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本報告書に記載されている内容は，学校教育法施行規則第５７条の３（同規

則第６５条の５第１項並びに第２項で準用する場合を含む。）並びに第５５条

及び第６５条の５第１項で準用する第２６条の２の規定に基づき，教育課程の

基準改善のために文部科学大臣の委嘱を受けて実施した実証研究です。

したがって，この研究の内容のすべてが直ちに一般の学校における教育課程

の編成・実施に適用できる性格のものでないことに留意してお読み下さい。

（参照：平成１７年４月１日改訂「スーパーサイエンスハイスクール実施要項」の３）



はじめに

平成１４年に文部科学省が開始したスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）研究開発

プログラムも１０年が経過し，本校では，第１期３年，第２期５年が終了して，第３期の２

年目が終ろうとしています。第１期目では，理数系教育における学力向上とともにセンス・

創造性・独創性及び倫理観を高めることを目指しました。具体的には，「先端科学技術入門」

「科学技術」の科目開発や「課題研究」へのTeaching Assistantの導入，「科学技術基礎」「数

理基礎」「人と技術」の改善，科学技術系コンテストへの参加推進等で，それらの成果によ

り，本校の教育内容に対して「わかる」「えがく」「つくる」なるキーワードを設定し，それ

ぞれに対応する力を生徒に身に着けさせるという教育により科学技術を志向する全人的教育

を行うことを狙って，その都度，本校の教育課程に積極的に取り入れ定着させてきました。

第２期目では，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ことを

目指しました。上記３つのキーワードに加え，「いどむ」「わかりあう」をキーワードとして，

それぞれに対応する力を生徒に身に着けさせる教育を行いました。具体的には，「科学技術

研究入門」の科目開発や「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

の連携による「さきがけ教育」の開発，さらには，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，様々な活動を致しました。

本校にとって第３期目となる今回のＳＳＨ研究開発では，これまでの成果を土台としてさ

らに発展させ，"ものつくりの過程を自らの発想でデザイン"するとともに"広く発信"する力

を育成することを目指し，新科目「科学技術コミュニケーション入門」を開発しています。

また，将来において国際的に活躍する科学技術系人材の育成をより一層強化するため，国際

交流の機会の拡充をはかり，第２期ＳＳＨから行っているタイ王国カセサート大学附属高等

学校および今年度から始めたフィリピン共和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校と

の交流に加え，新たな国の高等学校との交流の可能性を探ります。さらにこれまでのＳＳＨ

研究開発において得られた研究成果の普及を目指し，アーカイブズの開発を行っています。

研究第２年次である今年度は，新科目「科学技術コミュニケーション入門」の理念を実現

できる具体的な教育方法及び教育内容の検討を進め，試作版テキストによる授業を行いまし

た。国際交流については，国際交流時における危機管理体制を見直しながら，前述の２校に

加えシンガポール大学附属数学科学高等学校との交流を検討し，国内で開催された国際的な

会議への積極的な参加も推進しました。他のＳＳＨ校のコアＳＳＨ連携校として協力し，米

国及び韓国研修にも参加しました。アーカイブズ開発については，「課題研究」や「数学さ

きがけ」の成果に関するディジタルアーカイブズ化をすすめ，成果普及については，本校公

式Webサイト上のニューズレターへ掲載して公開し，さらに視察受け入れや研修受け入れ等

の機会も活用しました。以上に関する今年度の研究成果について，本報告書で詳細にまとめ

ております。

最後になりましたが，ＳＳＨ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，ご

支援を下さった科学技術振興機構の関係各位，ご指導とご助言をいただいている運営指導委

員会の関係各位に，篤くお礼申し上げます。さらに，高大連携の推進に当たり多大なご協力

をいただいた東京工業大学の教職員の皆様に謝意を表します。

平成２４年３月

東京工業大学附属科学技術高等学校

校 長 大 即 信 明
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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 22～26

平成２３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

国際連携・高大接続教育を行う科学技術高等学校の新たな展開に向けた，ものつくりの過程を
自らの発想でデザインし広く発信する科学技術コミュニケーション教育の研究開発及び研究成
果普及アーカイブズの開発

② 研究開発の概要

新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」では試作したﾃｷｽﾄにより試行的授業を実践した。導入したテーマか
らのキーワードに凝縮された「知見・成果」を表現し,聴衆にも実験に参加してもらうことで,直接的に「討
論と相互理解」を深める方法,および判断基準を定量化し,Matrixで「知見・成果」を表現し,聴衆にも
科学的思考を求めながら「討論と相互理解」を深める方法などを実践した。「国際交流」ではタイ・ｶｾｻｰﾄ
大学附属高校への海外研修に加え,フィリピン・デラサール大学カンルーバン高校との交流を開始し,拡充の1歩を踏み
出した。他のSSH校のコアSSHに連携校として協力し海外研修及び国際会議等への参加,第1学年英語授
業への東工大留学生の参加,英語によるプレゼンテーションの実施,研究者の英語による講演会等も行った。「ｱ
ｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発」では研究第1年次にディジタル教材化を施して得られたPDF版の副読本「数学さきがけ」を,紙
媒体のものと併用して実践で用いながら,生徒へのアンケート調査を実施して,ディジタル化された教材のあり
方を検討する資料を得た。また,このノウハウを活かしながら,本校独自教材の「数理基礎」のアーカイブズ化へ
の取り組みを開始した。「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化への取り組みとして,「課題研究の要旨」
をウェブサイトに公開した。「成果普及」について,ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用,視察受け
入れ,研修受け入れ,コアSSH校の海外研修への参加協力,SSH東京都指定校合同発表会など生徒交流会
等への参加などを通して,成果普及に努めた。

③ 平成２３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23年度の生徒数は，第1学年202人，第2学年198人，第3学年189人である。第3学年の「数学さ

きがけ」を受けた生徒(希望者)は2学期に42人おり，第3学年で推薦入試・AO入試等により早期に大
学進学や就職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66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，英語「ライティング」の授業で｢課題研究における英文ｱﾌﾞ
ｽﾄﾗｸﾄ(要旨)の作成｣を試行した｡様々なｺﾝﾃｽﾄや英語による講演会，他のSSH校が開催した国際会議
等に参加した生徒も多数おり，さらに平成14～16年度の第1期SSH研究開発及び平成17～21年度の第
2期SSH研究開発の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「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」について，開発科目の目標を達成するために科目の理念を
構築するとともに，理念を実現するための具体的な教育方法及び教育内容の検討を行った。ﾃｷ
ｽﾄの作成においては，本開発科目が，「科学技術研究入門」の発展系である性質もあり，全面的
な入れ替えを行った部分もあるが，一部は「科学技術研究入門」のｺﾝﾃﾝﾂを取り入れ，試作版を
作成した。また，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場を構築する授業外のｲﾍﾞﾝﾄ等の検討や，校内教員間の合意形成
のために校内勉強会を実施し，教育観の相違が科目の実施を阻害することがないように努めな
がら進めた。「国際交流」について，第２期SSH研究開発で協定を結んだﾀｲ王国ｶｾｻｰﾄ大学附属高
校との継続実施が，ﾀｲ王国の政情不安により断念せざるを得ない状況となったが，この機会を
逆に利用し，目標でもある国際交流の拡充の取り組みとして，他の国・高校との交流を試みた。
平成17年度に本校を視察したｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ共和国NUSﾊｲｽｸｰﾙへの生徒派遣が可能となり，8月に実施
した。今後の対応と方向性が課題である。また，他のSSH校が実施した国際会議等にも参加し
た。他の取り組みについては，第1学年英語授業への東工大留学生への授業参加，英語によるﾌﾟ
ﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの実施，研究者による英語で聞く講演会など，当初の目的は果たすことができた。「ｱ
ｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発」について，本委員会として掲げた目標を踏まえ，実施可能な取り組みとして第2
期SSH研究開発で開発した副読本「数学さきがけ」のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ教材化を行い，生徒へのｱﾝｹｰﾄ調査
を実施して，ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化された教材のあり方を検討する資料を得た。課題研究の要旨に関して
もﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化への取り組みを始めた。「成果普及」について，ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰなどの記事を掲載したﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞの活用，視察受け入れ，研修受け入れ，SSH東京都指定校合同発表会など生徒交流会等へ
の参加などを通して，成果普及に努めた。



第２年次
新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」において，「(3)知見・成果の表現と発信する方法」及び「(4)

討論と相互理解」の部分の教材の作成を行う。研究第1年次に作成した教材を用いて，一部のｸﾗ
ｽにおいて試行を行う。試行をもとにして作成した教材，指導法の再検討を行い，授業形態・
指導方法，成績評 価の方法などの確認と改善の検討を行う。ﾀｲ王国ｶｾｻｰﾄ大学附属高校との
交流を実施する。「課題研究」について，国際交流に対する取り組みの検討を行う。国際交流校
の拡充を視野に，他のSSH校等が開催する高校生の国際会議等へ参加し，情報収集する。2期に
渡って開発したSSH科目等における開発教材や指導法などのﾃﾞｰﾀ蓄積を継続して行い，制作す
るｱｰｶｲﾌﾞｽﾞの計画及び普及方法の検討を行う。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2年次のSSH実施報告書を作成する。
他のSSH校との研究交流を行う。

第３年次
新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」において，第2年次に作成した教材と指導法の確認と改善を

行いつつ，第2学年全ｸﾗｽにおいて授業実践を開始する。実践を踏まえて，授業形態・指導方法，
成績評価の方法などの確認と改善の検討を行う。「課題研究」における成果発表会においても，
開発するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの活用を視野にその可能性の検討を始める。ﾀｲ王国ｶｾｻｰﾄ
大学附属高校との交流を実施する。「課題研究」について，国際交流に対する取り組みの試行を
行う。国際交流校の拡充を視野に，他のSSH校等が開催する高校生の国際会議等へ参加する。
拡充する国際交流校の選定を検討する。2期に渡って開発したSSH科目等における開発教材や指
導法などのｺﾝﾃﾝﾂのﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化のためのﾃﾞｰﾀ蓄積を引き続き行いながら，ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞの計画と制作
を行い，普及方法の計画を行う。研究対象生徒への意識調査を行う。教員から見た生徒の変容
を調査する。教員対象の意識調査を行う。SSH研究開発の活動に関する意識調査を，本校教員
に対して行う。「SSH研究開発中間報告会」を開催し，研究の評価のためのｱﾝｹｰﾄ調査を行う。第
3年次のSSH実施報告書を作成する。他のSSH校との研究交流を行う。

第４年次
新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」において，授業実践を行い，教材・授業形態・指導方法・

成績評価の方法などについて，実践を踏まえた問題点等を検討し，必要に応じて改善を行う。
国際交流時における実践を検討する。「課題研究」における成果発表会においても，開発するｺﾐ
ｭﾆｹｰｼｮﾝ技術育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの活用の仕方を検討する。ﾀｲ王国ｶｾｻｰﾄ大学附属高校との交流を実施
する。「課題研究」について，第3年次の試行を踏まえ国際交流に対する取り組みの改善を行う。
国際交流校の拡充を視野に，他のSSH校等が開催する高校生の国際会議等へ参加する。拡充す
る国際交流校の選定を行う。2期に渡って開発したSSH科目等における開発教材や指導法などの
ｺﾝﾃﾝﾂのﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化のためのﾃﾞｰﾀ蓄積とｱｰｶｲﾌﾞｽﾞの制作を継続しながら，一部制作したｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ
の普及を試行する。研究対象生徒への意識調査を行う。教員から見た生徒の変容を調査する。
理工系大学に進学した卒業生への追跡調査を行う。教員対象の意識調査を行う。第4年次のSSH
実施報告書を作成する。他のSSH校との研究交流を行う。

第５年次
新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」において，授業実践を行い，教材・授業形態・指導方法・

成績評価の方法などについて，完成を目指す。国際交流時においての実践を試みる。「課題研究」
における成果発表会においても，開発するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの活用を可能な範囲で一
部実践する。ﾀｲ王国ｶｾｻｰﾄ大学附属高校との交流を実施する。「課題研究」について，国際交流に
対する取り組みを実践する。国際交流校の拡充を視野に，他のSSH校等が開催する高校生の国
際会議等へ参加する。国際交流校の拡充を行う。2期に渡って開発したSSH科目等における開発
教材や指導法などのｺﾝﾃﾝﾂのﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化のためのﾃﾞｰﾀ蓄積とｱｰｶｲﾌﾞｽﾞの制作を継続しながら，普
及を図る。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
本研究開発は第2期SSHの教育課程を基にした教育課程で編成され，新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入

門」を含む6つの学校設定科目「科学技術基礎」，「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」，「数理基礎」，「人と技術」，「科
学技術」，「先端科学技術入門」の設置を必要とする。設置する科目は研究成果ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞの開発対象と
なる科目である。その中で工業教科1科目について教育課程の特例を必要とし，工業教科科目「工業
技術基礎」に替え，学校設定科目「科学技術基礎」を科学・技術科第1学年全ｸﾗｽを対象に実施する。
本科目は第1期SSHから実践している本校の科学技術教育ｼｽﾃﾑにおいて第1学年に設置した基礎的な
科学技術の理論と実験実習によって構成される科目であり，本研究開発を実施する上で必要不可欠
であるため設置する。
○平成２３年度の教育課程の内容(太字はSSH関連科目，斜字は前回までの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,科学技術コミュニケーション入門,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,科学技術コミュニケーション入門,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,科学技術コミュニケーション入門,先端科学技術入門,実習,製図

電 気 電 子分野；科学技術,科学技術コミュニケーション入門,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,科学技術コミュニケーション入門,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「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」について，試作したテキストにより，試行的授業を実践した。具体

的には，応用化学分野では「液晶」，情報システム分野では「ライントレーサ」，機械システム分野では「電動ウインチ」
「テオ・ヤンセン機構」，電気電子分野では「太陽光発電」，建築デザイン分野では「住宅の形式」「耐震方法」を教材
とした。導入したテーマからのキーワードに凝縮された「知見・成果」を表現し，聴衆にも実験に参加しても
らうことで，直接的に「討論と相互理解」を深める方法，および判断基準を定量化し，Matrixで「知
見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求めながら「討論と相互理解」を深める方法などを実践し
た。

「国際交流」については，昨年度実施できなかったタイ王国カセサート大学附属高等学校への派遣研修を8
月に実施した。目標としている「国際交流の拡充」については，平成22年度に協定を結んだフィリピン共
和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校との第1回目の交換留学を実現した。8月に本校生徒の派遣研修，1
0月に受け入れを行ったが，カセサート大学附属高等学校からの訪問は，実現しなかった。また，「他のS
SH校との連携協力」の一環して，国際会議等へ参加した。9月に横浜サイエンスフロンティア高校主催の「The
Yokohama Science Frontier Forum for International Research in Science and Technology ysf FIRST 2 011」
へ第2学年生徒が参加し,11月には，立命館高校主催の「Japan Super Science Fair 2012」に第3学年が参
加して，「課題研究」等の研究成果について，口頭発表やポスター発表を行い研究交流を図った。こ
れらの関連事業として，「韓国 Korea Science Academy of KAIST との交流事業」への参加，「アメリカ・トーマス
ジェファーソン高校サイエンス研修」への参加なども行い，年度末には「韓国海外研修」への参加を予定している。
校内での活動として，3名の東工大留学生が第1学年「英語」授業にTAとして参加し，プレゼンテーションを実
施し，その後Q&Aセッション形式の授業を行った。実施した生徒アンケートの結果では，1学期に比べて2学期
の方が「英語を聞き取れた」と回答する生徒が増えており，「1学期プレゼン」の平均値と「2学期プレゼン」の平
均値，及び，「1学期Q&A」の平均値と「2学期Q&A」の平均値のいずれにおいても，有意水準１％で有意
差が認められ，授業の有効性が確認された。英語で聞く講演会では，アメリカ人研究者を招き，科学技
術についての講演を実施した。「課題研究」における「英文アブストラクト」作成は，本年度は英語授業「ライティ
ング」で英文アブストラクトの意義、書き方、その作成までの授業を試行実施した。全員が自分たちの課題研
究のアブストラクトを作成した。 終的に応用化学分野は例年通り母国語を英語とする講師の指導を継続
し完成させた。

「ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発」については，研究第1年次にディジタル教材化を施して得られた電子媒体（PDF形式）
の副読本「数学さきがけ」を，紙媒体のものと併用し，タブレット型PC等を利用して実践での活用を試み
た。生徒へのアンケート調査を実施し，ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得ることができた。
「PDF版の使い勝手」を尋ねた質問項目では，「使いやすさ」に関して，「SSH予算で購入した，あるメーカー
のタブレット型PC」を用いたグループの平均値と「それ以外のPC」を用いたグループの平均値の差についての有意
確率は0.088で，有意差こそ認められなかったものの有意傾向があり，インターフェースの選び方にもある
程度は配慮する必要があることを示唆する結果となった。また，これらのノウハウを活かしながら，本
校独自教材の「数理基礎」のアーカイブズ化への取り組みを開始した。「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化
への取り組みでは，「課題研究の要旨」のウェブサイトへの公開が，これまでの3分野に加え，機械システム分
野についても拡充できた。これらに関しては，例えば建築デザイン分野では昨年度に公開した「課題研
究」の紹介ページに提示されている問い合わせ先（分野のメールアドレス）を通して，「課題研究」の内容につい
て既に数件の問い合わせがあり，波及効果がうかがえた。これと先行して「要旨」の公開を行ってい
た応用化学分野の経験とを併せると，公開された「課題研究」紹介のページには一定の利用者があり，
科学技術についての教育・研究のヒントとなっていることは充分に期待できると考えられ，「成果普及」
の一端を担っているともいえる。

「成果普及」について，7件の学校視察・学校訪問等(文部科学省独法評価委員会JST部会，米国オレゴ
ン州立大学，新潟県立新発田南高等学校，滋賀県立膳所高等学校，滋賀県立八幡工業高等学校，神
戸市立科学技術高等学校，ダイヤモンド社)の受け入れ，横浜市教育委員会からSSHの取り組みに関する研
修を目的とした高校教員研修の受け入れ,本校公式Webｻｲﾄ上に15件のSSH関連ﾄﾋﾟｯｸをﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ(News
Letter)として掲載したﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用，SSH東京都指定校合同発表会など生徒交流会等への参加，コア



SSH校への連携協力などを通して，成果普及に努めた。

⑤ 研究開発の成果と課題

○実施による効果とその評価
新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」について，試作したテキストを用いて専門5分野の特色を生かした教

材による試行的授業を実践した。生徒に対するアンケート調査を行い，第1回目の授業が与える影響が示
唆され，第1回目の授業の組み立てが重要であることがわかった。

「国際交流」について，平成22年度に協定を結んだフィリピン共和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校との第
1回目の交換留学が開始され，「国際交流の拡充」を達成するとともに，タイ・カセサート高校への派遣研修
を継続実施した。タイ，フィリピン，米国海外研修派遣生徒による報告会を開催した際のアンケート調査から，
「発表の内容に興味をもてましたか」という設問に対し，肯定的な意見が8割以上であったこと。「今
後，このような発表をして海外の人々と交流したいと思いますか」に対しては，半数以上の生徒か
ら「非常にそう思う」「ややそう思う」という結果となり，報告会が国際交流への意識の向上に寄与し
たものと考える。また，「英語でのプレゼンテーションを行う時には何が一番大切だと思いますか。」という問
いに対して，ほぼ半数の生徒が「声の大きさ，表情，姿勢」等の非言語の部分，非常に実践的な面を
挙げている点が興味深い。クラスメイトが海外に渡り，その報告を何度か聞いてきた生徒達の反応として
注目したい点であり，文法的に正確な英語，凝ったスライドを表示できたとしても，声が小さくては伝
わらない，また顔，全体を使っての表現でなければ伝わらないというコミュニケーションの原点に気付いた
応答といえる。今後「科学技術コミュニケーション」での学習においても重要な要素であり，生徒たちは「表現」
の原点に気付いてきていると言える。

「ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発」について，研究第1年次にディジタル教材化を施して得られた電子媒体（PDF形式）の
副読本「数学さきがけ」を，紙媒体のものと併用し，タブレット型PC等を利用して実践での活用を試みた。
生徒へのアンケート調査を実施し，ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得ることができた。「P
DF版の使い勝手」を尋ねた質問項目では，「使いやすさ」に関して，「SSH予算で購入した，あるメーカーの
タブレット型PC」を用いたグループの平均値と「それ以外のPC」を用いたグループの平均値の差についての有意確
率は0.088で，有意差こそ認められなかったものの有意傾向が確認された。「課題研究」の成果に関
するアーカイブズ化への取り組みでは，「課題研究の要旨」のウェブサイトへの公開が，これまでの3分野に加え，
機械システム分野についても拡充できた。これに関しては，例えば建築デザイン分野では昨年度公開した「課
題研究」の紹介ページに提示されている問い合わせ先（分野のメールアドレス）を通して，「課題研究」の内容に
ついて既に数件の問い合わせがあった。これと先行して「要旨」の公開を行っていた応用化学分野の
経験とを併せると，公開された「課題研究」紹介のページには一定の利用者があり，科学技術について
の教育･研究のヒントとなっていることは充分に期待できると考えられ，「成果普及」の一端を担ってい
るともいえる。「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化では，授業に導入したPDF形式の電子ファイル
に関する評価を行った。タブレット型PCとSSHでPDF版を利用した生徒に，「PDF版の使い勝手」について問
うたところ，有意差こそ認められなかったものの有意傾向があった。

「成果普及」については，国内外からの学校視察・学校訪問が7件あり，横浜市教育委員会からSSH
の取り組みに関する研修を目的とした高校教員研修受け入れが1名あった。また，「課題研究の要旨」
をウェブサイトへの公開に伴う電子メールによる問い合わせも成果普及の一端を担っていると思われる。
○実施上の課題と今後の取組

新科目「科学技術コミュニケーション入門」については，アンケート調査から，第1回目の授業が与える影響が示
唆され，第1回の授業の組み立ての改善が課題となった。「国際交流」について，フィリピン・カンルーバン高校
との国際交流では，本校教諭の英語による出前授業の実施，タイ・カセサート高校との交流では，研修期間
の1日増加。より充実した研修プログラムの設定を行うため，事前のテレビ会議システムを活用した先方との協
議の実施。また，生徒それぞれが自分の興味・関心，学習している専門分野，課題研究等の研究内
容・成果を英語で表現し説明できるよう指導することが急務であり，自分に向けられた質問に対し
て適切に応答できる「コミュニケーション力」を獲得させることが，今後の大きな目標，課題となる。「ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ
開発」について，「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化では，各分野の「要旨」のアーカイブズ化の推進，画
像や動画のデータを組み込むなど質の向上。「要旨」の公開方法の統一化の検討。インターネット上に公開され
た「課題研究要旨」が，どのように利用され，どのような効果を与えているのかを，より具体的に知
るための評価方法の検討。「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化では，紙媒体及び電子媒体の副
読本「数学さきがけ」を様々な教育実践で使用しながら，アーカイブズ化のあり方を探るとともに，得られ
た知見を他の教材のアーカイブズ化に波及させることを目指す。「数理基礎」の成果に関するアーカイブズ化では，
研究第2年次にアーカイブズ化の作業を開始したが，継続してアーカイブズ化の作業を進め，電子媒体の形に目
指す。「成果普及」については，本校は，かつて，国際交流において，相手国の政情不安などにより
国内から海外への生徒派遣を一時的に見送らざるを得ない経験を持ったことがあったが，今年度は，
逆に成果普及において，海外からの学校視察・学校訪問の件数がここ数年の事例と比較して激減し
た，という経験を持つことになった。事情は全く異なるものであるにしても，教育研究活動を推進
する上で，国際的な場において安定的な活動を継続することがいかに容易ではないということを，
あらためて実感させられた。引き続き，地道に着実な活動を行いながら成果普及を推進するととも
に，研究第3年次に計画しているSSH中間報告会に向けて，方向性を集約させて行きたい。



Ｂ ＳＳＨ研究開発の成果と課題
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平成２３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

○平成２２年度の成果
新科目「科学技術コミュニケーション入門」については，研究第１年次にあたる平成22年度は，

開発科目の目標を達成するために科目の理念を構築するとともに，理念を実現するための具体的な
教育方法及び教育内容の検討，テキストの作成をすすめた。また，コミュニケーションの場を構築
する授業外のイベント等の検討や，校内教員間の合意形成のために校内勉強会を実施し，教育観の
相違が科目の実施を阻害することがないように 善を尽くした。具体的な指導方法としては，「科
学技術コミュニケーション入門」が，そのアプローチの仕方もシステムズアプローチの観点を応用
し，科学的／技術的である必要があり，当面，手法としてはプレゼンテーションによるコミュニケ
ーションを軸にして考えていくことから，プレゼンテーションを作成する準備段階として，①「聞
き手がどのような状況なのか予測する」，②「聞き手にあわせて，何をどの程度伝達するのか，伝
達意図を決定する」，③「聞き手に伝達するための伝達内容・伝達情報を決定する」，④「どのよ
うな表現形態にするのか」，⑤「聞き手の状況の変化を予測する」という，５つ組の考え方を提案
した。授業実践については，開発科目の実施が第２学年であるため，平成22年度は教育内容や教育
方法が実施可能かどうかを探るための試行に留まったが，試行は主に第1章に関わるもので，
Relevance Matrix 法を用いた定量的な評価方法をプレゼンテーションに加味することで，科学的／
実証的な説明をすることが可能か，このような方法が高校生に可能であるのか，試行による検証を
行った。また，レスポンスアナライザーによる評価を一部のクラスで生徒発表の機会に行い，機器
によるレスポンスの抽出がもたらす弊害はないか，実施上の問題点は何かについて探るため，試行
による検証を行った。その他，教師による科学／科学技術コミュニケーションの試行，保護者を対
象とした試み等も一部で行い，授業としての導入の問題点を探ることができた。各分野におけるそ
れぞれの取り組みでは，応用化学分野では化学に関する専門的な内容について，基礎的内容及び応
用的内容に関する検討を行い，試行的なものとして，「水について考える」，「物質の分離について
考える」，「光について考える」を基礎編として，「液晶」と「クロスカップリング」を応用編とし
て，テキストの作成をした。また，「液晶」については，応用化学分野第２学年の保護者会におい
て，サイエンスカフェ形式による講義と実習の実施を企画した。情報システム分野では，「科学技
術コミュニケーション入門」に向け，従来の「科学技術研究入門」のテキスト改訂と共に，どのよ
うなコミュニケーションを追加するかを検討し，平成22年度は「 速のコンピュータ」のテーマの
時の発表にポスターセッションを追加した。機械システム分野では，「科学技術コミュニケーショ
ン入門」を開発するにあたり，従来科目の精選や入れ替えについて検討を重ねた結果，「機械設計」
を中心とした内容について扱うことを決め，各授業における内容について，大きく２つにわけて取
り組むこととした。電気電子分野では，「科学技術研究入門」の授業内の一部に，研究第２年次か
ら実施される「科学技術コミュニケーション入門」の内容を試行し，電気電子分野教員２名，地歴
・公民科教員１名の Team Teaching によって実施した。また，試行したテーマを研究第２年次実施
時に使用するテキストに取り入れ，改訂作業を行った。建築デザイン分野では，「科学技術コミュ
ニケーション入門」に向けた試行として「スーパーマーケットの比較」という課題でＫＪ法の考え
方に則ってまとめる方法のほか，マトリクス法を取り入れた評価表による発表などを試行的に行い，
「科学技術コミュニケーション入門」としてテキストに「住宅の形式を考える」，「建築物の耐震
方法」という２テーマを用意した。前述のように，「科学技術コミュニケーション入門」は第２学
年での実施を予定しているため，平成22年度は科目の実施はなく，本格実施に向けた試行を行った
わけであるが，その結果，平成22年度試行したコンテンツについては，本格実施に取り入れること
が可能であることがわかった。また，平成22年度は各分野によるテキスト作成が大きな課題となっ
たが，いずれの分野も精力的に作業を進め，年度内に試作版を完成することができた。なお，テキ
ストの内容については全面的な入れ替えを行った部分もあるが，一部は「科学技術研究入門」のコ
ンテンツを生かして取り入れている。

「国際交流」については，第2期SSH研究開発で協定を結んだタイ王国カセサート大学附属高校と
の継続実施が，タイ王国の政情不安により断念せざるを得ない状況となったが，国際交流の拡充の
契機として，他の国・高校との交流を検討した。平成17年度に本校を訪問したシンガポール共和国
ＮＵＳハイスクールへの生徒派遣が可能となり，8月に実施した。また，他のSSH校が開催した国際
会議等にも参加した。他の取り組みについては，第１学年英語授業への東工大留学生の授業参加，
英語によるプレゼンテーションの実施，研究者による英語による講演会など，当初の目的を果たす
ことができた。具体的には，まず，海外研修の実施においては，シンガポール大学附属数学科学高



等学校への派遣が行われた。本来ならば，平成17年度に指定された第２期SSH研究開発の研究第２
年次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４回目となる交換留学を実施する予
定であった。しかしながら，平成22年度，当初よりタイ国内の情勢不安が懸念されていたため，カ
セサート大学附属高校交流担当者との数回にわたる検討の結果，平成22年度の交換留学を見送るこ
ととした。そこで，今期SSH研究開発の目標の一つである交流先拡充の一環として，シンガポール
大学附属数学科学高等学校（以下ＮＵＳ）への訪問・研修を検討し，打診したところ，了解を得る
ことができ，派遣が実現した。海外研修準備としては，第２期SSH研究開発での「国際性育成研究
会」において蓄積した海外派遣の指導・手順に基づき，改善を加えつつ，派遣準備，事前研修を計
画し，派遣生徒保護者会，生徒対象事前研修を実施した。平成22年8月16日～20日（含機内１泊）
の日程で実施したシンガポール滞在では，授業参加及び校外研修が行われ，自己紹介プレゼンの実
施，日本語クラスの生徒との交流，「環境と科学技術」についての生徒の事前調査の検証等が行わ
れた。また，派遣された５名の生徒の経験を共有し，波及させるため，１，２年の学年それぞれに
シンガポール報告会の機会を設定した。時間割，会場の都合上，その形態は学年によって異なるが，
２年生の報告会では，参加生徒のそれぞれのクラスで，作成した英語版の自己紹介プレゼンと現地
でのレポートの報告を行った。１年生全員対象の報告会では，自己紹介，研修テーマのプレゼンを，
英語，日本語で行った。報告会を聴講した１年生に実施したアンケートの結果では，「英語の勉強
の必要性を感じましたか？」と「専門（科学技術）の学習が国際交流に役立つと思いますか？」と
いう質問に対する肯定的意識（「非常にそう思う」または「ややそう思う」）の回答がそれぞれ70
％程度となり，後日実施された運営指導委員会においても高い評価を得た。「2010台日科学教育交
流シンポジウム」への参加では，静岡県静岡市で行われた同シンポジウムに，平成22年8月22日か
ら8月24日の3日間，本校から生徒１名・教員１名の計2名が参加した。このシンポジウムは平成22
年度にコアSSHとして採択された静岡北高等学校が主催したものであり，生徒による課題研究発表
・ポスターセッション・競技会に加え，教員によるプレゼンテーション・事例紹介等もあり，台湾
・日本両国の科学技術教育への理解が深まるとともに，相互の交流が大いに進んだ。英語のみなら
ず，科学技術自体が共通言語となりうることを強く認識する良い機会が得られたものと感じている。
また，「Rits Super Science Fair 2010」への参加では，平成22年11月1日から11月6日の６日間にわた
り京都・立命館高等学校および立命館大学を会場に開催された同フェアに，本校からは機械システ
ム分野３年生の男子２名，電気電子分野３年生の女子１名，および引率教諭１名が参加した。本校
は平成21年度に続き２度目の参加となる。平成22年度は機械システム分野の生徒２名が「AC
Generation by Means of Stirling Engine」をテーマとする研究発表とポスターセッション，電気電子
分野の生徒１名が「Introduction of Seawater MHD Generator」をテーマとするポスターセッションに
参加した。一方，「東工大留学生を招いた授業」では，東工大留学生センターとの連携により，２
人の留学生を招き，そのお国事情と日本での研究について，英語で授業を実施していただいた。第
１回目は，お国の文化，事情，東工大での研究内容等のプレゼンテーションをしていただき，第２
回目は第１回目のプレゼンテーションに対する質疑応答とした。「英語（外国語）で聞く講演会」
では，平成23年2月17日（木）に本校３号館大講義室において，Gavin H. Whitelaw 氏（国際基督
教大学准教授）を講師に迎え，本校の生徒・教職員を対象に英語（外国語）で聞く講演会を開催し
た。テーマは，“My Konbini- Japan's Crossroad for Science, Technology and Culture Today -”であっ
た。講演会終了後のアンケートには26名の回答が得られたが，講演内容を理解したかの問いには73
％が「よく理解した」「理解した」と回答し，講演内容に興味が持てたかには73％が「とても面白
かった」，27％が「面白かった」と回答した。「課題研究」における英文アブストラクト（要旨）
の作成では，応用化学分野において，第２期SSH研究開発での経験を生かし，今回の第３期ＳＳＨ
研究開発に臨んで科学技術を通した異文化交流により重点をおき，これまでの活動を踏まえた取り
組みを展開しつつも，その成果が国際交流に対する動機付けとなるよう意識した。

「アーカイブズ開発」については，本委員会として掲げた目標を踏まえ，実施可能な取り組みと
して第２期ＳＳＨ研究開発で開発した副読本「数学さきがけ」のディジタル教材化を行い，生徒へ
のアンケート調査を実施して，ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得た。課題研究
の要旨に関してもディジタル化への取り組みを始めた。「課題研究」の成果に関するアーカイブズ
化では，本校に専門分野として存在する５つの分野のうち，応用化学分野においては，ワープロ等
で作成された研究要旨ファイルをテーマ毎にＰＤＦ化したものを応用化学分野のホームページ内に
ある課題研究紹介のページにて，他の分野にさきがけて試行的に外部に公開してきた経験があった
ため，今回のＳＳＨ研究開発ではこれを拡充し，応用化学分野以外の各分野も含めて，ホームペー
ジ内に設ける課題研究紹介のページにて，外部に公開することを目指すこととした。研究第１年次
となる平成22年度は，まず，応用化学分野に続いて，情報システム分野及び建築デザイン分野にお
いて，課題研究の「要旨」の公開が実現した。「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化で
は，前回までのSSH研究開発（平成14～16年度・平成17～21年度）で紙媒体として作成した副読本
「数学さきがけ」を電子媒体としてアーカイブズ化する作業を通して，アーカイブズとしての教材
の１つのあり方を検討することから活動を始め，ｄｖｉ形式から単純なＰＤＦ形式のファイル作成，
hyperref パッケージの導入を行い，「自動的にはられるリンク機能」における不具合を調べ，その
改善の試行，さらに，不具合の改善，より使いやすいリンクの設定等を行った結果，印刷やコピー



（抽出）が不可で，暗号化レベルが128bit のＰＤＦ形式の電子ファイルを得ることができた。この
後，「ｄｖｉ形式の電子媒体から dvipdfmx コマンドを用いて作成された，ハイパーリンク機能の無
い，単純なＰＤＦ形式の電子媒体」（研究開始時に既に作成可能であった，改善作業前の「事前」
のもの）と「hyperref パッケージを導入し，様々な改善を加えて作成された，ハイパーリンク機能
のある，ＰＤＦ形式の電子媒体」（改善作業後の「事後」のもの）を実際に生徒に使ってもらい，
アンケートによる評価を行った結果，事前・事後の比較では，「目次から，かなり離れたページへ
移動する時」の使いやすさ，「課題の問題文が表示されている本文中のページから，課題の略解が
表示されている巻末のページへ移動する時」の使いやすさ，「本文中でページ参照が表示されてい
るページから，その参照先の本文中のページへ移動する時」の使いやすさ，「索引を利用して，調
べたい用語の記述がある本文中のページへ移動する時」の使いやすさ，のそれぞれについて，いず
れも事前の平均値より事後の平均値が上回り，１％水準で有意差が認められた。

「成果普及」については，視察受け入れ，研修受け入れ，ニューズレターなどの記事を掲載した
ホームページの活用，SSH東京都指定校合同発表会など生徒交流会等への参加などを通して，成果
普及に努めた。学校視察・学校訪問の機会を活用した成果普及では，平成22年度も多くの学校視察
・学校訪問があり，これらの機会を活用して，本校のSSH活動に関する成果普及を行った。平成２
２年度における学校視察・学校訪問はのべ１１件あり，内訳は，韓国ソウル大学，アフリカ開発銀
行，宮崎県立宮崎北高等学校，福岡県立城南高等学校，武蔵高等学校中学校，韓国ＩＴ系新聞社，
フィリピン共和国デ・ラサール大学（２回），科学技術振興機構，タイ王国カセサート大学附属高
校（国際交流としてではなく「情報技術基礎」の見学），東北工業大学高等学校であった。高等学
校教員の研修受け入れの機会を活用した成果普及では，平成22年度も，平成21年度と同様に，横浜
市教育委員会より，SSHの取り組みに関する研修を目的として，横浜市の高等学校教員１名が本校
に派遣され，１年間の任期で研修を行った。本校校務分掌では「研究部」に所属してSSH研究開発
の推進に携わるとともに，本校SSH研究開発研究組織の「アーカイブズ開発委員会」にも所属して，
SSH活動を行った。また，第１学期には，「数学さきがけ」の「 小二乗法」の部分も担当してい
ただき，本校で開発した副読本「数学さきがけ」を実際に使って，第２学年の本校生徒を対象に実
践経験していただいた。さらに，8月にパシフィコ横浜で行われた平成22年度SSH生徒研究発表会や
12月に早稲田大学で行われた平成22年度ＳＳＨ東京都指定校合同発表会等にも参加していただき，
SSH活動への理解を深めていただいた。「ニューズレター」を活用した成果普及では，SSHに関する
様々な取り組みを本校公式 Web サイト（ホームページ）上のニューズレター（News Letter）に掲
載・紹介し，積極的に公開して，SSH活動の成果普及をはかった。平成22年度は12件のSSH関連トピ
ックが掲載され，内訳は，韓国教育関係者来校，「人と技術」特別講義，「人と技術」校外研修，
第７回東京工業大学サマーチャレンジ開催，シンガポール海外研修，東京工業大学サマーレクチャ
ー2010開催，フィリピン・ラサール大学カンルーバン校と交流協定を締結，タイ王国・カセサート
大学附属高校訪問団来校，平成22年度東京工業大学オープンキャンパス，サマーレクチャー研究室
見学レポート発表会の開催，ラサール大学関係者来校，平成22年度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，であった。各種大会・部活動等の賞・記録については，平成22年度も
各種大会において生徒が活躍しており，科学技術に関する分野に限らず，スポーツの分野でも活躍
が出ている。これは，前回の第２期SSH研究開発の国際性育成研究会において，スポーツ分野も科
学的な視点でとらえることができ，また，国際性も必要である，とのことから，国内外の講師をお
招きしての，「スポーツを科学する」に関連するトレーニングセミナー実施の成果の１つとも考え
られよう。こうして１年間の活動をあらためて振り返ると，綿密な計画に基づき，問題点を一つ一
つ解決しながら，結果を考察し，次年度にフィードバックするといった地道な研究態度が常に要求
された。この点に関しても，私たちは真摯に取り組むことができた。新科目「科学技術コミュニケ
ーション入門」では順調にテキストの作成が進み，「国際交流」では新たな交流に向けて動き出し，
「アーカイブズ開発」ではディジタル化の作業が開始され，「成果普及」も積極的に継続された。
○平成２３年度の成果

新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，試作したテキストにより，試行的授業を
実践した。具体的には，応用化学分野では「液晶」，情報システム分野では「ライントレーサ」，
機械システム分野では「電動ウインチ」「テオ・ヤンセン機構」，電気電子分野では「太陽光発電」，
建築デザイン分野では「住宅の形式」「耐震方法」を教材とした。導入したテーマからのキーワー
ドに凝縮された「知見・成果」を表現し，聴衆にも実験に参加してもらうことで，直接的に「討論
と相互理解」を深める方法，および判断基準を定量化し，Matrix で「知見・成果」を表現し，聴衆
にも科学的思考を求めながら「討論と相互理解」を深める方法などを実践した。また，新科目「科
学技術コミュニケーション入門」を開発するにあたり掲げた仮説を検証する上で，今年度の試行的
授業を実践した結果，仮説における前提条件，すなわち，①自分の考えをまとめ，伝える力を土台
として，聴衆を同じ土俵に引き出すこと。②自らの考えを説得し，積極的に納得してもらえること。
を満たすこと自体が決して容易ではないということも，あらためて強く認識させられた。仮説の前
半部分に記述した，新科目「科学技術コミュニケーション入門」の開発の重要な鍵を握ると思われ
るこれら２つの項目（①と②）は，コンテンツとして科学技術に関連することがらや考え方を扱っ
た上で，生徒が自分の考えをまとめ，伝える力を土台として聴衆を同じ土俵に引き出すことの難し



さにまず直面し，自らの考えを説得し，積極的に納得してもらうことがいかに難しいか，というこ
とを認識してこそ，初めて，それを実現するためのスタートラインに立てる，という意味を内包し
ており，そのスタートラインを超えて，ようやく，基礎的な普通教科の知識，専門分野の知識・技
能の重要性を再認識し，いよいよ，それらの獲得欲求が高まる，という道筋である。このため，①
と②がどの程度達成できているか，ということが極めて重要であるものと考えられる。科学技術コ
ミュニケーション入門研究会の活動報告「４ 実施の効果とその評価」に記載のアンケート調査結
果によれば，現段階では，「自分の考えをまとめ，伝える力を土台として」までは仮説の前提条件
を満たす程度の水準として達成できたと思われるが，「聴衆を同じ土俵に引き出す」までには至っ
ていない。その背景として，質問１「科学技術コミュニケーションとは」という設問において，半
数以上の生徒が「科学技術コミュニケーションとは，科学技術を題材としたプレゼンテーションの
ことである」という認識であることがわかり，このことは，「科学技術コミュニケーション」に関
する理解がまだ充分にはできていないことを示唆している。すなわち，現段階では，生徒が「科学
技術コミュニケーション」の一部でしかない「伝える」ことのみを強く意識する傾向にあり，「聴
衆を同じ土俵に引き出す」ための必要条件となる「生徒自身がその土俵に上がる」ことがまだでき
ていないのである。この結果は，年度当初の導入段階における「科学技術コミュニケーションとは
何か」についての定着をはかる取り組みの改善の必要性を示唆するものと言えよう。次に，「自ら
の考えを説得し，積極的に納得してもらう」ことについては，「説得は容易か」を尋ねた質問７の
結果からわかるように，どの分野も７割程度の生徒がその困難さを実感している。このような結果
の背景として，「太陽光発電の設置を説得」及び「自分が販売する薬を選んでもらうための説得」
を尋ねた質問５，６の結果に見られるように，自らの考えを相手に説明し，納得させるための方法
について，どのような方法（アプローチ）を行えば相手を説得しやすいのかというストラテジーの
選択に対する判断力の乏しさが推察される。しかしながら，一方では，「自らの考えを説得し，積
極的に納得してもらう」ことの困難さをまず実体験として感じることも大切であり，これらの結果
を踏まえた上で，次年度以降の指導方法の改善につなげることが重要と考えている。

「国際交流」について，昨年度は実施することができなかったタイ王国カセサート大学附属高等
学校への派遣研修を，今年度は計画通り8月に実施することができた。目標として掲げている「国
際交流の拡充」については，平成22年度に協定を結んだフィリピン共和国デ・ラ・サール大学カン
ルーバン高等学校との第１回目の交換留学が実現した。8月に本校生徒の派遣研修，10月にカンル
ーバン高等学校生徒の訪問受け入れを行ったが，カセサート大学附属高等学校からの訪問は，実現
しなかった。また，「他の SSH 校との連携事業における国際交流への参加」として，国際会議等へ
の参加については，９月に横浜サイエンスフロンティア高校主催の「The Yokohama Science Frontier
Forum for International Research in Science and Technology ysf FIRST 2 011」へ第２学年生徒が参加し，
11月には，立命館高校主催の「Japan Super Science Fair 2012」に第３学年生徒が参加して，「課題研
究」等の研究成果について，口頭発表やポスター発表を行い，研究交流を図った。これらの関連事
業として，「韓国 Korea Science Academy of KAIST との交流事業」への参加，「アメリカ・トーマス
ジェファーソン高校サイエンス研修」への参加なども行い，年度末には「韓国海外研修」への参加
を予定している。校内での活動としては，「東工大留学生を招いた授業」として，３名の東工大留
学生が第１学年「英語」授業に TA として参加し，プレゼンテーションを実施して，その後，Q&A
セッション形式の授業を行った。実施した生徒アンケートの結果では，１学期に比べて２学期の方
が「英語を聞き取れた」と回答する生徒が増えており，「１学期プレゼン」の平均値と「２学期プ
レゼン」の平均値，及び，「１学期 Q&A」の平均値と「２学期 Q&A」の平均値のいずれにおいて
も，有意水準１％で有意差が認められ，授業の有効性が確認された。「英語で聞く講演会」では，
アメリカ人研究者を招き，科学技術についての講演を実施した。「課題研究」における応用化学分
野「英文アブストラクト」作成も，継続して行った。
「アーカイブズ開発」について，研究第１年次にディジタル教材化を施して得られた電子媒体（Ｐ

ＤＦ形式）の副読本「数学さきがけ」を紙媒体のものと併用し，タブレット型ＰＣ等を利用して，
実践での活用を試みるとともに，生徒へのアンケート調査を実施し，ディジタル化された教材のあ
り方を検討する資料を得ることができた。「ＰＤＦ版の使い勝手」を尋ねた質問項目では，「使い
やすさ」に関して，「SSH予算で購入した，あるメーカーのタブレット型ＰＣ」を用いたグループ
の平均値と「それ以外のＰＣ」を用いたグループの平均値の差についての有意確率は0.088で，有
意差こそ認められなかったものの有意傾向があり，インターフェースの選び方にもある程度は配慮
する必要があることを示唆する結果となった。また，これらのノウハウを活かしながら，本校独自
教材である「数理基礎」のテキストについても，アーカイブズ化への取り組みを開始した。「課題
研究」の成果に関するアーカイブズ化への取り組みでは，「課題研究の要旨」のウェブサイトへの
公開が，これまでの３分野に加え，機械システム分野についても拡充できた。これらに関しては，
例えば，建築デザイン分野では昨年度に公開した「課題研究」の紹介ページに提示されている問い
合わせ先（分野のメールアドレス）を通して，「課題研究」の内容について既に数件の問い合わせ
があり，波及効果がうかがえた。これと先行して「要旨」の公開を行っていた応用化学分野の経験
とを併せると，公開された「課題研究」紹介のページには一定の利用者があり，科学技術について
の教育・研究のヒントとなっていることが充分に期待できると考えられ，また，「成果普及」の一



端を担っているものとも言えよう。
「成果普及」について，ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用，視察受け入

れ，研修受け入れ，コアSSH校の海外研修への参加協力，SSH東京都指定校合同発表会など生徒交流
会等への参加などを通して，成果普及に努めた。さらに，前述のアーカイブズ開発で実施した「課
題研究の要旨」のウェブサイトでの公開においては，問い合わせが寄せられるなど，「成果普及」
にも一役買っていると言える。学校視察・学校訪問の機会を活用した成果普及では，今年度は，例
年と比較して海外からの視察・訪問の件数が激減するという現象が起きたが，国内からの視察・訪
問の件数は堅調であり，これらの機会を活用して，本校のSSH活動に関する成果普及を行った。平
成２３年度における学校視察・学校訪問の内訳は，週刊ダイヤモンド，文部科学省独法評価委員会
JST 部会，新潟県立新発田南高等学校，滋賀県立膳所高等学校，米国オレゴン州立大学，滋賀県立
八幡工業高等学校，神戸市立科学技術高等学校，であった。高等学校教員の研修受け入れの機会を
活用した成果普及では，今年度も，昨年度と同様に，横浜市教育委員会より，SSHの取り組みに関
する研修を目的として，横浜市の高等学校教員１名が本校に派遣され，校務分掌では「研究部」に
所属してSSH研究開発の推進に携わるとともに，本校SSH研究開発研究組織の「成果普及委員会」に
も所属して，SSH活動を行って１年間の任期で研修を行った。教材のアーカイブズ化による副次的
な成果普及という側面もあり，アーカイブズ開発委員会においてアーカイブズ化した教材（副読本
「数学さきがけ」：ＰＤＦ形式）を，より広い視点からの評価を得ることを目的として，理工系で
はない文系の大学学部（千葉大学法経学部経済学科）において大学生の数学に対する理解を深める
ために副読本「数学さきがけ」を活用した，という機会が得られ，これと同時に，本校のSSH活動
を知っていただく貴重な機会ともなった。

（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Ⅶの部分に添付してある）

② 研究開発の課題

○平成２２年度の課題
「科学技術コミュニケーション入門」については，科目開発の際に記述した教育ゲームやゲーミ

ングによるコミュニケーションの試みに関する校内のコンセンサスを得ることが難しい。教材その
ものを「教育ゲーム」，教育ゲームを運用するためにブリーフィング（事前説明）やディブリーフ
ィング（振り返り）を取り入れ，授業計画通りの遂行を図るものが「ゲーミング」であり，日頃の
授業も広義にはゲーミングと言えるわけだが，遊戯ゲームとの違いや成果の中での実施を危ぶむ声
も無視できず，計画やシナリオづくりも実際にはゲーミングであることから，これらを活かせるア
プローチの検討を進めたい。また，教育方法に関する課題としては，教育方法の開発は道半ばであ
り，自分の考えや発想のまとめ方や効果的な伝達方法，コミュニケーション実施時の立ち居振る舞
い，聴衆へのアピール方法など，多くの課題を解決する必要がある。当面は「科学技術研究入門」
での手法を継承することになるが，コミュニケーションはさらに踏み込む実践であるために，新た
な方策を検討する必要がある。

「国際交流」については，国内に居ながらにして，海外の高校生，教員と互いの研究を発表し，
意見を交換する国際会議への参加は，身近に世界を感じる貴重な経験となるため，研究第２年次も，
国際会議の招待を受けた際には，生徒，教員に積極的な参加を推奨していく必要がある。実際に海
を渡り出向いていく海外派遣，国際交流については，日々変化する国外情勢を鑑みると，安定した
交流を継続させていくことがいかに難しいことであるかを実感させられるが，海外研修を計画する
ことで，まずは担当する教員が世界の情報に関心を寄せることが重要であり，その上で生徒の海外
への興味・関心をさらに高める指導を行うことを目指したい。教員，生徒の海外見聞をより広げる
ため，研究第２年次は新たな交流校を模索することを目標としている。また，より多くの教員，生
徒が関われる研修の体制を検討することも必要と考えている。

「アーカイブズ開発」については，「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化では，「課題研
究」の「要旨」に関して引き続き各分野毎で順次アーカイブズ化を推進していく。作業が先行して
いる応用化学分野においては，そのアーカイブズの中にディジタル顕微鏡を活用したデータ等を組
み入れるなど，アーカイブズの質をより高めたい。「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ
化では，生徒のアンケートにおいて「電子媒体」に対して「紙媒体」の使いやすさを追求する意見
が見受けられ，「電子媒体」のあり方を考える上で参考にしたい。

「成果普及」については，これまでの第１期・第２期において得られた研究成果と，第３期にお
いて新たに得られる成果を，どのように構成し直し，どのような媒体を用いて，いかにわかりやす
く外部に発信していくかという工夫をこらしていくことも，成果普及のあり方を考える上で求めら
れることになるであろう。本校における第３期SSH研究開発が始まり，１年が経過した。研究第１
年次の今年度は，第２期SSH研究開発で構成した研究組織をあらためて一新し，新たな目標を掲げ，
研究を設計し直して，様々な教育実践を試行しながら，新しい教育方法の検討，教材開発，評価に
追われる日々であった。しかし，「研究開発の際には，本校の全教員が必ず研究組織に所属し，全
員で協力して取り組む」という，昭和の時代から脈々と続く伝統は踏襲され，また新しい一歩を踏
み出すことができた。引き続き，研究第２年次も着実に取り組みたい。
○平成２３年度の課題



「科学技術コミュニケーション入門」については，まず，アンケート調査から，第１回目の授業
が与える影響が示唆された。この点を考慮して，第１回の授業の組み立てが重要と考える。また，
科目の目的などについてのみ考えれば，第１回目のみが重要であり，あとの回は各分野に委ねても，
大きな差が見られないことがわかった。それゆえ，第１回目の授業を共通の意思で行うことが求め
られるといえる。教育方法の違いも，各分野の専門性を考えると必要な違いであるともいえる。た
だし，今後も成果の違いについては，調査を続ける必要がある。また，今年度の取り組みでは，論
理的思考を求めるということが十分に伝わっていなかったように思われ，ロジカルシンキングに関
する新しい教材の開発や技術者倫理・情報モラルといったモラル関連の知識や，情報的な見方・考
え方が必要な面もあることがわかったため，今年度の問題点を踏まえて，多方面からのアプローチ
を試みる予定である。また，今後の方針として，科学技術を題材としながら科学的かつ論理的な情
報伝達を行い，しかも受け手側も科学的に判断できるように配慮する。研究第３年次は，研究目標
を達成しながら，踏み込んだコミュニケーションの方法を提案していきたい。さらに，対面による
「発信」に留まってしまった今年度の実践を踏まえ，新たな「発信」を提案し，国際交流研究会と
提携しながら，研究を推進していきたい。
「国際交流」について，まず，フィリピン共和国カンルーバン高校との交流に関する課題として，

フィリピン訪問時に本校教員による科学技術に関する出前授業は，フィリピンの学制が日本とは異
なるため，行うことができなかった。年齢でみると，フィリピンの高等学校３年生は，日本の高等
学校２年生に相当し，年齢が１歳下である。そのため，カンルーバン高校の理数系の学習内容に関
する情報が少なかったため実施にいたらなかった。平成２４年度は，カンルーバン高校の理数系の
学習内容を調査し，科学技術に関連した出前授業の実現が課題である。また，タイ王国カセサート
高校との交流に関する課題は，現在の４泊５日間の滞在を１日増やし５泊６日間とすることである。
以前よりカセサート高校側から滞在期間の短さが指摘されてきた。より充実した研修プログラムを
実施するために，この点を検討する必要がある。また，現地での行動予定，時間配分について，事
前にテレビ会議システム等を利用し，先方の先生方と対面で綿密な相談を行うことを提案したい。
教員の出前授業の段取り，内容を改善したり，生徒の授業準備もより適切なものとすることが可能
となるはずである。海外派遣生徒の報告会に関する今後の課題として，国際交流におけるホスピタ
リティの一環としても，プレゼンテーションを行った後の質疑応答での態度を指導することである。
報告会を開催したクラスの中であまり質問が出ないクラスがあった。プレゼンテーションをしても
らった後は，スピーカーに敬意を示す方法，「聞いていました」という意思表示をすることは，「質
問すること」であり，その事により双方向性となり，コミュニケーションが成立することを伝え，
重要な要素として指導する必要がある。 後に，研究会全体としての課題と方向性を示す。平成23
年12月24日にSSH情報交換会が開催された。その中で，SSH担当の文部科学省初等中等教育局教育課
程課課長補佐から，従来からの変更点となる来年度の主なSSHの重点事項のひとつとして，「国際
性・語学力の育成」をとりあげ，以下の項目を示した。①国際性を育てるために必要な外国語によ
るコミュニケーション能力や国際感覚の育成，②外国人研究者，留学生，外国の学校との交流など
国際交流，③国際的な会議や科学技術，理数系コンテストへの参加，④外国語科の教育課程との有
機的な関連付けや体制の構築，⑤海外の機関との日常的，継続的，長期的な交流，連携。以上の項
目に対する本校の取り組みとして，①については，海外研修時における英語による専門的な内容と
自己紹介プレゼンテーション，本校教員による出前授業での生徒同士の共同実験，②については，
外国人研究者を招いた英語による講演会，東工大留学生を TA として活用した授業，国際交流協定
校との相互交換留学，③については，Japan Super Science Fair2012や ysfFIRST への参加，④につい
ては，「課題研究」英文アブストラクト作成における専門分野と外国語教科（英語科）との連携，
⑤については，タイ王国カセサート高校及びフィリピン共和国カンルーバン高校との国際交流協定
に基づく交流，が該当する。以上からわかるように，来年度から重点事項として示された５つの項
目は，本校が平成17年度指定第２期SSHから実践してきている取り組みに他ならない。これらのこ
とは，将来の科学技術者は，「国際的に活躍できる科学技術者」でなければならないという先進的
な見地に立って課題設定を行い，「将来，国際的に活躍できる科学技術系人材の育成」を目指して
取り組んだ本校のSSH研究開発の成果が，認められたと言っても過言ではなく，以上から，本校で
取り組んでいる研究開発の方向性の適切さが示されたととらえている。しかし，世界規模で変わり
ゆく社会情勢等を鑑みると，英語でコミュニケーションを図りながら，国内外の人々との連携，協
働の必要性を誰もが認識し始めたようである。このことは，教育の現場，教員の意識にも大きな変
容を及ぼすこととなるであろう。すなわち，これまでの「将来の科学技術系人材」の素養としての
「国際性の育成」，「異文化理解」を深める取り組みから，実際に海外の人々にも通じる形態で積
極的に発信し，適切に応答するという，協働の経験を持たせる活動へと一気に移行しつつあること
は紛れもない真実と思われる。したがって，今後の課題と方向性として，生徒それぞれが自分の興
味・関心，学習している専門分野，課題研究等の研究内容・成果を英語で表現し説明できるよう指
導することが急務であり，自分に向けられた質問に対して適切に応答できる「コミュニケーション
力」を獲得させることが，今後の大きな目標，課題となってきていると認識している。さらに，協
定校との交換留学に加えて，国際会議，海外の高校との交流に参加する機会をより多く与え，交流
の意義，コミュニケーションスキルの必要性と重要性を認識させることが，より一層重要となって



くることであろう。また，懸案である多数の生徒の海外研修も，実現に向けて検討する必要がある
だろう。このためには，教員側も専門分野と教科間の連携をこれまで以上に強め，学校全体として
互いに協力していくことが極めて肝要である。「科学技術コミュニケーション」が目標としている
海外の生徒に活動を披露する取り組みは，専門分野，教科を問わず全教員で推進していくことが当
面の課題であると考える。また，今年度，他校のコアSSH連携事業において，課題研究に着手して
いない第２学年生徒が，自身が興味を持ったことについて研究を行い，その成果を英語で発表する
機会があった。今後，国内での「国際」を冠しない発表会においても，英語で発表する可能性が容
易に想定される。そこで，教員の語学スキル向上のためにも，「英語による講演会」の開催に加え
て，教員間の勉強会など，原点に立ち返った活動も一考する必要があると考えている。

「アーカイブズ開発」については，「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化では，「課題研
究」の「要旨」については，引き続き各分野ごとにアーカイブズ化を推進すると共に，画像や動画
のデータを組み込むなど，その質の向上も図っていきたい。一方，公開されている「要旨」につい
ては，「要旨」をテーマごとに個別にＰＤＦファイル化している分野と，「要旨集」として年度ご
とにまとめてＰＤＦファイル化している分野とがあり，「要旨」の書式にもばらつきがあるのが現
状であるため，見やすさや使いやすさなどを考慮し，今後，これらの書式を統一するかどうかも含
め，公開方法の改良についての検討が必要であるものと考える。また，アーカイブズ及びその公開
方法の質の向上を図るために，インターネット上に公開された「課題研究」の「要旨」が，どのよ
うに利用され，どのような効果を与えているのかを，より具体的に知るための評価方法の検討も，
必要であろう。「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化では，紙媒体及び電子媒体の副読
本「数学さきがけ」を，引き続き，「数学さきがけ」をはじめとする様々な教育実践で使用しなが
ら，アーカイブズ化のあり方を探るとともに，得られた知見を他の教材のアーカイブズ化に波及さ
せることを目指す。「数理基礎」の成果に関するアーカイブズ化では，研究第２年次にアーカイブ
ズ化の作業を開始した「数理基礎」のテキストについて，「数理基礎」の授業担当教員による内容
的な改訂作業の終了を待ち，終わり次第，アーカイブズ化の作業の続きを進め，「数学さきがけ」
と同様な電子媒体の形にしたい。

「成果普及」については，本校は，かつて，国際交流において，相手国の政情不安などにより国
内から海外への生徒派遣を一時的に見送らざるを得ない経験を持ったことがあったが，今年度は，
逆に成果普及において，海外からの学校視察・学校訪問の件数がここ数年の事例と比較して激減し
た，という経験を持つことになった。事情は全く異なるものであるにしても，教育研究活動を推進
する上で，国際的な場において安定的な活動を継続することがいかに容易ではないということを，
あらためて実感させられた。引き続き，地道に着実な活動を行いながら成果普及を推進するととも
に，研究第３年次に計画しているSSH中間報告会に向けて，方向性を集約させて行きたい。

（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Ⅶ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２７年３月３１日まで

２ 研究開発課題

国際連携・高大接続教育を行う科学技術高等学校の新たな展開に向けた，ものつくり

の過程を自らの発想でデザインし広く発信する科学技術コミュニケーション教育の研究

開発及び研究成果普及アーカイブズの開発

３ 研究の概要

２期に渡る８年間のＳＳＨ研究開発の成果である科学技術教育システムを基盤とし

て，「わかる」力，「えがく」力，「つくる」力，「いどむ」力，「わかりあう」力の育成

を持続させながら，ものつくりの過程の中で自ら課題を見つけ，主体的に判断・行動し，

問題を解決する資質や能力を育成するとともに，自ら導き出した成果を，協同学習の中

で意見をすりあわせ意志決定して得られた結論及びその過程をシナリオのような詳細な

計画にまとめ，教育ゲームやＩＣＴを活用した表現発表会等で発信させることによるコ

ミュニケーション力の育成を図る新科目「科学技術コミュニケーション入門」の開発を

行い，国際交流協定校の生徒の授業参加を行う。過去のＳＳＨで開発した科目等を継続

実践して教材等のディジタル化を行い，それらをアーカイブズとして開発し，研究成果

の普及を行う。第２期ＳＳＨで開始した国際交流協定校との交換留学を継続するととも

に，国際交流の拡充に向けた取り組みを行う。

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 大 即 信 明

（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※ 202 5 198 5 189 5 589 15

計 202 5 198 5 189 5 589 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。）

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 5 0 10 (1) 70

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。

２ 研究の内容・方法・検証等

（１）「現状の分析と研究の仮説」

近年，科学技術創造立国を目指す我が国における中等教育機関としての取り組みの一

端を担うべく本校は，「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２期に渡りＳＳＨ研究開発を実施した。平

成１４年度からの第１期ＳＳＨでは「 先端の科学技術を教材として取り入れ，理工系

大学と連携を図りながら，理数系教育における学力向上とともにセンス・創造性・独創

性及び倫理観を高める新しい科学技術教育システムの研究開発」を行い，平成１７年度

からの第２期ＳＳＨでは「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」に取り組んだ。

第１期ＳＳＨで開発した科学技術教育システムの内容は，「わかる」，「えがく」，「つく

る」という３領域に分け，それぞれの力の育成を目指す「創造性の基盤となる力」を育

む教育課程と位置づけた。第２期ＳＳＨでは，第１期ＳＳＨで開発した「創造性の基盤

となる力」を育む教育課程を基礎・基本とし，さらに，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”－の育成を目指した新たな科学技術教育システム

の研究開発を行った。東京工業大学との連携を強化し，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し，将来の国際的な科学技術系人材の育成を目指した。その中

で，『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」の開発，高大接続を活かし

て発展的内容を取り入れ，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，
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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「さきがけ教育」の開発，東京工業大学国際室及び留学生センターの協力を得て，

タイ王国カセサート大学附属高校と国際交流協定を結び，科学技術をテーマとした国際

交流の実施，東京工業大学の留学生を講師に迎え英語による講演会やＴＡとして授業へ

の参画による国際性育成への試み，ＳＳＨで得た科学技術教育における様々な成果の普

及促進の試みを行った。

さて，科学技術・学術審議会基本計画特別委員会「我が国の中長期を展望した科学技

術の総合戦略に向けて（中間報告）～ ポスト第３期科学技術基本計画における重要政

策～」*1
によれば，将来の国力の源泉となるものとして，「知」の創出，科学技術によ

る飛躍的なイノベーション，優れた人材の育成を掲げ，世界規模の問題に対して科学技

術を基にした国際協調力をもって貢献し，科学技術の力で自律的に存立すべきとある。

そのためには，新たな知的資産の獲得等を目指す研究や，その担い手たる創造的人材の

育成を基にした基礎科学力の強化を必要とするとしている。また，子供達の理科離れに

象徴されるように，若年層の科学技術に対する興味関心の低下傾向を改善するためには，

科学技術に関する理解や関心を深めるためのコミュニケーション活動の一層の充実が強

く求められている。

科学技術・学術審議会人材委員会「知識基盤社会を牽引する人材の育成と活躍の促進

に向けて－科学技術・学術審議会人材委員会第四次提言（案）」*2
においては，次世代

を担う人材の育成及び初等中等教育から研究者・技術者養成まで一貫した取組の推進の

必要性を掲げている。前者においては，才能を見いだし伸ばす取り組みの充実を行い，

優れた教育力を有する教員の養成も必要としながらも，科学技術系活動に関する取り組

みの支援や拡充があげられている。後者においては，初等中等教育の時期から，優れた

研究者・技術者に接する場・機会を充実させ，大学や産業界と連携したキャリア教育の

推進とともに，時代の要請にあわせた実践的な技術者教育の質の向上も必要としている。

また，科学技術イノベーションの向上には，多様な人材により発揮されるチーム力が必

要とも言われている。

日本経済団体連合会*3
によれば，現在，世界の経済産業構造が大きな転換期を迎えて

おり，日本を取り巻く５つの環境変化（人口減少と高齢化，資源・環境制約，グローバ

ル化，人々の価値観・行動様式の変化，ＩＣＴ（情報通信技術）の深化）に注目してい

る。地球上の限られた資源の中で，持続的な社会に資するには，資源・環境制約に配慮

した産業社会構造や「大量消費型社会」から「質重視型社会」，「所有」から「活用」へ

と人々の価値観・行動様式の変化が要因すると思われる。グローバル化においては，近

年のアジアを含む新興国のめざましい成長と新政権による東アジア経済共同体の提唱

は，アジアの諸国との国際交流の重要性を指している。ＩＣＴの発展は，様々な分野に

おいてあらゆる情報をディジタル化しネットワーク化を図ることによって，ディジタル

化社会をグローバルに支えるインフラとなっている。教育の場においてもＩＣＴを活用

した新しい教育方法が取り入れられており，今後はさらなるＩＣＴの深化が望まれてい

る。

これら状況の中，本校は，これまで２期に及んで開発した科学技術教育システムを基

盤として，「わかる」力，「えがく」力，「つくる」力，「いどむ」力，「わかりあう」力
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の育成を持続させながら，新学習指導要領の理念である「生きる力」の育成を目指す。

そのために，科学技術高等学校という理数分野と専門分野が充実している特色を生かし

て，ものつくりの過程の中で自ら課題を見つけ（問題発見能力），主体的に判断・行動

し（主体性の向上），問題を解決する資質や能力（問題解決能力）を育成するとともに，

自ら導き出した成果を，協同学習の中で意見のすりあわせ，プライオリティを考えなが

ら集団での意志決定を行わせる。このようにして得られた結論及びその過程をシナリオ

のような詳細な計画にまとめられ，聴衆に発信される。これらを１つの教育システムと

した教育ゲームやＩＣＴを活用した表現発表会等を行うことによってコミュニケーショ

ン力を引き出し『発信する力』を育成する新科目「科学技術コミュニケーション入門」

を開発する。

研究成果アーカイブズにおいては，ＳＳＨで開発した科目等を継続実践し，教材等を

ディジタルコンテンツとして蓄積し，教材等のディジタル化を行うことによって，ＩＣ

Ｔなどで活用することが可能となり，広く普及することができる。

*1 科学技術・学術審議会基本計画特別委員会．“我が国の中長期を展望した科学技術の総合戦略に向け

て（中間報告）～ ポスト第３期科学技術基本計画における重要政策～”文部科学省． 2009-12-25．

*2 科学技術・学術審議会人材委員会．“知識基盤社会を牽引する人材の育成と活躍の促進に向けて－科

学技術・学術審議会人材委員会第四次提言（案）”文部科学省．2009-7-24.

*3 (社)日本経済団体連合会．“産業構造の将来像－新しい時代を「つくる」戦略－” 2010-1-19.

（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，８年間の２期に渡るＳＳＨ研究開

発で開発した科学技術教育システムを基本とした本校独自の教育課程である。この教

育課程の骨格は，観察や実験・実習，ものつくりを中心とする第１学年の「科学技術

基礎」では，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

とに主眼を置いている。さらに，第１学年の「数理基礎」では，理科及び工業教科を

理解するために必要な基礎的数学知識を習得させ，数理的にとらえるセンスを磨き，

「人と技術」では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学年の「先端

科学技術入門」では，先端科学技術の研究や成果及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。これらに

加え，本研究開発では，ものつくりの過程の中で自ら課題を見つけ，主体的に判断・

行動し，問題を解決する資質や能力の育成と問題解決し得られた成果を，協同学習の

中で意見をすりあわせて集団での意志決定を行い，その結果をシナリオのような詳細

な計画にまとめて，聴衆に発信する。これらを１つの教育システムとした教育ゲーム

やＩＣＴを活用した表現発表会等を行うことによってコミュニケーション力を引き出

し『発信する力』を育成する新科目「科学技術コミュニケーション入門」を学校設定

科目として開発する。
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② 研究内容

本研究開発では，第２期ＳＳＨでの教育課程を基にして，東京工業大学と連携し，

国際的な展開を視野にいれながら，ものつくりの過程を自らの発想でデザインし広く

発信するために教育ゲーム・シミュレーション及びＩＣＴを導入した新しいコミュニ

ケーション技術育成プログラムの研究開発を行い，教育課程の主体となる過去のＳＳ

Ｈで開発した現在の学校設定科目を実践しながら，それらの教材や指導法などの研究

成果を普及させるためのアーカイブズの開発を行う。

第２学年の新科目「科学技術コミュニケーション入門」では，まず，各専門分野に

共通する事象を題材にして，教育ゲームのいろはを経験させる。次に，各専門分野の

特色を生かしたものつくりの過程を題材にして教育ゲームを行う。クラスを複数のグ

ループに分け，それぞれのグループで目標とするものつくりの過程を想定し，生徒個

々がものつくりの過程で必要な登場人物，たとえば，依頼者，設計者，製作者などの

異なる役割を分担し，集団意志決定場面を数分の劇として演じ，他の生徒である聴衆

からグループの主張に対するより多くの同意を得るというミッションを行う。この教

育ゲームにより生徒がすべての登場人物の立場を理解させることができることが望ま

しいが，授業時間の制約上，時間内に複数回のプレイは困難である。そのため，シナ

リオ作成段階において，それぞの役割についての意見交換を行わせることにより，す

べての登場人物の立場の理解が促せると想定している。このような教育ゲームの活動

を通して生徒は，シナリオ作成段階において，登場人物が置かれた状況を文章化する

ため，論理的に考える能力が育成される。また，劇後にディブリーフィングを行い問

題点を話し合うことによる上演者と聴衆との意見交換を通じた相互理解と新たな発見

を得られることを理解させる。その学習の中で，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。さらに，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，国際的に発信する力の育成も試みる。

研究成果普及アーカイブズの開発では，８年間のＳＳＨで開発した科目の教材や指

導法などを，静止画や動画などのディジタルデータとして蓄積し，一連のアーカイブ

ズとして広く普及させることを目的に活動する。

③ 方法

・新科目の開発

第２学年必修科目として新科目「科学技術コミュニケーション入門」を２単位で

設定し開発する。教育ゲームにおける教材及び指導法は，研究第１年次から開発を

始め，研究第３年次の年度末までに完成を目指す。科目の内容については，（３）「必

要となる教育課程の特例等」の方に，詳細を示してある。

・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可能性を検討する。

・国際交流の拡充

高校生レベルの国際会議への積極的な参加を促し，東京工業大学の協力を得なが



- 6 -

ら現在１校である国際交流校の拡充を視野に入れた活動を行う。

・研究成果普及アーカイブズの開発

８年間のＳＳＨで開発した学校設定科目や「さきがけ教育」で開発した教材や指

導法などをディジタルデータで記録し蓄積する。蓄積したディジタルデータを編集

し，一連のアーカイブズとして制作する。制作するアーカイブズは「Tokyo Tech S

STHアーカイブズ」としてＩＣＴなどの活用による普及を試みる。

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（別添３）」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。

発表に対する，興味・関心や態度変容の違い，課題研究のテーマ決めや学級活動に

おける議論の様子から，集団討議におけるコミュニケーション力を評価する。そして，

終的には，課題研究の遂行にあたり，プライオリティを優先した効率的な運営が出

来ることを目指し，事後に教師・生徒によるアンケート調査等を行う。

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。

「本校における過去２回のＳＳＨ研究開発を生かした今回のＳＳＨ研究開発の概略図」

理工系大学学部１年

推薦・ＡＯ入試等合格者への３学期の指導
（３年３学期さきがけ）

第３学年
課題研究

さきがけ
(国際交流も可能)

科学技術
先端科学第２学年 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門 科学技術 さきがけ
技術入門

(国際交流も必須)

第１学年 科学技術基礎 数理基礎 人と技術 英語Ⅰ

※ は新科目の研究開発。 の中からアーカイブズ開発の題材を拾う。

（３）「必要となる教育課程の特例等」

本研究開発は，第２期ＳＳＨの教育課程を基にした教育課程で編成され，新科目を含

む６つの学校設定科目の設置を必要とする。設置する科目は，研究成果アーカイブズの

開発対象となる科目である。その中で，工業教科１科目について教育課程の特例を必要

とする。
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① 必要となる教育課程の特例とその適用範囲

工業教科科目「工業技術基礎」に替え，学校設定科目「科学技術基礎」を科学・技

術科第１学年全クラスを対象に実施する。本科目は，第１期ＳＳＨから実践している

本校の科学技術教育システムにおいて，第１学年に設置した基礎的な科学技術の理論

と実験実習によって構成される科目であり，本研究開発を実施する上で必要不可欠で

あるため設置する。

・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。

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

目や２年次の「科学技術」や新科目「科学技術コミュニケーション入門」
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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。

② 教育課程の特例に該当しない教育課程の変更

本校で２期に渡るＳＳＨで開発した科学技術教育システムを基にして本研究開発は

構成されている。そのため，ＳＳＨで開発した科目と新科目「科学技術コミュニケー

ション入門」を学校設定科目として設置する。

・科学技術コミュニケーション入門
教 科：工 業
科 目 名：「科学技術コミュニケーション入門」
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，ものつく
りの過程の中で自ら課題を見つけ，主体的に判断・行動し，問題を解決する資
質や能力を育成するとともに，自ら導き出した成果を，協同学習の中で意見の
すりあわせ，プライオリティを考えながら集団での意志決定を行わせる。この
ようにして得られた結論及びその過程を，シナリオのような詳細な計画にまと
められ，聴衆に発信される。これらを１つの教育システムとした教育ゲームや
ＩＣＴを活用した表現発表会等を行うことによってコミュニケーション力を引
き出し『発信する力』を育成する。

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・成果の表現と発信する方法
（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，各専門分野の特色を生かした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，ものつくりの過程の中で，科学技術に関する事象を深く観
察させ，協同学習を通じて多面的に考察する力を養うこと。

（３）については，自ら導き出した成果を，協同学習の中で意見のすりあわせ，
プライオリティを考えながら集団での意志決定を行わせる。このようにし
て得られた結論及びその過程を，シナリオのような詳細な計画にまとめて，
聴衆に発信する力を養うこと。

（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，遠隔地との交流を試み，外国語による国際交流も実施す
る。

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。
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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。

・数理基礎
教 科：工 業
科 目 名：「数理基礎」
目 標：

理科及び工業教科を理解するために必要な基礎的数学知識を習得させること
により，科学や技術の分野に興味・関心を持たせ，工業教科の学習をスムーズ
に進められるようにする。

履修学年：第１学年
単 位 数：２単位
内 容：

（１）式の計算
文字式の通分，約分など分数式の基本的な計算や，複数の文字から成る

式の変形などを取り扱う。これらの計算は，小学校で学習した分数の知識
や計算方法及び中学校で学習した式の計算の発展であることを理解できる
ように指導する。分数式の計算の応用例として，オームの法則を利用した
合成抵抗の計算などを取り扱う。

（２）指数の計算
理科及び工業の各科目にしばしば現れる指数表示された数値の計算方法

を取り扱う。各種の量は指数表示をした方がわかり易いものが多くあり，
これらの計算方法に慣れることが各種の量をより深く探求するのに必要で
あることを理解できるように指導する。

（３）有効数字
測定値には，必然的に真の値との間に誤差が生じるため，有効数字の概

念が必要であることを理解させ，その四則演算について取り扱う。
（４）ギリシャ文字と単位

理科及び工業の各科目にしばしば現れるギリシャ文字に親しみを感じさ
せる。理科及び工業教科で扱われるＳＩ単位の仕組みを簡潔に紹介し，そ
の特長や役割を理解させる。また，科学技術の基礎を学習する上で必要と
なるＳＩ単位の換算について，質量，速度，力，仕事などを例にして理解
を深めさせる。

（５）三角比
直角三角形の辺の比と角との関係として，正弦，余弦及び正接を導入し，

これらを利用して理科や工業で扱う物体に関する計量について，長さ，角
の大きさ，面積，体積などの計算や直接測定できないものを間接的に測定
する方法を身につけさせる。また，三角比の角が０゜，９０゜の場合まで
拡張する。

（６）ベクトルの計算
平面上のベクトルについて，その意味と相等，加法，減法及び実数との

乗法などを理解させる。具体的な対象として，力の合成と分解，速度の和
と差などを取り扱い，これらの向きと大きさを持った物理量が有向線分で
表せることを理解させる。

（７）常用対数の計算
対数としては，主に底が１０のものを取り扱う。指導に当たっては，実

際に対数表を活用して数値計算を行わせることなどに重点を置き，この過
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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。

（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」
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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
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」
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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及びその基盤となっている
部分に触れさせ，基礎的な学力の必要性や重要性を認識することで，理数系科
目の基礎力の定着を目指し，自然科学ならびに技術に対する意欲と挑戦への動
機付けを図る。

履修学年：第２学年
単 位 数：１単位
内 容：

（１）各専門分野における工業技術及び科学技術
（２）各専門分野における先端科学技術の研究内容・研究成果
（３）各専門分野における具体的事例に深く関係する理科・数学
（４）各専門分野に関係する科学技術系英語文献を用いた技術系英語

内容の取扱い：
本科目は，先端の科学技術を研究・開発している大学教員や技術者が講師と

して参画し，本校教員と協力して行う科目である。
第２学年以上で，１単位で実施することが望ましい。

（１）科目の目標を達成するために，次の点に留意する。
ア 内容（２）及び（３）に基づくテーマを，年間を通して６テーマ程度

と設定する。また，１テーマにつき授業を４回程度実施し，第１，２
回目を本校教諭による準備授業，第３回目を講師による授業，第４回
目を本校教諭によるまとめの授業となるように配慮する。テーマ設定
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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２年次（平成２３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（昨年度）

【第一年次の計画】

新科目「科学技術コミュニケーション入門」において，ものつくりの過程を踏まえて

「（１）理論・法則と科学技術との関連」及び「（３）知見・成果の表現と発信する方法」

の部分の教材の内容を検討し，作成する。特に「発信する方法」については，シナリオ

の作成や教育ゲーム・シミュレーションを導入するため，その指導方法についても併せ

て検討する。「（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。新たな内容を踏ま

えた授業形態・指導方法，成績評価の方法などの検討を行う。本科目において第２期Ｓ

ＳＨで実践したタイ王国カセサート大学附属高校との交流を継続する。

「課題研究」について，国際交流に対する取り組みの可能性を探る。

国際交流校の拡充を視野に，他のＳＳＨ校等が開催する高校生の国際会議等への参加

を促し，情報収集を行う。

２期に渡って開発したＳＳＨ科目等における開発教材や指導法などのコンテンツのデ

ィジタル化についての計画を検討するとともに，データの蓄積を行う。

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。
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【実施報告】

新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，開発科目の目標を達成するた

めに科目の理念を構築するとともに，理念を実現するための具体的な教育方法及び教育

内容の検討を行った。テキストの作成においては，本開発科目が，「科学技術研究入門」

の発展系である性質もあり，全面的な入れ替えを行った部分もあるが，一部は「科学技

術研究入門」のコンテンツを取り入れ，試作版を作成した。また，コミュニケーション

の場を構築する授業外のイベント等の検討や，校内教員間の合意形成のために校内勉強

会を実施し，教育観の相違が科目の実施を阻害することがないように努めながら進めた。

「国際交流」について，第２期ＳＳＨ研究開発で協定を結んだタイ王国カセサート大

学附属高校との継続実施が，タイ王国の政情不安により断念せざるを得ない状況となっ

たが，この機会を逆に利用し，目標でもある国際交流の拡充の取り組みとして，他の国

・高校との交流を試みた。平成１７年度に本校を視察したシンガポール共和国ＮＵＳハ

イスクールへの生徒派遣が可能となり，８月に実施した。今後の対応と方向性が課題で

ある。また，他のＳＳＨ校が実施した国際会議等にも参加した。他の取り組みについて

は，第１学年英語授業への東工大留学生への授業参加，英語によるプレゼンテーション

の実施，研究者による英語で聞く講演会など，当初の目的は果たすことができた。

「アーカイブズ開発」について，本委員会として掲げた目標を踏まえ，実施可能な取

り組みとして第２期ＳＳＨ研究開発で開発した副読本「数学さきがけ」のディジタル教

材化を行い，生徒へのアンケート調査を実施して，ディジタル化された教材のあり方を

検討する資料を得た。課題研究の要旨に関してもディジタル化への取り組みを始めた。

「成果普及」について，ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用，

視察受け入れ，研修受け入れ，ＳＳＨ東京都指定校合同発表会など生徒交流会等への参

加などを通して，成果普及に努めた。

（２）第二年次（今年度）

新科目「科学技術コミュニケーション入門」において，「（３）知見・成果の表現と発

信する方法」及び「（４）討論と相互理解」の部分の教材の作成を行う。研究第一年次

に作成した教材を用いて，一部のクラスにおいて試行を行う。試行をもとにして作成し

た教材，指導法の再検討を行い，授業形態・指導方法，成績評価の方法などの確認と改

善の検討を行う。タイ王国カセサート大学附属高校との交流を実施する。

「課題研究」について，国際交流に対する取り組みの検討を行う。

国際交流校の拡充を視野に，他のＳＳＨ校等が開催する高校生の国際会議等へ参加し，

情報収集する。

２期に渡って開発したＳＳＨ科目等における開発教材や指導法などのデータ蓄積を継

続して行い，制作するアーカイブズの計画及び普及方法の検討を行う。

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。

（３）第三年次

新科目「科学技術コミュニケーション入門」において，第二年次に作成した教材と指

導法の確認と改善を行いつつ，第２学年全クラスにおいて授業実践を開始する。実践を
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踏まえて，授業形態・指導方法，成績評価の方法などの確認と改善の検討を行う。「課

題研究」における成果発表会においても，開発するコミュニケーション技術育成プログ

ラムの活用を視野にその可能性の検討を始める。タイ王国カセサート大学附属高校との

交流を実施する。

「課題研究」について，国際交流に対する取り組みの試行を行う。

国際交流校の拡充を視野に，他のＳＳＨ校等が開催する高校生の国際会議等へ参加す

る。拡充する国際交流校の選定を検討する。

２期に渡って開発したＳＳＨ科目等における開発教材や指導法などのコンテンツのデ

ィジタル化のためのデータ蓄積を引き続き行いながら，アーカイブズの計画と制作を行

い，普及方法の計画を行う。

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

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

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

第三年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

（４）第四年次

新科目「科学技術コミュニケーション入門」において，授業実践を行い，教材・授業

形態・指導方法・成績評価の方法などについて，実践を踏まえた問題点等を検討し，必

要に応じて改善を行う。国際交流時における実践を検討する。「課題研究」における成

果発表会においても，開発するコミュニケーション技術育成プログラムの活用の仕方を

検討する。タイ王国カセサート大学附属高校との交流を実施する。

「課題研究」について，第三年次の試行を踏まえ国際交流に対する取り組みの改善を

行う。

国際交流校の拡充を視野に，他のＳＳＨ校等が開催する高校生の国際会議等へ参加す

る。拡充する国際交流校の選定を行う。

２期に渡って開発したＳＳＨ科目等における開発教材や指導法などのコンテンツのデ

ィジタル化のためのデータ蓄積とアーカイブズの制作を継続しながら，一部制作したア

ーカイブズの普及を試行する。

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

に進学した卒業生への追跡調査を行う。教員対象の意識調査を行う。

第四年次のＳＳＨ実施報告書を作成する。他のＳＳＨ校との研究交流を行う。

（５）第五年次

新科目「科学技術コミュニケーション入門」において，授業実践を行い，教材・授業

形態・指導方法・成績評価の方法などについて，完成を目指す。国際交流時においての

実践を試みる。「課題研究」における成果発表会においても，開発するコミュニケーシ

ョン技術育成プログラムの活用を可能な範囲で一部実践する。タイ王国カセサート大学

附属高校との交流を実施する。

「課題研究」について，国際交流に対する取り組みを実践する。

国際交流校の拡充を視野に，他のＳＳＨ校等が開催する高校生の国際会議等へ参加す

る。国際交流校の拡充を行う。

２期に渡って開発したＳＳＨ科目等における開発教材や指導法などのコンテンツのデ
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ィジタル化のためのデータ蓄積とアーカイブズの制作を継続しながら，普及を図る。

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２３年度の研究開発の概要

新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，試作したテキストにより，試

行的授業を実践した。具体的には，応用化学分野では「液晶」，情報システム分野では

「ライントレーサ」，機械システム分野では「電動ウインチ」「テオ・ヤンセン機構」，

電気電子分野では「太陽光発電」，建築デザイン分野では「住宅の形式」「耐震方法」を

教材とした。導入したテーマからのキーワードに凝縮された「知見・成果」を表現し，

聴衆にも実験に参加してもらうことで，直接的に「討論と相互理解」を深める方法，お

よび判断基準を定量化し，Matrixで「知見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求

めながら「討論と相互理解」を深める方法などを実践した。

「国際交流」について，昨年度実施できなかったタイ王国カセサート大学附属高等学

校への派遣研修を８月に実施した。目標とする「国際交流の拡充」については，フィリ

ピン共和国デ・ラ・サール大学附属カンルーバン高等学校との協定を結び，交換留学を

開始した。８月に本校生徒の派遣研修，１０月に受け入れを行った。また，国際会議等

への参加については，９月に横浜サイエンスフロンティア高校主催の「The Yokohama

Science Frontier Forum for International Research in Science and Technology ysf First 2011」

への参加，１１月に立命館高校主催の「Japan Super Science Fair」に参加して，「課題研

究」等の研究成果について，口頭発表とポスター発表を行い研究交流を図った。校内で

の活動としては，３名の東工大留学生が第１学年「英語」授業にTAとして参加し，プ

レゼンテーションを実施した。その後，Q&Aセッション形式の授業を行った。英語で

聞く講演会として，アメリカ人研究者を招き，科学技術についての講演を実施した。「課

題研究」における応用化学分野「英文アブストラクト」作成は，継続して行った。

「アーカイブズ開発」について，研究第１年次にディジタル教材化を施して得られた

ＰＤＦ版の副読本「数学さきがけ」を，紙媒体のものと併用して実践で用いながら，生

徒へのアンケート調査を実施して，ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を

得た。また，このノウハウを活かしながら，本校独自教材の「数理基礎」のアーカイブ

ズ化への取り組みを開始した。「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化への取り組

みとして，「課題研究の要旨」をウェブサイトに公開した。

「成果普及」について，ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用，

視察受け入れ，研修受け入れ，コアＳＳＨ校の海外研修への参加協力，ＳＳＨ東京都指

定校合同発表会など生徒交流会等への参加などを通して，成果普及に努めた。
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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」

◎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。

○科学技術コミュニケーション入門研究会

新科目「科学技術コミュニケーション入門」の開発

○国際交流研究会

海外国際交流協定校との連携，海外の協力校の拡充，東京工業大学国際室及び

留学生センターとの連携

○アーカイブズ開発委員会

ＳＳＨ研究開発成果等の普及を目的としたアーカイブズの開発

○成果普及委員会

ＳＳＨ研究開発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

教育推進室

国際室

教育工学開発センター

留学生センター

各担当事務部

ＳＳＨ運営指導委員会

科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門
研究会

国際交流研究会

ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発委員会

ＳＳＨ研究開発委員会

事務部（経理等の事務処理）

東京工業大学 本 校

教
員
に
よ
る
研
究
組
織成果普及委員会
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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）

大即 信明 校 長

門馬 進 副校長

井口実千代 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 英語

多胡賢太郎 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 数学
材料科学・環境科学・

成田 彰 教諭・ＳＳＨ研究開発委員会幹事 工業( )バイオ技術分野

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

材料科学・環境科学・
森安 勝 教諭・科学技術コミュニケーション入門研究会幹事 工業( )バイオ技術分野

情報・コンピュータ
西澤 吉郎 教諭・国際交流研究会幹事 工業( )サイエンス分野

システムデザイン・
坂田 充弘 教諭・アーカイブズ開発委員会幹事 工業( )ロボット分野

（多胡賢太郎） 教諭・成果普及委員会幹事 数学

園和 茂仁 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)

太 田 幸 一 富士通(株)・常任顧問 産業界

岸 本 喜久雄 東京工業大学・教授 機械工学

佐 藤 義 雄 なし・元文部省教科調査官 教育行政

清 水 繁 大田区教育委員会・教育長 行政機関

関 誠 夫 千代田化工建設(株)・相談役 産業界

髙 田 潤 一 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

（五十音順）

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 科学技術コミュニケーション入門研究会の活動報告

１ 概要

研究第２年次にあたる今年度は，計画書に記載した開発科目の目標を達成するために

「知見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求めながら「討論と相互理解」を深め，

「発信」できる方法を実現する具体的な教育方法および教育内容の検討をすすめた。

また，研究第１年次に完成した試作版テキストをもとに，正課内において本格的に授業

を実践した。学校現場においては，様々なコミュニケーションの場が存在するが，これ

らとどのように結びつけていくのか，全校的な取り組みが求められる。

２ 経緯

（１）背景

文部科学省は，教育改革を推進するにあたり，これからの子ども達には「自分で課

題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，よりよく問題を解決す

る資質や能力」や「豊かな人間性」などをバランスよく育むことが必要であるとし，

これらの総称である「生きる力」を提唱している。この「生きる力」は，子ども達が，

変化の激しい現代社会を乗り切るための，基礎・基本となる力である。この力は，多

岐にわたるが，コミュニケーション力は，その一面を具体化したものである。従来，

コミュニケーション力は，自然に身につくものと考えられていたため，正課で扱うこ

とがほとんどなかった。しかし，学校を卒業して社会人となっても，この力が身につ

いていないことが，企業側からたびたび指摘されている。そればかりか，人間関係を

円滑に行うといった広義のコミュニケーション力さえおぼつかない若者の増加が社会

問題化するに至り，学校におけるコミュニケーション力育成の取り組みが社会的ニー

ズとして求められている。

文部科学省では，「コミュニケーション教育推進会議」を設置し，子どもたちのコ

ミュニケーション能力の育成を図るための具体的な方策や普及のあり方について議論

を進めてきたが，平成２３年８月に審議経過報告が取りまとめられた。報告では，２

１世紀を生きる子どもたちは，積極的な「開かれた個」（自己を確立しつつ，他者を

受容し，多様な価値観を持つ人々と共に思考し，協力・協働しながら課題を解決し，

新たな価値を生み出しながら社会に貢献することができる個人）であることが求めら

れるとされた。コミュニケーション力をはぐくむ具体的な方策を確立することは，喫

緊の課題である。

（２）本校における取り組み

本校では，コミュニケーション力の基礎を育成するために，第２期ＳＳＨにおいて，

新科目「科学技術研究入門」を開発し，「わかりあう」力の育成に努めた。その際に，

生徒の具体的な到達目標を「自分の考えを他人がわかるようにまとめ，時には図表を

取り混ぜながら言葉で伝えることができること」に置いた。この目標が達成されるこ

とにより「わかりあう」力が育成され，自分の考えを他人に伝えるというコミュニケ

ーション力の基礎が身につき，この力に伴う他人を思いやる気持ちなどが，人格形成

によい影響を与えたと考えている。その結果，この力の育成が，本校の目指す全人的
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教育に寄与できたと考えている。

第３期ＳＳＨでは，「わかりあう」力をさらに発展させた「発信する力」を育成す

ることを目指している。この力は，一方的な発信ではなく，聴衆を説得し，納得して

もらうことをも視野に入れている。そのためには，第２期ＳＳＨでの成果を基礎とし

て，さまざまな応用に通じるコミュニケーション力の基本を身につけることが不可欠

である。そこで，「科学技術研究入門」をさらに発展させた新科目「科学技術コミュ

ニケーション入門」を開発する。

本研究会では，本研究開発全体として掲げた「国際連携・高大接続教育を行う科学

技術高等学校の新たな展開に向けた，ものつくりの過程を自らの発想でデザインし広

く発信する科学技術コミュニケーション教育の研究開発及び研究成果普及アーカイブ

ズの開発」という研究開発課題に鑑み，新科目「科学技術コミュニケーション入門」

の開発という視点から，具体的に，

自分の考えをまとめ，伝える力を土台として，聴衆を同じ土俵に引き出し，自ら

の考えを説得し，積極的に納得してもらえることができれば，基礎的な普通教科

の知識，専門分野の知識・技能への獲得欲求が高まる。

さらに，人間同士の交流を通じて大切なものを学びあい，「生きる力」の理念に

基づく本校独自の全人的教育が促進できる。

という仮説を掲げた。上記の仮説に基づいて様々な活動を展開し，それと同時に，評

価を行っていきたいと考える。

３ 内容

研究第２年次は，科目開発の理念に基づく科学技術コミュニケーションのあり方と具

体的な教育方法の開発，および前年度に完成した試作版テキストによる授業の本格実施

を行った。

「コミュニケーション教育推進会議」では，正課における演劇の取り入れが，実践校

で広く取り入れられているが，本校においては，上記推進会議発足以前より，一部の教

員によって，ゲーミングとしての演劇を正課の中に取り入れる試みをしてきた。その成

果の一部は，日本教育工学会の課題研究講演に採用され，評価された。しかし，本校全

体に対して，教育手段に演劇を導入することの是非は，専門分野という教育内容の特色

から未だ議論の余地が残っている。

今年度は，教育方法を開発する前提として，科学技術コミュニケーションとは何か，

コミュニケーション力とはどのような力なのか，といった到達点を明らかにするため，

必要な力の分析を進め，ただ単に科学技術を題材とした発表そのものを目的化すること

のない授業への合意形成に時間を割いた。今後内容が煮詰まるに従って，｢生きる力」

の育成，および本校の教育目標である全人的教育との整合性がとれるものと考えている。

（１）科目開発理念の解釈と具体的な教育方法

研究第２年次では，科目開発の理念に基づいた，具体的な教育方法を提案し，試行

することにより，開発科目の目標達成を目指す。科目開発の理念は，計画書にあると
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おり，

「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，ものつくりの過

程の中で自ら課題を見つけ，主体的に判断・行動し，導き出した成果を活用し聴衆に

発信することで，問題を解決する資質や能力を育成する。また，ＩＣＴを活用した表

現発表会等を行うことによってコミュニケーション力を引き出し『発信する力』を育

成する。」

であり，研究第１年次の検討では，

・発表者が想定する「わかりやすい発表」自体を目的化しない

・聴衆の積極的な賛成を引き出すために，「説得／納得」を目指す

・聴衆に対しても科学的／技術的な態度を求める

・発表者による仮説／検証，聴衆によるさらなる検証による判断をコミュニケーショ

ンの過程の中で行う

という具体的な目標を掲げてきた。

①発表を目的化しない指導

本来，発表のスキルには，聴衆をあきさせず，しかも自分の意見を理解してもらえ

るところまで含まれているはずだが，教育現場では，発表の態度や方法，プレゼンテ

ーション技法に目が行きがちである。このことは，指導者の教育観に加え，評価基準

にも原因があると思われる。現実には，上手に発表できれば，聴衆に理解してもらえ

るわけではない。

本開発科目では，聴衆に意図が伝わるだけでなく，積極的な賛成な賛成を引き出す

ために，｢説得／納得｣を図ることを目標に掲げている。そのためには，目標を高める

ことにより，発表そのものも聴衆の反応を想定した構成となり，より論理的な組み立

てが期待できる。

②説得のための「交渉ゲーム」の試行

聴衆を説得／納得させることの困難さは，実際に体験してみなければ理解し難いと

思われる。そこで，実体験によりその困難さを理解させるため，高校段階（初等中等

教育段階）における科学技術教育という観点に立った「交渉ゲーム」を導入した。今

年度は３分野で試行した。

図１は「交渉ゲーム」の構成である。事前の説明（ブリーフィング）の後，クラス

を２分し，説得する側，される側に別れる。説得する側は５人程度のグループで，テ

ーマを決めて説得のための作戦を練る。場合によっては，プレゼンシートのような小

道具も認めるが，まずは，話だけで効果を確認する。説得される側は，開始までの間，

５名程度のグループで，テーマについて予備知識を得るために話し合う。ゲーム開始

後は，個人として活動する。１分以内に説得された場合には，署名し，されない場合

は，説得者が交代するが，正直に行動するように求める。ゲーム終了後は，立場を交

代して同様に行う。

テーマや詳細については，試行した分野の報告に委ねるが，日常のテーマであって

も，相手にわかってもらい，しかも説得することの困難さを体験するには十分であっ

た。説得は，話術だけでは成立せず，反論できないような論理的組み立てがなければ

成功しない。事後の振り返り（ディブリーフィング）では，この点を強調し，ゲーム
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をただ単なる体験に終わらせないよう配慮した。

（説得側） クラスを二分 （聴衆側）

テーマの設定 テーマに関する予備知識

↓ ↓

交渉方法の相談 交渉に当たっての対応

↓ ↓

５人程度のグループで 各グループに行き，交渉開始

２カ所ブースを作る

（１分以内に説得できなければ，説得者交代） 同意できれば署名

図 1 「交渉ゲーム」の構成

（２）評価方法

（１）で提案した教育方法の開発は，本開発科目が研究第２年次として掲げた，「知

見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求めながら「討論と相互理解」を深める

という目標を，具体的に解決するためのものである。それゆえ，研究としての評価の

うち，「知見・成果・討論」については，生徒の観点別評価を元に，また「相互理解」

については，生徒の意識の変化によって研究目標の達成度合いを判断し，研究自体の

評価を導くものとする。

説得というコミュニケーション手段は，小・中学校においても，また高等学校にお

いても行われないものであり，生徒に予備知識はないものと思われる。そこで，科学

技術コミュニケーションに関して，指導者側の意図が定着したか否かを，アンケート

調査によって計ることで，「相互理解」の評価とする。なお，３年次に履修する課題

研究において，本科目の影響が出現するのは次年度以降であることから，その関連に

ついては，次年度に検討するものとする。

生徒に関する評価については，コミュニケーションの方法に関する評価だけではな

く，「関心・意欲・態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」の４点について，

ブリーフィング
ゲームの意図と方法の解説

交渉ゲーム

ゲーム開始

グループ内の
話し合い

ディブリーフィング
ゲームの意図について振り返り
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基本的には「科学技術研究入門」で開発した教師による観点別評価を続ける。コミュ

ニケーションの評価に「知識・理解」の観点は不要に感じられるが，科学技術に関す

る題材を取り上げる場合には，テーマに関する予備知識が必要であり，正しい内容の

伝達には「知識・理解」が不可欠となることからも評価に加えることとした。

また，説得相手からの評価が，発表者自身に対するフィードバックとなることから，

説得の程度をリアルに伝達する方法を模索中である。今年度は，電気電子分野で，生

徒及び教員によるレスポンスアナラーザーを用いた評価を即座にフィードバックする

ことを試みた。レスポンスアナライザーは高価であることから，全分野への配備は難

しいと考え，アンケート調査や他の方法を検討中である。

（３）授業の実践

開発科目の本格実施により，表のとおりの三つの方法による取り組みを進めた。

1)iPad などの携帯機器を用いながら，聴衆側にも実験に参加してもらう方法

2)定量的な評価方法をプレゼンテーションに加味することで，実証的な説明を学ば

せる方法

・他のテーマでの利用を指導

・他のテーマでは特に指導しない

3)ものつくりの過程となる構想・設計・製作という一連の活動をとりいれた方法

第１の方法は，応用化学分野で試行し，第２の方法のうち，第１章で実践は，情報

システム分野･電気電子分野･建築デザイン分野の３分野で試行した。そのうち，電気

電子分野では，他のテーマにおいても，なるべく定量的な評価を用いるよう指導した。

他の２分野では，従来より各分野が行っている指導方法によって試行した。第３の方

法は，機械システム分野が試行している。これらの教育方法の違いのよる評価は，最

終アンケート調査に委ねることになる。なお，その他の実践については，各分野の取

り組みに譲る。

（４）各分野における取り組み

① 応用化学分野

(ｱ) 今年度の概要

今年度は，昨年度新たに教材開発した「液晶」(2011 テキスト p.159 ～)をテーマ

とした授業展開や指導法の工夫を行った。具体的には，以下の通りである。

・ 班分け 1 班 5 人× 8 班 計 40 人

・ 指導の流れ 科目の概要説明(図 2)→「液晶」の概要説明(図 3)→

key word の提示・選択→班ごとの調査･まとめ(iPad2･模造紙)(図 4)→

生徒による発表・ディスカッション(図 5,6)→教員によるまとめ→

実験(HPC を使ったリオトローピック液晶の作成)(図 7)

・ 提示した key word 8 つ

ネマチック液晶，スメクチック液晶，コレステリック液晶，サーモトローピ

ック液晶，リオトローピック液晶，構造色，選択反射，等方性と異方性
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図 2 科目の概要説明 図 3 液晶の概要説明

図 4 iPad2 を利用した調査 図 5 iPad2 と模造紙を利用した発表

図 6 ゼスチャー(寸劇) 図 7 HPC 液晶の作成

今回の実践では，iPad2 を各班 1 台ずつ計 8 台調査に利用したが，生徒達は自由

にその機能を使いこなしていた。これは，生徒達が普段の生活の中で，iPod や iPhone

といった電子機器になれているためと思われる。また，調査だけでなく，プレゼン

テーションに iPad2 を活用した班などもあり，本科目に iPad2 のような電子機器は

大変有効であることが分かった。

また，昨年度の報告書に掲載できなっか専門知識を持たない聴衆を対象にした

試みについて報告する。第２学年保護者に対し，「液晶」をテーマにし，保護者会

において"MOLCafé"と題したサイエンス･カフェを実施した。参加者は，第２学年

の保護者 34 名，教員 1 名，第３学年女子生徒 2 名をアシスタントとして行った。

印象としては，大変好評で，保護者からの質問にもアシスタント役の生徒達がし

っかり答え，和やかな楽しいサイエンス・カフェとなった。

以下に，保護者のアンケートをまとめたものを示す。
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１． " MOL Café " Feb.19.2011 「液晶」は楽しかったですか？ 4.9
２． 「液晶」について理解が深まりましたか？ 4.5
３． 「液晶ディスプレイ」や「液晶シール温度計」の原理は分かりましたか？ 4.4

４． 身近な構造色や構造色の原理について分かりましたか？ 4.4
５． HPC を使ってリオトローピック液晶を作る実験は楽しかったですか？ 4.8
６． 実験で作製したもの(HPC 液晶)に満足しましたか？ 4.6

７． 今回の経験を通して「化学」や「材料」について理解が深まりましたか？ 4.3
８． 今後同じような企画があれば参加したいと思いますか？ 4.8

選択肢は 5 段階で，以下の通りである。

5:とても～ 4:まあまあ～ 3:普通 2:あまり～ない 1:全然～ない

図 8 "MOLCafé"実施の様子

(ｲ)今後の課題

新しい教材の開発（「発酵」，「木炭アルミ電池」，「偏光」，「DNA」など），指導法

の検討や評価法の検討などをさらに進めていく必要がある。

②情報システム分野

(ｱ)今年度の概要

情報システム分野では，10月からの後期の授業として，週あたり４時間(２単位・

１日あたり連続４時間授業)で実施した。なお，本授業は生徒40名，情報システム分

野教員５名で行った。

昨年度は，「科学技術研究入門」の内容にコミュニケーションに関して実施できる
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物を取り入れて試行したが，今年度は，新テキストの内容に従って，導入を行うとと

もに，テキストを改訂しながら「科学技術コミュニケーション入門」に適した形にな

るように実施した。

新テキストの導入では，聴衆を「説得し／納得してもらう」ことに重点を置いたも

のになっているので，発表者は，発表が上手かどうかと言うことよりも，聴衆が「そ

う思える(説得され／納得する)」ような，コミュニケーションとなるよう留意した。

(ｲ)実施内容

まず最初に，地歴・公民科教員をゲストに迎えて，この科目の意義等を説明した後，

この授業のポイントとなる，「説得ゲーム」「KJ法」「Relevance Matrix法」に関す

る授業を行った。

具体的には，8 班に分け，対面で説得する「交渉ゲーム」を試行した。題材は班ご

とに話し合って決めさせたが，たとえば，「情報システム分野の勧誘」とか「プログ

ラミングやろうぜ」など，身近なテーマで行っていた。ゲームは，１人当たり１分間

の時間制限を設け，説得にあたったが，データが何もないと説得が難しいことを体験

した。

その後，定量的な評価方法の一つと

して「Relevance Matrix法」の意味，

作り方，考え方，などを指導後，定量

的な評価方法を取り入れたプレゼンテ

ーションを練習するため，自由テーマ

による発表を行った。テーマは，「首都

圏の交通手段」，「女の子の髪型」など

バラエティに富んでいた。発表会の様

子を図 9 に示す。

「Relevance Matrix法」に馴れるた

めに，「ライントレーサの外形を考える」

というテーマで，模造紙を作成し，発表会を行った。縦軸にポイントとなる機能を話

し合いで決め，横軸に過去のライントレーサの形を例示して評価してもらった。その

ときの発表の様子を図 10 に示す。

その後，話し合った，最適な形状のライントレーサを作成した後，「最速のライン

トレーサのプログラム」というテーマで模造紙を作成し，発表会を行った。縦軸のプ

ログラムに重視する点は埋まったが，横軸を埋める具体的なプログラム例をあげるこ

とができなかったので，最速のライントレーサに必要なポイントは判明したのである

が，評価はできなかった。従って，必要なポイントを生かしたプログラムを各自，作

ると言うことで，授業を進めた。そのため，この辺のプログラム作成は例年どおりと

なり，その後，タイムトライアル，プログラムの発表を行った。

「最速のライントレーサのプログラム」のテーマで，具体的なプログラムの例がは

っきりしないと評価の付けようがない，という状態になったため，次の「最速の PC」

のテーマでは，まず，コンピュータの基本部品を説明し，各自，自由に好きなパソコ

図 9 Relevance Matrix 法を使った発表
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ンのパーツを選んで，PC を設計してもらった。そのパーツリストをシャッフルし，

５枚ずつ各班に渡し，「Relevance Matrix法」で，班で話し合ったテーマの PCに最

も近いものを選び出す，という形で行った。これらの作業は模造紙の上で行ったので，

パーツの性能等の詳細なチェックはできないため，図 11 のように iPad を活用し，

その場で，パーツの性能を確認しながら，各PCの評価を行った。その後，選び出した PC

はマイナーチェンジを行い，各班で最もお勧めの PC を作成し，スライドによるプレ

ゼンテーション，チラシによる販売促進を例にした，説得，ポスターセッションによ

る発表を行った。

(ｳ)今後の課題

本年の取り組みは昨年度の取り組みと異なり，説得というコミュニケーションを強

調したものにした。そのためのツールとして，「Relevance Matrix法」を導入したが，

実際に授業を行った感想としては，今ある選択肢の内どんなものが最適か，選択する

といったものには最適だが，昨年度までのブレインストーミングを中心とした，自由

な発想を広げるという観点は弱くなったと思われる。科学技術高校という，技術者研

究者を育てるといった視点では，発想を高めるという点も重要なので，今回の授業に

どのようにして発想力を増すような内容を，組み込むかが課題である。

③機械システム分野

(ｱ)今年度の概要

機械システム分野では，研究第１年次に完成した試作版テキストをもとに，本年

度より正課内において本格的に新たな取り組みを取り入れた。これまで，１クラス 40

名の生徒を二分割して熱と流体に関する内容を扱っていたが，よりものづくり活動

を取り入れた授業を実施したいとの思いから，電動ウインチの設計・製作などを扱

うグループとテオ・ヤンセン機構の設計・製作などを扱うグループとした。いずれ

も，生徒たちが積極的にクリエイティブな活動に取り組み，自ら学ぶ授業展開がで

きている。以下にその具体的な取り組み内容を述べる。

1.テオ・ヤンセン機構の設計・製作

2年次にはこれまで，機構学の基礎的な内容として，てこクランク機構や往復ス

ライダ機構など，機構学の基礎を学んでおり，厚紙やLEGOを用いた模型製作なども

行っている。本年度より新たな試みとして，テオ・ヤンセン機構の模型の製作を行

図 10 ライントレーサの外形の発表 図 11 iPad による PC パーツのチェック
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った。まず最初に20人の生徒が5人ずつ4グループに

分かれて，一つの機構モデルを製作した。

テオ氏の作品に用いられるテオ・ヤンセン機構は

地面を水平に動く独特のリンク機構であり，これは

1500もの組み合せを計算機シミュレーションで試し

て，最適な長さ(聖なる数字)を決めたとされる。そ

の基本メカニズムは，図12のように構成されており，

ａからｍまでの13本の各リンクの長さは，それぞれ

ａ＝38，ｂ＝41.5，ｃ＝39.3，ｄ＝40.1，ｅ＝55.

8，ｆ＝39.4，ｇ＝36.7，ｈ＝65.7，ｉ＝49，ｊ＝5

0，ｋ＝61.9，ｌ＝7.8，ｍ＝15と定められている。

リンクｍを回転運動させることで，リンクｈとｉ

の接合部が描く軌跡が地面に接する時間が長くなる

独特の動きをするため，この機構は生物のように見

えるのがこの機構の特徴である。テオ氏はこのような人工生命体のような作品を通

して，生命の本質や未来の生命の可能性を考えるという視点で，この機構をもつさ

まざまなストランド・ビーストを製作している。

図13にギヤボックスを介して2つのテオ・ヤンセン機構がリンク棒を回転させて

作動する機構模型を示す。また，図14に 4組8本の脚部をクランク軸の位相を90°

で動くように製作したテオ・ヤンセン機構を示す。図面上では各リンクは平面で描

かれているものの，実際にはリンクの厚みを考慮して各リンクを組み合わせなけれ

ばならず，複数のリンクを干渉せずに動かすためには，さまざまな問題が発生した。

しかし，一つずつ問題点を解決することで，実際のテオ・ヤンセン機構と同様に，

人工生命体のような動きを作り出すことができた。今後，実際に風を受けて動くよ

うなものへと発展できればと思う。

図13 Theo Jansen Mechanism Model(1) 図14 Theo Jansen Mechanism Model(2)

2.電動ウインチの設計・製作

工業高校や科学技術高校の工業専門科目の単位数削減を余儀なくされ始めた頃か

ら様々な教材開発に取り組んで来たが，そのうちの一つをこの科目で新たに取り上

げた。

テーマは「電動ウインチの設計・製作」である。生徒の課題解決力を育てるには，

図12 Theo Jansen
Mechanism
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基礎力育成の段階から基礎を応用する機会を設け，生徒に多面的に働きかけなけれ

ばならない。ここでは，普段の授業の中で課題解決力を育てるために，容易に実施

できるこの課題に取り組ませ，その取り組みの中で基礎力と応用力を生徒が習得し，

さらにそれを発展させ，お互いのコミュニケーションを通して主体的に課題を解決

する力を育てることを目的とした。生徒はものつくりに大変興味があり，二人一組

のグループで熱心に取り組んだ。教室の授業で椅子に座り，ノートをとったり，演

習したりという基礎学習を経てからのこの取り組みにおいては，生徒達自らが活動

出来，いろいろな工夫をし，授業に活気があった。考案段階における生徒は，いろ

いろな構想を練っている時は実に楽しそうである。しかし数値計算を含めた設計に

なると，既習事項を総合的に考え適用しなければならず，難しいという雰囲気にな

る。次の製作段階における生徒は，良く動き，これまででいち番楽しそうにチーム

で課題に取り組む。お互いに知恵を出し合ったりしながら，ものつくりに取り組ん

だ。最終段階である性能試験・評価段階では，製作したもののいろいろな量を測定

し，調べて評価し合う。これにより，これまで学習した基礎知識の意味と大切さに

気付いていた。

最後に，設計時の条件や設計の流れ，および製作された作品の一部を紹介する。

２０１１年
番号（ ）氏名（ ）

電動ウインチの設計・製作

１．設計条件
① 動力源として，模型用モータ〔 マブチRE - 140 電圧1.5 V 〕を使用する。
② ハイパワーギヤボックス〔田宮模型 速度比 1/64 〕を使用する。
③ １組の歯車〔モジュール 0.5mm〕を使用する。

今回用意した歯車（材質：ポリアセタール）・・・数字は歯数を表す。
１５，２０，２８，３６，４０，４５，６０，６４，５０，５６，７０，７２，８０

④ ８００〔ｇ〕のおもりを，できるだけ短時間で，できるだけ効率よく，
高さ１〔ｍ〕持ち上げる。

⑤ 糸を巻く巻胴の大きさは設計にあわせて決定する。

設計の流れ（一部抜粋）

電動ウインチの設計

２－１. モータについて ２－２. ハイパワーギヤボックス

モータの出力 Ｐ＝ 〔Ｗ〕 （減速1/64）の出力軸について

出力トルク Ｔ＝ 〔Ｎ・ｍ〕 ハイパワーギヤボックスの効率を１００％とすると

回転数 ｎ＝ 〔ｒｐｍ〕 出力軸の回転数 〔ｒｐｍ〕

モータに流れる電流Ｉ＝ 〔Ａ〕 出力軸の出力トルク 〔N・ｃｍ〕

モータに加える電圧Ｖ＝１．５〔Ｖ〕 出力軸の出力 〔Ｗ〕

モータの消費電力 Ｐ＝ 〔Ｗ〕 ハイパワーギヤボックスの効率を９０％とすると

出力軸の回転数 〔ｒｐｍ〕

２－３ 巻胴について 出力軸の出力トルク 〔N・ｃｍ〕

巻胴の直径を 〔ｍｍ〕 とする。 出力軸の出力 〔Ｗ〕

巻胴に巻きつけたひもに８００〔ｇ〕のおもりが吊るされ
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ると，巻胴に作用するトルクは 〔Ｎ・ｃｍ〕

２－４ ハイパワーギヤボックス

（減速1/64）にかみあわせる１組の歯車について

１組の歯車の速度比（減速比） /

ハイパワーギヤボックスの出力軸のトルクと巻 胴

に作用するトルク

出力軸のトルク 図 15 製作した電動ウインチ①

巻胴に作用するトルク

歯車のモジュールは0.5とする。

・小歯車の歯数

ピッチ円直径 〔ｍｍ〕，

歯先円直径 〔ｍｍ〕

・大歯車の歯数

ピッチ円直径 〔ｍｍ〕，

歯先円直径 〔ｍｍ〕 図 16 製作した電動ウインチ②

・大歯車と小歯車の軸間距離 〔ｍｍ〕

２－５ 再び巻胴について

巻胴の回転数 〔ｒｐｓ〕

〔ｒｐｍ〕

巻胴の円周 〔ｍｍ〕

〔ｃｍ〕

巻胴の周速 〔ｃｍ／ｓ〕 図 17 製作した電動ウインチ③

以下 省略

(ｲ)実施の効果と今後の課題

電動ウインチの設計・製作を終えてからレポートに生徒が記した感想を以下に示す。

・最初出来なくて最後の最後で上がった時はすごい感動で，とても楽しく作業できた

と思います。

・かなり設計が大変でしたが，最後に持ち上がった時はとても嬉しかった。ほとんど1

から，たった2人で設計，製作したことはとても楽しかったですし，何より，机に向

かっての学習だけでは得ることのできない様々なことを学べたと思います。理論値

と実際の計測値を近づけるのはとても大変だと気づきました。

・色んなところに効率を下げる要因があることが分かりました。やっぱりもの作りは

楽しいです。

・ペアと協力して1つのものを作っていくのがとても楽しかった。設計ではじめは理解

できなかったが，作っていくうちに分かるようになった。

・分かっていたつもりで，何も分かっていませんでした。今回の授業，テストでもダ

メだったのは，分からないことを分からないままにしたことです。なので，分かる

まで勉強したいです。

・計算をして数値を出すのは，式に代入するだけで出せるので簡単だったが，実際に
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製作するとなると思わぬ所で問題が発生して，解決するのが難しかった。実際に自

分で手を動かして作ってみると，今まで見えなかったことが見えるようになった。

また今回使ったトルクやモーメント，周速度などの理論や使い方が物理の授業では

いまいちわからなかったが，今回の授業で体感することで理解することができてよ

かった。いろいろな機械の使い方も覚えられたので良かった。

・全て自分たちで「1からつくる」というものだったので，今まであやふやだった力学

の知識を基に設計をするのは，本当に大変だった。そして，「いつまでに仕上げない

と…」と焦ったりしながら作業する大変さもわかった。でも，共同作業だったので，

お互いに協力しながら，人と上手くコミュニケーションをとりながら作業する大切

さを学べたし，何よりも自分たちのつくったものを仕上げられた時に達成感をとて

も感じることができた。「ものづくり」とはどういうことなのか，この授業を通して，

少しでも理解できて良かったと思う。

以上が感想の一部である。この取り組みを通して，専門の基礎力の定着とコミュニケ

ーション力の育成に対する手応えが感じられた。

今年度は，昨年度よりさらにものづくり活動を取り入れた授業を実施したいという指導者

側の思いから，生徒は電動ウインチの設計・製作とテオ・ヤンセン機構の設計・製作に取り組

んだ。普段の授業の中でも課題解決力を育てるために，さらに容易に実施できる課題を用意

して取り組ませ，その取り組みの中で基礎力と応用力を生徒が習得し，それを発展させ，お互

いのコミュニケーションを通して主体的に課題を解決する力を育てられる様，研究を進めて行

きたいと考える。

④電気電子分野

(ｱ)今年度の概要

電気電子分野では，10月から始まる後期の授業として，週あたり４時間(２単位・

１日あたり連続４時間授業)で実施した。なお，本授業は，電気電子分野教員３名，

地歴・公民科教員１名のティームティーチングによる。

昨年度は，「科学技術研究入門」の一部に取り入れて試行したが，今年度は，新テ

キストの内容に従って，本格実施した。

いままで指導してきたプレゼンテーション技法では，発表スキルの向上を目指した

が，今年度の取り組みでは，聴衆を「説得し／納得してもらう」ことに配慮した指導

を行った。それゆえ，発表者は，発表が上手かどうかと言うことよりも，聴衆が「そ

う思える(説得され／納得する)」ような，コミュニケーションとなるよう指導した。

○交渉ゲームの試行

日常生活の中にある二者択一の題材により，対面で説得する「交渉ゲーム」を試行

した。題材は班ごとに話し合って決めさせたが，たとえば，牛丼屋の比較など，聴衆

である級友と共通にわかり合える題材となっていた。ゲームは，１人当たり１分間の

時間制限を設け，説得にあたったが，結果として定量的な証拠を示す，あるいは実証

的なデータを示さなければ，級友は納得せず，話術やうわべの繕いでは説得が難しい

ことを体験した。

○定量的な表現の指導
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定量的な評価方法をプレゼンテーションに加味することで，実証的な説明を学ばせ

る方法の一つとして「Relevance Matrix法(以下，マトリックス)」を指導し，実施

した。

実践にあたっては，１クラス40名を８班に編

成(１班あたり５名程度)し，班ごとにプレゼン

テーションを行った。聴衆となる７つの班に属

する生徒，および指導教員は，プレゼンテーシ

ョンを４段階で評価し，昨年度導入したレスポ

ンスアナライザー「クリッカー」を用いて，投

票を行った。なお，昨年度までは，クリッカー

の台数が生徒分だけであったが，今年度は指導

教員等も投票を行うためにクリッカーを10台追

加した。

(ｲ)実施したテーマ

○課題１ 自由テーマ

マトリックスの意味，作り方，考え方，などを指導後，定量的な評価方法を取り入

れたプレゼンテーションを練習するため，自由テーマによる発表を行った。テーマは，

「海外旅行に行くならどこ？」，「東京-大阪の移動手段」などバラエティに富んでい

た。

説得を意識するよう指導した直後であったために「説得する／納得してもらう」と

いうことを意識しすぎたためか，正確に「伝える」という本来の目的が不十分となっ

た。また，１枚のスライドに多くの情報を載せすぎるなど，聴衆への配慮が欠けてい

た。それゆえ，聴衆から，多くの質問が寄せられ，結果として説得できていないこと

に気付くことになった。

○課題２ 災害時の通信方法

電気が使えないという前提で，情報の伝達方法を聴衆に薦めるテーマ。多くの班は，

様々な情報の伝達方法(手段)を調べ，定量的な表現による発表を行った。聴衆にもっ

とも支持された班は，「つながりやすさ」について強調したことが勝因であった。

○課題３ 書籍と電子書籍どっちにする？

紙媒体の書籍と電子媒体の書籍のメリット／デメリットを比較し，聴衆に薦めるテ

ーマ。携帯性，トータルコスト，書籍数など様々な角度から比較し，それぞれのメリ

ットや今後の発展性，所有感などで聴衆に薦めていた。発表では，書籍数によるコス

トの比較や現在の発行部数など，様々な数値を用いた班がより多くの支持を受けてい

た。このテーマでは，営業を行う販売店の店員のような態度が必要であり，納得して

もらうためには，様々なデータによる裏付けが必要であること指導した。

○課題４ 太陽光発電

様々なタイプのソーラーパネルについて，発電効率やコストなど比較をして聴衆に

薦めるテーマ。単結晶や多結晶，アモルファスなど専門用語を解説する発表が目立っ

たが，班によっては，パネルの寿命や製造方法・コストなど定量化していた。なかで

も，発電効率の比較をグラフ化したり，太陽光発電の導入金額と売電金額を比較して，

図 18 プレゼンテーション
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利益の出る年数を算出した班が，最も評価さ

れていた。生徒たちは，専門用語を知らない

相手に納得させ，説得することの難しさを体

験すると共に，どうすれば相手にとっても科

学的な説得になるのかを考える良いきっかけ

となった。

○課題５ 電気電子分野の魅力

中学生や未だ専門分野に分かれていない本

校の１年生を，聴衆と仮定し，電気電子分野

の魅力を伝えるテーマ。専門的な内容に深入

りせず，課題研究のテーマや電気／電子の本

来の魅力，本分野の生徒の声，また学ぶ楽しさを伝えた班が最も高い評価をされた。

○課題６ 課題研究の内容をわかってもらおう

３年次科目「課題研究」において製作するテーマを決め，その内容や研究としての

意義などを聴衆に説得するテーマ。本分野では，課題研究のテーマを決める際に「電

気制御で具体的な“もの”を作る」ものでなくてはならないこと，「１テーマ５人程

度で，総計８テーマ」となることを指示し，テーマ内容・基本目標・応用目標などを

生徒たちの話し合いで決め，教員との面談により決定した。決定したテーマは以下の

８つである。

①太陽光自動追尾システム製作と比較実験 ⑤キーボードの製作

②リニアモーターカーの製作 ⑥ UFO キャッチャー

③ライントレーサーの製作 ⑦パラメトリックスピーカー

④真空管アンプとトランジスタアンプの比較 ⑧ FM トランスミッター

発表後の投票によって，高評価を獲得し

たのは，「パラメトリックスピーカー」で

あった。ほとんどの聴衆が始めて聞く“

指向性を持ったスピーカー”への興味喚

起と，スライド内に導入された波形の写

真や図の構成など「わかりやすさ」を重

視した結果であると言える。いずれにし

ても，緒に就いたばかりだが，新しい技

術やその研究の意味・必要性を「説得／

納得」することに成功したと言える。

(ｳ)今後の課題

・マトリックスについて

マトリックスは説得するための一つの方法であるが，決して万能ではない。利用に

あたっては，構成する用語の選定(特に専門用語)や重みなどが適切に行えなければな

らず，今後に課題を残した。また，定量化を表現するあまり，見やすさへの配慮など

「伝える」という本来の目的を見失わないように指導していきたい。

・クリッカーによる投票について

図 19 投票結果例(太陽光発電)
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図 20 課題研究の内容をわかってもらおう
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教師側が電子投票システムに慣れ，昨年度よりスムーズに投票を行うことが出来る

ようになった。しかし，投票者の不注意による「無効票」や制限時間内に投票するこ

とが出来ないなど，投票行為に時間がかかってしまった。その結果，発表時間が長く

なり，発表が二週に渡ったりしたため，プレゼンテーションの作成時間を短くするな

ど，本末転倒な対応をせざるを得なかった。事前に投票の練習やクリッカーの表示に

ついて説明をする時間を割き，実際の投票を短時間で終わらせるようにしたい。

⑤建築デザイン分野

(ｱ)今年度の概要

建築デザイン分野では科学技術コミュニケーション入門の授業を科学技術研究入門

と同様に１０月中旬から後期授業として，半期・週４時間の２単位・１日４時間連続

授業として行った。授業は，クラスを二分しテーマも２テーマ用意し，２班構成の進

行とした。実施にあたっては，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。

第１回目のクラス全員によるブレインストーミングの授業において第三者に対し説

得力を持たせるため，Relevance Matrix 法による評価表を用いたプレゼンテーション

の作成を行った。６名・６グループに分かれて選択を行う題材を決め，選ぶ際に基準

となる評価要素とそれに対する重み付けを考え，定量的な評価を行い，結果と結論を

模造紙に分かりやすくまとめて発表した。題材としてはペットやゲーム機など身近な

ものが選ばれ，生徒間で活発な議論が行われた。

また，今年度，科学技術コミュニケーション入門としてテキストに２テーマを用意

し各テーマ２週ずつ４回実施した。その一つの「住宅の形式を考える」では, 建築の

授業で学んださまざまな住宅の形式について比較，検討を行い，その評価について発

表，討論を行った。まず,さまざまな住宅形式のうち，代表的いくつかの住宅の形式

を選んで検討の対象とし，評価項目は考えられるいくつもの評価項目を分類整理して

５つほどの項目とした。

また，比較検討をするにあたり家族構成，立地を設定して, それに従って評価項目の

比重を検討した。発表では，比較検討の内容を示すため，Relevance Matrix 法を用い

て，住宅の形式を住宅の評価項目をもとに数値化しプレゼンテーションを行った。第

１週は，模造紙に図示したものをもとに発表し，

第２週は１週目の討論内容を踏まえてインター

ネットなどでさらに調べ，プレゼンテーション

ソフトを用いた発表とした。生徒は，住宅形式

についてさまざまな角度から検討を行って発表

を行い，活発な討論がなされた。ただし，住宅

の評価には住宅の形式以外の要素も強く影響す

るため，家族構成や立地などの設定をきちんと

行い，周辺環境など住宅の形式と直接関係のな

い要素をいかに排除できるかがポイントとなっ

た。

図 21 評価表の作成
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もう一方の「建築物の耐震方法」では，科学技術研究入門でのテーマでもあった「地

震予知」を第１週目に実施し，この授業内容を受けて，地震発生のメカニズムと地震

動を理解させるとともに，地震予知が困難な現状を認識させた上で，課題の主旨を説

明し耐震方法の特徴やその必要性など基本的な情報を提示した。耐震方法として剛構

造，柔構造，免震構造，制振構造などを挙げ，それぞれの耐震方法の持つ長所・短所，

方法を選択する際に基準となる評価要素，その重み付けなどを各自でまとめさせた。

その後，班ごとに戸建て住宅，集合住宅，オフィスビル，商業施設，公共施設など適

用する建築物を設定し，評価要素と基準を整理して Relevance Matrix 法を用いた総合

的評価を行った。

(ｲ)今後の課題

今年度，科学技術コミュニケーション入門として実施した２テーマでは，Relevance

Matrix 法による評価表を作成や，第三者に納得させる説明をするには，住宅や地震・

耐震についての一定以上の知識が必要であり，テーマごとの資料収集や調査・学習の

時間を確保しなければならないことが確認された。

また，このほかのテーマについては，「日本建築を外国人に紹介する」，「ヒートア

イランド」，「月面基地」，「コンクリート」など科学技術研究入門のテーマを過去５年

間と同様に行ったが，今後も今年度同様にテーマによって分けて実施するか，これら

を科学技術コミュニケーション入門に合わせ

た内容にするか，テーマ自体を変更するか検

討する必要がある。

科学技術研究入門がそうであったように回

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ためには，模型作成や

実験などによる検証も取り入れた方がよいと

考えられ，例として「コンクリート」では，

試験体の打設や強度実験などでは生徒たちが

生き生きと取り組んでくれた。

４ 実施の効果とその評価

試作した教科書による本格的実施となった今年度は，３で示した３つの教育方法に

より，分野の特性を生かした実施となった。授業最終回終了後に下記のアンケート調

査を行った。下記はアンケート項目とその結果である。

アンケート項目と結果

(凡例)クラスと３つの教育方法との対応

Ａ… iPad などの携帯機器を用いながら，聴衆側にも実験に参加してもらう方法

Ｂ・Ｅ…定量的な評価方法をプレゼンテーションに加味することで，実証的な説明を学ばせるが，

他のテーマでは特に指導しない方法

Ｄ…定量的な評価方法をプレゼンテーションに加味することで，実証的な説明を学ばせ，他のテー

マでも利用を指導する方法

Ｃ…ものつくりの過程となる構想・設計・製作という一連の活動をとりいれた方法

図 22 試験体の作製
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質問１）科学技術コミュニケーションとは，科学技術を題材としたプレゼンテーションのことで

ある。

①そうとは言えない ②おおよそそうとは言えない ③どちらとも言えない

④おおよそそう思う ⑤そのとおりである

グラフ中の

数は人数

グラフの長

さは割合に

よる

およそ半数が，題材が科学技術を扱えば，科学技術コミュニケーションと呼ぶもの

と考えており，未だ聞き手のあり方まで考えが及んでいない。Ｃ（分野独自の方法）

のみが，「どちらともいえない」数が多くなっている。

質問２）科学技術コミュニケーションの目的は，

①自分の意見を正確に発表することである

②自分の意見をわかりやすく発表することである

③自分の意見を聴衆にわかるように発表することである

④自分の意見を聴衆が納得してくれることである

⑤自分の意見を聴衆が賛同してくれることである

グラフ中の

数は人数

グラフの長

さは割合に

よる

Ａ
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分野の指導方針が反映され，大きく差があった項目である。「④自分の意見を聴衆が

納得してくれることである」がＢ～Ｅクラスではおよそ半数を占めたが，Ａ（実験参

加型）では，①～③が９割を占め，特に③が半数を占めている。

質問３）科学技術コミュニケーションに有効な手段は，

①自分が実験をしてみせる方法である

②聴衆に実験してもらう方法である

③実験しているところを録画して，聴衆に見せる方法である

④実験内容を箇条書きにしてプレゼンテーションする方法である。

グラフ中の

数は人数

グラフの長

さは割合に

よる

分野の指導方針によって回答が左右されたことが伺われた項目である。Ｃ（分野独

自）は，機械を専門とすることから①の自分で実験するという項目が高かったものと

思われる。それ故かえって，録画による方法に効果をあまり期待しておらず，また従

来のプレゼンテーションソフトを容認していない。それに対してＡ（実験／応用化学）

・Ｄ（電気電子）・Ｅ（建築）は録画でもよいとしている。なお，どのクラスにもプレ

ゼンテーションソフト容認の生徒はいるが，Ｂ（情報）はその数が多い。

質問４）わかりやすいプレゼンテーションとは，

①よくまとまっている箇条書きのプレゼンシート

②細かくすべてを網羅した図と文章のプレゼンシート

③なるべく簡潔な図のみのプレゼンシート

④アニメーション GIF によるプレゼンシート

⑤プロトタイプ(試作品)を手で動かして，録画したものを埋め込んだプレゼンシート
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グラフ中の

数は人数

グラフの長

さは割合に

よる

日頃のプレゼンテーションに対する指導方針が反映された結果となった。Ｄを除く

４クラスは，「③なるべく簡潔な図のみのプレゼンシート」を選択したものが半数とな

ったが，Ｄのみは，「プロトタイプ(試作品)を手で動かして，録画したものを埋め込ん

だプレゼンシート」を多く選択している。Ｄは本授業実践の中で，プロトタイプを使

った動画を取り入れているが，他のクラスは，あまりプロトタイプを扱う機会がない

ものと思われる。

質問５）自分が出費して太陽光発電を設置するのではなく，屋根だけを貸して(業者が太陽光発

電設備を設置)電力の供給を助けるという試みがあります。あなたは屋根を借りる会社

のセールスマンです。１件でも多く屋根を貸してくれる家を見つけなければなりません。

どうやって納得してもらいますか？

①夏の電力供給不足のグラフを見せて説明する

②太陽電池の実験と燃料電池の実験をして，良さをわかってもらう

③毎月得られる収入について，詳しく説明する

④屋根が重みで壊れるリスクについて説明し，補修に対応することを話す

⑤だまされたと思ってやってみれば，きっとうれしい結果になるといって説得する

グラフ中の数

は人数

グラフの長さ

は割合による
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応用問題として，太陽光発電の設置を説得する問題である。屋根を貸すという設定は，

天候や素子の善し悪しに関係がない反面，自分の利益を求めるというよりも，電力不足

解消を手伝う意味合いが強い。

Ｂ～Ｅでは，「③毎月得られる収入について，詳しく説明する」が大多数を占めてい

る。また，実証的ではない⑤の選択はごく一部にとどまっている。

質問６）薬の安全性について説明することになりました。できるだけこちらが推薦する薬を使っ

てもらいたいと思っています。どうやってわかってもらいますか？

①化学式を書いて，従来のものとを比較してもらう

②動物実験の結果をグラフにしてみてもらう

③使った人の声をまとめて見てもらう

④自分を信じてくれと話してみる

⑤安全性を評価するための評価項目とその結果を表にして示す

グラフ中の数

は人数

グラフの長さ

は割合による

自分が販売する薬を選んでもらうための説得という応用問題である。各クラスとも，

「⑤安全性を評価するための評価項目とその結果を表にして示す」が多数を占め，Matrix

による評価が定着しつつあることを示している。実証的ではない④の選択者はほとんど

なかった。その一方で，購入者の声によって説得するという③の選択者が，各クラスと

も四分の一程度いる。

質問７）他人を説得することはわりに簡単だと思いますか？

①すごく難しい

②難しい

③どちらとも言えない

④わりに簡単

⑤結構簡単
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最後に，科学技術コミュニケーションに対する印象を問う。各クラスとも「①すご

く難しい，②難しい」の占める割合が大多数となっており，この点は指導方法による

違いは見られない。

以上がアンケート調査の結果である。この結果をもとに実施の効果とその評価を考

察する。

○質問１ 科学技術コミュニケーションとは？

科学技術コミュニケーションは，題材が科学技術に関するというだけではなく，科

学的・技術的な論理性に基づいたコミュニケーションを求めている。一般的な定義が

確立されていないことを考えても，教師側にアプローチが十分だったとはいえない。

今後は，論理的に考える訓練を導入するなど，新たな取り組みが必要である。

○質問２ 科学技術コミュニケーションの目的は？

コミュニケーションの目的は，ただ単に自分の考えを正しく伝えるのみではなく，

相手がどのように受け取っているか，ということについても，配慮しなければならな

い。すなわち，双方向の意思疎通があって初めてコミュニケーションと呼べる。第１

回の授業を共通して行った３クラスは，授業者が共通であったこともあり，およそ同

じような傾向で，④の聴衆の納得を目標としているものが半数に上り，⑤の賛同を求

めるものもいる。このことから，はじめに行う第１回の指導が，授業の最後まで影響

を与えていることが予想される。２回以降も定量的な提示に配慮するか否かの指導法

の違いでは，差が出ていない。

○質問３ 科学技術コミュニケーションに有効な手段は？

分野の指導方針によって，回答結果が大きく左右された。実験中心の指導方法によ

るＡでは，①～③の回答が多くなることは予想の範疇であるが，機械を専門とするＣ

が実演は自分で行うとするのは，安全上の配慮かもしれない。また，録画についても，

専門内容により，それが適する場合とそう出ない場合があることが予想される。ただ
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し，一般的には，百聞は一見にしかずの喩えがあるように，箇条書きを聴衆に見せる

よりは，動画を用いた方がわかりやすい。この授業は，あくまでコミュニケーション

の促進を求めているのであって，学会発表のような場を想定しているわけではない。

この点に区別がつかないと，従来のプレゼンテーションスタイルに固執する結果とな

ってしまう。この点についても，ある程度の成果は見られるが，十分とは言いがたい。

○質問４ わかりやすいプレゼンテーションとは？

聴衆の立場となって考えれば，網羅的なものよりも，インパクトのある１枚の方が

よりわかりやすいだろう。実物が見られればなおさらである。第１回の授業の中で，

１枚の紙にまとめる練習をしていることから，③の簡潔な図を選ぶものが多くなった

と予想される。一部成果が上がっているといえるが，未だ箇条書きに固執する数も無

視できない。なお，Ｄのように授業の中で動画を扱っている場合には，プロトタイプ

の使用も効果的であることに気づくが，実証的な事実の積み重ねを重視すれば，必ず

しもそうではない回答になるだろう。授業としての成果が現れているといえるが，本

授業内でのアプローチの仕方が大きく差を生み出していることに注目すべきである。

○質問５ 応用～太陽光発電の設置を説得する～

聴衆に太陽光発電の設置を説得する場合の方法を問う応用問題である。Ｂ～Ｅでは，

ほぼ同様の結果となり，教育方法の違いによる差は見られないが，実験を重視してい

るＡでは，②の実験が多い結果となっている。生徒はプラス効果のみに着目し，マイ

ナス面について説得材料とは思わない傾向があるが，この点は，技術者倫理等のモラ

ルの問題とも密接に関係するものといえよう。さらに多方面からのアプローチが必要

である。

○質問６ 応用～薬を使ってもらえるように説得する～

聴衆に薬を使ってもらえるように説得する方法として，Matrix を想定した評価表を

選択するものが圧倒的に多い。これは第１回の授業で Matrix を扱った成果が影響し

ているといえよう。ただし，実験を主とするＡでは，実験による説得を選ぶ場合も少

なくない。その一方で，購入者の声を説得材料とするものが四分の一程度いるが，情

報の信憑性が疑われる方法に頼るのでは，実証的な説得とはいえない。この点は情報

モラルと密接な関係があり，さらなる多方面からのアプローチが必要である。

○質問７ 説得は難しいか？

未だ多くの生徒が難しいと考えており，この点は，教育方法の違いによる差は現れ

ていない。現実を理解できたともいえるが，道半ばといわざるを得ない。

研究第２年次として掲げた「知見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求めなが

ら「討論と相互理解」を深めるという目標については，「気づく」というレベルでは目

標を達成しているが，「討論・相互理解」を十分に深めることができたとはいえない。

ただし，コミュニケーションには，何が必要で，何に配慮しなければならないか，スタ
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ートラインに立てたことは事実である。これを深める今後の取り組みに待たれる。

５ 実施上の課題と及び今後の方向

（１）実施上の課題

アンケート調査から，第１回目の授業が与える影響が示唆された。この点を考慮し

て，第１回の授業の組み立てが重要となる。また，科目の目的などについてのみ考え

れば，第１回のみが重要であり，あとの回は各分野に委ねても，大きな差が見られな

いことがわかった。それゆえ，第１回の授業を共通の意思で行うことが求められると

いえる。教育方法の違いも，各分野の専門性を考えると必要な違いであるともいえる。

ただし，今後も成果の違いについては，調査を続ける必要がある。

また，今年度の取り組みでは，論理的思考を求めるということが十分に伝わってい

なかったように思われる。ロジカルシンキングに関する新しい教材の開発や技術者倫

理・情報モラルといったモラル関連の知識や，情報的な見方・考え方が必要な面もあ

ることがわかった。

今年度の問題点を踏まえて，多方面からのアプローチを試みる予定である。

（２）今後の方針

科学技術を題材としながら科学的かつ論理的な情報伝達を行い，しかも受け手側も

科学的に判断する。科学技術コミュニケーションの全貌が見えつつある状態に漕ぎ着

けることが出来た。次年度は，研究目標を達成しながら，さらに踏み込んだコミュニ

ケーションの方法を提案していきたい。また，対面による「発信」に留まってしまっ

た今年度の実践を踏まえ，新たな「発信」を提案し，国際交流委員会と提携しながら，

研究を推進していきたい。
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Ⅱ 国際交流研究会の活動報告

１ 概要

（１）組織の概要

海外の交流校，東京工業大学（以下，東工大）留学生センターとの連携により，科

学技術を通じて，異なる文化の人たちと積極的に交流しようとする意欲，態度を育成

する指導方法を開発する。また，新たな交流校を模索し，様々な文化を持つ人々との

交流を体験する機会を増やす。加えて，「科学技術コミュニケーション入門」におけ

る指導の方法の開発に協力・貢献する。

（２）目標

将来，国際的に活躍する科学技術系人材を育成するため，平成１７年度に指定され

た第２期ＳＳＨ研究開発において協定を結んだタイ王国カセサート大学附属高等学校

との交流の充実を目指すとともに，新たな国の高等学校との交流の可能性を探る。ま

た，広く海外の高等学校と交流し活動することにより，生徒のみならず教員の国際的

意識・態度の育成に努め，学校全体での取り組みとしての指導法の開発を目指す。

（３）仮説

様々な文化を持つ人々と接し，活動する機会は互いの文化・発想の差を認め，本質

的な価値を目指そうとする意識・理解を促し，その機会を増やすことは未来の国際的

科学技術系人材の育成へと導く。

（４）研究第２年次（平成２３年度） 国際交流研究会の目標

・タイ王国カセサート大学附属高等学校との交換留学の実施

・交流校の拡充 フィリピン共和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校（De

La Salle Canlubang）との交換留学の開始

・交換留学における危機管理体制のさらなる充実

・東工大留学生を招いた授業 第１学年「オーラル・コミュニケーションⅠ」

・国際会議への出席

・応用化学分野 課題研究英文アブストラクトの作成

・英語による講演会の開催

２ 経緯

平成１７年度に指定された第２期ＳＳＨ研究開発において実践し蓄積された知識，指

導法を考察，改善した上で，新たな国際交流の方略，指導方法を開発する。タイ王国カ

セサート大学附属高等学校と交わした５年間の交流協定を見直すとともに，新たな交流

校を模索する。また，交換留学の開始と同時に進めてきた危機管理体制をさらに盤石な

ものとし，大きな集団，学年全体等での海外研修等への応用も考えたい。

３ 内容

（１）海外研修の実施 フィリピン共和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校への

派遣

① 概要

平成２２年度指定の第３期ＳＳＨ研究開発では，１年次の目標のひとつとして，交

流校の拡充をあげていた。今回，新たに交流協定を結んだフィリピン共和国デ・ラ・

サール大学カンルーバン高等学校（以下，カンルーバン高校）との１回目となる交換
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留学（対象学年１，２年生）を実施した。派遣生徒を選抜するまでの経緯は，以下の

通りである。

１）保護者会にて国際交流事業の周知

4月に開催された保護者会にて，カンルーバン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。

２）フィリピン共和国への海外派遣生徒を募集・選抜

6月上旬，1，2学年から希望者を募ったところ13名程が応募した。平成１７

年度指定ＳＳＨ研究開発での「国際性育成研究会」において蓄積した海外派遣

の生徒選抜と同様に希望者は，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し，各分野教員，担任等が評価を

点数化して選抜した。選抜の結果，2年生3名，1年生2名となった。

３）派遣生徒および引率教員

材料科学・環境科学・バイオ技術分野 ２年女子 １名

情報・コンピュータサイエンス分野 ２年男子 １名

システムデザイン・ロボット分野 ２年男子 １名

１年女子 ２名 計５名

引率教員：大即校長，鈴木，西澤

② 海外研修準備

平成１７年度指定の第２期ＳＳＨ研究開発での「国際性育成研究会」において蓄積

した海外派遣の指導・手順に基づき，改善を加えつつ派遣準備，事前研修を実施した。

１）派遣生徒保護者会の実施

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

義を再確認した上で，本研究会委員より心配される疾病・感染症等に関する説

明を行った。さらに治安状況，生活，海外への渡航における諸注意を行った上

で質疑応答を行った。

２）生徒対象事前研修の実施

フィリピンへの海外研修までの期間，以下の内容で計５回（7/12，20，28，

29，8/1）の事前研修を実施した。

ａ）フィリピンの社会情勢と事情の研修

ｂ）自己紹介プレゼンテーションの作成（２年生は専門分野の内容を含む）

ｃ）授業「日本語」における内容の検討と準備

ｄ）自己研修テーマの決定

③ フィリピン滞在

実施日程：平成23年8月2日～7日

１）授業参加１ 自己紹介プレゼンテーションの実施

日本で準備してきた専門的な内容を含めた自己紹介プレゼンテーションを英

語によって，Grade 3，Grade 4，Grade 6の生徒へ実施した。プレゼンテーシ

ョンの後には，聴講した生徒から多くの質問が集まり，戸惑いながらも懸命に

受け答えをしていた。

２）授業参加２ 授業「英語」における生徒との交流
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Grade 9の英語の授業に参加した。授業は，インタビューに回答する形式で

進められ，多くの生徒とコミュニケーションをとっていた。

３）授業参加３ 授業「日本語」における生徒との交流

本校生徒が講師となって，Grade 6の生徒に日本の伝統文化の一つである書

道の紹介と実演，実技体験を行った。はじめに硬筆によるひらがなの模写を行

った。事前に対象クラスの生徒の名前をひらがなでプリントしたものと4等分

した半紙4枚を用意しておき，それぞれを配付した。配付した見本を見ながら，

丁寧に半紙へ模写をしていた。その間に毛筆の準備を行い，硬筆の模写が一段

落した段階で，毛筆に実演を行った。

４）校外研修１ 日系企業の工場見学

本校生徒とカンルーバン高校の生徒とともに Honda Cars Philippinesと

SHIN-ETSU MAGNETICS PHILSの２社を訪問し，工場を見学した。

５）授業参加４ フィリピンにおける地震火山の講義聴講

フィリピンは，活火山の多い島国であることから日本と同様，地震火山に関

連した研究がなされている。フィリピンでは，地震火山研究の第一人者である

Rene Solidum先生の講演をカンルーバン高校とともに聴講した．

６）校外研修２ デ・ラ・サール大学研究室訪問

マニラ市内にあるデ・ラ・サール大学の建築・建設系の研究室を訪問した。

研究室では，大学生がコンクリート強度を測定するための試料を製作している

ところであった。また，東工大フィリピンオフィスがデ・ラ・サール大学内に

あることから，訪問した。

④ フィリピン海外研修報告会の実施

１）派遣生徒のクラス対象

参加生徒のそれぞれのクラスで，作成した自己紹介プレゼンの実施と現地での

レポートを英語で報告した。

２）１年生全員対象

タイ派遣生徒と合同で実施した。

⑤ 平成２３年度 フィリピンにおける国際交流の評価と今後の課題

今回，カンルーバン高校との初めての交流においては，これまでのタイ王国カセサ

ート大学附属高等学校との相互交流，シンガポール大学附属数学科学高等学校への派

遣研修で培った経験を基に研修内容等，本校側の希望を伝え，カンルーバン高校の担

当者と連絡を取り準備を整えた結果，予定したスケジュールを滞りなく進めることが

できた。特に，フィリピン共和国の自然科学（火山研究所等）を活用した見学研修や

日系企業でありながらも工場見学を実現することができた。また，カンルーバン高校

来日時についても，本校授業「科学技術コミュニケーション入門」への参加等を活用

した相互交流を実現できたことは，評価できる。

フィリピン訪問時において今回，タイ研修時に行っている本校教員による科学技術

に関する出前授業は，フィリピンの学制が日本とは異なるため，行うことができなか

った。年齢でみると，フィリピンの高等学校３年生は，日本の高等学校２年生に相当

し，年齢が１歳下である。そのため，カンルーバン高校の理数系の学習内容に関する
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情報が少なかったためである。代わりに，カンルーバン高校からの要請により，生徒

相互の交流を深めることを目的に，日本の伝統文化の一つである書道を本校生徒主導

により実施した。平成２４年度は，科学技術に関連した出前授業の実現が課題である。

（２）海外研修の実施 タイ王国カセサート大学附属高等学校への派遣

① 概要

平成１７年度指定の第２期ＳＳＨ研究開発の２年次に交流協定を結んだタイ王国カ

セサート大学附属高等学校（以下，カセサート高校）との協定が平成２３年度で５年

目となった。５回目となる生徒の派遣を実施すると共に，現地バンコクにて協定を見

直し，新たに５年間の協定を締結した。派遣に至る経緯は以下のようである。

１）保護者会にて周知

２）タイ海外派遣として生徒を募集・選抜

材料科学・環境科学・バイオ技術分野 ２年男子 １名

情報・コンピュータサイエンス分野 ２年男子 １名

システムデザイン・ロボット分野 ２年男子 １名

エレクトロニクス・エネルギー・通信分野 ２年女子 １名

立体造形・ディジタルデザイン分野 ２年女子 １名 計５名

引率教員： 大即校長，井口，成田，山口

② 海外研修準備

平成１７年度指定の第２期ＳＳＨ研究開発での「国際性育成研究会」において蓄積

した海外派遣の指導・手順に基づき，改善を加えつつ，タイ派遣準備，事前研修を実

施した。

１）派遣生徒保護者会の実施

２）生徒対象事前研修の実施

ａ）タイ王国の社会情勢と事情の研修

ｂ）専門分野の内容を含んだ自己紹介プレゼンテーションの作成

ｃ）研修テーマの決定

③ タイ滞在

実施日程：平成23年8月16日～20日

１）授業等参加

日本で準備をしてきた専門的な内容を含めた自

己紹介プレゼンテーションを英語によって実施す

ることをはじめ，カセサート高校による充実した

プログラムにより研修を行った。カセサート大学

工学部での研修では，工学部全体についてのレク

チャーを受けた後，ロボット工学，制御工学の研

究室を見学した。他に，物理の授業，タイ語の授

業，英語を受け，授業参加とともに交流を深めた。

２）カセサート大学研究室見学

カセサート大学工学部を訪問し，工学部の概要説明を受けてから，制御系研究

図１ プレゼンの様子
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室，ロボット系研究室を見学した。制御系研究室では，ロボットアームの制御，

シーケンス制御システムのレクチャーを受け，実際の機器のデモを拝見した。ロ

ボット系研究室では，世界大会で優秀な成績を収めているロボットサッカーの実

演を見ることができた。ロボットの移動の速さ，正確さに驚いていた様子であっ

た。

３）校外研修

タイ王国での海外研修を開始した当初から，東工大のタイオフィスへの訪問の

実現を予定してきたが，今回実現に至った。東工大のタイオフィスは，バンコク

北部にあるタイ・サイエンス・パークに位置し，NSTDA(National Science and

Technology Development Agency)内に設置されている。訪問時には，タイオフ

ィス拠点長の北原教授による NSTDA の概略説明を受け，その後，２つの研究

所 MTEC(National Metal and Materials Technology Center)，

NECTEC(National Electronics and Computer Technology Center)を見学した。

図２ 制御系研究室でのレクチャー 図３ ロボットアームのデモ実演

図４ ロボット系研究室 図５ サッカーロボットの
制御システム

図６ 北原教授によるレクチャー 図７ DAISIN社での工場見学
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さらに，ナワナコン工業団地のタイ資本の自動車部品企業である DAISIN 社を

訪問し，3DCAD，金型製作等の工場見学を行い，その後 Q&Aを行った。

４）出前授業

本校教員（材料科学・環境科学・バイオ技術分野成田教諭）による偏光板を用

いた科学の授業を実施した。２つの紙コップの底に穴を開け，それぞれの穴の部

分に偏光板を貼り付け，重ねたコップで光の偏光の実験やプラスチックに力を加

えることで光弾性を観察し力の加わり具合を確認したり，糖溶液の濃度を旋光度

を利用して比較できることを確認する実験をカセサート高校の生徒と本校生徒が

共同で行った。

④ タイ海外研修報告会の実施

派遣された５名の生徒の知見や経験を共有し，他の生徒へ波及させるため，１，２

年の学年それぞれに報告の機会を設定した。時間割，会場の都合上その形態は学年に

よって異なる。

１）２年生クラス対象

派遣生徒の所属クラスでは，英語の授業を活用し，タイで行った自己紹介プレゼ

ンテーションの英語による実施と現地で得た内容のレポートを報告した。

２）１年生全員対象

フィリピン派遣生徒と合同で実施した。

⑤ 平成２３年度 タイにおける国際交流の評価と今後の課題

５回目となるタイへの生徒派遣を経験し，生徒募集，事前研修，派遣，事後研修，

報告という過程での内容，指導方法が定着してきた。背景知識となる文化の理解及び

マナーの習得，危機管理に至る一貫した指導，方略は，本年２３年度より開始したフ

ィリピン共和国との交換留学，コアＳＳＨの連携校として海外研修に参加する際の指

導にすべて活用されてきた。この点は今後の本校の海外での活動を推進するものとし

て多いに評価できる。本校の国際交流，海外研修における手続き的知識は今後もタイ

との交流がさきがけとなっていくものと考える。平成２４年度の課題は，まず現在の

４泊５日間の滞在を１日増やし５泊６日間とすることである。以前よりカセサート高

校側から滞在期間の短さが指摘されてきた。より充実した研修プログラムを実施する

ために，この点を検討する必要がある。また，現地での行動予定，時間配分について，

事前にテレビ会議システム等を利用し，タイの先生方と対面で綿密な相談を行うこと

を提案したい。教員の出前授業の段取り，内容を改善したり，生徒の授業準備もより

図８ 成田教諭による出前授業 図９ 実験の様子
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適切なものとすることが可能となるはずである。

平成１９年度から開始した国際交流は５年が経過した。これまで，タイへの派遣と

タイからの受け入れは，互いに１回ずつ実施することができなかった。地球に共存す

るという意識が高まる一方，双方の国を行き来することだけでも簡単にはいかないこ

とを認識した。平成２４年度は無事に交換留学が実施されることを望んでいる。

（３）カンルーバン高校からの生徒受け入れ

① カンルーバン高校生の授業参加

科学技術を通した交流として，カンルーバン高校生が開発科目「科学技術コミュニ

ケーション入門」の２分野の授業に参加した。

１）材料科学・環境科学・バイオ技術分野

カンルーバン高校の生徒３名を受け入れ，科学

技術コミュニケーション入門の授業を実施した。

本時は，発酵法によるエタノールの生産，および，

葉緑体色素の抽出と色素成分の分離の２テーマに

ついて実験を行った。各テーマにおいては，実験

の背景にある生命現象に関する基礎学習も併せて

行った。前者については，呼吸（特に嫌気呼吸）

に関して，後者については，光合成に関して学習した。

全体的な実験の流れや背景について，本校生徒および留学生に対し，日本語と英

語により解説した。留学生に対しては，英文による実験手順書を準備し，それに従

って操作を進めてもらった。留学生たちは，本校生徒の作業を参考にしたり，操作

中の補足説明を受けながら，予定した内容を一通り終えることが出来た。

２）情報・コンピュータサイエンス分野

カンルーバン高校の生徒２名を受け入れ，科学

技術コミュニケーション入門の授業を実施した。

この授業では，ライントレースロボットの制作を

行っており，本時は基板へ電子部品を半田付けを

する工程である。留学生と本校生徒がペアになっ

て，部品を説明しながら制作を進めた。彼らは電

子工作が初めてということであったが，彼らの手

先の器用さと本校生徒の誘導のもと，いち早くセンサ基板，CPU基板を完成させて

いた。基板という部品の作成に留まらず，ライトレースカー全体のデザインを考え

る工程まで進むことができ，楽しんでいた様子であった。コミュニケーションの手

段として言語を用いたことはもちろんであるが，身振り手振りが大いにコミュニケ

ーションの役に立った有意義な時間であった。

３）システムデザイン・ロボット分野

機械系であるシステムデザイン・ロボット分野では，工作機械「旋盤」を用いた

作品製作を行った。フィリピンでは，扱うことのない旋盤を操作し，六角形の真鍮

材料を加工し，「ペンシル型文鎮」の製作を行った。

図11 授業への参加の様子

図10 授業への参加の様子
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② 交流報告

全校生徒との交流の機会を設ける目的で，文化祭への参加を行った。10月8日・9日

の日程で行われた文化祭において，開会式では，校長から歓迎の挨拶とカンルーバン

高校校長から，本校生徒に向けて挨拶がなされた。カンルーバン高校生徒からは日本

語による簡単な自己紹介がなされた。相互交流を行うためフィリピン・ブースを設置

した。ブースでは文化祭の両日，カンルーバン高校生によるフィリピン伝統の「バン

ブー・ダンス」を行い，本校生徒や来校者もダンスに参加するなどして大変楽しくス

テップを踏み，たいへん打ち解けた様子であった。本校の文化祭は，３年生は，課題

研究のポスター発表を行い，２年生は，専門色を取り入れた内容が強く，カンルーバ

ン高校生は，本校のバディとともに文化祭の見学をしながら科学技術に触れ楽しんで

いたようである。

（４）タイ，フィリピン派遣生徒報告会

カセサート高校，カンルーバン高校に派遣されたそれぞれ５名，計１０名の生徒によ

る「海外研修報告会」を行った。

実施日：１２月１６日 ５，６時限

対 象：１年生全員

発表者：タイ王国派遣生徒 ２年生５名

フィリピン共和国派遣生徒 ２年生３名，１年生２名

この報告会の実施により１年生生徒の海外研修参加への意識を高めること，またプレ

ゼンテーション能力を向上させることを目的とした。司会進行は２年生生徒２名を中心

に英語で行われた。派遣生徒全員が，事前研修で作成した英語での自己紹介プレゼンテ

ーションを行い，さらに２年生は，所属する分野に応じた，それぞれが選択した研修課

題（例：日本とフィリピンの水質比較，タイ王国における送電線の様子等）に関する報

告を行った。開始当初やや騒がしかった１年生だが，英語での司会が進行し，分野別の

研修発表が行われると興味深く聞いている様子が見られた。また質疑応答では，「タイ

王国の開口部の多い建物」についての質問など，科学技術的な視点からの質疑が活発に

行われた。

（５）東工大留学生を招いた授業

東工大留学センターとの連携により，東工大に留学している海外の学生を TA として

招聘し，お国事情と日本での研究について，第１学年の英語の授業で実施した。

① 対象：第１学年生徒全員

科目「オーラルコミュニケーションⅠ」

② １学期：留学生によるプレゼンテーション 実施日：５月１２日（木）

英語による質疑応答 実施日：６月９日（木）

留学生：Abdur Rahmanさん，Miao Yangさん，Mauro Sugaさん

③ ２学期：留学生によるプレゼンテーション 実施日：１１月１０（木）

英語による質疑応答 実施日：１１月２２日（木）

留学生：Abdur Rahmanさん，Miao Yangさん，Paul Jason Coさん
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④ ３学期：生徒によるプレゼンテーション 実施日：２月２３日（木）

留学生：Abdur Rahmanさん，Miao Yangさん，Paul Jason Coさん

本校はALTの授業が行われていないため，生徒にとっては初めて授業で外国からの留

学生と接する機会となった。

第１回は，お国の文化，事情，東工大での研究内容などのプレゼンテーションをして

いただいた。第２回は，第１回目のプレゼンテーションに対する質疑応答として，英語

による Q & Aセッションを行った。

上記２回の授業を１学期，２学期にそれぞれ別の留学生にしていただいた。生徒たち

は異文化と接するたけでなく，英語を母語としない者どうしのコミュニケーションを英

語で行う必要性を実感する場となった。第１回目の授業は学校公開日と重なったことも

あり，保護者が多く見学に訪れ，好評であった。各回の授業後に「英語は聞き取れまし

たか？」というアンケートを実施した。結果を表１に示す。

表１ 事後アンケートの結果

Ｑ：英語は聞き取れましたか？

１学期プレゼン ２学期プレゼン １学期 Q&A ２学期 Q&A
平均値 2.5 平均値 2.8 平均値 2.6 平均値 3.2

スケール：１ほとんど聞き取れなかった ２あまり聞き取れなかった ３半分くらい
４まあまあ聞き取れた ５よく聞き取れた

アンケートの結果によれば，１学期にくらべ，２学期のほうが英語を聞き取れたと回

答する生徒が増えていることがわかる。「１学期プレゼン」の平均値と「２学期プレゼ

ン」の平均値，及び，「１学期 Q&A」の平均値と「２学期 Q&A」の平均値のいずれに

おいても，有意水準１％で有意差が認められた。実際，感想の中においても「前回より

聞き取れた」と書く生徒が見受けられた。このことにより，「英語を聞き取る」という

観点からみれば，留学生を招いた授業の有効性が確認されたことになる。

また，１年間の集大成として，生徒が英語によるプレゼンテーションを行った。生徒

は４人で１つのグループを作り，科学技術に関するテーマをとりあげ，プレゼンテーシ

ョンソフトによるスライドを作成した。発表当日には２学期に授業を行った留学生３名

が来校し，生徒のプレゼンテーションを参観した。発表の最後に留学生から得たフィー

ドバックは生徒へのよい動機付けとなった。

（６）他のＳＳＨ校との連携事業における国際交流への参加

平成２３年度本校は，ＳＳＨ指定校が，特定の課題に特化して取り組むことができる

コアＳＳＨ事業を行っている学校と連携校として協力している。今回，連携元のＳＳＨ

校は，立命館高等学校，横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校の２校である。

両校での連携事業について報告する。

① 立命館高等学校コアＳＳＨ

１）韓国 Korea Science Academy of KAISTとの交流事業への参加

立命館高校と協定を結んでいる韓国 Korea Science Academy of KAISTの立命

館高等学校での交流事業に本校第２学年の生徒１名が参加し，シンクロトロン(SR)

実習を主とした科学交流に参加した。
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２）Japan Super Science Fair 2011への参加

過去８回 Rits Super Science Fairとして開催してきた国際会議が，今回コアＳ

ＳＨ事業として規模を拡大し行われることになり，第３学年生徒２名が参加して，

課題研究の研究成果を口頭発表とポスター発表にて発表し，海外からの参加生徒と

共に科学技術を通した交流を行った。

参加期間：平成２３年１１月１２日～１６日

３）韓国海外研修への参加

１）と関連し，平成２４年３月末に，韓国 Korea Science Academy of KAIST

への海外研修に第２学年生徒２名（１名は上記交流会に参加した生徒）が参加予定

である。

参加期間：平成２４年３月２５日～３１日

② 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校コアＳＳＨ

１）横浜サイエンスフロンティア国際科学フォーラム（THE YOKOHAMA

SCIENCE FRONTIER FORUM FOR INTERNATIONAL RESEARCH IN

SCIENCE AND TECHNOLOGY）『ysfFIRST』への参加

海外の理数教育連携校と国内

ＳＳＨ連携校から高校生が参加

し，科学技術的な探究テーマに

基づいたフォーラムが９月２１

日に開催され，本校からは第２

学年の生徒５名が参加し，口頭

発表とポスター発表により，科

学交流を行った。

２）『アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修』（米国研修）への参加

アメリカ・トーマスジェファーソン高校での研修を主とする海外研修に，上記５

名から選抜された３名の生徒が参加した。

参加期間：平成２４年１月４日～９日

（７）『アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修』の活用

１）『アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修』米国研修報告会

本校独自の企画として，コアＳＳＨ連携事業により，アメリカ・トーマスジェフ

ァーソン高校サイエンス研修に派遣された３名の生徒による米国研修報告会を実施

した。報告会は，派遣生徒の所属クラスの英語の授業を活用し，プレゼンテーショ

図14 報告会の様子

図12 口頭発表の様子 図13 ポスター発表
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ン形式で行った。内容は，前述の『ysfFIRST』およびトーマスジェファーソン高

校で披露した研究成果を現地と同じく英語によるプレゼンテーションを行い，さら

に，米国で撮影した写真をスライドショーとして提示しながら，５日間の研修内容

について報告した。その後，Q&A を行って情報の共有化を図り，報告会及び国際

交流に関するアンケートを行った。

２）研修報告会の生徒のアンケートの応答と波及効果

平成２３年度の第２学年からは本校開校以来，多くの生徒が海外研修及び国内で

の国際会議に参加した学年である。のべ人数で20名以上，各クラスで平均４名から

５名の生徒が各学期に海外，もしくは英語を使っての会議に参加していた計算にな

る。そうした研修及び国際会議終了後は，随時参加した生徒たちが報告会を開き，

参加しなかった生徒達との経験の共有化をはかってきた。英語を使ってのプレゼン

テーションがほとんどだったため，多くの場合は「英語授業」内で開催してきた。

今回のアメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修は，９月に行われた

横浜サイエンスフロンティア高校での発表会の集大成である。発表会は５名の生徒

が参加したが，米国研修に派遣した生徒は３名であった。

そこで，本校においては稀有な学年となった２学年の生徒達は「外国」「英語」「プ

レゼンテーション」に対してどのような反応を示すのか，アンケートでの確認を試

みた。集計結果を表２に示す。

表２ アメリカ研修報告に関するアンケート集計結果

１．英語での発表内容は理解することができましたか。（％）

よく あまり理解で ほとんど理解できなか
理解した 理解した 半分程度 きなかった った

14.9 38.6 30.7 11.4 3.5

２．発表の内容に興味を持てましたか。（％）

とても どちらでも あまり関心が 全く関心が持てなかっ
面白かった 面白かった ない 持てなかった た

30.7 55.3 9.6 2.6 0.9

３．英語でのプレゼンテーションを行う時には何が一番大切だと思いますか。（％）

英語の説明 スライドの 研究の深さ データ量 声の大きさ・ジェスチ
出来 ャ・姿勢など

20.2 25.4 7.0 1.8 44.7

４．今後，自分もこのような発表をして海外の人々と交流したいと思いますか。（％）

非 常 に そ う ややそう思 どちらとも あまりそう思 全くそう思わない
思う う いえない わない

19.3 32.5 26.3 13.2 7.9

５．現在，課題研究の他に何か他のテーマで発表することに興味がありますか。（％）

非 常 に そ ややそう どちらとも あまりそう 全くそう思
う思う 思う いえない 思わない わない

A. 自分の所属す 16.7 40.4 26.3 7.9 7.9
る分野について

B．分野以外の 9.6 28.9 29.8 18.4 12.3
テーマについて



- 54 -

６．交流したい国はありますか。（％）

タイ王国 フィリピン シンガポール 大韓民国 アメリカ合衆国
共和国 共和国

6.1 2.6 13.2 7.9 52.6

自由記述（１国）：イギリス(12),イタリア(8),ドイツ･オーストラリア(7),スイス(4),フ

ランス･ヨーロッパ(3),台湾･スペイン･トルコ(2)，マーシャル・ブラジル・チェコ・デ

ンマーク･ペルー･ロシア･日本･カナダ･フィンランド(1)

それぞれの分野に関する英語での発表に関しては，８割以上の生徒が半分以上理

解したと答えている。発表においては「アスピリン・合成」「耐震・くみもの」「ハ

ニーカム構造・強度」等それぞれの分野での専門用語，英語が頻出するが，１年間

の専門分野の知識が理解を促したと考えられる。また同様にその内容に関しても関

心を持ったようである。

もっとも興味深いのが「英語でのプレゼンテーションを行う時には何が一番大切

だと思いますか。」という問いに対して，ほぼ半数の生徒が「声の大きさ，表情，

姿勢」等の非言語の部分，非常に実践的な面を挙げている点である。クラスメイト

が海外に渡り，その報告を何度か聞いてきた生徒達の反応として注目したい点であ

る。文法的に正確な英語，凝ったスライドを表示できたとしても，声が小さくては

伝わらない，また顔，全体を使っての表現でなければ伝わらないというコミュニケ

ーションの原点に気付いた応答といえるだろう。今後「科学技術コミュニケーショ

ン」での学習においても重要な要素であり，生徒たちは「表現」の原点に気付いて

きていると言える。

交流したい国として様々な国名が挙がったことは生徒の海外への興味を示すもの

であり，頼もしい限りであるが，アメリカ合衆国での研修発表会だったため，アメ

リカに興味を持った生徒が多かったのは当然であろう。

今後の課題としては，国際交流におけるホスピタリティの一環としても，プレゼ

ンテーションを行った後の質疑応答での態度を指導することである。報告を行った

３クラスの中であまり質問が出ないクラスがあった。プレゼンテーションをしても

らった後は，スピーカーに敬意を示す方法，「聞いていました」という意思表示を

することは，質問することであり，その事により双方向性となり，コミュニケーシ

ョンが成立することを伝え，指導する必要がある。

（８）「課題研究」における英文アブストラクト（要旨）の作成

① はじめに

応用化学分野では，前SSH研究開発の中の国際性育成，および，現ＳＳＨ研究開発

の中の国際交流の取り組みとして，教科「課題研究」で得た研究内容を日本語（400

字）と英語（200words）の要旨にまとめることに取り組んでいる。現ＳＳＨ研究開

発においては，科学技術を通した異文化交流が大きなテーマに置かれている。ここで

は，自らの考えを的確に他者に発信するための英語力・コミュニケーション能力の育

成を図りつつも，生徒たちの国際交流に対する動機付けとなる授業展開を意識した。
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② 授業計画

生徒が２～３人の15班に分かれて活動した。応用化学分野の４名の教諭は，３また

は４班を担当した。

例年とほぼ同じ授業計画を立て，9月末の課題研究成果発表会終了後から，課題研

究の授業時間を利用して行った。具体的には，木曜日の1～4時限を一日の単位とし，

合計6日間実施した。授業計画を表に示す。なお今年度の課題研究は，1クラス39名を

受け持ち，指導に当たった。

表３ 英文アブストラクト作成授業計画2011

内 容
月 日

１ ２ ３ ４

１０／１３ ｶﾞｲﾀﾞﾝｽおよびｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄを書くための 日本語アブストラクト作成
基本的なﾎﾟｲﾝﾄの指導 および校正(各担当教諭)

２７ 英文アブストラクト作成・提出(10/28まで)

鈴木・成田班 ： アブストラクト返却１→訂正→提出(11/11まで)
１１／１０

豊前・森安班 ： 報告書作成

豊前・森安班 ： アブストラクト返却１→訂正→提出(11/18まで)
１７

鈴木・成田班 ： 報告書作成

２４ アブストラクト返却２

１２／ １ 報 告 書 作 成 課題研究自己評価
アブストラクト作成アンケート

鈴木班(7)＋成田班(12)＝19名 豊前班(11)＋森安班(9)＝20名

③ 授業の流れ

これまでの実績を踏まえ，以下のような流れで授業を展開した。なお，アブストラ

クトの作成は，各班を単位としつつも，生徒全員が個別に行った。

１）課題研究の研究内容を，約400字の日本語に要約する。作成内容について，各指

導教諭の添削を受け，日本語要旨を完成させる。

２）日本語要旨を，約200wordsの英文に翻訳する。作成した英文アブストラクトは，

講師に提出し，英語を母国語とする校正者の添削を受ける。（添削1）

３）校正結果を，指導教諭立会いの下，受け取る。このとき， 講師からの補足説

明を受けながら，著者の作文意図と校正者の内容把握状況とのギャップの有無に

ついて確認する。

４）修正稿を作成し，再度， 講師に提出して，校正者の添削を受ける。（添削2）

５）２度目の校正結果を，指導教諭立会いの下，受け取る。 講師からの補足説明

を受ける。

６）最終稿を完成させ，指導教諭に提出する。

今年度の活動においても，昨年度に引き続き， 講師には課題研究成果報告会か

ら出席いただいた。これにより各班の研究内容についての具体的なイメージを持って
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もらい，短期間に展開される英文添削作業の一助としてもらった。

なお今年度からは，英語のWritingの正規授業内でも課題研究要旨の作成が取り上

げられ，英語科教員による基礎的な指導も行われた。

④ 成果

１）日本語アブストラクトの作成

日本語によるアブストラクトの作成については，難しかったと答える割合が約5

割を占めた（図）。例年と同じく，研究当事者として多くのバックグラウンドを持

つ中で，限られた文字数による研究紹介に難しさを感じたようである。一方，今年

度の特徴としては，研究内容を簡潔に表現する中でも，できるだけ分かりやすく伝

える・表現するにはどうしたらいいか，を模索した生徒が多く見られた。本ＳＳＨ

研究開発で目指している「伝え合い学び合う」力の育成が，効果的に現れたものと

思われる。

図15 アンケート結果：要約の難易(日本語)

２）英語のアブストラクト作成

英語のアブストラクト作成では，日本語とは違う英語特有の表現方法を使うこと

に難しさを感じたようである。さらには，同じ英語であっても，科学技術論文にお

ける表現が普段の英語の授業で見られる表現とは異なることに戸惑いがあったよう

である。

昨年度から，生徒と英文校正者とのパイプ役となる には，課題研究最終報

告会からの参加をお願いし，各研究グループの取り組みについて，予め大まかな全

体像を把握してもらうことを促した。このことに関して，今年度も，大いにその有

用性を確認できた。 からグループごとに示される校正結果についての解説の

中で，生徒が本来伝えたかったことをスムーズに理解してもらうことができ，さら

に適切なアドバイスを得ることが出来た。

今年度からは，英語のWritingの正規授業の中で，英語による科学技術論文（特

に，アブストラクト）の書き方について取り上げられた。この中では，英語科学技

術論文の一般的な書き方やスタイル，アブストラクトの位置づけや意義・意味，決
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まった言い回しなどが，英語科教員から専門的に解説された。さらに，課題研究で

取り組んだ内容を題材として，生徒各人がアブストラクトの作成に取り組んだ。こ

の Writing での取り組みは，応用化学分野内での英文アブストラクト作成におい

て，大いに有効であった。化学に関連する専門的な内容や用語については応用化学

分野の教員がフォローする必要はあったが，アブストラクトの基本的な形式につい

ての学習経験があったことは，例年に比べて，英文作成に対する精神的なハードル

を下げたようである。

今年度は，これまでに実施していたアンケートの項目に新たな質問（英文アブス

トラクトを作成する経験は，海外の高校生に自分の研究を伝えたり，交流したりす

るのに役立つと思うか）を追加した。結果を図に示す。図から明らかなように，今

回の経験が「非常に役立つ」または「役立つ」と回答した割合が80％にも上った。

自分の取り組んだ研究の成果を英語で発信することに対しては大きな苦労を感じた

ようであるが，この経験に対しては大きな満足感があるとの意見が多く見られた。

図16 アンケート結果：国際交流に対する今回の経験

⑤ まとめ

国際交流を考えたとき，「自らの取り組みで得られた」課題研究の成果は，自己ア

ピールする上での大きな素材となり得る。これを英語で発信するという経験をしたこ

とは，アンケート結果にも現れたが，生徒たちにとって大きな自信になったようであ

る。現ＳＳＨ研究開発の内容として，国際交流を意識づける取り組みを始めて２年目

を終えた。今後も各所と連携した取り組みを進めながら，生徒の国際交流参加への意

識を着実に増大させられる方策を模索していきたい。

（９）英語（外国語）で聞く講演会

平成２３年１２月１３日（火）に，国際基督教大学准教授 Gavin H. Whitelaw先生

を講師に迎えて，本校の生徒・教職員を対象に，英語（外国語）で聞く講演会を開催し

た。テーマは，My Konbini - Japan's Crossroad for Science, Technology and Culture

Today - であった。講演会には生徒と教員が併せて，60名以上が参加した。昨年と比較

すると２倍以上の出席があった。これは教員による積極的な周知を行ったこと，また，
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今年は生徒がより出席しやすい日時に変更した

ことが，功を奏したと思われる。

Gavin 先生の講義の内容は，はじめに，自

身の専攻である都市学や文化の相違への興味を

述べた後，日米それぞれのコンビニの実態の相

違を具体的事例に基づいて示した。次に，グロ

ーバル化が進展する中でも文化の多様性は失わ

れないことを明らかにした。この中で，日本の

コンビニの特徴として，商品管理や環境問題へ

の対処において科学技術が用いられていること

などが指摘された。また，日本のコンビニのこれからのあり方として，地域社会を支え

る存在になりえるという展望を示した。

また，Gavin 先生は講演の目的の一つとして，英語を使うことを掲げていたので，

講演終了後には英語による質疑応答が行われた。３年生を中心に積極的に質問した。コ

ンビニに関しての質問は，コンビニにおけるゴミや環境問題への取り組み，コンビニが

日本経済に及ぼす影響など様々な視点からの質問があった。また，文化人類学からの視

点として，日本人学生と海外の学生では発言への積極性の大きな違いがあるが，これに

ついて，Gavin 先生はどの様に考えるかといった質問もあった。これら英語で質問を

した生徒は，総じて，国際交流の研修プロジェクトに参加した生徒たちであった。この

ことから，海外派遣などの機会を与えれば，国際性が育まれるという証左であると思わ

れる。一方で，現時点で派遣プロジェトに参加できる生徒は非常に限られているため，

この様なプロジェクトに参加できない生徒の国際性をどの様に伸ばしていくかが，今後

の課題であると感じた。

今回のアンケートでは62名からの回答があった。英語の講演会の理解に関しては，「よ

く 理解した」と「理解した」をあわせて，69.4％すなわち7割近くの人が理解した。

また，講演会の内容に関しては，「とても面白かった」と「面白かった」に95.2％の人

が回答した。身近なテーマであったこと，Gavin 先生が平易な英語で講演して頂いた

ことによるものと思われる。

さらに，今回のアンケートでは，49名もの人が自由記述欄に回答しており，講演会へ

の興味の高さが窺える。コンビニの商品内容やシステムから，日米の文化の違いを知る

ことができたという内容が最も多かった。その一方で，コンビニ経営におけるリサイク

ルや地球環境の問題への取り組みの必要性を感じたという回答もあった。日米文化の相

違や環境問題といったやや堅いテーマを日常的な存在であるコンビニを通して，身近に

認識できたと考えられ，講演会の意義があったと思われる。この他に，講義のプレゼン

の手法に着目した生徒もいた。難しい言葉を用いず，プレゼンテーションソフトにも殆

ど文字を用いていないことなど，プレゼンの工夫に着目し感心する回答があった。また，

講演の工夫として，ときおり聴取の笑いを誘うエピソードを挿入したり，コンビニの日

米の違いに着目する際に，コンビニの制服を生徒に着用させたりしたことに関心を示し

た生徒もいた。これらの回答は本校がプレゼンの教育にも力を入れている成果の表れで

あると考えられる。また，講演会をきっかけに，英語の勉強をさらに力を入れたいと感

図17 講演会の様子
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じた生徒もおり，英語の勉強の動機付けになったのではないかと思われる。

４ 実施の効果とその評価

本研究会の目標のひとつに，海外の交流校の拡充がある。平成２２年度に，カンルー

バン高校と本校にとって２校目となる国際交流協定を交わした。これにより，海外の交

流校の拡充は，達成されたことになるが，実際に本校生徒の派遣と相手校の受け入れは，

平成２２年度中には実現出来なかった。協定の締結，生徒の交換留学等，それぞれの過

程において，第２期ＳＳＨ時に協定を結んだ，カセサート高校との経験・活動で培った

知識・手順を参考に展開して計画を行い，平成２３年８月に本校の生徒５名がカンルー

バン高校に派遣され，１０月にはカンルーバン高校からの生徒５名を受け入れることが

できた。これにより，カンルーバン高校との第１回目となる交流が実現した。

カセサート高校との国際交流は，例年通り行われ，８月にカセサート高校へ５名の生

徒を派遣した。しかしながら，カセサート高校の都合により，受け入れは行えなかった。

今回，両校との国際交流が無事遂行できたことは評価すべきことと考える。

さて本校は，カセサート高校及びカンルーバン高校への派遣にかかわらず，海外に派

遣される生徒は，研修の一環として，訪問国での科学技術的な調査項目を設定している。

後述の資料ＤのⅥに掲載の，派遣生徒の報告書によれば，調査項目について，まず，日

本との比較を行っている。海外では，よく「日本で当たり前のことが，海外では当たり

前ではない」と言われる。まさに，その通りである。調査の原点は，ここに起因してい

ると考える。自分の目で見，耳で聞き，肌で感じる。海外での実体験が，「国際感覚の

育成」につながるのである。例えば，タイで研修を行った建築デザイン分野生徒の報告

書には，次のような内容で報告されている。

『カセサート高校の校舎の廊下側には，壁がなく校舎全体が開放的である。これは，

熱対策として，風通しを良くするためと思われる。さらに，校舎の周囲は，高木が

植えられ，直射日光を遮る役割をしている。このような観察から，次のように結論

づけている。「日本には日本の気候があり，タイにはタイの気候がある。それと同

じくして，日本建築は日本独自の特徴を持ち，タイ建築もタイ独自の特徴を持って

います。それぞれの場所がそれぞれその土地の特徴を持ち，それぞれの建築がそれ

ぞれの特徴を持つ，ということを自分の目で見て実感することが出来ました。この

理解は今後の建築の学習に大いに役立つと思います。」』

他の派遣生徒も各自の研修項目について，上記と同様な傾向の報告がなされている。

このように観察を通して何かを発見し，そこから問題（課題）設定を行って，解決の糸

口を探り考察に導く。このような取り組みを今後の自分にどのように活かしていくか，

という海外での経験が「国際感覚の育成」には重要かつ必要である。このような生徒の

報告からも，本海外研修は有効に機能していると考えている。

次に国内で実施される国際会議への生徒の参加の定着も目標とした。生徒，指導教員

が「課題研究」の最終段階に「英語でのプレゼンテーション」も加えた指導を行った結

果である。応用化学，機械システムの生徒が参加した。すべての分野，全員に実施でき

ているとは言い難いが，英語を使ってのプレゼンテーション，コミュニケーションが国

際的科学技術系人材の育成にとって，不可欠な過程として認識されてきていることは確
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かである。その一例として，これまで応用化学分野のみで実施していた「英文アブスト

ラクトの作成」を，英語科との連携ですべての分野で試行した。各分野において，英語

での発信力の育成の捉え方は異なっているが，必要なものとして考えられており「英語

による講演会」に平成２３年度より多くの教員の参加があったのがその良い例となる。

目標とする「国際交流の拡充」のための取り組みの一環として，第２期ＳＳＨから実

践している東工大の留学生をTAとして招聘し，第１学年の英語授業に協力してもらって

いる。第１学期と第２学期にそれぞれ異なる留学生に参加してもらい，授業においては

留学生が行っている研究の紹介と出身国のお国事情に関して英語によるプレゼンテーシ

ョンをしてもらい，その後，Q&Aを英語で行うものである。それぞれの授業終了後に「英

語は聞き取れましたか」というアンケートを行い，その結果によれば，１学期にくらべ，

２学期のほうが英語を聞き取れたと回答する生徒が増えていることがわかる。「１学期

プレゼン」の平均値と「２学期プレゼン」の平均値，及び，「１学期 Q&A」の平均値

と「２学期 Q&A」の平均値のいずれにおいても，有意水準１％で有意差が認められた。

実際，感想の中においても「前回より聞き取れた」と書く生徒が見受けられた。このよ

うな結果から，留学生をTAとして活用した授業が「英語を聞き取る」という観点からみ

れば，生徒の英語力の向上に有効に働いていることが理解できる。

研究第２年次となる平成２３年度は，のべ２３名（本校協定校計１０名，コアＳＳＨ

計５名，国際会議計８名）の生徒を海外研修，国内での国際会議に派遣した。これまで

海外へ５名ずつ，また国際会議も数名という状況から考えると，本校にとって初めて１

０名以上の生徒が国際交流を経験したこととなる。このことは，平成１７年度指定の第

２期ＳＳＨからの継続的な指導，活動の成果を十分に示していると言える。また本年度

の生徒の動静が，次年度の生徒，教員への波及効果を及ぼし，海外へ向けて発信するこ

とを学校全体として取り組むことへの意欲・動機付けとなると思われる。このように，

海外の高校と交流すること，国内であっても英語を使って発表することが，学校生活に

おいてほぼ日常的な活動へと変わりつつある状況になってきていることも「国際交流の

拡充」という観点からも評価に値すると考えられる。

５ 実施上の課題及び今後の方向

（１）フィリピン共和国カンルーバン高校との交流に関する課題

フィリピン訪問時において，本校教員による科学技術に関する出前授業は，フィリピ

ンの学制が日本とは異なるため，行うことができなかった。年齢でみると，フィリピン

の高等学校３年生は，日本の高等学校２年生に相当し，年齢が１歳下である。そのため，

カンルーバン高校の理数系の学習内容に関する情報が少なかったため実施にいたらなか

った。平成２４年度は，カンルーバン高校の理数系の学習内容を調査し，科学技術に関

連した出前授業の実現が課題である。

（２）タイ王国カセサート高校との交流に関する課題

タイ・カセサート高校との国際交流における，平成２４年度の課題は，現在の４泊５

日間の滞在を１日増やし５泊６日間とすることである。以前よりカセサート高校側から

滞在期間の短さが指摘されてきた。より充実した研修プログラムを実施するために，こ

の点を検討する必要がある。また，現地での行動予定，時間配分について，事前にテレ
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ビ会議システム等を利用し，先方の先生方と対面で綿密な相談を行うことを提案したい。

教員の出前授業の段取り，内容を改善したり，生徒の授業準備もより適切なものとする

ことが可能となるはずである。

（３）海外派遣生徒報告会に関する課題

海外派遣生徒の報告会に関する今後の課題として，国際交流におけるホスピタリティ

の一環としても，プレゼンテーションを行った後の質疑応答での態度を指導することで

ある。報告会を開催したクラスの中であまり質問が出ないクラスがあった。プレゼンテ

ーションをしてもらった後は，スピーカーに敬意を示す方法，「聞いていました」とい

う意思表示をすることは，「質問すること」であり，その事により双方向性となり，コ

ミュニケーションが成立することを伝え，重要な要素として指導する必要がある。

（４）国際交流研究会全体としての課題と方向性

平成２３年１２月２４日にＳＳＨ情報交換会が開催された。その中で，ＳＳＨ担当の

文部科学省初等中等教育局教育課程課課長補佐から，従来からの変更点となる来年度の

主なＳＳＨの重点事項のひとつとして，「国際性・語学力の育成」をとりあげ，以下の

項目を示した。

①国際性を育てるために必要な外国語によるコミュニケーション能力や国際感覚の

育成

②外国人研究者，留学生，外国の学校との交流など国際交流

③国際的な会議や科学技術，理数系コンテストへの参加

④外国語科の教育課程との有機的な関連付けや体制の構築

⑤海外の機関との日常的，継続的，長期的な交流，連携

①については，海外研修時における英語による専門的な内容と自己紹介プレゼンテー

ション，本校教員による出前授業での生徒間の共同実験

②については，外国人研究者を招いた英語による講演会，東工大留学生をTAとして活

用した授業，国際交流協定校との相互交換留学

③については，Japan Super Science Fair2012やysfFIRSTへの参加

④については，「課題研究」英文アブストラクト作成における専門分野と外国語教科

（英語科）との連携

⑤については，タイ王国カセサート高校及びフィリピン共和国カンルーバン高校との

国際交流協定に基づく交流

が該当する。

来年度から重点事項として示された５つの項目は，以上からわかるように，本校が平

成１７年度指定第２期ＳＳＨから実践してきている取り組みに他ならない。将来の科学

技術者は，「国際的に活躍できる科学技術者」でなければならないという先進的な見地

に立って課題設定を行い，「将来，国際的に活躍できる科学技術系人材の育成」を目指

して取り組んだ本校のＳＳＨ研究開発の成果が，認められたと言っても過言ではない。

以上から，本校で取り組んでいる研究開発の方向性の適切さが示されたわけである。

しかし，世界規模で変わりゆく社会情勢等を鑑みると，英語でコミュニケーションを

図りながら，国内外の人々との連携，協働の必要性を誰もが認識し始めたようである。

このことは，教育の現場，教員の意識にも大きな変容を及ぼすこととなるであろう。す
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なわち，これまでの「将来の科学技術系人材」の素養としての「国際性の育成」，「異文

化理解」を深める取り組みから，実際に海外の人々にも通じる形態で積極的に発信し，

適切に応答するという，協働の経験を持たせる活動へと一気に移行しつつあることは紛

れもない真実と思われる。

したがって，今後の課題と方向性として，生徒それぞれが自分の興味・関心，学習し

ている専門分野，課題研究等の研究内容・成果を英語で表現し説明できるよう指導する

ことが急務であり，自分に向けられた質問に対して適切に応答できる「コミュニケーシ

ョン力」を獲得させることが，今後の大きな目標，課題となってきていると認識してい

る。さらに，協定校との交換留学に加えて，国際会議，海外の高校との交流に参加する

機会をより多く与え，交流の意義，コミュニケーションスキルの必要性と重要性を認識

させることが，より一層重要となってくることであろう。また，懸案である多数の生徒

の海外研修も，実現に向けて検討する必要があるだろう。このためには，教員側も専門

分野と教科間の連携をこれまで以上に強め，学校全体として互いに協力していくことが

極めて肝要である。「科学技術コミュニケーション」が目標としている海外の生徒に活

動を披露する取り組みは，専門分野，教科を問わず全教員で推進していくことが当面の

課題であると考える。また，今年度，他校のコアＳＳＨ連携事業において，課題研究に

着手していない第２学年生徒が，自身が興味を持ったことについて研究を行い，その成

果を英語で発表する機会があった。今後，国内での「国際」を冠しない発表会において

も，英語で発表する可能性が容易に想定される。そこで，教員の語学スキル向上のため

にも，「英語による講演会」の開催に加えて，教員間の勉強会など，原点に立ち返った

活動も一考する必要があると考えている。
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Ⅲ アーカイブズ開発委員会の活動報告

１ 概要

本校における前々回の第１期ＳＳＨ研究開発（平成14～16年度），及び，前回の第２

期ＳＳＨ研究開発（平成17～21年度）で開発した科目等を継続実践しながら，新たに，

今回の第３期ＳＳＨ研究開発（平成22～26年度）では，これまでに蓄積された教材や生

徒の課題研究の成果等のディジタル化を行い，それらをアーカイブズとして開発し，研

究成果の普及を目指す。

２ 経緯

本校は，今回の５年間のＳＳＨ研究開発を開始するまでに，平成14年度から３年間，

平成17年度から５年間の計８年間，ＳＳＨ校として研究開発の指定を受け，カリキュラ

ム開発，科目開発，教材開発等を実践してきた。今回で３回目となる本校のＳＳＨ研究

開発においては，これまでのＳＳＨ研究開発で得られた様々な成果を普及することを目

的とした活動の一環として，これまでに蓄積してきた成果を基にしたディジタルアーカ

イブズを開発する。

具体的な活動の方向性としては，まず，これまでの８年間のＳＳＨ研究開発で開発し

た科目等における教材や指導法のコンテンツをどのような方法・どのような形でディジ

タル化し，アーカイブズとして開発・蓄積していくのか，教員自らが様々な資料の編集

手段・方法，計画等について検討を始める。次に，実現可能なものから，順次，ディジ

タルアーカイブズ化の作業を進める。さらに，今回のＳＳＨ研究開発において開発・実

践される学校設定科目等を利用して，新たなデータの蓄積も試みる。

研究第１年次においては，「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化の一部が完成

し，「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化でも，ハイパーリンク機能を付加

したＰＤＦ形式の電子媒体にまでディジタル化された。研究第２年次においては，さら

に継続してアーカイブズ化する内容の検討を行い，可能なものから作業を進めていく。

３ 内容

（１）目標

本委員会では，「２ 経緯」で述べたようなこれまでのＳＳＨ研究開発における成果

として保有している教材等をディジタルアーカイブズ化することにより，新たな成果普

及を行おうとしている。

そこで，本研究開発全体として掲げた「国際連携・高大接続教育を行う科学技術高

等学校の新たな展開に向けた，ものつくりの過程を自らの発想でデザインし広く発信す

る科学技術コミュニケーション教育の研究開発及び研究成果普及アーカイブズの開発」

という研究開発課題に鑑み，本研究では，「アーカイブズ」の開発という視点から，具

体的に，

① 教材のディジタルアーカイブズ化によって，生徒自らが様々な場

面で利用し，自己の研鑽，他者への発信に活かす機会を与える。

② 研究成果をディジタルアーカイブズ化し，より広く発信すること

によって，国際連携・高大接続教育を行う科学技術高等学校とし

ての新たな展開を得る。
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という２つの目標を掲げた。これら２つの目標に基づいて様々な活動を展開し，それと

同時に，生徒を主とするアーカイブズ利用者や高大接続教育関係者に対するアンケート

等で評価を行いながら，少しずつでも地道に検証していきたいと考える。

研究第２年次である本年度（平成２３年度）の具体的な目標としては，研究第１年次

に行った３つの分野における「課題研究」の要旨の公開の試行の経験を生かして，他の

分野でも試行できるように作業を進めて行くことと，引き続き，アーカイブズとしての

教材のあり方の検討を行いながら，研究第１年次の「数学さきがけ」のアーカイブズ化

の経験を生かして，「数理基礎」のアーカイブズ化を進めて行くことなどを掲げている。

（２）実施内容

前述の目標を達成するために，具体的には，以下のような内容を検討し，実施したい。

ディジタルアーカイブズ化の候補となる教材については，本校で実施した前回までの

ＳＳＨ研究開発で開発した「先端科学技術入門」（平成14～16年度），「科学技術研究入

門」「数学さきがけ」（平成17～21年度）や，今回のＳＳＨ研究開発で開発を目指してい

る「科学技術コミュニケーション入門」（平成22年度～）等が考えられる。また，本校

において，ＳＳＨ研究開発以前の旧文部省時代の研究開発学校として開発した「課題研

究」の成果や「科学技術基礎」「科学技術」「数理基礎」「人と技術」の教材等も候補と

して考えられる。

研究第２年次となる今年度は，「課題研究」の要旨の公開方法等についての検討を継

続しながら，研究第１年次に試行が実現した３分野以外の分野においても試行が実現で

きるよう作業を進めた。また，研究第１年次における「数学さきがけ」のアーカイブズ

化の経験を生かして，「数理基礎」のアーカイブズ化の作業を開始した。さらに，ディ

ジタルアーカイブズ化した教材を授業で用いる方法の１つとしてタブレットPCを導入

し，その使用方法等について授業実践で評価を行いながら，検討を試みた。

①「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化

本校で作成している「課題研究」の「要旨」は，本来は，校内向けに実施する課題

研究発表会のためのものであった。研究第１年次の昨年度は，この「要旨」について，

ファイルをＰＤＦ化したものを各分野のウェブサイト内に設けた課題研究紹介のペー

ジにて外部に公開することを試みたが，研究第２年次となる本年度は，昨年度の３つ

の分野に続き，機械システム分野においても「要旨」の公開が実現した。また，今年

度は，昨年度に引き続き，既に公開を開始している各分野における「要旨」公開をさ

らに拡充するとともに，公開ページの見やすさ，使いやすさを向上させるため，「要

旨」や公開ページの書式の統一も視野に加え，各分野と意見を相互に交換しつつ，ア

ーカイブズ化した「課題研究」の成果の公開方法の改良を進めた。

②「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化

今回の５年間のＳＳＨ研究開発においてアーカイブズの開発を計画的・発展的に進

めていくため，昨年度，研究第１年次における「数学さきがけ」の成果に関するアー

カイブズ化では，前回までのＳＳＨ研究開発（平成14～16年度・平成17～21年度）で

紙媒体として作成した副読本「数学さきがけ」（平成16年度までは副読本「数理応用」

として開発を行い，平成17年度からは副読本「数学さきがけ」への名称変更を指向し

ながら開発を継続した）を電子媒体としてアーカイブズ化する作業を通して，アーカ
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イブズとしての教材の１つのあり方を検討することから活動を始め，

・「hyperrefパッケージを用いてＴｅＸ形式の電子ファイルを作成し，これをコ

ンパイルしてｄｖｉ形式の電子ファイルを作成した上で，dvipdfmxコマンドで

ＰＤＦ形式の電子ファイルに変換する」

という手法を導入し，ＴｅＸに関して解決しなければならなかった技術的な課題に取

り組み，様々な改善を加えて，ハイパーリンク機能のある，ＰＤＦ形式の電子媒体を

作成した（参照：研究第１年次実施報告書）。そこで，今年度，研究第２年次におけ

る「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化では，紙媒体及び電子媒体の副読

本「数学さきがけ」を，「数学さきがけ」をはじめとする様々な教育実践で使用しな

がらブラッシュアップをはかるとともに，研究第１年次の経験を生かし，他の教材の

アーカイブズ化にも波及させることを目指した。

副読本「数学さきがけ」を用いた教育実践としては，第２期ＳＳＨ研究開発におい

て確立した枠組み（方法等については，第２期ＳＳＨ研究開発における実施報告書を

参照されたい）をベースに，以下の設定で行った。

・第２学年１学期の「数学さきがけ」：最小２乗法

・第２学年２学期の「数学さきがけ」：複素数平面，交流回路（三相交流）

・第２学年３学期の「数学さきがけ」：ベクトルの外積，モーメントとトルク，

重心と図心

・第３学年２学期後半の「数学さきがけ」：微分・積分，ベクトル，

微分方程式，場，テイラー展開

・第３学年３学期の「３年３学期さきがけ」：微分方程式，偏微分・全微分，

ベクトル解析，複素変数関数，他

これらの教育実践を通して，新たに見つかったエラーの修正を施しながら，副読本

「数学さきがけ」の着実なブラッシュアップをはかった。出力形式は，印刷やコピー

（抽出）が不可で，暗号化レベルが128bitのＰＤＦ形式の電子ファイルとし，これを

得るために，研究第１年次の成果を生かして「dvipdfmx -S -K 128 -P 0x0008 -p b5

suugaku-sakigake.dvi」を用いた。

また，昨年度（研究第１年次）は，紙媒体として作成した副読本「数学さきがけ」

を電子媒体としてアーカイブズ化するにあたり，どのような形式が望ましいかという

ことを評価したので，その結果を踏まえながら，今年度は，ＰＤＦ形式の電子ファイ

ルを活用するための機器や関連するディジタルコンテンツのあり方などに関しての評

価アンケートも実施した。

③「数理基礎」の成果に関するアーカイブズ化

今年度，研究第２年次における「数理基礎」の成果に関するアーカイブズ化では，

②で述べたように，研究第１年次における「数学さきがけ」の成果に関するアーカイ

ブズ化の経験を生かし，既に作業が進んでいる副読本「数学さきがけ」以外の本校独

自教材の成果に関するアーカイブズ化の一貫として，新たに「数理基礎」のテキスト

に焦点を当て，活動を開始した。

この「数理基礎」のテキストは，平成７年度から９年度にかけて本校（当時は東京
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工業大学工学部附属工業高等学校）が当時の文部省から２度目の研究開発学校の指定

を受け，新科目「数理基礎」の開発を行った際に開発した教材である。その後，前々

回のＳＳＨ研究開発（平成14～16年度）でも，改善及び充実がはかられ，かねて生徒

からの要望も多かった問題集の部分が追加されて，少しずつ改善を加えながら現在に

至っている。本文はＴｅＸ形式で記述されており，副読本「数理応用」／「数学さき

がけ」を開発する際にもそのノウハウが大いに生かされた経緯がある。そこで，「数

理基礎」のテキストのアーカイブズ化においても，副読本「数学さきがけ」のアーカ

イブズ化で用いた手法が有効であると考え，

・「hyperrefパッケージを用いてＴｅＸ形式の電子ファイルを作成し，これをコ

ンパイルしてｄｖｉ形式の電子ファイルを作成した上で，dvipdfmxコマンドで

ＰＤＦ形式の電子ファイルに変換する」

という手法を用いることを企画・立案した。

しかし，これを行うためには，まず，「数理基礎」のテキストを研究第１年次当初

の副読本「数学さきがけ」の状態と同程度にまで更新する必要があり，以下の作業を

行うことが求められた。（ＵＮＩＸ上では「\」は「＼」と表記される。以下，同様）

・ＴｅＸの書式が「documentstyle形式」であるため，「documentclass形式」に

更新する。これに伴い，「場合分け」を表すために用いている「\cases」を

「\begin{cases}～\end{cases}」に修正する等をはじめ，コマンドや書式の

変更に伴って生じるレイアウトの調整が，多くのページにおいて必要である。

・本文と問題集が別立てのファイルとなっているが，将来において改善が必要

となった際への対応としてＰＤＦ化の作業も含めてできるだけ作業が軽減さ

れるように，単一のファイルに統合しておくことが望ましい。

・図の挿入についてはコピーしたものを手作業で切り貼りして紙媒体の原稿を

作成する方法をとっていたため，改訂作業を行うたびに非常に手間がかかっ

ていた。今後，さらに思い切った大きな変更を含む改訂やＰＤＦ化まで視野

に入れた改訂を目指すには，作業量としてとても対応しづらいため，図をあ

らかじめデジタル化してＴｅＸ形式の文書に組み込んでおく必要がある。

・これまでの長年に渡る編集作業の名残で，図の番号などで不整合が少なから

ず存在しており，また，表現面や内容面も含めて，改訂作業を行うことが望

ましいのではないかと思われる箇所が見受けられる。

そこで，まず，現在，本校で「数理基礎」の授業に用いている今年度（2011）版の

紙媒体のテキストに準じた状態をｄｖｉ形式の単一の電子ファイルとして実現し，そ

の段階で「数理基礎」の授業担当教員の協力を得て改訂に向けた意見を整理した上で

改訂作業を施してから，「hyperrefパッケージ」の導入に踏み込むことを計画した。

なお，ここ数年は「数理基礎」のテキストの軽微な改訂については印刷業者に修正

作業も外注する形をとっており，データを印刷業者に預けたままとなっていたため，

思い切った改訂にまでは踏み切みにくい事情があった。しかし，再び，本校が主体的

に改訂作業を行いやすい形に戻すとともに，印刷コストの削減を目指す上でも本校で

改訂作業を積極的に行いやすい環境を整えることが極めて望ましいと考え，印刷業者

に預ける前のデータに遡って，そこを出発点とし，改訂作業に取り組むこととした。
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これまでに行った作業は次の通りである。

（ア）「documentstyle形式」から「documentclass形式」への更新

はじめに，文書全体の骨格部分を構成しているファイルについて，「数理基礎」

のテキストの「documentstyle形式」のＴｅＸ形式の文書に修正を加えて「documen

tclass形式」に更新するのがよいか，あるいは，副読本「数学さきがけ」の「docu

mentclass形式」のＴｅＸ形式の文書を流用してこれに「数理基礎」のテキストの

内容を埋め込む形で更新するのがよいか，比較検討を行った結果，前者の方はかな

り試行錯誤を要するものと思われ，後者の方を採用することとし，これを行った。

続いて，第１章から第９章までの各章に分かれているＴｅＸ形式の文書において，

「documentclass形式」のもとで用いるとエラーが生じてコンパイルが停止してし

まうことが既知である，「場合分け」を表すために用いている「\cases」の有無を

確認し，有る場合にはそれを「\begin{cases}～\end{cases}」に修正した。

この後，platexコマンドによるコンパイルを行い，コマンドや書式の変更に伴っ

て生じたレイアウトの崩れの有無をすべてのページに渡って確認し，できるだけ，

現行版のレイアウトに近づけるよう配慮した。これは，過去の経験から，「数理基

礎」の授業担当教員から改訂に向けた意見を得る上で欠かせないものと考えて行っ

たことであり，今後の改訂作業において内容とレイアウトを同時に変更してしまう

と従来のものとの比較検討がしづらくなることを危惧したことによるが，この作業

には予想以上に多くの時間が必要とされてしまい，８月下旬までは次の作業に移る

ことができなかった。

（イ）別立てのファイルとなっていた本文と問題集の単一ファイルへの統合

本文の方の文書全体の骨格部分を構成しているファイルに，問題集の各章の内容

を読み込ませる形で埋め込む手法を用いた。従来，ＴｅＸ形式ではなくワープロで

作成が行われていた表紙や奥付の部分などは，新たにＴｅＸ形式で記述した。

（ウ）図のデジタル化

「数理基礎」のテキストの本文や問題集で用いられている図は手書きのものが多

く，なるべくオリジナルのものに近い時期（年度版）の図を選ぶようにして，１つ

１つ，スキャナでｂｍｐ形式のファイルとして読み込み，画像編集ソフト上で汚れ

を落としてから必要な部分のみを切り出した上で，ＵＮＩＸ上のconvertコマンド

でｅｐｓ形式のファイルに変換して，「\includegraphics」でＴｅＸの文書に読み

込む形とした。なお，一部についてはオリジナルの手書き原稿が残っていたため，

これを活用し，また，まえがき部分の「数理基礎」の位置づけを示す関連図につい

ては，本校の教育課程の変遷に対応できるように新たに描画ソフトで図を作成した

上で，ｅｐｓ形式のファイルに変換した。新たに作成したｅｐｓ形式のファイルの

個数は，１章＝２個，４章＝３５個，５章＝２２個，６章＝４０個，７章＝７個，

８章＝１５個，９章＝１１個，表紙＝１個，関連図＝２個，巻末＝１個，問題集＝

１８個，計１５４個であった。図の挿入の際には，レイアウト調整がそれぞれ必要

であり，現行のテキストのレイアウトをできるだけ尊重しながら，行った。特に，

鉛直方向の負のスペースを生み出す「\vspace*{-△△pt}」は，大変重宝した。比

較的順調に作業が進み，約１ヶ月程度で，この作業を終えることができた。
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（エ）表現面や内容面も含めた改訂作業

（ア）～（ウ）の作業によって，現在，本校で「数理基礎」の授業に用いている

今年度（2011）版の紙媒体のテキストに準じた状態をｄｖｉ形式の単一の電子ファ

イルとして実現することができたため，これを紙媒体として出力し，「数理基礎」

の授業担当教員に，改訂に向けた意見を提供してもらえるよう依頼した。

「数理基礎」の授業担当教員は，この作業を始めるにあたり，まず，とりまとめ

役の教員が他の教員に協力要請を行い，その上で原稿を回覧する形での意見収集を

行った。この作業は，小規模の修正改訂を除けば，平成７年度から９年度にかけて

本校が旧文部省から２度目の研究開発学校の指定を受けて新科目「数理基礎」を開

発して以来の大きな改訂作業となったが，そのノウハウを生かしながら，個々の意

見が尊重され，できるだけ反映されるよう配慮して行われた。報告書作成時点の現

在，とりまとめ役の教員に原稿が戻り，最終的な調整が行われている段階である。

この作業が終わり次第，電子媒体としての改訂作業に進む予定である。

④ タブレット型ＰＣの導入

これまでにディジタルアーカイブズ化されているＰＤＦ形式の教材を紙媒体形式の

教材に代わるものとして活用するために，タブレット型ＰＣの導入を試みた。使用す

るソフトウェアの選定に当たっては，ＰＤＦ形式のファイルを表示できること，紙媒

体形式（冊子の形）の教材と同様にページ間の移動がスムーズにできること，大切な

部分にはマーカーで印をつけられること，などの基本的な条件を満たすリーダーソフ

トを選定した。これらを「数学さきがけ」の一部の授業実践において活用するととも

に，生徒アンケートを実施し，アーカイブズのあり方に関する評価を行った。

４ 実施の効果とその評価

①「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化

「課題研究」の「要旨」については，研究第１年次にディジダルアーカイブ化と公

開を試み，第２年次となる今年度もその拡充を図っている。現在，多くの分野でイン

ターネット上での「要旨」の公開が実現しているが，これらがどの程度閲覧・利用さ

れ，科学技術教育の分野においてどのような効果があるのかについて具体的に評価す

るのは容易ではない。しかし，例えば建築デザイン分野では，昨年度に公開した「課

題研究」の紹介ページに提示されている問い合わせ先（分野のメールアドレス）を通

して，「課題研究」の内容について既に数件の問い合わせ事例があった。これと先行

して「要旨」の公開を行っていた応用化学分野の経験を併せると，公開された「課題

研究」紹介のページには一定の利用者があり，高等学校段階における科学技術につい

ての教育・研究のヒントとなっていることは充分に期待できると考えられよう。

②「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化

複素数平面や交流回路（三相交流）などを学習する第２学年２学期の「数学さきが

け」において実施した，ＰＤＦ形式の電子ファイルを活用するための機器や関連する

ディジタルコンテンツのあり方などに関しての評価アンケートでは，次のような結果

が得られた。（回答生徒数：３７）

分野 応化 情報 機械 電電 媒体 冊子(紙) ＰＣ(他) ＰＣ(タ)
人数 ６ １２ ６ １３ 人数 １２ １５ １０
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※「冊子(紙)」とは紙媒体の冊子，「ＰＣ(他)」とは「ＰＣ(タ)」以外のＰＣ。
「ＰＣ(タ)」とはあるメーカーのタブレット型ＰＣ（ＳＳＨ予算で購入した
もの）であり，実際のアンケートではその商品名を記して尋ねた。

（ア）「冊子(紙)」グループにおける分布

「ＰＤＦ版を使ってみたいか」について，「とても使いたい」を４とした４段階

評価で尋ねた。

ＰＤＦ版を使ってみたいか １ ２ ３ ４ 計 平均

「冊子(紙)」人数 １ ２ ８ １ １２ 2.75

（イ）「ＰＣ(他)」，「ＰＣ(タ)」のグループ比較

「ＰＤＦ版の使い勝手」について，「使いやすい」を４とした４段階評価で尋ね

た。等分散性は棄却されないため，有意確率は0.088となり，有意水準を５％とす

る有意差こそ認められなかったものの，有意傾向があった。

ＰＤＦ版の使い勝手 １ ２ ３ ４ 計 平均
「ＰＣ(他)」人数 ２ ４ ６ ３ １５ 2.67
「ＰＣ(タ)」人数 ０ １ ５ ４ １０ 3.30

（ウ）「冊子(紙)」，「ＰＣ(他)」，「ＰＣ(タ)」のグループ比較

ＰＤＦ版の機能として，専門の内容に関する次の項目のＷＥＢページを利用した

リンクの必要性を，「とても必要」を４とした４段階評価で尋ねた。等分散性はい

ずれも棄却されず，有意水準を５％とする有意差はいずれも認められなかったが，

「実験・実習解説」においては有意確率が0.061となり，有意傾向があった。

専門解説 １ ２ ３ ４ 計 平均

「冊子(紙)」人数 ０ ２ ６ ４ １２ 3.17

「ＰＣ(他)」人数 １ ２ ７ ５ １５ 3.07

「ＰＣ(タ)」人数 ０ １ ７ ２ １０ 3.10

実験・実習解説 １ ２ ３ ４ 計 平均

「冊子(紙)」人数 ０ ０ ８ ４ １２ 3.33

「ＰＣ(他)」人数 ０ ４ ８ ３ １５ 2.93

「ＰＣ(タ)」人数 ０ ０ ５ ５ １０ 3.50

写真 １ ２ ３ ４ 計 平均

「冊子(紙)」人数 ０ ２ ６ ４ １２ 3.17

「ＰＣ(他)」人数 ０ ３ ６ ６ １５ 3.20

「ＰＣ(タ)」人数 ０ ０ ６ ４ １０ 3.40

動画 １ ２ ３ ４ 計 平均

「冊子(紙)」人数 ０ ５ ５ ２ １２ 2.75

「ＰＣ(他)」人数 ２ ４ ５ ４ １５ 2.73

「ＰＣ(タ)」人数 ０ １ ５ ４ １０ 3.30



- 70 -

③「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化による副次的効果

副読本「数学さきがけ」は，高大連携・高大接続を強く意識して，高等学校段階に

おける教材の１つとして本校で開発したものであるが，紙媒体だったものを電子媒体

としてディジタルアーカイブズ化したことによって，より広い視点からの評価を得る

ことを目的として，理工系ではない文系の大学学部において大学生の数学に対する理

解を深めるために副読本「数学さきがけ」を活用した，という貴重な事例を得ること

ができた。

これは，本校が副読本「数学さきがけ」の作成にあたってＴｅＸ関連についてご指

導をいただいた千葉大学法経学部経済学科の青山耕治准教授（ご専門は情報科学）の

ご協力によって実現したもので，千葉大学法経学部経済学科１年生用の専門科目「基

礎ゼミナール(2011年度前期)」において行われたものである。受講人数は１５名で，

授業形態は，あらかじめ各学生の担当個所を決めて黒板を使って内容の説明をしても

らい，その後，その部分に関する質疑を行う，という形で進められた。

実際に授業で使用されたのは，副読本「数学さきがけ(平成23年1月7日PDF版)」の

１章１節，２節 ：P.1～P.20

２章１節 ：P.31～P.44

４章２節，９節～１１節：P.110～P.118，P.173～P.181

７章１節，２節 ：P.325～P.348

であった。授業を担当された青山耕治准教授からは，

「丁寧に書かれているので，ゼミナールに慣れていない新入生に読ませるには

ちょうどよい教材でした。」

との評価をいただいた。この結果は，アーカイブズ化のあり方に関する１つの評価と

受け止めているが，それだけではなく，副読本「数学さきがけ」の内容そのものの評

価の１つとしても，大変貴重なものと言えよう。

５ 実施上の課題及び今後の方向

研究第２年次となる今年度は，研究第１年次の経験を生かしながら，拡充・発展を目

指して活動を行い，それぞれの目標に向かって，少しずつではあるが着実に活動を進め

ることができた。研究第３年次となる来年度も，それらの活動がさらに円滑に推進され

るよう，取り組んでいきたい。

①「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化

「課題研究」の「要旨」については，引き続き各分野ごとにアーカイブ化を推進す

ると共に，画像や動画のデータを組み込むなど，その質の向上も図っていきたい。
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一方，公開されている「要旨」については，「要旨」をテーマごとに個別にＰＤＦ

ファイル化している分野と，「要旨集」として年度ごとにまとめてＰＤＦファイル化

している分野とがあり，「要旨」の書式にもばらつきがあるのが現状である。そのた

め，見やすさや使いやすさなどを考慮し，今後，これらの書式を統一するかどうかも

含め，公開方法の改良についての検討が必要であるものと考える。

また，アーカイブズ及びその公開方法の質の向上を図るために，インターネット上

に公開された「課題研究」の「要旨」が，どのように利用され，どのような効果を与

えているのかを，より具体的に知るための評価方法の検討も，必要であろう。

②「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化

紙媒体及び電子媒体の副読本「数学さきがけ」を，引き続き，「数学さきがけ」を

はじめとする様々な教育実践で使用しながら，アーカイブズ化のあり方を探るととも

に，得られた知見を他の教材のアーカイブズ化に波及させることを目指す。

③「数理基礎」の成果に関するアーカイブズ化

研究第２年次にアーカイブズ化の作業を開始した「数理基礎」のテキストについて，

「数理基礎」の授業担当教員による内容的な改訂作業の終了を待ち，終わり次第，ア

ーカイブズ化の作業の続きを進め，「数学さきがけ」と同様な電子媒体の形にしたい。
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Ⅳ 成果普及委員会の活動報告

１ 概要

本校は，平成１４～１６年度の第１期，平成１７～２１年度の第２期に引き続き，平

成２２年度から継続新規として５年間，第３期目となるＳＳＨ校に指定された。そこで，

第２期のＳＳＨ研究開発において実践・蓄積した「成果普及促進」の方法に関する知見

を生かし，第３期においても，本校からの研究成果の公開発信，国内・国外からの視察

等の受け入れ，他のＳＳＨ校との積極的交流・情報交換等を通して，積極的に，本校に

おけるＳＳＨ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

を目指す。これらとともに，「成果普及促進」のあり方についても，継続的に探求する。

２ 経緯

本校では，第１期のＳＳＨ研究開発が開始された平成１４年度から，継続的に研究成

果の普及に努めてきた。第１期ＳＳＨ研究開発では国立唯一の工業高等学校として，も

のづくりの体験や身近な工学的事象を教材に，取っつきにくい理科や数学を興味を持っ

て学ぶためのプログラム開発を目指し，その取り組みの成果が全国の工業高等学校に少

しでも取り入れられることを願いながら，主に工業高等学校の教員を対象にＳＳＨ研究

開発報告会・ＳＳＨ研究開発発表会を本校において開催し，普及活動を行うとともに，

国内及び国外からの様々な視察を積極的に受け入れてきた。また，平成１７年４月には

自らその成果を生かして，それまでの「東京工業大学工学部附属工業高等学校」から「東

京工業大学附属科学技術高等学校」に改組し，同時に第２期のＳＳＨ研究開発を開始し

た。この第２期ＳＳＨ研究開発では，第１期における成果普及の経験を生かし，研究組

織の中に「成果普及促進委員会」を新設して，より組織的に成果普及に取り組み，一層

の促進を目指し，同時に，「成果普及促進」の方法に関する実践的な知見を蓄積してき

た。今回の第３期ＳＳＨ研究開発では，これまでの２期に渡るＳＳＨ研究開発における

成果普及の経験をさらに生かし，より一層の成果普及の推進を目指している。

研究第２年次となる今年度も，研究第１年次に引き続き，学校視察・学校訪問の機会

を活用した成果普及，高等学校教員の研修受け入れの機会を活用した成果普及，ホーム

ページの「ニューズレター」を活用した成果普及，ＳＳＨ東京都指定校合同発表会など

生徒交流会等への参加，各種大会・部活動等の賞・記録についてのとりまとめなどを中

心に，成果普及活動を行った。また，今年度は，新たに，コアＳＳＨ校が主催する海外

研修への参加協力も，連携校という立場で行った。さらに，理工系ではない文系の大学

学部において，より広い視点からの評価を得ることを目的としつつ，アーカイブズ化し

た本校の教材を生かして，大学生の数学に対する理解を深めるために副読本「数学さき

がけ」を活用するという機会を通した成果普及活動も行われた。

３ 内容及び成果

（１）学校視察・学校訪問の機会を活用した成果普及

表１に示すように，今年度も学校視察・学校訪問があり，これらの機会を活用して，

本校のＳＳＨ活動に関する成果普及を行った。今年度の極めて大きな特徴としてあげ

られることは，国内からの視察・訪問の件数としてはここ数年ではほぼ同様の傾向で

あった一方で，海外からの視察・訪問の件数が激減した，ということである。国際交

流の一環としてフィリピンのデラサール大学附属カンルーバン高校の生徒・教員が来



- 73 -

校したことを除けば，「海外からの視察・訪問が，わずか１件のみであった」という

ことになり，第１期ＳＳＨの研究第３年次（平成１６年度）にＯＥＣＤ視察団をお迎

えして以来，第２期ＳＳＨの研究第１～第５年次（平成１７～２１年度）及び第３期

ＳＳＨの研究第１年次（平成２２年度）においてそれぞれ６件・９件・５件・６件・

３件・６件と，海外からの視察・訪問を毎年，複数回ずつ受け入れてきた本校にとっ

ては，まさに異例のことであったと言えよう。

表１ 平成２３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 H23.6.6(月) 週刊ダイヤモンド（JSTより視察依頼） SSH概要説明
14:00～15:30 国際交流

２ H23.6.22(水) 文部科学省独法評価委員会JST部会 SSH概要説明
10:00～11:30 委員５名，文部科学省２名，JST４名 SSH関連科目「科学技術基礎」

の見学

３ H23.12.1(木) 新潟県立新発田南高等学校 学校概要説明，教育課程編成
西村健一（数学科），木南伸一（数学科） 数学教育取組「数学さきがけ」

４ H23.12.16(金) 滋賀県立膳所高等学校 SSH概要説明，外部との連携
後藤龍一（英語科），橋本貴之（数学科） 特例措置による教育課程編成

５ H24. 2.16(木) 米国オレゴン州立大学 SSH概要説明，国際交流
教授１名（教育学部） 教育実習，生涯教育

６ H24. 2.17(金) 滋賀県立八幡工業高等学校 SSH概要説明，実業高校のSSH

佐野宏彦（建築科），小梶和久（情報電 応募について

子科）

７ H24. 3.2(金) 神戸市立科学技術高等学校 SSH概要説明，特色ある教育

森 一登，貝原定治（科学工学科） について，進路指導

（２）高等学校教員の研修受け入れの機会を活用した成果普及

第２期ＳＳＨ研究開発の研究第５年次である平成２１年度から，横浜市教育委員会

より，ＳＳＨの取り組みに関する研修を目的として，横浜市の高等学校教員（以下，

横浜市教員）が本校に派遣され，１年間の任期で研修を行っている。第３期ＳＳＨ研

究開発の研究第２年次となる今年度も，一昨年度，昨年度に引き続き，３年連続で，

数学科教諭として，１名をお迎えした。この横浜市教員は，本校校務分掌では「研究

部」に所属してＳＳＨ研究開発の推進に携わるとともに，本校ＳＳＨ研究開発研究組

織の本委員会（成果普及委員会）にも所属してＳＳＨ活動を行った。特に，今年度は，

文部科学省が定める「コアＳＳＨ」の枠組みによる横浜市立横浜サイエンスフロンテ

ィア高等学校（ＳＳＨ校：平成２２年度指定，以下では横浜ＳＦ高校）との連携事業

の中で，本校が連携校として「横浜サイエンスフロンティア国際コンソーシアム」や

「アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修」などの行事に本校生徒を

参加させる際の本校側の連絡担当教員の一人として非常に重要な役割を担い，様々な

書類作成や横浜ＳＦ高校との交渉などにご尽力いただいた。同じ横浜市に所属するた

め，横浜ＳＦ高校の事情にも明るく，新しい事業を推進する上で，まだ，定まってい

ないような諸々のことがらを横浜ＳＦ高校と事前に相談する際にも気軽に行うことが

でき，本校としても大変心強い伴侶を得たものと感謝しており，この場を借りて厚く
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御礼申し上げたい。さらに，１２月に行われた平成２３年度ＳＳＨ東京都指定校合同

発表会等をはじめ，様々な行事にも参加していただき，ＳＳＨ活動への理解を深めて

いただいた。

（３）「ニューズレター」を活用した成果普及

本校では，ＳＳＨに関する様々な取り組みを，第１期ＳＳＨ研究開発の研究第２年

次である平成１６年３月から，継続的に，本校公式 Web サイト（ホームページ）上

のニューズレター（News Letter）に掲載・紹介し，積極的に公開して，ＳＳＨ活動の

成果普及をはかっている。第３期ＳＳＨ研究開発の研究第２年次となる今年度は，以

下の１５件のＳＳＨ関連トピックが掲載された。

ニューズレター Vol.8 No.3 (2011/06)

「人と技術特別講義」について

１年生を対象とした授業「人と技術」では，毎年，東京工業大学の先生方による特別講義を実

施しております。本校が東京工業大学の附属高校であることを生かし，科学技術への興味・関心

を喚起させる目的で，大学からご推薦いただいた先生方に講義をお願いしております。

今年度は，６月２４日(金)６時間目からおよそ60分間，下記の講義をお願いしました。

1 「化学のチカラで次世代の社会をつくる」 岡本 昌樹先生（応用化学専攻）

2 「情報ネットワークとその課題」 酒井 善則先生（集積システム専攻）

3 「イノベーターの力を養う」 妹尾 大先生（経営工学専攻）

4 「磁気浮上と磁気支持」 千葉 明先生（電気電子工学専攻）

5 「港（みなと）を造る技術」北詰 昌樹先生（土木工学専攻）

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，初めての体験でした。１年生には

難しい内容もあったかもしれませんが，そのような世界に触れることが貴重な体験だったと思い

ます。

（「人と技術」担当者会 中西 章）

ニューズレター Vol.8 No.3 (2011/06)

講演会 原子炉と放射線のはなし

６月２８日（火）午後３時３０分～午後５時，３号館４０１号室で，原子炉工学研究所副所長の

矢野豊彦教授の司会進行で，大学の東日本大震災対策本部放射線対策室主催の講演会が行われま

した。参加は生徒保護者が６０名，教員が２５名。講演会に先立ち，附属高校グランド，生徒教

室のある４号館周辺，屋上等の放射線量測定の結果を発表しました。地表，高さ50センチ，100

センチで測定しましたが0.09～0.17μSv/hで問題のないレベルであることと，前もって採取して

あったプールの水は全く測定できないレベルであったことが報告されました。

原子炉工学研究所の小原徹先生より「原子炉の構造と事故の概要」として，今回の事故の模様

について具体的で分かりやすい説明が行われました。続いてバイオ研究基盤総合センターの実吉

敬二先生から「放射線の怖がり方」と何処を怖がり，何処を怖がるべきでないかについてたいへ

ん歯切れの良いお話しがありました。講演終了後，生徒保護者から多数の質問が飛び，30分の質

疑の時間で足りない程でしたが，先生方の懇切丁寧なお答えで，疑問や心配が晴れて参加者一同

すっきりしたところで，大即校長の謝辞で閉会となりました。

（副校長 門馬進）
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「人と技術」校外研修

本校の第１学年では，７月１４日（水）に「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，一般に工業高校で履修している「工業技術

基礎」の「人・技術・環境」部分に相当し，週に１時間の授業

が行われています。この科目では，フィールドワークの一環と

して，横浜美術館前に集合し，最初は三菱みなとみらい技術館

を見学，最後に山下公園に帰着するのが必須です。途中の横浜

みなとみらい地区～関内・山下公園地域を各クラスの少人数グ

ループで巡ります。幸いこの地域は，博物館・開港に関する港

湾施設等があり，自主研修に適しています。また，各自見学後のレポートも課されています。

当日は幸い好天に恵まれました。この研修をきっかけに，参加した生徒諸君の，科学技術に対

する興味･関心が喚起されることを祈念します。

（１学年主任 西谷謙一）

ニューズレター Vol.8 No.4 (2011/07)

ＳＳＨロボット講演会

７月１９日（火），本校大講義室において，金沢工業大学の出村公成教授をお招きして，ＳＳ

Ｈロボット講演会が開催されました。出村教授はこでまでに学生を率いてロボットの国際大会で

あるロボカップなどに何度も出場された実績のある方で，ロボットシミュレーションに関する著

書を執筆されるなど，ロボット工学の世界では著名な方です。当日はこれまでに開発してきたロ

ボットの映像を交えながら，本校の生徒たちに高校時代に取り組んでおいたほうがよい学習への

指針なども示していただきました。当日は機械システム分野の生徒を中心として約９０名の生徒

たちが参加し，大いに刺激を受けました。

（機械システム分野 門田和雄）

ニューズレター Vol.8 No.5 (2011/08)

フィリピン海外研修

平成２３年度ＳＳＨ研究開発「国際交流」プログラムの一環として，８月２日～７日の期間，

生徒５名（男子２名・女子３名），引率教員３名（大即校長，西澤教諭，鈴木）でフィリピンにて

研修を行ってきました。研修先は，デ・ラ・サール大学カンルーバン高校（De La Salle Canlubang）
です。

現地の生徒たちとは，自己紹介ならびに専門分野についてのプレゼンテーション（英語）や日

本語の授業実施を通し，交流を深めることができました。また，滞在中，在フィリピン日本大使

館の方による研修や，東京工業大学フィリピンオフィス（デ・ラ・サール大学マニラキャンパス

内），フィリピン火山地震研究所，日系企業（Honda Cars, Shin-Etsu）を訪問する機会にも恵まれ，

内容の濃いプログラムとなりました。日を追うごとに成長していく生徒たちの姿を間近で見るこ

とができました。

カンルーバン高校への最初の派遣プログラムは今年３月に予定されていましたが，東日本大震

災の影響で中止となり，今回が初めての実施となりました。10月にはカンルーバン高校の生徒５

名，教員２名が来日し，行事や授業を通して交流を行う予定です。

（SSH国際交流研究会 鈴木卓）
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第８回 東京工業大学サマーチャレンジ開催

東京工業大学主催の「サマーチャレンジ」が，今年も高大連携教育の一環として湘南国際村セ

ンターの国際会議場を中心に，8月10～12日の2泊3日の日程で行われ，本校3年生の中から50名の

生徒が参加しました。

日頃から科学技術の基礎について学習を重ね，手を動かしてものつくりを体験している生徒た

ちも，この3日間は東工大の先生方が入念に準備されたハイレベルな講義や実験に引き込まれ，

仲間と議論したり，あるいは緊張しながらも発言・発表したりする中でさらに新しい知見を得た

りと，大変有意義な時を過ごしました。

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「親水性とは何か疎水性とは何か考えてみよう」

物質化学専攻 佐藤 満 先生

チャレンジ２「身の回りのものを分解してみよう！」

材料工学専攻 篠崎和夫 先生

チャレンジ３「分解したものの観察結果の発表」

材料工学専攻 篠崎和夫 先生

チャレンジ４「モデルで理解しよう」

情報環境学専攻 大佛俊泰 先生

チャレンジ５「ゲノム情報解析」

生命情報専攻 伊藤武彦 先生

チャレンジ６「行列を理論的に眺めてみよう」

集積システム専攻 山岡克式 先生

参加した生徒たちのこの先の高校生活や進路決定によい意味で大きな影響を及ぼすことは間違

いないと思います。この得がたい貴重な体験から一人ひとりが何かを掴み，役立ててくれること

を期待します。

末筆ながら，本サマーチャレンジ実施にあたり，準備から当日の運営まで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 石川幸治）

ニューズレター Vol.8 No.5 (2011/08)

第4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研修

平成23年８月１６日から２０日の４泊５日の日程で，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）との国際交流における海外研修が行われました。本研修は，スーパーサイ

エンスハイスクール研究開発の「国際交流」プログラムの一環として，生徒５名（男子3名，女

子2名），引率教員（大即校長，井口，成田，山口）で行ってまいりました。

一行は，バンコク到着後，協定校であるカセサート高校に行き，ホストファミリーの出向かい
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を受け，生徒はそれぞれのホームステイ先に向かいました。翌日からのカセサート高校では，本

校生徒必須の英語によるプレゼンテーションを行い，偏光板を用いた科学実験を取り入れた英語

による出前授業「Let's Enjoy Science！」を成田教諭が担当しました。研修期間中，タイ語，

英語，物理などへの授業参加をし，さまざまな授業を通して交流を深めました。カセサート大学

工学部での研修では，工学部全体についてのレクチャーを受けた後，ロボット工学，制御工学の

研究室を見学しました。校外研修も実施し，タイ・サイエンス・パークにある東京工業大学タイ

オフィス，NSTDA(National Science and Technology Development Agency)の MTEC(National Metal
and Materials Technology Center)，NECTEC(National Electronics and Computer Technology Center）
を見学，さらに，タイの自動車部品企業のDAISIN社を訪問し，工場見学を行いました。この校外

研修でのNSTDA，DAISIN社の見学は，東京工業大学タイオフィスのご協力をいただいて実現いた

しました。この場をお借りして御礼申し上げます。

短い滞在期間ではありましたが，異国での生活，見学やディスカッションを通じて，日々変容

しつつある生徒の姿を垣間見ることができるなど，大変密度の濃い有意義な研修が行われたと思

います。

最後に，本国際交流は，平成19年に結んだ5年間の国際交流協定により始まりました。今年で5

年目となります。今回，両校長の協議が行われ，引き続き5年間の国際交流協定を結びましたこ

とを，ご報告いたします。

（ＳＳＨ研究開発幹事 山口正勝）

ニューズレター Vol.8 No.5 (2011/08)

スーパーサイエンスハイスクール平成２３年度生徒研究発表会

平成２３年８月１１日（木）～８月１２日（金），神戸国際展示場において，スーパーサイエ

ンスハイスクール平成２３年度生徒研究発表会が開催されました。この行事は，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を行い，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

推進に資することを目的として，文部科学省と独立行政法人科学技術振興機構が主催して行われ

たものです。全国から１４２校のＳＳＨ校が集い，生徒が行っている研究が紹介されました。ま

た，今年は，海外からの参加校も９校あり，会場のあちらこちらで英語が飛び交う，国際色の豊

かな発表会ともなりました。

文部科学省から３度目のＳＳＨ校の指定を平成２２年度に受

けた本校は，今年は，ポスター発表で参加し，第３学年の課題

研究で取り組んでいる「コンピュータグラフィックスによる建

築表現（Architectural Expression using 3-D Computer Graph

ics）」（立体造形・ディジタルデザイン分野）を発表しました。

生徒たちは，パソコンでの実演を交えながら，日頃の研究の成

果についておおいに熱弁をふるい，時折寄せられる来場者から

の鋭い質問にも，堂々と答えていたことがとても印象的でした。

（ＳＳＨ４幹事 多胡賢太郎）
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東京工業大学サマーレクチャー2011開催

9月5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，連日の猛暑の中，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，東工大生物プロセ

ス専攻の中村聡先生を講師にお願いし，高温環境，アルカリ性環境，高塩濃度環境という通常の

微生物では生息できない極限環境で生きる微生物とその微生物の生産する酵素についての興味深

い講義をしていただきました。

午後からの研究室見学では，総計20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3

0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2名と学生5名の合計7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

「極限環境微生物と極限酵素

－へそ曲がりの微生物が拓く新しいバイオテクノロジーの世界－」

大学院生命理工学研究科 生物プロセス専攻 中村 聡 教授

（２）研究室見学

理工学研究科

物性物理学専攻 吉野研究室

化学専攻 石谷研究室

化学専攻 榎・木口研究室

地球惑星科学専攻 長井研究室

材料工学専攻 坂井・宮内研究室

有機・高分子物質専攻 高田研究室

化学工学専攻 久保内研究室

機械物理工学専攻 大竹研究室

機械制御システム専攻 三平中研究室

機械制御システム専攻 伏信研究室

機械宇宙システム専攻 広瀬・福島研究室

電子物理工学専攻 岩本・間中研究室

集積システム専攻 酒井・山岡研究室

土木工学専攻 吉村・オリバー研究室

建築学専攻 竹内研究室

建築学専攻 塚本研究室

国際開発工学専攻 山下研究室

情報理工学研究科

情報環境学専攻 八木（透）研究室

情報環境学専攻 天谷研究室

社会理工学研究科

人間行動システム専攻 室田研究室

（３）質問コーナー

機械物理工学専攻 大竹尚登先生

建築学専攻 五十嵐規矩夫先生

東工大の学生５人（1年生1人，2年生1人，3年生1人，修士課程1年生1人，博士課程1年生1人）

（高大連携特別委員会 保立 雅紀）
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横浜サイエンスフロンティア高校コアＳＳＨ国際科学フォーラム2011への参加

９月２１日（水）台風の影響が心配される中，ＳＳＨ校である横浜市立横浜サイエンスフロン

ティア高校コアＳＳＨでの取り組みの一つとして開催された国際科学フォーラム2011へ２年生５

名が参加しました。本フォーラムは，海外から国立シンガポール大学附属理数高校，マレーシア

国コレジ・ヤヤサン・サード高校の２校が参加し，国内のSSH校からは５校が参加しました。

当日は，午後からの台風による荒天を予想し，半日のプログラムに短縮して行われました。そ

のため，開会式後のノーベル化学賞受賞者のサー・ハロルド・クロトー先生の特別講演の後，口

頭発表とポスター発表は同時進行で行われました。本校から参加した２年生は，１０数名の応募

者の中から選抜された，材料科学・環境科学・バイオ技術分野から２名，情報・コンピュータサ

イエンス分野から１名，システムデザイン・ロボット分野から１名，立体造形・ディジタルデザ

イン分野からの１名，計５名です。各自研究テーマを設定し，夏休み期間に所属分野の協力を得

ながら研究を進めました。口頭発表は，代表として立体造形・ディジタルデザイン分野の生徒が

行い，他はポスター発表を行いました。もちろんすべてが英語による発表です。口頭発表では，

１１件の発表が行われ，質疑では，唯一本校生徒だけが質問を受けました。ポスター発表では，

ブースに来た生徒に対して，堂々と英語で説明をしていました。

今回，２年生が研究を行い校外で発表をするという試みは，本校にとっては過去にあまり例の

ないことでありました。専門分野の先生は，３年生の課題研究とも併せての指導となり，また，

英語での発表に関しては，英語科の協力を受けました。専門知識・技術が乏しく，プレゼンテー

ションの経験が少ない２年生に対する指導には，多大なるご苦労があったことと思います。

（ＳＳＨ研究開発幹事 山口 正勝）

ニューズレター Vol.8 No.7 (2011/10)

デ・ラ・サール大学カンルーバン高校来校

１０月７日（金）～１２日（水）の期間，フィリピン デ・ラ・サール大学カンルーバン高等

学校（以下，カンルーバン高校）の生徒５名と教員２名が来日し，国際交流プログラムを実施し

ました。今回は８月に実施した派遣プログラムに対し，受け入れをしたものです。

滞在中は，秋晴れの清々しい気候の中で国際交流を行うことができました。来日の翌日より２

日間は弟燕祭（文化祭）に参加しました。本館前にフィリピンブースを設置し，フィリピンの紹

介ならびにバンブーダンスを披露してくれました。カンルーバン高校の生徒たちは，本校の生徒

のみならず，保護者，来場者の方々とも交流を深めていました。１０日（体育の日）はホームス

テイ先でそれぞれの休日を過ごし，１１日（火）午前は２年生の授業「科学技術コミュニケーシ

ョン入門」に参加しました。希望に応じて２つの分野（応用化学分野・情報システム分野）に分

かれ，本校の生徒たちと実験や製作に取り組みました。午後は，機械システム分野坂田教諭によ

るペーパーウェイト作りの授業に参加し，自分の手でものを作る体験をしました。１２日（水）

午前は，２年生の英語授業に参加し，自己紹介のプレゼンテーションを行ってもらいました。本

校の生徒から英語による質問が活発になされ，同世代の貴重なコミュニケーションの場となりま

した。お昼からはFarewell ceremonyを行い，お別れの昼食会となりました。生徒どうし別れを

惜しみ，それぞれ声をかけ合う姿が印象的でした。２時過ぎに大勢の生徒たちの見送りの中，成

田空港へ向け本校を出発し，夕方の便で帰国の途につきました。

今回の国際交流では，東京工業大学創立130周年記念式典に出席したデ・ラ・サール大学の学

長・副学長が本校を訪問し，カンルーバン高校のWelcome ceremonyに参加するというサプライズ

もありました。

今回が初めてのカンルーバン高校の受け入れとなりましたが，ホストファミリーの方々を始め，

多くの方々のご支援・ご協力のおかげで無事プログラムを終了することができました。この場を
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お借りして御礼申し上げます。

（SSH国際交流研究会 鈴木卓）

ニューズレター Vol.8 No.7 (2011/10)

平成23年度 東京工業大学オープンキャンパス

10月22日(土)，１年生全員対象に「東京工業大学オープンキャンパス」を行いました。

この行事は，東工大の学園祭「工大祭」と同時開催される大学主催の「オープンキャンパス」

に参加し，大学の先生の講演を聴いたり，研究室を見学することで，生徒の学習意欲を増すこと

が目標です。また，文化祭というイベントを通して，生の大学生にふれ，大学生活の一端を体験

することです。

当日は，あいにくの雨の中はじまりましたが，生徒の熱気のおかげか？午後から晴れ，無事，

研究室見学や学園祭を楽しむことが出来ました。後日提出のレポートでは，各自見学しに行った

研究室について，上手にまとめ，生徒によっては，＋αの事項をインターネットで調べるなど，

この見学が生徒の興味関心そして大学への進学意欲など，自分の進路を考えるのに役立ったと思

われます。

（高大連携特別委員会委員 １学年担当 仲道 嘉夫）

ニューズレター Vol.8 No.8 (2011/11)

サマーレクチャー研究室見学レポート発表会の開催

去る11月9日（水），「2011年度 東京工業大学サマーレクチャー研究室見学レポート発表会」が

開催されました。この発表会は，東工大との高大連携教育の一環として9月に2年生を対象に行わ

れた「東京工業大学サマーレクチャー」に関連する行事で，東工大からは，建築学専攻の五十嵐

規矩夫准教授に，来賓として参加していただきました。

サマーレクチャーでは，東工大大岡山キャンパスにある研究室のうち2つを見学してもらいま

したが，生徒には，その研究室で行われている研究内容について，事前・事後調査および当日の

説明に基づき，レポートを作成するよう課題が出されていました。今回の発表会では，その提出

レポートが非常に優秀と評価された5名の生徒について，2年生約200名を前に，その内容をプレ

ゼンテーションしてもらいました。発表タイトルと見学した研究室名を下記に示します。

発表時間6分という制限の中，各発表者は，研究室見学を通して学んだ研究内容について，簡

潔かつ明確に説明していました。また，各発表に対しては，多くの質問が投げかけられ，予定時

間を上回るほどの活発な質疑応答となりました。

発表会の最後には，聴講者となった2年生および先生方による投票が行われ，2年E組の生徒の

発表が最優秀賞を獲得いたしました。発表した皆さん，質疑応答に積極的に取り組んでくれた皆

さん，どうもありがとうございました。
記

（１）「デザイン重視の構造設計」 2年Ｅ組生徒

（理工学研究科 建築学専攻 竹内研究室）

（２）「生体反応の工学的応用」 2年Ａ組生徒

（情報工学研究科 情報環境学専攻 八木研究室）

（３）「人工衛星の運動」 2年Ｄ組生徒

（理工学研究科 地球惑星科学専攻 長井研究室）
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（４）「未来への挑戦」 2年Ｃ組生徒

（理工学研究科 機械物理工学専攻 村上・大竹研究室）

（５）「逆問題の利用について」 2年Ｂ組生徒

（情報工学研究科 情報環境学専攻 天谷研究室）

（高大連携特別委員会 保立 雅紀）

ニューズレター Vol.8 No.9 (2011/12)

平成23年度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

12月23日(金・祝日)，東京都内でスーパーサイエンスハイスクール（以下，ＳＳＨ）に指定さ

れている高等学校（私立校３校，都立高４校，国立高２校）の計９校が早稲田大学理工学術院に

集い，第4回目となる「ＳＳＨ東京都指定校合同発表会］が開催されました。

午前10時30分に現地に集合し，午前中にポスター発表の準備，口頭発表のリハーサル等，すべ

ての準備を済ませました。

午後1時からの開会式の後，ポスター発表が行われました。本校は，専門5分野から，課題研究

で行った研究成果を各１テーマ発表し，3年生8名が参加しました。

午後3時から口頭発表会が行われ，本校はシステムデザイン・ロボット分野の課題研究「ロッ

カーボギー機構を用いた無人探査ロボット」を発表しました。

例によって，「もの」がある本校ポスター発表のブースには人が絶えません。拍車をかけるよ

うに，電子ドラムの変わった音色が会場内に響きわたり，聴衆を集めていました。今回，SSH予

算で購入したiPad2を活用し，ポスター掲載内容より詳しい資料の提示や動画なども見ていただ

きながらの新しいポスター発表の仕方を試みました。口頭発表においては，いくつか質問を受け

ましたが，自信を持ってその受け答えをしていたのが，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

Asymmetric Synthesis of Styrallyl Acetate Using the Lipase

材料科学・環境科学・バイオ技術分野

暗号を用いた安全なファイル共有

情報・コンピュータサイエンス分野

ロッカーボギー機構を用いた無人探査ロボット

システムデザイン・ロボット分野

電子ドラム

エレクトロニクス・エネルギー・通信分野

流体的建築物

立体造形・ディジタルデザイン分野

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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ニューズレター Vol.8 No.10 (2012/01)

『アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修』報告について

２０１２年１月４日（水）から１月９日（月）に実施された「アメリカ・トーマスジェファー

ソン高校サイエンス研修」に本校生徒３名と参加した。これは平成２３年度スーパーサイエンス

ハイスクール研究開発事業の一環として実施している横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等

学校コアSSHとの連携事業である。研修先のトーマスジェファーソン高校は，全米最高の公立高

校としてランク付けされており，首都ワシントンDC近郊のバージニア州フェアファックスに位置

するサイエンスとテクノロジーに重点をおく公立マグネットスクールである。本校の生徒達は，

午前中の体験授業の後，午後から約１０分間の本校紹介のプレゼンテーションを英語で行い，そ

の後４０分程のポスターセッションに取り組み，トーマスジェファーソン高校の生徒達と大いに

交流を深めた。ちなみに本校生徒のポスターセッションのタイトルは，「Research and Synthesis of
Acetylsalicylic Acid (Aspirin)」，「The Secret of Honeycomb Structures' Strength」そして「Temples’
earthquake-resistant Construction」の３タイトルである。発表会場では生徒間での活発な英語での

質疑応答が行われ，Evan Glazer 校長をはじめ，多数の先生方からもこの取り組みに対し，高評価

を頂いた。

今回のこの米国研修を通して，人的ネットワークを広げ，英語力や国際コミュニケーション能

力を大きく伸ばす事が出来き，また様々な研究所や博物館で研修を行う事で米国の先端科学につ

いて学び，世界的な視野を持って課題に取り組む姿勢が培われたことを報告する。

プレゼンテーションの様子 国会議事堂前にて

（機械システム分野 岩城 純）

（４）各種大会・部活動等の賞・記録について

表２，表３に示すように，平成２３年度も各種大会において，生徒が活躍している。

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

情報ｼｽﾃﾑ分野２年 ロボカップ2011 ロボカップ国際 ﾛﾎﾞｶｯﾌﾟｼﾞｭﾆｱ・ﾚｽｷｭ 2011.7.5
清水星哉 イスタンブール世界大会 委員会 ｰﾁｬﾚﾝｼﾞ ﾚｽｷｭｰAｾ ～7.11

ｶﾝﾀﾞﾘﾘｰｸﾞSuperTeam
第２位

情報ｼｽﾃﾑ分野２年 缶サット甲子園2011 「理数が楽しく 全国大会出場 2011.8.5
木村哲也，齊藤 誠， なる教育」実行 ～8.7
山本 篤，吉野雄介 委員会

機械ｼｽﾃﾑ分野２年
新井雄太，仁尾 航，
北川翔太

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野３年 平成２２年度スーパーサイエ 文部科学省・科 「コンピュータグラフィ 2011.8.11
加覧優香，高野はるか ンスハイスクール生徒研究発 学技術振興機 ックスによる建築表 ～8.12

表会 構 現」
応用化学分野３年 全国高校化学グランプリ 日本化学会 銅賞 2011.8.23
星野浩慶

応用化学分野２年 The Yokohama Science 横浜サイエン ”Synthesis of 2011.9.21
大塚陸生 Frontier Forum for スフロンティア Methyl Salicylate

International Research in 高校 and Other
Science and Technology Salicylate Esters”
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応用化学分野２年 ”Research and
小林ゆきみ Synthesis of

Acetylsalicylic Acid”
情報ｼｽﾃﾑ分野２年 ”The Tangible
原 健太 Mixing System”

機械ｼｽﾃﾑ分野２年 ”The Secret of
仁尾 航 Honeycomb

Structures' Strength”
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野２年 ”Temples’
萩原安寿 Earthquake-Resistant

Construction”
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 2011.9.22
星野浩慶

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 第３回伊豆大島無人観測ロ 無人観測ロボッ 2011.10.27
礒田颯，市川瑞， ボットシンポジウム トシンポジウム
植松千春，及川雄也 実行委員会

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野３年 第５０回全国高等学校生徒 全国英語教育 ２・３年の部 2011.11.1
森 聖 英作文コンテスト 研究団体連合 "The World of the

会 Internet" 入選
建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野３年 第25回日本工業大学設計 日本工業大学 奨励賞 2011.11.6
亀崎玲奈 競技

応用化学分野３年 1st Japan Super Science 立命館高等学 ”Mineral Analysis in 2011.11.12
末續美優 Fair 校 Human Hair using ～11.16

Atomic Absorption
Spectrometer”

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 ”A Research on the
青柳 恵 Performance of our

Underwater-glider
(Understanding its
Moving and Controlling)”

電気電子分野３年 電子工作コンテスト2011 株式会社インフ 「電子吹奏楽器」学 2011.12.11
平出眞也，山賀祐典 ロー 生賞，来場者賞

応用化学分野３年 平成23年度スーパーサイエ SSH東京都指 「香りの合成」 2012.12.23
飯田 梓，藤本路夢 ンスハイスクール東京都指定 定校

情報ｼｽﾃﾑ分野３年 校合同発表会 「暗号を用いた安全
石井拓馬，小嶋陸大 なファイル共有」

機械ｼｽﾃﾑ分野３年 「ロッカーボギー機構
礒田颯，市川瑞， を用いた無人探査ロ
植松千春，及川雄也 ボット」

電気電子分野３年 「電子ドラム」
有賀樹広，小田慎太郎

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野３年 「流体的建築物」
森 聖

電気電子分野３年 第55回日本学生科学賞 読売新聞社 「電動車いすの事故 2011.12.24
菊谷侑平，谷井健太郎 防止機能」入選１等賞

表３ 部活動等に関する賞・記録
参加クラブ名・競技者名 大会名 主催者 賞・順位・記録 受賞した日等

陸上部 第64回東京都高校総体１支 東京都高等学 100ｍ７位入賞 2011.4.23
稲葉 豪（3D） 部予選会 校体育連盟 都大会進出

陸上部 ４×100R ７位入賞
遠藤源博（2D）， 都大会進出
高橋岳士（2B），
田村聡行（3C），
稲葉 豪（3D）

陸上部 200ｍ７位入賞
稲葉 豪（3D） 都大会進出

柔道部 第２７回東京都高等学校女子 東京都高等学 女子個人52kg級優勝 2011.4.24
吉川絵麻（3E） 柔道大会兼第５９回関東高等 校体育連盟柔 都大会出場

学校柔道大会第２支部予選会 道専門部
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科学部 日本珪藻学会第32回大会 日本珪藻学会 「芝浦運河に出現す 2011.5.14
岡崎洋介（3A）， る珪藻と塩濃度」
清水慎介（3A），
中山芽依（3A）

陸上部 第64回東京都高校総体 東京都高等学 100ｍ 準決勝進出 2011.5.14
稲葉 豪（3D） 校体育連盟 総合９位

陸上部 第64回東京都高校総体 東京都高等学 200ｍ ８位入賞 2011.5.22
稲葉 豪（3D） 校体育連盟

陸上部 第32回東京都高体連第一支 東京都高等学 100ｍ ２位入賞 2011.6.11
稲葉 豪（3D） 部学年別陸上競技選手権大 校体育連盟

陸上部 会 100ｍ ６位入賞
田村聡行（3C）

陸上部 ４×１００R
遠藤源博（2D）， ２位入賞
高橋岳士（2B），
田村聡行（3C），
稲葉 豪（3D)

吹奏楽部 第５１回東京都高等学校吹奏 東京都高等学 ＢⅡ組 銅賞 2011.8.10
楽コンクール 校吹奏楽連盟他

柔道部 第６１回東京都学年別柔道大 東京都高等学 第2学年男子団体 2011.9.25
島﨑一也（2A）， 会第２支部予選会 校体育連盟柔 第5位
山崎慎一郎（2A）， 道専門部 都大会出場
宮坂 豪（2B），
熊澤 丈（2C），
彦坂啓太（2C）

硬式テニス部 平成23年度第50回東京都高 東京都高等学 優秀賞 2011.9.25
河島靖子（2D） 等学校新人テニス選手権・女 校体育連盟テ

子シングルス ニス専門部
吹奏楽部 2011（第17回）日本管楽合奏 日本音楽教育 優秀賞 2011.9.26

コンテスト 文化振興会
陸上部 第59回北区陸上競技選手権 北区陸協 ５０００ｍ 2位入賞 2011.10.9
吉野浩之進（２C） 大会

陸上部 砲丸投 7位入賞
遠藤源博（２D）

柔道部 平成２３年度東京都第２支部 東京都高等学 男子団体Cグループ 2011.11.23
河内亮裕（2E）， 新人柔道大会 校体育連盟柔 第2位
金杉翔太（2E）， 道専門部
仁科卓海（1E），
河村理輝（1E）

柔道部 男子個人60kg級
島﨑一也（2A） 第5位

写真部 第55回全国学芸サイエンスコ 旺文社「全国学 環境分野・写真部門 2011.12.2
左 一洋（1C） ンクール 芸サイエンスコ 〔高校生の部〕

ンクール」事務 旺文社赤尾好夫記
局 念賞(入選) 作品名

「月とすっぽん」
文芸同好会 第15回全国高校生創作コンテ 國學院大學， 入選 2011.12.4
萩原安寿（２Ｅ） スト 短編小説の部 高校生新聞社

科学部 第2回高校生の宇宙教育シン 「理数が楽しく 「缶サット甲子園2011 2011.12.18
山本 篤（2B）， ポジウム なる教育」実行 報告」
北川翔太（2C） 委員会

科学部 「みちびき用アプリケー
齊藤 誠（２B） ションの開発と実践」

吹奏楽部 金管六重奏 第３５回東京都高等学校アン 東京都高等学 銅賞 2012.1.5
掘井 耀（2D）， サンブルコンテスト 校吹奏楽連盟
中野未来（1A）， 他
八木裕作（1C），
藤森実季（1D），
照井 望（1E），
松井陽太郎（2D）
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吹奏楽部 第３５回東京都高等学校アン 東京都高等学 銅賞 2012.1.6
サクソフォーン四重奏 サンブルコンテスト 校吹奏楽連盟
岸里大輝（2C）， 他
飯田侑美（1A），
横田拓也（1E），
迫田 掌（2E）

柔道部 第３７回東京都高校柔道新人 東京都高等学 男子団体 敢闘賞 2012.1.15
島﨑一也（2A）， 大会兼第３４回全国高校柔道 校体育連盟柔 都大会出場
宮坂 豪（2B）， 選手権大会東京都第２支部 道専門部
熊澤 丈（2C）， 予選会
彦坂啓太（2C），
河内亮裕（2E），
金杉翔太（2E）

柔道部 男子個人60kg級 敢
島﨑一也（2A） 闘賞 都大会出場

陸上部 第4回お台場駅伝競走大会 港区 優勝 2012.1.29
吉野浩之進（２C），
石井 歩（１E），
和田正之（２B），
北村亮太（１B），
國松 慧（２B）

陸上部 2区 区間賞
石井 歩（１E）

陸上部 5区 区間賞
國松 慧（２B）

写真部 第9回港区観光フォトコンテス 港区観光協会 ニューエイジ部門 2012.2.13
幸加木裕也（２D） ト 入賞

マイコン制御部 第１３回高校生パフォーマンス 東京都情報技 優勝，お気に入り大 2012.2.19
木村哲也（２B）， ロボット競技大会 術教育研究会 賞
齊藤 誠（２B），
山本 篤（２B），
新井雄太（２C），
仁尾 航（２C），
細岡 晟（３B），
菊谷侑平（３D）

（５）教材のアーカイブズ化による副次的な成果普及

本校のアーカイブズ開発委員会においてアーカイブズ化した教材（副読本「数学さ

きがけ」：ＰＤＦ形式）を，より広い視点からの評価を得ることを目的として，理工

系ではない文系の大学学部（千葉大学法経学部経済学科）において大学生の数学に対

する理解を深めるために副読本「数学さきがけ」を活用した，という機会が得られ，

これと同時に，本校のＳＳＨ活動を知っていただく貴重な機会ともなった。

（※詳細については「Ⅲ アーカイブズ開発委員会の活動報告」を参照）

４ 実施上の課題及び今後の方向

本校は，かつて，国際交流において，相手国の政情不安などにより国内から海外への

生徒派遣を一時的に見送らざるを得ない経験を持ったことがあったが，今年度は，逆に

成果普及において，海外からの学校視察・学校訪問の件数がここ数年の事例と比較して

激減した，という経験を持つことになった。事情は全く異なるものであるにしても，教

育研究活動を推進する上で，国際的な場において安定的な活動を継続することがいかに

容易ではないということを，あらためて実感させられた。

引き続き，地味でも着実な活動を行いながら成果普及を推進するとともに，研究第３

年次に計画しているＳＳＨ中間報告会に向けて，方向性を集約させて行きたい。
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Ｃー３ 第２年次の研究のまとめと今後の課題

Ⅰ 第２年次の研究のまとめ

新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，試作したテキストにより，試行

的授業を実践した。具体的には，応用化学分野では「液晶」，情報システム分野では「ライ

ントレーサ」，機械システム分野では「電動ウインチ」「テオ・ヤンセン機構」，電気電子分

野では「太陽光発電」，建築デザイン分野では「住宅の形式」「耐震方法」を教材とした。

導入したテーマからのキーワードに凝縮された「知見・成果」を表現し，聴衆にも実験に

参加してもらうことで，直接的に「討論と相互理解」を深める方法，および判断基準を定

量化し，Matrixで「知見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求めながら「討論と相

互理解」を深める方法などを実践した。

また，新科目「科学技術コミュニケーション入門」を開発するにあたり掲げた仮説を検

証する上で，今年度の試行的授業を実践した結果，仮説における前提条件，すなわち，

①自分の考えをまとめ，伝える力を土台として，聴衆を同じ土俵に引き出すこと。

②自らの考えを説得し，積極的に納得してもらえること。

を満たすこと自体が決して容易ではないということも，あらためて強く認識させられた。

仮説の前半部分に記述した，新科目「科学技術コミュニケーション入門」の開発の重要な

鍵を握ると思われるこれら２つの項目（①と②）は，コンテンツとして科学技術に関連す

ることがらや考え方を扱った上で，生徒が自分の考えをまとめ，伝える力を土台として聴

衆を同じ土俵に引き出すことの難しさにまず直面し，自らの考えを説得し，積極的に納得

してもらうことがいかに難しいか，ということを認識してこそ，初めて，それを実現する

ためのスタートラインに立てる，という意味を内包しており，そのスタートラインを超え

て，ようやく，基礎的な普通教科の知識，専門分野の知識・技能の重要性を再認識し，い

よいよ，それらの獲得欲求が高まる，という道筋である。このため，①と②がどの程度達

成できているか，ということが極めて重要であるものと考えられる。

前述の科学技術コミュニケーション入門研究会の活動報告「４ 実施の効果とその評価」

に記載のアンケート調査結果によれば，現段階では，「自分の考えをまとめ，伝える力を土

台として」までは仮説の前提条件を満たす程度の水準として達成できたと思われるが，「聴

衆を同じ土俵に引き出す」までには至っていない。その背景として，質問１「科学技術コ

ミュニケーションとは」という設問において，半数以上の生徒が「科学技術コミュニケー

ションとは，科学技術を題材としたプレゼンテーションのことである」という認識である

ことがわかり，このことは，「科学技術コミュニケーション」に関する理解がまだ充分には

できていないことを示唆している。すなわち，現段階では，生徒が「科学技術コミュニケ

ーション」の一部でしかない「伝える」ことのみを強く意識する傾向にあり，「聴衆を同じ

土俵に引き出す」ための必要条件となる「生徒自身がその土俵に上がる」ことがまだでき

ていないのである。この結果は，年度当初の導入段階における「科学技術コミュニケーシ

ョンとは何か」についての定着をはかる取り組みの改善の必要性を示唆するものと言えよ

う。次に，「自らの考えを説得し，積極的に納得してもらう」ことについては，「説得は容

易か」を尋ねた質問７の結果からわかるように，どの分野も７割程度の生徒がその困難さ

を実感している。このような結果の背景として，「太陽光発電の設置を説得」及び「自分が
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販売する薬を選んでもらうための説得」を尋ねた質問５，６の結果に見られるように，自

らの考えを相手に説明し，納得させるための方法について，どのような方法（アプローチ）

を行えば相手を説得しやすいのかというストラテジーの選択に対する判断力の乏しさが推

察される。しかしながら，一方では，「自らの考えを説得し，積極的に納得してもらう」こ

との困難さをまず実体験として感じることも大切であり，これらの結果を踏まえた上で，

次年度以降の指導方法の改善につなげることが重要と考えている。

「国際交流」について，昨年度は実施することができなかったタイ王国カセサート大学

附属高等学校への派遣研修を，今年度は計画通り８月に実施することができた。目標とし

て掲げている「国際交流の拡充」については，平成２２年度に協定を結んだフィリピン共

和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校との第１回目の交換留学が実現した。８月

に本校生徒の派遣研修，１０月にカンルーバン高等学校生徒の訪問受け入れを行ったが，

カセサート大学附属高等学校からの訪問は，実現しなかった。また，「他のＳＳＨ校との連

携事業における国際交流への参加」として，国際会議等への参加については，９月に横浜

サイエンスフロンティア高校主催の「The Yokohama Science Frontier Forum for Internationa

l Research in Science and Technology ysf FIRST 2011」へ第２学年生徒が参加し，１１月に

は，立命館高校主催の「Japan Super Science Fair 2012」に第３学年生徒が参加して，「課

題研究」等の研究成果について，口頭発表やポスター発表を行い，研究交流を図った。こ

れらの関連事業として，「韓国Korea Science Academy of KAISTとの交流事業」への参加，

「アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修」への参加なども行い，年度末

には「韓国海外研修」への参加を予定している。校内での活動としては，「東工大留学生を

招いた授業」として，３名の東工大留学生が第１学年「英語」授業にTAとして参加し，

プレゼンテーションを実施して，その後，Q&Aセッション形式の授業を行った。実施し

た生徒アンケートの結果では，１学期に比べて２学期の方が「英語を聞き取れた」と回答

する生徒が増えており，「１学期プレゼン」の平均値と「２学期プレゼン」の平均値，及び，

「１学期Q&A」の平均値と「２学期Q&A」の平均値のいずれにおいても，有意水準１％

で有意差が認められ，授業の有効性が確認された。「英語で聞く講演会」では，アメリカ人

研究者を招き，科学技術についての講演を実施した。「課題研究」における応用化学分野「英

文アブストラクト」作成も，継続して行った。

「アーカイブズ開発」について，研究第１年次にディジタル教材化を施して得られた電

子媒体（ＰＤＦ形式）の副読本「数学さきがけ」を紙媒体のものと併用し，タブレット型

ＰＣ等を利用して，実践での活用を試みるとともに，生徒へのアンケート調査を実施し，

ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得ることができた。「ＰＤＦ版の使い勝

手」を尋ねた質問項目では，「使いやすさ」に関して，「ＳＳＨ予算で購入した，あるメー

カーのタブレット型ＰＣ」を用いたグループの平均値と「それ以外のＰＣ」を用いたグル

ープの平均値の差についての有意確率は0.088で，有意差こそ認められなかったものの有

意傾向があり，インターフェースの選び方にもある程度は配慮する必要があることを示唆

する結果となった。また，これらのノウハウを活かしながら，本校独自教材である「数理

基礎」のテキストについても，アーカイブズ化への取り組みを開始した。「課題研究」の成

果に関するアーカイブズ化への取り組みでは，「課題研究の要旨」のウェブサイトへの公開

が，これまでの３分野に加え，機械システム分野についても拡充できた。これらに関して
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は，例えば，建築デザイン分野では昨年度に公開した「課題研究」の紹介ページに提示さ

れている問い合わせ先（分野のメールアドレス）を通して，「課題研究」の内容について既

に数件の問い合わせがあり，波及効果がうかがえた。これと先行して「要旨」の公開を行

っていた応用化学分野の経験とを併せると，公開された「課題研究」紹介のページには一

定の利用者があり，科学技術についての教育・研究のヒントとなっていることが充分に期

待できると考えられ，また，「成果普及」の一端を担っているものとも言えよう。

「成果普及」について，ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用，視

察受け入れ，研修受け入れ，コアＳＳＨ校の海外研修への参加協力，ＳＳＨ東京都指定校

合同発表会など生徒交流会等への参加などを通して，成果普及に努めた。さらに，前述の

アーカイブズ開発で実施した「課題研究の要旨」のウェブサイトでの公開においては，問

い合わせが寄せられるなど，「成果普及」にも一役買っていると言える。学校視察・学校訪

問の機会を活用した成果普及では，今年度は，例年と比較して海外からの視察・訪問の件

数が激減するという現象が起きたが，国内からの視察・訪問の件数は堅調であり，これら

の機会を活用して，本校のＳＳＨ活動に関する成果普及を行った。平成２３年度における

学校視察・学校訪問の内訳は，週刊ダイヤモンド，文部科学省独法評価委員会JST部会，

新潟県立新発田南高等学校，滋賀県立膳所高等学校，米国オレゴン州立大学，滋賀県立八

幡工業高等学校，神戸市立科学技術高等学校，であった。高等学校教員の研修受け入れの

機会を活用した成果普及では，今年度も，昨年度と同様に，横浜市教育委員会より，ＳＳ

Ｈの取り組みに関する研修を目的として，横浜市の高等学校教員１名が本校に派遣され，

校務分掌では「研究部」に所属してＳＳＨ研究開発の推進に携わるとともに，本校ＳＳＨ

研究開発研究組織の「成果普及委員会」にも所属して，ＳＳＨ活動を行って１年間の任期

で研修を行った。教材のアーカイブズ化による副次的な成果普及という側面もあり，アー

カイブズ開発委員会においてアーカイブズ化した教材（副読本「数学さきがけ」：ＰＤＦ形

式）を，より広い視点からの評価を得ることを目的として，理工系ではない文系の大学学

部（千葉大学法経学部経済学科）において大学生の数学に対する理解を深めるために副読

本「数学さきがけ」を活用した，という機会が得られ，これと同時に，本校のＳＳＨ活動

を知っていただく貴重な機会ともなった。

Ⅱ 今後の課題

研究第２年次を終了するにあたり，ここに，今後の課題を記す。

「科学技術コミュニケーション入門」については，まず，アンケート調査から，第１回

目の授業が与える影響が示唆された。この点を考慮して，第１回の授業の組み立てが重要

と考える。また，科目の目的などについてのみ考えれば，第１回目のみが重要であり，あ

との回は各分野に委ねても，大きな差が見られないことがわかった。それゆえ，第１回目

の授業を共通の意思で行うことが求められるといえる。教育方法の違いも，各分野の専門

性を考えると必要な違いであるともいえる。ただし，今後も成果の違いについては，調査

を続ける必要がある。また，今年度の取り組みでは，論理的思考を求めるということが十

分に伝わっていなかったように思われ，ロジカルシンキングに関する新しい教材の開発や

技術者倫理・情報モラルといったモラル関連の知識や，情報的な見方・考え方が必要な面

もあることがわかったため，今年度の問題点を踏まえて，多方面からのアプローチを試み
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る予定である。また，今後の方針として，科学技術を題材としながら科学的かつ論理的な

情報伝達を行い，しかも受け手側も科学的に判断できるように配慮する。研究第３年次は，

研究目標を達成しながら，踏み込んだコミュニケーションの方法を提案していきたい。さ

らに，対面による「発信」に留まってしまった今年度の実践を踏まえ，新たな「発信」を

提案し，国際交流研究会と提携しながら，研究を推進していきたい。

「国際交流」について，まず，フィリピン共和国カンルーバン高校との交流に関する課

題として，フィリピン訪問時に本校教員による科学技術に関する出前授業は，フィリピン

の学制が日本とは異なるため，行うことができなかった。年齢でみると，フィリピンの高

等学校３年生は，日本の高等学校２年生に相当し，年齢が１歳下である。そのため，カン

ルーバン高校の理数系の学習内容に関する情報が少なかったため実施にいたらなかった。

平成２４年度は，カンルーバン高校の理数系の学習内容を調査し，科学技術に関連した出

前授業の実現が課題である。また，タイ王国カセサート高校との交流に関する課題は，現

在の４泊５日間の滞在を１日増やし５泊６日間とすることである。以前よりカセサート高

校側から滞在期間の短さが指摘されてきた。より充実した研修プログラムを実施するため

に，この点を検討する必要がある。また，現地での行動予定，時間配分について，事前に

テレビ会議システム等を利用し，先方の先生方と対面で綿密な相談を行うことを提案した

い。教員の出前授業の段取り，内容を改善したり，生徒の授業準備もより適切なものとす

ることが可能となるはずである。海外派遣生徒の報告会に関する今後の課題として，国際

交流におけるホスピタリティの一環としても，プレゼンテーションを行った後の質疑応答

での態度を指導することである。報告会を開催したクラスの中であまり質問が出ないクラ

スがあった。プレゼンテーションをしてもらった後は，スピーカーに敬意を示す方法，「聞

いていました」という意思表示をすることは，「質問すること」であり，その事により双方

向性となり，コミュニケーションが成立することを伝え，重要な要素として指導する必要

がある。

最後に，研究会全体としての課題と方向性を示す。

平成２３年１２月２４日にＳＳＨ情報交換会が開催された。その中で，ＳＳＨ担当の文

部科学省初等中等教育局教育課程課課長補佐から，従来からの変更点となる来年度の主な

ＳＳＨの重点事項のひとつとして，「国際性・語学力の育成」をとりあげ，以下の項目を示

した。

①国際性を育てるために必要な外国語によるコミュニケーション能力や国際感覚の育

成

②外国人研究者，留学生，外国の学校との交流など国際交流

③国際的な会議や科学技術，理数系コンテストへの参加

④外国語科の教育課程との有機的な関連付けや体制の構築

⑤海外の機関との日常的，継続的，長期的な交流，連携

本校のこれまでの「国際性の育成」に関するＳＳＨ活動を眺めてみると，

①については，海外研修時における英語による専門的な内容と自己紹介プレゼンテーシ

ョン，本校教員による出前授業での生徒間の共同実験

②については，外国人研究者を招いた英語による講演会，東工大留学生をTAとして活

用した授業，国際交流協定校との相互交換留学
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③については，Japan Super Science Fair2012やysfFIRSTへの参加

④については，「課題研究」英文アブストラクト作成における専門分野と外国語教科（英

語科）との連携

⑤については，タイ王国カセサート高校及びフィリピン共和国カンルーバン高校との国

際交流協定に基づく交流

が該当する。

来年度から重点事項として示された５つの項目は，以上からわかるように，本校が平成

１７年度指定第２期ＳＳＨから実践してきている取り組みに他ならない。将来の科学技術

者は，「国際的に活躍できる科学技術者」でなければならないという先進的な見地に立って

課題設定を行い，「将来，国際的に活躍できる科学技術系人材の育成」を目指して取り組ん

だ本校のＳＳＨ研究開発の成果が，認められたと言っても過言ではない。

以上から，本校で取り組んでいる研究開発の方向性の適切さが示されたわけである。

しかし，世界規模で変わりゆく社会情勢等を鑑みると，英語でコミュニケーションを図

りながら，国内外の人々との連携，協働の必要性を誰もが認識し始めたようである。この

ことは，教育の現場，教員の意識にも大きな変容を及ぼすこととなるであろう。すなわち，

これまでの「将来の科学技術系人材」の素養としての「国際性の育成」，「異文化理解」を

深める取り組みから，実際に海外の人々にも通じる形態で積極的に発信し，適切に応答す

るという，協働の経験を持たせる活動へと一気に移行しつつあることは紛れもない真実と

思われる。

したがって，今後の課題と方向性として，生徒それぞれが自分の興味・関心，学習して

いる専門分野，課題研究等の研究内容・成果を英語で表現し説明できるよう指導すること

が急務であり，自分に向けられた質問に対して適切に応答できる「コミュニケーション力」

を獲得させることが，今後の大きな目標，課題となってきていると認識している。さらに，

協定校との交換留学に加えて，国際会議，海外の高校との交流に参加する機会をより多く

与え，交流の意義，コミュニケーションスキルの必要性と重要性を認識させることが，よ

り一層重要となってくることであろう。また，懸案である多数の生徒の海外研修も，実現

に向けて検討する必要があるだろう。このためには，教員側も専門分野と教科間の連携を

これまで以上に強め，学校全体として互いに協力していくことが極めて肝要である。「科学

技術コミュニケーション」が目標としている海外の生徒に活動を披露する取り組みは，専

門分野，教科を問わず全教員で推進していくことが当面の課題であると考える。また，今

年度，他校のコアＳＳＨ連携事業において，課題研究に着手していない第２学年生徒が，

自身が興味を持ったことについて研究を行い，その成果を英語で発表する機会があった。

今後，国内での「国際」を冠しない発表会においても，英語で発表する可能性が容易に想

定される。そこで，教員の語学スキル向上のためにも，「英語による講演会」の開催に加え

て，教員間の勉強会など，原点に立ち返った活動も一考する必要があると考えている。

「アーカイブズ開発」については，「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化では，

「課題研究」の「要旨」については，引き続き各分野ごとにアーカイブズ化を推進すると

共に，画像や動画のデータを組み込むなど，その質の向上も図っていきたい。一方，公開

されている「要旨」については，「要旨」をテーマごとに個別にＰＤＦファイル化している

分野と，「要旨集」として年度ごとにまとめてＰＤＦファイル化している分野とがあり，「要
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旨」の書式にもばらつきがあるのが現状であるため，見やすさや使いやすさなどを考慮し，

今後，これらの書式を統一するかどうかも含め，公開方法の改良についての検討が必要で

あるものと考える。また，アーカイブズ及びその公開方法の質の向上を図るために，イン

ターネット上に公開された「課題研究」の「要旨」が，どのように利用され，どのような

効果を与えているのかを，より具体的に知るための評価方法の検討も，必要であろう。「数

学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化では，紙媒体及び電子媒体の副読本「数学さ

きがけ」を，引き続き，「数学さきがけ」をはじめとする様々な教育実践で使用しながら，

アーカイブズ化のあり方を探るとともに，得られた知見を他の教材のアーカイブズ化に波

及させることを目指す。「数理基礎」の成果に関するアーカイブズ化では，研究第２年次に

アーカイブズ化の作業を開始した「数理基礎」のテキストについて，「数理基礎」の授業担

当教員による内容的な改訂作業の終了を待ち，終わり次第，アーカイブズ化の作業の続き

を進め，「数学さきがけ」と同様な電子媒体の形にしたい。

「成果普及」については，本校は，かつて，国際交流において，相手国の政情不安など

により国内から海外への生徒派遣を一時的に見送らざるを得ない経験を持ったことがあっ

たが，今年度は，逆に成果普及において，海外からの学校視察・学校訪問の件数がここ数

年の事例と比較して激減した，という経験を持つことになった。事情は全く異なるもので

あるにしても，教育研究活動を推進する上で，国際的な場において安定的な活動を継続す

ることがいかに容易ではないということを，あらためて実感させられた。

引き続き，地道に着実な活動を行いながら成果普及を推進するとともに，研究第３年次

に計画しているＳＳＨ中間報告会に向けて，方向性を集約させて行きたい。

本校における第３期ＳＳＨ研究開発が始まり，２年が経過した。研究第２年次の今年度

は，人材のさらなる有効活用の視点から，第２期ＳＳＨ研究開発で構成した研究組織を一

部あらためて一新し，活動を行った。平成２４年度は，研究期間５年間の中間となる研究

第３年次にあたり，１１月にＳＳＨ中間報告会を開催予定である。まずは，それに向けて

研究を進めていく所存である。
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Ｃー４ これまで（研究第１年次及び研究第２年次）を通した取組のまとめ

Ⅰ はじめに

本校が文部科学省から初めてＳＳＨ校に指定されて以来，第１期ＳＳＨ（平成14年度～

16年度）の３年間，第２期ＳＳＨ（平成17年度～21年度）の５年間を経て，今回の第３期

ＳＳＨ（平成22年度～平成26年度の５年間）の研究第２年次（今年度）がちょうど10年目

であった。第１期ＳＳＨの成果は，その後，東京工業大学工学部附属工業高等学校から東

京工業大学附属科学技術高校への改組という形で着実に第２期ＳＳＨに引き継がれ，さら

に実践と改善を重ねながら，今回の第３期ＳＳＨへと続いている。本校の現在の教育課程

に目を向けても，「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」という科目名が並び，さらに，現２年生からは「科学技術コミュニケーション入門」

（第２期ＳＳＨにおける「科学技術研究入門」をさらに発展させた新科目）があり，本校

のＳＳＨ研究開発の歴史を振り返ることができる。また，「国際性育成（後に国際交流）」，

「さきがけ教育」，「科学技術系コンテスト等参加推進」，「メディア活用教育（衛星授業）」

などの教育活動や，「科学技術基礎」，「数理基礎」，「人と技術」，「科学技術Ⅰ」，「科学技術

Ⅱ」，「科学技術Ⅲ」，「科学技術Ⅳ」，「科学技術Ⅴ」，「科学技術研究入門」のテキスト及び

副読本「数理応用（後に数学さきがけ）」なども，本校の有形無形の財産と言える。これら

を引き継ぎながら，成果の普及促進をはかりつつ，今回の第３期ＳＳＨにおいても，何か

を生み出せるものと確信している。ここに，第３期ＳＳＨにおけるこれまでを通した取組

について，概要としてまとめてみたい。

Ⅱ 第１年次から第２年次までの２年間の活動の実績

各研究会・委員会における２年間の活動の実績の概要を以下に示す。

１ 科学技術コミュニケーション入門研究会の２年間の活動の実績

第１年次 第２年次

・科目の理念の構築 ・試行的授業の実践

・教育方法と教育内容の検討 応用化学分野：液晶

・ﾃｷｽﾄの試作版の作成 情報ｼｽﾃﾑ分野：ﾗｲﾝﾄﾚｰｻ

・授業外のｲﾍﾞﾝﾄ等の検討 機械ｼｽﾃﾑ分野：電動ｳｨﾝﾁ，ﾃｵ・ﾔﾝｾﾝ機構

・教員間合意形成のための勉強会 電気電子分野：太陽光発電

建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野：住宅の形式，耐震方法

（「知見・成果」，「討論と相互理解」等）

【第１年次】

新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，開発科目の目標を達成するた

めに科目の理念を構築するとともに，理念を実現するための具体的な教育方法及び教育

内容の検討を行った。テキストの作成においては，本開発科目が，「科学技術研究入門」

の発展系である性質もあり，全面的な入れ替えを行った部分もあるが，一部は「科学技

術研究入門」のコンテンツを取り入れ，試作版を作成した。また，コミュニケーション
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の場を構築する授業外のイベント等の検討や，校内教員間の合意形成のために校内勉強

会を実施し，教育観の相違が科目の実施を阻害することがないように努めながら進めた。

【第２年次】

新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，試作したテキストにより，試

行的授業を実践した。具体的には，応用化学分野では「液晶」，情報システム分野では「ラ

イントレーサ」，機械システム分野では「電動ウインチ」「テオ・ヤンセン機構」，電気電

子分野では「太陽光発電」，建築デザイン分野では「住宅の形式」「耐震方法」を教材と

した。導入したテーマからのキーワードに凝縮された「知見・成果」を表現し，聴衆に

も実験に参加してもらうことで，直接的に「討論と相互理解」を深める方法，および判

断基準を定量化し，Matrixで「知見・成果」を表現し，聴衆にも科学的思考を求めなが

ら「討論と相互理解」を深める方法などを実践した。

２ 国際交流研究会の２年間の活動の実績

第１年次 第２年次

・NUSﾊｲｽｸｰﾙ(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)生徒派遣 ・ｶｾｻｰﾄ大学附属高校(ﾀｲ)生徒派遣

・他のSSH校実施の国際会議等参加 ・ﾃﾞ･ﾗ･ｻｰﾙ大学附属ｶﾝﾙｰﾊﾞﾝ高校(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)

・１年英語授業に東工大留学生TA参加 協定締結，生徒派遣，生徒受入

・英語によるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの実施 ・他のSSH校実施の国際会議等参加

・研究者による英語で聞く講演会 ・１年英語授業に東工大留学生TA参加

・課題研究英文ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ(応用化学分野) ・英語によるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝの実施

・研究者による英語で聞く講演会

・課題研究英文ｱﾌﾞｽﾄﾗｸﾄ(応用化学分野)

【第１年次】

第２期ＳＳＨ研究開発で協定を結んだタイ王国カセサート大学附属高校との継続実施

が，タイ王国の政情不安により断念せざるを得ない状況となったが，この機会を逆に利

用し，目標でもある国際交流の拡充の取り組みとして，他の国・高校との交流を試みた。

平成１７年度に本校を視察したシンガポール共和国ＮＵＳハイスクールへの生徒派遣が

可能となり，８月に実施した。今後の対応と方向性が課題である。また，他のＳＳＨ校

が実施した国際会議等にも参加した。他の取り組みについては，第１学年英語授業への

東工大留学生の授業参加，英語によるプレゼンテーションの実施，研究者による英語で

聞く講演会など，当初の目的は果たすことができた。

【第２年次】

昨年度実施できなかったタイ王国カセサート大学附属高等学校への派遣研修を８月に

実施した。目標とする「国際交流の拡充」については，フィリピン共和国デ・ラ・サー

ル大学附属カンルーバン高等学校との協定を結び，交換留学を開始した。８月に本校生

徒の派遣研修，１０月に受け入れを行った。また，国際会議等への参加については，９

月に横浜サイエンスフロンティア高校主催の「The Yokohama Science Frontier Forum for

International Research in Science and Technology ysf First 2011」への参加，１１月に立命

館高校主催の「Japan Super Science Fair」に参加して，「課題研究」等の研究成果につい

て，口頭発表とポスター発表を行い研究交流を図った。校内での活動としては，３名の
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東工大留学生が第１学年「英語」授業にTAとして参加し，プレゼンテーションを実施

した。その後，Q&Aセッション形式の授業を行った。英語で聞く講演会として，アメ

リカ人研究者を招き，科学技術についての講演を実施した。「課題研究」における応用化

学分野「英文アブストラクト」作成は，継続して行った。

３ アーカイブズ開発委員会の２年間の活動の実績

第１年次 第２年次

・副読本「数学さきがけ」のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化 ・PDF版副読本「数学さきがけ」実践使用

・ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ教材のあり方の調査ｱﾝｹｰﾄ ・ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ教材のあり方の調査ｱﾝｹｰﾄ

・課題研究要旨のﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ化開始 ・「数理基礎」ﾃｷｽﾄのｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ化開始

・課題研究要旨のｳｪﾌﾞｻｲﾄ公開開始

【第１年次】

本委員会として掲げた目標を踏まえ，実施可能な取り組みとして第２期ＳＳＨ研究開

発で開発した副読本「数学さきがけ」のディジタル教材化を行い，生徒へのアンケート

調査を実施して，ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得た。課題研究の

要旨に関してもディジタル化への取り組みを始めた。

【第２年次】

研究第１年次にディジタル教材化を施して得られたＰＤＦ版の副読本「数学さきがけ」

を，紙媒体のものと併用して実践で用いながら，生徒へのアンケート調査を実施して，

ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得た。また，このノウハウを活かし

ながら，本校独自教材の「数理基礎」のアーカイブズ化への取り組みを開始した。「課題

研究」の成果に関するアーカイブズ化への取り組みとして，「課題研究の要旨」をウェブ

サイトに公開した。

４ 成果普及委員会の２年間の活動の実績

第１年次 第２年次

・ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ等を掲載したﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用 ・ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ等を掲載したﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用

・視察受入（海外６件，国内５件） ・視察受入（海外１件，国内６件）

・研修受入（横浜市数学教員１名） ・研修受入（横浜市数学教員１名）

・生徒交流会等への参加 ・ｺｱSSH校の海外研修への参加協力

・生徒交流会等への参加

【第１年次】

ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用，視察受け入れ，研修受け

入れ，ＳＳＨ東京都指定校合同発表会など生徒交流会等への参加などを通して，成果普

及に努めた。

【第２年次】

ニューズレターなどの記事を掲載したホームページの活用，視察受け入れ，研修受け

入れ，コアＳＳＨ校の海外研修への参加協力，ＳＳＨ東京都指定校合同発表会など生徒

交流会等への参加などを通して，成果普及に努めた。
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Ⅲ 第１年次から第２年次までの２年間の研究の成果

各研究会・委員会における２年間の研究の成果の概要を以下に示す。

（※根拠となるデータ等は「Ｄ 関係資料」のⅦの部分を参照されたい）

１ 科学技術コミュニケーション入門研究会の２年間の研究の成果

第１年次 第２年次

・試行ｺﾝﾃﾝﾂが本格実施取入可能と判明 ・説得は容易か…７割程度が困難さ実感

・説得のｽﾄﾗﾃｼﾞｰ選択の判断力乏しさ推察

【第１年次】

「科学技術コミュニケーション入門」は第２学年での実施を予定しているため，平成

22年度は科目の実施はなく，本格実施に向けた試行を行ったわけであるが，その結果，

平成22年度試行したコンテンツについては，本格実施に取り入れることが可能であるこ

とがわかった。また，平成22年度は各分野によるテキスト作成が大きな課題となったが，

いずれの分野も精力的に作業を進め，年度内に試作版を完成することができた。なお，

テキストの内容については全面的な入れ替えを行った部分もあるが，一部は「科学技術

研究入門」のコンテンツを生かして取り入れた。

【第２年次】

新科目「科学技術コミュニケーション入門」を開発するにあたり掲げた仮説を検証す

る上で，今年度の試行的授業を実践した結果，仮説における前提条件，すなわち，①自

分の考えをまとめ，伝える力を土台として，聴衆を同じ土俵に引き出すこと。②自らの

考えを説得し，積極的に納得してもらえること。を満たすこと自体が決して容易ではな

いということも，あらためて強く認識させられた。「自らの考えを説得し，積極的に納得

してもらう」ことについては，「説得は容易か」を尋ねた質問７の結果からわかるように，

どの分野も７割程度の生徒がその困難さを実感している。このような結果の背景として，

「太陽光発電の設置を説得」及び「自分が販売する薬を選んでもらうための説得」を尋

ねた質問５，６の結果に見られるように，自らの考えを相手に説明し，納得させるため

の方法について，どのような方法（アプローチ）を行えば相手を説得しやすいのかとい

うストラテジーの選択に対する判断力の乏しさが推察される。しかしながら，一方では，

「自らの考えを説得し，積極的に納得してもらう」ことの困難さをまず実体験として感

じることも大切であり，これらの結果を踏まえた上で，次年度以降の指導方法の改善に

つなげることが重要と考えている。

２ 国際交流研究会の２年間の研究の成果

第１年次 第２年次

・英語の勉強の必要性…肯定70％ ・留学生授業で英語を聞き取れたか

・専門学習国際交流に役立つ…肯定70％ ﾌﾟﾚｾﾞﾝ：１学期と２学期で有意差

・英語講演会…理解した73％ Q&A ：１学期と２学期で有意差

【第１年次】

１年生全員対象のシンガポール報告会で実施したアンケートの結果では，「英語の勉強
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の必要性を感じましたか？」と「専門（科学技術）の学習が国際交流に役立つと思いま

すか？」という質問に対する肯定的意識（「非常にそう思う」または「ややそう思う」）

の回答がそれぞれ70％程度となり，後日実施された運営指導委員会においても高い評価

を得た。「英語（外国語）で聞く講演会」では，平成23年2月17日（木）に本校３号館大

講義室において，Gavin H. Whitelaw氏（国際基督教大学准教授）を講師に迎え，本校の

生徒・教職員を対象に英語（外国語）で聞く講演会を開催した。テーマは，“My Konbi

ni- Japan's Crossroad for Science, Technology and Culture Today -”であった。講演会終了

後のアンケートには26名の回答が得られたが，講演内容を理解したかの問いには73％が

「よく理解した」「理解した」と回答し，講演内容に興味が持てたかには73％が「とて

も面白かった」，27％が「面白かった」と回答した。

【第２年次】

校内での活動としては，「東工大留学生を招いた授業」として，３名の東工大留学生が

第１学年「英語」授業にTAとして参加し，プレゼンテーションを実施して，その後，

Q&Aセッション形式の授業を行った。実施した生徒アンケートの結果では，１学期に

比べて２学期の方が「英語を聞き取れた」と回答する生徒が増えており，「１学期プレゼ

ン」の平均値と「２学期プレゼン」の平均値，及び，「１学期Q&A」の平均値と「２学

期Q&A」の平均値のいずれにおいても，有意水準１％で有意差が認められ，授業の有

効性が確認された。

３ アーカイブズ開発委員会の２年間の研究の成果

第１年次 第２年次

・ﾊｲﾊﾟｰﾘﾝｸの有無で使いやすさに有意差 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型PCと他で使いやすさに有意傾向

・課題研究要旨ｳｪﾌﾞｻｲﾄ公開で問合せ有り

【第１年次】

「ｄｖｉ形式の電子媒体からdvipdfmxコマンドを用いて作成された，ハイパーリンク

機能の無い，単純なＰＤＦ形式の電子媒体」（研究開始時に既に作成可能であった，改善

作業前の「事前」のもの）と「hyperrefパッケージを導入し，様々な改善を加えて作成

された，ハイパーリンク機能のある，ＰＤＦ形式の電子媒体」（改善作業後の「事後」の

もの）を実際に生徒に使ってもらい，アンケートによる評価を行った結果，事前・事後

の比較では，「目次から，かなり離れたページへ移動する時」の使いやすさ，「課題の問

題文が表示されている本文中のページから，課題の略解が表示されている巻末のページ

へ移動する時」の使いやすさ，「本文中でページ参照が表示されているページから，その

参照先の本文中のページへ移動する時」の使いやすさ，「索引を利用して，調べたい用語

の記述がある本文中のページへ移動する時」の使いやすさ，のそれぞれについて，いず

れも事前の平均値より事後の平均値が上回り，１％水準で有意差が認められた。

【第２年次】

「アーカイブズ開発」について，研究第１年次にディジタル教材化を施して得られた

電子媒体（ＰＤＦ形式）の副読本「数学さきがけ」を紙媒体のものと併用し，タブレッ

ト型ＰＣ等を利用して，実践での活用を試みるとともに，生徒へのアンケート調査を実

施し，ディジタル化された教材のあり方を検討する資料を得ることができた。「ＰＤＦ版
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の使い勝手」を尋ねた質問項目では，「使いやすさ」に関して，「SSH予算で購入した，

あるメーカーのタブレット型ＰＣ」を用いたグループの平均値と「それ以外のＰＣ」を

用いたグループの平均値の差についての有意確率は0.088で，有意差こそ認められなか

ったものの有意傾向があり，インターフェースの選び方にもある程度は配慮する必要が

あることを示唆する結果となった。「課題研究」の成果に関するアーカイブズ化への取り

組みでは，「課題研究の要旨」のウェブサイトへの公開が，これまでの３分野に加え，機

械システム分野についても拡充できた。これらに関しては，例えば，建築デザイン分野

では昨年度に公開した「課題研究」の紹介ページに提示されている問い合わせ先（分野

のメールアドレス）を通して，「課題研究」の内容について既に数件の問い合わせがあり，

波及効果がうかがえた。これと先行して「要旨」の公開を行っていた応用化学分野の経

験とを併せると，公開された「課題研究」紹介のページには一定の利用者があり，科学

技術についての教育・研究のヒントとなっていることが充分に期待できると考えられ，

また，「成果普及」の一端を担っているものとも言えよう。

Ⅳ 終わりに

平成23年12月24日にＳＳＨ情報交換会が開催された。その中で，ＳＳＨ担当の文部科学

省初等中等教育局教育課程課課長補佐から，従来からの変更点となる来年度の主なＳＳＨ

の重点事項として，（１）「国際性の育成に関するもの」，（２）「研究開発の内容に関するも

の」をとりあげ，それぞれ以下の項目を示した。本校のこれまでのＳＳＨ活動との対比と

あわせて記述したい。

（１）「国際性の育成に関するもの」

①国際性を育てるために必要な外国語によるコミュニケーション能力や国際感覚の育成

②外国人研究者，留学生，外国の学校との交流など国際交流

③国際的な会議や科学技術，理数系コンテストへの参加

④外国語科の教育課程との有機的な関連付けや体制の構築

⑤海外の機関との日常的，継続的，長期的な交流，連携

本校のこれまでの「国際性の育成」に関するＳＳＨ活動を眺めてみると，

①については，

海外研修時における英語による専門的な内容と自己紹介プレゼンテーション，

本校教員による出前授業での生徒間の共同実験

②については，

外国人研究者を招いた英語による講演会，東工大留学生をTAとして活用した授業，

国際交流協定校との相互交換留学

③については，

台日科学教育交流シンポジウム2010，8th Rits Super Science Fair 2010，

Japan Super Science Fair2012，ysfFIRSTへの参加

④については，
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「課題研究」英文アブストラクト作成における専門分野と外国語教科（英語科）と

の連携

⑤については，

タイ王国カセサート高校及びフィリピン共和国カンルーバン高校との国際交流協定

に基づく交流

が該当する。来年度から重点事項として示された５つの項目は，以上からわかるように，

本校が平成17年度指定第２期ＳＳＨから実践してきている取り組みに他ならない。将来の

科学技術者は，「国際的に活躍できる科学技術者」でなければならないという先進的な見地

に立って課題設定を行い，「将来，国際的に活躍できる科学技術系人材の育成」を目指して

取り組んだ本校のＳＳＨ研究開発の成果が，認められたと言っても過言ではないのではな

いかと考えている。

（２）「研究開発の内容に関するもの」

①対象生徒の設定を適切にすること

②入学から卒業までの３年間の活用

③研究テーマの新規性

④ものづくりなどを通じた創造性，行動力の育成

本校のこれまでのＳＳＨ活動における「研究開発の内容」を振り返ると，

①については，

研究開発の実施規模として，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

［第３学年生徒については「第３学年のうちの希望者」とはしているが，例えば，今

年度を例に取ると，第３学年の「数学さきがけ」を受けた生徒(希望者)は２学期に

42人おり，第３学年で推薦入試・ＡＯ入試等により早期に大学進学や就職が決まっ

た生徒に対して行う「３学期さきがけ」の授業では66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，英語「ライティング」の授業で｢課題

研究における英文アブストラクト(要旨)の作成｣を試行した。様々なコンテストや英

語による講演会，他のＳＳＨ校が開催した国際会議等に参加した生徒も多数おり，

さらに平成14～16年度の第１期ＳＳＨ研究開発及び平成17～21年度の第２期ＳＳＨ

研究開発の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。］

②については，

「本校における過去２回のＳＳＨ研究開発を生かした今回のＳＳＨ研究開発の概略図」

に示される「入学から卒業までの３年間の有効活用」

［第１学年から第３学年まで，各学年ごとに，本校が掲げた研究課題や目標に沿った

教育内容（新科目や教育方法の開発，現在では，学校設定科目等として実施）をも

とにした高校３年間に系統立てた科学技術教育システムとして設定し，従来より実

践している。］
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「本校における過去２回のＳＳＨ研究開発を生かした今回のＳＳＨ研究開発の概略図」

理工系大学学部１年

推薦・ＡＯ入試等合格者への３学期の指導
（３年３学期さきがけ）

第３学年
課題研究

さきがけ
(国際交流も可能)

科学技術
先端科学第２学年 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門 科学技術 さきがけ
技術入門

(国際交流も必須)

第１学年 科学技術基礎 数理基礎 人と技術 英語Ⅰ

※ は新科目の研究開発。 過去のＳＳＨで開発した科目等

③については，

新科目「科学技術コミュニケーション入門」の開発

［ものつくりの過程の中で自ら課題を見つけ，主体的に判断・行動し，問題を解決す

る資質や能力を育成するとともに，自ら導き出した成果を，協同学習の中で意見を

すりあわせ意志決定して得られた結論及びその過程をシナリオのような詳細な計画

にまとめ，教育ゲームやＩＣＴを活用した表現発表会等で発信させることによるコ

ミュニケーション力の育成を図る新科目「科学技術コミュニケーション入門」の開

発を行っている。］

④については，

「観察や実験・実習，ものつくり」を中心とする教育課程の骨格

［科学技術高等学校（平成14年度～16年度は，工業高等学校時代）の特色を生かし，

本研究開発を行うための基本となる教育課程は，８年間の２期に渡るＳＳＨ研究開

発で開発した科学技術教育システムを基本とした本校独自の教育課程であり，この

教育課程の骨格は，観察や実験・実習，ものつくりを中心としている。第１学年の

「科学技術基礎」では，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いている。さらに，第１学年の「数理基礎」で

は，理科及び工業教科を理解するために必要な基礎的数学知識を習得させ，数理的

にとらえるセンスを磨き，「人と技術」では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
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つけさせ，第２学年の「先端科学技術入門」では，先端科学技術の研究や成果及び

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。これらに加え，本研究開発では，ものつくりの過程の中で

自ら課題を見つけ，主体的に判断・行動し，問題を解決する資質や能力の育成と問

題解決し得られた成果を，協同学習の中で意見をすりあわせて集団での意志決定を

行い，その結果をシナリオのような詳細な計画にまとめて，聴衆に発信するコミュ

ニケーション力の育成を目指しており，「ものつくり」が基盤となっている。］

特に，上記４つの項目のうち，①，②，④については，平成14年度指定の第１期ＳＳＨ

研究開発から今回の第３期ＳＳＨ研究開発に至るまで，本校において取り組んでいる活動

が「従来からの変更点となる来年度の主なＳＳＨの重点事項」に反映されているものと考

えている。

本校にとって，第３期ＳＳＨの研究第３年次となる来年度（平成24年度）は，益々拍車

のかかる国際化の流れの中で進んでいくことになるだろう。「観察や実験・実習，ものつく

り」を大切にしながら，「科学的に考え，技術的に取り組み，国際的に活躍できる」人材の

育成を目指し，研究活動を推進していきたい。



Ｄ 関係資料

Ⅰ 運営指導委員会の記録

平成２３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２３年度第１回運営指導委員会

（１）日 時：平成２３年１０月２０日（木）午後２時３０分より午後５時まで

（２）場 所：キャンパス・イノベーションセンター７階７０８号室

（３）出席者：

① 運営指導委員

太 田 幸 一 委員 富士通（株）顧問

佐 藤 義 雄 委員 元文部省・教科調査官

清 水 繁 委員 大田区教育委員会・教育長

関 誠 夫 委員 千代田化工建設（株）・相談役

広 瀬 茂 久 委員 東京工業大学・教授

② 本校

校長，副校長，主幹教諭，事務長，ＳＳＨ研究開発委員会幹事

各研究会・委員会幹事，総務，管理グループ長

教務・図書グループ長，総務・管理グループ総務担当主査

総務・管理グループ管理担当主査

（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 各研究開会の取り組み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）科学技術コミュニケーション入門研究会 森安

（イ）国際交流研究会 西澤

（ウ）アーカイブズ開発委員会 坂田

（エ）成果普及委員会 多胡

④ 質疑応答，助言（敬称略）

清水：大田区から紹介したタイの工場見学ができなかったのは残念だ。大田区産業

振興会からいけば見学できるように思うが，見学できるような方策を考えてみ

たい。

山口：大田区産業振興会の担当の方からはOKを頂いたが，現地からの回答として

対応できないとの事だった。

関 ：国際交流先がタイ・フィリピンとなっているのは何か理由があるのか？

校長：東工大の海外オフィスがタイ・フィリッピン・中国にあるという理由が大き

い。



井口：時差があまりなく，距離的に近い国であること。英語に関してお互いに平等

な関係にあった方がいいと考え，はじめは非英語圏の国を選択し，タイを国際

交流先とした。今回のフィリピンは英語に関してはほとんどネイティブなので，

タイを選択した時とは状況が少し違っている。

太田：数学さきがけのテキストの英文化の話があったように思うが，そのあたりは

どうなったか。交流先のフィリッピンの方達に依頼してしまうのもいいのでは

ないか。アブストラクトの英文化と数学さきがけの英文化との関係はあるか。

校長：関係はない。数学さきがけのテキストは非常によいので英文化しておけばフ

ィリピンで使えるのではないかという話が前回会議の中で出たが，英文化には

着手していない。

門馬：アブストラクトの英文化は，大学において様々な専門の英文の教科書を見る

機会が増えるので，それに慣れておく意味あいが大きい。

井口：震災後，世界に目を向けようという流れが大きくなっている感じがする。最

近のＳＳＨ生徒発表会ではポスターやプレゼンも英文化されているものが増え

てきており，今後この流れは強くなっていくと考えられ，英語科として指導を

強化し始めている。

関 ：英語はコミュニケーションツールとして考えていく流れがあるので，高校で

も積極的にこういった方向で取り込んでいく必要がある。

山口：神戸でのＳＳＨ生徒研究発表会でも英語によるポスターが増えてきており，

今後の発表会ではポスター・プレゼンを含め英文化するという提案が文科省・

ＪＳＴ側にはあるようだ。

関 ：慶應大学や国際基督教大学で行われている事例のように，英語ができる人は

英語で話させ，できない人には通訳を介してコミュニケーションをとれる状態

を作り，英語という壁を低くしていくことも必要だ。

清水：大田区と東工大の協定として，先端の科学・技術を義務教育に取り込んだカ

リキュラムやコンテンツの開発を行っている。こういった試みを通じて，理科

好きを増やしていければと考えている。

広瀬：国際交流に関わる学生の人数が少数であるという悩みは大学にもあるが，い

いアイディアはないか。

井口：例えば，ＩＣＴを活用したりメディアを活用することなどによって，より多

くの人数が関わることができる。高校であれば，修学旅行を国際交流の場にす

れば，一度に全ての生徒に体験させられる。

広瀬：大学の留学プログラムを募集すると，特定の同じ学生ばかりが行ってしまう

ということが起きる。大学では割り切って，得意な人が育てばいいと考えてい

るが，高校ではどうか。

井口：今年は例年より多くの応募があった。選考方法を工夫することで，特定の生

徒が複数回選ばれることは避けられた。

山口：国際交流ではホームステイの受け入れの問題がネックとなっている。参加は

したいがホームステイ受け入れは厳しいという家庭が多い。

清水：大田区ではアメリカのマサチューセッツやドイツのブレーメンに２８名の小



中学生を派遣しており，区としてのホームステイ体制が整っている。中学２年

生くらいだと英語の能力を増やすというよりも，派遣の前後に相手国のことを

学び，それを通じて日本を文化を見直すことができてくることが重要だ。また，

英語を発信するためのツールであるととらえられるようになることも大きな成

果だ。

関 ：科学技術コミュニケーションでは「ものつくり」を基本ととらえ，これにこ

だわっているようだが，日本では今は「ことつくり」の流れが大きいので，何

のために勉強しているのかを再考する必要があると思う。

森安：これまでの教育内容も変化させている。「ものつくり」だけではなく，新た

なものを見いだしていくことは必要だと思う。

関 ：韓国のサムスンは，他国の文化・地域性を学ぶことから始まるということを

明確にしている。何のために勉強するのかを変えていく必要がある。かつては，

産業はものをより多く作ればよいとうことであったが，今は，価値観を大切に

ものを作っていかなければならない。物事をよく考えることができることが求

められており，基礎力・価値観をしっかりインプットしなければならず，知識

だけをいくら持たせてもだめだ。自分たちの立ち位置をしっかりと認識し，何

のための勉強なのかを明確にしていくべきだ。

門馬：本校では「ものごとを科学的に考え，技術的に取り組む」ことができるよう

な生徒を育てていこうとしている。また，課題研究に代表されるように，まず

は課題発見ができるようにさせることから始まる。とにかく，教えすぎは駄目

ということを認識している。

校長：まずは基礎力を付けなければ課題発見もないし，問題解決もできない。

関 ：技術系の会社でも，会社において哲学を学んでくれればよいという所がある。

門馬：人と技術という科目を実践しているが，そこでは，文化的・哲学的なものを

忘れてはいけないと伝えている。

清水：教科の壁をとりはらい，問題発見・解決する考え方を取り入れたい。しかし，

義務教育では基礎力もしっかりつけなければならない。これを実現するために

は家庭の教育力が重要で，これがなければ基礎力をつけることはできないし，

問題発見・解決するという考え方の実現も難しい。

広瀬：ニュースレターがweb上にあるのは非常によい。しかし，web上にあるだけ

ではなかなか見てもらえないので，アップしたことをお知らせするメールを関

連のＳＳＨ校等に送ることなどをすれば，非常に大きな効果が得られると思う。

積極的にwebを見ていただけるようにするというスタンスがいいと思う。

多胡：メールの送信方法として，本校の緊急メールは使えないだろうか。

門馬：「ニュースレターをアップしました」程度のメール送信はいいと思う。この

学校に関心を持っている人に送るのは非常に有効だろう。

校長：メールを受けたい人には，学校説明会などのアンケートにアドレスを書いて

もらうようなことをしてもいいかもしれない。

山口：具体的な作業を考えてみる必要がある。コストはかかりそうもないので問題

はないが，アドレスを登録させるとなると，それなりの規約が必要と思う。



佐藤：FACEBOOKを利用してみてはどうか。文部科学省などはやっている。アー

カイブスに関して，作る際にどこか参考にしているところはあるのか？ 例え

ば，イギリスのナショナルアーカイブズは非常に良くできている。

２ 平成２３年度第２回運営指導委員会

（１）（１）日 時：平成２４年３月８日（木）午後２時より午後５時まで

（２）場 所：キャンパス・イノベーションセンター７階７１３号室

（３）出席者：

① 運営指導委員

太 田 幸 一 委員 富士通（株）顧問

佐 藤 義 雄 委員 元文部省・教科調査官

関 誠 夫 委員 千代田化工建設（株）・相談役

広 瀬 茂 久 委員 東京工業大学・教授

② 本校

校長，副校長，ＳＳＨ研究開発委員会幹事，各研究会・委員会幹事，

教務・図書グループ長

（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 各研究開会の取り組み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）科学技術コミュニケーション入門研究会 森安（増田治）

（イ）国際交流研究会 山口

（ウ）アーカイブズ開発委員会 坂田

（エ）成果普及委員会 多胡

④ 質疑応答，助言（敬称略）

佐藤：本校のホームページのヒット件数はどのくらいあるのか？データをとってお

けば成果普及の客観的なデータの一つになる。

山口；ホームページ上にカウンター表示があるので確かめることはできる。

佐藤：成果普及に関してFacebookの利用を勧める。どんな形で役にたっているのか

フィードバックしてもらうのによい方法である。

門馬：ウェブの利用ということであれば，課題研究でアンケート調査をするにあた

ってウェブ上にあるアンケートサイトを利用した。ウェブを使う場合データの

取り扱いに注意をするということで使用する前にいろいろ検討した。

佐藤：CSRというものを考えると，Facebookのようなものを利用することで何らか

の社会貢献にもなる。

校長：ネット上でのアンケート調査などに関して東工大の山下先生（国際開発工学

専攻）に相談してみたい。



広瀬：学生から大学もFacebookの利用を考えないと遅れるようなことを言われてい

る。Facebookに関してしっかり研究する価値はある。

校長：Facebookを利用して同窓会を管理しているようなところもあるので，利用の

仕方を考えれば有効かもしれない。

太田：科学技術コミュニケーションでは，交渉ゲームで説得を試みているが，題材

を作りそれを説明することが目的になってしまうことはないのか。特に聴衆の

側に聞く態度つまり興味がない事項に関し，そのような方向に行ってしまわな

いか。

増田：テーマによってそうなりがちになることが課題である。

太田：同調を求めることができる題材シリーズをそろえることができれば非常によ

い。その時々で変化はするが，多くの人が興味を持っていることをピックアッ

プすることができる。

関 ：物事を考えるとき，特にイノベーションにおいては形態に走ってしまい，何

のためにものを作ろうとするのかを考えることを忘れてしまいがちで，機能の

みを追求してしまう傾向がある。各分野ごとに時代にあった様々なテーマがあ

ってもよいが，なんでこのものが必要なのかを明確にしていかないといけない。

このあたりのことをしっかり意識して展開していってほしい。ＳＳＨプログラ

ムは非常によい。科学技術コミュニケーションでは，現場の実践から出発しる

ことが大事であり，分野ごとに異なるが考えていることは同じで，それによっ

て，何でこれがいるのかを明確にしていくことができる。国際交流に関しては

ホームステイなどの受け入れは大変だろう。本校ではタイ，フィリッピンと交

流を行っているが，実際，キーワードは「アジア」で各企業が様々な形でシン

ガポール，インドネシア，ミャンマーなどで活動している。これらの国々とど

うつきあうのかが大事なところである。特にネットワークを作ろうとすること

が大切で，パートナーリンクをどう一緒に設定していくのかを考えていく必要

がある。アーカイブズに関しては，知の構造化が大事である。そのためにＳＳ

Ｈプログラムの目的にあわせたフレーム作りが必要で，目的や目標を明確にし

て取り組んでほしい。成果普及の普及は大事である。学生に自立性を持たせる

教育を目指してもらいたい。総合工学的に物事を考え，俯瞰的に物事を見るこ

とができる力を備えさせたい。そのためには他の学校や外部としっかり協力し

ていくことが大切である。また，発信することが重要であり，それによって社

会で不足していることを補うことができる可能性がある。

多胡：文部科学省のこのプログラムに対する考え方も変化しており，「国際性」，「」

普及」というキーワードから「国際交流」，「英語による質疑応答」へとステッ

プアップしている。人的なネットワークを作ると言うことでは，立命館高校な

どでは大事に考えており，子供たちのネットワーク作りをしっかりやってくれ

ということをよく発言している。

山口：アジアということでいうと，シンガポールのNUSとの交流を検討してきた。

今年NUS側から数学チャレンジへの招待がきており，参加希望の生徒を募集中

である。しかし，生徒の自己負担があるので現在のところ３名の応募にとどま



っている。今後どうような形でNUSと関わっていくかは検討をしていく。

門馬：タイから始まり，フィリピンで２校目の交流が始まった。３つめに関しては

どのような付き合い方をしていくのか考えていかなければならない中での数学

チャレンジへの参加になる。

関 ：ASEANと日本というような目標みたいなものをたてる必要がある。アジア

をひとくくりにして交流をしていくとよいのではないか。

門馬：アジアも科学技術教育を作っていこうと考えている。その同じ土俵でしっか

りと戦っていく必要がある。

関 ：人材育成なので，企業や社会から金銭的な援助をしていく必要がある。

山口：シンガポールの数学チャレンジの件は，やはり金銭的な面がネックになって

いる。応募している３名は１年生である。

門馬：上級生が一人でもいる方がいいのだが。

広瀬：交流を広げていくと窓口の教員側の負担が増えていってしまうので，大学で

は学生に丸投げの形で実施してもらっている。それによって学生の自主性も学

生間のネットワークも育まれ，教員の負担も減るということにもなる。東工大

の院生を利用した国際交流はどうか。

校長：高校は安全が大学に比較しワンランク上である。未成年である高校生は大学

生とは違い配慮しなければならないことが多い。

多胡：未成年の敷居は高く，例えば講師の教員では生徒の引率はできない。また，

教員の意識の違いにより引率が固定されていく傾向にある。交流を広げていく

ことはJCSOSの安全管理をベースに国際交流を実施しているので人的にも予算

的にも厳しい。

太田：よくここまできている。大変だなというのが感じられる。一つ気になるのが

第１期，第２期ＳＳＨでの成果が血肉になっているのか，それがなく先へ先へ

ということになっていることはないかである。成果普及に関しては，成果とし

て大学進学の情報を明確に外に提示していくこと，よりスーパーなロイヤリテ

ィーの感じられるようなものを育み提示してほしい。特にＳＳＨを高めるだけ

ではなく，全国の工業高校の望みをホームページ上で表現できるとよい。アー

カイブズに関して，タブレットPCの利用とともに順次，教材から先端分野へ

のリンクなどをしっかりと行っていってほしい。自学のためのキーワードを明

確に示すことでもよい。より先に進んだ調査などができるような形にしてほし

い。

門馬：第１期，第２期ＳＳＨの成果については，同様の授業内容のものを引き続き

実施している。

山口：ディジタルテキストからのリンクは徐々に取り入れつつある。

佐藤：ここでやっていることを他の学校が取り入れなければ意味がない。考え方を

しっかりピラミッド型に積み重ねていく必要がある。教育においては，のびし

ろを自分でのばしていくにはどうすればよいのかを身につけさせることが大

事。強い頭をどう作るか。ジャーナリスト的な生き方，目的をもって物事を見

ていくことで，自分で集めた事項で物事を考えられるようになる。理想の科学



技術高校はどんな形なのか，それを示すモデル校となることを意識し，科学技

術を取り入れた教育モデルの提案をしてほしい。専門学校的な取り組みになっ

てしまわぬように，科学技術高校としての柱を明確に設定する必要がある。３

年間の教育において３年生が１，２年生を感化していくよう魅力的な生徒を育

てることを目指してほしい。まとめると，科学技術高校の目標をしっかりとら

え教育計画をたてて進んでほしい。公教育においては全体の底上げができなけ

ればならないことを意識しておかなければならない。

関 ：現在取り組んでいることに対して胸を張ってやっていってほしい。広報活動

においては特に校長先生に頑張ってもらいたい。

広瀬：科学技術コミュニケーションに関して，目標を決めて実施しているのでよい。

双方向を目指すとKJ法的なところがおろそかになるとのことだが，KJ法は基

本的な事なので，まずはこれを利用してから話を展開していくのがよい。国際

交流に関しては，教員間の意識の高低はやむを得ない。交流においては，早い

時期に生徒が接する機会を与えられるほうがよい。英語は聞けることがまずは

重要で，聞き取ることのできる能力を育てていくことが第一である。説得とい

うものは，最後は人間性の勝負なのでそこが大事だということを伝えてほしい。

アーカイブズに関してはこのまま進めていけばよいと思う。成果普及に関して

は「数学さきがけ」の電子テキスト利用が千葉大学の経済学部の方で試行され

ていうとのことだが，基礎的な統計などの内容は文系大学だけでなく看護学校

などでも重要になってきているので非常に有効だ。

Ⅱ 連絡協議会等の記録

１ 平成２３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２３年１２月２４日（土）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・成田・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，独立行政法人科学技術振興機構主催

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。

全体会での，文部科学省によるスーバーサイエンスハイスクール応募・実

施上の留意点における「来年度における従来からの変更点」について説明が

なされ，新たに１１項目が取り入れられることになった。そのうち，

「国際性の育成に関するもの」として

・国際性を育てるために必要な外国語によるコミュニケーション能力や国

際感覚の育成

・外国人研究者，留学生，外国の学校との交流など国際交流

・国際的な会議や科学技術，理数系コンテストへの参加

・外国語科の教育課程との有機的な関連付け



・海外や機関との日常的，継続的，長期的な交流，連携

の５項目，また，「研究開発課題の内容に関するもの」として

・ものづくりなどを通じた創造性，行動力の育成

については，本校のＳＳＨ研究開発で取り組んできた項目でもあり，本校の

研究成果が反映されたものとして理解している。

（５）備 考：分科会において，校長分科会【学校経営とＳＳＨ〜代表校報告及びパネル

ディスカッション〜】，第１分科会【教育課程①〜新たな教育課程の編成の

工夫について(新学習指導要領への対応)〜】，第８分科会【文系志望者の探

求的活動〜課題研究等の指導や授業の改善について〜】に参加した。

Ⅲ ＳＳＨ関連の出張の記録

平成２３年度におけるＳＳＨ関連の出張について記載する。（フィリピン共和国及びタ

イ王国への海外研修生徒引率については，実施報告書本文の「国際交流研究会の活動報告」

を参照されたい）

１ 秋田方面ＳＳＨ指定校視察

（１）日 程：平成２３年６月３０日（木）～７月２日（土）

（２）出張者：門田和雄

（３）場 所：秋田県立横手青陵学院中学校・高等学校，秋田大学

（４）内 容：平成１６年度に県立横手工業高校から，県立横手青陵学院中学校・高等学

校として，中高一貫で技術教育を行う公立学校として設立された。平成２２

年４月からＳＳＨの指定を受けており，教頭先生，ＳＳＨ主任の先生の対応

により，ＳＳＨの取り組みに関する情報交換を行った。中学校２クラス，高

等学校５クラス（普通科３，総合技術科２）で，高等学校普通科は２年次か

ら国際人文コースと数理コース，総合技術科はシステム工学類（機械・ロボ

ット系），情報工学類（電気・電子・情報系），環境工学類（建 築・土木系）

に分かれる。博士教員を積極的採用し，台湾との国際交流も実施している。

クラブ活動も盛んで，陸上部と無線部は全国レベルということであった。

秋田大学では，学校教育課程技術教育専攻の本多満正准教授を訪問し，現

在，新科目として開発中の「科学技術コミュニケーション入門」の実施にあ

たり，氏の専門である「技術についての評価力」の育成をめざす教材・カリ

キュラム・教育条件の観点から，指導助言をいただいた。

２ 第３３回ＪＣＳＯＳ危機管理セミナーへの参加

（１）日 程：平成２３年５月１７日（金）１３：３０～１７：００

（２）出張者：井口，近藤

（３）場 所：國學院大學（院友会館）

（４）内 容：「海外派遣留学・研修における危機管理を考える」

① 「大学の防災対策から被災者の心のケアまで―災害対策を考えよう」

② 「大学は地震発生からどう対応したか―クライストチャーチ地震を事例として」



（５）本校の活動への影響

本校にとってすぐに活用したい事項や提携校との契約書の重要性や何かあったとき

の交渉術（文書の書き方）など，興味深い内容であった。事故の際，「海外で助けを

求めるとき何番へ電話したらよいかわかりますか？」という質問には，答えられない

参加者が多かった。さらに英語で，状況や住所を伝えられるのか，これは，救急車の

手配ができるように，実演練習してもおくしかないと思った。学校の体制としても日

ごろから危機管理対策を模擬訓練し，動けるようにしておくことが，いざというとき

に役に立つとのことであった。

Ⅳ 報道機関等による取材・報道の記録

１ ダイヤモンド社による取材の記録

（１）取材日：平成２３年６月６日

（２）場 所：本校

（３）対応者：門馬副校長

（４）内 容：工業高校から科学技術高校への改組の足がかりとなったスーパーサイエン

スハイスクールの取り組みと，それに伴う進学実績の向上について。



Ⅴ 平成２３年度教育課程表
平成２２，２３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 デ ィ ン グ ２ ２ ２

語
ラ イ テ ィ ン グ 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*（特例対象） 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
科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門 * ２ ２

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

表中の＊は，学校設定科目を示し，太斜字は新科目を示す（以降の表も同じ）



前ページの表で「※」部分の詳細は，下の表のようになる。

材料科学・環境科学・バイオ技術分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
工 業 物 理 化 学 １ ２ ３
有 機 工 業 化 学 ２ ２ ４
地 球 環 境 化 学 ２ ２ 0,2,4
工 業 技 術 英 語 １
生 物 工 学 ２

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

情報・コンピュータサイエンス分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
ハードウェア技術 ３ １ ４ １
ソフトウェア技術 ２ ２ ２
プログラミング技術 ２ １ ３ 0,2,4

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

システムデザイン・ロボット分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
実 習 ３ ３ ２
製 図 ２ ２
機 械 設 計 ２ ２ 0,2,4
機 械 工 作 ２ ２
自 動 車 工 学 １

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

エレクトロニクス・エネルギー・通信分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
電 気 基 礎 ４ ２ ６
電 子 技 術 １ １
実 習 ２ ２ 0,2,4
電 子 計 測 制 御 ２
電 気 機 器 １

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

立体造形・ディジタルデザイン分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
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

類型選択（６単位）の４コース

教科 専 数 理 科 国 地理 英
コース 門 学 物理 化学 語 歴史 語
専門系 ａ ３ ３
理科系 ｂ ３ ３
理科系 ｃ ３ ３
文科系 ｄ ２ ２ ２



平成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 デ ィ ン グ ２ ２ ２

語
ラ イ テ ィ ン グ 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

業 先端科学技術入門* １ １
課 題 研 究 ４ ４
各 分 野 科 目 ※ ５ ４ ９ 3,0 0,2,4
小 計 ８ １０ ８ ２６ 3,0 0,2,4

ホームルーム活動 １ １ １ ３
合 計 ３２ ３２ ２２ ８６ ６ 0,2,4
卒業時単位数 ９２，９４，９６



前ページの表で「※」部分の詳細は，下の表のようになる。

材料科学・環境科学・バイオ技術分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
工 業 物 理 化 学 １ ２ ３
有 機 工 業 化 学 ２ ２ ４
地 球 環 境 化 学 ２ ２ 0,2,4
工 業 技 術 英 語 １
生 物 工 学 ２

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

情報・コンピュータサイエンス分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
ハードウェア技術 ３ １ ４ １
ソフトウェア技術 ２ ２ ２
プログラミング技術 ２ １ ３ 0,2,4

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

システムデザイン・ロボット分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
実 習 ３ ３ ２
製 図 ２ ２
機 械 設 計 ２ ２ 0,2,4
機 械 工 作 ２ ２
自 動 車 工 学 １

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

エレクトロニクス・エネルギー・通信分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
電 気 基 礎 ４ ２ ６
電 子 技 術 １ １
実 習 ２ ２ 0,2,4
電 子 計 測 制 御 ２
電 気 機 器 １

合 計 ５ ４ ９ 0,3 0,2,4

立体造形・ディジタルデザイン分野の科目

必 修 選 択
科 目

１年 ２年 ３年 小計 類型 自由
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

類型選択（６単位）の４コース

教科 専 数 理 科 国 地理 英
コース 門 学 物理 化学 語 歴史 語
専門系 ａ ３ ３
理科系 ｂ ３ ３
理科系 ｃ ３ ３
文科系 ｄ ２ ２ ２



平成２３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23 平成22 平成21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 デ ィ ン グ ２ ２

語
ラ イ テ ィ ン グ 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
科学技術コミュニケーション入門 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，3ページ前，または，1ページ前の表を参照。



Ⅵ 国際交流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等学校での出前授業で使用したスライド





２ タイ派遣生徒の報告書

（１）第２学年 A 君

五日間に及ぶタイへのホームステイのプログラムの一環として，私達はカセサート大学，NSTDA，及びそ

の他多くの研究施設の見学をしました。今回，僕は調査のおおまかな目的を，「タイと日本との違いを知る」

ということにしました。そこで，日本とタイにある実験室とを比較することにしました。日本とタイとの違い

に関して視点をより科学的な実験室に置くことで日本とタイとの違いを見つけることにしました。

ー NSTDA の研究施設についてー

NSTDA とは国の科学技術省の機関に属する研究施設で，施設の中には東京工業大学のオフィスもありました。

東京工業大学の北原孝特任教授に NSTDA を案内していただきました。NSTDA には全部で五種類の施設があ

ります。施設にはバイオテクノロジーの研究をしている BIOTEC，エレクトロニクスとコンピューター技術の

開発をしている NECTEC，テクノロジー材料の研究開発をする MTEC，ナノテクノロジー技術の開発をする

NTEC，そしてこれらの研究施設及びその研究者達を支援する TMC がありました。今回僕たちは NECTEC と

MTEC を見学しました。

調査として NSTDA と東京工業大学の大岡山キャンパスとを比較することにしました。大きな違いは，「東

京工業大学では分野の類ごとに施設が離れて建っている。大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスは離れた

ところにあるのに対して，NSTDA は四つの研究分野ごとにそれぞれ施設が与えられ，かつそれらが一つの場

所に集中して建っている。」ということが分かりました。NSTDA も東京工業大学も都心からそう遠くない所に

あるのに，所有する敷地に大きな違いがあります。 この違いは NSTDA はもともとジャングルだったところ

を切り開いて建てられたので必然的に敷地は広くなったとのことでした。ちなみに施設間の移動にはバスを使

いました。また，NSTDA では新たな研究施設が建設中でした。研究施設内部の様子は，東京工業大学よりも

広くそれぞれの分野ごとの施設の入り口には受付がありどちらかというと研究所と言うより会社のような感じ

でした。MTEC の実験室には日本製の立体スキャナーがあり，話によると日本からわざわざ取り寄せたそうで

す。タイにおいても日本の製品に対する信頼は高いようでした。

―カセサート大学の実験室の様子―

今回，僕たちがお世話になったカセサート大学は大学と言っても，全部で 12 学年もの生徒を受け持つ大変

生徒数の多い学校でした。僕の通っている東京工業大学附属高校の実験室とカセサート大学の実験室を比較す

ることにしました。実際カセサート大学の実験室には東京工業大学附属高校にあるような実験設備アスピレー

ター，廃液バケツ，精製水が備わっていない，実験室には生物実験室もあった。がありました。やはり生徒数

が多くその年代層も広い学校なので実験室の目的としては，東京工業大学附属高校のように化学を教えるとい

うより，より幅の広い理科を教えることのようでした。

For this five days homestay program in Thailand, I examined “Difference in Laboratories between Thai Land
and Japan.” I’ll write about “NSTDA” and “Kasetsart University” laboratories. -NSTDA’s Laboratory-

We went to a “NSTDA” as part of the program. The “NSTDA” is a national research facility belonging to
the Ministry of Science and Technology. This time, I compared NSTDA’s laboratory to Tokyo Institute of
Technology’s campus in “Oookayama”. I thought that NSTDA has two characteristics that spacious grounds and
research facilities in many areas.

The NSTDA certainly was very large. But Tokyo tech’s grounds are smaller than NSTDA’s grounds. The
reason is that NSTDA's research facility was built after opened up the jungle. Inevitably, it occupies an area wider
than the Japanese college campus’ grounds. In fact, we used the bus to move the around of the NSTDA’s grounds.

There were five research facilities in all NSTDA’s grounds. NSTDA has five types of field research facilities.
Their names: BIOTEC, MTEC, NECTEC, NTEC and TMC. BIOTEC is biotech, MTEC is a material development,
NECTEC is the development of computer technology, and NTEC is a nanotechnology research facility. TMC is the
facility was designed to assist researchers and research. Tokyo Institute of Technology might have separate areas for
each campus. But NSTDA was concentrated in many areas of research facilities in the spacious grounds. In addition,
a new research facility was being built in the NSTDA’s grounds. By the way, we visited the MTEC and NECTEC.

I also compared the Kasetsart’s laboratory to that of our high school .Tokyo Tech High School of Science In
Kasetsart’s laboratory was simpler than that of our high school. In addition, Kasetsart University had a biological
laboratory, too. But our school does not have any biological laboratory. The Kasetsart school has twelve grades
students. So grade layer needs more math and science subjects. Also Kaetsart has to be simple and to respond to wide
range of grades laboratory equipments. As the image of this the laboratory would be ideal for the middle school
science laboratory.



（２）第２学年 B 君

私はタイ，バンコクへの海外研修の課題として現地（バンコク）の鉄道の調査をすることとした。理由は

私が鉄道好きだからだ。この研修は“科学技術”の研修であるので，それに関連して自分が得意な分野ならば

細かいところまでいろいろな発見ができるのではないかと思ったためである。

鉄道について詳しく述べる前に，交通に関連したタイの文化・習慣などを分かった範囲で述べる。タイの交

通は左側通行で日本と同じである。車社会で，日本車が多くのシェアを占めていた。主要道路が片側 3 ～ 7 車

線と日本より広い道もあるが，どれも慢性的な渋滞に悩まされている。私が見た限りでは車線変更時はウイン

カーを出していない車がほとんどで割り込みもあったが，クラクションの音は聞こえずそれが日常的光景のよ

うだ。タイは微笑みの国というが，車はあまり微笑まないのだなと思った。渋滞緩和のために鉄道が建設され

ているが，まだその効果はあまり見られない。日本のような鉄道文化はなく，いわゆる“鉄道ファン”も見つ

けることができなかった。

次に本題の鉄道について述べる。バンコクには鉄道が 7 路線乗り入れている。内訳は，タイ国鉄:4 路線・BTS
(高架鉄道):2 路線・MRT(地下鉄):1 路線 となっている。

タイ国鉄

国鉄は残念ながら乗車機会がなく，間近で観察・調査することもできなかった。

BTS (: Bangkok Transit System)

バンコクスカイトレインという。高架鉄道なので開放感があり，清掃も行き届いていた。自動改札機があり，

日本で数年前まで出回っていたパスネットのような切符，非接触型 IC カードも対応していた。一部路線は延

長工事中である。

MRT
2004 年に開業した初めての地下鉄で，ホームゲートが設置されている。将来 BTS との直通が考えられてい

るためか車両は外見，内装ともに BTS 近似していた。

BTS に乗車したのは丁度会社員の帰宅時間に該当したが，日本のような酷いラッシュはなかった。表 1 に，BTS
と MRT の設備情報をまとめる。

表１ BTS,MRTの基本データ

項目 方式 その他

軌間 1432mm 標準軌

電圧 直流750V

給電方式 第三軌条方式

信号方式 車内信号方式 運転台，地上に閉塞信号がないことから

車体 天地寸法が低い 形式多数。車内から前方は見えない

両数 4両

ドア 4ドア 外吊り式，空気式ドアエンジン

座席 扉間7人掛け プラスチック製で1人1人の座席が分かれている

ここで特筆すべきが 2 つある。1 つ目は，幌がプラスチック製で全面がおおわれていたこと。2 つ目は天井

付近のつかみ棒が湾曲していたことだ。前者は転落防止，バリアフリーの観点から優れている。日本でいう新

幹線の連結部と同じような構造だ。後者は扉付近の人が棒をつかみやすいようになされた工夫である。日本の

車両にはこれらの工夫はないのではないだろうか。ラッシュ時に顕著に表れるが，扉の開口部付近の人はつか

むものがほとんど何もない。かろうじて LCD の下端をつかめるかどうかぐらいだ。私はこのつかみ棒を見て

「日本にもあればいいのに」と思った。

MRT の建設にあたって日本の資金協力があり，また日本企業も建設に携わった。鉄道大国日本が世界に協

力，発信，するのは素晴らしいことだと思う。それだけではなく，外国からも学ぶこともあるのではないかと

感じた。

Railway is very important for our living. And since I like train, I had chosen this subject. I thought I could
discover the difference between Thai’s train and Japanese. Especially, I was going to investigate the Public lines in
Bangkok. Before I explain Thai’s train, we should know Thai’s culture of traffic. Thai has a “Left-hand-traffic”
and many people use car than trains, which are produced by Japanese company. Though their roads have more than



7 lanes, people have a lot of traffic jams everyday like Japanese has Kisei rush or GW. In order to avoid traffic jams,
Railway had started to be under construction. But, they have yet to achieve their goal fully. I couldn’t find “

Railway fan” in Kasetsart high school, so it was not easy to know much about local trains.
Bangkok has 7 train lines: 4 National lines, 2 BTS (: Bangkok Transit System) lines and the MRT (: Subway).

This time I couldn’t take National Railway. The BTS is an overhead train. And there are the Automatic gates like
Japanese in the station. A part of the BTS is under construction right now. The MRT has a home-gate. Its body is
like BTS because they are to be connected each other. I took BTS when the commuter came back, but they were not
so crowded.

Table 1 Data of BTS and MRT

Gauge 1432mm Ordinary gauge

Electric supply Conductor rail systems

Voltage DC 750V

Signal Cab signal Judging from Cab

Body Not tall Many types, Not visibility

Cars 4

Door 4 Hung on of body, Moved by air

Seat 7 (between door to door) Separated, Made of Plastic

I found two remarkable points. First, the hood between carriages was made by plastic and surrounds the entire
inside so as not to fall and to move wheelchair. Second, the pole hung on ceiling is curved around doors in order to
help people near doors hold it. I admired it“How convenient it is!” In japan there are no form like that so Japanese
trains should adopt them. I found a plate of Money management from Japan at MRT station. As it was to be
constructed, Japanese company took part in this project. I consider it is grate to cooperate and to teach, but there is
certainly what Japanese should be taught.

（３）第２学年 C 君

今回の短期留学で自分はタイの家電について，調査を行った。

1-タイへの日本企業(家電メーカー)の進出率はどれくらいか

2-各家庭のテレビ，エアコン，冷蔵庫はどこの国のメーカーのものか

[タイへの日本企業の進出率はどれくらいか]

日本はタイからすると最大の貿易国である，それに伴い日本企業は数多くタイに進出している。自分は現地

で空港から学校に向かう途中の高速道路に多くの日本企業の看板を確認することができた。自分が高速道路の

途中で観察できた企業の看板は１１枚であった，そのうち日本企業の看板が８枚も占めていた。高速道路を走

っている車は八割以上が日本車だった，また日本車を少し改造してあるものも確認することができた。改造車

は主に荷台を大きくしていたので，商業用のためだと考えることができる。

後日インターネットを用いてタイと日本企業の関係について調べた結果，２００７年に日タイ経済連携協定

が結ばれており，２００８年時点で１３００社もの日本企業がタイに進出している。この協定によって今もな

おタイへの日本企業の進出がふえているだろう。

日本企業が海外に進出しているのはタイだけではない，よって日本企業はこれからさらなるグローバル化をし

ていくと考えられる。

自分は実際にタイに行き，現地の家電事情を知り，最初は驚いた。タイは日本から飛行機で六時間もかかる

場所にある。だが自分の周りの環境に多くの日本企業の家電があるという環境はとても不思議だった。またそ

れと同時に日本企業の製品は信用されており，性能がいいのだということを再確認することができた。自分が

また留学する機会があったら，同じようにタイ以外の国でもこの調査をしてみたい。

[各家庭のテレビ，エアコン，冷蔵庫のメーカーについて]

自分は現地の友人達に家の家電のメーカーを聞いた。下の票は調査のまとめである。

TV エアコン 冷蔵庫

A SONY Mitsubishi Mitsubishi
B Panasonic Mitsubishi TOSHIBA
C Samsung DAIKIN SANYO



D Panasonic Mitsubishi Mitsubishi
E Samsung DAIKIN Electrolux
F SHARP SHARP Mitsubishi
G LG Panasonic Mitsubishi
H LG Mitsubishi Mitsubishi
I LG Mitsubishi SANYO
㌫ 44% 100% 88.90%

自分は計九世帯の家庭を調査することができた。この調査からわかるように，エアコンにいたっては九世

帯全部が日本企業の物を使用しており，独占状態である。テレビは韓国企業の Samsung や LG もあったため，

日本企業の占有率は高くはない値を示した。冷蔵庫は日本企業だけでも三社あり，北欧企業の Electrolux を

入れて合計四社である。この企業以外は日本企業なので，日本企業の占有率は高い値を示した。また，九世

帯中日本企業が三つの項目をすべて占めている人数は五世帯であった。この値からも日本企業が高い占有率

を示していることがわかる。

この表からわかるようにやはり企業により製品にばらつきがあることがわかる。また，日本では有名でもこの

表には出ていない企業もある。このひとつからでも，その企業の特色を読むことができる。自分は最初これだ

け小規模な調査では得られるものは少ないだろうと考えていたが，実際調査してみると予想以上に発見も多い

ことに気が付いた。自分は今回の調査により，小さな調査でも大きな情報に示すことがあるという事を知るこ

とができた。そして，この日本企業の進出率をもっと知りたく思った，だからまた別の国に留学する機会があ

ったら同じ調査をしようと思った。

This short exchange program in Thai Land, I look into “Difference in consumer electronics
between Thai Land and Japan.” Mainly I write two topics.
First topic, how are advance of Japan consumer electronics in Thai Land?

Japan is the biggest country in trade. So many Japan companies advances into Thai Land. I
saw a lot of signboard when I went to school by bus on the way. I saw elven signboards in
superhighway. The eight Japanese company signboards occupied. And there were a lot of
Japanese car. Then I saw some remodeling car in superhighway. The remodeling car has a big
carrier, so I think the car is used as commercial vehicle.
Later I look into relation between Thai Land and Japan by Internet. I could find that Japan
concludes an agreement of economic. There were 1300 Japan companies are in Thai Land in 2008.
By this agreement Japan become advancing into Thai Land more. Japan is not only Thai Land

advance, so Japan becomes more globalization. Actually I was surprised and wondered to go to
Thai Land, because Japan lies in far from Thai Land, but Thai Land’s consumer electronics brand
is Japan. I can know Japanese consumer electronics is believed by Thai, and Japanese consumer
electronics’ efficiency is good. If I have a chance to study abroad other country, I want t look
into same investigation.

Second topic, each family’s TV, air-conditioner and refrigerator’s brand.
I asked nine families what brand are your TV, air-conditioner and refrigerator? This chart is the
result of investigation.

TV Air-conditioner Refrigerator
A SONY Mitsubishi Mitsubishi
B Panasonic Mitsubishi TOSHIBA
C Samsung DAIKIN SANYO
D Panasonic Mitsubishi Mitsubishi
E Samsung DAIKIN Electrolux
F SHARP SHARP Mitsubishi
J LG Panasonic Mitsubishi
H LG Mitsubishi Mitsubishi
I LG Mitsubishi SANYO
Japan Occupation{％} 44 100 88.9



I could look into nine families. In TV investigation, Japan gets 44% occupation. In
Air-conditioner investigation, Japan gets 100% occupation. In Refrigerator investigation, Japan
gets 88.9% occupation. We can find that Japan advances a lot of consumer electronics in Thai
Land from this chart. And we can notice that Japan famous company doesn’t always advance in
Thai Land. We can know peculiarity of each company. I don’t think we can find a variety of
information from such a small investigation at first. I want to know more occupation of Japan in
consumer electronics field, so if I have a chance, I will look into the same investigation.

（４） 第２学年 D さん

私は電気電子分野に所属しているため，タイでの海外研修では，街の電気の使用状況に注目しました。

タイの交通手段のだいたいが車と聞いたので，行く前は，街には信号機がたくさんあるのではないかと思っ

ていました。しかし，信号機の数は予想よりずっと少なかったです。また，渋滞を避けるように道路が作られ

ているので，十字路の道路自体が少なかったように思います。そのため，信号機も日本と比べると少なかった

です。この様子を見て，信号で使う電気の使用量は少ないと思いました。しかし，道路の脇にあった電灯や街

の大きい広告の看板を照らす明かりの数がとても多いことに気がつきました。もし宇宙から夜のタイの街を見

たら，たくさんの明かりや車のヘッドライトでとても明るく輝いているだろうと思いました。信号は少ないの

ですが，電灯の多さや看板の明るさを見ると，街での電気の使用量は相当なものに思えました。

その他には，街のショッピングモールの冷房がとても効いていることに驚きました。ショッピングモール内

の消費電力はものすごく大きいように思いました。これは，ショッピングモールだけでなく，家庭でも同じこ

とが言えるような気がします。タイは 1 年中とても暑いので，人々は涼しさを求め，冷房をよく効かします。

しかし，私が海外研修の派遣生として行った学校の教室には冷房機がありませんでした。なぜなら，学校の造

りが風通しのよい構造になっているからです。この構造のおかげで，たとえ冷房をつけなくても涼しく，快適

にいられました。冷房をよく効かすことは地球温暖化の進行をより早くしてしまうことにもなり，良いことで

はありません。とにかく，タイの街の電気消費量は高いのではないかと思いました。

また，もう一つ問題に気付きました。それは道路の脇にある電線の配置位置が日本と比べて低いことです。

それは大人の頭が届いてしまうくらいで，とても危険に感じました。高い交流電圧を家庭へ送るために昇降さ

せる変圧器のトランスが，放電しているかのようにビリビリと音をたてていました。これもまた低い位置に配

置されていて，とても危なそうでした。また，電線はみな道路の脇にありました。日本では，電線が見当たら

ない場所があります。それは，電線が地中に埋められているからです。この方が安全だと思います。タイでの

雨季はとても激しい雨が降ります。もし電線が切れて濡れたら，人々に危害を与える可能性があります。もし

可能であれば，電線を地中に埋めた方がいいと思いました。

節電をしたり，快適に暮らすために，タイの人たちと一緒に電気について考えてみたいです。

I belong to the Electrical and Electronic Engineering course in my school. So I paid attention to the use of the
electricity in the city of Thailand. I thought there would be a lot of traffic signals in the city of Thailand because
people use cars as a means of transportation. But there were fewer traffic signals than Japan. So I thought electricity
consumption on traffic signals in the city of Thailand was very low. However, there were a lot of lights in the city.
They were on the side of the roads and the top of the billboards. In Japan, we are saving electricity. So our cities and
shops are not bright now. In compared with the present situation of our city, their city is very bright. They seem to use
a lot of electricity in the city of Thailand.

I was also surprised at the temperature of the shopping malls. The temperature was very low, so I even felt cold
there. A lot of electric power seemed to be used. It was not only in the shopping malls but also in their houses. It is
very hot in Thailand all the year around, so they want to stay in the cool rooms. They set the air-conditionings at very
low temperature. But the school’s classroom where I studied didn’t have any air-conditioning because the structure of
the school was well ventilated. I thought this kind of idea is very important to save electricity. It is also very bad for
global warming to use air-conditionings. Anyway, I thought that the consumption of electricity in Thailand was high.

I noticed one more problem. I also worried about electric wires of the city. The wires on side of the roads were
lower than Japanese. Adult’s head seems to reach them. It seems to be dangerous. And what was even worse, one
transformer that raise and lower alternating current by electromagnetic induction sounded like electric discharge. This
device was also at low position. All electric wires were on side of the roads. In Japan, we don’t have the electric
wires in many places because they are in the ground. This way is safety. They have a lot of rain in rainy season in
Thailand. So, if possible, they have them in the ground.



To save electricity and live safely, I want to think about the electricity with people in Thailand.

（５） 第２学年 E さん

私は建築科に所属しているということもあり，タイの建築にとても興味がありました。海外に行くのはこれ

が初めてだったため，日本とは違う建築を自分自身の目で見るのも初めてのことでした。私は今回の研修で，

タイの建築について調べることにし，タイの気候と建築の関係に重点をおくことにしました。

タイは一年のほとんどが暑く，さらに，雨季になると湿気が多く蒸し暑いです。この気候は，日本の夏の気

候に似ています。では，その暑さをしのぐために，タイの建築にはどのような意匠が凝らされているのか，と

いうことが気になり，調べました。

私たちはカセサート大学附属高に御世話になりましたが，この学校に訪れたとき，日本では見られないよう

な特徴を見つけました。その特徴は，校舎の廊下にはほとんど壁がない，というものです。必要最低限の壁や

柱以外には壁がないため，とても開放的な造りをしており，屋内に居るのに屋外に居るような感覚にさせます。

建物を壁で囲わないことで，風が屋内に入り易く，容易に熱気や湿気を逃がすことが出来ます。 さらに，壁

のない廊下が面した広い中庭には多くの高木が植えられていました。高木は直射日光を遮り，廊下に適度な影

を作るため，これらが廊下の壁の役割をしているのだと思います。こういったデザインが，室内を涼しくさせ，

学びの場を快適にしているのだと解りました。この学校が持つ涼を取り入れるデザインの特徴は，学校という

用途や気候などが建物のかたちに作用して出来たものだと思います。もちろん，ほとんど壁がないという特徴

が，タイ建築すべてにあるとは限りませんが，日本では見られないために，タイ建築のうちのひとつとして，

とても興味深いものでした。

勿論，日本は四季を持つため，こういった暑さをしのぐデザインを日本の建築に活かすことは難しいです。

これは，タイの気候に合わせたデザインで，日本の気候には合わず，夏以外を過ごすには適さない造りです。

高木を植えるというのも，土地の狭さや気候の変化がそれを難しくさせてしまい，なかなか上手くいかないと

思います。日本には日本の気候があり，タイにはタイの気候がある。それと同じくして，日本建築は日本独自

の特徴を持ち，タイ建築もタイ独自の特徴を持っています。それぞれの場所がそれぞれその土地の特徴を持ち，

それぞれの建築がそれぞれの特徴を持つ，ということを自分の目で見て実感することが出来ました。この理解

は今後の建築の学習に大いに役立つと思います。

土地の気候や建物の用途は，建築のかたちを大きく変えていきます。それが建築の面白さであると，私は思い

ます。それに合ったものを造る，ということは，当然のようでとても重要なことです。これを念頭に置き，今

後の建築の学習に役立てていきたいです。

I had a good experience in Thailand. It was my first time to study abroad, so everything was exciting. Then,
since I belong to the Architectural Design course, I was especially interested in Thai Architecture. Therefore I decided
to study about Thai Architecture.

I focused on the relation between Thai Architectural designs and climate. Thailand is hot throughout the year
and it is so humid in the rainy season. So the climate of Thailand is similar to that of Japanese summer. Then I
wanted to know whether Thai Architecture had something to live comfortable without suffering from the heat.

I went to Kasetsart University Laboratory School on this study, and that was when I found the character of
Architectural design of KU’s school building. The character cannot found in Japanese ones. The character was that
school buildings didn’t have many walls in the passages. It made the inside of the school building airy and cool. In
fact, when I was walking along a passage, it was not so hot. Removing the unnecessary walls gives us comfort. And
furthermore, there were many tall trees in the courtyard. I thought that those worked as walls blocking the direct rays
of the sun instead of the removed passages’ walls. The tall trees also made moderate shadows on the ground and the
passages. And it made us cool. I could understand that this character of Architectural designs kept inside cool. I
think this is the Design of KU not to suffer from the heat and makes school comfortable.

It was surprising and very interesting for me to find such a characteristic of the Thai buildings and houses. Of
course, it is difficult to introduce character of Thai Architecture into Japanese one. Because Japan is only hot during
summer, and in other three seasons it is not hot. Thai structures are not fit for the climate of Japan. So, each country
has its own character and each structure has its own character. It makes Architecture interesting and I want to have
more knowledge of Architecture.
It was my great experience to see foreign Architecture with my own eyes. For the Architecture study, I want to make
use of the experience and study in Thailand.



３ フィリピン派遣生徒の報告書

（１）第２学年 A さん
フィリピンの雨水，フィリピンの水道水を持ち帰り，日本の水道水と合計3種類のパックテストを行いまし

た。調査結果は以下のとおりです。

水＼調べた内容 フィリピンの水道水 日本の水道水 フィリピンの雨水 日本での基準＊２

リン酸 0.4 0 0.8 なし

亜硝酸 0.03 0 0 なし

亜鉛 1.5 1 0.8 1.0以下

COD ＊３ 20 25 45 なし

鉄 0 0 0.1 0.3以下

マグネシウム 1.5 1 2 なし(硬度は100以下)

銅 0 0 0 1.0以下

導電率 ＊１ 488 321 222 なし

ｐｈ 7.35(25.1℃) 7.69(29.8℃) 6.81(25.0℃) 5.以上88.6以下

＊１ 単位は導電率(μS/cm)とPH以外は，mg/L(ppm)です。

＊２ 日本の基準というのは「水道基準に関する条例」のことで厚生労働省が水道法第４条第２項の規定に基

づいたものを指します。

＊３ CODとは化学的酸素要求量のことで，酸素消費量とも呼ばれる。水の中に含まれる有機物をおおまかに

数値化したものですが，きれいな水でもCODがゼロでないこともあります。また酸化剤の反応しない無

機物や，少量でも人間に有毒なものを調べることはできないため，日本の基準にはなっていません。

導電率(電気伝導率)とは，電流の流れやすさのことで，純粋な水ほど導電率は小さくなります。フィリピン

の水の導電率が高いのは，リン酸，亜硝酸，亜鉛，マグネシウムなどが多いことや，微生物がまだ水中に残っ

てしまっているからだと考えられます。

また，日本の基準と比べると，亜鉛が基準量を超えてしまっています。亜鉛は人間の生体では鉄の次に多い

必須微量元素で，体重70 kgのヒトに平均2.3 g含まれ，主に酵素の構造形成および維持に必要です。しかし，

大量の高濃度の亜鉛は人体に有害です。微量なので，飲み続けなければ平気だと思われます。

フィリピンで水道水を飲むと腹痛を引き起こすのは，微生物が水中に残ってしまっていることが主原因だと

考えられます。

今後の課題としては，フィリピンの浄水器についても日本と比較することで，雨水と水道水の関係を考えて

みることだと思います。

（２）第２学年 B 君

僕がフィリピン研修に参加している中では本当に沢山の出来事があり，どれも感動的なものばかりであった。

そのうちの一部について述べようと思う。

ホームステイ先の家族は本当に温かい方で，僕が最初にお邪魔した時は｢ここはあなたの家よ。｣と言って迎え

てくださった。学校が終わった後も，近所のスーパーやレストランに何度も連れて行ってくれ，そこでフィリ

ピン料理を頂いたり，フィリピン特有のさまざまなお店をみたりした。夜には，現地のスターバックスで，家

族全員でコーヒーを飲んだ。一緒に僕のパートナーであったケン君はバンドを組んでいて，僕がいるあいだに

メンバー全員を呼んで演奏してくれた。彼の弟も妹も一緒に，現地の文化についてたくさん教えてくれた。一

緒にチェスをするときもあった。いまもその時の写真を大切にとってある。

交流を行ったデ・ラ・サール・カンルーバン高校の近くには，ラグーナ・テクノパークという名の大きな工

業団地があり，現地の企業のみならず多くの日本企業の工場などが入っていた。滞在時，ホンダと信越化学工

業の工場内を見せていただくという大変有意義な機会があり，現地の生徒とともに見学した。ホンダでは，車

の品質のチェックまできちんと行っているところをみせてもらい，雨がとても多く強いフィリピンでの独自の

検査を実施していることを学んだ。独自の検査というのは，雨水が車内に絶対に入らないようになっているか



をチェックすることである。信越化学工業では，自分が既に先端科学技術入門の授業で知っていた半導体の制

作の過程を実際に見て，制作環境がとても綺麗でないといけないことを改めて感じ取った。これはどのくらい

の基準かというと，1 立方フィートの中に 0.5 ㎛のごみが 100 個以下でなくてはならないという大変厳しいも

のである。また，訪問した 2 つの企業で共通して学びとったことは，日本企業の存在がフィリピンにとって大

きなものであり，雇用を生む面でも大切である，ということだった。というのも，フィリピンは日本と同じく

雇用の面ではかなり厳しい状況があるからである。若い世代の雇用の状況，産業の衰退，不安定な政治がその

要因である。貧富の差がとても激しいフィリピンでは，とても重要なのだ。

現地で，工場まで人を運ぶのはバスであったが，そこにも驚く点があった。なんと，そのバスには日本の中

古車が使われていたのだ。フィリピンは右側通行，日本は左側通行。ドアがある位置が左右逆なのに，わざわ

ざ左側のドアを埋め，右側にドアをつけて走らせていた。日本のである証拠に，窓に「自動扉」といった文字

がまだ残っているものがあった。おそらく，それだけ日本の中古車は使い古されていても品質が高いというこ

とだろう。ここからも，日本がフィリピンに大きく貢献していることが伺えた。

フィリピンは位置関係上日本と同じように地震を受ける国である。カンルーバン高では，火山と地震に関す

る講義を受けさせていただき，それらについて詳しく学ぶことができた。変わっていると思ったのは地震が起

きた時すぐにとる行動で，日本では学校などにいたら机の下に隠れるが，フィリピンでは頭を押さえるように

するという。また，災害があった時，警報などに頼らず自分たちでなんとかできるようにしなければならない

ことや，正しい土地の利用をすること，そもそも安全な建物を作るなど，過去の被害の状況の写真などを交え

た講義から様々な教訓を得た。

また，滞在中に PHIVOLCS という地震の観測等を行う施設を訪問した。2011 年 3 月 11 日の東日本大震災

の時は，PHIVOLCS でも最初からマグニチュード 8.7 を観測したことや，災害が起きた時，メガホンがなくお

まけに言語が 130 以上も存在する環境下で，ベルを使って警報を知らせることなど，様々な興味深い話を頂い

た。また，施設の方の中には，東工大に実際にいって研究をする人もいるという。ここにも日本とフィリピン

のつながりがあった。施設内では観測に用いる機器や，実際に地震が起きた時の地震計の観測データを見せて

いただいたりした。

滞在中，カンルーバン高では短期間の間に多くの生徒たちと話した。皆面白い話をして場を盛り上げてくれ

たほか，日本にいつかぜひ行きたいと言ってくれた。彼らとはいまでもフェースブックを介してチャットをし

たりする。今は時間的な制約があり厳しいが，余裕ができたら彼らを日本に招待したい。

最後にもう一つ，滞在中に心に引っかかったことがある。フィリピンの人はみなあいさつをしっかりする。僕

がカンルーバン高の廊下を歩いていたときでも，生徒たちは皆，初対面なのにもかかわらずにっこりとして

｢ Hi!｣と言ってくれた。また，小学校低学年の教室の子たちも，僕を含めた交流メンバー全員が行くと「Good
morning visitors!」と大きな声で迎えてくれた。先生方に対しても，｢ Hi Miss!｣のように，きちんと話す。変わ

って，日本の生徒たちはどうか。挨拶をすることは，我々日本人が見習わなければならないことであると思う。

I had millions of great experiences during my visit to De La Salle Canlubang integrated school in the
Philippines. I will tell about some of them, because there are not enough spaces for all of it.

On the very first day, my host family greeted me with a very warm welcome. The host mother told me "This is
your home. You can grab anything. You don't have to ask." and helped me with everything. My partner, Ken told
me all about the cultures there and about his hobbies. He is a member of a band and plays the guitar. One night, he
invited all his members of the band and performed with them just for me. I took a video of their performance, which
is my treasure now. My host family took me out to many restaurants. I enjoyed the Filipino food like Adobo and
Halo Halo. They all tasted wonderful! Those experiences could not be done with the help of my host family. I am
still very thankful to them. At the very last moment that I was about to leave for the airport, I did not say goodbye to
my host family for just one reason: someday I will invite them to Tokyo.

On the second day, I had an interaction with some of the classes in DLSC, and I gave a presentation about
Japanese cultures to the students there. From the advice of my teachers, I added some twists to my presentation like
asking the listeners whether they know about things like programming or not, and putting so many pictures. That
really worked out, and all the students who listened to my presentation looked so excited! I saw everybody smile. It
was so impressing - because even if somebody does presentations or speeches to Japanese students, they barely smile
or respond at all. After my presentation was over, a rush of questions came to me, which was also impressing.

All of the students and teachers in DLSC welcomed me greatly the whole time, not just during the presentation.
I got to take a class about volcanoes, and I played a game called “Amazing Race” and learned about the Filipino
games. Also, I got to chat with so many students in just a few days of visit. They had so many fun things to talk
about, and they even told many jokes, so I laughed so much like I had never done before. I still keep in touch with



them by Facebook, chatting with them every once in a while. Some students there say that they all want to come to
Japan one day when day have enough money. I hope to invite them when I have time, because I’m proud of my
home country.

Lastly, there was one thing that really touched my heart. All of the people I met during my visit to the
Philippines greet people warmly. They always said “Hi.” Even the elementary school students were trained to say
“Good morning visitors” when I saw them. I think that is something Japanese people have to follow.

（３）第２学年 C 君

私は普段から乗り物に興味があり，日本だけではなく海外の乗り物についても知りたいと以前から思ってい

た。フィリピンの資料を見て，フィリピンでは自動車が交通手段の中心になっていると知った。日本の特に都

市部では鉄道がとても発達しているが，フィリピンでは自動車が交通手段の中心になっている。そのようなフ

ィリピンでは交通手段に日本と比べてどのような特色の違いがあるのか詳しく知りたいと思い，私はフィリピ

ンの公共交通機関について調査を行なった。

ホストファミリーの協力もあり，フィリピンの主要な 2 種類の公共交通機関には実際に乗車することができ

た。他にも滞在期間中に 2 種類の鉄道を見ることができ，計 4 種類の公共交通機関について調査することがで

きた。

まず，フィリピンで最もよく見かける車の 1 つである，Jeepney(ジプニー)という公共交通機関について紹

介する。Jeepney(ジプニー)とは，ジープを改造した車で 10 人乗りくらいの大きさである。フィリピンのいた

るところで数え切れないほど見ることができた。外装が派手なものが多い。実際に自分も滞在期間中にホスト

ファミリーに案内していただき乗車することができた。日本で言う路線バスのようなシステムになっているが，

停留所は無い。乗りたいときは道で待っていれば止まってくれて，降りたいときは天井を叩いて運転手に伝え

る。車体側面にガラス窓がある車両は少なく，あったとしてもいつも開いているため風通しがとてもいいが，

エンジンの音が響き車内で会話するのは困難だった。運賃は運転手に手渡すのだが，後ろのほうに座っている

乗客は運転手に直接手渡せないため他の乗客に運転手まで運賃を回してもらう。運転手は運転中でも片手でハ

ンドルを握りもう片方の手で運賃を受け取り，お釣りを渡していた。

次に，Tricycle(トライシクル)と呼ばれるサイドカー付きバイクの公共交通機関を紹介する。Tricycle(トラ

イシクル)とは，サイドカー付きバイクの乗り合いタクシーである。これもホストファミリーに案内していた

だき実際に乗ることができた。空いている時間帯にはサイドカーに 2・3 人が普通に乗るのだが，朝や夕方な

ど混雑する時間帯は運転手のすぐ後ろに座ったりサイドカーの周りにつかまったりして小さな車体に最大 8 人

程度が同時に乗車することができる。サイドカーの側面にドアや窓やシートベルトは付いていないがスピード

は普通の車と同じくらい出すため混んでいないときに乗ってもスリルがあり，しっかりつかまっていないと危

険であった。

次に，LRT と呼ばれる高架鉄道について紹介する。LRT とは，「Light Rail Transit」の略で，フィリピンの首

都，マニラを走る高架鉄道のことである。滞在期間中に乗車することはできなかったが，デ・ラ・サール大学

マニラキャンパス内にある東京工業大学のフィリピンオフィスのすぐ横を走っているため，間近で見ることが

できた。車両の大きさは日本の鉄道より一回り小さいが，見た目はきれいで新しそうだった。帰国後に LRT
の公式ホームページを参照し詳しく調べてみた結果，LRT は現在 1 号線と 2 号線が存在し，私が東京工業大

学フィリピンオフィスから見た LRT1 号線(通称 Yellow Line)は路線総延長が 15km，駅の数は 20 で，運賃は

距離に応じて 12~20 ペソ（約 22~36 円）ということが分かった。日本の鉄道に比べると非常に運賃が安く，驚

いた。

次に，MRT と呼ばれる首都圏鉄道について紹介する。MRT とは，「Metro Rail Transit」
の略で，フィリピンの首都，マニラを走る首都圏鉄道のことである。マニラ市内を移動中に，乗っていたマイ

クロバスの車内からすぐ隣の線路を走る MRT の車両を間近に見ることができた。車両の大きさは LRT と変わ

らなかった。さらに，駅での乗降の様子も移動中に遠くから見ることができた。時間帯によって違いはあると

思われるが，車内はかなり混んでいるようだった。帰国後に MRT の公式ホームページも参照し詳しく調べて

みた結果，MRT は現在 1 路線あり，路線総延長が 16.9km，駅の数は 13 で，運賃は距離に応じて 10~15 ペソ

（約 18~27 円）ということが分かった。日本に比べて運賃が安いフィリピンの乗り物は先ほど紹介した LRT
だけではないということが分かった。

まとめると，日本とフィリピンの交通手段の大きな違いは，フィリピンでは鉄道よりも圧倒的に自動車のほ

うが多く利用されているということ，また，危険な乗り方をするため日本では禁止になりそうな乗り物がフィ

リピンでは普通に利用されているということだと分かった。さらに，Jeepney や Tricycle といったフィリピン

独特の乗り物に実際に乗ってみることで，日本ではできない貴重な体験をすることができた。また，Jeepney



に乗車している際，運転手から離れたところに乗車している乗客のために乗客全員が協力して運賃を運転手ま

で回していくという行為が当り前のように行われているのを見て，私はフィリピンの人たちの温かい国民性を

感じ取ることができた。このように，見ず知らずの人とも協力し合うことは日本人も見習っていくべきだと思

った。

My school’s 5 students went to the Philippines from August 2 to 7, 2011. I am one of the 5 students. We did
home stay and visit De La Salle Canlubang. De La Salle Canlubang is a famous school in the Philippines. I report
my trip in the Philippines.

Tuesday, August 2. I got on the plane for the first time. After I arrived at the Philippines, I went to De La
Salle Canlubang and I met my host family. My host family student name is Jerald. I quickly became one of the
friends with him and his family because he and his family were very kind. Then we went to fast food restaurant to
have dinner.

Wednesday, August 3. I went to the school. I did a self-introduction in some classes. After that, I joined an
English class. It was a very enjoyable class. Then we joined a Japanese class. We taught calligraphy for elementary
school students.

Thursday, August 4. I visit Honda Cars and Shin-Etsu. After that, I came back to the school, I joined the
amazing race. It is a race that clears the 5 games to work together with host family student. The 5 games are unique.
For example, ‘’Sipa’’ the Philippines traditional game is look like Football Lifting. It was a lot of fun. After
school, I went to the mall with Jerald. There, we watched a movie and bought some souvenirs. When we went there,
Jerald’s father took us. But, when we went home, we took the main transportations of the Philippines. They are ‘

’Jeepney” and“Tricycle”. Jeepney is a bus. It looks like a jeep. Tricycle is a bike with a side car. You can ride
it like a taxi. Its ride was so exciting.

Friday, August 5. I visited De La Salle University and PHIVOLCS. The university has the Tokyo Tech
Philippine Office. PHIVOLCS means Philippine Institute of Volcanology and Seismology. I learned about the
Philippines Volcano and earthquake.

Saturday, August 6. I visited to Lake Taal and Manila with my school students and teachers. Lake Taal is
Caldera Lake. So there is a volcano in middle of the lake. It’s so beautiful. In the Manila tour, I bought souvenirs
and saw around the city. Manila was hot. Then I returned the school. There, we held send-off dinner with all host
families. After the dinner, I went back host family’s home. In the home, I ate Philippines traditional food which
called ‘’balot’’. It is boiled egg. But there is a growing duck in it. Its taste was like a boiled egg.

Sunday, August 7. I had to leave the Philippine. I’d like to go to there again.

４ ホストファミリーへのアンケート

フィリピン交換留学生受け入れに関するアンケート項目

Q1．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。

Q2．今回のフィリピン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

Q3．意志の疎通に問題はありませんでしたか。

Q4．休日はどのようにお過ごしになられましたか。

Q5．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。

Q6．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。

Q7．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。

Q8．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）。



５ 英語で聞く講演会のアンケート項目

本日の講演の感想をお聞かせください。各問を読んで，あてはまるものを１つ選び，黒の鉛筆かシャ
ーペンでマークしてください。本アンケートは適切な集計の後「国際交流研究会」の今後の活動の参考
にさせていただきます。個人を特定して扱うことはありません。
Q １．講演の内容を理解することができましたか。
Q ２．講演の内容に興味を持てましたか。
Q ３．講演の中で，とくに印象深かったことは何ですか。(自由記述)
Q ４．今後，この様な講演会に参加したいと思いますか。
Q ５．今後，どの様なテーマの講演会を開いて欲しいですか？

A．科学技術のいずれかの分野について
B．各国の科学・技術事情について
C．海外から見た日本の科学・技術事情について

D．その他(自由記述)

(アンケートは，５段階評価をマークシート用紙を使用して，実施した。)

交換留学生受け入れ家庭へのアンケート集計結果

ホスト
ファミ
リー

留学生 はい
いい
え

どちらの
国の方
ですか。

食事等 就寝、入浴等 その他

2年
女子

Lala
さん

○

フィリピンでもなじみの食べ物の
方がいいかなと思ったのですが，
本人が日本食をいろいろ食べた
いということで，天丼，回転寿司，
和定食などにしました。

夜型で朝が弱かった
ようで，朝食の時は
少し体調面を心配し
ました。

食べ物…本当
に好きか，ムリ
して食べていな
いか一番気に
なりました。

子ども同士で
ディズニーランド
へ行きました。
平日の夜を使
い，東京タワー，
浅草寺，カラオ
ケなどへ家族で
行きました。

IT(リテラシー)が
高く，無線LAN

家に入るとき，靴
を脱ぐ

都合の付く限
り協力したい
と思っていま
す。

2年
男子

Rohan

○

初日日本らしいものをと考えトン
カツ屋さんにつれて行ったのです
が，日本料理屋さんはフィリピン
によくあるそうで，「かつ丼にす
る」と，よく知っていてこちらが驚
きました。回転寿司も生魚（お刺
身）は食べたことあるか，シェフが
素手でにぎるのが気持ち悪いと
いう外国人もいるけど，と説明し
ましたが，「カリフォルニアロール
も寿司も知っているし，シェフはプ
ロフェッショナルだから気にならな
いよ」とか「回転寿司は行ったこと
ないので行ってみたい」とのこと。
楽しんでもらえたと思います。そ
ばもあんみつも喜んでいました。
朝食はパンもごはんも用意してど
ちらでもOKよと云うとパンにして
いました。

寝る時間は「いつも
何時ころ寝るの？」
と本人が聞いてきま
した。小学生の妹の
寝る時間まで皆でお
しゃべりをしていまし
たが，本国にメー
ル，フェイスブックで
報告，買ってきたガ
ンダムのプラモデル
を組み立てたり，私
たちが寝た後もロハ
ンは夜遅くまで起き
ている日もありまし
た。

サッカーの試
合に参加でき
てうれしそう
でした。

なしと思います
が。

鎌倉観光して，
昼にそば，夜に
回転寿司を食べ
ました。

特にないです。 きちんと勉強して
きていて，「いただ
きます」「ごちそう
さまでした」と云っ
てくれて

喜んで引き受
けます。

クラスの生徒たちともう少しかかわる時間
があればよかったかと思います。プレゼ
ンテーションを初日にしてしまって紹介し
た上で５日間を過ごせば，２日目以降親
しくクラスで過ごせたのではと思います。
お弁当もクラスで食べる日もあったらどう
かと思いました。文化祭の参加は時間を
区切って１日は東京観光とか東工大見学
の時間があればと思いました。東工大は
予約すれば平日学生アルバイトが見学ツ
アーを受け付けています。多分英語OKの
学生さんもいらっしゃいますので。高校
ホームページで国際交流を発信して下さ
い。入学するまでこの学校でこんな体験
ができるとは思っていませんでした。子ど
ももフィリピンであたたかく迎えていただ
き感謝の気持ちでいっぱいです。

2年
男子

Job

○

家庭での食事は普段通りのもの
にしました。外食の際は，彼が費
用を負担しないようにしました。
(日本の物価はフィリピンに比べ
て高いので）

なるべく早く就寝で
きるようにしました。

通学に必要
な交通費とし
てSuicaを用
意しました。

特に問題はあ
りませんでし
た。サッカーの
試合をテレビ
観戦して盛り上
がっていまし
た。

高校の友人たち
と一緒に東京
ディズニーランド
へ行きました。

長そでシャツ１枚
持ってくると良い
かもしれません
ね。

日本の物価が高
いということ。ジョ
ブくんはおみやげ
代が足りなくなっ
て日本でも使える
キャッシュカードで
お金をおろしてい
ました。

是非受け入
れさせていた
だきたいと思
います。

今回息子にとっても初めてのホームス
ティであり，我が家にとっても初めてのホ
ストファミリーでしたが，とてもすばらしい
経験でした。
思っていた以上の成長を息子に感じまし
た。ありがとうございました。

１年
女子

Kayleen

○

中国 日本料理が大好きです。特にお
寿司，太巻き，ごはん，味噌汁が
大好きです。果物は梨が好きで
す。いろいろな所に連れて遊びに
行きました。特に日本伝統的な所
が好きです。おみやげは日本の
ふりかけと日本弁当を作る用の
かわいい道具が大人気です。

毎日23：00前後入浴
します。
朝と夜２回シャワー
します。

特に問題あり
ません。わから
ない単語は辞
書を使って乗り
切ることができ
ました。

寿司，みなとみ
らい，ショッピン
グ，靖国神社，
皇居，東京特許
庁，原宿，新宿，
雷門，東京タ
ワー，上野，浅
草

特にないと思いま
す。

特にありません。
食事にはスプーン
とフォークを使う

もちろん！ 外国語だけでなく，文化も知ることができ
よかったです。以上のこと以外にも，いつ
もとは違う１週間が過ごせてよかったと思
います。次の機会には，もっと英語をしゃ
べられるようになって，コミュニケーション
がスムーズにできるようにしたいと思いま
す。

１年
女子

Jahnell
a

 ○

おもちやおでんなど日本食を出す
ようにした。

リラックスできるよう
個室を用意しまし
た。シャワーの使い
方を教えてたり，タ
オルを勧めたりしま
した。でもタオルや
シャンプーなどは，
持参したものを使っ
ていました。洗濯物
も出すよう勧めまし
たが，出してくれま
せんでした

最初の２日間
はあまり話はし
ませんでした
が，３日目から
よく話すように
なりました。

子ども同士で浅
草や渋谷・原宿
に行きました。

特に困ったことは
ありませんでし
た。

今回仲良くな
れたことがと
てもうれし
かったので，
今後もぜひ受
け入れさせて
ください。

文化の違いを知ることができて勉強にな
り，意識の幅が広がりました。

質問
事項

１．これまでにも海外
の生徒さんをお預か
りしたことがあります
か。

５．今後、日本の
家庭に滞在する
際に、持参すべき
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
校がしておくべき
こととして、お気づ
きの点がございま
したら、是非お書
きください。今回
は、日本のお風
呂･トイレの使用
方法については、
事前に説明してお
りますが、食事の
マナー等について
はいたしませんで
した。

８．その他、ご意見･ご感想などございま
したら、お書きください。(派遣のときのこ
とでも結構です。）

２．今回の生徒さんについて、特に気を使われたことはございますか。

３．意志の疎通
に問題はあり
ませんでした
か。

４．休日はどの
ようにお過ごし
になられました
か。

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。



６ 横浜サイエンスフロンティア国際科学フォーラム『ysfFIRST』及びアメリカ・トー

マスジェファーソン高校サイエンス研修において研究発表したポスター

Temples' Earthquake-Resistant Construction* The Secret of Honeycomb Structures' Strength*

The Tangible Mixing System Synthesis of Methyl Salicylate
and Other Salicylate Esters



以上の５つの研究発表は，第２学年生徒の研究発

表である。７月に研究テーマを設定し，７月中旬か

ら夏休み期間，９月にかけて研究を行い，成果をま

とめたものである。

本校にとって課題研究を行わない第２学年生徒が

研究発表することは意義深い。

なお，*付きの研究テーマは，アメリカ・トーマス

ジェファーソン高校サイエンス研修（米国研修）に

おいて，口頭発表及びポスター発表を行った研究テ

ーマである。

Research and Synthesis of Acetylsalicylic Acid*

７ 立命館高校 Japan Super Science Fair 2012 において研究発表したポスター

第３学年課題研究で取り組んだ成果を発表した。

Mineral Analysis in Human Hair A Research on the Performance
Using Atomic Absorption Spectrometer of our Underwater-glider

-Understanding its Moving and Controlling-



Ⅶ 「Ｂ ＳＳＨ研究開発の成果と課題」の根拠となるデータ

研究第２年次（平成２３年度）における「成果」を示す根拠

【新科目「科学技術コミュニケーション入門」について，試作したテキストを用いて専門５分野の特

色を生かした教材による試行的授業を実践した。】という成果の根拠となるデータ

[試作版テキスト「科学技術コミュニケーション入門」専門５分野の教材]

応 用 化 学 分 野：「液晶」

情報システム分野：「ライントレーサ」

機械システム分野：「電動ウインチ」，

「テオ・ヤンセン機構」

電 気 電 子 分 野：「太陽光発電」

建築デザイン分野：「住宅の形式」，

「耐震方法」

【「国際交流」について，「国際交流の拡充」を達成した。】という成果の根拠となるデータ

[海外研修の実施 フィリピン共和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校への派遣]

実施日程：平成２３年８月２日～７日
１）授業参加１ 自己紹介プレゼンテーションの実施
２）授業参加２ 授業「英語」における生徒との交流
３）授業参加３ 授業「日本語」における生徒との交流
４）校外研修１ 工場見学 Honda Cars Philippines と SHIN-ETSU MAGNETICS PHILS の２社

を訪問し，工場を見学した。
５）授業参加４ フィリピンにおける地震火山の講義聴講：フィリピンは，活火山の多い島

国であることから日本と同様，地震火山に関連した研究がなされている。フ
ィリピンでは，地震火山研究の第一人者である Rene Solidum 先生の講演をカ
ンルーバン高校とともに聴講した。

６）校外研修２ デ・ラ・サール大学研究室訪問：マニラ市内にあるデ・ラ・サール大学の
建築・建設系の研究室を訪問した。研究室では，大学生がコンクリート強度
を測定するための試料を製作しているところであった。また，東工大フィリ
ピンオフィスがデ・ラ・サール大学内にあることから，訪問した。

[フィリピン海外研修報告会の実施]

実施日程：平成２３年２学期「英語」授業時
１）派遣生徒のクラス対象：参加生徒のそれぞれのクラスで，作成した自己紹介プレゼンの

実施と現地でのレポートを英語で報告した。
実施日程：平成２３年１２月

２）１年生全員対象：大講義室に集合した１年生全員を対象に，作成した自己紹介プレゼン
テーション及び自己研修課題の調査報告について発表した。

[フィリピン共和国デ・ラ・サール大学カンルーバン高等学校生徒受け入れ]

実施日程：平成２３年１０月７日～１２日
１）授業参加 第２学年「科学技術コミュニケーション入門」

応用化学分野「液晶」：生徒３名



情報システム分野「ライントレーサ」：生徒２名
２）授業参加 第２学年「英語」の授業において，プレゼンテーションと Q&A を実施した。

[韓国 Korea Science Academy of KAISTとの交流事業への参加]

実施日程：平成２３年７月２１日～２５日
１）参加生徒：第２学年生徒１名（応用化学分野）
２）内 容：立命館高校と協定を結んでいる韓国 Korea Science Academy of KAISTの立

命館高等学校での交流事業に本校第２学年の生徒１名が参加し，シンクロト
ロン(SR)実習を主とした科学交流に参加した。

[国際会議 The Yokohama Science Frontier Forum for International Research in Science and
Technology （ysf FIRST 2011）への参加]

実施日程：平成２３年９月２１日
１）参加生徒：第２学年生徒５名

内訳 応用化学分野２名，情報システム分野１名，
機械システム分野１名，建築デザイン分野１名

２）口頭発表：
”Temples’Earthquake-Resistant Construction”建築デザイン分野

３）ポスター発表：
”Synthesis of Methyl Salicylate and Other Salicylate Esters”応用化学分野
”Research and Synthesis of Acetylsalicylic Acid”応用化学分野
”The Tangible Mixing System”情報システム分野
”The Secret of Honeycomb Structures' Strength”機械システム分野

[国際会議 Japan Super Science Fair 2011 への参加]

実施日程：平成２３年１１月１２日～１６日
１）参加生徒：第３学年生徒２名

内訳 応用化学分野１名，機械システム分野１名
２）口頭発表：Mineral Analysis in Human Hair Using Atomic Absorption Spectrometer

応用化学分野
３）ポスター発表：Mineral Analysis in Human Hair Using Atomic Absorption Spectrometer

応用化学分野
A Research on the Performance of our Underwater-glider

-Understanding its Moving and Controlling-
機械システム分野

４）内 容：過去８回 Rits Super Science Fairとして開催してきた国際会議が，今回コア
ＳＳＨ事業として規模を拡大し行われることになり，第３学年生徒２名が参
加して，課題研究の研究成果を口頭発表とポスター発表にて発表し，海外か
らの参加生徒と共に科学技術を通した交流を行った。

[海外研修 『アメリカ・トーマスジェファーソン高校サイエンス研修』（米国研修）への参加]

実施日程：平成２４年１月４日～９日
１）参加生徒：第２学年生徒３名

内訳 応用化学分野１名，機械システム分野１名，建築デザイン分野１名
２）内 容：アメリカ・トーマスジェファーソン高校での研修を主とする海外研修に，上

記 ysf FIRST 2011 に参加５名から選抜された３名の生徒が参加し，トーマス
ジェファーソン高校では，口頭発表とポスター発表を行い，博物館等の校外
研修を行った。

[海外研修 『韓国 Korea Science Academy of KAISTへの海外研修』への参加]

実施日程：平成２４年３月２５日～３１日
１）参加生徒：第２学年生徒２名

内訳 応用化学分野１名，建築デザイン分野１名
２）内 容：韓国 Korea Science Academy of KAISTでの研修を主とする海外研修に，２

名の生徒が参加予定である。



【「国際交流」における「東工大留学生を TA に招いた授業」において，１学期にくらべ，２学期のほ

うが英語を聞き取れたと回答する生徒が増えていることがわかり，「１学期プレゼン」の平均値と「２

学期プレゼン」の平均値，及び，「１学期 Q&A」の平均値と「２学期 Q&A」の平均値のいずれにおい

ても，有意水準１％で有意差が認められ，実際，感想の中においても「前回より聞き取れた」と書く

生徒が見受けられたことにより，「英語を聞き取る」という観点からみれば，留学生を招いた授業の有

効性が確認されたことになる】という成果を示す根拠

表１ 事後アンケートの結果

Ｑ：英語は聞き取れましたか？

１学期プレゼン ２学期プレゼン １学期 Q&A ２学期 Q&A

平均値 2.5 平均値 2.8 平均値 2.6 平均値 3.2

スケール：１ほとんど聞き取れなかった ２あまり聞き取れなかった ３半分くらい
４まあまあ聞き取れた ５よく聞き取れた

【「アーカイブズ開発」について，「課題研究の要旨」のウェブサイトへの公開が，これまでの３分野

に加え，機械システム分野についても拡充できた。】という成果を示す根拠

[本校ホームページ上の機械システム分野（システムデザイン・ロボット分野）課題研究のペー

ジ]

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

2.508 195 .9159 .0656

2.762 195 .9269 .0664

2.637 179 .9698 .0725

3.156 179 .9168 .0685

１プレゼ

２プレゼ

ﾍﾟｱ 1

１Ｑ＆Ａ

２Ｑ＆Ａ

ﾍﾟｱ 2

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

-.2538 .9664 .0692 -.3903 -.1174 -3.668 194 .000

-.5196 1.0296 .0770 -.6714 -.3677 -6.752 178 .000

１プレゼ - ２プレゼﾍﾟｱ 1

１Ｑ＆Ａ - ２Ｑ＆Ａﾍﾟｱ 2

平均値 標準偏差
平均値の
標準誤差 下限 上限

差の 95% 信頼区間

対応ｻﾝﾌﾟﾙの差

t 値 自由度
有意確率

(両側)



研究第２年次（平成２３年度）における「課題」を示す根拠

【新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」について，アンケート調査から，第１回目の授業が与える影響が

示唆された。この点を考慮して，第１回の授業の組み立てが重要となる。また，科目の目的などに

ついてのみ考えれば，第１回のみが重要である。】という課題の根拠となるデータ

[科学技術コミュニケーション入門研究会の活動報告]

質問１）科学技術コミュニケーションとは，科学技術を題材としたプレゼンテーションのことで

ある。

①そうとは言えない ②おおよそそうとは言えない ③どちらとも言えない

④おおよそそう思う ⑤そのとおりである

グラフ中の数は人数

グラフの長さは割合による

およそ半数が，題材が科学技術を扱えば，科学技術コミュニケーションと呼ぶものと考えており，

未だ聞き手のあり方まで考えが及んでいない。Ｃ組のみが，「どちらともいえない」数が多くなっ

ている。

科学技術コミュニケーションは，題材が科学技術に関するというだけではなく，科学的・技術的

な論理性に基づいたコミュニケーションを求めている。一般的な定義が確立されていないことを考

えても，教師側にアプローチが十分だったとはいえない。今後は，論理的に考える訓練を導入する

など，新たな取り組みが必要である。

【「アーカイブズ開発」について，公開されている「課題研究」の「要旨」については，「要旨」をテ

ーマごとに個別にＰＤＦファイル化している分野と，「要旨集」として年度ごとにまとめてＰＤＦフ

ァイル化している分野とがあり，「要旨」の書式にもばらつきがあるのが現状であるため，見やすさ

や使いやすさなどを考慮し，今後，これらの書式を統一するかどうかも含め，公開方法の改良につ

いての検討が必要である。】という課題の根拠となるデータ

[本校ホームページ上の応用化学分野（材料科学・環境科学・バイオ技術分野）課題研究の要旨

のページ（左）と機械システム分野（システムデザイン・ロボット分野）課題研究の要旨のペー

ジ（右）]

Ａ



研究第１年次（平成２２年度）における「成果」を示す根拠

【新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」については，運営指導委員会における評価で，学問としての成果

に関して「ﾁｰﾑ力で取り組む」というｽﾀｲﾙに対し妥当性の評価があり，育てようする資質の必要性に

関する評価も得られた。また，1年目でﾃｷｽﾄの試作版作成を達成した努力を讃える評価もあった。】

という成果の根拠となるデータ

[平成２２年度第１回運営指導委員会の記録より（敬称略）]

佐藤：学問としての成果についてだが，「科学技術コミュニケーション入門」は「チーム力

で取り組む」あるいは「チーム力であたる」というような，極めて日本的で，日本

人にあった内容であり，日本人にとって良いと思う。

太田：企業では，お客様の視点で考えられるハイブリッド型人材やグローバルに戦えるグ

ローバル人材が求められているが，「科学技術コミュニケーション入門」で育てよう

としているのはまさに「カスタマーズ・カスタマー」の視点であり，また，グロー

バルに戦うことに挑む感覚の基礎を若いうちに国際交流を行う中で養っておくとい

うことも必要である。

[平成２２年度第２回運営指導委員会の記録より（敬称略）]

広瀬：「科学技術コミュニケーション」では１年目でテキストを作り，よくやっていると思

った。

【「国際交流」については，ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ共和国NUSﾊｲｽｸｰﾙへの生徒派遣で派遣された5名の生徒の経験を共

有し波及させるために行ったｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ報告会において，報告会を聴講した1年生に実施したｱﾝｹｰﾄ結

果で，「英語の勉強の必要性を感じましたか？」と「専門(科学技術)の学習が国際交流に役立つと思

いますか？」という質問に対する肯定的意識(「非常にそう思う」または「ややそう思う」)の回答

がそれぞれ70％程度となり，後日実施された運営指導委員会においても高い評価を得た。】という成

果の根拠となるデータ

［シンガポール報告会（１年生全員対象）のアンケート結果］

[平成２２年度第２回運営指導委員会の記録より（敬称略）]

広瀬：「国際交流」では，研究会からの報告ではアンケート結果が良くないということだっ

たが，この結果を見ると，アンケート結果は悪くないというより，むしろ，良いと

言える。「英語の必要性」を感じた生徒の回答がこんなにあるとは驚きで，成果が

あがっていると言えるだろう。

【「ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発」については，副読本「数学さきがけ」のｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ化において，「dvi形式の電子媒体

からdvipdfmxｺﾏﾝﾄﾞを用いて作成された，ﾊﾟｲﾊﾟｰﾘﾝｸ機能の無い，単純なPDF形式の電子媒体」(改善



作業前)と「hyperrefパッケージを導入し，様々な改善を加えて作成された，ﾊﾟｲﾊﾟｰﾘﾝｸ機能のある，

PDF形式の電子媒体」(改善作業後)を実際に生徒に使ってもらい，ｱﾝｹｰﾄ評価を行った結果，「目次か

ら，かなり離れたページへ移動する時」の使いやすさ，「課題の問題文が表示されている本文中のﾍﾟ

ｰｼﾞから，課題の略解が表示されている巻末のﾍﾟｰｼﾞへ移動する時」の使いやすさ，「本文中でﾍﾟｰｼﾞ

参照が表示されているﾍﾟｰｼﾞから，その参照先の本文中のﾍﾟｰｼﾞへ移動する時」の使いやすさ，「索引

を利用して，調べたい用語の記述がある本文中のﾍﾟｰｼﾞへ移動する時」の使いやすさ，のそれぞれに

ついて，いずれも事前の平均値より事後の平均値が上回り，1％水準で有意差が認められた。】とい

う成果の根拠となるデータ

［副読本「数学さきがけ」のアーカイブズ化に関する評価アンケートにおける事前・事後比較］

（対応サンプルとしての比較データ）

【「成果普及」については，国内外からの学校視察・学校訪問がのべ11件あり，横浜市教育委員会から

SSHの取り組みに関する研修を目的とした高校教員研修受け入れが1名あった。】という成果の根拠と

なるデータ

[平成２２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 H22.4.27(火) 韓国ソウル大学 SSH概要説明

10:00～13:00 教授等９名（JSTより視察依頼） SSH科目「科学技術」の見学

２ H22.5.13(木) アフリカ開発銀行 課題研究の見学

10:00～12:00 教育科学技術部４名（JSTより視察依頼）

３ H22.6.30(水) 宮崎県立宮崎北高等学校 学校概要説明・SSH概要説明

10:00～12:00 相馬勇一（物理科：SSH研究推進委員長 高大連携に関する概要説明等

沼口和彦（化学科）

柳田大介（数学科）

４ H22.8.2(月) 福岡県立城南高等学校 学校概要説明・SSH概要説明

15:00～17:00 井上英一郎（SSH部長） 高大連携に関する概要説明等

田中志保（理数コース主任）

５ H22.8.30(月) 武蔵高等学校中学校 理科施設の見学

10:00～12:00 理科教諭 ６名

６ H22.9.9(木) 韓国ＩＴ系新聞社（JSTより視察依頼） 学校概要説明・SSH概要説明

対応ｻﾝﾌﾟﾙの統計量

2.43 28 1.103 .208

4.75 28 .518 .098

2.54 28 1.427 .270

4.79 28 .418 .079

2.75 28 1.206 .228

4.75 28 .518 .098

2.64 28 1.254 .237

4.14 28 .803 .152

目次～前

目次～後

ﾍﾟｱ 1

課題答前

課題答後

ﾍﾟｱ 2

頁参照前

頁参照後

ﾍﾟｱ 3

索引～前

索引～後

ﾍﾟｱ 4

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

-2.321 1.124 .212 -2.757 -1.886 -10.929 27 .000

-2.250 1.351 .255 -2.774 -1.726 -8.815 27 .000

-2.000 1.186 .224 -2.460 -1.540 -8.921 27 .000

-1.500 1.232 .233 -1.978 -1.022 -6.441 27 .000

目次～前 - 目次～後ﾍﾟｱ 1

課題答前 - 課題答後ﾍﾟｱ 2

頁参照前 - 頁参照後ﾍﾟｱ 3

索引～前 - 索引～後ﾍﾟｱ 4

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)



9:30～11:30 課題研究の見学

７ H22.9.9(木) デ・ラサール大学 「数学」の見学

13:00～15:00 教授１名 施設見学

８ H22.9.30(木) 科学技術振興機構 課題研究発表会の参観

10:00～16:00 北島一雄（理数学習支援部主任調査員）

９ H22.10.13(水) カセサート大学附属高校 「情報技術基礎」の見学

14:00～16:00 情報系教員１３名 施設見学

10 H22.12.1(水) デ・ラサール大学 SSH概要説明

10:00～13:00 学長・教授等６名 「科学技術基礎」の見学

国際交流

11 H22.12.2(木) 東北工業大学高等学校 学校概要説明・SSH概要説明

13:00～17:00 鈴木堅一郎（英語科：SSH対策担当） 高大連携に関する概要説明等

佐藤昌宏（理科）

水戸良広（数学科）

[高等学校教員の研修受け入れの機会を活用した成果普及]

第２期ＳＳＨ研究開発の研究第５年次である平成２１年度から，横浜市教育委員会より，

ＳＳＨの取り組みに関する研修を目的として，横浜市の高等学校教員（以下，横浜市教員）

が本校に派遣され，１年間の任期で研修を行っている。第３期ＳＳＨ研究開発の研究第１

年次となる今年度も，昨年度と同様に，数学科教諭として，１名をお迎えした。この横浜

市教員は，本校校務分掌では「研究部」に所属してＳＳＨ研究開発の推進に携わるととも

に，本校ＳＳＨ研究開発研究組織の「アーカイブズ開発委員会」にも所属して，ＳＳＨ活

動を行った。また，第１学期には，「数学さきがけ」の「最小二乗法」の部分も担当してい

ただき，本校で開発した副読本「数学さきがけ」を実際に使って，第２学年の本校生徒を

対象に実践経験していただいた。さらに，８月にパシフィコ横浜で行われた平成２２年度

ＳＳＨ生徒研究発表会や１２月に早稲田大学で行われた平成２２年度ＳＳＨ東京都指定校

合同発表会等にも参加していただき，ＳＳＨ活動への理解を深めていただいた。

研究第１年次（平成２２年度）における「課題」を示す根拠

【新科目「科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ入門」については，教育ｹﾞｰﾑやｹﾞｰﾐﾝｸﾞによるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの試みに関する

校内のｺﾝｾﾝｻｽを得ることが難しい。】という課題の根拠となるデータ

[科学技術コミュニケーション入門研究会の活動報告]

研究指定１年目の活動は，科目開発の理念に基づく具体的な教育内容及び教育方法の開

発を行った。科学技術コミュニケーションは，高校正課における実践例が乏しいため，教

育内容や教育方法の具体化が手探りの状態でスタートした。しかも，新しい教育方法の導

入に対しては，各教員の教育観が表面化し，校内での教員間の合意形成が難しい。教育内

容はまだしも，教育方法の強引な転換は，価値観が衝突し，組織全体の失速を招きかねな

いため，科目開発の理念ではベーシックな部分を，教育方法についてはその一部について

検討し，校内でのコンセンサスが得られるように配慮した。

【「国際交流」については，国内に居ながらにして海外の高校生・教員と互いの研究を発表し意見を交

換する国際会議への参加は，身近に世界を感じる貴重な経験となるため，研究第2年次も，国際会議

の招待を受けた際には生徒・教員に積極的な参加を推奨していく必要がある。実際に海を渡り出向

いていく海外派遣・国際交流については，日々変化する国外情勢を鑑みると安定した交流を継続さ

せていくことがいかに難しいことであるかを実感させられるが，海外研修を計画することでまずは

担当する教員が世界の情報に関心を寄せることが重要であり，その上で生徒の海外への興味・関心

をさらに高める指導を行うことを目指したい。】という課題の根拠となるデータ



[「２０１０台日科学教育交流シンポジウム」への参加]

静岡県静岡市で行われた「2010台日科学教育交流シンポジウム」に，平成２２年８月２

２日から８月２４日の３日間，本校から，生徒１名・教員１名の計２名が参加した。この

シンポジウムは「台湾高瞻計画指定校（ＨＳＰ）と日本スーパーサイエンスハイスクール

指定校（ＳＳＨ）による科学教育交流シンポジウムを開催することにより今後両国が共同

して持続的に発展可能な科学教育プログラムを開発できる基礎づくりを行う。」という目的

の下に，平成２２年度にコアＳＳＨとして採択された静岡北高等学校が主催したものであ

り，生徒による課題研究発表・ポスターセッション・競技会に加え，教員によるプレゼン

テーション・事例紹介等もあり，台湾・日本両国の科学技術教育への理解が深まるととも

に，相互の交流が大いに進んだ。英語のみならず，科学技術自体が共通言語となりうるこ

とを強く認識する良い機会が得られたものと感じている。

[「Rits Super Science Fair 2010」への参加]

この「Rits Super Science Fair」の場において，世界各地から集結した科学者，技術者

を目指す生徒達の交流が図られたことは，大変有意義なものであった。参加した生徒達は，

科学の素晴らしさを実感し，国を超えたネットワークを築き，将来に向けての科学・技術

の発展を担う決意を持ち帰ってくれたものと確信する。

[海外研修の実施 シンガポール大学附属数学科学高等学校への派遣]

平成１７年度に指定された第２期ＳＳＨ研究開発の研究第２年次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４回目となる交換留学を実施する予定であった。しか

しながら，平成２２年度，当初よりタイ国内の情勢不安が懸念されていた。そのため，カ

セサート大学附属高校交流担当者との数回にわたる検討の結果，平成２２年度の交換留学

を見送ることとした。そこで，今期ＳＳＨ研究開発の目標の一つである交流先拡充の一環

として，シンガポール大学附属数学科学高等学校（以下ＮＵＳ）への訪問・研修を検討し，

打診したところ，了解を得，派遣が実現した。

【「ｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ開発」については，「数学さきがけ」の成果に関するｱｰｶｲﾌﾞｽﾞ化では生徒のｱﾝｹｰﾄにおいて

「電子媒体」に対して「紙媒体」の使いやすさを追求する意見が見受けられ，「電子媒体」のあり方

を考える上で参考にしたい。】という課題の根拠となるデータ

[「数学さきがけ」の成果に関するアーカイブズ化]

ところで，「紙媒体」の副読本「数学さきがけ」の重さ（１冊で約1.0kg重）についての

評価の平均値が4.39と，かなり重いテキストであると受け止めている様子がうかがえるの

は，ある程度，予想していたことであったが，「紙媒体」または「電子媒体」のうち，いず

れか１つだけで持ち歩くとしたら，どちらで持ち歩きたいかについては，75％の生徒が「電

子媒体」で持ち歩きたいと回答している一方で，どのような形での配布がよいと思うかに

ついては，85.7％の生徒が「紙媒体」と「電子媒体」の両方での配布がよいと回答してい

る。自由記述では「復習する時は紙の方が便利だと思います」や「保護がかかっていると

マーカーツールが使えないので，外れていると有難い」というような意見も見受けられ，

今後，ディジタル化が進んだとしても，「紙媒体」の使いやすさを追求する意見が，ある程

度は残るのではないかと思われた。
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