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巻頭言
早稲田大学本庄高等学院長

𠮷田

茂

SSH 事業が経過措置となった本年度は、予算面で苦しいなか、科学教育の先鋭化、グローバル化を
見据え、国内外の科学の祭典 JSSF,SKYSEF,KSA Science Fari,TJSSF,MMITS Science Fair 等に参加
し成果をあげた。
また本年度特筆すべきことは、これまで継続してきた「クワの異形葉性とプラントオパールの研
究」（英語論文、筒井音羽さん、坂本玲さん、尾林舞香さん、山川冴子さん、半田亨教諭、松田巌東
京大学准教授の共同執筆）が、オランダ系の植物学雑誌「Flora」ｵﾝﾗｲﾝ版 2015 年 11 月 26 日に掲載
されたこと、市川なつみさんが「超小型水力発電機の開発プロジェクト」の研究で、JSEC2015 の最
終選考に残ったことであった。これらは本学院が SSH 事業初年の 2002 年から継続的にこれに取り組
んできた賜物と評価したい。
海外連携校の一つである NJC との Waseda NJC Exchange Programme は本年で９年目を迎え、来年
度は 10 年という節目の年となる。7 月 16 日から 23 日までは NJC で、10 月 26 日から 11 月 1 日まで
は本学院で行われたが、両校にとって共同研究の場として、生徒たちのパートナーシップ構築の場
として重要な意味を担っていると認識している。
国内の研修も様々なものに取り組んだ。南三陸研修（8 月 1 日～3 日）では、松島湾におけるアマ
モの再生活動、伊里前川における河川調査、南三陸漁協によるカキ養殖の学習、さらに復路の南相
馬市では原発事故当時の状況とその後の復興について学んだ。
長く継続される小笠原研修（8 月 25 日～30 日）では、母島南部における植生、陸生マイマイの分
布、サンゴの白化観察、父島における夜行性生物、夜光性生物の観察などを通じて自己の研鑽を積
んだ。それに加えて自分たちの知見を地元の子どもたちに還元する「第６回母島こども科学教室」
を実施した。それは還元ばかりでなく、生徒たちの知見を定着させることにも寄与したと思ってい
る。
河川研究班の活動も活発で、本庄市、市内 NPO、埼玉県環境科学研究センター、早稲田大学創造理
工学部榊原研究室の協力・援助を受け、外来エビと在来エビの生息状況調査、市内の藤田小学校と
の合同調査、合同発表、出前授業などを行い、地域への還元に努めた。
ほかにも、「塩麹が食材に与える旨み成分の研究」、「これがサイエンスだ！」の連続講義を行っ
た。
上記の取り組みを総括し、成果の社会への還元と本事業の評価とを目的に、11 月 18 日 SSH 報告会
を開催した。生徒発表では「ソノプロセスによる水中のバクテリアの滅菌」（英語）、「細管を通る
音速の遅れに関する研究」（日本語）の二題の研究発表があった。その後、松田巌氏室谷心氏らを交
えた運営指導委員会が行われた。この委員会は 2016 年 1 月８日には、早稲田大学本庄高等学院との
合同で行われ、学内外から委員の出席もあり、本事業の運営に関する貴重なご意見を頂戴できた。
この間、SSH 事業に参加した本学院生徒の英語を中心とするコミュニケーション能力は確実に伸
びた。今後はこの裾野を広げ、研究の先鋭化とともに、グローバル時代における科学アカデミック
リテラシー養成のプログラム開発が次なる研究目標であることを付言しておきたい。
如上の取り組みができたのは、国内外を問わず物心両面からのご協力、ご支援があったからにほ
かならない。本事業に関わったすべての皆様に深甚の感謝を申し上げたい。同時に、さらなるご支
援の一つとして、本報告に対する忌憚のないご意見、ご指導を賜りたくお願い申し上げる次第であ
る。
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❶

指定第3期目

27～28

平成 27 年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）

① 研究開発課題
早稲田大学本庄高等学院における、「教育のグローバル化・国際化の状況を踏まえた、多様な連携方策と
知的資源の敷衍方法の研究開発」
② 研究開発の概要
過去の SSH 指定期間における反省と収穫を活かし、教育のグローバル化・国際化の流れを踏まえた科学教
育プログラムの開発と普及を行う。具体的には、次の項目を柱とする。
１.
科学的好奇心を活性化するプログラムの研究
２.
探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発
３.
多様な連携プログラムの開発発展
４.
海外での研究発表とその教育効果の分析
５.
SSH 成果の普及・敷衍
６.
教育効果の評価システムの開発
７.
運営委員会の実施
８.
報告書の作成
③ 平成27年度実施規模
全校生徒を対象として教育プログラムを展開するが、特に希望者及び SSH クラブ員において重点的な展開
を行う。
④ 研究開発内容
○研究計画
（ア）科学的好奇心を活性化するプログラムの研究
本校は 3 教科入試であるため、入学者の基礎力を知るために、初の試みとして入学者全員に理科学力試験
を実施する。例年の SSH 課外講義に加え、今年度も学内教員による輪講「これがサイエンスだ！」を実施す
る。反転授業等授業改革の試みを行う。
（イ）探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発
例年同様、SSH 部の活動の他、クワ研究・河川調査・水力発電などプロジェクトベースの探究活動を継続
する。成果については、可能な限り外部発表の機会を作り、評価を得る努力をする。
（ウ）多様な連携プログラムの開発発展
地域連携として「小笠原研修」「河川調査」を行う。河川調査活動では、藤田小との連携の他、宮城県の
NPO の協力により今年も南三陸研修を実施する。シンガポールの National Junior College との間で相互訪
問を行う Exchange Programme を行い、共同研究を進めるとともに、教員研修を行う。
（エ）海外での研究発表とその教育効果の分析
KSA Science Fair 2015（韓国）、Thainand-Japan Student Science Fair（タイ）、MWITS Science Fair
2016（タイ）に参加し、研究発表を行う。また、その教育効果を分析する。
（オ）SSH 成果の普及・敷衍
SSH 報告会を実施する。成果報告書を作成する。子供科学教室を本校・母島で実施する。本校 SSH リソー
スを社会的に還元するための様々な機会を得る努力を行う。
（カ）教育効果の評価システムの開発
教育効果評価のためにルーブリックチャートを導入するとともに、テキストマイニング・主成分分析・統
計的検定の手法を試すとともに、教育効果評価方法の検討を行う。
○教育課程上の特例等特記すべき事項
特になし
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○平成27年度の教育課程の内容
教育課程については報告書巻末付録２を参照
○具体的な研究事項・活動内容
（ア）科学的好奇心を活性化するプログラムの研究
輪講「これがサイエンスだ！」（6 回）を実施した。反転授業の試みを行い、その評価をした。初めての
試みとして、新入生に対して理科学力試験を実施した。3 教科入試による、入学後の授業内用途のギャップ
を埋めるために今まで補講を実施してきたが、新入生がどのような学力を持って入学してきているのか、と
いう調査は初めてになる。
（イ）探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発
例年同様、SSH 部の活動の活性化を図った。今年度は特に”Sterilizing bacteria by sonoluminessence”、
「細管を通る音の速度の遅れに関する研究」で複数の外部発表の機会を得ることができた。プロジェクト活
動では「クワ班」「河川調査班」「麹班」「水力発電班」で探究を進めた。クワでは論文”Light and SEM
observation of opal phytoliths in the mulberry leaf”が専門誌 Flora に掲載された。河川調査班では特に
河川エビの研究を複数の場で発表した。水力発電班の「日本の小河川環境に適した超小型水力発電機の開発」
が JSEC 優等賞を獲得した。
（ウ）多様な連携プログラムの開発発展
河川研究班の他、地域企業との連携による「麹菌研究班」を継続した。地域の NPO との連携により、今年
度も南三陸研修を行った。小笠原研修を継続した。NJC との連携では、2 年前の共同研究テーマである水力
発電機の開発について、NJC 側が得た成果を利用することにより、JSEC の優等賞につながったことが特筆さ
れる。
（エ）海外での研究発表とその教育効果の分析
8 月の KSA Science Fair（韓国）、12 月の Thailand-Japan Student Science Fair（タイ）、1 月の MWITS
Science Fair 2016 に参加した。KSA Science Fair ではポスター賞を、MWITS Science Fair ではプレゼン
テーション部門第 2 位（物理分野）を獲得した。感想の自由記述を分析すると、このような国際的な研究発
表の場に参加することは、特にモチベーション（英語や勉強の必要性）面において影響力が高いことがいえ
る。
（オ）SSH 成果の普及・敷衍
SSH 成果報告会を 11 月に開催した。子ども科学教室（学校 2 回、母島 1 回）・市民シンポジウム（1 回）・
藤田小での総合学習講師（10 回）等の場で SSH 成果の還元ができた。
（カ）教育効果の評価システムの開発
ルーブリックチャート・テキストマイニング・主成分分析・統計的検定により定量的・客観的な教育効果
評価を目指した。
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による効果とその評価

プレゼンテーション・英語論文に対する外部的な表彰をいくつか得ることができた。このことは、今
までの指導が功を奏したものとみている。

継続してきた課題研究が英文ジャーナル掲載に至った。

NJCとの共同研究の成果がJSEC優等賞につながっている。このことは、海外との連携活動の成果とし
て意義深い。

密度の高い、SSH成果の地域還元ができている。
○実施上の課題と今後の取組

理系進学者数は、昨年に続いて今年度減じた。

昨年よりも向上したが、まだ男子のSSHプログラム参加率が低い。
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別紙様式２－１
早稲田大学本庄高等学院

❷

指定第三期目

27～28

平成 27 年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題

① 研究開発の成果
（ア）生徒の変化
SSH指定期間、生徒には大きな変化が見られた。特にSSH第3期である22年～26年の間は、安定かつ継続
的なSSHプログラムの下、生徒たちが計画的に探究活動に取り組んだ時期といえる。今年度は経過措置1
年目であるが、予算額が少ない中で、例年とほとんど同様の内容を行った。
この間に蓄積された論文リテラシー教育、プレゼンテーション指導法等を元に、生徒は鍛えられた。
プレゼンテーションや論文でもいくつか賞を得るに至った。また、英語論文が専門ジャーナルに掲載さ
れるに至った。
これら生徒の変化を以下に、「具体的な知識・技術面」「英語力」「その他の意識」面に分けて具体
的に述べる。
＊具体的な知識・技術・探究活動の成果
 今年度は以下の賞を獲得することができた。
MWITS Science Fair 2016、プレゼンテーション部門2位（物理分野）、JSEC優等賞
また、2013年から試みてきた、論文の英文ジャーナル紙掲載を現実化することができた。卒業式
における学内表彰でも、5本の卒論が表彰を受けた（すべてSSHの探究活動に関わるもの）。
＊英語力
 英語によるプレゼンテーションやポスターセッションの場を増やすことにより、それが「当たり
前のこと」として受け止められている。英語以外の科目でも「英語のプレゼンやレポートもOK」
という授業が始まっている。授業におけるプレゼンテーション指導、本校独自のプレゼンテーシ
ョンスタイルの導入により、プレゼンテーションレベルが年々高まっている。生徒たちもそれを
感じ、誇りをもってプレゼンテーションに臨んでいる。
＊その他の意識
 2012年度以降実施された藤田小学校との連携から、その蓄積を活かしながら本校の持っているSSH
成果としての科学教育教材を藤田小に還元する方向にシフトした。小高連携は日本の初等・中等
教育において実例がない。年間の総合学習の授業を引き受けるという責任を背負っている自覚の
下、事前には授業内容の予習やプレゼンテーションの練習を重ねていた。そのことが藤田小児童
に与えた効果は2.3.3に見ることができる。


国際交流が当たり前のこととなり、海外の生徒と交流することに対して特別な意識をしなくなっ
ている。昨年までに重点枠予算で実施したSEESやWaISESといった国際シンポジウムの影響が、ま
だ学内に残っている。また、相互訪問する国際交流プログラムや海外校の訪問を受けることも多
い。国際交流プログラムに参加した生徒は、その大部分が、その意義や自分に残した効果を知り
、リピーターとなり、在校生によい影響を与えている（2.7参照）。

（イ）教員の変化
この間、生徒のみならず教員もSSH事業を通じて大きな影響を受けている。その影響は大きく分けて、
「教材・教育方法の改善」「人的ネットワーク」「その他の影響」に分けられる。以下、それぞれの項
目について詳細に述べる。
＊教材・教育方法の改善
 教材や教育方法を整理し見直すきっかけになった。昨年度から実施した「これがサイエンスだ」
は、生徒への効果もさることながら、気軽に同僚の授業を覗くことができるという効果をもたら
し、学内の授業メソッドや教材の共有に大きな効果を与えた。SSHの講義に必ずしも専門家が必要
5 / 50

SSH report 2015, Waseda University Honjo Senior High School

なわけでもないことを認識した。
他校・他国を訪問する機会も多くなり、多くの教材や教育方法に関する情報を得ることができ
た。特に、シンガポールのNational Junior College（NJC）、今年度姉妹校提携を進めているタ
イのMahidol Wittayanusorn School（MWITS）との間では、教育方法や教材の意見交換を行ってい
る。
＊人的ネットワーク
 他校・他国との教員間ネットワークができ、科学教育に関する様々な情報交換や生徒間のコラボ
レーションができるようになった。生徒は、国際交流プログラム参加後もSNS等で連絡を取り合っ
ている。
＊その他の影響
 SSH事業がない場合、クラス・授業・クラブ活動が生徒と触れ合い知る機会であるが、SSHプログ
ラムの中で、それまでは知らなかった生徒の姿や能力を見出すことができた。
（ウ）学校の変化
以下に（ア）（イ）以外の内容を記載する。
 SSHプログラムにより学校が活性化した。いくつかのプログラムは年中行事化して生徒に受け止め
られている。プログラム応募の競争率も上がり、選抜に苦労している。


国際交流が特別な事でなくなり、海外生徒をゲストとして受け入れることの違和感がなくなった
。国際交流プログラムに参加希望する生徒も増え、テレビ会議も特別なことではなくなった。



SSHプログラムへの参加を強く意識した受験生が多く存在しており、生徒募集に関する効果の存在
がわかっている。



子供科学教室・川プロジェクト・市民大学講師等を通じ、地域における科学教育の文化拠点とな
りSSH成果の社会還元・普及がなされている。地域における本校に対する理解につながっている。

② 研究開発の課題
以下の事項が課題として挙げられよう。
（ア）連携方策
 大学との連携は定期的に行っているものとして、大々的に行っているサマーセミナー・進学セミ
ナーや研究室訪問などがあるが、地理的な距離も大きく、大学附属校としてやや有機的結びつき
が薄い感があるのは否めない。この間、大学教務部と密な意見交換を重ねてきている。


大学との地理的なハンデがあるため、探究活動を深めるためには地域産官学を巻き込んだ、より
多様なプログラムと探究活動の深化が求められる。地域連携における「産」の導入を図り、「産
官学」連携した教育プログラムを検討する。「学」は本庄学院である。具体的には、地域企業を
巻き込んだ科学プログラムの充実を図る。

（イ）国際化の進展
 NJCやMWITSとの連携では、「国を超えた共同研究の在り方」を改めて両校で検討したうえで、
共同研究テーマの再検討を行う。


先の第二期SSH事業においては活発だった台湾との連携が薄くなっており、このテコ入れが求め
られる。昨年より、台湾国立建国中学の訪問を受けての研究発表を軸とした交流も始まっている
。また、河川調査の舞台を台湾に求めることも現在検討中である。改めて、姉妹校である国立台
中第一高級中学との連携方策も検討しなくてはならない。



平成26年までのSEES、WaISESの成果とリソースを活かし、アジアの科学教育のネットワーク構
築を考えたい。
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（ウ）本校の科学教育の「キモ」の部分の再確認
 平成27年度生が2年になる28年度より開始される教育課程上の課題探究「科学探求」の方向およ
び卒論の指導方法を含め、改めて本校の論文リテラシー教育を検討しなおす必要がある。今後は
英語論文が書けることを視野に入れることが重要である。


本校のプレゼンテーション教育は一応の成果を上げていると自己評価している。英語によるプレ
ゼンテーションを前提とした、より一層のプレゼンテーション指導のメソッドを開発したい。

（エ）成果の還元方策
 Webは情報化時代における有効な情報発信手段である。今までも積極的に教材の公開をしていき
ている。


地域への還元活動として子ども科学教室が定着している。現在のような1回だけの単発の開催は参
加者にとっても主催者にとってもやりやすいが、一方で表面的な現象の面白さだけが伝わり、科
学の仕組みの理解につながっていないのではないか、という思いもある。本来は日曜や週日の夜
間に半年ほどかけた１つのテーマに対する連続的な教室開催が理想であるが、それが無理でも夏
休み・冬休みに3日間ほどかけて課題や探究に取り組む科学教室も必要なのではないか。
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❸

実施報告書（本文）

0. SSH 事業取り組みの概要（平成 22 年～26 年、27 年経過措置 1 年目）
早稲田大学本庄高等学院 SSH 事業の最終年度にあたり、今期事業の総括を最初に行いたい。

0.1

本事業の仮説

本事業は 5 年間（加えて経過措置 1 年）にわたり、以下の事業題目の下、各プログラムを実践した。
事業題目 早稲田大学本庄高等学院における、「教育の国際化を踏まえた、多様な連携と知的資源敷衍の方法
の開発」
この題目を実行するために、以下の仮説を立ててその検証活動を行った。
① 生徒の探究活動を活性化するためには好奇心を掻き立てるための、学校環境・地域環境を利用し各教員の
指導力を活かしたプログラムが効果的である。
②

生徒の探究活動を継続発展させるためには、課外活動やプロジェクト活動がうまく運用される仕掛けづく
りをすることが必要である。

③

探究テーマにおいて、多様な連携活動の中で深めていくことは、生徒の活動を活性化するために有効であ
る。

④

海外の高校生とのディスカッションや相互プレゼンテーションの場を経ることは、科学英語力のみならず
探究活動へのモチベーション向上に有効である。

⑤

SSH 成果（知的資源）の普及・敷衍に際しては、連携活動を基盤として取り組むことが最も効果的である。

⑥

諸プログラムや授業における教育効果を評価することは、プログラム、授業、教材の改善のために必須で
あるが、定量化・因子抽出などの技術を用いることにより効果的に評価をすることが可能になる。

⑦

運営指導委員会の実施

⑧

報告書の作成

0.2

本事業の実践の状況

0.2.1 本校 SSH 事業全体の流れ
この SSH 期間 13 年間は、本校における実践状況を振り返った時、大きく 3 つのカテゴリーに分けられる。
１つは、2002 年～2006 年の期間である。この間は、最初海外研修がまだ認められておらず、また SSH 事業
としてどのようなプログラムが考えられるのか試行錯誤を重ねた時代であった。本校でも、打ち上げ花火のよ
うに様々な取り組みを単発的に試行した期間である。SSH 課外講義も月に 1 度という頻度で行っていた。
次は、2007 年～2010 年の期間である。それまでの反省から学校の環境や教員・生徒の実情を踏まえた「身
の丈に沿った」プログラム・継続する意義のあるプログラムが確定し始めた時代である。また時代の国際化を
見据えて、2003 年度以降の RSSF、ISSF 等の国際高校生科学フェアで広がった教員間のネットワークを頼りに、
国際交流の相手校の検討を始めた。
2005 年度～2006 年度には台湾への招待・台湾教員団の訪問を受け、台湾高瞻計画予定校との交流が始まっ
た。2007 年度台湾国立台中第一高級中学と Singapore National Junior College（NJC）との姉妹校協定を結
び、連携活動が開始された。また協定とは別に、多くの学校と関係を結ぶことができた。2006 年度に特別枠予
算で実施した小笠原研修は、参加生徒に与えたそのインパクトを受け、2007 年度から母島の植物観察を中心に
展開を始めた。SSH 部活動のプロジェクト研究も先輩から後輩への継続性ができた。現在本校の柱となってい
る SSH プログラムの多くはこの時期に確定している。2011 年～現代については、次の節に述べる。
0.2.2 2010 年～2014 年における SSH 事業
現、SSH 期間において、特に 2011 年～現在は、小笠原研修・シンガポール研修などのプログラムに加え、河
川調査活動・南三陸研修等地域連携を深めたとともに、連携先の多様化が図られた時期である。一方で、コア
事業・重点枠事業にも積極的にトライし、SEES・WaISES と 2 つの国際高校生シンポジウムを開催し、多くの高
校生に研究発表・国際交流の機会を与えるとともに、本校が培ってきた「論文リテラシー教育」のリソースの

8 / 50

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書経過措置第１年次
一旦を参加校に還元することができた。このとき作成した教材は現在でも本校 Web サイト1に掲載してある。
プログラムが安定し、これまでに蓄積されたリソースを色々な形で社会へ還元し始めた時代である。

Table 0-1
事業題目にある「多様な連携」が実現できている大きな柱の 1 つが 2009 年度より開始された「河川研究班」
の活動である。この活動は、当初国土交通省から清流ルネッサンス II 活動対象に指定された本庄市内 2 河川
（小山川・元小山川）の河川環境改善運動に加わるというものであった。この活動には、本庄市県土整備事務
所・早稲田大学創造理工学部社会環境工学科榊原研究室・地域 NPO「川・まち・人プロデューサーズ」・埼玉
県環境科学国際センター・藤田小学校の連携で推進されており、本校は後発としてこれに加わった形である。
加わってみて、この活動には極めて多様な内容が含まれていることがわかってきた。

1

http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/waises2014/index.htm
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当初は、河川調査の方法や道具がわからなかったため、榊原研究室の大学院生の指導を受けながら河川調査
をしたり、研究室のゼミに参加させてもらっていた。魚類を含む水生生物の同定については環境科学国際セン
ターの指導を受けることができた。同センターからは河川環境調査以外にも、水質浄化ろ過材の指導も受けら
れた。清流ルネッサンス II 活動が終了し、榊原研究室が研究の主体を本庄市から移した後、2012 年に藤田小
との連携が始まり、この活動は新しいステージで行われることとなった。
おりしも 2011 年 3 月に勃発した東日本大震災、それに付随する福島原発事故によって、環境に対する意識
が大きく問われ、私たちは今まで疑問を抱かなかった日本の科学が進もうとしている方向に対して不信感を抱
くに至った。そのような中、2012 年 4 月に NPO から、元小山川源流の導水部分にヘドロが蓄積されて流量が少
なくなるため、貯水槽を曝気するモータを回す動力のアイデアを求められた。この依頼が現在の超小型水力発
電機の開発につながっている。このプロジェクトは、この間関わった生徒のみならずその影響として、すべて
の生徒が改めて日本の国土事情に合ったクリーンなエネルギーの方向について問題意識を持つきっかけとな
っている。
第二期から本校 SSH 事業の柱であった小笠原研修や NJC との連携活動も第三期に入り、さらに成熟を見せ
た。小笠原研修では、より直接的に小笠原の自然環境理解につながることを期待し、机上でのレクチャーをや
め、南島におけるワークショップを開催した。また、SSH 開始以来成果の地域還元の一つとして行ってきた子
ども科学教室のノウハウを生かし、母島でも開催するに至った。NJC との連携では共同研究ミーティングの時
間を大幅に増やし、より深い成果を求める方向に動きつつある。
0.2.3 2015 年度における SSH 事業
2015 年度は経過措置校として SSH 事業を実施した。予算が少ない中 SSH 事業整理の努力をしたが、多くの
事業に連携先があり、生徒自己負担額の増加にご理解いただく・学校予算配分の見直し等の努力をし、結果と
してほとんど前年度並みの事業を行った。特筆すべき点としては、2013 年からトライしてきたクワの葉の研究
成果の英文ジャーナルへの投稿が 2015 年 11 月に植物専門誌 Flora に受理されたことである。また、2004 年
より交流のあったタイの Mahidol Wittayanusorn School（MWITS）との姉妹校協定締結の検討を開始した。
以上のような本校 SSH 活動の成果の 1 つとして以下のデータを上げたい。
Graph0-1 は、早稲田大学理工系 3 学部進学者およびその中での修士・博士課程進学者の推移を示したもの
である。横軸は年ではなく、「卒業年度」を表すことに注意して見ていただきたい。例えば横軸の 2002 年度
については卒業生の内理工 3 学部進学者は 66 名であり、その中の 32 名が修士課程に進学し、その中の 2 名が
博士課程に進学したことを示している。Graph0-2 は、理工 3 学部進学者数を 100 とした時の修士・博士課程
進学者の割合である。
本校の場合、SSH 指定以降必ずしも理工系進学者が増えているわけではない。年度の変動が激しい。しかし
このことについて、私たちは SSH 事業の効果が出ていないとは考えていない。むしろ、SSH 指定以降厳しい指
導を施すようになったため、「生半可な」気持ちで理工系へ進学する生徒が減ったためと考えており、理工系
進学者のミスマッチが減ったことを評価している。一方で Ghaph0-2 に見るように、修士・博士課程進学者は
漸増している。本校の SSH 事業は、結果として理工系学部進学者を増やすことにはつながらなかったが、長く
科学に携わる研究者を増やしたという点で SSH 活動の影響があったと考えている。
SSH 指定後最初
の卒業生

SSH 指定

共学化

共学化後最初の
卒業生

Graph 0-1

Graph 0-2
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0.3

本事業の評価

0.3.1 各仮説に対する検証
① 生徒の探究活動を活性化するためには好奇心を掻き立てるための、学校環境・地域環境を利用し各教員の
指導力を活かしたプログラムが効果的である。
本校は、SSH 事業開始以来、SSH 事業の特色としてキャンパスの自然環境を利用した教材展開を、授業や SSH
部活動、プロジェクト活動で取り入れてきた。また、後半は多様な連携活動の中で SSH プログラムにおける教
育効果を高め、かつリソースを社会還元することを目指した。2013 年度から、教員の専門分野を活かす試みと
して輪講「これがサイエンスだ！」を開始した。また、2015 年度、新 1 年生のカリキュラム改変に際し、初め
ての試みとして、全新入生に対する理科学力試験を実施した。授業改革の試みとして反転授業を実施した。
以上の結果、仮説の妥当性をより高めるためには以下の要素が必要であることがわかった。
 新入生の理科に関する基礎知識を早い段階で揃えた上で、探究心を養うこと。
 理系進学を迷っている生徒に科学への興味を持たせるようなプログラムの開発
 早い段階で大学の理系の様子がイメージできるようなプログラムの実施
②

生徒の探究活動を継続発展させるためには、課外活動やプロジェクトがうまく運用される仕掛けづくりを

することが必要である。
本校の探究活動継続のシステムとして、SSH 部活動の他にいくつかの、地域を基盤としたチームプロジェク
トを設け、実施してきたことが大きな特徴である。探究活動を SSH 部活動に限ってしまうと、運動部等で活動
しながら探究活動もしたい生徒の可能性を減じてしまうことになる。このシステムは生徒の探究活動の可能性
を広げている。探究活動が単年度ではなく先輩の成果を継続することができるため、成果を深めることにつな
がっている。この例が今年度クワの葉に関する論文が英文ジャーナル掲載に至ったことにつながっている。ま
た、全生徒の義務となっている卒業論文の存在が、探究活動が当たり前という意識を全生徒に持たせている。
以上、本校では探究活動継続システムの基盤として卒論制度があり、また SSH 部やいくつかのプロジェクト
活動があったことにより探究活動が継続し深められている。
さらに仮説の妥当性を高めるためには以下の要素が必要であることがわかった。
 有機的な指導体制を維持すること。現在 SSH 部では毎週月曜日に出校してくださるコーチの方、河川調
査では外部専門家や大学研究室の指導を受けている。単発ではない継続的な指導体制がカギとなる。
 継続的な生徒の活動を維持する努力をすること。
 生徒が自由に実験観察できる環境（部屋・場所等）を作ること。
③

探究テーマにおいて多様な連携活動の中で深めていくことは、生徒の活動を活性化するために有効である。
SSH 事業の連携先としては、基本的に大学あるいは研究機関が一般的であるが、本校の場合早稲田大学を基

本としながら、連携の軸として小笠原母島、そして地域諸機関、海外の高校と様々なつながりを維持し、改善
を重ねてきた。地域との多様な連携の大きな例が河川調査活動である。本校と大学は地理的に遠いため、特に
地域連携が、本校の継続的で密な SSH 活動の背景となっている。今年度は、河川調査活動および南三陸研修に
おける NPO との連携活動について、ストックホルム水大賞・日本水大賞に論文を提出した。
以上より、「継続的な活動が促進される」「指導体制が増える」「多様なアイデアやアドバイスが得られる」
という点で仮説は妥当である。
④

海外の高校生とのディスカッションや相互プレゼンテーションの場を経ることは、科学英語力のみならず

探究活動へのモチベーション向上に有効である。
本校は、生徒に研究成果発表の場を経験させることが、成果をまとめる機会になること、研究活動に対する
客観的な評価が得られそれが改善につながること、を期待し、SSH 指定以来積極的に対外的な研究発表の場に
参加してきた。国内外を問わず、研究発表を行うために自分たちの成果をまとめることは、改めて自分たちの
探究活動を客観的に見つめることにつながり、それだけで研究活動の推進に効果があるとともに、論文にまと
める・プレゼンテーションにまとめる・ポスターにまとめる過程を経験することが、「研究とはどのような行

11 / 50

SSH report 2015, Waseda University Honjo Senior High School

為か」を体験することができる。このことは生徒の将来において、良い経験となって色々な場面で役立つであ
ろう。
特に、海外で発表する機会を得ることは、英語で説明したりディスカッションしたりする経験になることは
もちろんであるが、広く多様なアイデアや研究のレベルに触れることができる貴重な場となる。海外研修に参
加した者はほとんど、次の次の海外研修の機会に参加しようとする。英語でのコミュニケーションがうまくい
かなかったり、プレゼンがわかってもらえず苦い思いをすることも多いが、帰ってきてから改めて悔しい思い
からの向上心や多くの生徒と交流できる意義を感じるのであろう。
2.7 によると海外での研究発表プログラムに参加した、生徒たちの行動の変化や感想を見ることができる。
現場では大変な思いをしても「楽しい」と思えること、英語や研究へのモチベーションの変化が見て取れる。
このようなことから、この仮説は裏付けられる。
⑤

SSH 成果（知的資源）の普及・敷衍に際しては、連携活動を基盤として取り組むことが最も効果的である。
SSH 成果の敷衍方策を目標に掲げた今期の SSH 事業において、当初の 2 年間は教材を冊子にまとめ各 SSH 校

に送付することを行っていた。しかし、このような教材は作るときに要した手間の割には、本棚や倉庫に死蔵
されることの方が多いのではないかと考えた。
一方で、連携先が多様になるにつれ、子ども科学教室、市民シンポジウム、市民大学、藤田小での授業等地
域で成果を還元する機会が増えてきた（母島を含む）。これらの活動は定期的・精力的に行われ、リピーター
が増える・藤田小児童の変化等大きな効果が確認されている。このような地域をターゲットとした還元形態が
継続しやすく最も効果的であると考えている。
また、Web を積極的に使い、イベントの都度に情報を公開した2。主たる連携プログラムには専用のサイト3も
設けた。使用した教材は著作権の問題がない限り、Web で広く公開している。
⑥

諸プログラムや授業における教育効果を評価することは、プログラム、授業、教材の改善のために必須で

あるが、定量化・因子抽出などの技術を用いることにより効果的に評価をすることが可能になる。
この間、本校では SSH プログラムの開発とともに、評価方法の工夫に取り組んできた。教育効果評価の方法
は難しい。試験による得点のように数字に表れる要素が少ないこと、同じプログラムを繰り返しても参加生徒
が毎年変化するなどの理由による。従って、アンケートによる評価がどうしても一般的になるが、ともすると
分析結果として「～のような感想が多かった」といった客観化されない評価で終わってしまう。アンケート評
価でもより客観化・数値化することを目指し、「ルーブリックチャートの積極的導入」「自由記述のテキスト
マイニング評価」「主成分分析等統計表化技術」等の導入を試みた。このことにより、評価の客観化・深い分
析を進めることができた。
0.3.2

評価と反省

2010 年～2014 年および 2015 年の経過措置における本校 SSH 事業においては、以下の事項が主たる評価すべ
き点として挙げられよう。
(ア) 連携先を積極的に求め、特に地域連携と国際連携を強化し、生徒のみならず教員にとって多様な教育
効果が獲得できたと同時に、本校の持つ SSH 成果をそれぞれの連携先に還元することができたこと。
(イ) WaISES を中心に、科学英語論文作成・プレゼンテーションスキルを含めたアカデミックリテラシー
を養成するプログラム作成に取り組み、使用した教材をすべて Web 公開したこと。また、高校生科学
英語論文のフォーマットを独自に作ったこと。
http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/index.htm
例えば小笠原研修 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ogasawara/ogasawara.htm
http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/njc/njc.htm 、藤田小との連携
http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/fujita/index.htm 、開催したイベント
http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm
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(ウ) NJC との交流を通し、科学教育を軸とした国際交流の在り方を共に検討してきたこと。
(エ) 国際的な英文ジャーナルへの論文掲載を通し、記録に残る成果を加えられたこと。
また、以下の点が反省点・実施しきれなかった点として挙げられる。
(ア) 英語科学論文のテキストを完成させたかったが、2 回の WaISES の期間ではできなかったこと。
(イ) 早稲田大学との連携活動を今一つ有機的なものにしきれなかったこと。セミナーの講師派遣や研究
室訪問、研究室の協力等は得られているが、例えば高大のギャップを埋めるため、大学の協力の元の
テキスト作成、論文マニュアル作成等の試み等である。
(ウ) 2015 年より反転授業の試みを開始したが、アクティブラーニング等新しい授業進行形態を取り入れ
る努力が不十分であったこと。

１．平成 27 年度研究開発の課題
1.1

事業題目と事業の方法

1.1.1 事業題目
早稲田大学本庄高等学院における、「教育の国際化における、多様な連携と知的資源敷衍の方法の開発」
1.1.2 事業の方法
過去の SSH 指定期間における反省と収穫、および 2011 年度 3 月 11 日の東日本大震災および福島原子力発電
所事故から得られた科学教育への要求を分析し、これからの中等科学教育の方向を考える。同時に、教育のグ
ローバル化・国際化の流れを踏まえた科学教育プログラムの開発・普及を行うとともに、教育効果の評価方法
の開発を行う。大学全入の附属高校として、高大接続の可能性を検討する。
具体的には、次の項目を柱とする。
①

科学的好奇心を活性化するプログラムの研究（仮説 1 に対する検証）

②

探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発（仮説２に対する検証）

③

多様な連携プログラムの開発発展（仮説３に対する検証）

④

海外での研究発表とその教育効果の分析（仮説４に対する検証）

⑤

SSH 成果の敷衍方策とその効果の分析（仮説５に対する検証）

⑥

教育効果の評価システムの開発（仮説６に対する検証）

⑦

運営指導委員会の実施

⑧

報告書の作成

以上の取り組みを総括し、報告書を作成する。
1.1.3

研究開発の実施規模

全校生徒を対象として教育プログラムを展開するが、特に希望者及び SSH クラブ員において重点的な展開を
行う。

1.2
1.2.1

実践結果の概要
科学的好奇心を活性化するプログラムの研究

（ア）最新科学の情報に触れる機会を増やす試み
生徒の科学へのモチベーションを高めることを目的とし、課外講義を随時行う。特に同校内教員による“身
軽に開催できる”講座として 25 年度に開始している「これがサイエンスだ」を今年も継続する。
（イ）中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試み
中高接続のギャップを埋める試みとして例年は新入生に対して補講を行っていたが、今年度は新指導要領実
施にあたるため、一度 3 教科入試による理科の学力個人差を把握するため、学力試験を実施行う。
1.2.2

探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発
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（ア）クラブ活動や特別プロジェクトの推進
探究活動を継続し発展させるためには、特にそのモチベーションを持つ生徒に対して、望む活動が自由にで
きる環境を整備することが必要である。このためには、クラブ活動や特別プロジェクトにおける課外活動とし
て、適切な指導の下、必要な時間がかけられ、機材が使える環境を与えることが必要となる。成果においては、
積極的に外部評価を得る機会（JSEC 等コンテスト・外部発表の機会）をできるかぎり義務付けた。
1.2.3

多様な連携プログラムの開発発展

（ア）多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析
連携先が多様になることのメリットは、研究の切り口が多様化すること、多くの人の意見や指導・評価を求
めることができることである。今まで実施している小笠原研修における小笠原村との連携も継続実施し、方向
性を探る。
（イ）海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析
シンガポールの NJC とは前述のように共同研究を軸にした有機的で継続的な交流を行う。
1.2.4

海外での研究発表とその教育効果の分析

（ア）科学英語力養成の体制づくりの検討
本校では早くからプレゼンテーション教育・論文教育に取り組んできた。特に、科学教育の国際化の必要性
が感じられるようになってからは、英語によるプレゼンテーション・論文指導に取り組む。
（イ）SSH 成果の対外的な報告と評価
生徒の研究成果は適切な評価とアドバイスを得るために、積極的に外部発表の機会を求めなくてはならない。
今年度は、国内では SSH 生徒研究発表会・SKYSEF・JSEC・JSSF・各種学会の Jr 部門、国際高校生学会として
KSA Science Fair、Thainand-Japan Student Science Fair、MWITS Science Fair に参加する。
1.2.5

SSH 成果の普及・敷衍

（ア）本学院主催 SSH 報告会の実施・成果報告書作成
本学院主催 SSH 報告会を実施し、本学院 SSH プロジェクト全体に対する評価とアドバイスを得る。また、1
年間の成果を報告書にまとめ、公開する。
（イ）連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍
「河川調査プロジェクト」は連携先を広げ、大きな活動となりつつある。特に、2012 年度から開始された小
学校との連携において、総合学習の年間講師を務めている。河川環境調査や環境改善活動を軸としたこれらの
連携活動を継続する。
（ウ）子供科学教室の実施
例年行ってきた子供向け科学教室は少しずつ地域を拡大しながら、今に至っている。このような試みは地域
における科学教育推進はもちろんその目的の１つであるが、アシスタントとなる生徒が子供たちに教える過程
を通し、自分なりの理解を深めるとともに的確な知識伝達方法を習得できることで、教育意義が大きい。
1.2.6

教育効果の評価システムの開発

（ア）教育効果の評価方法の検討
教育効果を評価するために用いる主たる手段であるアンケートにおいて、ルーブリックチャート・テキスト
マイニング等の手法を用い、より定量的・客観的な評価ができるような方法の検討を行う。
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1.3

平成 27 年度 SSH 実施事項一覧4

以上の事業計画に従って本年度実施された科学教育関連のプログラムやイベントの主なものを以下の一覧
表にまとめる。
月
4
5

6

7

8
9
10

11

12

1
2

3

事項
4/22（水）台湾台北市立建国高級中学が本庄学院訪問、研究発表会等実施。第 1 回「これがサイエンスだ！暗号・
人工知能・誤り訂正符号 －現代社会を支える数学の秘密―」
5/13（水）藤田小で第 1 回目講義「目の錯覚」
5/26（火）台湾国立台中第一高級中学が本庄学院訪問
5/29（金）第 2 回「これがサイエンスだ！つまようじを投げて円周率πを求めよう！」
6/3（水）藤田小で第 2 回目講義「川にすむ生物」「河川調査に関する諸注意」「パックテストの使い方」
6/10（水）藤田小と合同河川調査（小山川・元小山川）
6/13（土）早稲田大学西早稲田キャンパス 3 学部説明会および研究室訪問
6/17（水）藤田小で第 3 回目講義「河川調査からわかったこと」
7/9（木）Sinapore National Junior College とのテレビ会議
7/11（土）SSH 特別講義「麹菌の旨み効果に迫る！」
7/16（木）～23（木）シンガポール研修(Waseda-NJC Exchange Programme)
7/26（日）子供科学教室
8/1（土）～3（月）南三陸研修
8/6（水）～7（木）SSH 生徒発表会
8/8（土）～11（火）静岡北高校科学技術フォーラム（SKYSEF2015）（静岡北高校重点枠事業）
8/25（火）～8/30（日）小笠原研修
9/9（水）藤田小での第 4 回講義「チリメンモンスターを探そう！」
10/6（火）第 3 回「これがサイエンスだ！ ～トポロジーの世界～」
10/26（月）～11/1（日）NJC-Waseda Exchange Programme
10/28（水）藤田小との第 2 回合同河川調査（NJC 合同）
11/4（水）藤田小での第 5 回講義「プレゼンの達人になろう！その１」「顕微鏡でプランクトンを観察しよう！」
11/2（月）～6（金）立命館高校主催 Japan Super Science Fair 参加
11/6（金）第 5 回「これがサイエンスだ！～速報！ノーベル物理学賞解説～」
11/7（土）藤っ子祭「顕微鏡で葉っぱを観察しよう！」
11/11（水）藤田小での第 6 回講義「河川調査で分かったこと」、第 6 回「これがサイエンスだ！～ノーベル医学
生理学賞解説 感染症ってなんだ？～」
11/18（水）SSH 成果報告会、学外 SSH 運営指導委員会
12/12（土）～13（日）JSEC
12/19（土）清真学園高等学校主催「第 3 回 高校生による島嶼科学交流会」参加
12/21（月）～25 Thailand-Japan Student Science Fair に参加
12/27（日）親子科学教室
1/8（金）学内 SSH 運営指導委員会
1/25（月）～2/3（水）タイ研修(MWITS Science Fair2016 参加および MWITS との交流活動)
2/17（水）藤田小で第 7 回講義「プレゼンの達人になろう！（その 2）」
2/17（水）卒業論文報告会
3/15（日）「麹菌の秘密」合同勉強会（於名城大学付属高校）
3/12（土）本庄市民シンポジウム
3/21（月）日本物理学会第 12 回 Jr.セッション
3/25（金）26（土）つくば Science Edge
3/28（月）日本水産学会春季大会

Table 1-1

2015 年度実施した SSH 活動

※受賞

SKYSEF、”Analysis of the difference of vital forth between endemic shrimp and alien”、プレゼン
テーション（環境部門）審査員特別賞、2 年玉手萌衣・久保田怜奈

JSEC、「日本の小河川環境に適した超小型水力発電機の開発」、優等賞、3 年市川なつみ

MWITS Science Fair 2016、
“Creating Micro Hydroelectric Generator and Studying Its Practicability”、

プレゼンテーション部門（物理）2 位、2 年鈴木瑠夏・金子奈央・1 年清水理愛

4

詳細は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm で閲覧可能
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早稲田大学本庄高等学院賞5卒業論文部門
「安価に制作でき実用的な水中で探索が行える小型水中ロボットの開発」、3 年斎藤喬介
「LSD-SLAM を用いた水中 SLAM と水中ロボット制御への応用」、3 年辻雄太
「日本の小河川環境に適した超小型水力発電機の開発」、3 年市川なつみ
「本庄市内の河川に生息するプランクトンと水質の相互関係性」、3 年佐藤裕友
「小型潜水型水中探査ロボットを実現するためのソフトウェア開発」、3 年白石篤至
「本庄市内河川における外来エビの状況とその分析」、高山千恵

※特記事項

英文ジャーナル Flora 掲載、”Light and SEM observation of opal phytoliths in the mulberry leaf”,
O. Tsutsui, R. Sakamoto, M. Obayashi, S. Yamakawa, and T. Handa
Waseda University Honjo Senior High School
D. Nishio-Hamane and I. Matsuda
Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo

２．平成 27 年度研究開発の詳細
2.1

科学的好奇心を活性化するプログラムの開発

2.1.1 課外講義「これがサイエンスだ！」
１．背景
「これがサイエンスだ！」（以下，本講義）は 2013 年度より開始した課外講義であり，今年度も継続して
実施した．設置の目的は，生徒らに科学を身近に感じさせ，理系離れを食い止めるためである．また本講義の
特徴は講師が本学院内の教師である点である．このことから，2013 年度の報告書によれば，身軽に開催でき，
教員の相互理解の場を提供しているという利点が確認されている．
２．仮説
我々は本講義の効果として，3 つの仮説を立てた：
【仮説１】理系進学への意識を持続させることができる．特に，当初から理系進学を希望している生徒や選択
を迷っている生徒が理系選択をするきっかけとなる．
【仮説２】普段の授業へのモチベーションを上げるきっかけとなる．
【仮説３】本講義が進路指導の機会となる．
３．講義概要
今年度，実施した講義は表のとおりである．
回 タイトル
日時
講師
参加人数
1
暗号・人工知能・データ圧縮・誤り 4 月 22 日
数学科非常勤講師
40 名
訂正－現代社会を支える数学の秘 13：40～
（早大院生）
密－
2
つまようじを投げて円周率πを求 5 月 29 日
数学科専任教諭
54 名
めよう－数値解析入門－
16：00～
3
トポロジーの世界
10 月 6 日
数学科非常勤講師
9名
16：00～
（早大院生）
4
幽霊粒子をつかまえろ！
(1)11 月 6 日 15：50～
数学科専任教諭
(1)10 名
－速報！ノーベル物理学賞解説－ (2)11 月 13 日 8：30～
(2)4 名
5
感染症ってなに？－速報！ノーベ 11 月 11 日
生物科専任教諭
4名
ル医学生理学賞解説－
13：30～
6
はじめての一般相対性理論
2 月 16 日
数学科非常勤講師
4名
－重力レンズって何だ？－
16：00～
（早大院生）
第 1 回ではバーコードを間違いなく読み取るための仕組みやネットショッピングで使われている暗号の理
論的背景を解説した．第 2 回ではビュフォンの針によって円周率πを求める方法を「実験」した．またそこか
5

全国レベルの実績を上げた生徒に対して卒業式で授与される本校独自の賞（卒業論文の最優秀作品を含
む）
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ら発展し，数値解析の解説をした．第 3 回では数式を使わない「やわらかい」数学を体験した．メビウスの輪
（帯）を 2 つや 3 つに切ってどのようなものが出来上がるかを調べたり，手錠の輪抜けに挑戦したりした．第
4，5 回は，今年度ノーベル賞を受賞したのが日本人であるという動機から，彼らの研究について解説をした．
第 6 回では有名な理論である相対性理論を解説した．
講師として参加していただいた非常勤講師はいずれも早稲田大学の院生である．それぞれの話題は教員の専
門分野であるため，タイムリーかつホットなものとなった．
４．仮説の検証
仮説検証にあたり，参加生徒へアンケート調査を行った（具体的な設問は参考資料を参照のこと）．解答は
1，2 年生 54 名から得た．
【仮説１】理系進学への意識を持続させることができる．特に，当初から理系進学を希望している生徒や選択
を迷っている生徒が理系選択をするきっかけとなる．
【結果】
1) 当初から理系希望の生徒は，次年度も理系選択をしたと有意にいえる．（36 名中 23 名6）
2) 迷っていた生徒が理系選択をしたと有意にはいえない．（12 名中 7 名7）
3) 進学希望学部について，1 年生の次年度理系選択者は理工系学部へ進学を希望している数が有意にあり（次
年度選択者 31 名中，強く希望している者 13 名，やや理系よりに考えている者 8 名8），2 年生の次年度理系
選択者はそうとはいえない．
1) から本講義は理系希望の生徒（3）より，特に 1 年生）に対しては理系進学の意識を持続させることがで
きた．だが 2) より迷っている生徒に対しては，本講義によって意識づけがなされるわけではないことがわか
った．これは 2013 年度の検証結果と同様である．
【仮説２】普段の授業へのモチベーションを上げるきっかけとなる．
【結果】授業への意欲の変化は「上がった」生徒と「どちらともいえない」生徒に大別できる（54 名中，上が
った生徒は 23 名，どちらともいえない生徒は 28 名）．
モチベーションが上がった生徒 23 名がどのような変化があったのか，併せて調査したところ，「授業以外
のことも調べるようになった」（6 名），「学習時間が増加した」（4 名），「特になし」（5 名）の生徒が居
た．
【仮説３】本講義が進路指導の機会となる．
【結果】本講義は進路選択にとって，「役に立った」という生徒と有意に多い（54 名中「非常に役に立った」
2 名，「役に立った」28 名9）．
生徒が進路選択にとって，役に立ったと述べている一方，大学の理系のイメージがはっきりしたか，という
設問については，
「わかったという程度」という生徒が半数居たが，そのほかの生徒は「どちらともいえない」，
「はっきりしない」と回答している．やはり話だけでは伝わらない部分はあるので，究極的には研究室訪問な
どの直接的な指導は必要である．
参考資料 アンケート設問とその結果（[ ]内）
1. 学年は？ ①１年[50] ②２年[4]
2. 性別は？ ①男子[30] ②女子[24]
3. あなたが参加した講義は何ですか？※複数回答可
①暗号理論[31] ②つまようじを投げてπを求める[33] ③トポロジー[7]
⑤ノーベル医学生理学賞解説[3]
4. 設問 3 の講義に参加した理由は何ですか？※複数回答可

6

適合度の検定：  (1)  17.64,

p  .01 ．

7

適合度の検定：  (1)  0.333,

p  0.564 (n.s.)

8

適合度の検定：  ( 4 )  12.06,

p  0.05

9

適合度の検定：  ( 4 )  45.63,

p  0.01

2

2

2

2
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①内容がピンポイントで興味があった[18] ②その教科に興味があった[21] ③講師（教員）に興味があ
った[8] ④先輩の誘い[0] ⑤教員の誘い[1] ⑥友人の誘い[9] ⑦なんとなく参加した[23]
5. 講義を受けて，普段の授業に対する意欲はどうなりましたか？
①非常に上がった[0] ②上がった[23] ③どちらともいえない[28] ④下がった[1] ⑤非常に下がった
[2]
6. 【設問 5 で①，②を選んだ方のみ】具体的にどのようになりましたか？
①その教科の学習する時間が増えた[4] ②その教科の成績が上がった[0] ③授業の内容を深く調べるよ
うになった[1] ④授業以外のことも調べるようになった[6] ⑤特にない[5] ⑥その他【記述欄に記入】
[3]→{その話題に関するニュースを気に留めるようになった，授業への意欲が上がった，数学に興味を持
つ努力をするようになった}
7. 講義を受けて，大学の理系のイメージがはっきりしましたか？
①非常にはっきりした[1] ②わかったという程度[24] ③どちらともいえない[18] ④はっきりしない
[10]
8. 進路について，４月の希望と２学期の文理選択（１年生はコース分け，２年生は選択科目）で，当てはま
るものに１つマークしてください．
①理系希望→理系選択[23] ②理系希望→文系選択[2] ③迷っていた→理系選択[7] ④迷っていた→文
系選択[5] ⑤文系希望→理系選択[6] ⑥文系希望→文系選択[11]
9. 進学したい学部は現時点ではどのように考えていますか？
①理工系学部を強く希望[15] ②理工系寄りを希望[9] ③迷っている[4] ④文系寄りに希望[12] ⑤文
系学部を強く希望[14]
10. この講義はあなたの進路選択にとって，役に立ちましたか？
①非常に役に立った[2] ②役に立った[28] ③どちらともいえない[16] ④あまり役に立たなかった[4]
⑤まったく役に立たなかった[4]
2.1.2 SSH クラスにおける反転授業の試み
本学院の 2 年次では SSH クラスを導入している（1 学年 8 クラス中 2 クラスが対象）．SSH クラスの理数
系科目10の時間では，クラスを①と②に分け，分割授業を行う．①クラスは理系進学を強く希望する生徒が集
まり，高度な内容を扱うクラス，②クラスは理数系を基礎からじっくりと学習したい生徒が集まるクラスであ
る．SSH クラス（①，②の選択も含む）は生徒の希望調査を経て，振り分けをしている．本稿では，②クラス
において実施した反転授業の試み（以下，本実践）を報告する11．
１．背景
反転授業（flipped classroom）とは大まかにいえば「宿題で講義を聴き，授業中には演習をする」スタイル
である．これまで反転授業によって，成績向上（デトロイト州の実践など）や自習時間の増加（宮崎県東向陽
小学校での実践など）がみられたとの報告がある．だが，反転授業の実践がそのまま学習成績向上につながる
わけではない．山内ら（2015）は注意点として，指導者は活動をデザインすること，学習者がつまずきそうな
部分を想定すること，動画はシンプルに作成すること，の 3 点を挙げている．そこで我々は，どのような点に
留意することで反転授業の効果を引き出すことができるのかを検討した．
２．検討事項
我々は本実践を通じて，以下の 2 点を検討する：
【検討事項１】反転授業によって学習成績が向上するかどうか．
【検討事項２】反転授業のメリットや課題を明確にすること．
３．授業設計
我々は授業設計について，1) インストラクショナルデザイン（以下，ID）の利用，2) 動画の作成と視聴，
3) 授業内での指導，について議論する．
1) ID の利用

10
11

2 年次の理数系科目は，数学 II，数学 B，化学，物理である．
実践の詳細については，成瀬（2015）を参照のこと．
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反転授業において，動画を見ることは目的ではなく，学習のための手段である．生徒は動画を見て，所定の
学習目的を達成することが求められる．そのため，生徒らの活動を引き出すための授業デザインが必要である．
これは本稿 1 節において述べた山内ら（2015）の注意のとおりである．そこで我々は，活動を引き出す動画の
作成のために ID の手法を取り入れた．ID とは行動分析学の知見に基づいた，学習などの行動を効率的にうま
く引き出すための方法論である．ID の説明は，2010 年度の報告書において述べられているとおりであるので，
ここでは繰り返さない12．例えば我々は動画作成にあたり，成功の基準をはっきりさせる，標的行動を引き出
すといった方法を取り入れた．
2) 動画の作成
本実践で作成した動画は，教室で担当者は板書している姿を見せる，または紙に書いた解説を映したもので
ある．動画の作成に用いた機材は，デジタルビデオカメラ（と脚立），動画編集ソフトである．ただし，動画
の編集については最初と最後の余分な部分を削除するだけにとどめ，アニメーションなどを新たに付け加える
ことはしていない．動画は早稲田大学の情報プラットフォーム「Course N@vi」上に動画を掲載し，各生徒に
アクセスしてもらう．教員は生徒が動画を視聴したかどうかを確認することもできる．
3) 授業内での指導
1) において述べたように，生徒らが動画を見る目的は，所定の学習目標を達成するためである．そこで我々
は動画の内容が定着しているかどうか，授業の初めに小テストを実施することとした．小テストは定着の度合
いを測るという性格上，動画で解説したものの類題を出題した．小テスト終了後，生徒の出来具合をその場で
確認し，その後の授業スタイルをその場で判断した．授業中に再度説明を行うのか，基本的な演習を多くする
のか，発展的な問題に取り組ませるのか，さまざまなことが考えられる．そのため授業中に扱う題材は多めに
用意する必要がある．
授業の流れをまとめると，表の通りとなる．
その前の授業
自宅学習
対象の授業
→
→
動画視聴の指示
動画視聴
小テスト→演習
４．実践
本実践は，2 年 H 組②クラス 23 名を対象とし，2015 年 4 月～7 月（1 学期）において行った．動画の視聴
は毎回ではない．本実践では，計算問題の解法などの適用学習が主となる場合にのみ実施した．
５．実践結果
【検討事項１】反転授業によって学習成績が向上するかどうか．
検証のために，新学期の学力試験（4 月実施），中間考査（5 月下旬），期末考査（7 月初旬）の成績を調査
した．2 年生全員の各試験の点数を標準化し，中間試験と学力試験の差，期末試験と学力試験の差を比較した．
検証のために我々は t 検定を実施した．その結果が表のとおりである．中間，期末，いずれの試験についても
5％有意で成績が向上したことがわかる．
2H②クラス
学力試験（4 月）
中間試験（5 月）
期末試験（7 月）
平均
－0.706
－0.239
－0.251
0.793
1.057
0.578
不偏分散
0.890
1.028
0.760
標準偏差
学力試験との差検定の結 ―
t(22)＝－2.404
t(22)＝－2.108
果
5％有意（p＝0.025）
5％有意（p＝0.047）
【検討事項２】反転授業のメリットや課題を明確にすること．
ここでは，1) 生徒の学習スタイルの変化，2) 動画に関する満足度，3) 動画の視聴と小テストの結果，の 3
点について議論する．期末試験後（7 月）に 2H②クラスの生徒に対して行ったアンケート調査をもとに考察
する．
1) 生徒の学習スタイルの変化

12

ID を利用した授業改善の取り組みについては，2010 年度の報告書 pp.23-32 を参照のこと．
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「動画で予習することで，自分の学習リズムは変化しましたか」という設問について，約半数（23 名中 13
名）が良い方向に変化したと回答した．良い理由として，動画を何回も見て復習することができる，予習する
ことで授業への意識が変わった，家庭学習時間が増加した，が挙げられている．
2) 動画に関する満足度
「動画で学習することについて，メリットおよびデメリットは何ですか」という設問によって調査した．メ
リットについては 1) と同様に，何回も見ることができる，聞き逃しがない，というものがあった．また，自
分のペースで学習できる点も挙げられた．デメリットとしては，動画を見ただけで満足してしまうという点が
挙げられた．PC 操作などに関する技術的な面もあったが，本稿では触れない．
3) 動画の視聴と小テストの結果
各回において 6～9 割の生徒が動画を視聴し，授業に臨んだ．授業開始時の小テストの平均はおよそ 5 割で
あった．動画を視聴した生徒でも，数学が苦手な生徒は満点をとることができないこともある．また，動画を
視聴していない生徒はほとんどが 0 点であった．
4) まとめ
以上の 3 項から，本実践の効果は以下のようにまとめられる．
 生徒らの学習スタイルの向上が見られた．
 小テストの結果を踏まえ，授業に臨むことで生徒のモチベーションアップにつながる．
 動画は繰り返し見ることができるので，復習のコンテンツとしても役立つ．
６．今後の課題
課題として，1) 予習のあり方，2) 授業内での活動，について述べる．
1) 予習のあり方
本実践では，予習としての動画は生徒全員が見て，授業に臨んでいるわけではない．動画を見るということ
に「コスト感」があるのか，特にテキストで行う予習とは本質的に何が違うのかということを検討すべきであ
る．また動画を見る動機づけも，「小テストがある」「授業についていけないから」という外発的動機づけに
よるものであると推測できる．そのような心理的作用が反転授業の成立にどう影響するのかも検討する必要が
ある．
2) 授業内での活動
本実践では，授業内に演習を行った．しかし，ただ単に適用学習を繰り返すだけで十分であるのかは疑問で
ある．そこで反転授業ならではのメリットとは何か，さらにアクティブラーニングという観点から見たメリッ
トを最大限に引き出せるような授業法はどのようなものであるかを検討したい．
参考文献
 成瀬政光（2015）「学校独自の情報プラットフォームを利用した反転授業の試み」，『日本数学教育学会
第 97 回全国算数・数学教育研究（北海道）大会 特集号』，p.525．
 山 内 祐 平 ら （ 2015 ） 「 東 京 大 学 大 学 院 情 報 学 環 ・ 反 転 学 習 社 会 連 携 講 座 」 ， http://flit.iii.utokyo.ac.jp/index.html，最終アクセス 2016 年 2 月 1 日．
2.1.3 入学生 理科学力テストの実施と分析
１．はじめに
カリキュラムの変更により、本年度から 1 年時に物理を学習することになった。そのため、授業作りに役立
てるために中学で学んだ理科の定着状況を調べることにした。
２．実施問題
本学院では、入学前の 2 月の最終土曜日に新入生ガイダンスを行っている。そこでは、学校の概要や入学ま
でに行うべき課題などの説明をしている。ちなみに、入学生の多くは国語、数学、理科の 3 教科に力をいれて
勉強してきており、理科の学力が高い生徒は少ない。
そこで、ガイダンスですべての教科を広く学習することの必要性と説き、本学院では全員が基礎的な理科も
社会も等しく学ぶことを説明したうえで、春休み中にしておくべき課題の説明をした。そして、東京書籍の問
題集「高校理科へのステップ」を購入させ、学習に取り組ませた。
4 月に入り、入学式、始業式が終了した次の日に全クラス一斉の理科学力テストを行った。出題した問題は
問題中の問題を少しだけ改良したものである。
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３．結果
表 1 は今回出題した問題のタイトルであり、その正答率を図 1 に示す。図 2 は得点分布である。
以下は結果を集計したものである。
平均点 19.7/30 点
最高点 27 点
最低点 7 点
ここで、得点が平均点の半分以下（14 点以下）の生徒を入試区分ごとにみると、全体で 26 人、帰国生 16
（I 10）、一般 7、地元１、α2 という結果になった。このことから、成績下位者の半数以上は帰国生であり、
帰国生の中でも現地校出身者（I の記号の生徒）の理科の学力が低いことが判明した。また、一般入試や地元
中学から推薦され入学した生徒や、自己推薦（αの記号の生徒）にも学力が低い生徒がいることが判明した。
また、正答率が 50 パーセント以下の問題は、生物分野や地学分野に多く見られることが判明した。問題を
詳細にみると、これら正答率の低い問題は、例えば細胞の役割や岩石の内部をきちんと理解していないと解け
ない問題であり、正答率の高い問題は、単純な暗記で解ける問題が多いことがわかった。加えて、学習するこ
とはいとわない生徒が多い反面、暗記に頼る傾向があり、3 年の最後で学んだ分野は受験の影響があり、あま
り身についていないと思われる分野があることがわかった。

生
物

物
理

地
学

化
学

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16.6
51.8
56.1
96.6
39.4
79.2
95.8
77.2
78.9
99.2
93.5
95.5
78.9
44.8
40.3
90.7
39.2
69
35.2
20.8
56.1
16.6
16.1
88.2
92.1
92.4
80.8
47.9
95.8
88.2

細胞種類・構造
植物の体の仕組み
動物の体の仕組み
発生
動物の分類
食物連鎖
細胞分裂
密度
密度と重さ
電流-電圧グラフの読み取り
オームの法則
電力
電力量
速度
速度の変化の割合
発電の種類
天文
太陽系の天体
天文
月の動き
天文
星座の移り変わり
気象
大気
気象
陸と海の間に生じる大気の動き
地質
プレートと地球内部構造
地質
地層と化石
酸化銅の色
酸化反応式
反応物質の質量
酸化反応のしくみ
アンモニアの溶解
中和反応
BTB溶液の性質

Table2-1

Graph2-1

理科学力試験、各問題の正答率

Graph2-2

各問題のタイトル

理科学力試験、得点分布

４．対策
今回の結果より、理科の学力には差があり、特に海外のカリキュラムで学んだ生徒にとって高校の教科書を
突然勉強するのは困難であり、導入教育が必要であることが明らかになった。また、理科は暗記科目ととらえ
て学習しているであろう生徒がいることから、授業では理詰めで考える訓練が必要なこと、興味関心を持たせ
て物事を深く掘り下げて考える練習をさせる必要があること考えられる。
以上のことを具現化するために、授業中に適切な実験や観察を入れ現象を確かめながら、自分の意見や考え
を深く掘り下げられるような質問を工夫することが重要であり、一方的に伝える授業ではなく、生徒一人一人
が自発的に考える授業を構成することを理科全教員が取り組むことにした。

2.2

探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発

2.2.1 クラブ活動や特別プロジェクトの推進
今回は、クラブ活動の概観を述べるのではなく、特に研究を進められた例を１つ取り上げたい。
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超音波キャビテーションを用いた水中にすむ雑菌の殺菌装置の開発
１．はじめに
社会に貢献できる実験装置の開発は、科学クラブの生徒にとってやりがいを感じるテーマの一つである。本
年度は、群馬県にある水耕栽培プラント開発メーカー「カネコ種苗」様にアドバイスをいただきながら、超音
波で作るマイクロバブルのキャビテーション（泡が膨張圧縮を繰り返す現象）から得られるエネルギーを用い
た水中に生息する雑菌の殺菌に取り組んだ。その結果、効果のある装置の開発に成功し、取り組んだ生徒は殺
菌の科学的な理論解明に積極的に取り組み始めた。
２．水耕栽培に必要な殺菌方法
水耕栽培は土を使わず、樋に流した液体に溶かした養分を植物の根に吸収させる栽培方法である。この方法
は本庄近郊はもとより全国に広がったハウス栽培の１つの方式である。
水耕栽培では平均的な大きさ（300 坪）のハウスで 1 日に約
１トンの水を循環させている。一度循環させた水には吸収され
ずに残っている養分がたくさんあるためもう一巡させたいと考
えているが、循環中に液体に空気中から入り込んだ雑菌が繁殖
する恐れがあり、一巡すると廃棄しているのが現状である。プ
ラント開発メーカーではこの水の殺菌方法を考え残留薬品の心
配がないオゾン殺菌や紫外線での殺菌を試しているが、高い経
費や人間への害などを恐れがあるため、よい方法を探している
Fig.2-1 超音波振動子
ところである。
３．キャビテーション発生装置の開発
そこで本年度の科学クラブでは、人間への影響が極めて少なく、残留する薬品が全くない超音波キャビテー
ションを用いた殺菌装置の開発に取り組んだ。本装置は、Fig.2-1 のような本多電子製の超音波振動子をキャ
ビテーション発生源として用いており、振動棒、変圧共振コイル、高出力アンプ、電源装置、ファンクション
ジェネレーターで構成している。Fig.2-2 に装置概要、装置の回路図、実際の実験装置を示す。振動子は 20kH
ｚ用を用い、振動棒（コーン）はエネルギーが分散しないような筒状のものを、アルミニウムを加工して使用
した。
高出力アンプは、研究当初は市販の 100W クラスのステレオアンプを用いていたが、周波数が同期すると大
きな電流がアンプに流れ、次々に壊れてしまった。そのため現在は我々教員が作ったものを使用している。ア
ンプの回路は Fig.2-3 の通りである。
超音波振動子
（トランスデューサー）

変圧・共振コイ
ル

高出力アンプ、電源装
置

装置概要

装置回路図

Fig.2-2 装置概要・装置回路図・実際の実験装置
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Fig.2-3 高出力アンプの回路
４．殺菌実験
ア．実験の原理
音波の中でも人間が聞くことのできない 20kHz 以上の音波を超音波
というが、その超音波で液体を振動させると、液体中に定常波ができ圧
力差が生じる。液体圧力が低くなった部分では溶け切れなくなった気体
が気泡として発生する。この気泡が液体圧力が高い部分に移動すると、
激しくつぶれ、気泡から衝撃波が発生する。このような液体圧力低下に
伴う気泡の発生と引き続く気泡の激しい収縮現象をキャビテーション
Fig.2-4 ソルミネッセンス
という。また、それに伴う発光のことをソノルミネッセンスという。
Fig.2-4 は発光の様子の写真である。このキャビテーションは大きなエネルギーを持っており、その近傍では
物質を物理的に破壊することができる。また、物質によってよっては化学反応を起こすこともある。
今回の実験では、このキャビテーションのエネルギーで雑菌の細胞膜を破壊し死滅させることにした。
イ．実験の目的
水中の雑菌を殺菌ずることを目的に、ビーカーの中で近隣の河川の水の殺菌を行った。
ウ．実験手順
①川の水の採集
本庄市内に流れる小山川、男堀川から 500ｍｌペットボトル 3 本ずつを採集
②キャビテーションでの実験
ビーカーに入れた 100ml の川の水および水道水の中に振動棒を入れ、0s、60s、120s、180s の 4 種類の時間
で水を振動させた。この時超音波振動子に与えた電力は約 80W である。
③寒天培地の作成
鶏の皮の煮汁、棒寒天、水で寒天培地を作成し、オートクレーブで殺菌処理したのちにクリーンベンチ内で、
それぞれの水をコンラージ棒で培地に塗布した。
④ 観察
寒天培地は 30 度の培養室内で保管し、24 時間ごとに観察した。
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５．実験結果
Fig.2-5 にシャーレ上の菌の増殖状況を示し、その結果を Table2-2 にまとめた。

Fig.2-5 シャーレ

Table2-2

実験結果

６．考察
実験結果より超音波で 60 秒以上振動させたときには菌の発生は見られなかった。このことより、今回の培
地で繁殖することのできる雑菌はキャビテーションにより死滅することがわかった。
７．検討
今回の実験ではキャビテーションで雑菌を死滅させることは判明したが、キャビテーションによって副産物
ができている可能性も否定できない。その副産物が人体や植物に有害である可能性も否定できないため、溶け
ている物質の分析が必要となる。また、実用化にはコストを考える必要があり、振動子に与える電力をいかに
小さくするかも考えなければならない。このほか、振動に伴うかなきり音の抑制や、大量の水に対する殺菌方
法など今後検討しなければならないことが見えてきた。
８．参考文献

ソノプロセスのはなし,飯田康夫 著,日刊工業新聞社,2006/11

音響バブルとソノケミストリー崔 博坤、 原田 久志
2012/10

2.3
2.3.1

多様な連携プログラムの開発発展
地域との連携（小笠原研修、8 月 26 日～8 月 31 日）

① 日誌
※参加生徒 9 名（男子 3 名、女子 6 名）、引率教員 2 名
8 月 25 日（火）
10:00 竹芝桟橋出航
8 月 26 日（水）
11:30 父島二見港到着
12:30 二見港出港
14:50 母島沖港到着、16:00 に科学教室の準備のため役場の大広間へ。今年のテーマは「チリモンを探そう！
～チリメンジャコからわかる海の環境～」である。
16:30 母島こども科学教室開始。学院生の自己紹介の後、チリメンジャコとはどのようなものか、チリモン
を調べることで何がわかるのかについて学院生がプレゼンをした。その後、4 班に分け、作業開始。班毎に採
取できたレアもののチリモンを全員で確認した後、記念写真を撮影し、終了。
20:00 母島観光協会で開催された、海の生物に親しむイベント「タッチアンドリリース」に参加。
21:00 ミーティング。翌日のフィールドワークの内容とタイムテーブルについて確認。
8 月 27 日（木）
6:00 散歩。小剣先山へ。一部生徒は長く継続しているシマグワの調査。
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8:30、今年は初の試みとして、南端南崎までの縦走を行う。例年お世話になっているガイドさんに加え、環境
省の方が講師としてお世話してくださった。今までに行った石門・桑の木山・乳房山とは植生がかなり異なっ
ており、また地質的にも興味深い場所が多い。環境庁からは、特に 90%以上が天然記念物という母島の陸生マ
イマイの進化と国が行っている環境保護活動について、その都度説明してくださった。
21:00 ミーティング。翌日の海洋生物観察におけるタイムテーブルと注意事項を確認。
8 月 28 日（金）
6:00 散歩
8:30 海洋生物観察・サンゴの白化観察。。最初、平島沖で 5 メートル程度の海での観察。水の透明度は高い
が珊瑚が死滅して白く埃をかぶったようになっている場所が多い。最後は向島沖水深 15 メートル程度の地点
で観察。水深が深くなると魚類の種類も圧倒的に異なり、群れを成す魚も多くなることに驚く。サンゴもきれ
いであった。
14:00 沖港出港
16:10 二見港到着
18:50 ナイトツアーに出発。オガサワラオオコウモリ・グリーンペペ・浜辺の小動物観察。
22:00 ミーティング。翌日のタイムテーブルの確認の後、一人一人に今回の研修に対する意見と改善案を述
べてもらった。
8 月 29 日（土）
8:15 本研修のハイライトの１つである自然保護区南島でのワークショップに出発。南島では、南島の地形的
特徴、環境保全の状況、植物・動物の環境等について理解を深めた。
14:00 二見港出港、恒例の見送りを見学する。
9 月 4 日（木）
15:30 竹芝到着、引率教員のコメントの後、解散。
2.3.2 Singapore National Junior College との連携プログラム
シンガポールの National Junior College とは 2007 年度に姉妹校協定を結び、以来双方を訪問し、それぞ
れで可能な先進的科学教育を施す Exchange Program と共同研究を軸として学術交流活動を継続している。
①Waseda-NJC Exchange Programme13(7 月 16 日～23 日)
参加者：生徒 9 名（女子）、引率教員 2 名
日誌
7 月 16 日（木）
11:30 出国
17:30 チャンギ空港着、出迎えを受け、NJC のドミトリーへ。
7 月 17 日（金）
8:00 NJC 校舎のアトリウムでバディと対面。キャンパスツアー。
9:00 今年は「ソノルミネッセンス」「ソープ・フィルムモーター」「PET の再利用」の 3 つの共同研究を行
うこととなっている。それぞれの班に分かれ、ミーティングをした。
18:30 夕食。昨年交流した NJC 生徒たちも駆けつけてくれた。その後生徒はホストファミリー宅へ。
7 月 18 日（土）19 日（日）
この両日は、ホストファミリー宅と過ごす。
本校が NJC を訪問する場合を Waseda-NJC Exchange Programme（7 月中旬）、NJC が本校を訪問す
る場合を NJC-Waseda Exchange Programme（11 月初旬）と呼んで区別している。
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7 月 20 日（月）
7:40 Morning Assembly（朝礼）国旗掲揚・国歌から始まる朝礼は生徒たちにインパクトの強いものであった
ろう。生徒による紹介の後、生徒が朝礼台に並び、代表が挨拶を述べた。
8:00 Opening Ceremony 副校長・教務担当の挨拶の後、記念品贈呈、両校の紹介が行われた。副校長 Nick 先
生は、9 年にわたる今までの両校交流の歴史を振り返りながら、これがまた新たな交流のスタートであること
を述べてくださった。
9:30 共同研究ミーティング
13:00 共同研究ミーティング。
22:00 ミーティング。今日の感想と翌日の動きを確認。
7 月 21 日（火）
8:30 Σラボでミーティング。
13:00 シンガポールズーへ出発。
21:30 ドミトリー着、ミーティング。
7 月 22 日（水）
7:30 朝礼に参加。
8:30 共同研究ミーティング。
12:00 4 日間の共同研究成果と今後の方向を各班でプレゼンテーション用にまとめる作業に入る。
16:00 共同研究プレゼンテーション。担当教員の他、校長・副校長・教務担当の先生も参加くださり、3 班の
発表に対して、両校の教員から長く厳しい質問がなされた。
18:30 Farewell Party。歓談の後、両校の生徒教員がこの間のそれぞれの印象をスピーチした。
7 月 23 日（木）
8:10 出国
16:50 成田着、解散
②NJC-Waseda Exchange Programme report（10 月 26 日～11 月 1 日）
日誌
10 月 26 日（月）
11:00 お台場で学院生と合流。
14:00 科学みらい館見学
17:00 代々木オリンピックセンター記念センター着。
10 月 27 日（火）
9:30 創造理工学部社会環境工学科榊原研究室のゼミに参加。このゼミはすべて英語で行われている。この日
は、リンと窒素による水環境汚染について学生がプレゼンテーションをしていた。その後、榊原研究室の留学
生のガイドによるキャンパスツアーを行った。
15:30 本庄学院着。特別実験教室「高温超電導」。
18:00 歓迎夕食会。
10 月 28 日（水）
9:00 学院生有志と 3 班に分かれ共同研究。
12:00 学食で昼食
13:00 NJC 諸君は、本校河川調査班と一緒に、藤田小との合同河川調査に参加。シンガポールでは河川に触
れる機会は全くないとのことで、川に入るのも初めてならば、水生生物に触れるのも初めてとのこと。
16:00 学院に戻り、共同研究の続き。
10 月 29 日（木）
10:00 ヤマキ醸造。醤油作りの工程の説明の後、実際に醤油作りのワークショップを実施してもらった。
12:30 一旦学校に戻り、学院長・教務主任が挨拶を行う。
15:00 鬼押し出しおよび火山博物館見学。
17:00 軽井沢セミナーハウス到着。
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10 月 30 日（金）
10:00 群馬自然史博物館見学。
13:50 共同研究
16:00 宥勝寺で茶道部による歓迎お茶会。
18:30 生徒はバディに連れられてホストファミリーへ。
10 月 31 日（土）
9:10 物理の授業に参加
10:10 数学 II の授業に参加
11:20－15:00 昼食をはさみ、共同研究。その後バディに連れられホストファミリーへ。
10 月 31 日（日）
10:30 埼玉県立自然の博物館および長瀞見学
13:30 JSSF（京都）参加者は新幹線で京都へ、帰国者はバスで成田空港へ。
2.3.3 地域との多様な連携
①超小型水力発電機の開発
2012年度から地域NPOの要請14により、超小型水力発電機の開発に取り組んでいる。この研究は、2013年N
JCとの共同研究テーマとして1年間活動を行った。開発する水車型発電機に於いて、本校では水車の羽の数・
羽の形から発電効率を高くするというアプローチを試みていた。ところが、NJC側では羽の表面の「撥水性・
親水性」という視点から水のエネルギーを効率よく羽に伝えるという、本校側からはまったく考えたことのな
い視点からアプローチしていた。その成果は、2013年にシンガポール代表としてつくばサイエンスエッジで発
表するという評価を受けた。この成果を受け、羽に撥水性を持たせた場合、発電効率が高まることを統計的検
定で裏付け、2015年度JSECで優等賞を得ることができた。連携活動が、自分たちだけだと思いもよらないア
イデアをもたらすことを改めて感じた。
②本庄市立藤田小学校とのコラボレーション ～河川調査プロジェクト～
（ア）本プロジェクトの背景とねらい
本学院の河川調査プロジェクトは2009年に始まり、今年で7年目を迎える。
本プロジェクトは、本庄高等学院SSHのねらいを具現化した一面がある。それは、地域との密で多様な連携
の中で活動が続けられていることおよび、本校SSH成果を継続的な形で地域に敷衍することにつながっている
である。本プロジェクトはこれまでに、NPO法人「川・まち・人プロデューサーズ」、埼玉県本庄県土整備事
務所、本庄市役所、早稲田大学創造理工学部社会環境工学科の榊原研究室から支援を受け、本庄市立藤田小学
校や海外姉妹校と連携しながら活動を続けてきた。特に、本庄市立藤田小学校とは2012年以来、5・6年生の年
間総合学習の時間（約10回）を高校生が連続して担当している。
（イ）本年度活動の概要
【小学校との連携に関して】
藤田小学校における当該講座は、毎年3月末に両校教員により年間スケジュールの検討の上、実施している。
基本路線は以下の3点である。
(ア) 藤田小が継続してきている元小山川・小山川河川調査と結果分析における指導
(イ) 特に理科・算数に対するモチベーションを喚起する授業
(ウ) 3月下旬に藤田小5年生全員が参加して行う市民シンポジウム参加に向けて、基本的なプレゼンテーシ
ョンスキルを身に付ける授業
これらを踏まえ、2015年度は、以下のように実施された。
※2015年度河川研究班：生徒12名（男子4名、女子8名）

14

詳しい経緯は平成 25 年度成果報告書参照のこと
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藤田小への出張授業15

5月13日 「目の錯覚 ～錯視について～」

6月3日 河川調査事前講義「川の生物」「パックテストの使い方」「河川調査で注意すること」

6月10日 「第1回合同河川調査」

6月17日 「河川調査からわかったこと」

9月9日 「チリメンモンスターを探してみよう！」

10月28日 「第2回合同河川調査」（NJC生徒も一緒）

11月4日 「プレゼンの名人になろう！（その１）」「プランクトンを顕微鏡で観察しよう！」

11月7日（土） 藤っ子祭「顕微鏡で葉っぱを見よう！ ～SUMP法による気孔の観察～」

11月11日 「河川調査からわかったこと」

2月3日 お茶会（茶道部指導）

2月17日 「プレゼンの名人になろう！（その２） ～エレベータープレゼンテーションにチャレ
ンジしよう！～」
（ウ）本年度活動の評価
＊小学生対象のアンケート16より
昨年と同じ問題項目であるので、比較してみよう。

A

B

Fig.2-6
Fig.2-7
2014年度児童感想自由記述共起ネットワーク
2015年度児童感想自由記述共起ネットワーク
どちらの図（最少出現数2）でも、5年6年の間に「面白い」「楽しい」「ありがとう」という言葉があり出現
回数も多い（バブルが大きい、線が太い）ことから、総じて好印象で迎えられていたことがわかる。

15
16

使用した教材は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ で提供している。
2016 年 2 月 15 日依頼、2 月 17 日回収。5 年生 14 名、6 年生 20 名。
28 / 50

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書経過措置第１年次
昨年の5年生が今年の6年生であるため、自由記述
に扱われている言葉の変化を比較してみよう。昨年
5年生の時点では総じて「好き」「見る」「お願い」
などの感覚的な動詞・形容動詞や「理科」「微生物」
などの簡単な名詞が使われていることがわかる（枠
内Ａ）。ところが、この児童たちが6年生になると、
特に動詞において「知る」「活かす」「教える」「探
す」「話しかける」など、また名詞では「体験」「顕
微鏡」「プランクトン」少し成長した言い回しが見
られるようになっている（枠内Ｂ）。小学校高学年
は思春期・第2次成長期にあたり、心身ともに成長
の大きい時期である。ここに、その一端を使用する
言葉で見ることができる。
今回は、男女別の比較も試みた。女子に使われて
いるボキャブラリーの種類が多いことがわかる。小
学校高学年から中学校3年までは男子よりも女子の
成長が早いため、その一端を見ることができる。上
記学年の差の部分も、実は6年生に女子が多いため、
この差であると考えられる。
＊小学校教諭対象のアンケートより
本庄市立藤田小学校の全教員13人にアンケート
17を依頼した。この結果を以下に示す。

Fig.2-8
2015年度児童感想自由記述共起ネットワーク
（１：男子、２：女子）

【本校の生徒による出張授業の藤田小学校への
教育効果を書いてください】
共起ネットでは大きく2つの島が確認でき
る。青い円で囲った島は具体的な講義内容に対
する意見を示しており、それは右上の「理科の
興味を高めることにつながった」ことに対する
全体的な評価、左下の「プレゼン指導」に対す
る評価に分かれている。赤い円で囲った島は、
高校生の小学生に対する対応への評価を示す
ものである。昨年と大体同じ結果である。
【本校の生徒による出張授業に対する改善案や
要望・不満等をお書きください】
改善案、不満に対する具体的な指摘はほとん
どなかった。具体的な要望としては、「5・6年
生に対してだけでなく、他の学年にも講義をお
願いできるとありがたい」という記述が3件、
「講義内容を理解できない児童がいるので、も
う少し簡単な内容にしてほしい」という記述が
1件あった。
③

17

Fig.2-9
本校の生徒による出張授業の藤田小学校への教育効果を
書いてください、共起ネットワーク（最少出現数1）

南三陸研修（8 月 1 日～3 日）
2011 年の大震災以後、被災地に何らかの形で貢献できないか、しかも生徒たちに被災地の現実を直視する経

2015 年 2 月 4 日依頼、12 日回収
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験をさせたいと考えていた。このプログラムは NPO 法人 E-TEC18様の全面的なご協力により、2013 年度より実
施している。
※参加生徒 19 名（男子 4 名、女子 15 名）、引率教員 2 名
8 月 1 日（土）
14:00 松島着、本プログラムをコーディネイトして下さっている NPO 法人環境生態工学研究所（E-TEC)と
合流。最初にこの震災後の松島湾の現状と自然再生事業の目的の説明がなされた。松島湾では震災前に繁茂し
ていたアマモ・アカモク等の藻場が根こそぎ失われ、このことにより生態系が貧困になってしまった。E-TEC
では藻場の再生事業に取り組んでいる。各自アマモのバケツ 1 つを持ち、2 班に分かれ船に乗り込こんだ。松
島湾にある再生実験場でアマモを放流した。
18:30 夕食。夕食後に E-TEC スタッフ 7 名の方と学院生が自己紹介を行う。その後、翌日の作業についての
ミーティング。
8 月 2 日（日）
8:30 防災センターで黙とう。昨年に比べ周囲の防潮堤の盛り土が進み環境が様変わりしていることに驚く。
9:00 伊里前川で河川調査。最初に水質調査の仕方について講義の後実際に水質調査。その後、各自胴長とタ
モ網を持ち、3 班に分かれ魚類の採取。最近雨が降っていないらしく水量が少なく流れが途絶えている場所も
ある。得られる生物は本庄に比べると圧倒的に多く、また種類が異なっている。ハゼ類・鮎・スジエビが多い
が、藻屑ガニ・ミズカマキリなど本庄では見られないものも捕獲できた。きれいな川の指標生物であるヘビト
ンボの幼虫、サワガニも採取できた。同時に投網のコツも聞くことができた。採取後、得られた生物の同定作
業。魚を見分けるコツとこの川の生き物の特徴を丁寧に教えていただいた。
12:40 講義、震災前震災後の海の環境変化とカキ養殖の方向性に関するお話しをいただいた。
16:00 仙台着
8 月 3 日（月）
10:30 南相馬市でお世話になる、NPO 法人つながっぺ南相馬理事長さんと講義会場で合流。原発事故当時と
その後の南相馬市の状況、今後についてお話をいただいた。学院生への「災害時にまず逃げる」こと「災害後
24 時間は自分で自分の命を守るつもりになること」と「福島についてもっと知ってほしい」というメッセー
ジは心に響いた。原発事故後をとりまく複雑な問題についても改めて認識することができた。
18:00 本庄着、解散
2.3.4 大学との連携による、接続のギャップを解消する試み ～理工 3 学部説明会および体験講座～
6 月 13 日(土)理工 3 学部の協力を得、学部説明会ののち、以下のプログラムを実施した。講義・実習プ
ログラム は以下の通りである。
A. ヒューマノイドロボット
応用物理:橋本研究室
総合機械:高西、菅野、藤江研究室
早稲田の二足歩行のヒューマノイド・ロボットが見られる。研究している先生及び大学院生 から話を伺う。
調整が難しいので、どこまで動くかは その日のロボットの調子による。
B .建築学科
建築:曽田、渡漫研究室
10:00~11:15 曽田先生の講義と実験 「構造設計建築 j 地震に強い建物について
11:40~13:00 渡漫先生 「設計スタジオでの模擬講義 J (スタジオ見学も兼ねて)、「研究室訪問 J (計画系)
C. 電気・情報生命工学科
18

http://www17.ocn.ne.jp/~e-tec/（
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村田研究室
筋電位の仕組みと測定
筋肉は電気的な信号を使って細胞の状態を変え，自在に伸縮することができる. この信号は微小なものであ
るが，簡単な電気回路によって増幅することにより，オシロスコープなどの装置を通し て観測することがで
きる.実際に自分の体から出る電気信号を測定して筋肉の変化を観測する.
D. 電気・情報生命工学科
岡野研究室
「遺伝子を取り出して調べてみよう」
我々ヒトを含めて、ほぼすべての細胞の核には遺伝情報である肌が含まれている。身近な生物材料から目で
見える形で DNA を取り出し、さらに PCR 法によって遺伝子を増幅して確認する。この方法は、犯罪捜査や
病気の診断にも使われている方法である。
E. 基幹理工学部 機械科学・航空学科
斎藤研究室
車等のエンジン、発電所その他 工場の生産設備において、配管の途中に挿入され、 液体、蒸気、気体など
の 流体を通過させたり、遮断したりする機構部はとても重要な役割を担っている。いくつかの調整弁が連動
して動いている。 ふだんなかなか触ることのできない調節弁であるが、今回は実際に実験装置を運転して、
調節弁相互の関連をみたり、実際に測定して、調節弁の微妙な働きを見る。

2.4

海外での研究発表とその教育効果の分析

本校では、研究成果に対して広く客観的な評価を求めること、科学英語力の向上、および多様な研究内容を
知ることを目的として、可能な限り海外で研究発表をする機会を作る努力をしている。今年度は、8 月の KSA
Science Fair 2015（韓国）、12 月の Thailand-Japan Student Science Fair（タイ）、1 月の MWITS Science
Fair 2016 に参加した。ここでは、参加者の多かったタイの２つのフェアについて述べる。
2.4.1 Thailand-Japan Student Science Fair
このフェアは、長くタイの中等科学教育推進に尽力なさってこられた Maha Chakri Sirindhorn 王妃の 60 歳
の誕生日を記念し、日本から 200 名、タイから 300 名の生徒・教員を招いて、開催された極めて大規模な国際
高校生科学フェアである。会場はマレー半島の根本付近の西海岸、バンコックから車で 3 時間の Phetchaburi
県にある Princess Chulabhorn Science High School Phetchaburi である。日本からは 25 校の SSH 校が参加
している。
※参加生徒 6 名（女子）、引率教員 1 名
12 月 20 日（日）
22:00 羽田国際線ターミナル集合、00:20 の便で出国。
12 月 21 日（月）
4:50 スワンナプーム空港着。
9:30 王宮に到着。
16:00 出迎えのバディとともに受付。この日は、この後ポスターを貼り、学食での夕飯で今日の内容は終わ
り。生徒はキャンパス内のドミトリーへ。
12 月 22 日（月）
9:00 講堂に集合。
10:00 王妃ご入場。一斉に起立して迎える。王妃の歓迎のお言葉の後、大学生による民族舞踊のパフォーマ
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ンス。その後、日本とタイ、それぞれ１つ最優秀研究発表。JAXA 川口淳一郎先生の講義"The Age of Solar
System Explaration"。
12:30-16:00 王妃ご臨席の下で、選ばれた 25 ポスターのセッション。
16:30 グループ A のポスターセッション。本校は"Growth of phytolith in leaves of mulberry（クワの葉
における堆積物（プラントオパール）の成長"というテーマで発表。
18:30 Welcome Dinner Party。
12 月 23 日（火）
8:10 特別講義"Science for a Better Health"
9:00 プレゼンテーション
10:00 ポスターセッション。本校からは"Analysis of the difference of vital forth between endemic
shrimp and alien（在来川エビと外来エビの生命力の違いの分析）"というテーマで発表した。
11:00 プレゼンテーション
13:00 プレゼンテーション
14:00 ポ スターセッション。 本校からは "Creating micro-hydroelectric power generator which is
appropriate to the small river condition in Japan（日本の小河川環境に適した超小型水力発電機の開発）
"というテーマで発表した。
15:00 生徒は Physics, Chemistry, Biology, Robotic technology, の 5 部門に分かれて行うレクリエーシ
ョン Science Walk Rally に参加。教員は、今後のタイと日本の科学教育連携を話し合う校長会議とタイ日そ
れぞれ 3 校の事例報告を行う Teacher's Session のいずれかに参加。
19:00 星図と天体望遠鏡で夜空を観察する"Star Exploration"、日食についての講義"Solar Eclipse"が行わ
れた。
12 月 24 日（水）
7:00 午前中に実施される Field Trip の説明。この Trip はタイ王室の所有地で実施されている"Royal
Initiative Project:Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project", "Chang-Hua-Mun
Royal Initiative Project", "Hubkapong Royal Initiative Project", "Sirindhorn International
Environmental Park"の 4 つの場所を各班が訪問し、それぞれに与えられた課題に取り組み、午後チーム毎に
発表するという取り組みである。本校は Trip2"Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project"に参加した。ここ
は、本来不毛の土地だったものが、長年自然にやさしい方法で地質改善に取り組み、現在では多様な農作物と
畜産が行われている場所である。
13:00-14:30 グループに分かれ、Field Trip での課題の結果をまとめる。
15:00 グループ毎に Field Trip の課題のプレゼン。
18:00-21:00 Farewell Party。
12 月 25 日
05:00 スワンナプーム空港到着。
08:00 離陸
15:50 成田空港到着。解散。
2.4.2 MWITS Science Fair 2016
タイの Mahidol Wittayanusorn School（MWITS)で国際高校生サイエンスフェア MWITS Science Fair2016 が
1 月 27 日～29 日の日程で開催された。このフェアは、International と Domestic を隔年で行っており、今年
度は Domestic の年であるが、タイの学校の他にオーストラリアとドイツ各 1 校、日本から愛知県立半田高校
が参加している。また、このフェアの前後で、MWITS に滞在し、交流を深めた。
※参加生徒 10 名（男子 4 名、女子 6 名）、引率教員 2 名
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1 月 25 日（月）
9:15 成田空港集合。11:45 の便で出国。
18:00 空港で出迎えを受け、MWITS へ。ミーティングの後、プレゼン・ポスターセッションの練習。
1 月 26 日（火）
6:30 バディと一緒に朝食。オーストラリア、ドイツの生徒とこのとき知り合う。
7:20 朝礼。国旗掲揚、国歌斉唱、学校のスローガンを唱えた後、校長先生の紹介により学院生一人一人が自
己紹介。
8:30 オリエンテーション、キャンパスツアー。
13:00 近くの Sampran Riverside へ出発。
18:00 招待夕食会に参加。
21:00 ドミトリー到着後、プレゼン班とポスター班は練習。
1 月 27 日（水）
9:00～9:45 開会式。参加国紹介の Movie、伝統芸能のパフォーマンスの後、校長先生の開会宣言、模範プレ
ゼンテーションが 2 本行われた。
11:00～12:00 ポスターセッション。本庄学院は"Analysis of the Difference of Vital Forth between
Endemic Shrimp and Alien（在来エビと外来エビの生命力の差の分析）"というテーマで発表を行った。
13:00～17:00 この間、教員は Teacher Session で各校の事例の勉強会。生徒は Science Zone。ポンポン船、
ゴム飛行機、ゴム動力の車の 3 部門に国をシャッフルしてグループが分けられ、それぞれの課題に取り組み、
最後に競うという試みである。
18:30～21:30 講堂で最初に海外チームのパフォーマンス発表。この後、惑星と太陽系に関する 3DMovie を 2
本見た後、天体に関するビンゴゲームが行われた。終了後、プレゼン班は練習。
1 月 28 日（木）
9:00 ～ 12:00 10 の 分 科 会 に 分 か れ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 。 本 庄 学 院 は 物 理 部 門 で "Creating Micro
Hydroelectric Generator and Studying its Practicability（超小型水力発電機の開発とその実用性）"の発
表を行った。発表は担当の 3 人が、本庄学院独自の会話型のプレゼンテーションで行った。
13:00～15:00 プレゼンテーションの続き。
15:15～16:00 ポスターセッションの続き。
16:30～17:30 閉会式。最初に各校の代表生徒が一人一人このフェアの印象と感謝の気持ちを述べた。本庄学
院は Physhics1 部門のプレゼンで惜しくも 2 位であった。
1 月 29 日（金）
8:45 今日は、MWITS が外部に対して公開している Open House の日。およそ 36 あまりの講座に対して、お客
さんが回るという形で、スタンプラリーの用紙も用意されている。すべての講座は MWITS の生徒によって運営
されている。
15:00～ 今日から 2 泊のホームスティ体験。
1 月 31 日（日）
夕方、ホストファミリーに連れられて生徒は三々五々、学校に戻ってくる。
17:00 学院長が、スワンナプーム空港到着。
20:00 学院長を交えてミーティング
2 月 1 日（月）
33 / 50

SSH report 2015, Waseda University Honjo Senior High School

08:00 The Grand Palace と Emerald Buddha 寺院見学。
14:20～16:00 授業参加。数学・英語・タイ文学・タイ史の授業に分かれて参加。
16:10～ クラブ活動参加。
18:00～20:00 バディ・関係教員スタッフによる本校のための Farewell Party。
20:30 ミーティング。最後のミーティングなので、全員に参加した感想を述べてもらう。「英語力のなさに
悔しい思いをした」「参加者の研究レベルの高さに驚いた」「タイの人より日本文化を知らないことが恥ずか
しかった」…。明日から頑張ろう！「バディやホストファミリーが本当に良くしてくれた」「学校の先生が親
切だ」「友達がたくさんできた」…。その経験を大事にしよう！
2 月 2 日（火）
7:45 水上マーケット見学へ出発。
14:00 MWITS 到着の後帰り支度。
15:00 出発。バディたちが見送りにドミトリーの前で待機している。
22:45 離陸
2 月 3 日（水）
06:00 成田空港着。解散。

2.5

SSH 成果の普及・敷衍

2.5.1 子供科学教室・市民シンポジウム
SSH 指定時から地域への SSH 成果還元を目的として実施している子供科学教室であるが、27 年度は以下のよ
うに実施した。
 夏休み親子スーパーサイエンス教室（2015 年 7 月 31 日（金））

午前の部：10 時～12 時
テーマ 1：でんじしゃくをつくってあそぼう（18 組）
テーマ 2：望遠鏡を作ろう（19 組）

午後の部：13 時 30 分～15 時 30 分
テーマ 3：ぼうえんきょうをつくろう（20 組）
テーマ 4：電磁石を作ろう（20 組）


冬休み親子スーパーサイエンス教室（2015 年 12 月 25 日（金））

午前の部：10 時～12 時
テーマ 1：電磁石を使った的当て装置を作ろう（20 組）
テーマ 2：いろいろなたこを作って遊ぼう（20 組）

午後の部：13 時 30 分～15 時 30 分
テーマ 3：電磁石を使った的当て装置を作ろう（20 組）
テーマ 4：いろいろなたこを作って遊ぼう（20 組）



8 月 26 日 母島子供科学教室（東京都小笠原村母島）
「チリメンモンスターを探そう！～チリメンジャコが泳いでいた海の環境～」（39 名、母島在住親子・村
民および旅行者）



また、本庄市等の要請により、以下の市民シンポジウムで生徒が講師・アシスタントを務めた。
28 年 3 月 12 日 本庄市民シンポジウム（NPO 法人 川・まち・人プロデューサーズ、早稲田大学 PJ 水環
境の復元・再生研究所/榊原研究室、公益社団法人本庄早稲田国際リサーチパーク主催）
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2.5.3
SSH 成果報告会（11 月 18 日（水））
本庄高等学院主催 SSH 成果報告会 （11 月 18 日（水）於稲稜ホール）
１．開会の挨拶
２．報告「本学院の SSH 事業とこれまでの展望」
３．生徒研究発表
・Sterilizing bacteria by sonoluminessence
・細管を通る音の速度の遅れに関する研究
４．「学院生へのエール」、本庄市長
５．パネルディスカッション「わたしの中の SSH」
パネリスト：大学 OB・OG2 名，在校生 2 名
ファシリテータ：SSH 委員教員
６．閉会の挨拶

2.6

教育効果の評価システムの開発

ある教育プログラム実施に対する教育効果を測る場合、試験の点数による以外はアンケートが中心となるこ
とが多い。特に、研修活動やフィールドワークの場合、教育効果の可能性は多岐にわたり「点数」という形で
は見えないため、アンケート調査で定量的・客観的な判定を行うことは難しい。例えば、自由記述では回答に
記述が多かったセンテンスを抜き取って「～のような意見が多かった」ことを述べ、円グラフや棒グラフを書
き、教育効果があったと判断する例が多い。
本校では、アンケート回答や授業評価がより客観的・定量的に分析できるツールとして「ルーブリックチャ
ート」の考え19を様々な点で活用してきた。それに加え、最近話題になっているテキスト分析の方法である「テ
キストマイニング」20と、全体としての「総合力」を測る統計手法である「主成分分析」の利用を試みた。今年
度も、この方法をいくつかのプログラムの分析に役立ててきた。

2.7 主たる実施プログラム参加者のアンケート結果の分析
上記のプログラムの中で、宿泊を伴うもの（南三陸研修・小笠原研修・シンガポール研修・TJSSF・MWITS Sc
ience Fair）の参加者に対してアンケート21を実施した。結果を以下に述べる。




19
20
21
22

参加した総合評価を4段階（1．とても良かった、2．良かった、3．なんともいえない、4．参加しない方が
良かった）で聞いたところ1名のTJSSFに対する評価2を除き、すべて評価1であった。参加者における、参
加した意義や達成感には高いものがある。
以下は「参加する以前と比べて、あなたの行動に変化はありましたか？」という質問に対する回答の共起
ネットワークと対応分析図22である。
共起ネットワーク図によると右側の「科学」「研究」「面白い」「話」を中心とするネットワークが密
になっており、科学教育プログラムとして効果を上げていることがわかる。「自分」を主語とした「英語
力の向上」あるいは「英語力向上への意思」を見て取ることができる。また、もう１つの大きな左下のネ
ットワークでは「国際」「交流」「参加」「積極」が多用される言葉としてバブルが大きいため、国際交
流に向かう行動にもつながっていることがわかる。左上のネットワークは南三陸研修に関する記述である
が、いろいろな視点からの書き込みがあることがわかる。
対応分析図では、ほとんどのバブルが原点に集中しており、ほとんどの生徒が同じような記述をしてい
ることがわかる。目立つのは右側「大震災」「新聞」の部分であり、これは南三陸研修参加者が参加後、

http://www.nichibun.net/classsupport/rubric/
第 2 部「重点枠 SSH 事業について」3.1.3 参照
回答数 23、1・2 年生のみ
言語の最少出現数２、以下同様
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新聞記事を読むようになったということを示している。

Fig.2-10 行動変化に関する共起ネットワーク図


Fig.2-11 行動変化に関する対応分析図

以下は総合的な感想に対する回答の共起ネットワークと対応分析図である。

Fig.2-12 感想に対する性別共起ネットワーク図
（１：男子、２：女子）

Fig.2-13
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Fig.2-14 感想に対するプログラム別共起ネットワー
Fig.2-15 感想に対するプログラム別対応分析図
ク図（１：南三陸研修、２：小笠原研修、３：シン
（１：南三陸研修、２：小笠原研修、３：シンガポ
ガポール研修、４：TJSSF、５：MWITS Science Fai
ール研修、４：TJSSF、５：MWITS Science Fair）
r）
性別では男女で使用される言語が大きく分かれることが興味深い。男子は「牡蠣」「養殖」「三陸」「環境」
「魚」など具体性のある名詞が多いのに対し、女子は「英語」「交流」といった国際交流に関する言語や「本当
に」「たくさん」といった副詞、「出来る」「見る」「持つ」「考える」といった動詞が目立つ。研修に対する
男女の感覚の違いや興味の方向が見えて興味深い。
プログラム別では大きく分けて、国内研修と海外研修に分かれ、それぞれ特徴が異なるため、プログラム毎
に使用される言葉が異なることは、当然である。１と２では参加者のダブりがなかったため、単語の種類が多
い。逆に３のシンガポール研修に参加した者の半分がTJSSFやMWITSに参加しているため、シンガポール研修よ
りも後のイベントの印象が強くなり、そのため３の単語数が少ないのだと推測される。対応分析では、１の周
囲に細かいバブルの単語が多く、この研修が参加者に対して様々な問題意識を持たせていることがわかる。

３．平成 27 年度研究開発の内容（研究内容・方法・検証）
3.1

研究テーマ毎の実施結果分析

3.1.1 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究
① 仮説 1
生徒の探究活動を活性化するためには好奇心を掻き立てるための、学校環境・地域環境を利用し各教員の指
導力を活かしたプログラムが効果的である。
②

研究内容・方法
本仮説検証のため行った試みとその内容の概略は以下の通りである。

最新科学の情報に触れる機会を増やす試み
2013 年度開始した、校内の環境で無理せずに、生徒の科学的好奇心を高める試みである、学内教員に
よる輪講「これがサイエンスだ！」を今年度も 6 度実施した。

授業システム改善に関する試み
反転授業の試みを行った。

中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試み
今年度は、3 教科入試による学力差を分析するために、新入生全員に対して理科学力試験を実施し、
その分析を行った。
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③

検証
2.2.1 によると、「これがサイエンスだ！」について、

「理系進学への意識を持続させることができる。特に，当初から理系進学を希望している生徒や選択を
迷っている生徒が理系選択をするきっかけとなる。」という仮説に対しては、理系希望の生徒より、特
に 1 年生に対しては理系進学の意識を持続させることができたが、迷っている生徒に対しては，必ずし
も意識づけがなされるわけではないことがわかった。これは 2013 年度の検証結果と同様である。

「普段の授業へのモチベーションを上げるきっかけとなる．」という仮説に対しては、授業への意欲の
変化は「上がった」生徒と「どちらともいえない」生徒に大別できる。モチベーションが上がった生徒
がどのような変化があったのか，併せて調査したところ、
「授業以外のことも調べるようになった」
「学
習時間が増加した」「特になし」の生徒が居た．

「本講義が進路指導の機会となる。」という仮説に対しては、進路選択にとって「役に立った」という
生徒と有意に多い。生徒が進路選択にとって，役に立ったと述べている一方，大学の理系のイメージが
はっきりしたか，という設問については，「わかったという程度」という生徒が半数居たが，そのほか
の生徒は「どちらともいえない」，「はっきりしない」と回答している．やはり話だけでは伝わらない
部分はあるので，究極的には研究室訪問などの直接的な指導は必要である．

反転学習の授業システムについては、

生徒らの学習スタイルの向上が見られた．

小テストの結果を踏まえ，授業に臨むことで生徒のモチベーションアップにつながる．

動画は繰り返し見ることができるので，復習のコンテンツとしても役立つ．
ことがわかった。
理科学力試験結果によると、成績下位者の半数以上は帰国生であり、帰国生の中でも現地校出身者の理科
の学力が低いことがわかった。このことは、昨年まで実施した理科補講における予備調査の結果に一致する。
また、一般入試や地元中学から推薦され入学した生徒や、自己推薦にも学力が低い生徒がいることがわかった。
昨年までの理科補講は主として帰国生に向けて行われたので、これは新しい発見である。
正答率が 50 パーセント以下の問題は、生物分野や地学分野に多く見られる。これら正答率の低い問題は、
例えば細胞の役割や岩石の内部をきちんと理解していないと解けない問題であり、正答率の高い問題は、単純
な暗記で解ける問題が多い。加えて、中学 3 年生の後半で学んだ分野は受験の影響があり、あまり身について
いない。
これより、理科の学力には差があり、特に海外のカリキュラムで学んだ生徒にとって高校の教科書を突然勉
強するのは困難であり、導入教育が必要である。また、理科は暗記科目ととらえて学習している生徒がいるこ
とから、授業では興味関心を持たせて物事を深く掘り下げる、探究心を養う必要がある。
以上、本研究に関しては仮説の妥当性はいえるが、妥当性を高めるために以下の努力が必要であることがわ
かった。
 新入生の理科に関する基礎知識を早い段階で平坦化した上で、探究心を養うこと。
 理系進学を迷っている生徒に科学への興味を持たせるようなプログラムの開発
 早い段階で大学の理系の様子がイメージできるようなプログラムの実施
3.1.2 探究活動を継続発展させるためのシステムの在り方の研究
① 仮説 2
生徒の探究活動を継続発展させるためには、課外活動やプロジェクトがうまく運用される仕掛けづくりをする
ことが必要である。
①

研究内容・方法
上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。

クラブ活動や特別プロジェクトの推進
今 年 度 も SSH 部 内 で い く つ か の プ ロ ジ ェ ク ト を 推 進 し た 。 特 に ”Sterilizing bacteria by
sonoluminessence”、「細管を通る音の速度の遅れに関する研究」で深く研究を進めることができた。ま
た、プロジェクト研究では、クワ班の論文が英文ジャーナル掲載されるに至った。河川調査班の河川エビ
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の研究発表が SKYSEF で審査員特別賞を受賞した。この研究と南三陸研修に関する活動を論文にまとめ、
ストックホルム水大賞・日本水大賞に応募した。水力発電機の研究は JSEC 優等賞を受賞した。今年度の
卒業式における卒論表彰 5 本はすべて SSH 部およびプロジェクト活動の成果である。
②

検証
探究活動を長い期間にわたって継続させることは、データの蓄積・評価を得て改良を行うには時間が必要で
あることから、卒業論文や自由研究等個人レベルの課題研究は例えそれがいい内容であっても単年度で終わっ
てしまう。そのため、探究活動を継続させるための仕掛けづくりが必要になる。放課後自由に実験活動ができ
るクラブ活動が一番設置しやすく運営しやすい方法である。本校でも SSH 指定初年度から SSH 部を設置し、
継続的な探究活動を行ってきた。本校の場合、SSH 部活動とは別に、特定のプロジェクトに対して公募の形で
毎年 4 月に希望者を募集する形態をとっていることがユニークである。これらは、継続的に同じテーマで活動
するが、大部分のメンバーは 3 年間在籍する。この方法は、SSH 部の活動日に縛られないため、運動部等と
兼部することができ、SSH 活動に関わる生徒の数を増やすことにつながっている。
この結果として、今年度もレベルの高い論文や研究発表を何本か行うことができた。
以上のことから、このシステムが生徒の探究活動を深めているということはいえ、仮説は妥当であると考え
る。一方で、より質の高い活動を維持するために、今までの経験上、以下の要素が重要となる。
 有機的な指導体制を維持すること。現在 SSH 部では毎週月曜日に出校してくださるコーチの方、河川調
査では外部専門家や大学研究室の指導を受けている。単発ではない継続的な指導体制がカギとなる。
 継続的な生徒の活動を維持すること。
 生徒が自由に実験観察できる環境を作ること。
3.1.3 多様な連携プログラムにおける教育効果の研究
①仮説 3
探究テーマにおいて、多様な連携活動の中で深めていくことは、生徒の活動を活性化するために有効である。
②研究内容・方法
上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。

多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析
地域との連携プログラムとして、毎年実施している小笠原研修、河川調査プロジェクトを継続して
いる。河川調査は本庄市・地域 NPO・早稲田大学等多様な連携先からなるプロジェクトであり、特に河
川調査は一昨年より藤田小学校との関わりを深めている。また、南三陸研修を地域 NPO の協力を得て
実施した。


海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析
本年度もシンガポールの NJC との相互訪問プログラムを実施した。タイの MWITS との交流も発展さ
せることができた。



大学との連携プログラムの教育効果・影響の分析
本年度もサマーセミナー・進学セミナー等、早稲田大学から講師をお招きし、実施した。6 月には理
工系進学希望者に対し、学部説明会・研究室訪問プログラムを行った。

③検証
SSH のような専門性の高いプログラムでは、学校内の教員体制だけでこなそうとすることには専門性や実験
設備が限られることから無理がある。専門知識の指導や適切な標記のためには、外部の専門家・専門機関との
連携が絶対に必要である。河川研究活動では、連携している箇所が多いため、河川環境を巡る科学的な側面以
外にも、行政、市民活動、河川における権利、歴史等河川を取り巻く様々な知識を得ることができている。
連携先ができることにより参加している生徒は、連携先に対して無責任なことはできないという責任意識を
感じるようになる。また、継続的な活動が必要になる。
連携方法や形態の検討は教育効果に関わってくるため、重要である。連携先とプログラム内容について検討
を重ねることが必要である。例えば、小笠原研修は 2006 年より継続しているが、その間母島・父島観光協会、
ガイドの方と連絡を取り合い、プログラムを毎年検討してきた。主体的に関わる生徒を増やし、同時に SSH リ
ソースの社会還元を目的として、母島観光協会と相談を重ね、4 年前より母島こども科学教室を開催した。
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河川調査活動では、常にアイデアや要望が関連団体・研究施設から持ち込まれる。水力発電に関する要望も
その１つであった。これに関して、今年度特筆されるのは、NJC との連携関係である。NJC との連携の特徴は
共同研究を軸にしていることであるが、2012 年に開始された水力発電プロジェクトは、2013 年 NJC との共同
研究テーマとなった。NJC 側では本校が考えもしなかった、水車の羽に塗布する塗料によって水の圧力の受け
方が変わるのか、ということを観測した。結果、この年のシンガポール代表として翌年 3 月のつくばサイエン
スエッジに招待された。本校ではこのアイデアを受け、水力発電機を 2 台作り、羽に撥水材を塗布したものと
そうでないものの比較研究を行い、JSEC で優等賞を獲得するに至った。
以上より、「継続的な活動が促進される」「指導体制が増える」「多様なアイデアやアドバイスが得られる」
という点で仮説は妥当である。一方で、大学との連携に関しては、3.1.1 に書いたように、早期に大学のイメ
ージが理系志望の生徒につかめるようなプログラムが望まれる。
3.1.4 海外での研究発表活動における教育効果の研究
① 仮説 4
海外の高校生とのディスカッションや相互プレゼンテーションの場を経ることは、科学英語力のみならず探
究活動へのモチベーション向上に有効である。
②

研究内容・方法・検証
上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。

SSH 成果の対外的な報告と評価
今年度は、国内での発表の機会として SSH 生徒研究発表会・SKYSEF・JSEC・JSSF に参加した。海外
では KSA Science Fair、Thainand-Japan Student Science Fair、MWITS Science Fair に参加した。

③

検証結果
校外での発表の場を経験した生徒が、それをきっかけに様々な点で成長を見せる23。
このように、対外的な発表の場に参加することは、自分の研究を見つめる・評価を得る意味でも、多様なア
イデアを得る意味でも重要である。
いずれにしても、仮説は妥当であることが言える。
3.1.5 SSH 成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究
①仮説 5
SSH 成果（知的資源）の普及・敷衍に際しては、連携活動を基盤として取り組むことが最も効果的である。
②研究内容・方法・検証
上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。

本学院主催 SSH 報告会の実施
この催しは、本校 SSH 成果の社会還元と広く意見・アドバイスを求めるために、毎年開催している．


連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍
本校は地域連携の中で、市民シンポジウムの講師を生徒や教員が務めてきた。また、藤田小との連
携の中では、児童たちと一緒に河川環境保護活動をするとともに科学の楽しさを伝える授業を展開し
てきた。



こども科学教室の実施
例年いくつかの地域で開催しているこども科学教室であるが、今年度は 2 地域のべ 3 回開催した。

③

検証結果
本校は SSH 元年である 2002 年度から指定されている最古参校である責任を自覚し、事業題目として「今ま
で積み重ねてきた SSH 成果の敷衍普及」を掲げた。その目標に対し、当初印刷物や Web にまとめた配布・公開
を考えていたが、実際にはあまり手ごたえがつかめなかった。
23

平成 26 年度報告書第 2 部に詳しい。
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Web はネットワーク時代における情報発信の主たる手段であるが、教材や教育メソッドの普及手段としてど
れだけ機能しているかは疑問である。良いコンテンツが利用しやすいようにパッケージ化されていても、多く
の人が利用するということは少ないのではないか。書籍も手元に置くことができ、Web と違ってネット環境が
なくても読むことができるという利点があるが、Web 同様に送られてきたものを熟読するかというと、実際は
そのような場合は少ないだろう。
この間、結果として成果普及のための一番手ごたえがある手段は、地域における市民との地道な活動である
ことがわかってきた。年 2 回程度の講座でも興味を持てばリピーターとして聞きに来てくれる。こども科学教
室も同様で、面白ければリピーターとしてまた来てくれる。実際に、リピーター率は極めて高い。藤田小の講
義では、Fig.2-6、2-7 が小学生に与えた効果を示している。
本仮説は妥当であると言える。
3.1.6 教育効果の評価システムの研究
① 仮説 6
諸プログラムや授業における教育効果を評価することは、プログラム、授業、教材の改善のために必須である
が、定量化・因子抽出などの技術を用いることにより効果的に評価をすることが可能になる。
②

研究内容・方法・検証
上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。

教育効果の評価方法の検討
アンケートやプログラム効果の評価をより客観的にするためにルーブリックチャートを導入するこ
とは以前より行ってきた。昨年度より導入しているテキストマイニング・主成分分析の手法を用いた
分析を行った。

③

検証結果
教育効果の客観的・数値的な判断は難しい。どうしてもアンケート質問紙に頼らざるを得ないが、それで
あればアンケート質問紙の分析がより客観的・数値的になるように工夫するしかない。そのように考え、ル
ーブリックチャートとともに、アンケートの自由記述をより視覚的に分析する手法としてテキストマイニン
グを取り入れてみた。このことにより、なかなか視覚化できないアンケート回答における単語間の関係がわ
かるようになった。このことは、特に自由記述内容がカテゴリーによってどう傾向が異なるのかを調査する
ときに有効であることがわかった。このように、仮説は妥当である。

3.2

実施の効果とその評価

今年度の SSH 事業は経過措置であるが、基本的に例年同様の形でほとんど滞りなく実施された。
その中で、2010 年からクワの葉について継続研究してきた成果が英文ジャーナル誌 Flora に掲載されたこ
との意義は大きい。10 回以上リジェクトされた結果の掲載であったが、この過程で、関わった教員生徒とも
ども、研究成果を世界に発信することの難しさと意義を感じ取った。この経験は貴重なものとして、今後の
生徒教育に生かされていく。NJC との連携活動の中における共同研究においては、両校の成果をまとめる形
で今年度の JSEC で優等賞を獲得することができた。グローバル化が進む科学教育の中での理想的な成果の一
形態であると思っている。
NJC との交流活動は 9 年目を終え、2016 年度は 10 周年である。小笠原研修は今年度 10 周年であった。こ
のような節目の年度の中、今年度 MWITS との姉妹校提携を進めている。改めて、継続すべき連携活動の方向
を精査していきたい。
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４．校内における SSH 組織的推進体制
4.1

SSH 推進組織体制

本校 SSH 事業は以下の体制で行われている。

教務部からのアドバイ
ス・指導

早稲田大学

学校としての事業に関す
る統括・裁可

学院長・教務担当教務

SSH委員会より委員会・
学年への要請等

フィードバ
ック・要望

生徒

SSH委員会

国内外交流委
員会

他委員会
特に進路指導
委員会

学年

募集・連絡・案内・評価

教員

保護者

SSH 事業では国際交流が必須であるため、平成 14 年の SSH 指定以降 SSH 委員会の負担軽減と理系文系問わ
ず広く交流関連業務を扱うために、国内外交流委員会を設置した。SSH 業務の中で、WaISES 等の国際シンポ
ジウムや海外校との交流時に国内外交流委員会へ役割分担を要請している。SSH 委員会は学院長＋教務担当
教務 2 名＋理科 3 名＋情報科 1 名＋英語科 1 名＋数学科 1 名で構成されるため教科が限られる。国内外交流
委員会は教科を限っていない。このことは結果として、多くの教員が分掌として国際交流に携わることにつ
ながっている。
進路指導委員会とは、特にキャリア教育に関わる部分での連携を密にしている。今年度実施した理系女
子・理系男子増加を目指したスプリングセミナーは進路指導委員会の発案・コーディネートである。
学年とは、SSH クラス編成の検討・SSH 成果報告会の生徒動員・キャリア教育プログラム・学年行事等の連
携を行っている。

4.2

SSH 担当以外の教員の理解・協力を得るために行った取組

特に中間評価以降、以下の取組を積極的に行っている。
(ア) 教諭会での SSH 計画・プログラムに関する報告（委員会等報告）、特に生徒の活躍の報告
(イ) 始業式・終業式での生徒の活躍の報告
(ウ) SSH 新聞・WaISES TIMES・これがサイエンスだレポート等実施報告のプリントの配布
(エ) SSH の Web サイトの充実（SSH プログラムの様子や生徒の活動の様子をそれ以前よりも見えやすいよ
うにした）
(オ) 電子掲示板を用いての SSH プログラムの案内
(カ) SSH 事業に関する出張等負担に対する、全教員のエフォート値を均等化する努力（代講を減ずる、両
当番を減ずる等）
特に（ア）は資料も充実させ、すべての教員が具体的なイメージと参加生徒が把握できるように心がけて
いる。
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５．研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及
5.1

研究開発実施上の課題および今後の方向

①

男子のプログラム参加率向上
男子の SSH プログラム参加率の低さは 2007 年の本校共学化以来の悩みである。例えば、今年度のシンガポ
ール研修・TJSSF は全員女子である。本校では、このような研修プログラム参加者は公募が基本である。そ
の時点で女子の応募者が圧倒的に多いのが実情である。
②

理系進学者を増やす努力の継続
2013 年度の理系進学者増から昨年度今年度は漸減した。一方で、第一部 Graph0-2 に見るように大学院生
の漸増のデータもある。SSH 指定以来、理系を希望する者が指定以前よりも様々な科学の話題に接すること
ができる機会が増えた。そのことが知らぬ間のキャリア教育につながっているものと思われる。学部進学後
のミスマッチは少なくなっていると思われる。その上で、科学者の素養を持った生徒の才能を開花させるた
め、理系進学者を増やす努力は必要である。
2.1.1 で述べたように、自分が理系か文系か迷っている層について、再度理文を決定できるようなプログ
ラムの実施が求められている。

5.2

成果の普及

成果普及は二つの方向で考えて行かなくてはならない。
１つは Web、印刷物、成果報告会等公に発表するという形態の普及である。Web では、特に藤田小学校との
交流成果、小笠原研修の 10 年間・NJC との交流の 9 年間の成果をまとめた。また、いくつかの教材もダウン
ロードできるように公開している。
2 つ目は、交流という人とのかかわりの中で伝える成果である。次年度も藤田小との交流は継続されるこ
とが確認されており、児童たちへ成果還元を継続している。また、市民講座やこども科学教室を通して、地
域の広い世代への成果還元を図っていく。国内のみならず、海外においても NJC や MWITS との教員交流に於
いて、SSH 事業で培ってきた成果を発信することにつながっていると考えている。
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❹

関係資料

付録1

早稲田大学理系学部学科進学者数の推移

早稲田大学理系学部学科進学者数の推移

付録2

教育課程表

2015 年度（平成 27 年度）教育課程表（第 20 条関係）
学
教

科

国語

地理歴史

公民

数学

理科

科
国語総合
現代文Ｂ
古典Ｂ
世界史Ｂ
日本史Ｂ
地理Ａ
近現代の世界Ⅰ
近現代の世界Ⅱ
近現代の世界Ⅲ
近現代の世界Ⅳ
近現代の世界Ⅴ
近現代の世界Ⅵ
近現代の世界Ⅶ
近現代の世界Ⅷ
倫理
政治・経済
数学Ⅰ
数学Ⅱ
数学Ⅲ
数学Ａ
数学Ｂ
物理基礎
物理

目

年

第１
学年
４

２

第２
学年
２
２
２
３

第３
学年

文系必修 理系必修

３
２

２

２以上

２
２
３
３
５
２
２

２
３
３
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保健体育
芸術

外国語

家庭
情報
総合的な
学習の時間

化学基礎
化学
生物基礎
地学基礎
体育
保健
音楽Ⅰ
美術Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅲ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
英語Ⅲ
家庭基礎
情報の科学

１
１

２

２
３
１
△２
△２
３

２
１

２
２

４
３
２
２

２
２

２
１

１

総合的な学習の時間

１
１０

選択科目（■）
特別活動
合計

ホームルーム

１
３２

１
３２

４

１
３２

備考
①

芸術（△）は、音楽・美術から１科目を選択し、第１学年において履修しなければならない。

②

選択科目（■）として、別表１－２から理系進学希望者は４単位、文系進学希望者は１０単位を選択し、履修しなけれ
ばならない。
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別表２

教科

2015 年度選択科目（※「SSH」はやや高レベルな内容）

科目

学校設定科目
源氏物語を読む、平家物語を読む、和歌を読む、日中比較文学、明治の文学を読む、
批評を読む、早稲田大学と文学、近代文学、古典入門、歴史物語を読む
近現代の世界Ⅰ、近現代の世界Ⅱ、近現代の世界Ⅲ、近現代の世界Ⅳ、近現代の世界
Ⅴ、近現代の世界Ⅵ、近現代の世界Ⅶ、近現代の世界Ⅷ、イスラーム史、古代エジプ
トの歴史と文化、中国前近代史、日本史Ⅰ、地理学演習、地理学概論、人物でたどる
中国の歴史、日本生活文化史、アジア学入門、日本中近世史、日本の民衆の歴史
経営学入門、国際関係論入門、法学基礎演習、政治学入門、経済演習、倫理、現代社

国語
地理歴史

公民

会論、日本経済論、法学入門、企業探求、政治学基礎演習、国際関係論基礎演習、政
治・経済（演習）、経済学演習、公共経済学入門
▲数学Ⅲ

数学

応用確率統計、解析学入門、文系のための数学Ⅲ、記号論理学入門、数理生物学入門、
物理・工学のための数学入門、複素関数論入門、微分方程式入門、数学Ⅲα、数学Ⅲ
β、数学Ⅲ（文系）

理科
芸術

▲物理、化学

地球環境、農業と環境、食品と化学、科学リテラシー、生物、生物化学、地学
デッサン、陶芸、ア・カペラ、合唱、石膏像のデッサン
●英語Ⅲ、時事英語、英語学術発表基礎、英文講読演習、英語リーディング演習、英
文読解演習、英語リスニング演習、ディスカッション、速読速聴英語、Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ

外国語

Ｅｎｇｌｉｓｈ、Ａｄｖａｎｃｅｄ

ｏｎ、Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ

Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｅｎｇｌｉｓｈ

Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉ

Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ、英

語コミュニケーション、Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ、中国語入門、朝鮮語入門、スペイ
ン語入門、フランス語入門、ドイツ語入門、ロシア語入門、Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔ
ｅ

家庭
情報

Ｅｎｇｌｉｓｈ、英語ディスカッション

食文化
情報と映像、情報と文化、情報サイエンスⅠ、情報サイエンスⅡ

備考
①
②
③
④

選択科目は第３学年に配当する。
各選択科目の単位数は、数学Ⅲは５単位、物理は３単位とし、それ以外は１科目当たり２単位とする。
数学Ⅲと物理は、２科目をあわせて履修しなければならない。
理系学部進学希望者は▲の科目を、文系学部進学希望者は●の科目をそれぞれの選択必修科目と重複
して履修することはできない。

付録 3．運営指導委員会議事録
 2015 年度 両高等学院合同 SSH 運営指導委員会
１． 開催年月日 2016 年 1 月 8 日 18:30～20:30
２． 開催場所 早稲田大学 大隈会館 N301, 302
４．議事録
①

冒頭挨拶（山西高等学院長）
両校とも SSH、SGH に指定されているが、状況は異なっている。また、両校とも SSH を長くやってい
る。今日の発表内容について SSH 計画の方向に対する助言をいただければ幸いである。
② 本庄学院側 2015 年度 SSH 事業報告
③ 高等学院側 2015 年度 SSH 事業報告
④ 質疑応答（＊は運営指導委員、・は両学院）
＊事業方法については具体的にどのようなことを考えているのか？
・文科省からは生徒に対する課題の要望が高い。本庄としてはカリキュラム内の課題学習では、実際に課題を
与えて研究方法を身に付けさせようと考えている。また、反転授業にも取り組んでいる。受験用の授業のよう
なものではなく、考えさせる反転授業を考えている。
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・高等学院では、アクティブラーニングをどう導入するかということを検討している。レシピが整備された実
験よりも「こういうことを実現するにはどういう実験したらいいのか」という視点でやろうと思っている。も
う１つはミニ課題研究である。ここまで勉強した中で課題を見つけろという、課題研究のやり方を学べる内容
を考えている。
＊いろいろな試みが必要だと思うが、知識の運用をどうするか？という視点になりがち。現状として、反転授
業をやろうとすると予習しないと話にならない。現状ではどのくらいの生徒がしっかり予習をしているのか。
・課題を出さないと予習しない生徒が多い。宿題としてやらせないとやらない。自主的にはなかなかやらない
というのが現状だ。
＊先生の代わりに教えさせるなどのことをやらないといけない。大学でもマニュアルを作り始めている。基礎
力が一番重要だと思うので、その部分を講義型で教えることが重要である。また、教員間の授業参観はやって
いるのか？
・授業参観はやっていないが、お互いの研修をやっている。
・本庄の場合は、埼玉県の物理サークルが授業参観を行っている。また、公開授業を行う教員がいる。
＊知ることが楽しい、ということをどのようにして身に付けさせるか？市民性の育成をどのように科学に位置
付けるか？国際性教育の点でも、英語で伝えることが楽しい、といったようにその味を感じさせることが必要。
それができれば学生はのってくる。
＊大学のこれからの課題として高大接続が重要であると考えている。大学にどのような人材が送られてきてど
のように成長したかというデータは調べているのか。人材が大学でどのような役割を果たしていくのかを一緒
に考えていけるといい。もっと一体となった議論ができるといいと考える。
＊高大接続を本格的に考えなくてはならない。付属に関しては大学入試が無いのでもっと積極的に接続しなく
てはならない。付属の高校の入学試験は大学の入学試験だという扱いにしなくてはならない。高校のカリキュ
ラムに大学のカリキュラムを書き加えるようでなくては本当の高大接続とはいえない。
＊中学高校の連携を見てきているが、気が付いたのは高校の SSH 校で実際にどのようなことが起こっている
かということである。特に女子学生は応用側で進路を考える傾向が強いことを感じる。両学院のような附属高
校ではでは意識しないだろうが、一般の高校では獣医学・薬学・医学・農学に女子は行きたがる。本庄は男女
共学なので、このようなプログラムで意識の高い生徒が育つと、大学として満足するものを与えることができ
るのかという問題が生じる。また、一般の SSH 校は地元立脚型の企業と連携している場面が多い。両高等学
院はその点で他の SSH 校と差別化できるのではないかと感じている。
＊高等学院の「科学外国語」に興味がある。NHK の教育放送では放送時間の半分を語学講座がしめているが、
多くは対象がビジネスに限られている。しかし、科学英語はそれと違うと思っている。付属には入試が無いの
で、入試用の英語をやる必要がない自由度がある。理科に進む人にはその自由度を使ってほしい。科学外国語
を早いうちから入れることは大変意義のあることだと思う。
・現在は、ネィテブの教員が生物の専攻であるため、物理や化学の教員と組んで、展開をしたり、実験の指示
を英語でしたりしている。
・本庄では、ネィテブの教員が一度数学の授業をやったり、英語の教員と数学の教員がコラボをしたことがあ
る。
＊本庄ではゆるやかなコース分けということだが、学部で進めている研究内容と理系文系がそのまま当てはま
るわけではない。進路としてどのようなことを想定して、その中で理系の授業を活かしていくかが問題。
・出口に関しては、どうするかを考えている。
・具体的に意識しているのは、文系学部と統計との関連である。文理に分けはしたが、これからの時代、複合
的な要素は必要だと考えている。
＊SGH・SSH、これらをどうつなげるかということが重要。外向きは切り分けるが、内部では切り分けるとい
うことはナンセンス。万が一 SSH 申請が通らなかった場合、うまく連携させる形で新しいシームレスなもの
を作ってほしい。
・本庄では、2015 年度 SSH 再申請が通らず現在経過措置である。ただ、本校の SGH 事業は SSH の財産の
賜物である。SSH をベースに交流校が広げられてきた。そのため、農業を切り口に食の問題などに広げること
ができる。再申請にトライして、融合させるとうまく展開できるのではないかと考えている。
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＊JSEC を見ていると、両校ともファイナリストが出てくるようになっている。他校の例を見ていると、ファ
イナリに来るのは指導が熱心になされている場合と、個人・グループが本当にすごい場合がある。附属では本
当にすごい、と思われる生徒が出てほしい。とんがっているところをどんどんとんがらせてほしい。
＊両学院から大学に来た学生にはとんがった人が多い。受験をしてでも外に出たい、という例はあるのか？
・本庄の場合、東大と医学部以外は早稲田へ進学する。海外も何年かに一度出ている。
＊高校入試の時から、早稲田大学の入試だというスタンスで受けさせたい。
⑤

閉会の言葉（吉田本庄高等学院長）
高大接続は大事なことであり、両学院は単に成績で進学学部を振り分けるのではなく、SSH・SGH で培っ
たものをもって大学に進学する、とんがった人材を大学に入学させるという方向も考えなくてはならないので
はないかと思っている。また、SSH・SGH に関わった教員は自分の生活を犠牲にしているという問題がある。
いかにすそ野を広げて仕事量を分散化させるか、ということは大事である。SSH・SGH の中心教員の持ち時
間等もお願いしないのではないかと思っている。今日の議論をベースに今後のことを考えたい。

1.
2.
3.

SSH 外部運営指導委員会
開催年月日：2015 年 11 月 18 日 16:30～17:30
場所：早稲田大学本庄高等学院応接室
参加者
運営指導委員：松田巌（東京大学物性研究所准教授）、室谷心（松本大学教授）
本庄高等学院：吉田茂（学院長）、高山正弘（教務担当主任）、望月眞帆（教務担当副主任）、峰真如
（生徒担当副主任）、半田亨（SSH 委員長）、影森徹、新井宏嘉、矢野健治郎、成瀬政光
オブザーバー：2 名

（＊は運営指導委員、・は本庄学院教員）
・SSH 経過措置に関する説明
＊SSH 再指定の可能性はあるのか？
・課題研究、学校一丸となって推進体制を作ることなどが条件である。
＊地域連携も SSH 指定の条件なのか？
・SSH 指定校ごとに、それをプログラムに置いている学校は多い。
・SSH 指定における事業目標は、現在ピンポイントなものでなくては通らないようになってきている。
＊課題研究は、元来イギリスの方式を輸入したもの。日本ではチームティーチングや大学院生チューターで
効果を上げている例ができてきている。
・文科省は数値としての SSH 事業の教育的評価を求めている。その評価方法も SSH の目標となってきてい
る。
＊大学でも同様な事情がある。
＊私立大学でも SSH と事情が似たところがある。地方と密着して何かやる、ということは大学でも求められ
ていることである。本庄でも河川調査、藤田小との連携、麹研究、地下水研究といった地域連携プロジェク
トは強いと思う。
・来年から 3 年生の教科横断型授業として「大久保山学」を始める。すべての教員がこの学校をテーマにし
た授業に関わり、それぞれ教員のフィールドを通して自分たちのキャンパスから課題研究のテーマを探るこ
とを教えるという試みである。ところで、外から見るとこの学校はどのように見えているのだろうか？
＊練馬の高等学院と違って本庄学院の良さはある。子供科学教室、こども大学、藤田小との連携等で、地域
の子供たちの教育に関してはとても大きな貢献をしていると思う。看板は早稲田だが、東京にある学校には
ない特徴がある。
＊受験を考えてみると、この学校は入学が難しい学校である。学校として頭のいい子供たちを伸ばせている
のだろうか。環境問題を考えるきっかけを作ってみるといい。大久保山から生まれる新しいグリーンフィロ
ソフィー、ここから人々を救える何かが生まれる。新しいものを生み出すのは簡単である。今まで見えなか
った何かを見出すことが重要である。
＊今回 JSEC のファイナリストとなった水車１つをとっても、CAD、３D の CG、スタイリッシュな水車、工業
デザインなどこれを取り巻く多くのプログラムが考えられる。環境問題は若者が何とかしてくれる。
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・光合成の連鎖反応の実験をしている学校がある（海苔など）。この学校でもそのような教材開発ができれ
ばと思っている。
＊論文は「みんなが読みたいもの」を書くべきである。
＊クワの研究を通して感じたが、既に「わかっていること」はテーマとして面白くない。研究している生徒
が「面白いな」「今までなかったね」となるようなテーマがいい。大枠ではなくて、細かいところであれ
ば、高校生でも新しいことを発見できる余地がある。why をつきつめることが大事だ。
＊山には発見が溢れている。人類の歴史は山とともにある。キャンパスをもっと利用することだ。
＊学生たちに与える研究は、「大きなストリームの、小さな枝葉」である。
＊早大本庄の先生が行っている研究は、最終的にはこのようなことに収束していっている、ということを掲
げられるとよい。定点観測（経年変化）はとても大事で、数年分をみると、大きな変化が起こっていること
があるかもしれない。
・都市開発の影響なども関わってくる。
＊反転授業についてはどうか？
・流れとしては講義の動画を長くて 10 分、それを見せたうえで演習と確認テストという形式を週に 1 回実施
している。
＊生徒が動画を作るのか
・自分自身が動画を作っている。予習でそれを見てもらう。講義を基本的に行わない。
＊うちでも授業の PPT を Web にアップしている。
・面白い変化としては、動画を見てきた、あまり成績の良くない生徒が、動画を見ていない成績が良い生徒
に教えるという面白い現象が起こっている。
＊教員は何をするのか？
・基本的に教室をウロウロして、質問に応じる程度である。
＊反転授業でワークシートをやらせるのであれば、実験室のようにした方が効果的ではないか。
＊反転授業を反転授業らしくするのであれば、テーブルごとに競争させるなどの方法がある。
＊動画を見せて TA がいると、より効果的ではないか。
＊ここは附属なので、反転授業のクラスと通常のクラスで効果を比較したらどうか？反転授業に本当に効果
があるのかはまだまだわかっていない。そういう実験をするのも意味がある。
・反転授業は、自習する時間が何分か増えたという印象にとらえられている。
＊今、小中学校では予習して来いと言わないらしい。予習させること自体、反転授業として意味があるとい
う時代である。反転授業の効果は、極端な話、単に予習するようになったということだけなのかもしれな
い。
・授業が始まってから最初 2 分教科書を読ませる時間を設けると、授業に対するレディネスができる効果が
ある。休み時間に黒板に問題を書くという例もある。
・生徒はプリントプリント教材を欲しがる。
＊ゼロから自分でノートを取らないようになってきているから、プリントがあると安心なのだろう。
・それは受験勉強の弊害である。
＊今は、大学でも授業の PPT を配布しないと不評。PPT をあげるとノートをとらなくなってしまう。
＊PPT はこの授業がどんなに面白いのか、という役割に使っている。
＊最近大学では、予習してきたことをどうやって確認するかを求められている。E-learning を使ってそのチ
ェックを行う。勉強と演習のフェーズをずらしただけのことである。
＊アーカイブを見ることはできるのか。
・学校でアーカイブを作れるといいと考える。授業を録画してアーカイブにしておけるといい。
＊実は、JST 自体がその教材を持っていて、SSH 校は見ることができる。
＊たくさんのものがあると、また抵抗があるので、授業内容に応じて絞られているのが重要。
・今回色々な先生が SSH 輪講「これがサイエンスだ」に関わってが、これについても PPT ファイルが検索で
きるといいと思っている。
＊パネルディスカッションでは SSH プログラムに参加した経験が「コミュニケーションでは役立った」と言
っている。
＊他の先生のかかわりはどうなのか。
＊これからは、教科横断型プログラムが必要である。経済との融合が分野を広げるにはやりやすいだろう。

49 / 50

SSH report 2015, Waseda University Honjo Senior High School

＊最近早大本庄の研究レベルが上がっていることを感じる。答えがわからないものをテーマ設定していると
ころがいい。「見えた」というレベルで終わっている研究発表を「わかった」というレベルに挙げてほし
い。
＊高校生によくそのレベルまでやらせていますね、という感じ。頑張って SSH 事業を継続してほしい。「本
当はどうなんですか？」「わからないから今は我慢している」というのが研究。「おまえ、わざわざそんな
ことやったの」という高校生らしいものがいい。ハイテクもいいが、素朴なアイデアに対し力づくでやるの
がいい。大人になるとそのようなことをしなくなってしまう。

平成27年度指定スーパーサイエンスハイスクール
研究開発実施報告書
経過措置一年次
平成28年3月28日
編集 早稲田大学本庄高等学院SSH委員会
発行 早稲田大学本庄高等学院
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