6%
12.意欲・やる気 21.4% 13.3% 29.2% 22.6%

4．大学生活に，役立った

H20 H21 合計

1.科学知識 42.9% 33.3% 45.8% 41.5%
2.科学技術理解 50.0% 40.0% 50.0% 47.2%
3.数理の基礎 35.7% 40.0% 54.2% 45.3%
4.観測・観察 42.9% 46.7% 62.5% 52.8%
5.大学の学習 35.7% 13.3% 50.0% 35.8%
6.ﾚﾎﾟｰﾄを書く 57.1% 60.0% 87.5% 71.7%
7.ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 28.6% 21.4% 54.2% 37.7%
8.ｺﾝﾋﾟｭｰﾀを利用 35.7% 33.3% 54.2% 43.4%
9.論理思考 14.3% 33.3% 37.5% 30.2%
10.課題探求 35.7% 26.7% 33.3% 32.1%
11.独創性・発想 7.1% 20.0% 29.2% 20.8%
12.意欲・やる気 14.3% 20.0% 37.5% 26.4%
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対し，「論理的思考力」「独創性・発想力」「意欲・やる気」が，抽象的な問の為か少々低

い値となっている。

次に，本研究の概要・各研究会の概要・目指すものを簡単に説明し，卒業生に各研究

会・全体について質問と意見を聞いてみた。まず各研究会について「現在，役立ってい

るでしょうか」という質問を行い，[⑤非常に役立っている，④役立っている，③どちら

とも言えない，②あまり役立っていない，①全く役立っていない]という回答で，意見を

聞いてみた。

右の図１が３年間の評価である。

｢科学技術研究入門｣については，

「非常に役立った，役立った」と

いう割合が高いが，平成１９，２

０年３月卒業生は「どちらとも言

えない」という意見が多く，まだ

本科目が導入の時期に当たるため

と考えられる。しかし，平成２１年３月卒業生では，ある程度，定着して「非常に役立

った，役立った」の割合がかなり大きくなっている。

「国際性育成」に関しては，「どちらとも言えない」という回答が も多く，これは，

生徒全員に行ったものが「オーラルコミュニケーションⅠ」で，それ以外の「留学生に

よる，英語を使った講演会」「タイとの生徒交流」「クリスマスレクチャー」など全員で

はなく，希望制で実施したため，関わりのある生徒がある程度限られていた，という面

があったためと考える。

「さきがけ教育」については，大学に入学して一番具体性があるためであろう，評価

が一番高いことは予想されていた。回答からも，十分な効果があったものと思われる。

各研究会とＳＳＨ参加全体に対する意見も寄せられた。全体的には肯定的であったが，

厳しい意見もあった。内容は，Ｄ関係資料Ⅸを参照されたい。

《意識調査からの「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， 終年度を迎えるに当たり，

これらの力がどの程度育成されるようになったかを，意識調査から考えたい。

これら２つの力の育成に関する評価を行うために，文部科学省が実施している「ＳＳ

Ｈ意識調査」に定められている設問項目を参考にし，「いどむ」力と「わかりあう」力の

評価を行うために，本校は，以下の表１，表２のように設問項目を設定した。両表にお

図１ 卒業生３年間の評価

0% 20% 40% 60% 80% 100%

科技研究入門

国際性育成

さきがけ教育 5

4

3

2

1
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いて，左欄の①～⑧に示した項目に対して，育成が図られたかどうかを評価するため，

右欄に示す文部科学省が実施している「ＳＳＨ意識調査」の質問項目を対応させている。

番号(1)～(16)の質問は「ＳＳＨ意識調査」における研究第２年次の設問３，及び，研究

第３～第５年次の設問４の内容である。保護者･教員に対しては，それぞれ研究第３～第

５年次で設問５と設問８が同様の設問になっている。

先の文部科学省が定めた「ＳＳＨ意識調査」の本校における結果分析の方法と同じ

方法（図１）を用いた＊１）。またこの「いどむ力」「わかり合う力」の分析の方法は，１１

月の「成果発表会」でも用い，参加者のアンケートでは評価を受けた＊２）。

＊１）各設問の選択肢は［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］

＊２）この分析は，Ⅳ参照。

表２ 「わかりあう」力を評価する設問設定（対応表）

本校の設問項目 文部科学省「ＳＳＨ意識調査」の設問項目

⑤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 (8)周囲と協力して取り組む姿勢

（協調性，リーダーシップ） (協調性，リーダーシップ)

⑥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)社会で科学技術を正しく用いる姿勢

⑦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 (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） (レポート作成，プレゼンテーション)

⑧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)国際性(英語による表現力，国際感覚)

の総合的な力（⑤，⑥，⑦，⑧の重み付けは１：１：１：１とした）

表１ 「いどむ」力を評価する設問設定（対応表）

本校の設問項目 文部科学省「ＳＳＨ意識調査」の設問項目

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)未知の事柄への興味(好奇心)
○理科・数学の理論・原理への (2)理科・数学の理論・原理への

興味 興味
○理科実験への興味 (3)理科実験への興味
○観測や観察への興味 (4)観測や観察への興味
○学んだことを応用することへの興味 (5)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 (7)自分から取り組む姿勢

(自主性,やる気,挑戦心) (自主性，やる気，挑戦心)

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 (13)真実を探って明らかにしたい気持ち

（探求心） (探求心)

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)粘り強く取り組む姿勢
○独自なものを創り出そうとする姿勢 (10)独自なものを創り出そうとする姿勢

（独創性） (独創性)
○発見する力（問題発見力，気づく力） (11)発見する力(問題発見力，気づく力)

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)問題を解決する力
○考える力（洞察力，発想力，論理力） (14)考える力(洞察力，発想力，論理力)

の総合的な力（①，②，③，④の重み付けは１：１：１：１とした）
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表１，表２に示したように，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，それ以外はそのままの値を

用いた。さらに，「いどむ」力の①～④と「わかりあう」力の⑤～⑧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，質問内容及び選択肢が研究

第２～第５年次とは異なるため，用いないことにした。以下に，生徒群・保護者群・教

員群で集計結果を出した。

【生徒分析結果】

【保護者分析結果】

【教員分析結果】

以上の生徒の結果から「いどむ」力の平均を見ると，３年生においては各年次とも，

７０％以上の値であり，１，２年生よりかなり上回っている。推察するに，学年進行と

ともにＳＳＨプログラムにおける効果が生徒に浸透してきているからではないかと考え

る。また，個々の質問となる①関心・意欲・態度での「未知の事柄への興味(好奇心)」

の数値が高かったことは，ＳＳＨでの取り組みが「いどむ」力を意識させることに効果

があったと言えるのではないかと考える。同じく，「理科・数学の理論・原理への興味」

生徒

① ② ③ ④ 平均 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 平均

区分 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解
第２年次 １年生 71.6% 72.5% 64.3% 72.7% 70.3% 53.4% 75.6% 71.0% 35.4% 58.9%

２年生 68.4% 66.9% 65.7% 71.4% 68.1% 60.0% 63.5% 75.8% 32.2% 57.9%
３年生 78.9% 81.6% 72.8% 85.5% 79.7% 73.7% 73.7% 86.8% 23.7% 64.5%

第３年次 １年生 70.9% 69.6% 57.5% 71.2% 67.3% 50.0% 69.8% 62.4% 35.7% 54.5%
２年生 65.6% 62.7% 62.7% 66.3% 64.3% 60.7% 65.4% 76.2% 27.3% 57.4%
３年生 78.1% 83.3% 72.5% 87.2% 80.3% 69.0% 64.3% 86.4% 29.5% 62.3%

第４年次 １年生 66.6% 70.4% 58.2% 64.7% 65.0% 55.7% 59.4% 62.4% 36.1% 53.4%
２年生 68.4% 69.9% 66.9% 72.8% 69.5% 68.9% 65.9% 74.6% 34.7% 61.0%
３年生 72.9% 72.8% 70.5% 72.5% 72.2% 68.3% 68.5% 80.9% 40.2% 64.5%

第５年次 １年生 75.7% 82.5% 63.2% 74.8% 74.1% 61.9% 65.1% 68.6% 44.8% 60.1%
２年生 71.1% 70.3% 65.5% 68.4% 68.8% 59.4% 66.3% 70.3% 39.0% 58.7%
３年生 77.3% 78.6% 69.9% 82.1% 77.0% 75.9% 70.5% 83.3% 53.3% 70.7%

「いどむ」力 「わかりあう」力

保護者

① ② ③ ④ 平均 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 平均

区分 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解
第２年次 １年生 80.6% 75.8% 70.8% 80.4% 76.9% 70.4% 75.0% 79.9% 41.6% 66.7%

２年生 73.4% 69.9% 69.7% 76.8% 72.5% 69.9% 67.1% 77.1% 47.0% 65.3%
３年生 82.1% 76.9% 89.7% 88.5% 84.3% 92.3% 92.3% 100.0% 23.1% 76.9%

第３年次 １年生 65.4% 63.3% 48.5% 63.0% 60.1% 61.4% 59.8% 67.4% 42.2% 57.7%
２年生 76.3% 72.5% 64.2% 72.1% 71.3% 73.2% 76.8% 77.6% 42.9% 67.6%
３年生 87.2% 73.7% 84.4% 84.2% 82.4% 94.7% 89.5% 90.0% 50.0% 81.1%

第４年次 １年生 69.8% 66.3% 61.8% 68.2% 66.6% 57.8% 65.3% 73.6% 41.3% 59.5%
２年生 74.1% 64.6% 60.5% 71.4% 67.7% 66.7% 69.1% 72.6% 43.4% 63.0%
３年生 79.3% 80.6% 74.0% 83.3% 79.3% 85.2% 80.5% 88.6% 48.8% 75.8%

第５年次 １年生 76.3% 67.1% 58.6% 71.4% 68.4% 60.1% 67.1% 72.2% 42.5% 60.5%
２年生 75.8% 67.0% 64.1% 77.1% 71.0% 72.4% 69.4% 81.2% 35.0% 64.5%
３年生 69.1% 64.7% 59.1% 72.9% 66.5% 66.0% 63.5% 81.1% 45.3% 64.0%

「いどむ」力 「わかりあう」力

教員

① ② ③ ④ 平均 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 平均

区分 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解
第２年次 教員 74.3% 75.0% 62.5% 66.7% 69.6% 58.3% 64.6% 89.6% 54.2% 66.7%
第３年次 教員 81.0% 91.3% 81.3% 87.3% 85.2% 79.2% 70.8% 95.8% 76.0% 80.5%
第４年次 教員 70.3% 76.7% 67.7% 70.3% 71.3% 57.5% 57.5% 88.9% 70.2% 68.5%
第５年次 教員 77.4% 75.0% 70.6% 75.4% 74.6% 66.7% 59.0% 83.8% 56.4% 66.5%

「いどむ」力 「わかりあう」力
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の数値が高かったことも，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貢献していると考える。④知識・理解での「考える力（洞

察力，発想力，論理力）」の数値が高かったことも，課題研究などの研究に取り組むにあ

たって，研究へのアプローチ，問題設定能力など，研究に必要な手順を意識できるよう

になったことを現していると思われる。さらに，生徒自ら行ってきた研究成果を具体的

に表現し，伝える必要から⑦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)」を身につけることで，「わかりあう」力の必要性も生徒が認識したこと

が，これらアンケート結果から言えるのではないかと考える。

「わかりあう」力については表から分かるように，前述の⑦技能・表現にあたる「成

果を発表し伝える力」が身についたとする回答率が，学年進行とともに高い数値となっ

ている。このことは，第２学年の「科学技術研究入門」においては，グループでの話し

合いの結果をクラスで発表する機会があること，第３学年の「課題研究」においては，

研究中間発表会，研究成果発表会など，研究活動をプレゼンテーションによって発表す

る機会があるなど，学年進行とともに，自らの考え，行為等を「伝えて，わかってもら

おうとする」機会が増えていることが，起因していると考えられる。その反面，⑧知識

・理解での「わかりあう」力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，国際交流での「わかりあう」力の育成

には課題が残り，今後考えて行かなくてはならないものであろう。

Ⅱ 第５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，年次計画をもとに，科目としての完成を目指

した活動を実施した。これまでの授業実践の経験を生かして，開発科目としての目標を達

成すべく，その理念を具体的に実践できる教育方法を策定し，それに基づいたテキストの

改訂および授業内容の改善を行い，複数の教科間にまたがったＴＴを実施し，さらにブラ

ッシュアップを図った授業展開を目指し取り組んだ。国際性育成の一環で実施しているタ

イ王国カセサート大学附属高校生徒の授業参加については，昨年の課題を改善するため，

東京工業大学のタイ人留学生をＴＡとして活用した。そのため，言葉の壁の厚さの障害は

薄くなり，授業内容を理解することが可能となって，本校生徒との協同作業による実験を

行う事ができたことは，一歩前進したと言える。

授業実践においては，今年度「科学技術研究入門」を履修した生徒の取り組みは積極的

で，課題に対する興味･関心は高く，動機付けは成功している。また，プレゼンテーション

や発表においても高いレベルで行うことができた。実施に際して，事前調査を行い，また

終授業後に事後調査を行った。調査は，アンケートではなく記述式のテスト形式で行い，

論理的な説明がなされているか，解答内容の正確さなどによって５点満点で採点し，評価

した。テストにおいて合格者は，５点満点で４点以上の生徒をさしている。このレベル設

定は，かなり高いものだが，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し

た。そこで，[合格者/不合格者]×｢事前/事後｣の２×２の分割表に関するχ２検定を行っ

た結果，応用化学分野が1%水準，情報システム分野が5%水準，電気電子分野が5%水準，建

築デザインが0.1%水準で，それぞれ有意差が認められた。機械システム分野では，有意差

が認められなかったが，事前の合格者数が多かったことが，一つの要因と考えられる。こ



- 143 -

れらの結果から，知識･理解においては教師の意図通りの成果が得られている。ただし，テ

ーマ内容によっては知識･理解を意図していない場合もあり，分野によるばらつきは見られ

るが，本研究による方法によっても知識･理解の向上が確認できた。また，生徒の答案に質

的な向上が認められることから，「わからなければやらない」という態度から，自分の知識

の範囲で「間違ってもよいから考えてみよう」という態度変容が起きたことを窺い知るこ

とが出来る。このことから本研究が，関心･意欲･態度という観点においてもよい影響を与

えていることを示唆する。

「国際性育成」については，年度初めの新型インフルエンザの発症により，タイ王国カ

セサート大学附属高校との国際交流の是非を検討したが，本研究開発での位置づけの重要

性から実施した。３年目となる今回は，インフルエンザも鑑み安全・健康を第一に無事実

施することが主な活動となった。８月のタイ派遣事業では，交流校での例年のプログラム

に加えバンコク一の科学設備を有するマヒドール高校を見学し，派遣生徒は充実した体験

が得られたと思われる。また，本校機械システム分野教員により「空中コマを用いた実験

によるベルヌーイの定理に関する授業」をタイ生徒（４０名），本校生徒の協同実験を取り

入れながら英語で実施した。協同作業は，両校生徒の共存の意識を高め，生徒間のコミュ

ニケーションを活発化することができた。１０月のタイ生徒受入時は，台風の直撃により

滞在当初より予定はすべて変更となったが，そのため他の交通の便を講じて登校した数少

ない教員によるタイ生徒たち限定の授業を行ったため，生徒達はまず教員に親近感を覚え，

その後の滞在への不安感を取り除く結果となったようである。科学技術研究入門研究会と

の連携を行って３分野の「科学技術研究入門」でタイ生徒の授業参加を実施した。昨年度

の経験から東工大大学院所属のタイからの留学生の協力を得て，タイ語で授業を支援して

もらうという新たな試みにより十分に内容を理解することができ，大いに授業参加を満喫

した様子であった。生徒・教員を対象とした「英語による講演」，「スポーツを科学するセ

ミナー」も継続的に行った。昨年に引き続き，英国科学実験講座クリスマスレクチャー20

09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，80％以上の生徒が難しいと感じている一方で，約80％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」については，第２学年及び第３学年の「数学さきがけ」と「物理さき

がけ」, 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, 小

テストの実施，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」

を行い，副読本「数学さきがけ」の完成を目指した。第２学年の「数学さきがけ」では，

研究第１・第２・第３・第４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。また，研究第５年次はＳＳ

Ｈ研究開発の成果普及をはかる一環として，本校に１年間研修で来ている横浜市立高等学

校数学教員１名に，「さきがけ教育」の開発に本校教員と一緒に携わってもらい，授業実践

の一部も担当してもらった。第３学年の「数学さきがけ」では，研究第２・第３・第４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）また，はＳＳＨ研究開発の成果普

及をはかる一環として，前述の横浜市立高等学校数学教員１名に，授業実践の一部を本校
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数学教員とティーム・ティーチング形式で担当した。「物理さきがけ」について，研究第３

年次の試行，研究第４年次の実施を踏まえて，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」として実施した。いずれも，

研究第４年次に実施した内容を充実させたものである。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。第３学年３学期さきがけ講座（以下３学期さきがけ）では，講座開設から

生徒の希望調査・講座実施にいたるまで運営上のシステムはほぼできあがりつつあること

を確認し，これまで検討し改善してきた方針に従い，今年度も昨年度同様に実施した。

第２学年の数学さきがけにおいて，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Ⅱ

Ｂ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，１

学期，２学期とも「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ったが，有意差は認められなかった。第３学年の数学さきが

けにおける事前・事後の学力調査の比較では，事前の平均値と事後の平均値がまったく同

じ値となり，有意差は認められなかった。「物理さきがけ」における事前・事後の学力調査

の比較では，事前と事後を同じ内容と，剛体の静力学についての事前・事後同程度の問題

では，こちらの正答率も，事前に比べて事後の方が大きく向上している。このことは，発

展的な内容を学習したことで，それに関連する既習事項についての理解が深まったと考え

られる。一方，事後で行った「物理さきがけ」で新しく学習した発展的内容についての問

題については，これに関連して事前で行った重力加速度の値が小さくなる理由を考察させ

る設問に対して，発展的な内容として学習した「慣性モーメント」につながる理由と考え

られる「滑車の質量のため」を挙げた生徒は１人（2.8%）しかいなかった。本設問は「慣

性モーメント」を考えて回転の運動方程式を解くことで正答を得られる。それを踏まえる

と，事後のこの設問の正答率60.6%は，発展的な内容がかなりの割合で定着したと評価で

きる。また，研究第４年次と比較すると，事後の正答率が向上しているが，これは指導方

法の改善の効果が現れたものと思われる。第３学年の「３学期さきがけ」について，生徒

アンケートによれば，開講した科目のほとんどにおいて，特に理科系と専門系において理

解度が高い。興味・関心についても同様な傾向である。数学科目の「解析Ａ」「数理Ⅰ」「数

理Ａ」などは，必ずしも理解度は高くないものの高い数値を示している。大学の学習での

必要性を認識している現れであり，このような講座こそ３学期さきがけで重点的に取り組

むべき内容と考える。

「成果普及促進」については，研究 終年次であることから１１月に研究開発成果発表

会を全教員協力のもと開催した。国内外からの学校視察・学校訪問（台湾，デンマーク，

中国，韓国）を受け入れた。生徒の各種大会等における記録についても，優秀な成績をい

ただくことができた。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

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１５件のＳＳＨ関連トピ

ックを紹介した。
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Ⅲ ５年間の研究のまとめ

新科目「科学技術研究入門」については，研究第１年次に完成させた，「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活用しながら，研究第２年次より，本格的な授業実

践を行った。基本的には①→②→③の順に行うものとするが，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，運営上，②または③に進み，

関連項目のつながりを重視した。

「①発想をまとめる訓練」については，当初は幹事が授業に赴き，各分野で模擬授業を

展開したが，次年度以降は，応用化学分野・情報システム分野では授業担当者が，機械シ

ステム分野・電気電子分野・建築デザイン分野では引き続き，幹事が中心となって授業を

運営した。これは，幹事が電気電子分野の授業をＴＴしていることに起因し，日程が組め

ないことから，２分野には独自の展開をお願いした経緯がある。「②科学的なものの見方・

考え方を育てる実験」や「③仮説検証思考型実験」については，研究会の報告に示してい

るとおり，各専門分野の特色を生かしたテーマ設定がなされている。

授業の実施にあたっては，テーマ内容により，クラスを分割した方が効率的である場合

には２分し，それぞれに２～３名の教員を配置した。また，分割しない場合には３～５名

の教員を１クラスに配置した。いずれの場合もテーマごとに中心となる教員を１名選出し，

その教員が授業を推進，その他の教員はサポートに回った。なお，中心となる教員は，当

該テーマのテキスト執筆者が適当で，他の教員は生徒へのケアをはかることで円滑な運営

ができるものと考えた。また，授業運営にあたっては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った。

自らの発想を形にし，協同学習の中でとりまとめて発表できることが，生徒の興味･関心

や取り組みに対する積極性を生み，発想の整理の過程で思考力も高まり，これらの方法論

を学ぶことが，科学技術に関する事象を研究する土台となり得ると仮説した本開発科目は，

５年間の取り組みにより，おおむね好成績を収めたと言える。ブレインストーミングや質

問することが当たり前の雰囲気作りが功を奏して，積極的に取り組む姿勢が培われてきた。

評価方法については，生徒の思考過程や判断・態度，プレゼンテーション技能や作品な

どによる表現を重視することから，知識の到達度のみで評価を決めるのではなく，知識・

理解，思考・判断，技能・表現，関心・意欲・態度の４観点による観点別評価によってい

る。

各分野の内容に基づいて，分野ごとに行われた記述式テストによる事前･事後調査の比較

では，統計的にも有意な差が見られている。そうは言っても，ブレインストーミングから

専門科目の内容への移行が難しいという現実がある。いかに科学技術を対象とする題材に

学んだ手法を転移させていくのか，問題の解決には時間が必要である。

国際性育成については，研究第一年次，本研究会発足当初， 終的な目標である国際交

流を実際に行えるのかどうか半信半疑であった。本校にとって，どの国の高校とどのよう

な交流を展開すべきであるか，またその依頼はどのように行うのか皆目見当もつかない状

態であった。研究会では，交流を行う際の諸条件：相手国の言語，時差，学制，経済，政

治状況等を検討することを端緒とした。東工大留学生センター，国際室を数度訪問し，東
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工大での様子を見聞した。交流相手国，高校への希望条件が固まり，東工大のオフィスが

あるタイ，バンコクのカセサート大学附属高校が，時差が２時間，６時間の飛行時間，親

日的な人々，国柄，また双方にとって第２外国語である英語での交流という点において第

一候補となった。またカセサート大学は東工大とも関係がある大学である。平成１８年度

にカセサート大学附属高校，本校双方の合意により国際交流の協定を結んだ。平成１９年

から３回の交換留学を実施した。派遣，受け入れともに，毎年目標を設定し，生徒・教員

の安全，健康管理を確保したうえでの充実した滞在，授業参加，校外研修を行えるよう検

討・改善を行ってきている。運営指導委員会において危機管理体制の充実を指摘され，平

成２０年度には海外留学生安全対策協議会に入会し，学校として危機管理体制の確立を図

り教員は開催されるセミナーに参加し，安全な留学の知識，方略を研修している。

生徒の国際性の育成を図るためには教員の国際性の育成が必要である。そこで，運営指

導委員の東工大留学生センター廣瀬教授に依頼し，本校教員の異文化への理解を促進する

講師の選出をお願いし，英語による講演会を毎年実施している。さらには研究会委員から

も，共通に興味ある分野に関して講師を推薦することもあり，その一例として 平成１８年

度「スポーツを科学する 」というテーマにより招聘したアメリカ人講師の講演を手始めと

して，毎年，そのテーマを掲げ継続的にスポーツに関連する講演会も実施してきている。

ブリティッシュ・カウンシルが主催する「クリスマスレクチャー」は，「科学と英語，数

学と英語」双方に触れる機会を与えてくれることから，継続的に参加している。

研究第４年次となる平成２０年度より「科学技術研究入門」にタイからの交換留学生５

名が参加し，科学技術研究入門研究会と本研究会２つの研究会の連携を図った。しかしな

がら，生徒同士の言葉の壁（タイ語と日本語）を共通言語である英語を用いてすべて解決

するのは困難であり，ＴＡの導入などの改善が必要であるという課題を踏まえ，平成２１

年度はタイ生徒の参加と同時に国際性育成研究会と東工大留学生センターとが協力して，

タイ人の東工大大学院留学生をＴＡとして導入するという新たな試みを行い，円滑な授業

運営が行えたが，抜本的な改善にはなっていない。

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

て，すべての学期で，数学科教員と科学・技術科教員のＴＴが実現し，以後，研究第５年

次に至るまで，ＴＴの授業形態が継続し，定着させることができた。教育システムの一般

化については，研究第３年次から研究第５年次まで，研究第１年次，研究第２年次とは異

なる教員による授業展開が実現し，一般化が図れたと思われる。「数学さきがけ」について

は，第２学年，第３学年ともに，実施前，実施後のアンケート及び事前・事後の小テスト

による調査を行い，その効果について考察している。詳細については，研究会の報告を参

照していただきたいが，この５年間の傾向として，特に第２学年の１学期における，「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。」の事前・事後の結果では，事後の結果が高く有意差が認められ，「さきがけ」の取り

組みにより，「学びたいという意欲を向上させる」効果があることが伺える。また，アンケ

ートから数学さきがけを履修する生徒は，もともと基礎学力が高い生徒が履修する傾向が

見受けられているが，そのような生徒の小テストの事前・事後の結果から，基礎学力の高

い生徒がさらに向上させることができていることも伺える。第３学年の「数学さきがけ」

では，生徒の高校では学習しない発展的な内容を数多く取り入れることに対する不安感は，
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実際に授業を受けた後では，それは，取り除かれているようである。また，「数学さきがけ」

で扱った８つの項目の理解度については，年次を追うごとに向上している傾向が見受けら

れた。

「物理さきがけ」では，研究第３年次より実施している生徒アンケートおよび研究第４

年次より実施している事前・事後学力調査の結果から，授業内容を決める段階で意図して

いた「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」や「２つの基本的な公理

から新しい理論を導き出す過程を学習することで「いどむ」力を育む」の目標は，ある程

度達成できたと判断している。また，「発展的な内容を学習したことで，それに関連する既

習事項についての理解が深まる」ことも確認することができた。

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を対象に行

う，第３学年「３学期さきがけ」は，講座開設から，生徒の希望調査，講座の実施にいた

るまでの運営上のシステムは，ほぼ出来上がったと言える。

「成果普及促進」については，研究第１年次から，学校視察・学校訪問の受け入れ，各

種大会等の賞・記録や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，本校ホームペ

ージ（ＳＳＨ専用ページ，ニューズレター）の活用などを通して，成果普及に努めた。研

究第３年次には，平成１９年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き，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。また，研究第５年次は，前述のよう

に平成２１年１１月に研究開発成果発表会を開催し，中間報告会と同様，全国のＳＳＨ校

・工業高校・国立大学附属高校，教育委員会等から多数の先生方にご参加をいただき，学

長の基調講演，公開授業，分科会，全体会，展示などを通して，５年間の研究成果の発表

と研究協議を実施した。立命館高校が開催している RSSF2009 に５名の第３学年生徒が参

加し，課題研究成果を英語で発表した。さらに，台湾で開催された高瞻計画シンポジウム

に２人の生徒と校長，副校長が参加し，シンポジウムでは，校長が本校のＳＳＨの取り組

みについて基調講演し，生徒が課題研究成果発表を行ったことは，たいへん意義深いこと

である。

本研究開発で目指す「いどむ」力，「わかりあう」力の育成について，文部科学省のＳＳ

Ｈ意識調査［生徒対象］を活用して評価を行った結果，本ＳＳＨでの取り組みが，「いどむ

力と「わかりあう」力の必要性を生徒に認識させることに貢献している。という評価判断

を行える結果が得られた。また，この評価方法について，平成２１年１１月に開催した研

究開発成果発表会において，その妥当性についてアンケート調査を行ったところ「妥当」

もしくは「おおむね妥当」であるという意見を多数いただいた。

Ⅳ 今後の課題

「科学技術研究入門」では，課題研究の取り組みでも生徒の手際がよくなったといった

プラスの評価がある反面，専門科目を１単位でも多く学ばせたいという専門分野の本音も

聞かれる。いままで暗黙知として教えられることのなかったいわば発想のまとめ方につい

て，積極的に正課に取り入れたことの功績は大きいが，担当する教師側の意識改革なくし

ては，新科目も形骸化してしまうだろう。新しい科目を定着させるためには，教員間のコ
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ンセンサスを得るために，情報の共有を行う必要がある。その上で，いまの教育に必要な

ものは何か，吟味する必要がある。

今後の方向性を考える時，どのように多くの人にわかるように伝えるのか，「わかりあう

力」については，その一部を増強できたことは確かである。それでは何が足りないのか，「わ

かりあう力」をさらに分解し「えがく力」を結びつけるもの，それは，伝えることをデザ

インし，しかも発信する力に他ならない。語学力もそれに付随するが，当面は，日本人同

士のコミュニケーション力の問題を解決しなければならない。

「国際性育成」では，研究会は「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」という仮説の元，常に機会を作ることを念頭に活動を

行ってきた。インターネットなど情報化が進み，加速度的に国際化が進んでいると言われ

て久しいが，実際に校内にそうした顕著な変化が表れたとは言い難い。つまり国際交流活

動を積極的に導入し，機会を生み出さない限りは，生徒・教員の国際性の育成，変容は望

めないということである。生徒・教員に何らかの変容を認めるためには，東工大留学生セ

ンターとの連携，本校から海外の高校への積極的な働きかけが必須である。事実タイ・カ

セサート大学附属高校との交流を開始し，文化際ではタイブースが存在するようになった。

これは積極的に活動を行ってきている結果であり，生徒・教員にとって普通の文化祭の姿

となってきている点において，本研究会の貢献度の一つであると考えたい。教員の５年間

の変容を確認するために，研究３年次に実施した「国際性育成伸長具合」を今年実施した。

残念ながらアンケートの回収率が半分に満たなかった。国際性育成研究会委員がアンケー

トの結果の用途，反映の方法を十分に説明しできていなかったことがその原因として挙げ

られるが，ほぼ半分の教員の関心を引くことが出来ていなかったとも言え，国際交流，国

際性育成の活動に自ら積極的にが取り組んでいるという感が乏しいのだと考える。基本的

なことではあるが，生徒を指導する教員の興味を起こさせ，関心を引き出す活動を継続的

に提唱，開発していくことが肝要である。協定を結んだタイ・カセサート大学附属高校と

は今後も交流を継続し，さらに交流の形態を発展させ両国の事情，文化等をより多くの生

徒・教員に普及していくことができればと考えている。しかしながら，交換留学生の受け

入れ家庭の報告には常に耳を傾けるべきことがある。当該家庭においても初めての経験と

なることが多く，たいていの場合保護者も迷いながらの対応である。また受け入れた生徒

個人に依ってもその状況が大いに異なる。また本校は都心に位置する学校であり，通学す

る生徒の家庭の多くはホームステイを提供できる居住空間を有する訳ではない。そのこと

が，派遣を希望する生徒が，受け入れを提供できないために，断念する場合が多くある。

この背景には日本人の「おもてなし」の発想から，タイ生徒を「お客様」として考えてい

ることも一因していると考えられる。カセサート高校長の「「お客様」扱いをするのではな

く，家族としての日常を経験させて欲しい」という意向の伝え方を，受け入れ保護者への

説明の際の改善を要する点と考える。各家庭の保護者の意見は貴重な資料として今後の参

考とし，個々のケースに対応できる経験の蓄積をしていく必要がある。

本ＳＳＨにおいて発案・実施した活動をさらに改善し，全教員の意識へと働きかけてい

く活動へと発展させていくことが当面の課題である。しかしながら本来は「国際性の育成」

を声高に叫ぶのではなく，まず教員が日常的な姿で受け入れ，その姿を生徒が景色として
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見るのが自然である。生徒の国際性を高めるには，まず教員の意識を変容させる必要があ

ることは５年間の活動において本研究会が主張してきた点である。そのため今後はもっと

大人数での海外派遣，受け入れ等を実施し，より多くの教員が係わる活動を実施していく

のも一案だと考える。

「さきがけ教育」について，まず副読本「数学さきがけ」のテキスト作成に対するＳＳ

Ｈの予算措置が無くなるため，どのように予算を確保するかが大きな課題である。第２学

年の「数学さきがけ」，第３学年「数学さきがけ」については，研究期間と同様に数学教員

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，さまざまな実践事例を積

み重ねて，より一層充実させ，さらに，成果普及を目指したい。「物理さきがけ」を実施す

ることで得られた手法やデータなどを，通常の物理の授業等で活かせるように，少しずつ

取り入れて行きたい。第３学年の「３学期さきがけ」については，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，それでも不満の残る教員もみられた。

改善策として，合格大学からの受講を促す依頼があれば生徒にも積極性が出るのではと思

う。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。研究を進めて行くにあたっては，本校教育実習生

並びに卒業生から，有益な情報が得られた。さらに，発展されていくためには，アンケー

ト用紙や実施方法を工夫し継続していくことが大切である。また，分析で明らかになった

ことを，今後の教育活動・研究活動に十分活かしていくことも大切である。

「成果普及促進」について，日常のＳＳＨに関連するトピックなどは，ホームページ等

で発信することができる。しかしながら，５年間で蓄積した開発科目をはじめとする指導

法，教材などの研究成果を，今後どのような形態・方法で広く普及させていくかが大きな

課題である。



Ｄ 関係資料

Ⅰ 運営指導委員会の記録

平成２１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２１年度第１回運営指導委員会

（１）日 時：平成２１年１１月１３日（金）午後５時より午後６時３０分まで

（２）場 所：キャンパス・イノベーションセンター７階７０８会議室

（３）出席者：

① 運営指導委員

秋 山 光 明 委員 大田区・副区長
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
佐 藤 義 雄 委員 山形県立山形工業高等学校・校長
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

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
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 遠藤
（イ）国際性育成研究会 井口
（ウ）さきがけ教育研究会 益田
（エ）成果普及促進委員会 森安

④ 質疑応答，助言（敬称略）

広瀬：展示に英語で作成されたものがあった。台湾の発表のために作成したのかと

思ったので生徒に質問したところ、台湾では日本語の同時通訳があるという返

事を得たが、それはどのような形態での発表になるのか。

市村：英語で作成されているのは立命館での発表に参加してものである。また台湾

にはすでに発表するための資料が送られており、現在あちらで日本語にする段

階である。

広瀬：展示に参加している生徒は優秀な生徒なのか。

高校：すでに大学に推薦入学が決まっている生徒が中心になるため、優秀であると

いえる。

廣瀬：「さきがけ」で勉強する生徒たちは受験勉強の傍ら、難問をどの程度理解して

いるのか。



高校：主には２年生で取り組む。３年生は主に入学先の決まっている生徒が取り組

む。

廣瀬：対象は真ん中の生徒、上位の生徒であろうか。

高校：中の上になる。

廣瀬：ということは半分以上が頑張れば難問も解けるということになるのか。

高校：そうなる。資料７０ページを参照してもらいたい。

廣瀬：上位生徒だけの取り組みになってはいないかと懸念した。

高校：基本的に本校生徒は数学が好きであることがアンケートから明らかになって

いる。

太田：工業高校から科学技術高校へと看板を掛け替える学校が増えてきているが、

実際にその成果はあがっているのか。一般にいうＰＤＣＡ（計画・実施・検討

・対処）にのっとったものとなっているのかはなはだ疑問である。

本校の大学入学の表を見ているとブランド大学への入学が増えてきている。

棒グラフではなく経年での変化が見られるように折れ線グラフ等にして観てみ

るべきではないか。また成果とは社会人になってからの活躍、貢献によるもの

なので卒業生のその後を追跡調査してみる必要があるのではないか。

国際交流については５名しか経験できないとすれば、国際情報大学に行けば

半分は留学生である。そのような大学と交流し、居ながらの留学を経験してみ

るのも検討すべきでないだろうか。

高校：本校生徒も東工大の活動には積極的に参加させるようにしている。英語に関

しては学部で英語による授業が開始された。それぞれの学部では生徒の英語力

向上のため、ＴＯＥＩＣでの目標点を設定し、到達しない学生は卒業ができな

いという事態もみられた。

⑤講評（敬称略）

秋山：成果を観ることができた。展示の部屋では生徒が積極的に話しかけてきた。

自分の研究について自信をもって説明してくれた。プレゼンの仕方を身につけ

ていると思い好印象を受けた。したがい「コミュニケーション力」の育成とな

っていると思われた。昨今「ものづくり」に「サイエンス」を入れることがで

きる人が見えにくい。大田区でも継続を断念する工場が増えてきてはいるが「す

きま産業」にサイエンスを結びつけ、後継者を育成していきたいと考えている。

タイとは交流も行っているため、機会があれば協力したい。

太田：工業高校の頃から本校を見続けてきたが、進化していると言って良い。その

うえで基礎力をつければさらに良いといえる。この後は立命館のように人が気

が付かなかった点を見逃さずに飛躍していって欲しい。立命館ではアメフト部

を強くしたり、駅伝もその一例にあげられるかもしれないが、日本で人気のな

かったスポーツを押し上げることで大学そのものの名を知らしめた。

佐藤：基礎能力の評価を再検討する必要があるし、また世界レベルでの学力の基準

を作り出す必要がある。たとえばイギリスはcertificateを出せる、またフランス

はバカロレアがある。しかし日本の高校卒業が世界では何ら基準とならないこ

とを認識すべきである。また以前６２４校あった工業高校が現在５２４校とな



っている。つまり理科教育が上手くいっていない。もともと工業高校ではかつ

ては今現在よりもっと難問をクリアしていた。さきがけで行っている問題は自

分たちが学生の頃にはすでに解いていた。つまり４０年前に回帰しようとして

いる。６０年代以降はエレクトロニクスの時代を迎え、工業高校の像というも

のが変化した。また生徒の質の問題もあるかもしれないが、今一度工業高校の

本質を考えなおす必要がある。科学技術高校と看板を変えたところに、「ものつ

くり」に科学を加え高度化したものつくりを目指すべきである。また同様に教

育課程の見直しも必要とされているだろう。

廣瀬：大学には多くの留学生がいる。今後もそれをリソースとして活用していって

欲しい。その時はいつでも協力したい。自分の環境の中に他国の人が入るとい

うことは生徒の自我をめざめさせるに十分である。一人研究室に外国人が入る

と変わっていく例が示すように、タイの生徒は５人ではあるがさざ波のように

波及効果をもたらすものである。また異なる言語を使ってのコミュニケーショ

ンを体験させることが重要でその機会を多く作る必要があると思う。

広瀬：教育において成功したと思っても実際の評価というものは社会に出て貢献で

きて始めて評価される。基準に見合わせない学生を輩出してきているのも確か

である。それを嘆いた先輩達が開いたのが蔵前ゼミの始まりである。工業高校

の現状と課題を踏まえ、上手くいくよう味付けしていくことが今後の課題であ

る。

２ 平成２１年度第２回運営指導委員会

（１）日 時：平成２２年３月２日（火）午後４時より午後６時１５分まで

（２）場 所：キャンパス・イノベーションセンター７階７０１会議室

（３）出席者：

① 運営指導委員

小 川 浩 平 委員 東京工業大学・名誉教授
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

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
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 山口
（ⅱ）各研究会・委員会
（ア）科学技術研究入門研究会 遠藤
（イ）国際性育成研究会 井口
（ウ）さきがけ教育研究会 益田
（エ）成果普及促進委員会 森安



④ 質疑応答，助言，講評（敬称略）

小川：「科学技術研究入門」は大変期待できる科目としてみていた。例えば，大学院

に入ってくる学生が卒業研究をしてきたかどうかで，その後の研究発表に対し

て大きな差ができてくる。また，企業に入った時もその経験で違ってくる。基

本的に研究の種を見つけるのは修士課程で行い，それをまとめあげ，すべて自

分で行うのが博士課程である。そこまでの訓練を，普通は学部の時に行うが，「科

学技術研究入門」では高校に居ながらにして大学で行うことをすでに訓練して

いる。課題としてはその評価の方法である。現在のアンケートによる５段階の

評価では，人間の心理として真ん中より良い方に○をつける傾向があるので，

正確な評価にはならないように思われる。その方法を見いだすのは難しいのは

承知しているが，定量的な評価が必要であろう。東工大での卒業研究は，一人

一テーマで行うのが原則。したがって本来は「科学技術研究入門」においても，

グループではなく個人で行う方が望ましいが。また，コミュニケーションとい

う観点では，人に説明するということは極めて重要である。大学生にも，中学

生や専門外の人に説明することを課すことがある。内容の理解・コミュニケー

ション能力育成の良い訓練になる。

「国際性」に関しては，次期校長も育成に熱心な方であるため推奨すると思

う。

「さきがけ」に関しては，さらに世の中にアピールしていく必要がある。あ

る意味「吹聴」する必要がある。

またクラブや大会等でもがんばっている生徒が居るのであれば，ホームペー

ジなどで報告したらどうか。大きな励みになると思う。

市村：高校生の場合，未成年であるため個人情報を公開することには問題がある。

必ず保護者の承諾が必要である。例えば，以前イギリスのTeacher's TVに本校

に出演依頼があり，放映された時も保護者の承諾を得た経緯がある。

高校：「科学技術研究入門」の評価の方法についてはさらに検討していく。

廣瀬：ＳＳＨ５年間で大きな進歩を見たのは間違いないことである。他校との差を

位置づけするポートフォリオを作成しておく必要がある。

国際交流に関してはまず「行く」のが先決と助言した。確かに生徒の方は柔

軟に変わっていけるが，教員の側は担当者にお任せになり，また担当者は専門

開発集団と目されるようになっていく。高校としてのポリシーをクリアにして

国際交流に関するスタンスを明確にする必要がある。高校生の素養の一つとし

て英語が必要であると考えるのか，そうではないのかも明確にする必要がある

だろう。

今回のオーラルの授業にイランからの留学生を派遣したのは，イランという

国が大変親日的であり日本に似ている国でありながら，あまり日本人に知られ

ていない点を考慮した。またフィリピンの留学生を紹介したのは，フィリピン

は実は日本にあまり目を向けていない国であるが，彼女自身が高校の先生であ

ることを踏まえた。インドネシアの留学生は，この国も大変親日的であるとい

う点においてである。今後高校生に紹介したい国は北欧の人々である。日本と



よく似た感性を持った国であり，特にスウェーデンを知ってもらいたい。また

中国も同様で漢民族だけではなく様々な民族からなる国であることを知っても

らいたい。高校生という柔軟な時期に様々な国、場面を体験してもらいたいと

思う。

小川：実際に本校のポリシーとしてはどうなのか？ 国際性を涵養していくのか。

市村：私としては推奨している。

小川：であれば，今後はいわゆるnativeの英語を聞かせるべきではないか。

市村：総じて英語が得意ではない本校の生徒にとって，nativeな英語と互角に討論

等を行うのは，無理なのではないかと考える。

小川：予算的に無理なため，英語圏を避けていたのかと思っていた。

市村：互いが同じ位置に立つため，第２言語となる国を選んでいる。またタイの生

徒の受け入れの際には，授業等を本校の教員が英語で行っている筈だ。

高校：微妙な点がある。半分の教員は行っているが，半分は他の先生にお任せして

いる部分もある。全員が必要性を感じる状況を作り出すことが肝要だと考える。

広瀬：「科学技術研究入門」において発想をまとめる訓練をしていることが大変良い

と考えている。定量的な結果に持っていければそれにこしたことはない。基本

的に教師は「感覚」で分かっている。その「感覚」を数値化するのが難しい。

が，「科学技術研究入門」は目のつけどころが良いし，うまくいっていると思う。

国際性の育成に関しては同様の悩みを自分たちも抱えている。例えば，日本

語を話せない人を仲間に加えるのが一番の得策と考える。以前，自分の部門に

ポストを用意し二人日本語のできない外国の人を迎える予定だったが，優秀な

人であったがため引き抜かれてしまった。その後その話しは立ち消えてしまっ

た。このようにnativeの先生にきてもらうことを考えてみたらどうか。

「さきがけ」もうまくいっていると思う。教材開発は素晴らしい。ただ先生

方の時間の負荷が相当かかっていると思われるので，例えばテキストは外注し

「監修」に名を連ね，本校の名前を全国的に知らしめるという方法もある。

Ⅱ 連絡協議会等の記録

１ 平成２１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２１年１２月２５日（金）午前９時３０分～午後４時３０分まで

（２）場 所：学術総合センター

（３）出席者：門馬副校長・井口・杉原・山口（ＳＳＨ研究開発委員会幹事）

（４）内 容：ＳＳＨ事業における研究開発に関し，JSTによる活動支援の一環として，

各ＳＳＨ指定校関係者による成果や課題についての協議を行う機会を目的

とし，更に，ここでの有用な情報を共有することで，今後の研究開発を一

層効果的に実施することも目的に開催された。

（５）備 考：本校は分科会において，校長分科会，第二分科会，第四分科会，第六分科

会に参加した。



Ⅲ ＳＳＨ関連の出張の記録

平成２１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 「科学教育の国際化を考えるシンポジウム ～スーパーサイエンスハイスクール（Ｓ

ＳＨ）の挑戦～」への参加

（１）日 程：平成２１年７月１１日（土）

（２）出張者：山口

（３）場 所：立命館大学朱雀キャンパス

（４）内 容：・基調講演Ⅰでは，これからの科学技術を担う理工系学部の大学生に必要

な国際力について，国際力を身につける大学教育にあり方について，立命

館大学教授による講演であった。

・基調講演Ⅱでは，立命館高校の国際交流に関する取り組みについて，過

去１０年前からの事例をもとにした講演であった。

・実践報告の３件の発表では，本校の取り組みと重なる部分があり，大変

参考になる報告であった。

・パネルディスカッションでは，パネリストとして，立命館高校校長他，

早稲田本庄高校，静岡北高校における国際交流事例の紹介をもとに，これ

からのSSH校における国際力をめざす取り組みについて，参加者と議論が

なされた。

（５）本校の活動への影響

今後，科学技術教育の国際化を目指そうとしている本校にとっては，大変有益

なシンポジウムであった。また，立命館高校の成果普及に対する取り組みも大変

参考になった。

２ 「立命館高等学校SSH事業の報告」への参加

（１）日 程：平成２２年１月２１日（木）

（２）出張者：羽鳥，山口

（３）場 所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス

（４）内 容： 平成１７年度ＳＳＨ指定校の研究 終年次における，５年間のＳＳＨ事

業の報告会に参加した。ＳＳＨ運営指導委員である立命館大学教授の基調

講演，立命館高校長の事業報告，高校３年生卒業研究発表会(英語でのポス

ターセッション)がなされた。特に，ポスターセッションでは，生徒が英語

で説明していた。，１，２年生も授業の一環として見学、質問をすることに

なっており、記録用紙を持った下級生が、先輩の発表に熱心に耳を傾け、

質問をしていたのが印象的であった。

（５）本校の活動への影響

国際交流事業に秀でているＳＳＨ高校を見学することにより，本校の国際交流

事業における，今後の参考資料とすることができた。ＳＳＨ事業の対象となる生

徒が，ＳＳクラスのみということで，大変小回りのきく取り組みが実践できてい

ると感じた。



Ⅳ 平成２１年度教育課程表
平成１９年度・２０年度・２１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 ← 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（平成２１年度入学生）

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
製 図 ２ ２ ４
建 築 構 造 １ １ ２
建 築 構 造 設 計 １ １ 0,2,4
建 築 計 画 １ １ ２
建 築 施 工 ２
建 築 法 規 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（平成１９，２０年度入学生）

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 英
理

物 化 歴
コース 門 学 理 学 語 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２１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21 平成20 平成19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 ← 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。



Ⅴ 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；建築デザイン分野 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） （建築デザイン分野独自）



Ⅵ 国際性育成研究会の報告に関する資料

１ タイ王国カセサート大学附属高校での出前授業で使用したスライド





２ タイ王国派遣生徒対象アンケート
（１）アンケートの内容

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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない

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

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
d. ホストファミリーとの生活は楽しかったですか．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない
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 ・パタヤの見学
・NONGNOOCH GARDEN（植物園）見学 ・マヒドール高校訪問
・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．

5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない



b. 本校の代表という意識はありましたか．
5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない

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．
5 非常にそう思う 4 やや思う 3どちらともいえない 2 あまり思わない 1 全く思わない

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．

（２）アンケート結果

Q1～Q4cまでの５観点評価の結果

Q2b，Q2c の結果

「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
・仏教国なので，たくさんルールがあって，少し厳しいところ
・寺がたくさんある ・僧がそこら中歩き回っている
・貧富の差が激しく，日本よりもかなり技術面において劣っている
・食物がとにかく辛い
・自然が多く，のんびりしていて，あまり工業とかが盛んではない国
・暑くて，とても礼儀作法に厳しいイメージ
・去年行った人から，水上マーケットのような話を聞いていたので，そのイメージはあった
・発展途上であるという大まかなイメージ

「Q2e 渡航準備で希望することはありますか」に対する回答
・少し英語で会話する練習があったら良かった
・昨年の写真などがあれば，もっとイメージしやすかった
・タイ語の発音練習を少し増やしてほしい



・説明会や勉強会だけで十分だった
・タイ語が入ったiPodより，英会話の入ったiPodの方が良かったと思う

Q3j の結果

「Q4d 帰国後，タイのイメージはどのようなものですか」に対する回答
・明るくて元気な人が多い ・果実がたくさんある
・日本とそこまで大きな違いはない（科学的には）
・衣食住や交通など，様々な面において日本とは異なる面があり，とても興味深い国であるというこ

と
・工業関係の学校の設備が良く，これから工業がさらに盛んになっていく国
・日本や韓国の文化がよく知られていて驚いた
・カセサートのどの生徒も日本に興味をとても持っていて，日本のことをよく知っていた
・どの人もとても穏やかだった
・様々な場所で工事をしているところを見たので発展途上というイメージ

「Q5」に対する回答
・カセサートの高校生は，科学技術tを中心として勉強している感じではなかったので，あまりその

ようにはできなかったが，大学などでは科学技術を通じて，会話することができた．
・全体的に，カセサートの生徒と交流できる時間が少なかった．
・英語を言語として初めて使うことができたので，良かったと思う．

・私は，自分のコミュニケーション能力や英語への意欲・関心を高めることを意識してこのプログラ
ムに参加していました．ですから，私はタイ滞在中にできる限り会話をするように努力していまし
た．

・良かった点は，日本では決して経験できないようなタイの文化を体験できたことです．・これによ
って，タイに対する関心がとても深まりました．

・少し残念だった点は，カセサート大学附属高校との交換留学にもかかわらず，そこの生徒たちと交
流する時間が少なかったことです．もっとコミュニケーションをとる時間をとってほしかったです．

・自分は外国の人々がどのような視点から科学技術を研究したり，学んだりしているのかを知りたく
て参加した．あまり詳しく話すことができなかったが，日本とあまり変わらないことがわかった．
しかし，タイの人々は非常に勉学に熱心で，また研究意欲も非常にあった．その情熱は大変すばら
しく，自分ももっとがんばらなくてはと思った．いつか国際社会で彼らのような人々とまた話すこ
とができればいいと思った．

・カセサート高校での授業が英語だけでなく理科や数学の授業にも参加できれば，なお良かったと思
う．

・友達（カセサート生）とのおしゃべりが一番印象的だった．
・5日間という期間は，少し短すぎると感じた．
・私は，4日目でようやく英語が口から自然に出るようになったので，もう少し滞在できたらもっと

英語が定着したのではないかと思う．

・私は今回，外国の人とコミュニケーションをとることを目的とし，この活動に参加してきました．
そして，実際に行ってみて，予想以上にコミュニケーションをとることができました．また，その
内容から文化の違いを読み取ることができました．



３ タイ王国派遣生徒の作文

（１）第2学年E君
私は今年の夏交換留学生としてタイを訪れ、五日間のホームステイをさせて頂きました。その五日

間でたくさんの人々に会うことができ、日本ではできないような素晴らしい経験をしました。タイで
の生活はとても楽しく、時間があっという間に過ぎてしまいました。

今回のホームステイで私のタイに対する印象は大きく変わりました。タイに行く前、タイ人のほと
んどが仏教を熱心に信仰していると聞いて、宗教的な厳しい規則に従って生真面目な人が多いと考え
ていました。実際行ってみると確かに聞いていたとおりだったのですが、私の想像は少し行き過ぎて
いました。タイには日本よりも多くのマナーや決まり事がありましたが、特に厳しかったり難しかっ
たりして苦になるものはなく、教えられながら少しずつできるようになりました。全体的にはタイの
人は皆とても明るく、元気で礼儀正しい印象を受けました。

タイでの滞在を経て、一つの国の中で宗教を通して皆が共通の考え方を持つことは、その国の他人
同士が身近になるきっかけになるのではないかと考えるようになりました。タイの人々には日本人の
ようなよそよそしさが無く、目が会うと知らない人でも微笑みかけてくれます。それは、赤の他人で
も少なくとも仏教の事に関しては同じ考えを共有しているということが影響しているからではないか
と思いました。

空港からカセサート大学附属高校に向かう高速道路から見るバンコクの町並みはほとんど東京と変
わりませんでした。タイは発展途上の国だと思っていたので、少し驚きました。しかし、町の中に入
るとやはり日本とは違うところがいくつかありました。その一つは、たくさんの野犬がいたことです。
車で走っていると探さなくても見つかるくらい居て、日本でこのことを聞いていたものの、あまりの
多さに少しショックを受けました。しかし、中にはとても太っていた犬もいたので、案外周りからか
わいがられているようでした。

次にバンコクではがとても速いことに気がつきました。彼らは普通の大通りでも１２０Km/秒出し、
高速道路では１６０Km/秒も出して走っていました。タイでのスピード制限はあまり日本と変わらな
いようなのですがタイの人はまったく気にせずにはしっています。そして警察もパトロールに出ると
道を走っている全ての車の運転手を捕まえなければならなくなるので、パトロールできないという深
刻な状況になっているとのことでした。

そして建物に入ったときに気がついたことですが、バンコクでは冷房がとても強くなっていました。
事前に受けた研修でタイ人の講師の先生からタイの人々は温度調整などせず冷房をできるだけ強く設
定し、操作はスイッチのON OFFのみしかしないと言っていました。そのため室外と室内の温度差が激
しく体調を崩しそうになるほどでした。冷房は熱を外に追い出すようになっているので、冷房を使う
と余計に外が暑くなり、また冷房を使いたくなるという状況になってしまいます。タイの人々の生活
に合ったクーラーが開発されるべきだと感じました。

私たちはタイの踊りや、料理、タイ語などのタイの文化についての授業を受けることができました。
タイのダンスの授業ではタイの伝統的な衣装を着ることができました。衣装の下半身の部分は、一枚
の布で身につけるのに苦労しました。ダンスはとても簡単そうだったのですが、実際に教えてもらう
と細かい動きがとても難しかったです。料理の授業ではタイ風オムレツとトムヤムクンを作りました。
トムヤムクンはレモン汁とスパイスをあまり入れずにミルクを大量に入れてしまったため、もともと
の味からかなり離れてしまい、おいしかったのですが日本風の味になってしまいました。オムレツは
具がミートソースのような味がしました。卵をひっくり返すのにみんな苦戦していろいろな厚さや大
きさのオムレツができました。私以外の４人は少食なようで少ししか食べなかったので、私は教えて
くださった先生方に悪いと思って残っているものを全部がんばって食べることになってしまいまし
た。タイ語の授業ではこの旅行中に使えそうなタイ語をいろいろ教えてもらいました。事前に貸し出
されていたiPodを聞いていましたが、滞在中に周りで話しているタイ語はほとんど聞き流してしまっ
ていたため、改めて教えられるとまったく違う言語のように思いました。しかし、私はこの授業が四
日目にあったことがとても残念でした。もう少し早ければもっと使うチャンスがあったかと思いまし
た。が、それでも少しだけタイ語を使って話してみることは良い経験になりました。

今回の派遣を通して初めて英語をコミュニケーションの方法として使うことができました。初めは
お互いにそれぞれの英語の訛りがあって何を言っているのかさっぱりわかりませんでしたが、次第に
慣れてきて言いたいことが分かるようになりました。正確な文やアクセントで英語を使うことは大事
ですが、多少は文法的なミスをしても、まず言いたい事を相手に伝えることが先決であるということ
を実感しました。今までは英語を勉強としか捉えていなかったので、正確さに注意を払っていました
が、今回英語で相手に自分の思いを伝えるというコミュニケーションの部分に重点を置くことができ、
今後の英語の勉強に対する新た意欲がわくようになりました。

As one of the exchange student of Tokyo Tech High school, I went to Thailand during this
summer vacation and stayed there for five days. In those five days, I could meet many people and
experience a lot that I couldn't have in Japan. I was very happy to have been to Thailand. But
I'm sorry a little that I couldn't spend a lot of time with Thai students. If possible I wanted to stay
there longer.

Before I went to Thailand, I heard most of Thai were Buddhist and respect their King. So
first, I thought a Thai was very serious and they had many strict manners to follow. In fact they
have more rules than Japanese have but they were not so strict as I had thought. Thais were very



cheerful and funny.
I think it is important that each person has the unified idea for something in a country. Thai

truly believe Buddhism and respect their king and queen. They were very close to each other and
much more friendly to other people than Japanese. May be it can make us more friendly even if
meeting a stranger.

The sight of Bangkok was not so different from Japan. I had thought Bangkok was much more
undeveloped than Japan. So I was a little surprised. But, of course there were some differences
between us.

First there were a lot of wild dogs in Bangkok. We could see them everywhere. I had heard
of them in Japan but I had not thought there were so many wild dogs. So I was shocked by this.
But few of them were very fat. May be they are loved by everyone.

Next, in Bangkok people drive cars very fast. They run on the ordinary road at 120 Km/h
and on the highway over 160 Km/h. And the road was not so smooth as Japan so the cars jolted
very much. The speed limit isn't so different from Japan but they don't mind it. And the police
officers didn't patrol around the city because if they patrolled, they had to arrest the all person who
was running on the road with car. I think it is very difficult problem.

Third, people use the air-conditioner (?). In Bangkok it was hot outside the building but, the
inside of buildings is cold. And even they sent the wind direct to the people. I had heard about
that before I went to Thailand. I thought they had no idea to control the temperature. Actually I
found how they made the room cool, and they just use the remote controller to make room coolest.
The coldest place that I had been to was an ice cream shop. I became very cold even before I ate
ice cream. So I could have only very small ice cream. But my host brother ate a very big parfait
and didn't become ill at all. I thought he was very tough. I think Thailand should have more
attentions to environment because it will be the problem for them.

We had classes of Thai culture, dancing, cooking and Thai language.
We wore the traditional Thai closes in the dancing class. It was very difficult to wear because

the pants was just a cloth. And the dancing was very interesting but difficult to learn. I
ashamed a little but I enjoyed it.

In the cooking class, we cooked tom yam kung and Thai style omelets.
I think I could cook the omelet better. It tasted like meat sauce. So I could be easy to get

close to the taste very much. Other Japanese students said it was delicious but they didn't eat so
much. So I ate as many omelets as I could because I thought it was not good for the teachers who
taught us how to cook. And the taste of tom yam kung became very far from the original. We
didn't put spice and lemon juice so much. But instead of them, we put milk more than original.
Finally it became Japanese taste.

In the Thai class we learned how to say something in Thai. For example hallo, thank you,
good bye and so on. I have borrowed an iPod which teach me Thai but I hadn't heard it very hard
so it was the first time that I learned Thai formally. We had the class in the fourth day in this
trip. So I think if we had it earlier, we could have more chances to use them.

In this trip, I could use English as a way of the communication. It is a one of the most
important part of this traveling and one of my purposes. Talking with host family, we had
different foreign accent each other. So first I was confused a little. But gradually I could
understand what they wanted to say. I think it is not so important that my English is right or not
and my pronunciation is good or bad. The most important thing is to tell the thing that I want to.
Of course using perfect English is the best and I have to study more English. But it is not the
only way to use English or other languages.

I think I could learn many things from this trip.
I will never forget these five days.

（２）第2学年T君
私が今回、このプログラムに参加しようと思った理由は、まだ訪れたことのない未知の国に大変関

心があるからです。特にタイは日本とは文化、気候、食事などあらゆる面で異なると聞いていたため、
体験したいと思ったからです。そして互いに英語を母国語としない環境下で、どのくらいコミュニケ
ーションをとることができるかも挑戦したいと思ったからです。

今回最も興味を感じたのがタイの気候でした。滞在中何度もスコールに遭い、タイの降雨について
興味を抱き、帰国後調査してみました。私たちがタイを訪れた時は、ちょうど雨季にあたり、私が経
験したように、強い雨の回数も多いようです。実際、多いところでは、雨季にはほぼ毎日、1回30分
から1時間は降雨があり、スコールもあります。しかし、雨季の長さが日本の雨季の2倍あるにもかか
わらず、年間降水量は日本とほとんど変わりませんでした。これは、タイは雨が多いものの降る時間
が短いためと考えられます。この主な原因はインド洋で生じたアジアモンスーンと呼ばれる気流が影
響しています。そしてこの気流は日本で梅雨前線が生じる原因の一つでもあります。さてこれだけ雨
の回数が多いと洪水などの被害も多々出ているのではないかと思いました。私が今回ホームステイし
たホストファミリーの家周辺では洪水など雨による影響は実際ほとんど見られませんでした。しかし、
調べてみると実際はアジアの中でもタイは洪水被害が多く、日本と比較すると、タイの洪水発生率は
日本の約2倍、人口百万人当たり平均死亡者数は5倍以上という結果でした。実際、タイの一部では、



洪水による水が2カ月たっても引かないところもあり、対策も首都圏は進んでいるもののまだまだ不
十分な状態のようです。観光旅行で出かけた場合は見過ごしていたことかもしれませんが、研修とい
うことで帰国後に調べたことにより表面的なタイだけではなく、その背景をも知ることができたと考
えています。

研修中はタイの食事、住宅、文化を経験することができました。中にはカルチャーショックを受け
る部分も多々ありました。一方、日本に帰る前日には、緊張もほぐれホストファミリーやカセサート
大学附属高校の方々とも気軽に会話ができるようになりました。ホストファミリーの人たちに対して
は、「食事がとてもおいしい。」、「今日はとても疲れました。」など日常会話も自分から口に出せるよ
うになり、少しずつ関係を深めることができました。生徒たちと一緒にいるときでは、彼らに日本語
を教えたり、タイ語を教えてもらったりなどとても良い関係を築くことができました。私にとってこ
の五日間は非常に短く感じましたが、同時に大変貴重なものをたくさん手にすることができたと思い
ます。もっと滞在したかったという気持ちももちろんあります。そしてもっと多くの人と接していろ
いろなことを学びたかったと思いました。ですから、機会を作ってまたタイへ行き、その目的を果た
したいと思います。そして今回のプログラムで出会った人たちに会いに行こうと思います。この五日
間は、私にとって未知の世界の人々との出会いを与えてくれました。本当にこのプログラムに参加し
て良かったと思います。今回、私たちをサポートしてくださった方々には、感謝の気持ちでいっぱい
です。

Three reasons made me participate in this exchange program. First, I would like to
experience other culture, food, manners and get culture shock. Second, I wanted to communicate
with people who spoke English as a second language. Third, I wanted to improve my ability to
communicate in English. Above all, I particularly became interested in Thai food.

I visited Thailand for the first time. So I did not have any idea of Thai food. I was surprised
to know Thai food went far beyond my imagination in many ways. I had thought that Thai food
was only hot before I went to Thai. But, that was my wishful thinking.

Most people seem to eat rice as their staple food in Thailand. They often eat chicken or pork,
but they hardly seem to eat beef for religious reasons. They often ate fish and shellfish.

It was curry and rice that I was really surprised in Thailand. The taste was different from
that in Japan. Of course, it was hot. Besides it has a slightly sour taste. There was a lot of food
that I had never eaten in Japan. Some drinks were also different from those of Japan. For
example, Japanese normally drink green tea without sugar. But Thai drinks it with sugar. I was
surprised when I drank that green tea in Thai. There were many food stalls in Bangkok and also
many eating and drinking establishments in the department store. My host family sometimes
visits there to have a meal. There were a lot of Japanese restaurants. My friends in Kasetsart
University Laboratory School told me that they preferred Japanese food to Thai food. Especially
they love sushi very much. I ask them why they loved sushi so much. They said that they loved
fish and the hot flavor of green horseradish paste went well with it. I could experience a lot of food
in Thailand.

I got to be able to relieve my tension and talk without constraint by the day before I came
back to Japan. So I could say something like "It's so tasty!", "I got very tired." in familiar terms to
my host family. I could also build a good relationship with the students in Kasetsart University
Laboratory School. I felt that these five days were very short, but I could make them something
valuable. These gave me encounters with the people who I had never come across. Of course, I
wanted to stay there any longer and have some more communication with the students. So I want
to have some opportunities to visit Thailand again and to meet my friends. I felt very good for
taking part in this exchanging program. I hope this project will be continued for a long time. I
thank my host family, all the teachers, the students at Kasetsart University Laboratory School and
the teachers at our school. Thank you so much.

（３）第2学年M君 「タイの交通事情について」
私が今回の海外研修で着目したのはタイの交通事情についてである。タイにはタクシー、バス、そ

して一部だがＢＴＳと呼ばれる高架鉄道があり、またそれ以外の交通手段としては自家用車を使用し
ている。日本に比べると鉄道網が充実していないが、道路網は充実しているので自家用車を使って移
動する人が最も多い。だがその分事故死も多いという悲しい点がある。

私が気になったのはその点である。道路は思った以上にきれいに整備されている。整備状態が悪い
のであれば、事故が多発するのも頷けるが、とてもそうは見えない点に疑問を抱く。

タイの道路の形状は実際に見てみるとすぐに大陸国と、島国の面積の違いを思い知らされる。日本
では大抵片側１～２車線だが、タイでは片側３～４車線のところがほとんどであった。また中央分離
帯も設置されており、いわば日本でいう高速道路がタイの一般道路に当たる。長い直線道路が続き、
また信号機がほとんどないというところまで一緒である。私はタイ滞在中はひたすら信号機を探した
が、自宅周辺の交差点や学校周辺の交差点といった場所で計６機ほどしか見かけることはなかった。
その代わり、立体交差点を用いて左折や右折を行っていた。

では何故信号機がこれだけしかないのだろうか。まずタイでの自動車の使用が、信号機などツール
周りの環境の整備が十分ではないうちに普及してしまったことに起因する。環境が整っていないうち
に自動車が走ってしまったため、恐らく交通システムやルールを変えることもできなくなったのだろ



う。今現在交通システム（立体交差点）を確立させようとしているが、そのための整備費の出どころ
もまた問題を深刻にさせている要因だと私は思う。整備費の一部を外国からの融資で賄っている、恐
らくそれは何の整備にいくら使うといった予算が決められた上で渡されたお金であろう。バンコク市
内はきれいに舗装されているが、市外になるとあまり舗装されていない道も出てくる。そのような場
所を補修するのに手がいっぱいで、信号機など二の次、三の次となってしまい今に至っているのだと
思う。むしろコスト的なことも考えて立体交差点を作っているのかもしれない。もちろん、私はここ
で融資が悪いと言いたいわけではない。根本的問題は前者のような理由であっただろう。

運転手にとっては願ったり叶ったりの道路が成立した。実際に走った時には時速９０kmオーバーで
ほとんどの車が走っていた。ちなみにタイにも高速道路はあり、そこでは１６０kmで走っていること
がある。

さて、ここで疑問となるのが、交通法規はないのかという点だ。もちろん交通法規はある、しかし
その交通法規についても時速８０km前後が制限速度となっている。つまり交通法規は何の拘束力もも
たないということだ。信号機などの交通システムを整える物が欠落しているので交通法規側からして
も、指導のしようがないというのが実際のところなのかもしれない。なんにせよ交通法規面、道路面
から見ても日本と性質を大きく異にしており、このことが事故死を多くしている一因ということが分
かる。だがその半面、日本にはない、一種の快適さというものを私は感じた。長い時間一定の速度で
走り続けることが出来るので自動車というより、長距離列車に乗っているような感じがするのだ。あ
る意味では自動車が走るべき道だと私は思う。

私は日本で自動車に乗っている間いつも信号機の本数の多さに疑問を抱いていた。もちろん全くな
ければいいとは思わなかったが、少なくとも今より少なくてもいいのではないか、もっと少ない方が
止まる回数も少なく快適なのではないかと思っていた。今回のタイで体験した道路はまさに私の想像
していた道路を突き詰めていった形だった。そこで私が感じたのは快適さであり、今の日本の道路に
私個人が足りないと思っているものだった。危険度は高かったが、信号で何度も止まるということが
なかったため、ストレスを感じなかったのだ。日本の道路は安全だがストレスを感じる、そのストレ
スを少しでも軽減できるようにできればそれがひょっとしたら理想の道路なのかもしれない。

日本の交通システムは整然としていて安全であると私は思う。だが今回のように日本の道路が持っ
ていない良さというものを私は感じた。日本とは環境が違うのでそれを日本で体現しようとするのは
難しいかもしれない。しかしそういったものに触れることでまた新たな独自の良さというものを作り
上げることができるかもしれないと私は思う。本当に海外に行くと自分の視野が広がる。今回の海外
研修ではそれがどれほど重要なものなのかということがよく分かった。今回の視野の広がりは受動的
であった部分が多い、今後このような機会に巡り合えたときには能動的に視野を広められるようにし
たいと思う。

I am studying about machines and robotics at school, and now especially interested in
laboratories in the foreign countries. I was always wondering what the students in other countries
were making in the laboratories. To know it and also to talk it about with the students in
Thailand, I applied for this exchange program.

I was very happy when I was chosen as one of the exchange students. But I felt nervous
when I thought of my stay at the host family's house in Thailand. Of course I really wanted to
meet them. But I had to do myself all of the things during my staying with them. It means I
couldn't get my teacher's help.

To communicate with the host family members I had to speak English, but I was not sure I
could make myself understood in my English. I knew this exchange program became to be a good
chance to speak with other country's people in English. But I worried if I couldn't talk with them,
probably I would keep silence. I know no one likes silence, and they were not impressed with me.
I was afraid it.

Before I went to Thailand, I was given the host family's information by my teacher. Then I
sent e-mails to my host brother. But I didn't talk directly with him on the phone before my
leaving. While we were exchanging e-mails I didn't feel nervous at all, because I could check
sentences which I wrote. But I knew I couldn't check my English and pronounced words in English
in conversation. That imagination made me more nervous. Finally I decided to smile whenever I
was with people in Thailand. If I couldn't speak English and became silent, it made my host family
embarrassed. Besides I really wanted my host family to have good impression of me. Usually the
smiling person gives a good impression to the people around him. You want to talk with person
who appears to be cold? The answer is "NO." I know that, but I don't smile so many times in
Japan, so it's very difficult for me. I thought it must be the same in Thailand. I was sure a smile
became to be a necessary tool to talk with my host family in a good mood.

I was right. It was a right decision. When I met my host brother first at the airport in
Thailand, he also looked so nervous. I wanted to speak to him very much, because I knew we had
the common topics. Then I used my tool, I smiled as much as I could. And I made an eye contact
with him. It was also my tool. He saw me at once and soon he spoke to me, though he still
seemed to be nervous a little. If I didn't do it, he would be getting nervous. We went many places
by car, for example, Grand Palace, Sky tower, which is the tallest building in Thailand, and many
shops. We all the way to their house were talking together very much. And in the car, we were
talking more and more as hours went by. Of course, I kept smiling during talking with him.



I could communicate with him soon, I knew I made some mistakes in grammar but he seemed
to understand what I said. When my host family spoke to me in Thai, I couldn't understand at all,
but I could only understand they tried to tell me something about me. So I smiled to show them I
was listening to them. My smile gave them a sign which showed them they could speak to me
anytime. Finally they spoke to me. I was sure we could understand each other.

While I was staying at their house I often talked my host brother about Japan. He was very
interested in Japan and taking a Japanese lesson at his school now. So he asked me many things
about Japan. I had to explain them in English. And he sometimes tried to use Japanese but I
couldn't understand what he wanted to say. So I asked him in English, it sometimes took a long
time to understand each other. I found it was very difficult to explain something to someone in
foreign language. But I was very happy, when I could tell him something in English for the first
time. Talking in English became very interesting to me.

Through this exchange program, I learned how important smiling was and how difficult
explaining something in English was. I think if I didn't always smile, nobody spoke to me in
Thailand. I know now we need to make an effort to talk to someone, and be spoken to by someone.
This effort means for me to smile and to make an eye contact. If you do that, you can talk to
people easily or they will talk to you soon. That is a step to communicate with people.

We should take an effort to talk with the people all over the world. I learned it through my
host family.

（４）第2学年Kさん「タイ派遣プログラムに参加して」
８月１６日から２０日の５日間、私達はスーパーサイエンスハイスクールの取り組みの一環として

タイのカセサート大学附属高校へと派遣された。私達はそこで科学の知識に触れただけでなく、英語
でのコミュニケーションやホストファミリーとのふれあいを通して、自分達の世界をさらに広くする
ことが出来た。

１６日の行きの飛行機の中で、わたしはそれほど緊張していなかった。空港でホストファミリーと
対面するのが楽しみで、到着するまでの時間が非常に長く感じた。他のメンバーも、これからの５日
間に期待を抱いているように見えた。空港に着きホストファミリーやカセサート大学附属高校の先生
方は私達を温かく迎えてくださり、家へ向かう途中の車内でも積極的に話しかけてくれた。しかしや
はり多少の緊張のせいか、わたしは車内でホストマザーからの質問に答えることしかできず、後から
もっと話しておけばよかったと後悔した。

その夜、わたしはホストファミリーが用意してくれたPCを使って、タイ国の電力事情について調べ
てみた。
わたしは学校で電気を学んでいて、日本の発電とタイの発電を比較することで、よりタイという国に
対する理解が深まるのではないかと思ったからだ。

タイの発電内訳は、火力（CC発電含む）が44%、水力11.4%、その他3%、隣国からの購入電力41%と
なっている。これから分かる日本との主な違いは、①水力発電の割合が日本に比べ高いこと、②原子
力発電が普及していないこと、③購入電力が国民への供給電力の大きな部分を占めていること、が上
げられる。

まず①について、タイ含むメコン河流域沿いでは、新しいダムが次々と建設されている。その数は
最上流部の中国だけでも14、この開発に最も力を入れているラオスでは24ものダムが計画あるいは建
設中だ。水力発電は発電時にCO2を出さず、燃料もいらないことから環境に良い発電とされているが、
ダム建設にあたり、人の立ち退き、森林伐採、生態系の破壊、水の汚染、上流部と下流部の対立など
深刻な問題も多い。水力をよりクリーンなエネルギーとして今後も利用するためには、このような問
題の解決は必需となるだろう。

次に②について、実はタイの電力のおよそ70%は天然ガスによって賄われていて、タイ政府当局も
これを天然ガス依存とし、強い危機感を持っている。10年ほど前から石炭火力・原子力発電について
の計画を進めてはいるが、国民の反対運動などにより、現在はそのどちらも進行が難しい状況だ。よ
って、タイでは原子力発電所がほとんどない。このままではタイ国の天然ガス依存はますます深刻化
してしまうから、国民と政府が意見を交換し、互いに納得の上で計画を練ることが今後必要となるだ
ろう。

最後に③について、タイが主に電力を輸入している国は、ラオス、ミャンマー、カンボジア、ベト
ナムだ。いずれの国も水力発電に大きく力を入れているため、今後もこの輸入・輸出の連鎖が激化し
ていくと、先ほど述べたような問題がますます深刻となってしまう。タイでも自国内での発電量は決
して少なくはないのだが、何せこの数十年で需要が格段に高まってきている。今の状態ではもし隣国
が何らかの原因で輸出をストップした際、国民全体への電力供給が難しくなってしまうから、国内で
需要と供給のバランスをどう保つかを考えなければいけないだろう。

日本は島国であるため①や③の問題に当たる事はほとんどないが、このような内陸国特有の問題も
理解することによって、国際性という視野がますます開けるのではないだろうか。今回の調べ学習で
はタイだけでなく、その近隣国の問題も理解することができて、良かったと思う。

滞在二日目の１７日、わたしたちはカセサート大学附属高校でのウェルカムセレモニーに招かれ、
生徒によるタイの民族舞踊や音楽を鑑賞し、自己紹介プレゼンテーションを行った。プレゼンテーシ
ョンは日本での練習の成果か、どのメンバーもリラックスして行うことができた。その後の機械科の
山口先生の授業で、私達はカセサートの生徒達に混ざり空中ゴマの実験を行った。コマを作っている
最中、同じグループになった生徒と打ち解けあうことができ、楽しい時間を過ごした。



その後私たちは大学の施設を見学した。ロボットについて研究している研究所では数々の大会の優
勝カップがごろごろ置いてあって私を驚かせた。そこで見学したサッカーをするロボットは正確かつ
俊敏で、ロボットやサッカーに詳しくないわたしにでもその凄さは一目瞭然だった。機械科のメンバ
ーは頷きながら研究所の方の説明を聞いていたが、正直わたしにはその仕組みはあまり分からなかっ
た。残念だった。

午後、私達はカセサート大学からは少し離れた場所にあるマヒドール高校を訪問した。そこでの理
科の授業はとても興味深く、遮光板を用いた３Dの天文の授業は特に面白かった。とにかく校舎が広
く設備が整っていて、蔵書６万冊という巨大な図書室には圧巻された。

１８日は学校の授業から離れてパタヤへ校外研修に行った。タイのシンボルともいえる象を間近で
見ることができ、嬉しかった。広大な敷地には今まで見たことのないような植物もたくさんあり、建
造物や庭園など見るもの全てがわたしにとって新鮮だった。他のメンバーも今までの緊張から解き放
たれて心から楽しんでいるように見えた。移動中の車内でも冗談が飛び交った。

夜にはホストファミリーも同席するウェルカムパーティーがカセサート高校で開かれた。もうこの
頃には英語が自然と口から出るようになっていて、冗談を言ったりして楽しい時間を過ごした。

１９日はホストの生徒のクラスでのホームルームや英語の授業に参加し、タイの民族舞踊を習った
りトムヤムクンを作ったりした。わたしはこの日の朝、他のメンバーやクラスの子達とおしゃべりを
したことが今回の研修の中で一番楽しかったと思う。彼らはとても陽気で勉強熱心で、上手に日本語
を話した。中には「どこでそんな言葉教わったの？」とびっくりするような言葉を知っている生徒も
いて、私達を驚かせた。女の子とは「あの子があの子を好き」のような話をして、非常に盛り上がっ
た。見知らぬ留学生としてではなく、毎日会っている友達のように私たちに接してくれたのがとても
嬉しかった。会話はもちろん英語だが、わたしは日本の友達と話している時以上に心を開いていたと
思う。とにかく笑いが絶えず、楽しい朝だった。

授業が終わると私たちはタイ料理のトムヤムクンを協力して作った。日本ではあまり見ないような
ハーブやスパイスに触れることができて良かった。民族舞踊は日本の盆踊りのようなものだったが、
手の動きが難しく私は何度も挫折しかけた。ある程度動きを把握した後、私たちは民族衣装を着て踊
った。非常に恥ずかしかったが、これから先おそらくできないであろう貴重な体験だったと思う。放
課後はホストの子に部活動を案内してもらった。部活動の種類自体は日本とあまり変わらず、スポー
ツや音楽に熱心に取り組む様子が見れた。
夜、わたしは明日帰国しなければいけないことを考えると悲しくて、なかなか寝つけられなかった。

２０日、いよいよ帰国の日、空港に向かう車の中でわたしはひどく落胆していた。せめて１週間は
いたかった、と落ち込む私たちを、ホストファミリーの方は「また来年おいで」と優しく励ましてく
れた。私はタイ語を使った感謝の手紙をホストファミリーに渡して、飛行機に乗った。行きの飛行機
ではタイに到着するのがひどく長く感じたが、帰りの飛行機では成田に着くまであっという間だった。

この研修を通して、わたしは普通の観光旅行ではできないような体験をたくさんし、様々なものに
触れ、学ぶことができた。自分の英語に対する自信もついた。そして何より自分の世界が格段に広が
ったと思う。お互いに違う言語を使う者同士が直接コミュニケーションを取るということは普段なか
なかできないし、それはわたしにとって非常に重要な経験となった。「なんとか理解してほしい、理
解したい」というような気持ちが、普段は消極的になりがちなわたしを大きく成長させたと思う。
そしてわたしはカセサート高校で知り合った友達やホストファミリーと今でもインターネットを通し
て会話をしている。わたしは彼らと過ごした５日間を絶対に忘れないだろう。わたしは今回の研修に
参加することができて、本当に良かったと思う。

My Experience in Thailand
We visited Satit Kaset high school in Thailand as an exchange student for five days. We

could learn many things and also made good friends there.
On August 16th, we left Japan for Thailand. I was not nervous in the airplane because I was

looking forward to meeting my host family. It seemed that other 4 members were also excited.
After arrived at Bangkok, soon we could meet our host family and teachers at Satit Kaset and we
were welcomed warmly. My host mother spoke to me many times in the car, but I could only
answer to the mother's questions because of a little strain. I am regret that I couldn't speak well
at that time.

In the evening, we went to a shopping center to eat dinner. Then I found a Buddhist altar in
a park. Many people worshiped and offered flowers at the altar. Japan is a Buddhism country
too. But we cannot see those sights in Japan. I think it is because of the difference between
Japanese and Thai Buddhism. Japanese Buddhism is Great Vehicle Buddhism and Thai Buddhism
is Lesser Vehicle Buddhism. There are many differences between them. For example, in Great
Vehicle Buddhism, we don't have to do strict ascetic practices. But in Lesser Vehicle Buddhism,
we have to do them to be happy. I think those differences made me feel something like a culture
shock.

At the night, I searched about Thailand's power generation on the internet. Then I found
something interesting. In Japan, Thermal power generation is the most popular (more than 60%).
The second is Nuclear power generation (about 29%), and third Hydro power generation (about
10%). However, in Thailand, Thermal power generation is only 44%, and the second is Hydro
power.

It means that Hydro power generation is more popular in Thailand than in Japan. As you



know, Hydro power is one of clean energies. It does not have CO2 emission, and it is good for our
environment. Its maintenance is easier than Thermal or Nuclear power. But it cost much money
and time to build its power station. Also it needs a large place. Sometimes we have to break
mountains. So it is difficult to build Hydro power station in Japan because of a small country and
large population. However, I think using hydro power is good for our environment.

On the 4th day of our stay, which was the previous day of leaving Thailand, I could make
greatest memory. In the morning, before my homeroom class started, we talked with our friends in
the classroom. They were so funny and we made many jokes in English. We talked about music,
school life, and study, love, and so on. I really enjoyed the chatting and I could have confidence in
my English. We talked for only 15 minutes, but it is the most impressive memory of my stay in
Thailand.

On the last day in Thailand, I was very sad. I didn't want to go back to Japan. Five days
were too short for me. I wish I could stay there longer. But my host mother and friends said to
me “Don't cry. Come back someday, and let's see again.” I couldn't stop crying. I will go back
someday.

The five days passed very fast, but I think that they gave me really precious experiences.
Before going to Thailand, I often had negative feelings for everything. But by talking with my
friends, host families, and teachers in Thailand...I came to take a positive attitude. As a result of
my stay in Thailand, I could learn how to be positive to things in front of me.

I came to have a deeper interest in international exchanges. I started thinking that I wanted
to talk with many people in the world. So I started visiting some websites to chat with people all
over the world. I have already talked with many of them. I talked with them almost everyday. It
is interesting for me to chat with those people in English.

I had great time. I am very happy to join this exchange program. It was a greatest summer
vacation for me. I will never forget my experience in Thailand.

（５）第3学年W君「タイ国際交流を通して感じたこと」
今回、私は外国人と会ってコミュニケーションをとるということを主な目的としてタイ国際交流

プラグラムに参加しました。一昨年と昨年、私は京都や大阪でコンピュータや科学の勉強をする催し
に参加してきました。私はそこでいろいろな人とコミュニケーションをとり、世の中には様々な考え
を持った人や様々なタイプの人がいることを実感しました。そのような機会をきっかけに、海外では
どうなのだろうかという疑問を持ち始め、この疑問を確かめるため、昨年から興味を持っていたタイ
のカセサート大学附属高校との国際交流プログラムに申し込み、嬉しいことに５名のうちの１名に選
ばれました。

カセサート附属高校での５日間で、残念ながら私が目的としていたコミュニケーションをとると
いうことがあまりできませんでした。理由としては、５日という中でコミュニケーションをとる時間
があまりなかったからです。ですが、そのかわりに現地でしか経験できないことを多く経験させても
らいました。とくに、旅行ではできないようなこと（大学の見学など）ができて本当によかったと思
います。また、日本に帰ってきてからも数名のタイの生徒たちとはインターネットを通じて英語で対
話しています。ですので、今も直接ではないものの、コミュニケーションをとりつつ、考えの差につ
いて興味を持ち続けています。

今回、その差を顕著に感じた部分は外国語に対する勉強の意識です。私がホームステイした家庭
では家族全員が英語を話すことができ、「私たちは、外国語はとても大切だと考えている。だから、
毎日英語はもちろん日本語も勉強している」とホストマザーが言っていました。そして、それは学校
の生徒の様子などからもうかがい知ることができました。彼らは積極的に英語を話すだけでなく、日
本語を勉強している生徒たちは日本語で話しけたりしてくれました。私たちは参加前まで「英語は大
切だ」と頭で理解していても「実際にどれぐらい大切なのか」「私はどれぐらいの力があるのか」に
ついて理解しておらず、勉強しようと思っても、実行になかなか移せないという状態でした。そして、
この国際交流に参加し、前述したことをある程度理解でき、現在もタイの人たちとコミュニケーショ
ンをとりつつ、その意識を持ち続けています。

また、科学技術に対する熱意の差も私は感じ取りました。タイでの山口先生の授業の際、生徒全
員が自ら率先してやろうという意思を感じることができ、聞くときは聞き、楽しむ時は楽しむという
ことができていて、日本とは少し違った雰囲気を感じ取りました。また、私たちの高校や生活では普
段何気なく使っていたり学んだりしていることが、タイに行ったことでそれが普通ではなくかなり恵
まれたことだ、ということも実感できました。例えば、私たちは普段エアコンのある教室で勉強して
います。タイではそのような設備がないのが現状でした。また、各教室には１台ずつパソコンがあり
ますが、タイではテレビでした。今回、カセサート大学の研究室見学もさせてもらいました。その際、
学生の人たちとも話をさせてもらったのですが、そこで話した人たちは皆やっていることに対してす
ごく情熱をささげていて、彼らが研究しているサッカーロボットについて詳しく説明してくれました。
彼らがどのような発想からそのロボットを作り、どのような点について観点を置いて研究しているの
かということを話してくれました。例えば、サッカーボールをロボットが動かす都合上、ロボット複
数を同時に制御しなければならないのですが、その制御方法にもさまざまあります。その研究室では、
１台のコンピュータがすべてのロボットに指示を出すのがよいのか、それともロボット同士で通信し
ながらロボット自身が考えて行動すべきなのかを十分に議論した上で、1台のコンピュータがすべて
のロボットに指示を出す方法に決定し、より良い制御を目指して試行錯誤していました。



このようなとても貴重な経験ができて本当によかったと思います。今回経験したことを将来のこ
とに生かしていこうと思います。とくに、今回タイで知り合った人たちとのつながりを大切に、これ
からは活動範囲を国内だけでなく国外にも広げられるように頑張りたいと思います。また、今回のこ
とをきっかけとして別のこと（ホームステイや海外の方との交流会など）にも積極的に参加して自分
の活動範囲を広げられるようにしたいと思いました。

Report on Thailand
I went to Thailand from 16th to 20th in August. It was so interesting for me to spend there.

Before going to Thailand, I felt that there was a long distance and a big cultural gap between
Thailand and Japan. However, I do not feel it now. I heard that Thai culture and Japanese
culture have many differences, but I think it is not true. I saw a lot of Japanese culture there.
For example, I saw some Japanese animation in host family’s house. They knew Japanese food.
What was surprising was that they knew a Japanese minor music band. I’m interested in
cultures about music and fashion. So, I searched about them.

Then, I had one question about Thai people. Where did they get Japanese animation and
music like this? In Thailand, as far as I know, there were not many live concerts houses as in
Japan. I only saw one CD shop. So, I think the music market has not matured yet. However,
Thai students knew many things about Japan. I was curious about where they get them. Then, I
asked my host family’s brother. He answered that he got them on the internet such as “You
Tube”. But the music, for example, is written and sung in Japanese. I asked him “Can you
understand it?” He said “I can’t. But I study Japanese. So I can understand a little.” His mother
said,” I think Japanese and English are very important, so I study them every day.” He told me a
few Japanese words. I realized that the internet made the world small. We can get much
information about foreign countries, thanks to such technology, although we cannot get everything
on the internet.

My host family took me to a shopping mall on the first day of my visit. I wanted to see Thai
fashion and to make sure how different is Thai fashion from Japanese one. To my surprise, there
was a similarity between them. But almost everything I saw looked like the same. There were a
variety of clothes which were quite similar to ones in Japan. And almost is not a brand.

Still there is an original Thai culture, although Japanese culture has come into Thailand. I
had a chance to see Thai dance, and actually I tried it. It was very difficult for me. It is very
important for us to keep our own culture. It is said that Japan gained many things from foreign
countries, but Japan might have lost something. It seems to be true. I feel miserable. I do not
want to suffer in the same way. My host family and students at Kasetsart University high school
always say “We like Japan. We want to go there.” My experience in Thailand taught me how
important English is. When I talk to foreign people, I should speak English. I understand it, but I
have not experienced it yet. Maybe I was thinking that someone translated my sentences from
Japanese to English, but I found it was a childish idea. I have to study English harder. I will
graduate from Tokyo Tech high school soon. I would like to be a university student with an
international point of view.

４ ホストファミリーへのアンケート
（１）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 具体的に

３． 意志の疎通に問題はありませんでしたか。
４． 休日はどのようにお過ごしになられましたか。
５． 今後，日本の家庭に滞在する際に，持参するべきもの，準備しておいた方が良いと思われるも

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。

７． 今後本校で海外の生徒の受け入れを行う場合、再度受け入れ家庭をお引き受け願えますか。
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（派遣時の事でも結構です）。

（２）アンケート結果





５ 東京工業大学外国人研究者による「英語で聞く講演会」アンケート

（１）アンケート内容

1.これまでに参加した講演会に○をつけてください．

(1)How to Preserve Our Water Environment -Water Treatment Method- (Chris Salim氏)

(2)シリア国民に知れ渡る日本の科学技術－引き算のないシリア国民－ （大森裕也先生）

(3)トレーニングセミナー

(4)クリスマスレクチャー2008 体の神秘

(5)クリスマスレクチャー2009 コンピュータの科学

(6)その他（ ）

2.講演会で英語は良く聞き取れましたか？

5 よく聞き取れた 4 聞き取れた 3 半分程度 2 あまり聞き取れない 1 全く聞き取れない

3.講演会の内容は理解できましたか？

5 よく理解した 4 理解した 3 半分程度 2 あまり理解できない 1 全く理解できない

4.講演会で印象に残ったことは何ですか？

5.将来，国際的に活躍する科学者になるために必要なことは何ですか？（1番だけでも構いません）

1番必要なこと

2番

3番

6.講演会に関するリクエスト（聴講したいテーマや講演会の方法など）を記入してください．

（２）アンケート結果

印象深かったこと 1番必要なもの 2番目に必要なも 3番目に必要なも リクエスト
想像以上に身近に
太陽電池はあり，
世界中で使われて
いることが一番驚

世界の未来を考え
ること

太陽電池などで得
たエネルギーをどう
蓄えるか

パネルではない形
で太陽電池があっ
たこと．

地球環境のことも
考えて研究するこ
と

パネルが曲がった
こと．超音波洗浄．

いろいろな知識 他言語での会話

スラスラと英語が
出てくること．例が
分かりやすかった．
実際にパネルを手
にできたこと．

研究したことを分か
りやすくまとめるこ
と．

太陽電池の製作工
程の説明

知識を説明する能
力

半導体

日本のメーカの太
陽光発電パネルが
外国でも使われて
いたこと

英語やコミュニケー
ション能力，国や地
域の文化への理解

根気強さ

最先端のソーラパ
ネルの性能のすご

コミュニケーション
能力

英語力 根気強さ 宇宙について

太陽電池だけでな
く蓄電池などの開
発も必要だとわ

好奇心 努力 強い気持ち
有機EL，有機太陽
電池



６ Oral Communicationによるプレゼンテーション授業時のアンケート
（１）アンケート内容

１．英語の説明は良く聞き取れましたか？
5 よく聞き取れた 4 聞き取れた 3 半分程度 2 あまり聞き取れない 1 全く聞き取れない

２．お話しを聞く前と後で、the Philippines のイメージは変わりましたか。
5 思ったとおり 4 やや思ったとおり 3 半分程度 2 かなり違っていた 1 全く違っていた

３．the Philippines の主にどんな点でイメージは変わりましたか。
４．今回自分で質問をすることができましたか。

１． はい ２． いいえ
５．今回の授業の感想

（２）アンケート結果



フィリピンのイメージはどの点で変化 授業の感想

思ったより近代的 全部聞き取れた訳ではないが勉強になった

丘があることを知った 日本語と似た発音の語がありフィリピンに興味を持った

自然が多い 英語で聞くのは難しい

自然が多い多く楽しそう なんとなく理解した次回は質問したい

美しい所が多い もっと聞き取れるようになりたい

フィリピンの人は面白い 英語がついていけない

以前行った時は貧しいイメージだったが今回は異なった Aimeeさんの工夫のおかげで英語だけでもおおよそ理解することができた

海の色が印象的、面白い所がたくさんある 単語を繋げてなんとなく理解した

山や森があるのが意外 皆も半分程度した理解していないことを知って安心した

自然が豊かななのが意外 英語の説明がかなり理解できた

あまり分からなかった

もっと貧しい国と思っていた 生の英語が聞けてよかった

海岸が綺麗、意外に発展 ＰＰＴのおかげで理解できた

興味深い文化観光地あり 他の国の話しも聞いてみたい

もっと豊かな国だと思った ほとんど英語が聞き取れなかった

思っていたより綺麗 フィリピンに行ってみたいと思った

人々の生活 説明が面白く楽しかった

自然が身近 文化が日本と異なる

美しい観光名所が多い もっと聞き取れるようになりたい

犯罪があると聞いていたが意外にのどか 異国の文化を知る良い機会だった

新しいイメージを持つことができた

面白かった

東南アジアに興味がわいた

話しを聞き取るのが難しかった

神話、山、流行してる曲イメージがことなった バナナしかない国だと思った

聞き取りは難しかったが発音に慣れた

バナナ以外の事が分かった ＰＰＴのおかげで理解できた

思っていたより都会的 いつも聞く英語よりレベルが高いと感じた

洞窟の中の池は知らなかった 自分の言葉として話す英語であることが自分の試験、教科所用の英語と異なる

バナナではなくココナッツだった 英語を少し身近に感じた

英語が聞き取れず残念いつか聞けるようになりたい

閉鎖的な所と思っていた 自分の国の事を英語で話せるようになりたい

熱帯植物は場所によって大きさが異なる ココナッツが小さかったことに驚いた

面白い観光スポットがある 単語を繋げてなんとなく理解した

もっと物騒だと思っていた フィリピンについて知らなかったので興味が深まった

自然があるということを知った

ジャングルだと思っていたが、観光する場所が多い 地元の人の話しが聞けてよかった。スペイン語で話して欲しかった

全然聞き取れなかった。もっと分かるようになりたい。

日本ににていると思っていたが自然が異なっていた 英語で話しを聞く貴重な時間となった

観光地、食べ物が美味しそう 英語は半分程度だったが、フィリピンについて知ることができた。行ってみたい

自然が豊か その国の人に話しを聞くことの重要性

観光地 聞き取ることに精一杯だった

その国の人に話しを聞くことの重要性

海など自然が綺麗 英語以外非言語の重要性

珍しい物や素晴らしい物があった ＰＰＴのおかげで理解できた

バナナ以外の食べ物 フィリピンに行きたくなった。他の国の話しも聞きたい

高度な技術 ＰＰＴのおかげで理解できた

家にバナナの木がある 単語程度しか分からなかった

バナナ以外の事を知りフィリピンの見方が変わった 楽しかった

思ったとおりであった フィリピンについての理解が深まった

自然 単語程度しか分からなかった

綺麗な景色 笑顔で話してくれているのに自分は理解できずコミュニケーショ ンができなかった

ジャングル以外の自然があった ＰＰＴのおかげで理解できた

フィリピンで自然と戯れたい

自然が豊か、教会があったこと 話しを聞くだけで旅した気分になった

特に変わりなし nativeの発音を聞けて若干ためになった

もっと島っぽいと思った 外国の方の話しが聞けて貴重な体験になった

リゾート地だった ＰＰＴのおかげで理解できた

ＰＰＴのおかげで理解できた

英語を聞けて良かった

自然が豊か 意外に聞き取れた

英語がなまっていたので聞き取りにくい。フィリピンが楽しい所だということが分かった

バナナの話しがあまりなかった 単語で話しを想像した

近代的だった フィリピンについて自分の知らないことを知ることができた

観光地 非言語の重要性

ジャングル以外の自然があった 生で英語が聞けて良かった。聞き取れないところもあった。

多くの言語があること 思ったより聞き取れずもっと勉強しようと思った。良い機会となった。

良い所がとてもある 全部理解はしていないが楽しかった。

乾燥している所かと思っていたら日本とかわらなかった フィリピンの知識が深まった

いろいろ知らないことがあった

フィリピンの自然の素晴らしさ ＰＰＴのおかげで理解できたが、今まで知らなかったフィリピンのことが分かった

人々が活発そうだと感じた 自分は井の中の蛙だと思った

英語がが早くて聞き取れなかった。文化の違い季節の違い

多くの観光ができるところ とても良い経験だった

英語を聞いて難しさを肌で感じた

ほとんど何を言っているのか分からなくて残念だった

バナナ以外のフルーツがある フィリピンの新しい一面が知れてとても面白かった

農業国だと思っていた 半分程度しか聞き取れず悔しい。聞くことに精一杯でメモがとれなかった。話しはとても興味深かった

英語を聞く訓練と外国についての話しが聞けた

もっと発展途上の国だと思った 教材の英語よりなまりがあり聞き取りにくかったが理解はできた

自分の国の長所を言えるのが素晴らしい。ＰＰＴが分かりやすかった

分からなかったので暇だった

ＰＰＴで分かりやすく生の英語が聞けて楽しかった



７ 国際性育成の一環として企画・開催した講演会等

ａ.平成17年度東工大留学生による英語で聞く講演会
「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 全学年希望者／教職員

b.平成17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/

c.平成17年度「オーラル・コミュニケーションⅠ」
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

d.平成18年度東工大留学生による英語で聞く講演会
「ボスニア・ヘルツェゴヴィナと私の日本の生活」
対象 全学年希望者／教職員

e.平成18年度東工大留学生を招いた授業「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

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」
対象 応用化学分野第2学年／教職員

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

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」
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

i.平成19年度外国人講師による講演会
「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

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）
対象 運動系クラブ部員／教職員

k.平成20年度トレーニングセミナー（講演と実技指導）
(1) プライオメトリックエクササイズの理論と実践
(2) 競技スポーツのためのスピード＆アジリティエクササイズの実践
対象 全学年希望者／教職員

l.平成20年度 東工大研究者による英語で聞く講演会
How to Preserve Our Water Environment -Water Treatment Method-
対象 全学年希望者／保護者／教職員

m.平成20年度 講演会
シリア国民に知れ渡る日本の科学技術 －引き算の無いシリア国民－
対象 全学年希望者／教職員

n.平成20年度トレーニングセミナー（講演と実技指導）
・今後のトレーナーの求められる姿
・今後のフィットネス業界のカギを握るパーソナルトレーナーの存在
・スポーツと関節手術 他
対象 全学年希望者／教職員

o.平成20年度トレーニングセミナー（講演と実技指導）
(1) 機能的トレーニングのプログレッション方法の理論と実践
(2) スピードトレーニングの基礎
対象 全学年希望者／教職員

p.平成20年度トレーニングセミナー（講演と実技指導）
(1) 泳者の体力強化



(2) 遺伝子多型とアスリートパフォーマンス
(3) パワーポジション
対象 全学年希望者／教職員

q.平成21年度 東工大留学生による英語で聞く講演会「太陽電池について」
対象 全学年希望者／教職員

r.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
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

s.平成20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
カセサート大学附属高等学校生徒によるブース運営

t.平成21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
カセサート大学附属高等学校生徒によるブース運営

講演会等への参加状況
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Ⅶ さきがけ教育研究会の報告に関する資料

１ 本文【３内容（２）実施内容④第３学年の「３学期さきがけ」】に関する資料

表１ 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

国語① 全 １０ 日本についての知識を学び，思考力・表現力をつける 16
国語② 全 １０ 大学に進学しても対応できる，基礎的な考え方や知識をつける 2

日本史特講I 文系 ８ 古代史を中心に基本的な史料を読みながら理解し学習する 1
解析学入門A 理系 １２ 解析 29

数理I 理系 ８ 微分方程式と運動方程式，反応速度 53
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， 32

複素解析と量子化学

衛星授業A 理系 １０ 東工大講義「化学第一(理工系基礎化学)」 14
線形代数I 理系 １０ 線形代数 53

原子物理学入門I 理系 １０ 原子物理学の初歩 29

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 2
英語I 理・文 １０ 長文読解，リスニング 32
英語A 理・文 １０ TOEICのリスニング，リーディング 33

化学実習英語A 化学系 ２０ 実験・講義 11

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 7
電磁気学I 電子系 １０ 電磁気学の基礎，ベクトルにおける微分積分，電束・電界 2
電磁気学A 電子系 １０ 電磁気学の導入としてのベクトル演算と座標系，静電界の基礎 4
数値計算A 電子系 １０ 代表的な数値シミュレーションのアルゴリズム紹介 1

電子情報実験A 電子系 １０ 変調・検波，ディジタルＩＣなどの実験 1
機械システム特論 機械系 ２０ 機械力学，設計，製図 13

電気理論I 電気系 ８ 回路理論 7
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 6
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 5

表２ 講座概要
講 座 名 必修・選択 概 要 備 考

国語①I 選択 理系の大学に進学しても対応できる考え方の基礎と，日本

※ についての知識を学び，思考力・表現力をつけることを目的

とする。

国語② 選択 大学に進学しても対応できる，基礎的な考え方や知識をつ 文系や教育系の大学

けることを目的とする。 に進学する者は受講

が望ましい。

日本史特講I 必修 大学の一般教養として日本史概論があるが，当講座では古

代史を中心に基本的な史料を読みながら理解し学習する

解析学入門A 選択 「定義」と「定理」と「証明」が繰り返される「大学の数学」に慣 数学科進学者も必

※ れ親しむことを目的としています。そのための題材として「極 修。

限とは何か」をあらためて考え，ε－δ論法を紹介します。

東工大に入学する人，数学科に進む人は必ず受講してくだ

さい。また，国公立や早慶など，ハイレベルな大学に進む人

にもお勧めです。「ε－δ」で悩まず，楽しい大学生活を送

るためにがんばりましょう！

数理I 必修 多くの理系大学の学部１～２年（東工大では学部１年）で学 数理３０時間の内，最

習する物理・化学・工学の数学的背景を学習します。「数理 初の８時間分が数理

Ⅰ」では，変数分離型の微分方程式の解法，簡単な偏微分 Ｉ，後の２２時間分が数

・全微分，重積分などの基本的な内容を扱います。理系大 理Ａ。



学に入学する人は必ず受講してください。（数学さきがけ：

第９章，第１０章の一部）

数理A 選択 多くの理系大学の学部１～２年（東工大では学部１年）で学

※ 習する物理・化学・工学の数学的背景を学習します。「数理

Ａ」では，ベクトル解析，複素変数関数など，やや発展的な

内容を扱い，電磁気学，量子化学への応用を学びます。東

工大に入学する人は必ず受講してください。また，国公立

や早慶など，ハイレベルな大学に進む人にもお勧めです。

「ガウスの発散定理やストークスの定理，シュレディンガーの

波動方程式」と聞いても驚かないようになっておきましょう！

（数学さきがけ：第１０章の一部，第１１章，第１２章）なお，

「数理Ａ」とあわせて「衛星授業Ａ（東工大の化学第一の受

講体験）」も選択すると，第１２章の内容が実際に必要となる

ことをひしひしと実感できるでしょう。

衛星授業A 選択 衛星通信システムを利用し，東工大の学部１年前期の「化

※ 学第一（理工系基礎化学）」という授業（市村禎二郎教授ご

担当）を，本校の教室で，５回分受講体験します。東工大に

入学する人は必ず受講してください。また，国公立や早慶

など，ハイレベルな大学に進む人にもお勧めです。講義内

容の詳細については

http://www.cradle.titech.ac.jp/koudai/koudai2008.pdfを参

照して下さい。（終了後には，希望すればネット配信を利用

して第６回以降の講義も受講できる見込みです）

線形代数I 必修 線形代数学とは，行列及び線形空間の理論を学ぶもので

す。大学１年次に学ぶ数学の中では，微分積分とならんで

主要な科目です。ここでは線形代数学の基礎を解説しま

す。課題の提出もあります。

・一般の行列とその演算 ・基本変形と連立１次方程式

・行列の階数 ・斉次方程式 など。

原子物理学入門I 選択 原子物理学の初歩を学習します。大学で学習する量子力 特別選抜者のうち応

(※) 学に接続する内容を含みます。 用化学分野は必修。

・電子と原子 ・光の粒子性 それ以外は，原子物

・粒子の波動性 ・水素原子モデル 理学入門Ｉ・有機化学

・放射線と原子核 I，どちらかを選択。

有機化学I 選択 「電子で考える有機化学」「Grignard 反応」「FriedelーCrafts 応用化学分野以外の

(※) 反応」「ベンゼン環の反応性を利用した有機合成」 特別選抜者は，原子

物理学入門Ｉ・有機化

学I，いずれかを選

択。

英語I 必修選択 科学技術に関する最新の文献の原書購読を通して大学生 特別選抜者は，英語

レベルの英語学習への橋渡しを目ざす。さらに，英語による Ａを必修とし，希望に

プレゼンテーションやディスカッションを行い発信力も磨く。 より英語Ｉも受講可能。

関連するトピックのニュース映像やドキュメンタリー番組，イ

ンターネット・サイトの情報なども積極的に投入する。

英語A 必修選択 科学技術に関する最新の文献の原書購読を通して大学生 特別選抜者以外は，

※ レベルの英語学習への橋渡しを目ざす。さらに，英語による 英語I・英語A，どちら

プレゼンテーションやディスカッションを行い発信力も磨く。 かを選択。

関連するトピックのニュース映像やドキュメンタリー番組，イ

ンターネット・サイトの情報なども積極的に投入する。

化学実習英語A 選択 課題研究の概要をA０のポスターにまとめる。化学英語購 課題研究概要（12時

※ 読。また，物理化学実験，環境分析実験，有機合成実験な 間），科学英語（8時

どを行う。 間）の予定

プログラミングI 必修選択 プログラム言語Javaを学習し，オブジェクト指向の概念を学 特別選抜者以外はプ

（専門３） ぶと共に，実際にウインドウアプリケーションを開発する。ア ログラムI・電磁気学

プリケーションの開発にあたっては，eclipsという開発環境を A，どちらかを選択。

用い，統合環境での開発方法等も学ぶ。

電磁気学I 必修選択 高校で学ぶ電磁気学（物理）の復習を行う。また，大学で開 特別選抜者以外は，



（専門２） 講される電磁気学の導入部分を学習し基礎知識を身につ 電磁気学I・数値計算

ける。 A，どちらかを選択。

・ベクトルにおける微分積分の扱い方
・電束，電界の学習

電磁気学A 必修選択 物理学の基礎分野である電磁気学を学ぶ。電磁気学とは 特別選抜者以外はプ

（専門３） ※ 電気と磁気を考える学問である。実際には電気的な空間や ログラムI・電磁気学

磁気的な空間を見ることができないので，この学問を理解す A，どちらかを選択。

ることは難しい。よって，目に見えない場（空間）をイメージ

すること，また式から場をイメージできるようになることが必要

となる。そこで本講座では大学の電磁気学の導入として，ベ

クトル演算と座標系，そして静電界の基礎の学習を通して，

場をイメージし理解することを目的としている。

数値計算A 必修選択 これまでの授業では扱わなかった以下の数値計算アルゴリ 数値計算A，電子情

（専門２） ※ ズムを紹介するとともに，Ｃ言語によるプログラミング実習を 報実験Ａのいずれか

行い，ポインタ・関数への配列渡し等を再確認する。 を選択。

連立方程式の解法，数値微分，数値積分，微分方程式

電子情報実験A 必修選択 大学で開講される基礎実験等をさきどりする。実験を行い， 数値計算A，電子情

（専門２） ※ レポートを提出してもらう。 報実験Ａのいずれか

変調・検波，ディジタルＩＣなど。 を選択。

機械システム特論 選択 機械力学，設計，製図等の専門内容を中心に，基礎から応 特にレベル設定はせ

（専門１・２） 用に至る広い範囲で専門知識を活用できるスキルを養成す ず，I～Aにわたる内容

る を用意。

電気理論I 選択 ・プログラマブルコントローラと論理回路実験装置を用いて，
（専門２・３） ※ ディジタルシーケンス制御の設計を学んでいく

・複雑な回路を接点解析法で解く。計算と演習

・通信トラフィック理論を題材にネットワーク工学の入門

・応用的な電子回路の設計と回路シミュレーション

建築計画A 選択 これまでの建築計画の授業では扱わなかった劇場，駐車場 建築計画を履修して
（専門１） ※ などさまざまな種類の建築の計画および西洋近代の建築史 いる者が望ましい。

の概論。

建築構造A 選択 これまでの建築構造の授業で詳しく扱うことができなかった 建築構造を履修して
（専門２） ※ 鉄筋コンクリート構造の設計手法および建築構造材料の性 いる者が望ましい。

質と品質管理。
難易度の目安としてIntermediateレベルとAdvancedレベルを講座名の末尾に略記してある。
※印は東工大特別選抜者に対しては必修であることを示す。
専門１・２または専門２・３は，進学先の学科等に応じて相応しいものを選択すること。

表３ 受講状況

所属 氏名 学東理国国日解数数衛線原有英英化 プ 電電数電機電建建

（５４名） 校工系語語本析理理星形子機語語学 ロ 磁磁値子械気築築

長大／①②史学 I A 授代物化 I A 実 グ 気気計情シ理計構

推特文 特入 業数理学 習 ラ 学学算報ス論画造

薦別系 講門 A I 学 I 英 ミ Ⅰ A A 実テ Ｉ A A

選 I A 入 語 ン 験ム

抜 門 Ａ グ A 特

I Ⅰ 論

応用化学 １ 理 ○ ○

応用化学 ２ 理 ○ ○ ○○○○

応用化学 ３ ○○理○ ○○○○○○ ○○○

応用化学 ４ ○ 理○ ○○○ ○○ ○ ○

応用化学 ５ 理 ○○○ ○○ ○

応用化学 ６ ○ 理 ○○○ ○ ○

応用化学 ７ ○○理○ ○○○○○○ ○○

応用化学 ８ ○ 理 ○○○ ○○ ○○○

応用化学 ９ ○ 理 ○○○ ○○ ○ ○

応用化学 １０ ○ 理○ ○○○○○○ ○ ○



応用化学 １１ 理 ○○ ○○

応用化学 １２ ○ 理○ ○○○ ○○ ○ ○

情報ｼｽﾃﾑ １３ ○○理○ ○○○○○○ ○ ○○○

情報ｼｽﾃﾑ １４ ○ 理 ○ ○ ○ ○○

情報ｼｽﾃﾑ １５ ○ 理 ○ ○ ○ ○ ○○

情報ｼｽﾃﾑ １６ ○ 理 ○ ○ ○ ○

情報ｼｽﾃﾑ １７ 理 ○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ １８ ○ 理 ○○ ○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ １９ ○○理○ ○○○○○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２０ 理 ○○○ ○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２１ ○○理○ ○○○○○○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２２ ○ 理 ○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２３ ○ 理 ○○ ○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２４ ○○理○ ○○○○○○ ○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２５ ○ 理 ○○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２６ ○ 理 ○ ○○○ ○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２７ ○○理○ ○○○○○○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２８ ○ 理 ○○ ○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ２９ ○ 理 ○○○ ○○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ３０ 理○ ○○○○○○ ○○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ３１ ○ 理○ ○○○○○○ ○○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ３２ ○○理○ ○○○○○○ ○ ○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ３３ ○ 理 ○○○ ○○ ○○ ○

機械ｼｽﾃﾑ ３４ ○ 理 ○○○ ○○ ○○ ○

電気電子 ３５ ○ 理 ○○○ ○ ○

電気電子 ３６ ○ 理 ○ ○ ○ ○ ○

電気電子 ３７ ○ 理 ○ ○ ○ ○

電気電子 ３８ ○ 理 ○ ○ ○

電気電子 ３９ ○ 理 ○ ○ ○ ○

電気電子 ４０ ○ 理 ○ ○ ○ ○ ○

電気電子 ４１ ○ 理 ○ ○ ○

電気電子 ４２ ○ 理 ○ ○ ○ ○

電気電子 ４３ ○ 理 ○ ○○ ○ ○

電気電子 ４４ ○ 理 ○ ○○ ○ ○

電気電子 ４５ ○ 理 ○ ○ ○

電気電子 ４６ ○ 理 ○ ○ ○ ○

電気電子 ４７ ○○理○ ○○○○○○ ○○ ○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ４８ 理 ○ ○ ○ ○○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ４９ ○ 理 ○○○ ○ ○ ○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ５０ 理 ○○ ○ ○ ○○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ５１ 理 ○ ○○ ○○ ○○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ５２ ○ 理 ○ ○○ ○○ ○○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ５３ ○○理○ ○○○○○ ○○○○

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ ５４ ○○理○ ○○○○○○ ○○ ○○



２ 本文【３内容（２）実施内容⑤調査・追跡】に関する資料

表４ 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

３ 本文【４実施の効果とその評価①第２学年の「数学さきがけ」（ウ）教員用アンケート】

の記述式アンケート結果

（ⅰ）研究第４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・第２・第３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。
・生徒の興味を引くために有効と考えます。

【「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)】
・例年より希望者が多かった一方で，欠席者も多かった印象です。希望を尋ねる際にも



う少し慎重に考えるよう，指導が必要かもしれません。
【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。】

・平成２２年度以降のことを考える必要がある。

（ⅱ）研究第５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・第３・第４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
・生徒によって興味の有無があるので，分けて実施してよかった。

・一律に受講させるのではない点が適当であると思う。
【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
・２時間連続で演習というのは生徒にとって大変だったと思う（集中力的に）が，休み

時間に解けなかった問について話し合っている生徒もいたので特に悪くないと思う。
【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】

・本校の特徴が生かせるので大変良い。
・理論を数学で学習し，それにつながる実践を専門の方で続けて学習するというスタイ

ルは，「わかる」力そして，「いどむ」力への育成となっていると感じた。
・５年で完成形になったと思う。
・この内容は専門の立場からも有用性をアピールしやすいので効果的だと思う。
・普段の授業と異なった新鮮な気持ちで受けられてよいのではないかと思う。

【「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）】
・今年は新たな担当の実践が実現し，有意義だったと思う。
・２回目（ＰＣ授業）の実施教室の案内が徹底できず，迷っている生徒がいた。

・どの内容がポイントとなるのか強調できなかったため，生徒の理解度が低くなってしま
ったと思う。また，生徒に考えさせ「いどむ」ということをもっとさせれば良かった。

・昨年より生徒は熱心だったように感じた。事前準備は昨年までに蓄積した資料がある
ので負担はない。今年で終わるのが残念です。

【「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）】
・例年とかわらず「数列」は苦労していたが，昨年より出席状況，やる気が良好でとて

も良く取り組んでいた。
【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？】
・例年通り「三相交流」でよい。

【その他，ご意見がありましたらお書き下さい。】
・来年も実施できるとよい。

（ⅲ）研究第５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・第３・第４年次と同様に，コメント式のアンケートを実

施する予定であったが，新型インフルエンザによる学年閉鎖で冬季休業中に「数学

さきがけ」のみを実践し，「数学ⅡＢ演習」を実施できなかったので，アンケート

は行えなかった。

４ 本文【４実施の効果とその評価②第３学年の「数学さきがけ」（ウ）教員用アンケート】

の記述式アンケート結果

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。ただ

し，（ ）内は担当クラスを表し，「数学さきがけ」を担当した横浜市立高等学校教



員・本校教員の区別はそれぞれ「さきがけ横浜」「さきがけ本校」で表記してある。

【「数学さきがけ」と「演習」４コースの分け方について】

・良い・適切（さきがけ横浜，さきがけ本校，演習Ｘ，演習Ｙ，演習Ｚ，演習基礎）
・３年生のこの時期は生徒それぞれの学習に対する目的や学習レベルも違うので，今の

分け方は良い（さきがけ横浜）
・推薦やＡＯで早期に進路が内定する生徒が数多く出るため，多様な生徒に対応するに

はこの分け方が適している（さきがけ本校）
・受講者数にばらつきがあり，人数の多かったコースの先生は大変だと思う（演習基礎）

【コース毎の授業実施に伴い，苦労されたことについて】
・物理など他の教科の学習に苦労した（さきがけ横浜）

・大教室が少なく，年度途中からの使用が難しかった（演習Ｙ）
・毎回のプリントを提出させ，添削したこと（演習Ｚ）
・昨年を参考に出来たので良かった。仕方のないことだが，時数が少なく，やや，かけ

足になってしまった（演習基礎）

【コース毎の授業を実施した上での問題点について】
・学力が選んだコースに見合わない生徒がいる（演習Ｘ）
・受験の基礎が出来ていない生徒が多い（演習Ｚ）

【コース毎の授業における生徒の様子について】

・ほとんどの生徒が意欲的に取り組んでいた。一部，さきがけコースを選んで失敗だっ
たのではないかという，いつも寝ている生徒がいた。（さきがけ横浜）

・それなりにまじめに取り組んでいました（さきがけ本校）
・特殊な問題に興味を持つ生徒と，わけがわからずやる気のない生徒がいた（演習Ｘ）

・演習の時間は静かに解いていた（演習Ｙ）
・欠席の多い生徒がいる（演習Ｚ）
・後がないという感じで，けっこうがんばりをみせてくれた（演習基礎）

【来年に向けての改善点について】

・ＳＳＨ研究開発の期間が今年度で終了するため，来年度も実施できるか課題（テキス
ト配布は有償にする？）がありそうです（さきがけ本校）

・Ｘは扱う内容がとてもとてもとても難しいので，一生懸命努力する生徒のみ受講する
ように説明した方がよいと思う（演習Ｘ）

・問題の精選（演習Ｙ）
・ＳＳＨが終了しても続けたい（演習Ｚ）
・数Ⅲ第４クールに演習ができると，成績上位者も下位者もよいので，続けていきたい

（演習基礎）

【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。】
・関わらせていただき，貴重な体験をすることができた（さきがけ横浜）



５ 本文【４実施の効果とその評価④第３学年の「３学期さきがけ」（イ）生徒用アンケー

トの結果】に関する資料

表５ 設問ア：「授業の内容が理解できたか」について

有効人数 評価と人数分布 平均
５ ４ ３ ２ １

国語① １５ ０ ７ ５ ３ ０ 3.27
国語② ２ ２ ０ ０ ０ ０ 5.00
日本史 ０ ０ ０ ０ ０ ０
解 析 ２８ ４ １１ １０ ３ ０ 3.57
数理Ｉ ４９ １２ ２３ １１ ２ １ 3.88
数理Ａ ３１ ５ １２ ７ ６ １ 3.45
衛 星 １３ ０ ０ ３ ５ ５ 1.85
代 数 ４９ ３ １８ ２２ ５ １ 3.35
原子物 ２８ ４ １４ ５ ５ ０ 3.61
有機化 １ １ ０ ０ ０ ０ 5.00
英語Ｉ ３１ ９ ８ １２ ２ ０ 3.77
英語Ａ ２９ ６ ８ １１ ２ ２ 3.48
化学英 ９ ５ ３ １ ０ ０ 4.44
プログ ９ ４ ２ ３ ０ ０ 4.11
電磁Ｉ ２ １ ０ １ ０ ０ 4.00
電磁Ａ ３ １ ２ ０ ０ ０ 4.33
数 値 ０ ０ ０ ０ ０ ０
電情実 １ ０ １ ０ ０ ０ 4.00
機 械 １３ ７ ５ ０ １ ０ 4.38
電 気 ６ ３ ３ ０ ０ ０ 4.50
建計画 ６ ４ ２ ０ ０ ０ 4.67
建構造 ５ ３ ２ ０ ０ ０ 4.60

表６ 設問イ：「内容見に興味・関心が持てたか」について

有効人数 評価と人数分布 平均
５ ４ ３ ２ １

国語① １５ ２ ４ ３ ６ ０ 3.13
国語② ２ ２ ０ ０ ０ ０ 5.00
日本史 ０ ０ ０ ０ ０ ０
解 析 ２８ ３ １４ １１ ０ ０ 3.71
数理Ｉ ４９ １２ １６ １６ ４ １ 3.69
数理Ａ ３１ １１ １３ ６ ０ １ 4.06
衛 星 １３ ２ ５ ３ ２ １ 3.38
代 数 ４９ １ １６ ２４ ８ ０ 3.20
原子物 ２８ ８ ６ １３ １ ０ 3.75
有機化 １ １ ０ ０ ０ ０ 5.00
英語Ｉ ３１ ７ １２ １１ ０ １ 3.77
英語Ａ ２９ ８ ８ １１ １ １ 3.72
化学英 ９ ６ ２ １ ０ ０ 4.56
プログ ９ ６ １ ２ ０ ０ 4.44
電磁Ｉ ２ １ ０ １ ０ ０ 4.00
電磁Ａ ３ ０ ３ ０ ０ ０ 4.00
数 値 ０ ０ ０ ０ ０ ０
電情実 １ ０ １ ０ ０ ０ 4.00
機 械 １３ １０ ３ ０ ０ ０ 4.77
電 気 ６ ３ ２ １ ０ ０ 4.33
建計画 ６ ４ ２ ０ ０ ０ 4.67
建構造 ５ ３ ２ ０ ０ ０ 4.66



表７ 設問ウ：「大学での学習に役立つと思うか」について

有効人数 評価と人数分布 平均

５ ４ ３ ２ １
国語① １５ １ ３ ５ ６ ０ 2.93
国語② ２ ２ ０ ０ ０ ０ 5.00
日本史 ０ ０ ０ ０ ０ ０
解 析 ２８ １２ １５ １ ０ ０ 4.39
数理Ｉ ４９ ２５ １６ ７ １ ０ 4.33
数理Ａ ３１ ２０ ７ ４ ０ ０ 4.52
衛 星 １３ ３ １ ４ ４ １ 3.08
代 数 ４９ １９ ２０ ９ １ ０ 4.16
原子物 ２８ ７ １５ ３ ２ １ 3.89
有機化 １ ０ １ ０ ０ ０ 4.00
英語Ｉ ３１ ５ １３ ９ ２ ２ 3.55
英語Ａ ２９ ７ ８ １１ ２ １ 3.62
化学英 ９ ６ ２ １ ０ ０ 4.56
プログ ９ ４ ０ ４ １ ０ 4.33
電磁Ｉ ２ １ ０ １ ０ ０ 4.00
電磁Ａ ３ １ ２ ０ ０ ０ 4.33
数 値 ０ ０ ０ ０ ０ ０
電情実 １ ０ １ ０ ０ ０ 4.00
機 械 １３ ７ ４ ２ ０ ０ 4.38
電 気 ６ ３ ２ １ ０ ０ 4.33
建計画 ６ ５ １ ０ ０ ０ 4.83
建構造 ５ ４ １ ０ ０ ０ 4.80

６ 本文【４実施の効果とその評価⑥ＳＳＨ成果報告会「数学さきがけ」公開授業アンケ

ートの結果】における記述式回答の内容

＝ご所属をお書き下さい。（ご兼任の場合は主務の方をご記入下さい）＝

・県立工業高等学校 ・堺市立堺高等学校 ・千葉大学 ・東海大高輪台
・東京都立科学技術高等学校 ・徳島県立総合教育センター指導主事
・長野県立長野工業高等学校 ・白鴎大学足利高校
・横浜市教育委員会高等学校教育課 ・記述無し…３名 （五十音順）

＝本日の「数学さきがけ」公開授業についてお尋ね致します＝

【この授業は，まず，数学的な視点から，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

習を行い，続いて，工学的な視点から，「三相交流」について講義を行う，という構成でし
たが，この授業構成はいかがでしたか。】

・うまく構成されていたと思います。
・数学→工学という流れは，われわれが生活している社会の中で数学が活かされているこ

とを実感するのに良いと思います。
・数学（複素数）を工学分野でどのように道具として使うかという目標が的確でわかりや

すかった。演習のタイミングも適切。生徒の活動はいつもこの程度でしょうか？
・「自己インダクタンス」Ｌのコイルに交流電流Ｉを流すと電圧はＶ＝ωＬＩ０cosωｔと

なる。← これは後で工業や物理で習うというお話しでしたが，これに疑問を持つ生徒
はいないのでしょうか。問題を解くことはできるようになるとは思いますが…

・初めて経験した授業でしたが，良いと思います。
・複素数の計算から，位相差のある電圧・電流の計算へ導く過程は，とてもわかりやすく，



三相交流についてもよく理解できたのではないか。
・生徒にとって理解し易く，数学の有用性も実感できる授業構成となっていたと思います。

・良かったと思います
・大変興味深く参観させてもらいました。数学的な「複素平面」の授業を，工学的な「三

相交流」というものへと，現象へと拡める授業は大変におもしろい試みと思います
・生徒の興味関心を高め，授業に変化をつける意味から，大変すぐれた取り組みだと思う。

物理や電気（専門）がいかに数学にささえられているかを生徒が実感できる。
・数学の抽象的概念を理解するために，このような活用例を挙げることは，とてもよいと

思った。
・最初に数学的理論，次に工業的応用，最後の数学的なまとめと続き大変すばらしいと思

います。

【前者は数学科の教員が，後者は科学・技術科(ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・ｴﾈﾙｷﾞｰ・通信分野)の教員が，そ

れぞれ担当しましたが，このﾃｨｰﾑ･ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ形式はいかがでしたか。】

・コンビネーションもよかったです。
・科学・技術科の先生が後半で話をすることで，授業がうまくまとまったように感じまし

た。人件費が許すのであれば非常に良いかと・・・
・教科間の連携にも有効。生徒の視点の変化（副読本からスライドへ）もあって集中力の

維持にもよかったのでは。

・数学と工業，数学と理科の関係を教えていくには良い方法だと思います。高大連携から
考えてもこの順番だと思いますがキャリア教育の視点から考えれば逆も有りだと思いま
す。（※）

・より専門的なことを学べるので良いと思う。

・交流電圧の原理はプレゼンを用いて理解しやすく説明ができており，とても参考になり
ました。

・学習内容の関連について注意し，各授業担当が相談しながら授業を実施していますが，
ＴＴ形式は新鮮でした。

・良かったと思います
・５０分という時間の中では時間不足を感じます。（公開授業ということで仕方ないかも

しれませんが…）７０分授業か，２時間（５０分×２）にわたる形で実施すればよても
良い形式だと思います。

・効果があると思われる。
・どっちがメインなのかをはっきりさせた方がよいかもしれません。
・それぞれの教員が専門性を生かして生徒を指導できる点で効果的であると思います。

＝本日，教材として使用した副読本「数学さきがけ」についてお尋ね致します＝
（恐れ入りますが，教材をご覧頂きながらご回答下さい）

【この教材は，目次の前の頁に示されているように，各章がそれぞれ「数学的な内容（※印
のある部分）」から「応用的な内容（※印の無い部分）」へと展開するように構成してあり

ますが，この構成についてはいかがでしょうか。】

・これも文句なしです。

・数学が実用的であることがよくわかると思いました。私ももっと勉強したいと思います！
・工業の科目の指導の中で，数学的な内容をどのように，どこから，どこまで取り扱うか

まようところが体系的にまとめられていてわかりやすい。
・（上の※と同じ）

・基礎 → 発展の流れがわかるので良いと思う。
・大学で学ぶ基本的な内容が順序よく配列されており，これらを理解して大学へ進めば，

スムーズに授業に入りこめると思うが，はたして，これだけの内容をどこまで理解をし
ているのだろうか。

・数学の応用が各々の内容と関連付けられていて効果的である。「高校の数学がどのよう
に使われているか」の解となる

・良いと思います
・あまりのレベルの高さに驚かされています。実際に大学では当然に求められるレベルで



あり，これをこのような形で生徒に示すことは有効なことと思います。ただし，普通の
学校ではこれだけの内容の教材を準備できないだろとは感じました。

・よい
・理論と応用は互いに他を補うものであり，大変良いものと思います。

【この教材の第９章以降（第１３章の一部を除く）の内容は，現行の学習指導要領では扱われて
いない内容が多く含まれておりますが，本校では推薦やＡＯ等で早期に進路の決まった生徒を
対象に，第３学年３学期に「３学期さきがけ講座」として学ぶ機会を与えています。理工系大
学への高大接続教育という視点からご覧になった場合，この取り組みはいかがでしょうか。】

・かなり先進的で，工学系への進学には助けになると思います。

・大学の先取りという意味では，進学後に余裕をもてると思います。（メリットもデメリッ
トもある）高校の内容と大学の内容のつながりがあるという点では非常に良いと思います。

・大変良いと思う。（必要）
・他の高校でも課題となっている内容だと思います。確かにこのような内容を３年３学期

に取り組むことはすばらしいと思います。
・進路が決まった生徒に次の目標を持たせるのに，とても良いと思う。
・上記にも記述したように，大学進学後，とてもスムーズに接続できるものと思う。３年

の１・２月で実際にどこまで学習できるものなのでしょうか。
・発展的な内容を扱うことも必要であると考えます。

・良いと思います
・３年生の３学期に進路の決まった生徒は，気が抜けてしまう時期であり，この時期をよ

り有効に使うという意味ではよい取り組みと思います。
・大学にとっても，よい方法ではないかと思う。

・大学の内容を３学期に教えることは，生徒の動機付けにもつながると思います。

＝「数学さきがけ」を通して育成したい力についてお尋ね致します＝

【この授業では「未知の課題に積極的に挑む力を強化するために，数学の活用のしかたを学ばせ

る事を通して，数学そのものの理解も深めさせ，習熟度を高める。」という指導目標を掲げて
授業を行っておりますが，このような授業の取り組みによって，数学の活用のしかたを学ばせ
る事を通して，未知の課題に積極的に挑む力が強化されることが期待されますでしょうか。】

・数学の本質的な考え方よりは，数学の活用面での力を自主的につけるのに役立ちそうです。
・「未知の課題に挑む力」が強化されたかはわかりません。しかし生徒は数学を工学に活

用する方法を身につけることができると思います。

・常に専門教科，実学との関連を意識することが，実生活や専門教科での課題解決に向け
て有効であると思う

・すばらしい取組だと思います。普通科高校では決して行うことができない授業だと思います。
・期待できると思います。

・数学が単なる理論だけでなく，科学技術に密接につながっていることを理解させる上で
も大切なことであると思うし，数学力なくして高等教育（物理・電気・電子 etc）につ
いていけない

・期待してもよいと考えます。未知の課題に挑んで欲しいと思います。

・期待されると思います
・理論的な内容としてしか扱われない数学を工業的な現実，現象のものにとらえ直して接

続していくことはとても大事なことと思います。知識の切り売りのような受験勉強をし
ている現実社会において今後求められる必要があることと思います。

・生徒の取り組む姿勢に左右されることになるのではないか。
・数学的なものの見方や基礎ができてはじめて未知の課題にもいどめると思います。

＝その他，ご意見・ご感想等がございましたら，ご記述をお願い致します。＝

・大変魅力的で分かりやすい授業でした。
・工業の専門の授業とさきがけ数学がうまくリンクするカリキュラムができたらすごいと

思いました。数学で学んで，工業の授業でもすぐに応用できるといいと思います。
・生徒は数学で習った三角，工業で習った三角が別なもので，頭の中で区別していなければよ

いのですが…私自身も工業科に務めたことがありますが，その時は別々に覚えていました。



・数学さきがけ副読本の内容は，非常にわかりやすい内容でした。
・小佐野先生の発表を聞いて，仮説から始まり，さまざまな研究を通してＳＳＨの授業を

展開しさらにアンケートを取り，データを蓄積され，次へつながるよう，工夫されてい
ることに，感心しました。

・生徒によっては，高校と大学の学習内容に戸惑うことも多いと思われるので，余裕のあ
る生徒にこのような取り組みは効果的で挑む力の育成につながると思われる

・大変参考になりました。ありがとうございます。
・ご苦労さまでした。大変によい勉強をさせてもらいました。私は普通科目（数学）の教師で

はありますが，今の知識を理解するだけの数学の授業のあり方を考え直させられました。
・本日はありがとうございました。いろいろとまた教えていただきたいと思います。



Ⅷ 成果普及促進委員会の報告に関する資料

１ ＳＳＨ研究開発成果発表会アンケートにおける記述式の回答

（１）ＳＳＨ研究開発成果発表会アンケート結果（回答数２６）

3．どのような点に興味を持たれていましたか。
・自ら課題を発見し、解決していく力を身につけるための教育内容、指導方法の工夫について(科

技入門)

・工業高校として取り組むべき高大接続の在り方について、ご教授いただきたく参加しました(さ

きがけ)

・国際性をどのように教育の中で生かしているのか(国際性)。ＳＳＨの研究成果、授業内容はどの

ようなものなのか(さきがけ)

・国内外とのコミュニケーション力をどのような形で育むか(国際性)

・どのような授業内容がなされているか。また、それらをどのように工業的な内容と連携していく

のか。生徒は「さきがけ」の授業をどのようにとらえているのか(さきがけ)

・先進的な工業教育の方法について(科技入門、さきがけ)

・数学や理科と科学技術的事象を結びつけたどのような学習を展開しているのか(科技入門、さき

がけ)

・発想を求めて問を立て、課題解決していくための方法論、生徒自身からの質疑をどう促進しコミ

ュニケーションをどう活発化するのかという点(科技入門、国際性)

・科学技術を専攻している学生が、どのような国際的経験をし、何を感じ学んでこれるのか、興味

がありました。国際社会で活躍できるために、どのような経験のさせ方が良いのかに興味があり

ます(1 つ目の裏返しみたいですが･･･)(全部)

・東工大附属科学技術高校のＳＳＨのとりくみ全てです(全部)

・さきがけ教育の評価方法について(さきがけ)

・教育課程と大学との連携プログラム(科技入門)

・工業は実社会に直接つながる教育が多いので、どのような授業展開をされているか、興味深く思

っていました(科技入門、国際性)

・数学と工業科目の関係(さきがけ)

・生徒個々が積極的に楽しそうに実験に取り組んでいる点(科技入門)

・考えさせる(全部)

・３年間を通して、どのように授業の中に取り組んでいくかに興味を持ちました(科技入門、さき

がけ)

・国際性育成では英語圏ではない国と交流することが、コミュニケーションツールとしての英語が

身につくのではないか、という話が興味深かった(科技入門、国際性)

・(国際育成)について、授業の中 or 特別活動の中で、どのような展開がされているか。また、成果

について知りたかった(全部)

・「さきがけ」という言葉を高大連携の中で、大学入学前というとらえ方をしている点。キャリア

教育の視点から考えると、１学年において、これから３年間高校で勉強する前と言う考え方で参

加したが、違っていた(さきがけ)

6．参加した分科会において，研究活動・教育実践について，ご意見・ご助言があり

ましたらお書き下さい。

科学技術研究入門
・自分で課題を見つけること、その解決方法を発見することがなかなか出来ないという実態の中で、

指導方法などの工夫をすることは大変です。今後もぜひ積極的に取り組まれることを期待してい

ます

・Ａ班の公開授業を参観しました。最後の７班だったと思いますが、発表が一番苦手そうな生徒で

したが、発表者の中で唯一ライントレーサーを動かせたところに東工大科技高の底力を見せつけ

られました

・公開授業の時間の中で生徒のまとめ・発表があればよい。とてもすばらしい内容で、大変参考に

なりました

国際性育成研究会
・タイの交換プログラムでは、タイの留学生を連れてくるのは最も意思疎通ができるとは思うので



すが、やはり国際化社会となっている中で、共通語は“英語”だと思いました

・タイの交換研修は本校も毎年行っております(3週間)。その経験から期間はもっと延ばした方が

良いと思います。人数も予算の制限もありますが、増やして経験者を一定の層としていくことが

望ましいと思います。授業・分科会について、体験1例、その他VTR(例スポーツ)を示すと良いか

と思いました

さきがけ教育研究会
・座学(普通授業？)は当校におかれてはあのような形なのかなと思いますが、生徒の活動の場面が

少ないように思いました。生徒の理解度が高いため進度を上げて授業展開できると思うので、活

動をもっととり込んでもいいのではと思います

・私もいろいろ勉強になりました。ありがとうございます

・授業を見させていただきありがとうございました。生徒の発言など、生徒の活動の場が見られれ

ばよかったと思います。生徒のノートがルーズリーフが多いのに驚きました。

・教員の熱意と授業を受けている生徒の温度差があるように見えた。生徒の作業量が少ないことも

影響している可能性もあるのではないか

7．どのような点に関心を持たれましたか。

科学技術研究入門
・科学的な考え方を育成するための具体的な手法と考え方

・「テーマ」の導入、実験への取り組み方など、生徒が主体的になるよう工夫されていたこと。わ

かっている事を確認するのではなく、実験を通して何がわかったのかを考えさせる内容がとても

新鮮に感じました

・３．①に同じ(発想を求めて問を立て、課題解決していくための方法論)

・生徒一人一人のプレゼンテーション能力の高さに驚きました

・木炭電池作成の公開授業を見学させていただきましたが、生徒が喜々として実験に取り組んでい

る様子に感心しました

国際性育成研究会
・きちんと総括して評価しながら進めようとしているところです

・展開方法、内容・費用と教育効果、(教員の労力)

さきがけ教育研究会
・副読本づくり、教科横断的な TT などを実現されたエネルギーに敬意を表したいと思います

・数学と電流とをどのように関連づけるか

・発展領域よりも高校領域をもっと学習しておいた方がよいという生徒の割合が若干高いことか

ら、高校領域を十分に指導することが必要だと感じました

・高大連携・接続教育について

・さきがけの内容をほぼすべて消化していることに、感心しました

・工業科のレベルの高さ、数学を基礎として専門学科がさらに学問を進めている点

8．「いどむ」力と「わかりあう」力の評価について，ご意見・ご助言がありましたら

お書き下さい。

・全体会で校長先生からお話しのあった、生徒自身がやりたい分野を理解して，そのための高等教

育機関を選択・チャレンジしている姿が、「いどむ」力の実質となっているのではないでしょう

か

・「課題研究」のプレゼンの様子を見ることができなかったので何とも言えませんが、「わかりあう」

ための表現力・相互理解の基本は、国語力という想いもあります。この部分が「コミュニケーシ

ョン能力」に大きく関係していると思うので、貴校の生徒さんのプレゼンをぜひ見てみたいと思

いました

・「わかりあう力」を評価する項目が、「いどむ力」に比べて 1/3 で、少ないのではないか

・パイオニア校である貴校を参考にすることが多々ありました。パイオニア校ならではの苦労があ

るにも関わらず、良くできた内容でした

・教育評価は表ではなく、図(グラフ)化してわかるようにして欲しい。(1)～(3)はゆっくり読まな

いと評価し難い

・設問項目は各校独自でかまわないと思いますが、「自己評価」との関連についてもお話しして頂



きたかった

9．発表会をご覧になり，本校の研究活動全般について，ご意見・ご助言がありまし

たらお書き下さい。

・これからもぜひ連携しながら、ともに取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします

・一人ひとりの生徒が自信を持って解説するようすに感銘を受けました。内容のレベルも高く、継

続性、発展性のあるテーマもあり、今後の研究もたのしみにしています

・公開授業・分科会ありがとうございました。本校の教育活動を少しでも生かしていきたいと考え

ます。生徒さんの懸命に説明する姿が印象的でした

・自分の研究への影響として、タイの学生の熱意に感化され、学ぶ姿勢が変わったという報告があ

りました。そのような体験ができたことはとても良かったと思います。今後もひきつづき交流が

もてるとよいですね

・生徒の対応が良くて、さらに授業に取り組んでいる姿勢について立派に語っていて素晴らしかっ

たです

・学校全体がSSHの取り組に対し徹底できていると感じました。非常に良かったと思います

・本校でも参考にさせていただきたいと思います

１０．その他，ご意見等ございましたら，お書き下さい。
・数学さきがけ教育の分科会に参加させていただきましたが、会の最後に東工大の先生がお話しさ

れていた内容に同感する部分がありました

・地方の工業高校の役割について新しい題材を頂いた気がします。現状は資金難、就職難、工業系

志望生徒数の減少と、大変厳しい環境にある理由ですが、何か新しい取り組みをしなければなら

ないと感じています

・体験をもとに次は発信していく力をつけていけるとよいと思いました。ありがとうございます

・本日はありがとうございました

・数学さきがけ(数理重点化用副読本)について、よくまとめられていると思いました。(「厚い」

という第一印象でしたが)。統計学的な(統計処理的な)内容、項目もあるとよいのではと思いま

した

・大変参考になりました。ありがとうございました

・先生方の取り組み・助言に対し、生徒が真剣に耳を傾けていて、素晴らしいと感じました

・大変勉強になりました

・今回は本校でも SSH に応募しようということで視察を兼ねて参加させて頂きました。とても参

考になりました。ありがとうございました

・課題研究の要旨集、報告書も展示して欲しかった。下江先生の報告はわかり易かった(手早さに

感心)

・本日は一日ありがとうございました

２ その他の成果普及について

（１）今年度の学校視察・学校訪問の一覧

表１ 平成２１年度 学校視察・学校訪問 一覧

件数 日 時 視察・訪問・見学者 等 概 要 等
１ H21.03.26(木) 福岡県立苅田工業高等学校 教育方針、各分野の特徴、卒業後の

13:30 ～ 15:00 情報技術科教諭 吉武 謙二 進路状況、施設・設備等の見学など

電気科教諭 中野 健一

２ H21.05.20(水) 徳島県立徳島科学技術高等学校 学校概要説明・SSH 概要説明、進路

14:00 ～ 総合科学類１学年担任 阿部 憲市 指導概要、教科指導・シラバス、資

総合科学類１学年担任 鎌谷 康弘 格取得など

総合科学類１学年副担任 濱口和弥

３ H21.07.09(木) 台湾科学教育高ｾﾝ計画訪問団 学校概要説明、SSH 概要説明、

14:00 ～ 張玉成(東海大学附属実験高級中学 ・SSH 計画と高ｾﾝ計画における科学

校長) 教育の成果発表



黄登ｾｲ(輔英科技大学講師)通訳 ・今後における相互の学校間交流に

陳偉ｺｳ(台北市立麗山高級中学校長) ついて

蔡英士(国立鳳新高級中学校長)

他 5 名 計 9 名

４ H21.07.31(金) 長野県立長野工業高等学校 先進的な教育課程の内容

9:00 ～ 11:00 数学科教諭 小嶋 千教 施設見学

情報技術科教諭 上野 敏

５ H21.10.05(月) Danske Science Gymnasier 学校概要説明、SSH 概要説明、

10:00 ～ Carl P.Knudsen (chairman) 施設見学

Mogens Enevoldsen, Steen Hoffmann,
Mads Peter Villadsen, Keld Nielsen,
Bent Lindblad(ﾃﾞﾝﾏｰｸ大使館参事官)

６ H22.01.14(木) 「理数教科書に関する国際比較シンポ 本校の目指す教育、具体的なカリ

10:00 ～ 11:30 ジウム」参加者 キュラムの特徴および科学技術教育

金 京澤(上海教育委員会教学研究 の状況の説明

室副研究員) 授業参観および科学技術教育の推

孔 泳泰(韓国晋州教育大学教授) 進に関わる資料および情報の提供

松原 静郎(桐蔭横浜大学スポーツ

健康政策学部教授)

鳩貝 太郎(国立教育政策研究所基

礎研究部総括研究官)

７ H22.01.28(木) 大阪府立三島高等学校 ICT 研究の実際（ICT 活用授業)と

14:00 ～ 17:00 教諭 金田 修治 教員の ICT 活用能力向上のための取

り組みについて

８ H22.02.18(木) 新潟県立教育センター 教育課程の特徴について

10:00 ～ 12:00 指導主事 堀内 義博 施設・設備について

指導主事 須戸 修 資格・検定について

進路状況について

（２）各種大会等の賞・記録について

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 電子と遊ぶアイデアコン 神奈川工科大学 第１位 2009.08.05

瀬戸匠，大橋穣 テスト

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 平成２１年度スーパーサ 文部科学省， ポスターセッショ 2009.08.06

中村圭亨・花江才門 イエンスハイスクール生 ＪＳＴ ン「パラシュート ～08.07

原田流邦・舟木祥太 徒研究発表会 による缶サットの

松村玲央・山岸 隼 落下制御」

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 缶サット甲子園2009 2009.08.19

中村圭亨・花江才門 能代宇宙広場 ～08.22

原田流邦・舟木祥太

松村玲央・山岸 隼

応用化学分野３年 全国高校化学グランプリ 日本化学会 金賞 2009.08.23

山口航太郎

機械ｼｽﾃﾑ分野２年 第 6 回 WRO Japan 決勝大 WRO JAPAN 2009.08.23

瀬戸匠，大橋穣 会

応用化学分野３年 全国高校化学グランプリ 日本化学会 関東支部長賞 2009.09.15

山口航太郎

土屋寛太郎

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 全国物理コンテスト 物理チャレンジ・オリンピッ 銀賞 2009.08

山本 一彰 チャレンジ2009 ク日本委員会



機械ｼｽﾃﾑ分野３年 日経エデュケーション 優秀賞 2009.09

金子 妹夏 チャレンジ2009

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 THE 7th RITS SUPER 立命館高等学校 Cansat Accident 2009.10.31

Reo Matsumura, SCIENCE FAIR 2009 Report -Control ～11.03

Yoshiaki Nakamura, of a CANSAT with

Simon Hanae Parachute

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 平成21年度スーパーサイ ＳＳＨ東京都指 「自作自動車のバネ 2009.12.20

小川慶太・西須健人 エンスハイスクール東京 定校共催 定数と乗り心地の関

宮澤 仁・山本一彰 都指定校合同発表会 係及び回生ブレーキ

機構の導入」

応用化学分野３年 第12回化学工学会 化学工学会 ｢光触媒性酸化ﾁﾀﾝ 2010.03.06

吉岡拓真・山口航太郎 学生発表会（東京大会） 薄膜の作製と評価｣

近森寛樹・土屋寛太郎 「銀廃液を用いた銀ﾅﾉ

粒子調製法の検討」

応用化学分野３年 第27回化学クラブ 日本化学会 ｢ポリ乳酸の合成｣ 2010.03.14

江森皓亮・杉浦宏介 研究発表会 関東支部 ｢二成分系コレステ

野口修史・平野義宏 リック液晶の合成｣
・平野井 陽

Tech-IS ロボカップジュニアジャ ロボカップ日本 優勝 2010.03.14

機械ｼｽﾃﾑ分野２年 パン東東京ノード大会 委員会

瀬戸匠， サッカーチャレンジ部門

１Ａ 礒田颯

Tech-IS ロボカップジュニアジャ ロボカップ日本 プレゼンテーショ 2010.03.14

機械ｼｽﾃﾑ分野２年 パン東東京ノード大会 委員会 ン優秀賞

瀬戸匠， サッカーチャレンジ部門

１Ａ 礒田颯

純 ロボカップジュニアジャ ロボカップ日本 第３位 2010.03.14

機械ｼｽﾃﾑ分野２年 パン東東京ノード大会 委員会

大橋穣， サッカーチャレンジ部門

情報ｼｽﾃﾑ分野２年

川上大樹，向江将吾

１Ａ 伊藤慧

(3C)花江才門・(2B)鈴木 2009ロケットガール/ボー 秋田大学主催 2010.03.20

涼太・羽生凌太・保坂謙 イ養成講座 東京工業大学・ ～03.22

史郎・(2C)本多寿矢・横 和歌山大学共催

山慎弥・(1A)植松千春・

小嶋陸大・(1C)石橋榮稔

・菊谷侑平・中山芽依・(1

E)植松駿・嶋田圭吾・

善住大輔

2009ロケットガール/ 日本天文学会第12回ジュ 日本天文学会 「ハイブリッドロ 2010.03.24

ボーイ養成講座・ ニアセッション ケットの製作」 ～03.27

東京チーム

(メンバーは上と同じ)

応用化学分野３年 ジュニア農芸化学会 日本農芸化学会 ｢特定波長のLEDを 2010.03.29

佐川 将平 用いた白ヒエの土

壌修復能力の向上｣

井上琴美・関根 翠 ｢藻類を用いた炭化

水素の合成」

表３ 部活動等に関する賞・記録

参加クラブ名 ・ 大会名 主催者 賞・順位・記録 受賞した日等
競技者名

陸上部 第62回東京都高等学校 東京都高体連 2009.04.25
2A 西塚成章 陸上競技対校選手権大 800ｍ 4位入賞
3C 中村圭亨 会第1支部予選会 走高跳 4位入賞
3A 江森皓亮 棒高跳 3位入賞

西塚(2A)・中村(3C) 4×400Ｒ 4位入賞



渡邊(2A)・大島(3C)
柔道部 インターハイ東京都第二 東京都高体連 都大会出場 2009.05.18

3A 藤崎元晴 支部予選大会（個人）
3B 山下貴大 －60kg級

柔道部 昇段審査会 2段合格 2009.06.22
3A 藤崎元晴
3B 山下貴大
3C 金子妹夏
3E 志村武紀

陸上部 高体連第一支部学年別 2009.06.27
2A 西塚成章 選手権大会兼東京都１年 800ｍ 2位入賞
1A 稲葉 豪 生大会予選会 100ｍ 5位入賞

陸上部 高体連第一支部学年別 東京陸上競技協会 2009.06.28
1A 稲葉 豪 選手権大会兼東京都１年 200ｍ 7位入賞

西塚(2A)・河原(2E) 生大会予選会 共通４×400m
秋山(2A)・渡辺(2A) ﾘﾚｰ 6位入賞
陸上部 第61回東京都新人大会 東京都高体連 2009.09.28
1A 稲葉 豪 200m 準決勝進出
2A 西塚成章 東京都ジュニア選
1A 稲葉 豪 抜強化合宿

陸上部 東京リレー2009フェスティ 一般・高校男子 2009.11.02
川端(2B)・渡邊(2A) バル ４×100mRにて
小川(2E)・稲葉(1A) 決勝ラウンド進出

6位入賞
柔道部 東京都第二支部新人大 2009.11.24

2C 藤原秀太 会 団体 初心者グル
2B 西松大輝 ープ20校）第3位
2A 江川世輝 個人
2C 関口 貢太 60㎏級 第5位
2C 藤原秀太 66㎏級 第5位
2E 木村 敏人 90㎏級 第5位

柔道部 全国高等学校柔道選手 東京都高体連 2010.01.18
西松(2B)・山下(2B)・ 権大会の東京都第二支 団体戦都大会出場
藤原(2C)・関口(2C)・ 部予選会
大野(2C)・木村(2E)
２C 関口(60kg級)１C
吉川(52㎏級) 個人戦都大会進出

陸上部 第３０回東京都第１支部 ６位入賞 2010.01.18
新人駅伝競争大会

陸上部 第２回お台場駅伝大会 一般男子の部優勝 2010.01.31
昨年に続き2連覇

1E 山田拓海 区間賞
陸上部 第６０回 全関東八王子駅 41位／442チーム 2010.02.07

伝大会

（３）ニューズレターで紹介したＳＳＨ関連のトピック

ニューズレター Vol.6 No.3 (2009/6)

国立龍潭高級農工職業学校からの訪問

６月１６日（火）台湾より国立龍潭高級農工職業学校の先生方３名，生
徒さん３４名が本校を訪問されました。当初は６月初旬に予定されていま
したが，世界的な流行となったＨ１Ｎ１インフルエンザの影響で２週間ほど

延期されました。
市村校長，門馬副校長の歓迎の挨拶，互いの紹介の後，１年Ｄ組の生

徒の「英語Ⅰ」の時間に交流を行いました。台湾の生徒さんとグループを
作り自己紹介を行った後に，お互いの高校生活について英語で話し合い

を行いました。授業開始直前は双方が緊張していましたが，英語が聞き
取れない時は漢字を使って意思疎通を行うなどして次第にうち解けた様子でした。１時間では短いというの
が生徒達の感想でした。授業終了後は「応用化学」「情報」「電気・電子」の教室を訪れ，授業の様子を見学
してもらいました。台湾の生徒さんからは専門科目の内容について質問も出ていました。



最後に台湾の生徒さん達から今回の訪問受け入れのお礼として日本語の「涙そうそう」の歌のプレゼント
がありました。外国語である日本語の歌詞を全員が暗記し，自分たちで吹き込んできたピアノの伴奏に合わ

せて歌ってくれたのはとても感動的でした。

（研究部 井口実千代）

「人と技術」特別講義が行われました

本校では，科学技術の先端を走る新進気鋭の先生方に，１年生を対象
とした特別講義をお願いしております。東京工業大学の附属高校であるこ
とを存分に生かし，東京工業大学の世界的な学者に来校いただいておりま
す。

「人と技術」とは科学技術と人間のあり方を探る本校独自の科目です
が，その主旨は「工業技術基礎」の一部として，学習指導要領に生かされ
ています。特別講義のその一環として行われ，生徒の興味・関心を喚起し，
専門科目に対するモチベーションを高めることをねらいとしています。

今年度は，６月２６日(金)６時間目におよそ60分間，下記の講義をお願いしました。
1 「社会に貢献する高分子」 石津 浩二先生 (高分子物質専攻）
2 「３次元立体テレビシステム」 藤井 俊彰先生（集積システム専攻）
3 「表面から見た最新ものつくり技術」 平田 敦先生（機械物理工学専攻）
4 「自動制御は昔から」 高橋 宏治先生（電気電子工学専攻）

5 「地下空間の利用とそれを創造する技術」 高橋 章浩先生（土木工学専攻）
一流の科学者を目の前にした生徒は，否が応でもその講義内容に惹かれていきました。１年生にとって，

東京工業大学の先生の講義を受けるのは，これが初めてです。気持ちが惹かれるというよりは，衝撃に近
いものがあったのかも知れません。特別講義がその目的を果たし得たことはいうまでもありません。今後も

高大連携の１つの柱として，特別講義を継続して参ります。

（「人と技術」研究会 遠藤信一）

ニューズレター Vol.6 No.4 (2009/7)
台湾科学教育高瞻計画日本訪問団の来校

７月９日（木）輔英科技大学講師黄先生が通訳

となり８名の先生方が台湾より来校されました。新

型インフルエンザの影響が懸念されていました

が、当初の予定どおり訪問が実現しました。先生

方はそれぞれ台湾を代表する高等学校で日本の

ＳＳＨにあたる"高瞻計画"と呼ばれる教育を推進

し、成果をあげておられる方々です。市村校長、門馬副校長の挨拶の後、本校のＳＳＨの活動の歩みと成果

を山口ＳＳＨ研究幹事からご紹介しました。すでに補講期間となっているため、生徒達の取り組みを見てい

ただくことはできませんでしたが、本校の施設を見学していただいた後は、先生方が進められている高瞻計

画の紹介と成果を黄先生の通訳でうかがい

ました。意見交換においてご自分の専門分

野、ＳＳＨ全般に渡る内容など、活発な質問

が双方からあり予定時間を超過しての終了

となりました。ＪＳＴから北島主任調査員も来

校されました。

（ＳＳＨ研究幹事 井口実千代）



「人と技術」校外研修

７月１５日(水)，１年生を対象に，横浜みなとみらい２１地区を中心とした

地域で，「人と技術」の授業の一環として校外研修を実施しました。「人と
技術」は，週に１時間，本校科学・技術科教員が輪番制で担当している科
目です。６月には特別講義を行いました。

さて，この校外研修は，例年班行動で実施しています。横浜美術館前

から出発し，最初に三菱みなとみらい技術館を見学し，最後に山下公園
に到着するのが必須で，途中訪れる技術館等は班ごとに計画します。入
学して約３ヶ月がすぎ，各クラスとも交友関係が充実しつつありますが，立案の際は和気あいあいとした雰
囲気でした。

当日は，大変蒸し暑い１日ではありましたが，生徒諸君は体調を大きく崩すこともなく，無事に校外研修を
終えることができました。レポートが課されていますが，しっかりと取り組んでもらいたいと思います。また，こ
の行事を機会に，科学館・技術館・美術館等へ自ら訪れるようになってくれることを期待しています。

（１学年主任 小佐野 隆治）
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スーパーサイエンスハイスクール平成２1年度生徒研究発表会

平成２１年８月６日（木）～８月７日（金）、パシフィコ横浜でスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表
会が開催されました。スーパーサイエンスハイスクールの生徒による研究発表会
は，生徒の科学技術に対する興味・関心を一層喚起するとともに，その成果を広く
普及することにより，スーパーサイエンスハイスクール事業の推進に資する目的で

行われたものです。全国から100校にも及ぶSSH 校が集い，生徒が行っている研究
が紹介されました。

平成１７年度指定校の本校は，ポスター発表で参加。第３学年の課題研究で取り
組んでいる「パラシュートによる缶サットの落下制御」（システムデザイン・ロボット分

野）を発表しました。発表する生徒達も気合いが入っており、終始多くの方から注目
と質問を受け、大いに自分たちの研究をアピールしました。彼らにとっても、大きな
自信に繋がったことでしょう。数々の質問に誠実に答える、彼らの生き生きとした表
情が印象的でした。

（システムデザイン・ロボット分野 岩城 純）

第６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実施している，東京工業大学主催の「サマーチャレンジ」が湘南国際村センタ

ーにおいて，8月10日～12日の2泊3日の日程で行われました。
台風や地震の被害が各地で報告されている中での開催となり，いろいろと心配しましたが，東工大の先

生方による講義などが予定通り実施され，参加した本校の3年生50名全員が修了証をいただくことができま
した。本年のサマーチャレンジの内容は，以下の通りです。

チャレンジ1 「水とマイクロ波の化学」 応用化学専攻 和田雄二 先生
チャレンジ2 「分解チャレンジ」 材料工学専攻 篠崎和夫 先生
チャレンジ3 「分解観察結果プレゼンテーション」 材料工学専攻 篠崎和夫 先生
チャレンジ4 「ヒトゲノム研究者への第一歩」バイオ研究基盤支援総合センター 相澤康則 先生
チャレンジ5 「科学論文の読み方」 有機・高分子物質専攻 石川 謙 先生

チャレンジ6 「一円玉と強力磁石でわかること」 電子物理工学専攻 中川茂樹 先生



とても新鮮で興味深い講義や趣向を凝らして出された数々の課題は，参加した生徒たちにとってとても貴
重な経験になったはずです。科学技術への取り組み方を学んだ50名の科学者のタマゴたちがどのように成
長していくか，今後がとても楽しみです。

最後に，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をはじめ，スタッフの方々に厚くお礼
申し上げます。

（高大連携特別委員会 下江秀人）

第３回タイ王国・カセサート大学附属高校との国際交流生徒派遣について

平成２１年８月１６日から２０日の４泊５日の日程で，校長（１９日に帰国）以下教員３名生徒５名が，タイ王
国カセサート大学附属高等学校との生徒交換派遣事業のため，バンコクへ赴きました。本国際交流事業
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開発での重要な柱のひとつ「国際的

に活躍できる科学技術者の育成」を目
指すプログラムの一貫として行われて
いるものです。今年は，新型インフルエ
ンザの流行により，全国的に海外研修
や海外への修学旅行を中止する学校

が数多くありましたが，幸い，実施日程
の頃は，新型インフルエンザの流行も
一段落していた傾向にあり，無事，３回
目の実施を行う事ができました。

一行は，１６日夕刻にバンコク・スワ
ンナプーム空港に到着し，ホストファミリ
ーの出向かいを受け，生徒たちは各ホ
ームステイ先に向かいました。翌１７

日，２日目からカセサート大学附属高
校において研修が始まり，午前は本校
生徒の英語によるプレゼンテーション，

本校システムデザイン・ロボット分野山口教諭による「空中コマを用いた

実験によるベルヌーイの定理に関する授業」を英語で行いました。実験では，本校生徒とカセサートの生徒
がグループを作って空中コマを作成し，協力しながら実験を行いました。午後は，バンコク郊外にあるマヒド
ゥ・サイエンスハイスクールを訪問し，バンコク一の設備を誇るサイエンス高校を見学しました。３日目は，バ
タヤ地方の植物園を中心に郊外研修を行いました。４日目は，カセサート高校での英語の授業への参加，カ

セサート大学工学部機械・制御系の研究室を訪問し，ロボットサッカーの実演や制御方法についての説明を
受けました。皆，高速かつ正確に制御されるロボットの動きに感心していました。５日目は，早朝の便でバン
コクを立ち，無事帰国しました。帰国後，生徒の新型インフルエンザへの感染を気にしていましたが，体調を
崩す生徒がいなかったことに安堵しています。１０月７日から，カセサート大学附属高校の生徒が来日し，本

校の授業や行事に参加する予定です。

（ＳＳＨ研究開発幹事 山口正勝）
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東京工業大学サマーレクチャー2009開催

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、心配された新型インフルエンザの影響もなく、過ごしやすい天候の

中、無事に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。講演では，東

工大情報 環境学専攻の木村先生を講師にお願いし、さまざまな姿を見せる振
動現象について、実演や実験の映像を交えながらわかりやすく講義をしていただ

きました。質疑の時間には、講演内容に合わせたかのように小さな地震が発生
するという一幕もありました。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。最後の質問コーナーでは、高校生の抱く疑問

に対して、東工大の先生と学生の合計11名の皆様に答えていただきました。
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

が、生徒たちにとって新たな興味と目標の発見の一助となることを願って
います。

（１） 講演

「振動を楽しむ－ものが揺れる現象－」

情報理工学研究科 情報環境学専攻 木村康治 教授

（２） 研究室見学

物性物理学専攻西田研究室 化学専攻鈴木・大森研究室

有機・高分子物質専攻上田研究室 応用化学専攻和田・山中研究室

化学工学専攻伊東研究室

機械制御システム専攻山北研究室 機械制御システム専攻井上研究室

機械宇宙システム専攻宮内・店橋研究室 機械宇宙システム専攻鈴村・山崎研究室

電気電子工学専攻荒木・阪口研究室 電子物理工学専攻中本研究室

土木工学専攻高橋研究室 建築学専攻塚本研究室 建築学専攻横山研究室

数理・計算科学専攻千葉研究室 計算工学専攻吉瀬研究室

情報環境学専攻宇治橋・中島研究室

イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻尾形研究室

量子ナノエレクトロニクス研究センター 荒井・西山研究室

（３） 質問コーナー

材料工学専攻 篠崎和夫先生／応用化学専攻 田中浩士先生／機械制御システム専攻 佐藤勲先生

計算工学専攻 徳永健伸先生／建築学専攻 五十嵐規矩夫先生／ 生物プロセス専攻 和地正明先生

物質科学専攻 市村禎二郎先生（附属高校校長）／東工大の学生４人（学部生２人、大学院生２人）

（高大連携特別委員会 河野 志行）
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デンマーク教育関係者の来校

１０月５日デンマークより、新たな理数教育を目指すＤＡＳＧ（デンマーク・サイエンス・ジムナジアム）のメン

バー５名が本校を訪れました。市村校長、副校長の歓迎の挨拶、互いの紹介の後、井口ＳＳＨ研究幹事より
本校のＳＳＨの取り組みについて説明が行われた。いくつかの質疑応答とデンマークの先進的教育事情を
も交えた情報交換が活発に行われた。その後本校の施設見学を行った後、さらにディスカッションを交え終
了した。

（副校長 門馬 進）

タイ・カセサート大学附属高等学校との国際交流'09

台風18号への警戒の中，10月7日（水）から3年目を迎えたタイ王国・カセサ

ート大学附属高等学校（以下，カセサート高校）との本校での国際交流プログ
ラムが始まり，生徒5名教員1名が来日しました。２日目翌8日は予報通り朝か
ら台風の影響で荒天となり，本校は休校措置を執らざるを得ませんでしたが，
カセサート高校の生徒は，暴風雨の中予定通り登校しました。この日の本校
は，カセサート高校の生徒５名のための授業が行われました。情報システム

分野による情報処理，機械システム分野による旋盤によるペンシル型文鎮の



製作，建築デザイン分野による３次元ＣＡＤが行
われ，彼らにとってはたいへん充実した１日とな

りました。３日目は終日校外研修を行い，この日
の夜から８月にタイへ派遣した本校生徒宅での
ホームステイが始まりました。４日目５日目は，
本校の文化祭に生徒会と協力しながらタイブー

スによる参加をしてもらいました。６日目は，祝
日のため１日ホームステイ先で過ごしてもらい，

最終日１３日（火）は，午前中に２年生の授業「科学技術研究入門」へ参加し，
希望に応じて３つの分野に分かれて体験学習をしました。午後１時過ぎには成

田空港へ出発し，夕刻の便でタイへの帰路につきました。
今年の国際交流は，インフルエンザと台風を警戒しながら始まり，当初の予

定を急遽変更しながらの幕開けでしたが，全教職員の協力をはじめ，ホストフ
ァミリーの方々による健康への配慮もあって，体調を崩す生徒もなく無事プロ

グラムを終了することができました。また，文化祭ではたくさんの方がタイブー
スに寄って下さいました。ご支援，ご協力をして下さった方々へ，この場を借りて御礼申し上げます。

（ＳＳＨ研究開発幹事 山口 正勝）

平成21年度 東京工業大学オープンキャンパス

１０月２４日（土）、１年生全員を対象に高大連携教育の一環として「東京工業大学オープンキャンパス」を
実施しました。東京工業大学オープンキャンパスおよび工大祭への参加は、大学の雰囲気を直に体感し、

大学に対する理解を深め、学習意欲の向上を計ることを主な目的としていま
す。

この行事は、大学に関する情報を得る大きなチャンスです。生徒達は、こ
のイベントで大いに刺激を受けた様でした。一般の多くの人々で溢れるキャ
ンパス内で、沢山の資料や研究室のおみやげを手に持ち、次の研究室を目
指して移動する生徒達の姿がとても印象的でした。

（高大連携特別委員会委員・１学年クラス担任 岩城 純）
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ＳＳＨ研究開発成果発表会

平成17年度に指定された本校にとって第2期目となるスーパーサイエンスハイ
スクール研究開発の最終年度を迎え，ＳＳＨ研究開発成果発表会を１１月１３日
（金）に開催いたしました。全国からＳＳＨ指定校，工業高校，教育委員会などの

学校関係者をはじめ約50名の参加者がありました。
会場は，田町キャンパス内のＣＩＣ（キャンパスイノ

ベーションセンター）1階の国際会議場を主会場とし
て，本校の実験実習室・教室等で公開授業・分科会

が行われました。まず最初に，門馬副校長による開会
宣言，市村校長による主催者挨拶があり，来賓として
文部科学省 初等中等教育局 清原洋一 教科調査
官からご挨拶をいただきました。その後，本学伊賀健

一学長による「科学を学ぶ，科学がわかる －東工大附属高校のＳＳＨ活動を中心に－」の題目で基調講演
を行いました。さらに，山口ＳＳＨ研究開発幹事により，本校のＳＳＨの概要説明，午後から行われる公開授
業，分科会の概要説明を行いました。

昼休みには，展示会場において，ＳＳＨ各研究会のポスター展示や３年生

による課題研究成果のポスター発表を行いました。
午後からは，第２学年の生徒を対象とした公開授業を４カ所で実施しまし

た。科学技術研究入門研究会の公開授業は，応用化学分野，情報システム
分野の内容で行いました。さきがけ教育研究会では，数学さきがけの公開

授業を行い，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



からの授業を数学科教員と電気電子分野教員とのティームティーチングで
実施しました。国際性育成研究会では，タイ王国カセサート大学附属高校と

の国際交流事業において，タイ国へ派遣した２名の代表生徒による派遣報
告会を行いました。

公開授業後，各研究会による分科会を開催し，研究概要，科目開発の趣
旨，公開授業の内容などを説明し，参加された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，活発な議論が行われました。
分科会終了後，再度国際会議場において全体会が行われ，国立教育政

策研究所 教育課程研究センター 鳩貝太郎総括研究官，山形県立山形工業高等学校 佐藤義雄校長の両
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，門馬副校長からの閉会宣言

があり，ＳＳＨ研究開発成果発表会は無事終了いたしました。

（ＳＳＨ研究開発幹事 山口 正勝）

「台日科学教育交流シンポジウムへの参加」

11月15日（日）～11月20日（金）の予定で、日本のＳＳＨ校の教員と生徒が、台
湾の高瞻計画（台湾版ＳＳＨ）に参加する教員、生徒と交流するプログラムに招
待されました。本校からは市村校長と副校長、３年生２名（応用化学分野と機械
システム分野）が参加しました。16日・17日に台北市立教育大学のホールでシン
ポジウムは行われ、市村校長が、日本側を代表してＳＳＨ計画について基調講

演を行いました。
その後日本と台湾の高校が１校づつペアになる実

例紹介が６回１２校分が行われました。本校はトップバッターで、副校長の短い挨
拶の後、２名の生徒が１５分づつ「ポリ乳酸の合成」と「パラシュートによる缶サッ

トの落下制御」について発表しました。その後の質疑応答での本校生徒の受け答
えが、台湾サイドに強い印象を与えたようでした。しっかり自分の力で考え研究し
た姿勢が高く評価されたと思います。シンポジウムは白熱した討論もあり、盛会
の内に幕を閉じました。

18日・19日は台湾南部に新幹線で行き、自然公園や海洋生物博物館、原子力発電所等を見学しました。
そして20日に帰国しました。

（副校長 門馬 進）
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スーパーサイエンスハイスクール東京都指定校合同発表会

平成21年も押し迫った12月20日（日），スーパーサイエンスハイスクール（Ｓ

ＳＨ）に指定されている東京都内の高等学校（私立校３校，都立高４校，国立
高２校）の計９校が集い，第２回目の「ＳＳＨ東京都指定校合同発表会］が東
京都立科学技術高等学校において開催され，発表をしました。

今回本校は，口頭発表にシステムデザイン・ロボ

ット分野の課題研究１テーマ，ポスター発表には，システムデザイン・
ロボット分野の３テーマとエレクトロニクス・エネルギー・通信分野の
１テーマをエントリーし，３年生１２名が参加しました。また，運営補
助員として積極的な２年生８名がボランティアとして参加しました。

午前7時20分に学校に集合し，現地集合時刻午前8時30分に間に合うよ
うに，展示用ポスターやレジュメ等を持って出発しました。午前9時から
口頭発表のリハーサル，ポスター発表の準備，

ボランティアとして参加している運営補助員の打合せが行われ，午前10

時から，ポスター発表が３つの教室に分かれて始まりました。どの会場
もたくさんの参観者で賑わい，本校のブースも説明を受けてくださる方
が絶えませんでした。

午後１時から開会式が行われ，その後２会場に分かれて口頭発表が行

われました。口頭発表では，システムデザイン・ロボット分野の生徒４



名が，本校のＳＳＨの取り組みを生徒の視点で簡単に説明した後，課題
研究「自作自動車のばね定数と乗り心地の関係及び回生ブレーキ機構の

導入」のプレゼンテーションを行いました。
参加校の中には，中等教育学校の高等部が含まれており，中学生が積

極的に質問をしていたのが印象的でした。
以下に，ポスター発表テーマと参加校をご紹介いたします。

ポスター発表研究テーマ
パラシュートによる缶サットの落下制御

（システムデザイン・ロボット分野）
イルカ型ロボットの推進効率

（システムデザイン・ロボット分野）
自作自動車のばね定数と乗り心地の関係及び回生ブレーキ機構の導入

（システムデザイン・ロボット分野）
ポータブルインバータの製作

（エレクトロニクス・エネルギー・通信分野）
参加校

１ 玉川学園高等部・中等部
２ 東海大学付属高輪台高等学校

３ 早稲田大学高等学院
４ 都立科学技術高等学校
５ 都立小石川高等学校
６ 都立戸山高等学校

７ 都立日比谷高等学校
８ 国立筑波大学附属駒場高等学校
９ 国立東京工業大学附属科学技術高等学校

（ＳＳＨ研究開発幹事 山口 正勝）
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韓国，中国研究者の学校訪問

平成２２年1月１４日午前，中国上海市教育委員会数学研究室副研究員の金先生，韓国普洲教育大
学教授の孔先生，お二方のご訪問を桐蔭横浜大学松原教授，国立教育政策研究所基礎研究部総括研
究官鳩貝様のご案内でお受けしました。

金先生，孔先生共に国立教育政策研究所が開催した「理数教科書に関する国際比較シンポジウム」

に国別報告者として参加されるために来日されたとのことでした。せっかくの機会であるため，日
本の科学技術高校を視察したいというご希望により，本校が選ばれたとのことでした。両先生は日
本の大学への留学経験があるため，日本語が大変堪能であり，本校の概略，ＳＳＨ研究・開発の説
明はすべて日本語で行いました。

５分野施設見学では熱心に質問をなさっていました。「ノーベル賞を受けるような国になるために
は，人まねではなく独創的な発想を持たなくてはならない。そのような力を育てる教育を行うこと
が目的である。」ということで本校の視察がご参考になったということでした。

（ＳＳＨ研究開発幹事 井口実千代）



Ⅸ 第５年次の研究のまとめ・５年間の研究のまとめと今後の課題に関する資料

【ＳＳＨ意識調査：卒業生対象】
平成１９年３月卒業生（大学３年生）～平成２１年３月卒業生（大学１年生）を対象

に実施したアンケートにおける各研究会とＳＳＨ参加全体に対するの記述（カッコ内の

数字は卒業年である）

「科学技術研究入門」
・この授業は大変変わっていて，めずらしいなぁと思った記憶がある。そして授業で扱う課題

も面白く，授業自体とても面白かった。チームワーク力にもつながったと思うし，チーム内
で自分がどういう立 場でいるかどうかなど，集団内の自分のアピール方法も学ぶことがで
きた（２０）

・実験して考えて発表して，ともかく楽しかった。これを軸に全て展開していたら，もっとや

る気が出ていたかもしれない（２０）
・毎回ちがうグループだったので，いろいろな人の意見を聞けました。それと同時にみんなの

意見をまとめる大変さを知りました。そして限られた時間の中で話し合いプレゼンテーショ
ンまで完成させなければいけなかったので，協力することも学びました。プレゼンテーショ

ンの方法も，科学技術研究入門の授業で身につけられたと思います（２１）
・｢ブレインストーミング｣の授業は当時はいまいち意義がわからなかったが，他人の意見，自

分と異なる考えを沢山聞けて良かったと思う。また課題研究を含めプレゼンを作り人前で発
表することはとても良い経験になったと思うし，とても自分のためになったと思う（２１）

・グループに数人いれば数通りの考え･意見が存在するはずなのに，やる気･意欲の個人差によ
り，活発な議論が得られなかった記憶がある。積極性を個々が持つことを前提にできれば，
よりよいものになると考えられる（１９）

・やり方自体は参考になりましたが，実際のところ集団の中のわずかな人だけが頑張りすぎて

いるようなケースもそこそこあった（２１）
・プレゼンテーション力の育成に力を入れていた中学校の出身者から見て，本校のプレゼン学

習は，かなり中途半端で踏み込み切れていない印象を受けます。パワーポイントの取り扱い
を教えるよりも，人前でいかに分かりやすく要領の得た発表ができるかという技術の学習の

方が重要と思います（２１）
「国際性育成」

・「オーラルコミュニケーションⅠ」は必修のため全員が参加する機会があったと思うが，クリ
スマスレクチャーなどは必修ではないため，接する機会が得られなかった。どうせやるなら，

生徒全員に講義を受けさせる方がいいと思いました（１９）
・タイから見学に来られた先生にプレゼンテーションを行った際には英語力の必要性を痛感し

た（１９）
・英語は今後使っていかなければいけないし，さらなる学習が必要な科目であると思う。大学

に進学すると，英語がさらに実戦的になるため，高校の時にある程度の実戦経験を積んでお
いた方が絶対によい（２０）

・私の場合は感じられなかったが，この取り組により英語能力の必要性に気付いた人は何人も
いると思う。その人達が積極的に挑戦できる機会があるのは良い点である（２０）

・｢オーラルコミュニケーション｣の授業は良かったと思う。英語でのプレゼンは調査も含めと
ても大変だったが，ためになったし楽しかったと思う（２１）

・実際に，大学でも英語でのプレゼンがあった。・・・高校とは違ったが･･･。もっと，どんど
んやるべき（２１）

・国際人になるのは，日本を勉強してからのことではないでしょうか（２１）
・まだまともに日本語でのプレゼンテーション能力もままならない高校生には，少し早い気が

します。やって大切なことを頭のどっかに置いておくことも重要だと思いますが（１９）
・絶対，時間が少ないと思う。1．2．3年と継続的に続けていかないと英語によるコミュニケー

ション力はつかないと思う（２１）

・国際性を感じなかった（２１）



「さきがけ教育」
・さきがけに関しては，大学１年次でつまずかない，とても大切な学習だと思います。ぜひ続

けて欲しいと思います（１９）
・高校で大学の学習をすることで，スムーズに大学での授業について行けるようになり，とて

も助かった。雰囲気をつかむだけでも取っかかりができて意義あることだと思う（１９）
・さきがけの授業において，学習した数学の知識を専門の分野に応用できることを学べたのは

よかった。専門の授業においても，もっと（副読本）「数学さきがけ」を活用し，発展的な
数学の内容を活かせると良いと思う（１９）

・大学で時間が空いた後に，学習する機会を与えられとても良いものだった。特に衛星授業は
とても面白かった。しかし，もう少し期間を長くしてくれた方が嬉しかった（２０）

・さきがけ授業で習ったこと学んだ事のすべてが，大学で活きているわけではないが，高校→
大学に向けて，この授業のおかげでストックができたという安心と心構えができた。また，
Toeic対策では，本番同様の模試を行って下さり，大学でのToeic ＩＰテストにとても役立
っている（２１）

・Toeic対策や物理･専門は今でも役立っている。しかし，学部のせいか(理学部)，解析はやは
り１～２回の授業でさきがけの範囲が終わってしまったのが残念であった。（副読本）「数学
さきがけ」は今でも重宝している(特に物理学)（２１）

・｢さきがけ教育｣は大学入学当初，大変役に立つ科目です。大学授業レベルから見ると，もう

少し突っ込んだ内容にしても良いのではないかと思えます。これからの進学生のことを考え
ると，さらなる加筆修正が望ましい（２１）
また，SSH参加全体に対しては，以下のような意見があった。

・ハイレベルな実験･実習が一番の魅力でした。難しい事へどんどんチャレンジできて楽しかっ

たです。個人的には，放課後や土曜日を利用した実験･実習(他学科のものも)を行って欲し
かったです（１９）

・科学者の基礎的な能力を直接身につけることは大学でもなかなかなく，高校での経験は大い
に役立っていると思う。自分としては，高校時代にレポートやプレゼンテーションをする力

をもっと養っておきたかった（１９）
・プレゼンテーション，科学英語，課題･問題への取り組み方を高校時代に経験したことが授業

の場面や学習の姿勢にとても良い影響を与えている。3年間で｢考える｣事を学んでいたおか
げで，大学生活の構想を立てられていると感じている（２０）

・３年間ＳＳＨの教育を受けて大学で生活するにあたって，他の普通科高校で通っていた人と

比べて考え方や視点が違っており，科学的思考が整っているのを感じた。これはＳＳＨの活
動を通して大学の授業や科学技術のさきがけというものを体験したためだと思う。非常に役
立った内容だった（２０）

・ＳＳＨを経験して，ものの見方が変わった。なんでこれはこうなるのだろう，などの疑問が

毎日のように出るようになりました（２１）
・大学ではプレゼンテーション能力やレポートを書く能力について評価するが，能力向上のた

めのヒントは与えない。高校でレポート，プレゼンを十分にやっていたので，膨大なレポー
トものりきることができた（２１）

・SSHのおかげで様々なことが体験できたと思う。また通常の授業では扱わないような事も学べ
たし内容も興味深く面白かったと思う。またプレゼン能力など，なかなか学ぶことができな
いようなことも沢山経験でき自分のためになったと思うし，今の自分に勉強以外でも役立っ
ている（２１）

・特にＳＳＨの学校にいたとは思えなかった（１９）
・ＳＳＨ活動に関しては，全体的にもの足りなさを感じます。ＳＳＨ全般の印象は｢広く浅く｣。

それは１年次では重要でしょうが，２年次以降はより｢狭く深く｣になってもらいたい。しか
し現状はむしろ｢狭く浅く｣になっていると思えます。より専門的に突っ込んだ授業を展開す

ることを望みます（２１）



Ⅹ 研究第５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

【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２０年度入学生)に対する，記述式のテ

スト形式で行い，論理的な説明がなされているか，解答内容の正確さなどによって５点満点で採点

し，評価した。テストにおいて合格者は，５点満点で４点以上の生徒をさしている。このレベル設

定は，かなり高いものだが，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した。そこ

で，[合格者/不合格者]×｢事前/事後｣の２×２の分割表に関するχ 2 検定を行った結果，応用化学分

野が 1%水準，情報システム分野が 5%水準，電気電子分野が 5%水準，建築デザインが 0.1%水準で，

それぞれ有意差が認められた。機械システム分野では，有意差が認められなかったが，事前の合格

者数が多かったことが，一つの要因と考えられる。これらの結果から，知識･理解においては教師の

意図通りの成果が得られている。ただし，テーマ内容によっては知識･理解を意図していない場合も

あり，分野によるばらつきは見られるが，本研究による方法によっても知識･理解の向上が確認でき

た。】という成果の根拠となるデータ

【課題研究の「生徒による「英文アブストラクト作成」」実施後の調査で，80 ％以上の生徒が難しいと感じて

いる一方で，約 80 ％の生徒が英語の重要性・必要性を認識し，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

［３年間のアンケート結果］

【「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４年次の３学期・研究第５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ったが，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４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］

［実 施 の 効 果］
応用化学 情報システム 機械システム 電気電子 建築デザイン

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
問１ 2.49 3.07 3.21 3.30 3.88 3.88 3.12 4.22 3.41 4.56
問２ 2.34 2.93 3.01 3.36 3.53 3.88 2.89 3.95 3.47 3.47
問３ 2.56 3.37 2.47 3.39 3.58 3.38 3.15 4.12 3.56 4.28
問４ 2.56 3.17 3.28 3.38 2.92 3.60 3.59 4.38
平均 2.49 3.13 2.90 3.35 3.44 3.63 3.02 3.97 3.51 4.17

合格者数/総数 0/41 8/40 1/41 6/41 27/41 33/41 2/41 10/41 9/33 27/33

χ2=9.10 χ2=4.03 χ2=2.24 χ2=6.25 χ2=19.80
検 定 P<0.002 P<0.044 P<0.135 P<0.012 P<0.000

１%水準で有意 ５%水準で有意 有意差はなし ５%水準で有意 0.1%水準で有意

アンケート結果：要約の難易(英語)
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アンケート結果：英語力は必要？
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（対応サンプルとしての比較データ）

［研究第５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５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「物理さきがけ」で実施した事前・事後の学力調査(１学期)の比較では，事前と事後を同じ

内容と，剛体の静力学についての事前・事後同程度の問題では，こちらの正答率も，事前に比べて

事後の方が大きく向上している。このことは，発展的な内容を学習したことで，それに関連する既

習事項についての理解が深まったと考えられる。一方，事後で行った「物理さきがけ」で新しく学

習した発展的内容についての問題については，これに関連して事前で行った重力加速度の値が小さ

くなる理由を考察させる設問に対して，発展的な内容として学習した「慣性モーメント」につなが

る理由と考えられる「滑車の質量のため」を挙げた生徒は１人（2.8%）しかいなかった。本設問は

「慣性モーメント」を考えて回転の運動方程式を解くことで正答を得られる。それを踏まえると，

事後のこの設問の正答率 60.6%は，発展的な内容がかなりの割合で定着したと評価できる。2 学期で

実施した事前・事後の学力調査の比較においても，事後の正答率が向上している。このことは，「物

理さきがけ」を受講することで，関連する既習事項への理解や発展的内容の定着があったためと考

えられる。また，研究第４年次と比較すると，事後の正答率が向上しているが，これは指導方法の
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(両側)

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

1.87 15 1.885 .487

2.73 15 1.624 .419

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

-.867 1.885 .487 -1.910 .177 -1.781 14 .097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)



改善の効果が現れたものと思われる。】という成果の根拠となるデータ

［研究第５年次第３学年１学期の「物理さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

１学期「物理さきがけ」 事前・事後学力調査の結果

１ アトウッドの滑車 ２ 剛体のつり合い

(1)の正答率 (2)の正答率 (1)の正答率 (2)の正答率

事前 70.4 % ※１ 36.1 % 8.3 %
第５年次

事後 91.0 % 60.6 % 91.4 % 35.5 %

事前 57.2 % ※１ 25.7 % 9.1 %
第４年次

事後 92.7 % 55.8 % 74.3 % 30.3 %
※１ 事前１(2)では，重力加速度の値が小さくなる理由を考察させた。
その理由として挙げられた主なものは，以下の通りである。

研究第５年次 研究第４年次

滑車の摩擦力のため … 29 人（80.6 % ） 21 人（63.6 % ）

空気抵抗のため ……… 12 人（33.3 % ） 11 人（33.3 % ）

糸の質量のため ……… 2 人（ 5.6 % ） 3 人（ 9.1 % ）

測定時の誤差のため … 1 人（ 2.8 % ） 3 人（ 9.1 % ）

糸の伸び縮みのため … 1 人（ 2.8 % ） 2 人（ 6.1 % ）

滑車の質量のため …… 1 人（ 2.8 % ） 1 人（ 3.0 % ）

［研究第５年次第３学年２学期の「物理さきがけ」グループにおける事前・事後比較］

２学期「物理さきがけ」 事前・事後学力調査の結果

速度の合成 ガリレイ変換 光速測定 干渉計 ローレンツ変換

正答率 正答率 正答率 正答率 正答率

事前 69.7 % 30.0 % 47.3 % 48.3 %
第５年次

事後 72.8 % 43.5 % 72.4 %

事前 66.0 % 32.0 % 42.4 % 42.0 %
第４年次

事後 86.3 % 30.0 % 71.2 %

【「さきがけ教育」という視点からの３つの項目

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」

に対する取り組みが，研究開発成果発表会において，「数学さきがけ」公開授業や副読本「数学さき

がけ」をご覧になったり，分科会や展示会場等において「さきがけ教育」の説明を具体的に聞かれ

た外部の方々から高い評価を得ることができたと受け止めている。】という成果の根拠となるデータ

［研究開発成果発表会「数学さきがけ」公開授業アンケートの結果］

１．いどむ ２．教科学習 ３．予備的
有効 12 12 12

度 数
欠損値 0 0 0

平均値 4.08 4.42 4.75

平均値の95%信頼区間
3.45 3.99 4.46

の下限値

【「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は，台湾，デンマーク，中国，韓国



からの視察も含まれれ，本校の取り組みが海外で注目されていることを意味する。】という成果の根

拠となるデータ

［平成２１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 H21.03.26(木) 福岡県立苅田工業高等学校 教育方針、各分野の特徴、卒業後の進路状況、
13:30～15:00 情報技術科教諭 吉武 謙二 施設・設備等の見学など

電気科教諭 中野 健一

２ H21.05.20(水) 徳島県立徳島科学技術高等学校 学校概要説明・SSH概要説明、進路指導概要、
14:00～ 総合科学類１学年担任 阿部 憲市 教科指導・シラバス、資格取得など

総合科学類１学年担任 鎌谷 康弘
総合科学類１学年副担任 濱口和弥

３ H21.07.09(木) 台湾科学教育高ｾﾝ計画訪問団 学校概要説明、SSH概要説明、
14:00～ 張玉成(東海大学附属実験高級中学校長) ・SSH計画と高ｾﾝ計画における科学教育の成

黄登ｾｲ(輔英科技大学講師)通訳 果発表
陳偉ｺｳ(台北市立麗山高級中学校長) ・今後における相互の学校間交流について
蔡英士(国立鳳新高級中学校長)

他5名 計9名

４ H21.07.31(金) 長野県立長野工業高等学校 先進的な教育課程の内容
9:00～11:00 数学科教諭 小嶋 千教 施設見学

情報技術科教諭 上野 敏

５ H21.10.05(月) Danske Science Gymnasier 学校概要説明、SSH概要説明、施設見学
10:00～ Carl P.Knudsen (chairman)

Mogens Enevoldsen, Steen Hoffmann,
Mads Peter Villadsen, Keld Nielsen,
Bent Lindblad(ﾃﾞﾝﾏｰｸ大使館参事官)

６ H22.01.14(木) 「理数教科書に関する国際比較シンポ ジウム」 本校の目指す教育、具体的なカリキュラム
10:00～11:30 参加者 の特徴および科学技術教育の状況の説明

金 京澤(上海教育委員会教学研究室副研究員) 授業参観および科学技術教育の推進に関わ
孔 泳泰(韓国晋州教育大学教授) る資料および情報の提供
松原 静郎

(桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部教授)
鳩貝 太郎

(国立教育政策研究所基礎研究部総括研究官)

７ H22.01.28(木) 大阪府立三島高等学校 ICT研究の実際（ICT活用授業)と教員のICT
14:00～17:00 教諭 金田 修治 活用能力向上のための取り組みについて

８ H22.02.18(木) 新潟県立教育センター 教育課程の特徴について
10:00～12:00 指導主事 堀内 義博 施設・設備について

指導主事 須戸 修 資格・検定について
進路状況について

【本研究開発で目指す「いどむ」力，「わかりあう」力の育成について，文部科学省のＳＳＨ意識調査

[生徒対象]を活用して評価を行った結果，本ＳＳＨでの取り組みが，「いどむ」力，「わかりあう」

力の必要性を生徒に認識させることに貢献している，と評価判断できる結果が得られた。】という成

果の根拠となるデータ

［研究第２年次から第５年次のＳＳＨ意識調査の集計結果及び考察］

【生徒分析結果】

生徒の結果から「いどむ」力の平均を見ると，３年生においては各年次とも，７０％以上の値

であり，１，２年生よりかなり上回っている。推察するに，学年進行とともにＳＳＨプログラム

における効果が生徒に浸透してきているからではないかと考える。また，個々の質問となる①関

生徒

① ② ③ ④ 平均 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 平均

区分 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解 関心意欲態度 思考判断 技能表現 知識理解
第２年次 １年生 71.6% 72.5% 64.3% 72.7% 70.3% 53.4% 75.6% 71.0% 35.4% 58.9%

２年生 68.4% 66.9% 65.7% 71.4% 68.1% 60.0% 63.5% 75.8% 32.2% 57.9%
３年生 78.9% 81.6% 72.8% 85.5% 79.7% 73.7% 73.7% 86.8% 23.7% 64.5%

第３年次 １年生 70.9% 69.6% 57.5% 71.2% 67.3% 50.0% 69.8% 62.4% 35.7% 54.5%
２年生 65.6% 62.7% 62.7% 66.3% 64.3% 60.7% 65.4% 76.2% 27.3% 57.4%
３年生 78.1% 83.3% 72.5% 87.2% 80.3% 69.0% 64.3% 86.4% 29.5% 62.3%

第４年次 １年生 66.6% 70.4% 58.2% 64.7% 65.0% 55.7% 59.4% 62.4% 36.1% 53.4%
２年生 68.4% 69.9% 66.9% 72.8% 69.5% 68.9% 65.9% 74.6% 34.7% 61.0%
３年生 72.9% 72.8% 70.5% 72.5% 72.2% 68.3% 68.5% 80.9% 40.2% 64.5%

第５年次 １年生 75.7% 82.5% 63.2% 74.8% 74.1% 61.9% 65.1% 68.6% 44.8% 60.1%
２年生 71.1% 70.3% 65.5% 68.4% 68.8% 59.4% 66.3% 70.3% 39.0% 58.7%
３年生 77.3% 78.6% 69.9% 82.1% 77.0% 75.9% 70.5% 83.3% 53.3% 70.7%

「いどむ」力 「わかりあう」力



心・意欲・態度での「未知の事柄への興味(好奇心)」の数値が高かったことは，ＳＳＨでの取り

組みが「いどむ」力を意識させることに効果があったと言えるのではないかと考える。同じく，

「理科・数学の理論・原理への興味」の数値が高かったことも，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貢献していると考える。④知識・

理解での「考える力（洞察力，発想力，論理力）」の数値が高かったことも，課題研究などの研

究に取り組むにあたって，研究へのアプローチ，問題設定能力など，研究に必要な手順を意識で

きるようになったことを現していると思われる。さらに，生徒自ら行ってきた研究成果を具体的

に表現し，伝える必要から⑦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)」を身につけることで，「わかりあう」力の必要性も生徒が認識したことが，これらアン

ケート結果から言えるのではないかと考える。

「わかりあう」力については表から分かるように，前述の⑦技能・表現にあたる「成果を発表

し伝える力」が身についたとする回答率が，学年進行とともに高い数値となっている。このこと

は，第２学年の「科学技術研究入門」においては，グループでの話し合いの結果をクラスで発表

する機会があること，第３学年の「課題研究」においては，研究中間発表会，研究成果発表会な

ど，研究活動をプレゼンテーションによって発表する機会があるなど，学年進行とともに，自ら

の考え，行為等を「伝えて，わかってもらおうとする」機会が増えていることが，起因している

と考えられる。

【文部科学省のＳＳＨ意識調査[生徒対象]を活用して「いどむ」力と「わかりあう」力の評価方法に

ついて，研究第５年次に開催した研究開発成果発表会で，その妥当性をアンケート調査したところ，

「妥当」もしくは「おおむね妥当」という意見が多数得られた。】という成果の根拠となるデータ

［「成果普及促進」における研究開発成果発表会アンケート結果］

8．「いどむ」力と「わかりあう」力の評価についてお答え下さい。

（１）「いどむ」力を評価するための設問項目についてどう思われましたか。

（２）「わかりあう」力を評価するための設問項目についてどう思われましたか。

（３）「いどむ」力と「わかりあう」力の評価方法についてどう思われましたか。

上記（１）～（３）の項目に対して，

右のような５観点評価をしていただい

た。

アンケート提出者全体の集計結果（回答なし（未記入）を含む）

アンケート回答者のみの集計結果（回答なし（未記入）を含まない）

５ ４ ３ ２ １

妥当 普通 妥当でない

35%

27%

23%

31%

35%

42%

8%

12%

8%

27%

27%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「いどむ」力

「わかりあう」力

評価方法
評価5

評価4

評価3

評価2

評価1

回答なし

47%

37%

32%

42%

47%

58%

11%

16%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「いどむ」力

「わかりあう」力

評価方法 評価5

評価4

評価3

評価2

評価1



「課題」を示す根拠

【「科学技術研究入門」について，新しい科目を定着させるためには，教員間のコンセンサスを得るた

めに，情報の共有を行い，その上で，いまの教育に必要なものは何か，吟味する必要がある。】とい

う課題の根拠となるデータ

［「科学技術研究入門」における５年間のまとめ］

本開発科目は，５年間の取り組みにより，おおむね好成績を収めたと言える。ブレインス
トーミングや質問することが当たり前の雰囲気作りが功を奏して，積極的に取り組む姿勢が
培われてきた。事前･事後調査の比較では，統計的にも有意な差が見られている。そうは言
っても，ブレインストーミングから専門科目の内容への移行が難しいという現実がある。い
かに科学技術を対象とする題材に学んだ手法を転移させていくのか，問題の解決には時間が
必要である。

【「国際性育成」について，生徒の国際性育成を実施するには，生徒を指導する教員の興味を起こさせ，

関心を引き出す活動を継続的に提唱・開発していくことが肝要である。】という課題の根拠となるデ

ータ

［「国際性育成」における実施上の課題及び今後の方向］

平成２１年度に行った教員の｢国際性育成伸長具合アンケート｣の回収率が半分に満たなか

った。すなわち，半数の教員に国際性育成への関心を得られなかったと考えられる。

【「さきがけ教育」について，開発した教育内容や教材を広く普及する必要がある。】という課題の根拠

となるデータ

［｢第２回運営指導委員会｣における指導助言（２名の委員から）］

「さきがけ」に関しては，さらに世の中にアピールしていく必要がある。ある意味「吹聴」

する必要がある。

「さきがけ」もうまくいっていると思う。教材開発は素晴らしい。ただ先生方の時間の負

荷が相当かかっていると思われるので，例えばテキストは外注し「監修」に名を連ね，本校

の名前を全国的に知らしめるという方法もある。

【「成果普及促進」について，本研究開発による成果を，他校等へ普及させていくことが今後の課題で

ある。】という課題の根拠となるデータ

［｢成果普及促進｣における研究成果発表会での指導助言］

東工大附属の試みは押しも押されもせぬシステムとなってきているが，本科目（科学技術

研究入門）は，その中核を担うと認識される。つくるもの自体より，つくる力を育てること

に比重を置いており，全国にもっと普及すべきであろう。

［｢成果普及促進｣における実施上の課題及び今後の方向］

科学技術入門研究会やさきがけ教育において，独自テキストや副読本を開発してきている。

発表会等で参加者がこれら教材を手にすると，高く評価してくれるものの，このような教材

をいかにして他校に広報し興味を持っていただくかが，大きな課題である。また，生徒や教

員の教育活動や成果を，いろいろな手段・方法を用いて，外部に向けて発信する新たな方法

を模索する必要がある。
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