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別紙様式１－１ 

早稲田大学本庄高等学院 22～26 

 

 

平成 22 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。 

(ア) 今までの反省と収穫を活かし、海外の学校・研究団体との単発ではない、継続的な国際連携の中で、

効果的な科学教育プログラムはどうあるべきかを検討する。生徒に対する効果の評価とともに、国

際連携プログラムが科学教育・科学英語教育に与える影響の評価を行う。 

(イ) 今までの反省と収穫を活かし、多様で「立体感」のある連携形態の中で効果的な科学教育プログラ

ムはどうあるべきかを検討する。生徒に対する効果の評価とともに、連携プログラムが科学教育に

与える影響の評価を行う。 

(ウ) 上記連携プログラムにおける基礎知識を養成する場である授業の運営方法の考察と評価を行う。 

(エ) これまでに行ってきた SSH事業におけるプログラムの継続と評価を行う。 

(オ) 今までの反省と収穫を広く敷衍し、日本の科学教育事業に寄与する。 

 ③ 平成22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 

第1年次～第5年次 

（ア）カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

 特に中高、高大のギャップを取り除く試みを実施する。ギャップの分析とその解消の努力を行う。全校生

徒に対する科学への興味を喚起するプログラムを実施する。 

（イ）クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

 クラブ活動における研究活動の教育的効果を分析する。特に、既存研究テーマの深化と新規テーマの開発

を行う。 

（ウ）科学成果の表現力を高める教育の研究 

 卒業論文制度を軸としたアカデミックリテラシーを高める教育システム作りを継続する。一方で、

英語による科学表現力を高めるプログラムの検討を行う。様々な高校生学会に参加し、その教育効果

を分析する。 

（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

 他機関・他校と連携することの教育効果を、「連携の多様性」「国際連携」の2点から検証する。 

（オ）本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価 

 SSH事業の外部評価とアドバイスを得るため、運営指導委員会（学内・学外）を実施する。SSH成果報告会

を実施する。 

（カ）SSH事業成果の敷衍 

 過去のSSH事業で得られた成果を広く社会に還元すべく、冊子・Webによる教材展開を行う。地域向け科学

教室の範囲を広げ効果的に行う努力を行う。 
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○教育課程上の特例等特記すべき事項 特になし 

 

○平成22年度の教育課程の内容 教育課程については報告書巻末を参照 

 

○具体的な研究事項・活動内容 

（ア）カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

（イ）クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

（ウ）科学成果の表現力を高める教育の研究 

（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

（オ）本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価 

（カ）SSH事業成果の敷衍 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による効果とその評価 ○実施上の課題と今後の取組 

(ア) について 

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として、1年時総合学習を利用した

「サイエンス」の授業（全員必修）、1年生の必要者に補講を行った。高大接続のギャップ、特に大学入学

時における物理のギャップを解消する試みとして、3年次選択科目の充実、オリジナルテキスト「微積分と

物理」「複素関数論入門問題集」を作成した。科学に対するモチベーションを向上させる試みとして大学・

外部研究所の協力の元実験教室や宿泊研修等を行った。授業方法改善の試みとして「ID手法を用いた授業展

開」を実施した。補講についてはすでに何年か実施しており、特に帰国生についての理科知識の傾向がつか

めている。ID手法の検証は、まだ実験データが少ないが、適している局面適さない局面があることがわかっ

た。 

(イ) について 

既存研究、特に「粘菌」「リフター」「スピーカ」の研究の継承・深化を進めることができた。粘菌につ

いては特に秀でており、今後の公開の場を検討する。２つの新規テーマの開発を行ったが、成果は今後に期

待する。指導体制を強化したかったが、システムとしての向上はできていない。 

(ウ) について 

マニュアルの改訂等、卒業論文の指導体制充実の努力をした。同キャンパス内の外国人大学院留学生の指

導協力を得る、科学英語力養成の体制づくりの努力を行った。ISSF、RSSF等できる限り多くの場でSSH成果

を発表し、評価を得る努力を行った。継続していくにつれて英語での発表について、校内における特別意識

はなくなりつつある。評価としての賞を得るには至っていない。 

(エ) について 

地域や多様な団体との連携プログラムとして「川プロジェクト」「小笠原研修」、海外との国際交流プロ

グラムとして「NJCとのExchange Programme」「台湾高瞻計画校との交流」を行い、教育効果を考察した。

連携先が多様化する場合には、交流する人間や場所の多様性から総合的な教育効果は高いが、一方で研究と

しては深化させにくいことがわかりつつある。国際交流においては、多様なアイデアとアドバイスを得るこ

とや他国の研究レベルを知ってモチベーションを高める点では効果的であるが、英語というフィルターを経

ることで満足し、本来の目的である科学知識向上へなかなか達することができない状況が見える。 

(オ) について 

今年度から外部教員と学内教員による2本立ての運営指導委員会を実施することとした。学外委員会を加

えることにより、アドバイスの範囲が広くなった。11月17日に本学院主催SSH報告会を実施した。 

（カ）について 

今まで8年間のSSH活動のまとめの１つとして書籍を作る努力をした。評価については次年度以降に待つ。

ネットワーク時代におけるSSH成果公開の可能性の試みとしてWeb教材の作成を計画したが、実施できなかっ

た。昨年より範囲を拡大してちびっこ科学教室の実施した。この実施は長年のノウハウの蓄積で、軌道に乗

っているが、今後は対象世代と地域の拡大・実施の継続化を検討する必要がある。 
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別紙様式２－１ 

 

 

 

平成 22 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 （報告書5.1参照） 

(ア) 生徒の変化 

 国際交流プログラムについては、参加生徒において科学的な刺激もさることながら、その後の積極

性、英語への興味、異文化の理解等「総合的な教育効果」が高く、留学への意欲等その後の人生に

おいて大きな影響を与えている様子がわかる。 

 川プロジェクトや小笠原研修等の地域との連携プログラムでは、観察活動を通じた環境への理解が

深まっていることはもちろんだが、広く市民と接する機会になっている。 

 生徒全体としてアカデミックリテラシーの水準が高まり、調査研究するということがどういう行為

なのかを知ることにつながった。 

 全体として生徒のプレゼンテーション力や科学英語力が向上している。特にISSF、RSSFなど外部発

表会に参加した者にとっては自信につながっている。 

 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た

。 

 SSH校であることのプライド感が生徒間で醸成されている。 

 

(イ) 教員の変化 

 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。 

 国際交流プログラムを通し、教員の英語力が増加した。 

 生徒ともに研究の方向を試行錯誤することを通じ、改めて研究活動とは何かを見直すきっかけとな

っている。 

 教材や教育方法を整理し見直すきっかけになった。 

 

(ウ) 学校の変化 

 様々なプログラムが増えたこと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とし

て生徒に受け止められている。 

 国際交流が特別なことでなくなり、受け入れることの違和感がなくなった。 

 SSHプログラムを強く意識した受験生が実際に存在している。生徒募集に関する効果がわかっている

。 

 ちびっこ科学教室・川プロジェクト等を通じ、地域における科学教育の文化拠点となりつつあるこ

と。 

 

  

 ② 研究開発の課題  （報告書5.3参照） 

 特に、以下の3点について課題が浮上している。 

 

 指導体制作りをどうするか？ 

 国際性教育が叫ばれる中で、科学の英語表現を教える体制はどうあるべきか？既存の高校英語教

育の体制ではなかなか難しい。この問題の解決には理工系学部出身者に英語教員免許を取らせる

制度作りという長いスパン、学校に応じた指導者を配置するという短いスパンの両方向からの解

早稲田大学本庄高等学院 22～26 
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決を図らなくてはならない。2010年度においては、同キャンパス内の大学院留学生の指導を仰ぐ

システム作りをすることができた。今後は、この指導者の数を増やすとともに、指導に効果的に

噛んでもらうためのシステム作りをする必要があろう。 

 クラブ活動において多様なテーマを専門的に教えることができる体制を作る努力が必要である。

2010年度については、体制として向上させることはできなかった。今後は、外部専門家の協力を

随時仰げる体制づくりが求められる。 

 

 連携プログラムにおける課題 

 特にNJCとのExchange Programmeの方向性を再考する時期に来ている。国際交流の場合、双方にと

って必要であり、かつ双方がやる必然性のある共通研究テーマを考えることが難しい。今までい

くつかの共同研究テーマを考えたが、なかなかうまくいかない状況がある。今後は、双方にとっ

て効果的な科学教育を経験させるExchange Programmeの方向を求めるべきかもしれない。 

 川プロジェクト・小笠原研修等において、いかに研究内容を深めていくか？テーマの再検討が必

要である。特に、連携先が多様になるほど、関わる人間の視点も多様で研究として深めにくい現

状がある。 

 特に国際交流プログラムにおける、ネットワーク利用はどの程度の可能性を持っているのだろう

か？単に訪問するだけよりも、事前事後にネットワークを通じた情報交換や研究進度の紹介等が

あるとさらに効果的になるだろう。 

 

 SSH成果の還元はどうあるべきか？ 

 校内においてSSHプログラムに参加する限られた生徒が得た成果や経験をいかに、より多くの生

徒に還元するか？殆どのプログラムは参加できる生徒数が限られており、参加したプログラムの

状況や得られた成果が参加した生徒だけのものになってしまう。可能な限り、参加生徒が他生徒

に対して成果を報告する場が必要かもしれない。 

 現在地域における科学教室は単発なものにとどまっているが、地域における還元方法にもっと多

様性を持たせられないだろうか？月1回のように継続性を持たせる、開催地域の拡大、扱うテーマ

の再考等の方向が考えられる。 

 ネットワークはどの程度の可能性を持っているのだろうか？SSH成果をWebによる教材等に展開

して還元するという形態は考えられないだろうか？ 

  



2010年度早稲田大学本庄高等学院 SSH研究開発実施報告書 

 5 / 109 
 

 

巻頭言 

 

早稲田大学本庄高等学院 

学院長  山﨑 芳男 

 

 早稲田大学本庄高等学院は文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）

に 2002 年の初年度から指定され、大学の研究室や隣接する本庄リサーチパークに

ある大学院の研究室の協力のもと、特に理系ばかりではなく文系志望者をも対象と

した SSH クラスの設定など、他に類を見ない取り組みをしてまいりました。 

今年から再指定を受け、SSH 活動の新たな 5 年が始まりました。SSH 最古参校の

１つとして、日本の高校科学教育推進の微力にでもなることができれば幸いと考え

ております。 

 50 年前に 20 億であった地球の人口が 70 億を超えました。温暖化、水・食料問

題、エネルギーの確保など、私たちは多くの課題に直面しています。岐路に立った

時には、たとえそれが険しい道であっても、あえて困難な道を選択する強い意志と、

多様な価値観を認め合う豊かな心、そして大きな夢を持った人材が今、求められて

います。SSH の取り組みの中でそのような人材を育てたいものだと思っています。 
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平成 22年度研究開発実施報告 
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１．平成 22年度研究開発の課題 

1.1 事業計画書  

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」 

 

1.1.2 事業の方法 

①研究の概要 

  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。 

(ア) 今までの反省と収穫を活かし、海外の学校・研究団体との単発ではない、継続的な国際連携の中で、

効果的な科学教育プログラムはどうあるべきかを検討する。生徒に対する効果の評価とともに、国際

連携プログラムが科学教育・科学英語教育に与える影響の評価を行う。 

(イ) 今までの反省と収穫を活かし、多様で「立体感」のある連携形態の中で効果的な科学教育プログラム

はどうあるべきかを検討する。生徒に対する効果の評価とともに、連携プログラムが科学教育に与え

る影響の評価を行う。 

(ウ) 上記連携プログラムにおける基礎知識を養成する場である授業の運営方法の考察と評価を行う。 

(エ) これまでに行ってきた SSH事業におけるプログラムの継続と評価を行う。 

(オ) 今までの反省と収穫を広く敷衍し、日本の科学教育事業に寄与する。 

  

②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。 

 

③平成22年度の研究開発の内容 

（ア）カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

 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、１年時総合学習「サイエンス」、１年生必要者に対する

補講等の試みを行う。一般的に３教科入試の私立の場合、中学時代の学習学国数英に偏り、理科の学

習が疎かになっている例が多い。それに加え、本学院の場合、帰国生も受け入れているため、中学時

にその国の宗教的な理由により生物の進化論をまったく履修していないなど、中高間のギャップの

“質”の事情が一般の高校と大分異なることがわかっている。 

 

 高大接続のギャップ、特に大学入学時における物理のギャップを解消する試み 

高大間の物理におけるギャップの大きなポイントの１つが、高校では物理理論の表現に微積分など

の数学理論を導入しないことにあると考えている。このことの解消のため、物理の授業で積極的に数

学知識を利用することはもちろんであるが、その不足を補うため希望者に対する数学物理のコラボレ

ーション補講等を行うことを考える。また、３年時選択科目をオリジナルテキストで展開する。オリ

ジナルテキストの内容を生徒の反応を基に更新する。 

 

 科学に対するモチベーションを向上させる試み 

 早稲田大学・外部研究施設へ要請し、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、

課外講義などを随時行う。研究室等の訪問を行う場合もある。この参加については簡単なアンケー

トを義務付けることにとどめ、レポート等を課したりして敷居を高くすることをしない。あくまで

も気軽に参加して「面白い」という興味を持つ生徒を増やす目的である。 
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 授業方法改善の試み 

通常、授業は担当教師の経験則とカンで行われるが、その「経験則」や「カン」を要素として明ら

かにし、授業の「仕掛け」や「運営手順」として具体化・客観化する研究を行う。 

実際の教室で到達目標、形成的評価、インストラクションデザイン等授業展開方法を比較すること

により、改めて効果的な授業展開方法の確認を行いたい。具体的には同一教師による２つのクラスを

取り上げ、到達目標を同じくしインストラクションデザインを違えた授業を行い、試験・アンケート

により到達目標の達成度や生徒の意識などの調査を行う予定である。 

 

（イ）クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

 既存研究の継承・深化と外部評価 

 長く上級生が行ってきた研究を下級生に継承させるとともに、積極的な外部評価の機会を求める。

具体的には「粘菌の研究」「高温超電導の社会利用」が数年の蓄積を持っている。 

 

 新規テーマの開発 

 生徒にとっても教師にとっても興味深い新規テーマを検討し、生徒と一緒に取り組む。その成果

は可能であれば外部評価の機会を得る努力をする。 

 この場合の「興味深い」とは「理論や実験設備等に無理がなく」「問題解決型で達成感があり」

「オープンエンドで理論の一般化の深まりが期待できる」といった意味を込めている。 

 同時にこの取り組みから、高校生の課外活動における科学教育のテーマ設定の在り方・方法につ

いて考察を深める。 

 

 指導体制の検討 

 クラブ活動におけるテーマ設定は生徒の興味に応じて多様な設定をしたい場合、そうすると指導

体制上十分な指導ができなくなる、というトレードオフの関係に陥る。学校内の教員の限られた知

識と実験設備で多様なテーマに対応することは無理であり、外部の協力を仰ぐ必要が出てくる。そ

の際に、１度や２度訪問して講義を仰いだり実験設備を借りるということは簡単であるが、クラブ

活動の場合は継続して指導や実験ができる体制が求められる。 

 本学院なりの、長期的な活動継続に支障のない、無理のない体制づくりを模索する必要がある。 

 

（ウ）科学成果の表現力を高める教育の研究  

 卒業論文の指導体制の充実 

 開校以来の本学院教育の特色である卒業論文制度は、SSH指定後研究成果の報告形態としての「論

文リテラシー」養成に活かすべく、指導体制作りに取り組んできた。今年度もこの試みを継続する。 

 

 科学英語力養成の体制づくりの検討 

 本学院の今までのSSHプロジェクト実践課程の中で一番困難を感じた点の１つが、科学英語表現の

指導であった。科学の世界を英語で表現することについては、英語指導要領で取り上げられておら

ず、英語の授業で実施されることはない。専門用語や特有な表現を高校の英語教員や理数教員が教

えることには無理がある。したがって、この点においても外部との継続的な連携を図る必要がある。

SSHクラブの指導同様、本学院なりの、長期的な活動継続に支障のない、無理のない体制づくりを模

索する必要がある。 

 英語表現力の評価については、海外コンテスト等参加生徒一人ひとりについて、録画等による分析

により、その技能向上の追跡調査を行う。 

 

 SSH成果の体外的な報告と評価 

 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
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はならない。発表するだけの場もさることながら、可能な限り優劣の評価がなされる場へもチャレ

ンジしたい。 

 生徒のみならず教師にとっても教授法などの成果を発表し、評価を得る機会は必要である。 

 

（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

 多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 １つの研究において連携先が多様になることのメリットは、研究の切り口・視点が多様化するこ

と、多くの人の意見を求めることができることである。例えば今行っている「理想的な川環境を考

える」という共通の目的において「『理想的な』とは具体的に何を指すのか？」という点をはっき

りさせようという議論もあろう。川環境実態を見るフィルターとして「魚のストレスから推測する」

という視点もあれば「水質から判断する」や「植生から判断する」というアプローチもある。この

ような活動の中で、高校生としての「立ち位置」はどうあるべきかを検討するとともに、科学教育

への効果と生徒への影響を分析する。 

 今年度は、既に関係者と市民による３回程度のシンポジウムを開催することになっており、その

場では生徒の研究発表とともに関係教員による科学教育における影響に関する発表も行う予定であ

る。また、大学院研究室と合同の、数回の河川生物・水質の調査とゼミ参加を予定している。地元

小中校の生徒への指導や、教員同士の環境教育に関する連携も予定されている。それら連携活動を

総合したとき、その中で参加生徒にとって何が得られ、どのような成長があったのかを追跡調査す

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、方向性を探る予定であ

る。 

 

 海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 台湾との連携先としては現在、国立台中第一高級中学と国立鳳新高級中学がある。前者において

は現在、修学旅行における双方の相互訪問と授業・文化交流、研究発表に留まっている。後者にお

いては、高雄市での台湾高温超電導コンペティション参加時における学校訪問・授業・文化交流が

なされている。 

 特に鳳新については高温超電導の社会的利用という点で研究方向が共通しており、共同研究テー

マが設定しやすいのではないかと考えている。 

 シンガポールのNJCとは前述のように極めて有機的で継続的な交流を行ってきている。過去２年間

行った菌類の研究を収束し、現在は粘菌の共同研究に話題がシフトしている。同時に両校を相互訪

問して行うExchange Programmeも継続されており、共同研究の進展状況と含め、国際交流における

科学教育の在り方の事例研究として、今後の分析が待たれる。 

 NJCとの交流におけるポイントの１つがテレビ会議システムPolycomによるディスカッションであ

る。国際交流におけるネットワーク利用の方策の位置づけも興味深い研究テーマの１つである。 

 このような連携活動の中で参加生徒にとって何が得られ、どのような成長があったのかを追跡調

査する。 

 

（オ）本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価 

 運営指導委員会の実施 

 運営指導委員会を実施し、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。より客

観的な指摘を得るために、運営指導委員会は今までの早稲田大学教員からなる委員会の他に、外部

有識者からなる運営指導委員会も組織したいと考えている。 

 

 本学院主催SSH報告会の実施 

 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。

同時にこの会は、貴重な生徒研究発表と評価を得る場にもなっている。 
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（カ）SSH事業成果の敷衍 

 書籍へのまとめ 

今までのSSH事業および関連プログラム実施の中で得た反省・収穫を、毎年度末に提出している報

告書とは別の切り口・観点でまとめ、他SSH校のみならず科学教育に関心のある学校の参考に供した

い。 

 

 Web教材の作成 

生徒が、学校の勉強や身近な事象などで自分では理解している“つもりの”内容を他人にわかり

やすく表現・提示することを通して、理解をさらに深めるとともに新しい問題点や課題の発見につ

なげることを期待する。このとき、ちびっこサイエンス教室等で培ったノウハウや伝え方を加味す

る。 

作品を Web コンテンツとして発信し、数年後には両国の小中学生向けの教材サイトが出来るよう

にしたいと考えている。アメリカの教育サイト BrainPoP http://www.brainpop.com/ のような教

材をイメージしている。 

それらの過程を通し、ネットワークと Web を利用した科学教育の可能性を探りたい。 

 

 ちびっこ科学教室の実施 

 ちびっこ科学教室を開催する。この会も年を重ね、子供たちへの人気や興味から、コンテンツや

ノウハウも固定してきた。アシスタントをする生徒が子供や親への質問に答えるため、自分の知識

を確認する場にもなっている。 

1.2 実践結果の概要 

（ア）カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

□ 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 

 中学校→高校間に存在する理科の基本的知識差を解消するために、今年度も放課後を利用して 1 年生

一部に対し理科補習授業、および 1 年生全体に対し総合学習「サイエンス」を行った。 

 

□ 高大接続のギャップ、特に大学入学時における物理のギャップを解消する試み 

オリジナルテキスト「複素関数論入門問題集 -exercise book for “complex analysis”-」を制作した。 

オリジナルテキスト「微積分と物理」の改定を行った。また、3 年次選択科目の充実を図った。 

 

□ 科学に対するモチベーションを向上させる試み 

 海洋研究開発機構における一泊研修（12 月 21 日～22 日）、早稲田大学における実験教室・研究室訪

問他、いくつかの課外講義を行った。 

 

□ 授業方法改善の試み 

 ID（インストラクショナルデザイン）手法を用いた授業改善の試みを行った。 

 

（イ）クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

□ 既存研究の継承・深化と外部評価 

 「粘菌」「スピーカー（高温超電導・コンデンサー）」「リフター」において先輩の成果を継承し、

研究内容を深化させることができた。特に、「粘菌」に関する卒業論文1は秀逸なものであり、今後の成

果発表の場を検討している。 

 

□ 新規テーマの開発 

 「お茶の抗菌作用」「圧力センサーを用いたロボット制御」等新規テーマに関する取り組みを行った。 

 

□ 指導体制の検討 

                                                                 
1 2010 年度早稲田大学本庄高等学院賞受賞、田村百合絵「真性粘菌変形体の展開パターン解析」 
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 学内の指導体制の強化を検討したが、2009 年度より大きな変化はない。 

 

（ウ）科学成果の表現力を高める教育の研究 

□ 卒業論文の指導体制の充実 

 開校以来実践している卒業論文制度の充実を目指し、今年度も例年同様、以下の項目を実施した。 

 卒論マニュアル「卒論をまとめるにあたって」の改訂 

 1 年時情報 B における論文リテラシー基礎の養成 

 2 年時総合学習「論文リテラシー」の実施 

 慶應義塾湘南藤沢中高等部と連携した「卒論報告会」の実施 

 

□ 科学英語力養成の体制づくりの検討 

 早稲田大学教務部と相談の上、早稲田大学本庄キャンパス内にある大学院留学生の協力を得るシステ

ム作りの努力を行った。結果として学内予算による謝礼制度の運用ができることになったが、現実的に

は「公費留学生の場合、アルバイトができない」などの規則があり、制度はできてもうまく運用できな

い側面も見つかった。しかしながら、ボランティアにより生徒の英語プレゼンテーションや英語ポスタ

ーの指導が行われる体制はスタートしている。 

 

□ SSH成果の体外的な報告と評価 

 今年も数多くのコンテスト・高校生シンポジウム等への参加の機会と生徒たちおよび教員の研究成果

発表および評価の機会を得ることができた。参加したイベントは以下のとおりである。 

 5/30（日）～6/3（木）8 月の SEES（SSH・台湾高瞻科学教育交流シンポジウム）打ち合わせ（台

北）における研究発表 

 7/19（月）～24（土）Waseda-NJC Exchange Programme における研究発表 

 8/2（月）～4（水）SSH 生徒報告会 

 8/4（水）～6（金） 高速増殖炉もんじゅの見学会および、原子力高校生サミット（討論会） 

 8/21（土）～25 日（水）SEES（SSH・台湾高瞻科学教育交流シンポジウム）（静岡北高校）にお

ける研究発表・ポスターセッション 

 9/12（日）～19（日）ISSF(International Student Science Fair)オーストラリア・アデレードにおける研

究発表・ポスターセッション 

 9/26（日）市民総合大学シンポジウム（川プロジェクト成果発表） 

 11/2（火）～6（土）RSSF（Rits Super Science Fair）立命館高校・立命館大学琵琶湖草津キャンパス

における研究発表・ポスターセッション 

 11/17（水）本学院主催 SSH 成果報告会 

 12/18（土）小田原市白梅ライオンズクラブ主催「白梅科学コンテスト」招待参加 

 3/25（金）～31（木）High Scope Programme Conference on Asia-Pacific Science Education2011（台北）招

待参加 

 

（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

□ 多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 今年度も早稲田大学創造理工学部環境資源工学科榊原研究室とともに河川調査およびゼミ参加を行っ

た。また、本庄市の要請により、総合市民大学において「本庄市内の川環境」というテーマで生徒が 2

講座の講師を務めたり、NPO や公民館の要請により 2 回の市民シンポジウムにおける発表を行う機会を

得た。 

 小笠原研修（8 月 26 日～31 日）においては、好天の元、小笠原村の協力も得て従来通りの活動をする

ことができた。 

 

□ 海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 シンガポールの姉妹校 National Junior College とは今年度も Polycom を用いたテレビ会議の実施、双方を訪

問し科学教育プログラムを経験する Exchange Programme（7 月 19 日～24 日、11 月 6 日～11 日）を実施し

た。また、京都立命館高校主催 Rits Super Science Fair（11 月 2 日～7 日）において、「茶の抗菌作用」につ

いて両校の共同研究として発表する機会が得られた。 

 もう一方の連携の軸である台湾とは、毎年 3 月に高雄で実施され招待参加している高温超電導コンペ

ティションが台湾建国 100 周年記念事業のため中止になったが、その際に交流を行っている鳳新高級中

学の訪日修学旅行を初めて受け入れた。過去 3 年間台湾で行われた「台湾高瞻・日本 SSH 科学教育交流

シンポジウム」を今年は、コア SSH 事業として静岡北高校が SEES(Taiwan HSP/Japan SSH Science Education 
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Exchange Symposium)という名前で実施（8 月 21 日～25 日）することとなり、事前協議のため、5 月末に両

校生徒 3 名ずつ教員が台北を訪れ、事務協議および建国高級中学・麗山高級中学を訪問し、研究発表と

課題研究のコラボレーションを行った。8 月には静岡北高校で SEES が盛大に開催され、本学院から生徒

3 名教員 2 名が参加した。姉妹校である台中第一高級中学とは今年は交流活動がなかった。 

 

（オ）本庄高等学院 SSHプロジェクト全体の外部評価 

□ 運営指導委員会の実施 

 今までは学内指導委員による運営指導委員会（2011 年 1 月 7 日）のみであったが、今年度はそれに加

え外部指導委員による指導委員会（11 月 17 日）を開催した。 

 

□ 本学院主催 SSH報告会の実施 

 今年度も本学院 SSH プログラムの成果を発表し評価を得ることを目的として、本学院主催 SSH 報告会

を 11 月 17 日（水）に開催した。今年度は外部指導委員にも開会から参加いただき、アドバイス・意見

をいただいた。 

 

（カ）SSH事業成果の敷衍 

□ 書籍へのまとめ 

 2002 年度からの SSH 活動の成果の 1 つとして、物理授業法の冊子を作成した。 

 

□ Web教材の作成 

 成果報告・SSH 部活動の紹介（SSH 部新聞）・特に国際交流を中心とした SSH 活動の紹介にとどまり、

教材ページへ発展することができなかった。 

 

□ ちびっこ科学教室の実施 

 今年度は夏休み（7 月 27 日）・冬休み（12 月 3 日）の他に、六合村（六合村からの要請による、12 月

26 日）・上里小学校（小学校からの要請による、12 月 17 日）での出張授業の計 4 回開催した。本庄市

中央公民館主催「親子理科教室」（8 月 13 日）も開催した。 

 

1.3 平成 22年度 SSH実施事項一覧 

 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を以下の一覧表にまとめ

る。クラブ活動・授業等における継続的な活動、課外講義は除いている。 

 

月 事項 

H22.4 4/24（土）川プロジェクト説明会 

5 

5/23（日）河川調査、電力中央研究所研修（群馬県赤城山、「雷の研修、太陽光発電の研修、野菜の室内栽培

の研修」） 

5/30（日）～6/3（木）8月の SEES（SSH・台湾高瞻科学教育交流シンポジウム）打ち合わせ（台北） 

6 

6/12（土）～ 宇宙エレベーターコンテスト（インターネットで） 

6/21（月）川プロジェクト、榊原研究室との合同ゼミ 

6/19（土）理工学部における体験実習 

7 

7/7（水）Waseda-NJC Exchange Programme 参加者ミーティング・テレビ会議、放射線セミナー（東京都市大学

教授による放射線の基礎知識および基礎実験） 

7/12（月）小笠原研修事前学習会 

7/19（月）～24（土）Waseda-NJC Exchange Programme 

7/21（火）理工学部実験教室（いろいろな顕微鏡） 

7/27（月）ちびっこスーパーサイエンス教室（「良く飛ぶ飛行機を作ろう」「カリンバを鳴らそう」「偏光の

不思議」） 

8 
8/2（月）～4（水）SSH生徒研究発表会 

8/4（水）榊原研究室との合同ゼミ 
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8/4（水）～6（金） 高速増殖炉もんじゅの見学会および、原子力高校生サミット（討論会） 

8/11（水）河川調査 

8/13（金）本庄市中央公民館主催「親子理科教室」～目の錯覚を使ったおもちゃ～ 

8/21（土）～25日（水）SEES（SSH・台湾高瞻科学教育交流シンポジウム）（静岡北高校） 

8/26（木）～31（火）小笠原研修 

9 

9/12（日）～19（日）ISSF(International Student Science Fair)オーストラリア・アデレード 

9/12（日）柏崎刈羽原子力発電所見学 

9/26（日）市民総合大学シンポジウム（川プロジェクト成果発表） 

10 10/10（日）クワ調査（富岡製糸場・薄根の大クワ（群馬県沼田）観察・日本絹の里でのレクチャー） 

11 

11/2（火）～6（土）RSSF（Rits Super Science Fair）立命館高校・立命館大学琵琶湖草津キャンパス 

11/6（土）～11（木）NJC生徒教員が本庄学院訪問、NJC-Waseda Exchange Programme 

11/12（金）SSH課外講義「科学の最前線、超電導を体験しよう」 

11/13（土）～14（日）高校生国際サイエンスキャンプ（於高崎高校、日本で研修している外国人研究者からの

講義） 

11/14（日）市民総合大学で生徒が本庄市内の河川環境について講師を務める 

11/17（水）本庄学院主催 SSH成果報告会・外部 SSH運営指導委員会 

11/28（日）早稲田科学アカデミー工作教室（「ぶつかるとバックする車・ぶつかるとカーブする車」） 

12 

12/3（日）ちびっこスーパーサイエンス教室（「凧を飛ばそう」「カリンバを鳴らそう」） 

12/17（金）出張科学教室（於上里小学校） 

12/18（土）小田原市白梅ライオンズクラブ主催「白梅科学コンテスト」招待参加 

12/21（月）～22（火）海洋開発研究機構における水圧実験研修 

12/26（木）群馬県六合村実験教室「目の錯覚を使ったおもちゃ」 

1 
1/6（木）河川調査 

1/7（金）SSH運営指導委員会 

2 2/16（水）卒業論文報告会 

3 

3/11（木）慶應湘南藤沢高等部自由研究レポート報告会参加 

3/12（土）市民総合大学シンポジウム2 

3/21（日）関東近県合同発表会3 

3/23（水）つくば生物研究コンテスト4 

3/25（金）～31（木）High Scope Programme Conference on Asia-Pacific Science Education2011（台北） 

 

２．平成 22年度研究開発の経緯（研究の時間的経過報告） 

 1.2 で述べた研究開発計画の各項目に従って、実施状況を述べる。研究成果の考察・評論については第４

章にまわし、ここでは実施された事項のあらましを述べるに留める。 

 

2.1 カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 
2.1.1 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 

①理科補習 

 本学院は英数国の 3 教科入試であり、また帰国生も多い。入学後、授業において常識と思える内容を理解

していない事例が指摘されてきた。前提とすべき知識の状況が分からないのでは効果的な授業展開ができな

い。そのため、基本的知識レベルを調整するために 1 年生希望者（一部強制）に対して補講を行っている。 

 

                                                                 
2 東北関東大震災のため中止 
3 東北関東大震災のため中止 
4 東北関東大震災のため中止 
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(ア) 実施 2010(平22)年度 第１学期 

(イ) 対象 早稲田大学本庄高等学院 第１学年帰国子女のうちの希望者＋一般１学年希望者 

(ウ) 目的 日本語で中学校理科を学習していない生徒に対して、最小限の内容を学習する機会を設ける。

強制でもなく成績もつけないので、生徒は自分に欠けている分野の講義を判断して出席する。日本語の

科学用語の説明を中心とし、実験等は行わない。 

(エ) 進め方 対象の生徒の学習段階に差があるので、必要度の高そうな分野から順番に講義を計画し、

本人が必要と考える授業に参加する。 

(オ) 実施日時 第１学期 水曜日13:40～15:30 第５、６限目相当 で第１学年の行事がない時 

※今年度も１学期に集中することにして、１回あたり２単元分の内容を取り扱うこととした。 

(カ) 使用教科書 東京書籍 新しい科学  生徒分をこちらで用意し、講義の時に配布、回収する 

(キ) 講義内容 中学校理科の単元毎に実施 

(ク) 実施内容 

i. 新入生に対して、中学理科補習を実施する旨の情報を流す 4月9日LHR時 

担任の先生を通じてプリントを配布 15枚/組×8組＝120枚を用意 

教務を通して各担任に連絡を依頼 

ii. 補習についての説明(オリエンテーション) 4月14日(水)1340～1530 

①第１学年Ｉ選抜入試者全員＋受講希望者を集め、補習についての説明  37名参加 

②中学理科用語テストを実施 10点/単元×８単元＝満点80点 自分の実力を確認する。 

③日本語での中学理科の学習状況アンケート 

用語テストの結果も参考に、中学理科の各分野毎の学習の５段階を自分で判断する。 

５ 日本語でほぼ全てを理解している。 

４ 日本語で学習したが一部分からないことがある 

３ 日本語以外の言語では理解しているが、日本語の用語に一部分からないことがある 

２ 日本語以外の言語では理解しているが、日本語の用語はまったく分からない 

１ 単元に相当する内容は学習自体していない 

欠落している分野について、補習を受講するように勧める。 

※中学時に滞在していた国(米国の場合は州も)名を記入、昨年度は自分で出した希望受講単元を

忘れた者が複数いた。今年はメモさせた。 

iii. 配布プリント 

「中学理科補講実施のお知らせ」 

「2009年度中学理科学習状況アンケート」 →回収 

「中学理科用語テスト＋解答」 

iv. ２分野上 植物の世界・動物の世界                                  

内容…植物の分類、花のつくり、植物の構造 

動物のからだのつくり、神経、運動、消化、血液の循環、動物の分類 

実施 100421 於C103教室 

1340 動物の世界 事前テスト→講義→事後テスト ～1435 

1445 植物の世界 事前テスト→講義→事後テスト ～1540 

参加９名 参加希望者13名 無断欠席４名 

v. ２分野上 大地の変化 火をふく大地･ゆれる大地                 

内容…日本の火山の形や構造、噴出物の性質、鉱物、火成岩 

地震の原理、震度・ゆれの程度、地球のプレート構造、地層 

実施 100512 於C103教室 

1340 火山 事前テスト→講義→事後テスト ～1435 

1445 地震 事前テスト→講義→事後テスト ～1540 

参加10名 参加希望者21名 無断欠席11名 

vi. １分野上 電流   静電気と電流･電流のはたらき                
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内容…静電気、電流・電圧、回路、オームの法則、直列・並列回路 

抵抗で発生する熱、電力、磁界、電磁石、モーター、発電機 

実施 100526 於C103教室 

1340 電流その１ 事前テスト→講義→事後テスト ～1430 

参加２名 参加希望者６名 無断欠席４名 

vii. １分野上 身のまわりの現象 力の世界  １分野下 運動と力 

内容…力とその表し方、圧力、速さ、等速度運動 

実施 100609 於C103教室 

・補習を予定していたが、参加生徒が０の為急遽中止 

参加０名 参加希望者５名 無断欠席５名 

viii. ２分野下 天気とその変化   気象を見る･前線と天気の変化          

内容…気象観測、水の循環、雲のでき方 

前線と雲の種類、低気圧と高気圧、季節による天気の変化、天気の予測 

実施 100616 於C103教室 

1340 天気とその変化 事前テスト→講義→事後テスト ～1430 

1440 気象を見る   事前テスト→講義→事後テスト ～1530 

参加4名 参加希望者15名 無断欠席10名 事前欠席連絡有１名 

(カ) 理科補習を4年間継続して、判明してきた課題 

i. 中学理科の知識が不足している生徒が確実にいる 

 補習実施前オリエンテーションで｢中学理科用語テスト｣を実施してしているが、このテストは中

学理科程度の用語についての問題で、日本で中学理科を学習した本庄学院の生徒ならほぼ満点を採

れる程度の難易度である。実際、Ｉ選抜 の生徒でも半数は満点(各単元毎10点)に近い得点である。

しかし、各単元毎の得点が半分(5点)に満たない生徒が毎年存在する。2009年度と2010年度のテス

ト結果では単元毎に得点が5点に満たない生徒を加算すると、2009年度76、2010年度は60に達する。 

 前述したように一般入試で入学してきた生徒はほぼ満点であるから、これは明らかに基礎知識の

欠如である。 

ii. 基礎知識の欠如している単元は、生徒の滞在した国によって偏りがある。 

 海外での学習状況によって、中学理科の単元毎の学習にばらつきが見られる。例えば、化学分野

はどこの国に居た生徒も、まんべんなく学習している。が、反対に生物分野は米国に居た生徒に不

足が著しい。これは、生徒が学習していた国の方針や状況によって、日本の学習内容との違いはあ

る為と考えられる。このため、補習にあたっては中学の単元毎に学習日を設定し、生徒の知識が不

足している単元に出席できるよう配慮している。 

iii. 明らかに基礎知識が不足しているにもかかわらず、補習に出席していない生徒が存在する。 

 このことは中学理科補習において一番大きな問題である。中学理科の学習が不足していると自覚

して補うべく努力している生徒がいる一方で、まったく勉強していない生徒が存在する。出席一覧

をみると、｢中学理科用語テスト｣で得点が思わしくないのに補習を希望していない者や、欠席して

いるものが数名いる。過去の生徒について２年時の物理の追跡調査を行うと、単位を落としたり、

成績が低調であったりしている。学習に関する認識が低く、本人に聞くと｢勉強すればできるよう

になる｣という妙な自信を持っている。が、実際には勉強はしないので、結果的にできないままと

なっている。 

iv. 理科以外の教科についての基礎ができていない。 

 中学理科補習に参加している生徒の話を総合すると、何人かの生徒は日本語(特に漢字)に不安を

抱えている。また、数学もしくは算数（計算力）が十分でない生徒も多い。 

v. 無断欠席の問題  

 出席は強制ではないとしても、欠席の場合の事前連絡くらいは徹底したい。 

 

②1年生総合学習「サイエンス」 
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 本学院は英数国の 3 教科入試であり、また帰国生も多い。入学後、授業において常識と思える内容を理解

していない事例が多い。前提とすべき知識の状況が分からないのでは効果的な授業展開ができない。そのた

め、知識のスタート時点を調整するために 1 年生全員に対して中高のギャップを埋めることを目的として総

合学習「サイエンス」を行っている。 

 

 １学期の最初に学校環境に慣れる意味を含めて、キャンパス内の菌類の観察をしにスピーカーを片手に大

久保山の散策を行った。簡単にテングタケやシイタケの説明をした後、生徒にスケッチをしてもらった。キ

ノコは強烈な臭いを発するもの、虫などを体内に取り込むものなど想像以上に種類が豊富で皆、驚いていた。

さらに、シイタケがどのように育つかを体感してもらうために、栽培するための原木や駒菌を 2000 個購入し、

植菌した。植菌とはドリルでクヌギなどの原木に穴を空け、一定の間隔で駒菌を金槌で植え込む作業である。

生徒は皆ジャージを履き、熱心に取り組んでいた。1 人が両足で原木を抑え、もう１人が電気ドリルを両手

で持って全体重を乗せて穴を空ける。さらに別の生徒が凄い速さで金槌を用いて菌を植えていく。座学の授

業だけでは味わえない野外授業であった。また、片づけは大変であったが、電機ドリル等は普段使わないも

のであるため、珍しいと感じたのか女子も積極的に取り組んでいた。 

 この後は、原子の構造やモルなどの座学の授業に入った。今年度は入学前に春休み課題の提出を義務づけ

ていたため、春休みの課題の解説を行った。本校は３教科受験のため、理科をしっかり学んでいない子が多

いと感じる。特に１分野の履修が不十分であると感じたため、今年度から中間試験を課すようになった。 

 また、長期の休みには大学博物館を訪問させ、調べたことをレポートにまとめさせた。多かったのは宇宙

関連のテーマであった。マスコミの影響が一因と考える。個性的なテーマもあり、皆、真剣に取り組んでき

たように感じた。 

 3 学期は「水素イオン濃度と pH」というテーマで実験を行った。ビュレット側に酸、ビーカー側に塩基を

入れ、1 mL間隔で滴下し、万能 pH試験紙を用いて溶液内の pHを調べさせ、中和滴定曲線を書かせた。また、

自分で書いた中和滴定曲線から、フェノールフタレイン溶液を指示薬として用いた場合に必ず生じてしまう

誤差が何 mL か考察させた。本校では結果だけではなく、自分の実験で生じる誤差の原因はもちろんのこと、

発展的な内容の考察もさせるように指導している。 

 サイエンスの授業を通して、生徒たちが本校の自然を深く理解し、また中学までの理科の内容を興味を持

って復習し、実験を通して鋭い洞察力を身につけることができるよう授業計画を立てている。 

 

3.1.2 高大接続のギャップ、特に大学入学時における物理のギャップを解消する試み 

①3年時 SSH 選択科目の充実 

 本学院は理文のコース分けをしていないが、大学接続を考え 3年時に希望進学学部を想定した選択科目（週

2 単位 7群）を履修させている。開講の条件は 10 人以上の履修者がいることであるが、2002 年度の SSH指定

後科学技術にかかわる分野がテーマであり特に内容が高度なものについて“SSH”と銘打ち、大学教務部の理

解を得、5名以上で開講できるようにした。なお、理系学部進学希望者は数学 III・数学 C・物理 II・化学 I

が必修である。2010年度は以下の SSH科目を開講した。 

 数学「応用確率統計」「解析学入門」「記号論理学入門」「数理生物学入門」「複素関数論入門」「理

工系における数学的方法」 

 理科「化学 II（上級）」「地球環境」「科学リテラシー」 

 情報「情報サイエンス I」「情報サイエンス II」「情報と映像」 

 

②オリジナルテキスト「複素関数論入門問題集 -exercise book for “complex analysis”-」 

 3年生の選択科目である複素関数論入門で利用する問題集を 2010年度のスーパーサイエンスハイスクール

の予算にて作成した。 

 複素関数論入門は 2010 年度に開講した（受講者は 12 名）。開講初年度の科目である。この講座では複素

平面（ド・モアブルの定理など）の議論から始まり、複素関数の定義（オイラーの公式など）、複素関数の

微分積分（コーシーの積分定理など）について議論する。担当者がこの選択科目を設置した理由は、高大一

貫教育という利点を活かして、ある程度のアドバンテージをもって学部進学してもらいたいからである。た
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だそれは大学レベルの複素関数論の知識を蓄えるということだけではない。物理学者の江沢洋氏が「学問が

網の目のような、いや立体的な構造をもっている」（『理科があぶない 明日のために』、新曜社、2001、

p.85）と述べているように、この講座では学生たちにこれまで学習した知識がどのようなつながりをもって

いるのかを複素関数論を通して学習してもらい、これまでの内容の復習も行う。 

 具体的には、複素平面の知識の定着や微積分の概念（微分法の極限による定義や区分求積法）を繰り返し

学習すること狙っている。また、大学と高校における数学の議論の大きな違いは「ε－δ論法」であろう。

この論法は高校生にとっては非常に難しい議論であり、この議論の解説のみで別の講座が 1 つできてしまう

ほどである。そこでこの講座では、「ε－δ論法の変種」を導入することによって、大学でのギャップを少

なくするような方法を試みた。具体的には一通り極限の記法を定義した後に 

   「複素数 z がαに限りなく近づくとき、複素関数 f(z)が 1 つの値βに近づくことを 

     
0|)(|   zfz 　　
となることであり、それを 






)(lim zf
z

と書く」 

と定義した。もちろん、記法上の違いのみで直感的な定義であることには変わりはないが、これらの定義を

用いれば、関数の連続性の性質については体系的な議論をすることができ、ε－δ論法の一部が練習できる

（このような示唆を問題集（後述）の 3.4 節において、実数関数の場合について示唆した）。 

 次に問題集作成の経緯について述べる。開講初年度ということもあり、問題集を作成するまではプリント

を配布し問題演習を行っていた。授業を行うにつれて、学生からは予習を行いたいという声が上がったため、

プリントをまとめ 2010 年 10 月に問題集として冊子にした。問題集の性質上、公式や定理は載せているもの

の、それまでの背景や説明などがまったくない。市販されているテキストにおいて、定理として証明してい

るものまで問題としている。そのようにしたのは、授業中に説明や証明を聞いて初めて完成できるような仕

組みを狙ったからである。しかしここまで簡素にしてしまうと、学生にとって予習ははかどらないというこ

とがわかった。少なくとも背景や例題くらいは提示しておく必要はあるだろう。 

具体的に次のような反省点が挙げられる。 

 1 節「複素数と複素平面」においては、問題としてさまざまなバリエーションがあることはよいことで

あるが、本論と脇道に反れるものはとは区別して提示することにより、整理された問題集となったであ

ろう。脇道に反れる種類の問題はその示唆を併せて 1.4 節のように[column]として説明すればよいだろ

う。 

 2 節「複素関数」においては、流れとして一通りの学習はできるような問題の配置であった。基本的な

演習についてはこれで十分であるが、関数を利用するような応用的な問題を提示できればもっと内容豊

富な問題集になったであろう。 

 4 節、5 節における 2 変数関数や複素関数の連続性については、それぞれ極座標、極形式に帰着させて極

限を考えさせる問題に偏ってしまった。またそれ以外の問題は関数の性質の証明ばかりであった。体系

的に議論するという意味においては目的が達成できた。しかし、その性質を利用するような具体的な計

算問題が不足している。 

 5 節「複素関数」の連続性についての議論は先に述べた「ε－δ論法の変種」において連続性を定義し

たにも関わらず、それを利用するような問題がなかった。前項において述べた性質の証明において利用

し、体系的に議論する目的は達成することができたが、さらに練習を重ねる必要があるだろう。このよ

うな単純な極限の計算でも、この定義において計算することによって、絶対値の扱いの練習や大学にお

けるε－δ論法の導入のための十分な練習となるだろう。 

 6.2節、6.3節における線積分の議論については、「2 変数実数関数の線積分」から「複素線積分」とい

う議論の流れは学生にとってわかりやすかったようである。これらの演習問題としては適量であった。

また、平面上の曲線についてであるが、学院の選択授業「数学 C」でも学習する。それを流用するだけ

で簡単に理解できるので、復習できる絶好の機会である。その意味では問題集の問題はいささか冗長で

あった。問題の厳選を要する。 

 6.4 節「Cauchy の積分定理」、6.5 節「Cauchy の積分公式」においては、これらの定理は時間の都合に

より、授業中には証明できなかった。これらはプリントとして配布した。このように授業では扱えない

ような証明については初めからテキストに掲載しておくのも 1 つの手段であろう。授業において扱わな
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い部分、時間があれば扱う部分についてはあらかじめテキストに掲載しておくというような工夫を要す

る。 

 6.6 節「留数定理」においては、問題量を豊富にすることができた。だが、独習ではできない問題が多

かった。授業時間数によって解説できなったというのが最大の原因であるが、やはりこのような内容に

ついても授業がなくても知っておきたいという学生はいるだろう。そこでこれらは特に計算問題である

ので、例題によって解法を説明し独習するように工夫するべきであった。 

 「略解」においては、非常に間違いやタイプミスが多い。これらに関しては正誤表を作成するなどの措

置を講じた。 

以上の点を踏まえ次年度以降テキストを作成するのであれば、第一に学生が予習できる程度の議論の背景

や流れ、例題を掲載すること、第二に授業において扱わない部分（証明など）、時間があれば扱う部分につ

いてもあらかじめテキストに掲載するという点に留意すべきである。 

最後に、学生へのアンケートを実施した結果を報告する。まず学生の受講の動機については、 

 複素数についてもっと勉強したかった 

 複素数という実在しない数を扱って、何が見えてくるのかが気になったから 

などという数学的動機が最も多かった（12 名中 6 名）。 

また 

 大学の範囲を先取りしたかったから 

 大学で必要な知識だと思ったから 

 複素数、数学の奥深さを知りたかったから 

という意見も約半数あり（12 名中 5 名）、学生は大学への先取りも見据えているようである。 

次にそれぞれの期待したものに対して効果は得られたかという問に対して、数学的動機をもった 6 名の中

に 

 複素関数を学ぶことによって今までならってきた数学の知識をつなげて考えることができた 

 複素数から三角関数や自然対数の関係まで知れた 

 物理と関係していておもしろかった 

などと他の分野とつなげた見方ができるようになったとコメントした学生が 4 名いた。その点についてはこ

の講座の効果が表れているようである。また動機として大学への先取りを見越している 5 名の学生にとって

期待していたものが得られたかという問に、 

 得られた 

とはっきり答えている学生が 2名 

 ある程度 

 数学 III に関係している単元について難しい内容も理解できるようになった 

など好感をもったコメントが 3 名であった。この講座は大学への予習という点についても、学生の期待には

応えられているようである。 

今年度はアンケートによる調査しか実施できていないが、今後は具体的に、他の科目（特に物理）へどの

ような影響を与えているのかを具体的に調査する必要もある。さらに彼らが学部へ進学した際に、学部にお

いてどのような学習効果が表れているのかを高大一貫という立場から検証する必要があるだろう。 

 

③オリジナルテキスト「微積分と物理」 

 このテキストは理系進学者必修の選択科目(3単位)である数学Ⅲ、物理Ⅱや選択科目の解析学入門(2単位)

の受講生に配布した。解析学入門ではこのテキストを主に使い部分的に副教材の微積分改訂版（裳華房）を使

って授業を進めた。内容は、逆関数の話から入ってまず逆三角関数とその微積分を教え、ｎ次導関数、ロピタ

ルの定理、テイラー展開、微分方程式、不定積分という進み方である。本来は不定積分を学習してから微分方

程式に進むのが順序ではあるが、微分方程式で余り難しい積分を使わないことと、数学Ⅲの授業がある程度進

んでいて不定積分の簡単なものはこの時期には終えていることもあって順序を入れ替えてみた。このやり方が

２年続いているがこの進め方が１番良いように思う。 
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④3年生進学準備セミナーにおける出前授業の効果 

本学院では毎年、3 年生の進学先決定後の 2 月下旬に、進学学部・学科ごとの進学準備セミナーを 3 日間

の日程で開講している。その内容は、早稲田大学の教授からの大学の授業に関してのアドバイスや模擬授業

といったものから、本学院教諭による大学への数学、化学などの補充的な授業、職員からの大学での事務手

続きの方法など様々である。 

本年度は、セミナーの一コマを早稲田大学以外の研究機関に委託し、原子時計の話をしていただいた。講

師の情報通信研究機構の蜂須・志賀両研究員は 30 代の若手研究者であり、自身の経験を踏まえて、高校と大

学の勉強法の違いやアメリカと日本の学生の勉強方法の違いなども話してくださった。そして、研究者はど

んな日常を送っているのか、研究者にとって何が大切なのかという、これから学問の道へ入ろうとする高校

生にはとても刺激的な話をしてくださった。 

この講義を実現するために、本庄高等学院の教員と、研究所の職員、研究者との間で、約半年前から打ち

合わせが始まり、実施 1 か月前にはほぼ毎週１から 2 回ほどのメールや電話での打ち合わせを行った。この

事前の打ち合わせが重要であることは、これまでの出前講義や、課外講義などから経験的に集積されてきた

ことであり、講義の内容は、 

・ 授業との関連性が濃いもの 

・ 生徒の知識や思考レベルにあっているもの 

・ 本学院の教員にはできないこと 

・ 一方的な講義にならないこと 

 などが満たされている必要があることが分かってきている。 

 これらを踏まえた打ち合わせの結果、本講義では、講師の専門である原子時計の原理、精度を上げるため

の先進的な研究内容（ドップラー法によるレーザー冷却）、そして理論を具現化するためのアプローチ方法

などを、物理Ⅱが終えた段階の生徒に理解できるように噛み砕いて説明していただくことにした。講義の時

間は約 1 時間 20分でその後、少しの時間を質疑応答に充てた。 

 以下は、講義直後のアンケートの結果である。アンケートの文面は、講師側が用意してくださったものを

利用した。質問は質問用紙に直接書き込む方法で行われ、各生徒は 10 から 15 分ほどで書き上げていた。以

下に質問の内容とその結果を示す。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

「量子力学」授業アンケート結果（平成 23年 2月 23日（水）3年生総回答数 32 名） 

出張授業担当：蜂須 英和・志賀 信泰（情報通信研究機構） 

１） 授業の理解 

a. よく理解できた〔13〕 

b. 普通〔19〕 

c. わかりにくかった〔0〕 

d. 無回答〔0〕 
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２） 授業の感想 

a. おもしろかった〔25〕 

b. 普通〔7〕 

c. つまらなかった〔0〕 

d. 無回答〔0〕 

 
３） 印象に残ったところは何ですか？ ※順不同 

 レーザーで風船を割る実験 。（のべ 1６人） 

 原子を集めた。 

 6方向からのレーザーで減速させるところ。 

 東京都小金井市。（のべ 2名） 

 原子時計の精密さ。 

 チーズの消費量の予想。 

 原子を冷却していた所。 

 明石に天文台がないこと。（のべ 2名） 

 レーザーの効果。 

 原子を減速させられるということ。 

 レーザーで原子の冷却。（のべ 2名） 

 レーザーで原子の動きを止めたこと。 

 原子時計とドップラー効果。 

 ドップラー効果で原子をとらえること。 

 三方向の光で格子を作り、その間に原子を閉じ込めていたこと。 

 レーザーで原子の速度を減速させるという話。光の波の腹に原子が集まると言う話。 

 光（レーザー）で温度を上げるだけでなく、下げられるところ。 

  

４） 授業で気になったこと、もっと勉強してみたいことはありますか？ ※順不同 

 何故、この方法だと、正確性が 2～3桁も変わるのか？（のべ 2名） 

 減速・ドップラー冷却について。（のべ７名） 

 レーザー光を応用した研究。 

 レーザー光で原子を冷却すること。 

 原子について興味を持った。（のべ 2名） 

 波長でいろいろ変わると知り、ふかいと思った。 

 今回の授業内容を全体的に深く勉強したい。 

 量子力学について詳しく勉強、研究してみたいと思った。（のべ 4名） 

 時間について。 

 自分は基礎があやふやだったので、そこを勉強したい。（のべ３名） 

 光の波の腹に原子が集まる？と言う話。 

 全体的にもう少し詳しいことも学びたいと思いました。 

 専門的な事もやってみたい。 

 光の色について。 

 補色と熱の関係。 

 風船は面白かった。 

 特になし 

  

５） この授業を受けて、科学・物理に対するイメージはどのように変わりましたか？ ※順不同 

 精密 

 変わらない。 

 科学の重要性に気付いた。 

 大人な感じ。 

 科学や物理などの各分野が密接にかかわってくることが分かった。 

 授業で聞く勉強とは違って、答えを自らが求めるものだと分かった。 

 科学・物理はやっぱりすごい。 
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 時計と原子に密接な関係があるんだなと思った。 

 専門的だと思った。 

 大学生活でついていけるか不安。むずかしいと思う。 

 専門的に研究してるなと思う。 

 ミクロの世界が重要である。 

 難しいので、理解しにくいなあと感じた。 

 ちゃんと使える技術だとわかった。 

 量子力学についての理解が深まった。 

 これまでより親しみやすく、身近なものとなった。 

 難しいけれど、改めて面白いものだと思いました。 

 楽しんでできるものだと思った。 

 量子力学の世界はとても難しいと思った。 

 大学でもっと詳しく勉強したくなった。 

 複雑だけど、理解できれば楽しい。 

 思ったよりレベルが高いと思った。 

 勉強したくなった。 

 原子時計のように、日常生活にある実用的な例を聞いたので、科学、物理をより身近に感じました。 

 特に変化なし。（のべ 2名） 

 目に良く見えないものを想像するのは難しく、分かりづらいと思った。 

 自分が考えていたよりも、研究のすそ野が広いように感じられた。 

 実際にどのような所で使われているかを見たことによって、より学びたいと思った。 

 今まで授業を受けていて、遠い世界の話だと思っていたようなことが、とても身近に感じられた。 

  

６） 講演者の話を聞いて、研究者としての将来像はイメージできましたか？また、その授業を受ける前と受けた後とで

は、研究職のイメージはどのように変わりましたか？ ※順不同 

 楽しそう。 

 イメージできない。変わらない。 

 出来ました。かっこいいと思った。 

 研究職って大人な感じ。 

 興味深い。 

 かっこいいと思った。 

 研究する楽しみが少し分かった。 

 思ったよりラフと言うか自由と言うか、そんな感じがした。自分にも何か熱心に研究できることが見つかればいい

なと思った。 

 まだわからない。 

 大変そう。 

 研究職は答えを自ら導き出すので、面白そう。 

 研究の分野によっては面白そう。 

 不安はあるが、少しイメージできた。 

 具体的なイメージはわかないが、研究職への期待が高まった。 

 大変面白い職だと思った。 

 難しくて出来ませんでした。とても難しい職業だと思いました。 

 楽しんで研究できるなら、是非やってみたい。それで世の中の役に立てるならなおさら。 

 研究職は常に研究で大変なのかと思ったが、この授業を受けて面白い研究もできる仕事なんだなと思った。 

 研究職はとても楽しそうだと思った。 

 研究職は自ら問題を発見し、解決するので奥が深いと思った。 

 自分のやりたい事を好きなだけやれる環境に行けることを良い機会だと考え、一生懸命勉強しようと思った。 

 特に変わらなかった。（のべ 2名） 

 何か発明したくなった。 

 自分の興味のある分野の研究職につくことがとても理想的だと思いました。 

 自らを問い続ける姿勢が重要だと分かった。 

 研究者でも大学時代にすごく勉強しなくても良いことがわかった。 

 特に変わらない。 

 将来像のイメージはあまりできませんでしたが、研究の対象というのは想像していた以上に様々なものがあると言

うことを知りました。 

 実際に研究職に就かれている方のお話をきいて、より具体的にイメージできるようになりました。研究職楽しそう

だなと思いました。 
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７） この授業を通じて、大学でもっと理科の勉強

をしてみたいという興味が湧きましたか？ 

a. はい〔30〕 

b. いいえ〔2〕 

c. 分からない〔0〕 

 
８） また機会があれば、このような授業を受けた

いと思いますか？ 

a. 是非受けたい〔26〕 

b. あまり受けたくない〔1〕 

c. 別の内容なら受けたい〔5〕 

 
今回のアンケート結果から、進学学部が決まった生徒へのこのような講義は、理解度も高く、大学でもっ

と理科の勉強をしてみたいという意欲を湧かせるのに大変効果的であったと言える。この結果は、未来の科

学者を若い時期から育てるのに大変有効であることを示していると考えられる。 

本学院の生徒は、一般入試で大学に進学する生徒とは異なり、1年の時から大学で何がしたいかを問われ

続けてきている。何のために、何をするために、どんな目標を叶えるために、どんな努力が必要なのか。そ

して、大学に入ってからどんなことをしなければならないのか。こんな自問自答を繰り返し、3 年間かけて

叶えた理科系への進学である。授業が終了した 2 月末のこの時期にも、何かを求めて授業に参加しているも

のが多くいる。進学への不安と期待でいっぱいのこの時期に、生徒の不安を解消するような、未来が垣間見

られる光になるような講義が準備できれば、今回のような大きな成果が待っているのかもしれない。 

本章では、理科系進学者に対する課外講義の効果を検証したが、本学院の SSH のもうひとつの目標に、科

学を学習する生徒のすそ野を広げることがある。こちらのことも記しておきたい。 

これまでの調査から、入学時に文系を志望していた生徒が、最終的に理科系学部に進学する割合はほとん

どなく、5％にも満たないという結果がでている。理系文系どちらにしようかと考えている生徒の 2割程度が

理科系に進学するというデータも出ている。このことが直ちに、科学を学習する生徒のすそ野が広がってい

ないことを意味しているとは言い切れない。科学を学習する生徒のすそ野を広げるといことは、文化系であ

ろうと理科系であろうと、科学的な根拠をもとにものごとを判断し、理想的には、それに基づいた行動をと

る人間を育てることである。つまり、科学リテラシーを身につけさせ、それを活用できる人間を育てること

なのである。 

この意味から考えると、1，2 年次に行った出前授業や課外講義、研修会などは未来の科学者を育てるため

だけのものではなく、すそ野を広げていると考えれば、それなりの成果が出ているのではないかと考えてい

る。その理由として、3 年時の選択授業の選択状況がある。本学院では 3 年時に 2 時間で一こまの選択授業

を、週に７こま選択することになっている。この中には、経済、商学部進学者向けの「文系のための数学Ⅲ」

や「食品と化学」「科学リテラシー」など多くの文化系向けの科学の授業が開講されている。文系のための

数学Ⅲは、経済、商学部への進学志望者のほとんどが選択を希望しており、また、科学リテラシー選択者の

9 割は文型進学希望の女子である。このようなことから考えて、1，2 年の時に授業中や授業外で行われた理
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数啓発活動は、有効に機能しているものと考えられる。文科系に行ってしまえば科学や数学から逃げられる

と思っている生徒がいることは確かなことである。しかし、そのような生徒であっても、科学や数学は必要

な知識であると考えている。これらの生徒に、3年の選択授業で科学や数学を学ぶ機会を与えられることは、

すそ野を広げることに直結しているばかりでなく、将来、何かの機会に科学や数学が必要になったときに、

その学習を進められる事を意味している。理科系に興味を持ち続ける人間になることを目指して、数学Ⅰ、

Ⅱ、Ａ，Ｂ、物理、化学、生物、地学、情報を必修としている本学院のカリキュラムは、科学を勉強し続け

る人材を育てるのに有効に機能しているのではないだろうか。 

 
2.1.3 科学に対するモチベーションを向上させる試み 

 広く生徒を募り、科学に対する興味や問題意識を喚起することを目的として単発の課外講義・研修を今年

も行った。具体的には以下のイベントを行った。 

 電力中央研修所研修「雷の研修、太陽光発電の研修、野菜の室内栽培の研修」（5 月 23 日） 

 早稲田大学大久保キャンパスでの実験教室（理工学部実験教室、7 月 21 日）「いろいろな顕微鏡」 

 柏崎刈羽原子力発電所見学（9 月 12 日） 

 課外講義「科学の最前線、超電導を体験しよう」（於本庄学院、11 月 12 日） 

 海洋開発研究機構における水圧実験研修（12 月 21 日～22 日） 

 

2.1.4 授業方法改善の試み ～インストラクショナルデザイン（ID）を物理の授業に応用する試み～ 

①はじめに 

近年、PISAをはじめとする国際的な学力調査により、各国の教育方法が注目を浴びるようになった。中で

も毎回PISAの上位に位置しているフィンランドは、多くのメディアで取り上げられている。そこで紹介され

ている授業は特別なものではなく、インタラクティブな対話を中心にするものであるようである。では、日

本は他国に比べすべての面で劣っているかというとそうではない。トップの層は決して劣ってはいないので

ある。この事実から日本の教育は、学校教育の延長上に自分の希望する進路や職業がある場合はとても良い

結果をだしているが、一般教養や生きるための力としての学力を身につけるための教育としては必ずしも満

足のいく結果が出ていないことを意味しているのではないだろうか。 

それでは、PISAで教科の得点が高くかつ、その勉強が好きであると答えている国ではどのような教育が行

われているのであろうか。それらの国では深く研究されているが、日本ではあまり研究が進んでいない教育

方法があるのではないかと考え、ことあるごとに海外の教員へ質問をしていくうちに、インストラクショナ

ルデザインという、教育効果を高めるための授業設計法をベースに授業を構成している複数の国の先生がた

と話をすることができた。 

この、科学的な根拠をもとにした授業設計法であるインストラクショナルデザインは、熱心であるが自己

満足の授業や、講演会のような授業、演習ばかりの授業、実験ばかりの授業など効果が上がらない授業の原

因を科学的に究明し、その改善策を考え、数多くの実践を踏みながら改良が重ねられているものである。こ

の研究の歴史は古く60年以上に及んでいる。 

この方法を学び、物理の授業に取り入れれば、物理の学習効果が高められ、同時に学習への意識を変える

ことができるのではないかと考え、少しずつではあるが、インストラクショナルデザインに基づいた授業を

実施してみた。 

 

②インストラクショナルデザイン（ID）とは 

インストラクショナルデザインとは、教授者それぞれの教育環境下で、もっとも効果的な教育方法を設計

するために学問である。つまり教えることの科学と技術を学び、そのことを自分の授業に生かすために具体

的な方策を考えることである。そして必ず実践で使用し、評価とフィードバックを繰り返しよりよいものに

していく実践的な学問である。 

ここでいうデザインとは、理論を実際の教育行為に具現化することであり、それは常にゴールベースでな

ければならない。そして、そのデザインが適切だったかどうかは、ゴールが達成されたかどうかということ

によって判定することになる。その判断は、学習者に学習が生じたことをもって成功とし、これを「成功的
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教育」と呼んでいる。つまり、教えるという行為は教える側だけのものではないということである。ここで

いう学習とは、学習者の行動の変化が見られた状態をさし、テストなどでその変化を客観的に評価する。 

IDは特別な技術や特別な知識がなければ実施できないといったものではない。ベテランでも新任でも今持

っている知識や技術を用いて、効果が上がる授業を構成していくことが基本になっている。学問の知識や教

育技術が増えればそれに合わせて、授業のコンテンツを変えていけばよいのである。その時にその先生が最

大の力を発揮できる仕組み作りを積み重ねていきよりよいものにしていくことが実践的な学問といわれるゆ

えんである。 

この学問の科学的な根拠となっているものは、行動分析学、認知心理学、状況的学習論学習心理学、社会

心理学、臨床心理学などであり、人の心の動きやコミュニケーションの方法などを考えながら授業の設計が

行われる。 

生徒の学習が確認できると次にはそれを定着させ深化させることを考えていく。そしてそのステップごと

に客観的な評価をしていき、生徒の学習の改善、そしてデザインの改善を逐次行っていくのである。 

実際にIDを形成するプロセスは、「ADDIEモデル」と「ラピッド・プロトタイピング」の２つの考え方をも

とにしている。 

ADDIEモデルとは、 

 • Analyze（分析）: ニーズ分析とゴール分析をして全体像を決める 

 • Design（デザイン）: どこをどのような形にするかをデザインする 

 • Develop（開発）: 教材を作成したり、ビデオを撮るなどの開発を行う 

 • Implement（実施）: 実際にインストラクションを実施してみる 

 • Evaluate（評価）: 実施したものを評価する 

の5つをフィードバックしながら何度も繰り返す方法である。この方法は実施前にデザインを十分に煮詰める

必要があり、実施までに時間がかかるという難点がある。その難点を解消しようと考えられたのが「ラピッ

ド・プロトタイピング」である。完成前の試作段階の物をタイムリーに実施し、実施した結果を評価しフィ

ードバックにより、よりよいものに仕上げていくという考え方である。こちらは、すぐに実施に移せる半面、

予期しないことが起こることも考えられ、教授者、受講者双方に不満足な結果をもたらす可能性は否定でき

ない。 

 以下に具体的に授業例をあげながら、今回実際に行った授業の結果を報告したい。ただし、IDを使った授

業とそうでない授業を年間を通して実施することは教育的に好ましくないと考え、比較研究はいくつかの授

業にとどめた。 

 

③授業デザインのプロセスの実際 

今回、実施した授業は 

 日時 2011年1月 

 2年生 物理Ⅰ（必修）3単位、 

 単元 エネルギー 電気とエネルギー  

 クラス スーパーサイエンス①クラス 2年A組 2年H組 の2クラス 

 このクラスは理科系に向けた勉強をするために作られたクラスであり、本人の希望と1年生の時の理数科目

の成績上位という条件を通過した生徒が20人で授業を受けている。授業の目的 生徒が、抵抗の直列つなぎ、

並列つなぎにおける電圧と電流との関係を理解し、電力および電力量の計算ができるようになる。 

本授業は2時間で完成させるものである。1時間目は、オームの法則の計算方法を確認し、合成抵抗の値を

求める方法を学習する授業を実施した。2時間目は、電力と電力量を学習した。 

今回行った2つのクラスでは、インストラクショナルデザインの効果を確かめるべく、2時間目の授業内容

を、A組では教師が説明することに重きを置いた教師中心型の授業構成を考え、H組ではIDに基づき生徒中心

型の授業構成を考えた。このような比較実験的な授業は本来はややるべきではないと考えているが、後日、

Ａ組にはＨ組で行った授業と同じ内容を行い補うことにし、実施することにした。 

 

③の1 ニーズ分析とゴールの設定 



2010年度早稲田大学本庄高等学院 SSH研究開発実施報告書 

 25 / 109 
 

ニーズとは、ただ単に受講者のニーズということではなく、教授者が考えているゴールと現在の受講者と

の力の差を考え、理想的な受講者の姿つまりゴールから、現状を引いたものをさす。このニーズを埋めてい

く方策が授業ということになる。つまり、教授者が一方的に教えたいことを教えるのではなく、差を埋める

ための授業を考えていくのである。 

今回の授業では、抵抗の並列つなぎと直列つなぎにおける電圧降下と電流が求められ、その結果から電力

量が計算できるようになることがゴールであるため、1時間目の授業の冒頭で生徒の理解度を知るための事前

テストを実施した。事前にこのテストのでき具合により、その授業内容を変えられるように、電気の復習が

必要な場合の授業と、復習はせずに先に進める授業の2つを考えた。 

 

③の2 学習者分析 

学習者を分析することは大変重要なことである。１時間の座学に耐えられるか否か、演習を得意としてい

るのか、計算ははやいのか、どの程度の基礎知識を持っているのかなど知っておく必要がある。今回はすで

に3学期に入ってからの授業であるため、生徒の様子は把握できているのでこの作業は行わなかった。ここで

重要なことは、生徒の好みの学習スタイルにマッチした場合は、非常に効率上がることがあるの、教授者が

自分のペースで行う授業は必ずしも生徒の学習効率を上げているとは限らないということである。教授法と

生徒の好みの学習スタイルをマッチさせるためにはざっくばらんな生徒への問いかけを行い、妥当な方法を

探すべきである。 

今回は、教師のする演示実験と問題解答、ディスカッション、学びあいなどを必要に応じて活用すること

にした。 

 

③の3 コンテキストの分析 

実際の授業では教室や実験室、パソコン室などで行うことになるが、そこにある設備や備品は授業の内容

を大きく左右する要因となる。初めにも述べたように教授者それぞれの教育環境下で最大の効果を期待する

のであるため、コンテキストの把握や充実は重要な要因になる。そして、授業を受けている生徒がその学習

内容を活用する場面はどのような状況なのかも考え、スムーズに転移できるように配慮することも大切であ

る。 

今回は、物理実験室で授業を行った。本学院の物理実験室は長机を使用しており、講義にも、実験にもデ

ィスカッションにも対応できる作りになっている。また、設備は大型テレビやパソコンプロジェクター、OHC

などがあり、いろいろな教育機器が使用できるようになっている。また、教科書に出ている実験はほとんど

再現できるように備品も整備してある。 

 

④どのように教えるのか 

各教授者がそれぞれの特色を生かしながら、効率的な授業を組み立てるためにはどのような点に注意しな

がら構成していけばよいかという問いにガニエという心理学者が、9つの教授事象をあげて答えている。学習

のひとまとまりごとにこの9教授事象をもりこみむのであるが、それぞれを具現化する方法は教師に任されて

いる。 

 《導入》 新しい学習への準備を整える 

 1. 注意を引く 

 2. 目標を知らせる 

 3. すでに知っていることを思い出させる 

 《情報提示》 新しいことに触れる 

 4. 材料を提示する 

 5. 学習をガイドする 

 《学習活動》 自分のものにする 

 6. 練習の機会を作る 

 7. フィードバックする 

 《まとめ》 でき具合を確かめ、忘れないようにする 
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 8. 評価する 

 9. 保持と転移を促す 

以下にそれぞれの教授事象ごとに考えていくポイントを挙げる。（向後2009による） 

  (1) 注意を引く 

 1a 変わったもの、突然の変化で授業を始める。 

 1b 知的好奇心を刺激するような問題を使う。 

 1c エピソードや問題の核心など面白いところから始める。 

  (2) 目標を知らせる 

 2a 「今日はこれを学ぶ」を最初に明らかにする。 

 2b どんな点に注意して聞けばよいか、チェックポイントを示す。 

 2c 学ぶことが今後どう役立つのかを確認し、意味を見つける。 

 2d ゴールにたどりついたときに喜べるようゴールを確認する。 

  (3) すでに知っていることを思い出させる 

 3a 新しい学習に必要な基礎事項を復習する。 

 3b 学ぶことが以前学んだこととどう関係しているかを示す。 

 3c 復習のための確認テスト、簡単な説明、質問をする。 

  (4) 材料を提示する 行動分析学（スモールステップ） 

 4a 手本を示し、学ぶことを整理して伝える。 

 4b 具体的な例を豊富に使う。 

 4c まず代表的で簡単な例を示し、特殊な、例外的なものへ進む。 

 4d 図表やイラストなどの表示方法を工夫する。 

  (5) 学習をガイドする 認知心理学（既有知識の精緻化） 

 5a これまでの学習との関連を強調し、つなげる。 

 5b よく知っていることとの比較などを使う。 

 5c 思い出すためのヒントを考える。 

  (6) 練習の機会を作る【状況的学習論（足掛け）】【行動分析学（スモールステップ）】【認

知心理学 （転移）】 

 6a 弱点を見つけるために、失敗が許される予行練習を行う。 

 6b 自分がどれくらいできるのかを、手本を見ないでやってみる。 

 6c 練習を段階的に難しくする。 

 6d 今までと違う例でやってみて応用力を試す。 

  (7) フィードバックする 

 7a 失敗から学ぶために、失敗の原因と、どう直せば良いかを追求する。 

 7b 失敗しても不利益がないことを保証し、失敗を責めるようなコメントを避ける。 

 7c 成功にはほめ言葉を、失敗には助言を与える。 

 (8) 評価する 

 8a 十分な練習をするチャンスを与えたあとで、本番としてのテストを実施する。 

 8b 目標が達成されたかどうかを確実に知ることができるよう、十分な量と幅の問題を用意

する。 

 8c 目標に忠実な評価を心がける（教えていないことをテストしない）。 

 (9) 保持と転移を促す 

 9a 忘れた頃に再確認テストを計画しておく。 

 9b 一度できたことを転移させ、次の学習につなげる。 

 9c 発展学習を用意し、さらに学習を深める。 

 

⑤何を評価するのか 

インストラクショナルデザインで重要なことは、学習者が何をしているかということである。つまり、最
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も大切なことは教員が授業をすることではなく、生徒が学習をすることなのだという考えかたに基づいた評

価法を考えていく必要がある。そこでは、学習者中心主義と呼ばれている、学習者に学習の責任と積極性を

持たせる教育がおこなわれることになる。 

では、教師の役目は何か、それは、授業を開発することつまりデザインすることに責任を持つことである。

ここで注意しなければならないことは、IDの大きな前提条件を守ることである。それは、IDを実施する前ま

たは導入部分で、生徒が学習をしたいという心構えを作らせるといことである。その意味では、教師に課せ

られた任務は重く、学習しようと考えた生徒にいい加減なコースを提示するわけにはいかないし、満足度の

低い授業をしていたのではすぐにそのコースへのモチベーションが下がってしまう。このようにIDは教師・

生徒双方に緊張感が生じる教授法であり、その授業は常に評価され改善し続けなければならない。 

そこで今回は、授業をしたことにより深化がはかられたかを知るために、少々難易度の高い問題を出題し、 

IDに基づいた授業を行ったクラスと、IDの一部を省略した授業を行ったクラスとの比較を試みた。また、質

問紙法の評価法では、ARCS動機づけモデルを利用すれば、改善点を効率よく探し出すことができる。ARCSの、

ＡはAttention、ＲはRelevance、ＣはConfidence、ＳはSatisfactionのことである。 

 Attention、学習者の注意をひき、興味を引き出すようなコースになっていること。 

 Relevance、自分自身とそのコースの内容の関連性を説明する。 

 Confidence、学習者に自信がつき、うまくできそうだという感じを持たせる。 

 Satisfaction、学習体験を通じて満足感を持たせる。 

 

⑥授業の例 

ここでは、高校2年生の物理Ⅰの授業での実践例を紹介したい。3章でも紹介したとおり、以下の授業を行

った。 

 日時 2011年1月 

 2年生 物理Ⅰ（必修）3単位、 

 単元 エネルギー 電気とエネルギー   

 クラス スーパーサイエンス①クラス 2年A組 2年H組 の２クラス 

 このクラスは理科系に向けた勉強をするために作られたクラスであり、本人の希望と1年生の時の

理数科目の成績上位という条件を通過した生徒が20人で授業を受けている。 

 授業の目的 生徒が、オームの法則や、抵抗の直列つなぎ、並列つなぎにおける電圧と電流との

関係を理解し、電力や電力量の計算ができるようになる。 

本授業は２時間で完成させるものである。１時間目は、オームの法則の計算方法を確認し、合成抵抗の値

を求める方法を学習する授業を実施した。２時間目は、電力と電力量を学習した。 

今回行った２つのクラスでは、インストラクショナルデザインの効果を確かめるべく、２時間目の授業内

容を、A組では教師が説明することに重きを置いた教師中心型の授業構成を考え、H組ではIDに基づき生徒中

心型の授業構成を考えた。このような比較実験的な授業は本来はややるべきではないと考えているが、後日、

Ａ組にはＨ組で行った授業と同じ内容を行い補うことにし、実施することにした。 

 

【授業の流れ （2時間目）】 

本授業では、電力、電力量のことを勉強することを告げる。 

《導入》 

(1) 注意を引く 

•1b 知的好奇心を刺激するような問題を使う。 

40Wの電球と20Wの電球を並列つなぎにし、100Vの電源につなぐ。このときは、生徒の予想通りに40Wのほう

が20Wより明るく点灯する。次に、40Wの電球と20Wの電球を直列につなぎ電気を流すと、20Wのほうが明るく、 

40Wのほうが暗くなる。 

 

(2) 目標を知らせる 

•2a 「今日はこれを学ぶ」を最初に明らかにする。 
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今日の授業では、なぜこのような結果になったかを、みんなが理詰めで説明できるようになるために、電

気がする仕事を、電流、電圧、抵抗などから考えてもらう。 

•2b どんな点に注意して聞けばよいか、チェックポイントを示す。 

今日は、式の変形がたくさん出てくるので、ひとつひとつ理解しながら、自分で計算してほしい。また、

電力と電力量との違いを理解してほしい。 

•2c 学んだことが今後どう役立つのかを確認し、意味を見つける。 

この計算ができるようになると、家庭での電気の消費量がわかるようになり、どの家電がどのくらい電気

を使い、月にいくらくらい電気代がかかっているのかが計算できるようになる。 

•2d ゴールにたどりついたときに喜べるようゴールを確認する。 

直列つなぎでは、ワット数が小さい電球のほうが明るくなった理由が説明できることをゴールとする。 

 

(3) すでに知っていることを思い出させる 

•3a 新しい学習に必要な基礎事項を復習する。 

前の時間に学んだオームの法則や、抵抗にかかる電圧、流れる電流のことを復習する。 

•3c 復習のための確認テスト、簡単な説明、質問をする。 

中学のときに電力をしっかり学習した生徒やほとんど忘れてしまった生徒などがいるため、どの程度の復

習を交えた授業を構成するかを知るべく、小テストを実施した。 

 

電池一個と抵抗一個の簡単な回路で、電圧と電流を与えて、抵

抗が消費する電力を求めさせる。        

問題① 抵抗で消費される電力を求めよ。 

 

(4) 材料を提示する 行動分析学（スモールステップ） 

•4c まず代表的で簡単な例を示し、特殊な、例外的なものへ進

む。 

次に、抵抗と電圧を与え消費電力を求めさせる。その次に、抵抗と電流を消費電力を求めさせる。このこ

とにより、電力を求める式に慣れることが期待できる。 

 

問題② 抵抗で消費される電力を求めよ。 

５Ω                     10Ω 

ア                     イ 

                              ２Ａ 

 

     10Ｖ 

前問の応用として２つの抵抗をつなげた場合の消費電力を求めさせる。 

 

問題③ 各抵抗で消費される電力を求めよ。 

       ５Ω                 ５Ω     10Ω 

                       

ア                      イ 

          10Ω 

 

     10Ｖ                      10Ｖ 

 

小テストの時間が終了したときに、小さなグループを作らせ、「学びあい」の機会を与えた。次に、発展

問題により学習の深化を図るため消費電力から抵抗値を求めさせる。 

 

3A 

10V 
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問題④ 電球の抵抗を求めよ。 

 

ア                      イ 

        40Ｗ                     20Ｗ 

 

        100Ｖ                     100Ｖ 

 

(5) 学習をガイドする 認知心理学（既有知識の精緻化） 

•5a これまでの学習との関連を強調し、つなげる。 

次に、授業のはじめに見せた実験と同じ回路を示し、電球の抵抗は温度によってほとんど変化しないとい

う条件を設定し、各自に消費電力を計算させる。 

 

問題⑤ 電球で消費される電力を求めよ。ただし、電球の抵抗は②と同じとする。 

         40Ｗ 

                          40Ｗ        20Ｗ 

 ア          20Ｗ          イ  

             

 

100Ｖ                    100Ｖ 

 

(6) 練習の機会を作る 【状況的学習論（足掛け）】【行動分析学（スモールステップ）】【認知心理学 （転

移）】 

•6b 自分がどれくらいできるのかを、手本を見ないでやってみる。 

•6c 練習を段階的に難しくする。 

•6d 今までと違う例でやってみて応用力を試す。 

次に電球の並列と直列が混在する回路を示し、それぞれの電球での消費電力を予想をしてから、計算させ

る。 

 

問題⑥ それぞれの電球の消費電力を求めよ。  

           40Ｗ 

                     60Ｗ 

 

        20Ｗ 

 

          100Ｖ 

時間を決め、その時間が過ぎたら、わからない生徒が、解けた生徒に質問ができるよう、「学びあい」の

時間を与えた。 

 

(7) フィードバックする 

•7a 失敗から学ぶために、失敗の原因と、どう直せば良いかを追求する。 

•7b 失敗しても不利益がないことを保証し、失敗を責めるようなコメントを避ける。 

•7c 成功にはほめ言葉を、失敗には助言を与える。 

自力で解けた生徒に考え方を説明させたのちに、教員から補足の説明を加えた。 

 

(8) 評価する 

本日の授業では、確認テストは行わなかったが、机間巡視によりすべての生徒が理解できたことを確認し

た。しかし、それだけでは評価として不十分だと考え、後日、以下の問題⑦，⑧のテストを行った。 
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⑦ 家庭での電力量は kWh（キロワット時）で表されている。ｋは 1000 をｈは時間を示している。1kWh は何

Ws か。（3.6×106 Ｗｓ） 

 

⑧ 電気料金は 1kWh あたり 25 円として、140W のテレビを 1 日 4 時間、1 年間見続けると、テレビにかかる

電気料金は年間いくらになるか。（5110 円） 

 

(9) 保持と転移を促す 

•9a 忘れた頃に再確認テストを計画しておく。 

•9b 一度できたことを転移させ、次の学習につなげる。 

•9c 発展学習を用意し、さらに学習を深める。 

日常生活の中で、電気の消費量を意識させるために、宿題として以下の問題を出した。 

 

宿題 ⑨ 1450Wの電気湯沸かし器で、15℃の水１リットルを沸騰（100℃）させるのに、8分かかった。水の

比熱を4.2J/gKとして、電気エネルギーの何パーセントがお湯を湧かすために使われたか計算しなさい。また、

お湯を沸かすのに使われなった電気のエネルギーはどのようになってしまったか考察しなさい。 

 

もし、この問題が解ければ、今回の学習が単に「もしＡならば、Ｂ」といった条件反射のような知識とし

てではなく、この学習が日常生活の中で利用できるようになったことを示しており、転移が図られたとみな

してよいのではないだろうか。 

 

⑦授業を行ってから一週間後に行ったテスト結果 

前述の通り、上記の授業は同じレベルのクラスのうちの1つで行い、他のクラスでは学びあいや、関心を引

く実験を行わずに授業を進めた。小テストは両クラスとも行った。授業中に行った小テストでは、両クラス

ともに全員が正解に到達し、一見どちらの指導法でも同じ結果が得られたように感じられた。そこで、1週間

後の授業で、今年度のセンター試験の電球を含む回路の問題を出題し、両クラスに解答させてみた。問題は

以下のものである。 
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結果 

 

問題番号1 

ID未実施クラス 20/20 （全員正解）    

ID実施クラス 19/19 （全員正解） 

 

問題番号2 

ID未実施クラス 13/20 （65％）      

ID実施クラス 16/19 （84％） 

 

問題番号3 

ID未実施クラス 13/20 （65％）      

ID実施クラス 12/19 （63％） 

 

 

⑧考察 

今回のデータは、問題数も少なく母集団も少ないためエビデンスにはならないが、問題番号2の正答率に大

きな差がみられた。このことは、授業で行った電球の直列つなぎに関しては、IDを行ったクラスのほうがよ

り記憶に留まっていたため、正答率が高くなったと考えられる。しかし、グラフが出てくる応用問題になる

と、両クラスともに同じくらいの正答率になった。この問題は、このグラフになるはずがないという消去法

で解く問題であり、グラフに慣れている生徒とそうでない生徒とに別れたものと思われる。今回の授業では

グラフの問題は触れていなかったため、練習や深化の機会を与えることができずにこのような結果になった

と考えられる。 

以上のことより、IDは授業で扱った内容を深化させるためには効果があると言えそうであるが、扱わなか

ったことまでの応用を求めるのには無理があると言える。つまり、1を教えて10をわからせるような、うまい

教え方ではないが、目的を達成するためには効果的である授業法であることがわかった。この授業構成方法

は今までの授業を変えるのではなく、授業を構成する必要項目を確認しながら授業の準備を行い、行った後

には必ず評価をするといった2点を抑えて授業に臨むという考え方である。 

今年度は、試行的にこのような取り組をいろいろな章で取り入れ、効果を見てきたが、IDを取り入れた授

業は実感として、生徒を活気づかせ、メリハリのある授業になることは確かである。そして、声に出して考

える時間をとったことにより、頭の中で理解していたと思い込んでいたものが実はあやふやであったことや、

自分の理解が深まっていく過程を実感できることにより、より深く勉強したいと思う気持ちを喚起できるこ

とがわかった。 

今回の授業の中に組み込んだ学びあいは、多くの学校で行われていることであるが、本授業では解説を学

びあいのあとに、説明を発表させた。説明はフルセンテンスですることが大切であるからである。人前で発

表するには慣れが必要であるが、初めての生徒でもうまく発表を行わせるためには、学びあいで考えたこと

をまずは、文章に書かせることが大切である。文章に書くことは考えをまとめる効果もあり、考えを深める

ためには授業に盛りこみたいコンテンツである。 

学びあいは学派によっては、生徒の説明だけで、教員のまとめはいらないという人もいるが、本授業では

教員がまとめを行った。その理由は、生徒の中には正しいことであることの確信が欲しい生徒や、わからな

いことを質問し、しかりと理解をしたいと思う生徒がいるためである。また、授業中に多くの問題を入れた
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のは、計算の訓練をする意味もあるが、ステップアップを実感し、満足感や自信をつけさせるためである。

そして、学校の授業が日常生活に直結していることをわかってもらうために、家庭の電気料金を考えさせる

ことにした。海外では、物理の教科書の図や写真は、日常生活に関係あるものが多い。日本の教科書は単純

化する意味もあるのであろうが、教科書の中だけでしか見ない図や写真が多いと感じている。 

役に立つことばかりが授業ではないかも知れないが、やはり勉強したことが実感として有効であることを

感じられるようにすることも、IDでは大切な要素であると考えている。 

 

2.2 クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

2.2.1 はじめに 

SSH指定以後、確実に科学クラブは活発になっている。では、この9年間われわれは生徒にどんな力を身につ

けさせることができたのだろうか。この問いをしばらく考えていた。これまでに生徒たちは、100以上にのぼ

るテーマと格闘してきた。そのすべての生徒が共通して身につけた力は、「突破する力」だったのではと思う

ようになった。ここでは、本年度の生徒の活動（格闘）の様子を報告したい。 

 

2.2.2 部員の勧誘 

 4月になるとすぐに新入部員を勧誘する。しかし、テレビのような面白実験が目的ではなく、地道な観察や

実験を通して研究することが目的であることを説明すると、他の理科系クラブに回ってしまうものが多い。1

年生と同時に2年生や3年生にも勧誘を行うが、途中から入部をしてくる生徒の多くは、それまでの理科や数学

の授業を通して何らかの研究をしたくなったものを 持っているため、目的意識がしっかりしている。 

 このようにして5月ごろまでには正式な部員が決まるが、“科学的“ということを知らない1年生にとって研

究は未知の世界であり、暗中模索の状態でスタートすることになる。 

 

2.2.3 研究テーマの設定 

 理想としては、生徒が自力でテーマを探し教師と相談しながら進めることが望まれるが、実際には限られた

実験道具や施設での活動になるため、教員側から複数のテーマを提示し、その中から選ばせることが多い。し

かし、中にはやりたいテーマが決まっており、入部するとすぐに活動を始める生徒もいる。最終的にクラブと

しての研究テーマは4から5になり、5人程度のグループごとに別れそれぞれのテーマで研究を進めることにな

る。 

 

2.2.4 発表の機会を作る（探す） 

 SSH指定以前は、運動部でいう対外試合のようなイベントは、いくつかの科学コンテストくらいしかなかっ

た。そのため、科学クラブの大きな目的は、賞を獲ることになっていた。つまり、モチベーションを維持させ

る目標が限られていたのである。しかし、SSHが始まって9年たった現在は、いい意味で、その当時とまったく

異なった環境になっている。 

 今でも賞を獲ることはもちろんモチベーションを高める目標となっているが、自分の研究を人に知ってもら

う、また、自分の研究が他の人の役に立ってほしいなどそれまでにはあまり考えられなかった目的が生徒の研

究へのモチベーションを支えている。また、海外の高校生との交流の機会が増えるにつれて、生徒たちが、日

本語の発表と英語での発表を一連のものととらえ始めている。 

 

2.2.5 発表への意識を高め、目的を達成するための準備をさせる 

 生徒の、日本語の発表と英語の発表との意識の差は計り知れない。なかには英語を得意としていて自分の英

語の力を試してみたいと思っている生徒もいるが、発表の準備をしているうちにその自信や浮かれた気持ちは

薄らいでいく。 

 本クラブでは、発表の準備は日本語で丹念に行う。英語で直接考える訓練の必要性を説く意見もあるが、私

たちは深く論理的に考えることは、母国語（一番得意な言葉）で考えることがよいと考えている。これは、以

前行った帰国生への研究の結果を踏まえている。本学院には、海外からの現地校からの帰国生が１割ほどいる。

その生徒に、論知的に難しい問題を出題し、考えている最中に、「今何語で考えている？」という質問を繰り

返した。その結果、数学や論理的にじっくり考える問題では、多くの生徒が一番得意な言葉で考え通していた
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のであったという結果に基づくものである。 

 生徒への指導は、目的と結果に矛盾はないか、結果を導き出すために必要なデータを取れているか、説明に

矛盾はないか、いたずらに難しい言葉を使っていないか、表やグラフを適切に使っているか、アブストラクト

は来場者の興味を引くものになっているか、ポスターはグラフや写真などを適当に使い目を引くものになって

いるか、パワーポイントの字の大きさは見やすいサイズになっているか、字数は多すぎないか、発表時間にあ

った量になっているか、当日配布する資料は発表を補い読みやすくなっているかなどを細かく見ていく。研究

が終了したあと少なくとも１ヶ月はこの作業に時間を掛けたいと思っているが、定期テストや長期休業などの

関係でうまく時間を取れない場合もある。このあとに発表の練習を何度も繰り返し、矛盾点を探したり、喋り

の癖を直すことなどをぎりぎりまで繰り返す。そして、質疑応答で予想される質問を生徒同士で出し合い最後

の調整をしていく。 

 英語での発表があるときには、このほかに英語への翻訳作業が加わり、英語での発表練習が加わる。そのた

め、クラブ員以外の助人を頼む研究グループもあれば、グループ内で役割分担を決め英語教材などを使って発

音練習をしたりとそれぞれの生徒ができる限りのことをして本番を迎える。 

 教員側も生徒のがんばりに答えるべく、文献を探したり、専門家に意見をもらったり、適切な英語の表現を

さがすなどの支援をしている。 

 

2.2.6 生徒の感想 

 発表をやり終えた生徒は一様にほっとするという感想を述べている。中にはうまくいかずに悔しさと自分の

ふがいなさに涙を流す生徒もいるが、多くの生徒はやるだけのことはやったという満足感を感じるようである。

そして、そのときいただいた専門家からの助言や参加者からの話などを参考に、学校にもどってから研究を深

めることになる。 

 海外で発表した生徒は、一番苦労したのは質疑応答とその後のディスカッションであると一様に口をそろえ

ている。コンテストと異なりフェアと呼ばれるものは、ディスカッションや、共同作業などコミュニケーショ

ンを重視した交流が企画されることが多い。そしてそこでは、小グループが作られ各国から１名が割り振られ

るため頼れるのは自分自身だけという状況におかれる。そのため生徒は自分の考えを海外の人に伝える手段が

英語であることを体で経験し、帰国後の勉強へ影響を与えたと生徒全員が答えている。 

  

2.2.7 今後の活動 

 現在、本クラブの活動は研究を楽しむことと発表を楽しむことを目的に活動を続けている。生徒の中には発

表は病みつきになるという感想を述べているものもいる。これからは、高校生の研究も発信と一体のものと考

え、いろいろな能力を養成するべく大学との連携を密にしながら活動を継続したいと考えている。また、他の

SSH校との共同研究や、近隣の中学・高等学校との共同研究など種々の可能性を追究していきたいとも考えて

いる。 

  

2.3 科学成果の表現力を高める教育の研究 
2.3.1 卒業論文制度の充実 

 卒業論文制度は1982年の開校以来継続している、本学院の教育における特色の1つである。2002年度のSSH

指定以降、調査研究における成果報告の一形態としてSSH活動に有機的に関連付けることを目指してきた。こ

の間、論文リテラシーは理系文系を問わず大学進学以降必要な力として、卒論マニュアルの整備、選択科目と

卒論テーマとの有機結合、情報科・総合学習科における論文リテラシーを含むアカデミックリテラシー養成カ

リキュラム整備・卒論報告会実施等の努力をしてきた。その経緯は今までのSSH成果報告書に記載してきてい

る。卒論報告会は今年度も、同じ制度を持つ慶應義塾湘南藤沢高等部とのコラボレーション（本庄側発表3本

慶應側1本）で2月16日に実施した。また、慶應側の発表会にも3月8日に参加した。実施している具体的な内容

を述べる。 

 卒論マニュアル「卒論を書くにあたって」（B5約100p）の改定 

 論文リテラシー養成を切り口の１つとした科目「情報B」と2年時総合学習「論文リテラシー」の展開 

 1年生情報B（週1単位）の授業を論文リテラシーの基本養成を主目的として実施している。内容は 

 1学期（プレゼンテーション課題「私が今、夢中なもの」） 
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プレゼンテーションの基本技術（オーディエンスにわかりやすく効果的なPPTスライドデザイン、

内容の展開と話術の基本） 

 2学期（レポート課題「身の回りの？なもの」） 

レポートの基本技術（レポート・論文のフォーム作り、読む側にわかりやすく読みやすいレイアウ

トデザイン、テーマ設定と論理展開等） 

 3学期（レポート課題「グラフのTipping Pointから見えるもの5」） 

データ分析と考察の深化（数値データの表整理・統計処理と視覚化加工、データ変化を見る視点等） 

2年時には政治経済科・情報科のコラボレーションで総合学習の時間を利用し、論文リテラシー向上

を目的とした授業（週1単位）を行っている。内容は 

 1学期 

論文作成に際してのテーマ設定6と資料調査の仕方（レクチャー、図書館・Web利用の仕方、個人面

接等） 

 2学期 

論文作成・アブストラクト作成・プレゼンテーション（全員、一人5分＋質疑応答＋講評）開始 

 3学期 

プレゼンテーション、講評 

 卒業論文と論文報告会 

 本学院の卒業論文制度は、生徒全員に課されている7。提出することが早稲田大学学部進学への必要条

件8となっている。以下の経過で進められる。 

 教員の担当領域発表（2年9月） 

 テーマ決定と担当教員決定9（2年10月） 

 1次中間報告10（3年4月） 

 2次中間報告（3年9月） 

 提出（3年1月冬休み明け） 

 卒論評価・表彰者発表者推薦書提出（教員、1月末） 

 卒業式での表彰者決定、卒論報告会発表者決定（教員、2月） 

 卒論報告会（2月中下旬） 

 慶応湘南藤沢高等部の自由研究発表会参加（3月中旬） 

 

2.3.2  SSH成果の体外的な報告と評価 

 2010年度参加した主たる研究発表について簡単に様子を述べる。 

 

① 5/30（日）～6/3（木）8 月の SEES（SSH・台湾高瞻科学教育交流シンポジウム）打ち合わせ（台北）に

おける研究発表 

 詳細については 67p に改めて述べる。 

 

② 7/19（月）～24（土）Waseda-NJC Exchange Programme における研究発表 

 7/20（火）NJC のΣラボ（生物実験室）において、本庄学院側・NJC 側双方から研究発表および学校・国紹

介のプレゼンテーションを行った。 

 

③ 8/3（月）～4（水）SSH 生徒報告会 

                                                                 
5 ISSF2010 の課題共同研究テーマから発想を得た（p36⑤参照） 
6 内容は社会科学的なものに限る。 
7 他大学受験の場合は、その義務はない。 
8 成績は希望学部進学への条件となる。 
9 生徒が、プリント配布された教員の持てる領域と自分がやろうとしているテーマを合わせ、教員に相談し

テーマ内容を絞る。 
10 それまでに行った活動を担当教員へレポートする。2 次中間報告と同様、生徒の卒論活動を中だるみさせ

ない工夫である。 
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 8 月 3 日から 4 日にかけて、神奈川県横浜市の「パシフィコ横浜」にて開催された SSH 生徒研究発表会に

参加した。この催し物は、全国の SSH 指定校（一部終了校）が集まって研究成果を報告するものである。118 

の参加校、2000 人を超える参加者が一堂に会した。生徒にとっては、これまでの研究を発表する晴れ舞台で

あり、それと同時に他校の生徒がどのような研究をしているかを知ることができる貴重な機会となっている。

本庄高等学院からの参加者は、1 年女子 3 名引率 1 名である。 

 

 以下、本発表会の様子を報告する。 

8/2（月） 

前泊のために宿舎に 18:00 集合。食事を済ませ、明日以降の打ち合わせを行った。具体的には、ポスター発表の練習と、

想定される質問への対策であった。発表テーマは「粘菌の移動性と原形質流動の関係」であるが、研究で工夫した点や、

面白い点などをいかに伝えるか、ということを話し合った。 

8/3（火） 

8:00 にポスター準備を始める。A0 ポスター1 枚と、A4 の副展示物 10 枚程度を掲示したため、とても忙しかった。 

9:00 に開会式開始。文部科学省の代表者からの挨拶に引き続き、2008 年度ノーベル物理学賞受賞者の益川敏英氏の講演が

あった。「科学は巨大化していく運命にある。しかし、それを支えることが、文化の発展につながり、基礎科学の副産物

は社会の役に立つ」というメッセージで、高校生を大いに駆り立ててくれた。 

10:30 から分科会が開始された。いくつかの会場に分かれて、今年度指定校による口頭発表が行われていた。中でも愛知

県立時習館高校の「生物による水質浄化」の発表が印象的で、池の自浄作用をいかに引き出すか、ミジンコによる透明度

向上をいかに促進するか、EM（有用微生物群）をいかに有効利用するか、ということをこだわり抜いて調べていた。こ

のような取り組みは、本学院の川の研究班も参考にできそうである。  

昼食を挟んで、午後からはポスター発表だった。本庄高等学院からの参加者は、予め用意したビラを配布し、また粘菌の

写真を見せて回るなどして客を呼び込んで、熱心に発表していた。発表生徒たちも、一定の手応えを感じたようである。

17:30 にポスターセッション終了。4 時間強、というポスターセッションの時間だったが、あっという間だった。その後全

体会が行われ、各分科会から 1 校ずつ、代表校が選出され、またポスター賞も選出された。これらの高校は、翌日に全参

加者に対して発表を行うことになる（本庄高等学院は残念ながら選外だった）。 

19:00 反省会も兼ねた夕食。「粘菌は全部で何種類いるのか」「流動している原形質の内容は何か」など、答えるのに窮

した質問も挙がったことなどが報告された。 

8/4（水） 

9:00 先日の分科会の代表校による口頭発表が始まった。大阪府立大手前高校の「銅イオンの還元を用いた色ガラスの作

製」、愛知県立一宮高校の「レッドスプライトは真実なのか？PartⅡ」、明治学園中学高等学校の「曽根干潟におけるヘ

ナタリの分布と環境の関係」、兵庫県立神戸高校の「数理生態学に基づく感染症の流行予測」の 4 つの発表を聞いた。ど

れも精力的で興味深い研究だった。特に気づいたのが、どれも、身近なところからきっかけを得た研究であることだ。た

とえば神戸高校の研究は、学校での新型インフルエンザの流行に端を発している。そのため研究の動機が強固であった。 

昼食を挟んで、13:00 からポスター発表。14:00 から休憩・ポスター撤収。14:40 から表彰式。15:30 に閉会、解散。 

 

本発表会への参加についての課題と展望 

 生徒たちの観点から 

 参加した生徒は全員1年生で、それまでにポスター発表の経験がなかった。そこで、ポスター発表自体

の練習が必要となるのだが、比較的時間に余裕のある夏休みにポスター発表の練習ができたのはよかった。

その際に、教員もさることながら、先輩からのアドバイスも有効だったようである。ポスターの縮刷を用

意して配ったり、補助資料を用意したり、という助言を得ていた。このように「ポスター発表は、待って

いても始まらない。呼び込みもしなくてはならないのだ」ということを予め知っていたことは、当日を有

意義に過ごすためにもよかった。本学院にはSSH指定校としての経験が蓄積されているので、このような

準備がスムーズにいくのがよいところだと考えられる。 

 教員の観点から 

 他校の研究発表を聞くことは、教員にとっても刺激になる。引率教員の感想として、近年は「手作り」

の研究が増えたという実感があった。ここでいう「手作り」とは、大学や研究機関に頼りきりの研究と違
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って、高校生らしい研究という意味である。神戸高校による数理生態学に基づく感染症の流行予測の研究

を例にとると、この研究は新型インフルエンザが流行したことを受けて、高校生たちがモデル化をするも

のであった。動機が高校生自身から発せられたものであるので、発表にも質疑応答にも自信がみなぎって

いた。また、数理生態学そのものに関しては専門家の手助けが必要なのであるが、質疑応答の様子を見て

いると、生徒たちはかなり正確に理解して、自分の道具として使っていたようである。今後の研究指導に

おいてよいモデルであると感じた。 

 今後の展望として、参加した生徒たちが、経験したことを学校に持ち帰り、他の生徒たちに還元できる

仕組みが作れるとよいと考えられる。そのためには、持ちよった研究についての話題と同時に、「よい研

究とは何か？」という話題も生徒と教員とで共有できるとよいと感じた。 

 

④ 8/21（土）～25 日（水）SEES（SSH・台湾高瞻科学教育交流シンポジウム）（静岡北高校）における研

究発表・ポスターセッション 

 詳細については～p で改めて述べる。 

 

⑤ 9/12（日）～19（日）ISSF(International Student Science Fair)オーストラリア・アデレードにおけ

る研究発表・ポスターセッション 

 この会は、7 年前に今回の会場校である Austraria Science MathematicsSchool(ASMS)が日本・シンガポール・タイ

の学校に呼びかけ、Scinece Fair として開催したことが始まりである。このとき日本からは立命館高校と本庄

学院が招待を受けた。 

高度科学教育の必要性の世界的な高まりの中、この会の趣旨に賛同したタイの Mahidol Wittayanusorn School

がホストとなり ISSF という名前で 1 回目を翌年に開催した。その後、2 回目韓国 Korea Science Academy of KAIST

→3 回目インド City Montessori School→4 回目日本の立命館高校→5 回目シンガポール National Junior College と会

場を変え、今年 6 回目に“ふるさと”に戻った形になった。それぞれの会場校が、国と地域の文化伝統を生

かしたイベントをちりばめながら、生徒研究発表とポスターセッション・様々なワークショップを中心とし

た多彩なアレンジをしている。参加者は 3 年女子 1 名 2 年女子 2 名、引率 1 名である。 

 

9 月 11 日（土） 

18:00 成田空港集合、20:30 カンタス航空便で出国。 

9 月 12 日（日） 

7:00 シドニー空港着→11:05 国内便→12:45 アデレード空港着。ASMS は州立の Flinders 大学に併設された高度な理数教育

を目的とした学校である。1 学年 200 名、我々が通常“教室”と呼ぶ区切られた空間はなく、2 階 1 階の Learning Common

（LC)というオープンスペースが校舎の大部分を占めている。授業はこの LC のいくつかのポイントで教師により進められ、

生徒はこの LC 内で行われている授業のどれに出席してもいいというユニークな方法を採用している。受付の後バディが

来て、歓迎プログラムに案内してくれる。最初は芝生の校庭でブーメラン講習。次はオーストラリアで好まれているとい

うスポンジにチョコレート掛けしてココナッツをまぶしたお菓子を作る実習、サーフィンの講習、開拓時代のパン Damper

を作る講習、・・・といろいろな講座を受講したが、生徒にとって一番インパクトが強かったのが「動物に触ろう」とい

う実習であった。蛇・平べったいトカゲ・タランチュラ・子供クロコダイル・ポッサムなど様々な動物を実際に抱いたり

餌をやったりすることができた。終わりの頃、事務局に呼び止められ「明日以降の Workshop の facilitator をしてほしい」と

突然言われる。参加する教員や会場校の協力で成り立っている会なので断る理由もなく OK をした。 

17:00 宿舎となる Nunyara Conference Centre へ移動。夕食後、簡単なミーティングをして就寝。 

9 月 13 日（月） 

8:00 バスで ASMS へ。参加校は 18 カ国 25 校。LC で簡単な説明の後、徒歩で Flinders 大学の講堂へ移動。日本では見られ

ない大きなユーカリや松の光景は大陸的で面白い。 

9:30 Welcome & Opening Ceremony。ASMS 校長 Ms Hyde 先生や Flinders の学長、来賓の言葉をいただく。 

11:00 環境科学・健康科学に関する２つの基調講演とこの会期中ずっと生徒に対して実施される Problem Based 

Learning(PBL)という新しい教育方法の Workshop における共通課題の発表。課題は「健康・環境それぞれにおいて Tipping Point

を探し、その原因と対策を追求せよ。」というものであった。 

13:30 3 つの分科会に分かれ、生徒が今までやってきた研究のプレゼンテーション。1 発表 10 分と質疑 5 分。この時間帯
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がファシリテータとなる教員の講習会だったため、私は残念ながら生徒の発表を見ることができなかった。この時間帯、

本庄学院の生徒たちは”The Relation between the Protoplasmic Streaming and the Plasmodium Movement of Slime Mould（粘菌の原形質

流動と原形質の動きの関係）”について発表をしている。後で生徒に様子を聞いたところ、オープンスペースでの発表の

ため、他の音が入り、発表者も聴衆も集中しにくかったとのこと。スライドは発表者中一番わかりやすく、発表もまあま

あだったらしい。 

17:30 夕食。夕食後、国立公園のナイトハイキングと天体望遠鏡観測の予定だったが、雨が降り出したため中止。ミー

ティング後就寝。 

9 月 14 日（火） 

8:40 PBL 受講のグループ 18 班を発表。各班は各国シャッフルして構成されており、今日一日、Workshop のレクチャーを

2 講座、昨日与えられた課題に対する PBL 的な問題解決活動を 1 講座行う。PBL とは、一応の説明を受けたことから判断

すると、過去の日本で、特に数学教育界で提唱された「問題解決学習」の発展形であるように思う。基本はディスカッシ

ョンを主としたグループ活動である。適切な問題を与え、その解決を図る過程を[Understand the Problem](1.Meet the Problem, 

2.Know/Need to Know, 3.Define the Problem Statement), [Explore the Curriculum](4.Gather Information, 5.Share Information, 6.Generate Possible 

Solutions), [Resolve the Problem](7.Determine Best Fit Solution, 8.Present the Solution, 9.Debrief the Problem)と明確に段階分けし、それぞ

れの過程で生徒の議論を活発化能率化させるため、教師が適切なアドバイスや注意を行う。これが Facilitator（促進者）と

しての役割である。助言の仕方はマニュアル化されており、そのマニュアルが事前に配布されている。生徒はそれぞれの

進行過程で、フォームを渡され、必要事項を記入し、議論に役立てる。私の担当班では議論で出た意見をホワイトボード

に書くというやり方を行ったが、他の班を見ていると各自が付箋紙に意見を書き、それを貼るという KJ 法に似たやり方

をしているところ、議論させずにホワイトボードに意見のある生徒が勝手に書くというやり方をしているところと、意見

の出させ方は様々であった。 

9:00 PBL Workshop の開始。私の担当班では最初、Flinders 大学教員による地下水の汚染のメカニズムに関するレクチャー

と実習。ここでは実験道具が面白く、地下に浸透した汚染物質が、雨水や地下水流によりどのように湖や遠く離れた地域

の汚染につながるのかというメカニズムをユニークな実験装置によりわかりやすく示してくれた。井戸や泉の存在が汚染

物質の広がりを大きく加速させることがわかった。 

11:00 PBL の第 1 回目。最初に ASMS 教員の指示により、10 人ほどの生徒が円陣を組み、ビニールひもを他のメンバーの

名前を呼びながら投げるというゲームをさせられた。ひもの束を受け取った生徒は 1 回目は氏名と学校、2 回目に受け取

った時は趣味、・・・というようにその都度自己紹介を行う。他人へ投げるときは、受け取ったひもの端を話さないよう

にする。このようにして何順かするとクモの巣の様なネットができてきた。そこに先生はビーチボールの地球儀を放る。

網の目が大きいとボールは落ちる。やがてネットの目が細かくなるとボールは落ちなくなった。どうやら「人間や国の協

力ネットワークが密にならないと地球は救えない」ということを体感させたかったらしい。この後、PBL のマニュアルに

従い、課題解決活動に入る。担当したグループの小テーマは「Spicies（種）における Tipping Point（大変化）」であった。

この日は上記の進行過程の 3 までを行った。 

13:30 Workshop レクチャーの 2 回目。キャンパス内の鳥の観察。 

17:30 夕食。夕食後、私の部屋で明日の Cultural Performance の確認。最近の ISSF では参加国の文化を紹介するこの催しも

毎度のこととなった。本庄学院では毎年、大判プリンターで作った大きな千代紙を使い、Origami（Paper Crane)を紹介して

いる。紹介内容と手順の確認を行う。 

9 月 15 日（水） 

9:00 PBL の 2 回目。上記の 4～6 までの活動を行う。 

11:00 アデレード中心部にある RiAus(Royal Institution of Australia)でポスターセッションの準備をする。中では、アデレード

大学に縁のあり（父は教鞭をとり、息子は学んだ）、1915 年に結晶によるＸ線回析の研究で親子でノーベル賞を受賞し

た Bragg 親子の業績も展示している。 

13:15 ポスターセッションの開会式。ASMS 校長のあいさつの後、科学情報経済相の挨拶、ASMS の OB で京都の ISSF に

参加した学生が ISSF への参加が自分に与えた影響をスピーチし、女性科学者が科学の魅力を話して終わる。会場が狭い

ため、2 階と地下に分かれてポスターセッションを行う。内容も、本に書いてあることをただ整理して述べただけ・実験

や調査データをただ述べただけのものから、しっかりとしたデータの元で分析をしているものまで様々であったが、年々

この会で報告される研究レベルが上がっていることは感じ取れる。本庄学院の粘菌の発表は、素材として親しみやすいの

かたくさん貼った粘菌の写真に興味を持ったのか、人の集まりは上々だった。 
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19:15 宿舎内のチャペルを利用し、Cultural Performance の開始。民族衣装を着たインド・タイ・韓国の踊りにひときわ歓

声が上がった。本庄学院は折り紙文化の紹介の後、3 人の観客を誘い実際に折り鶴を体験させた。予定を大幅に過ぎ、10:00

に終了。 

9 月 16 日（木） 

8:30  Urimbirra Wildlife Park & Victor Harbor の 1 日ツアー。 

11:00 Wildlife Park 着。園内はカンガルーが放し飼いになっており、生徒たちは餌（ペレット）をあげることができる。餌

をもらうときの仕草に皆喜んでいる。コアラは指定された時間に触ることができた。エミュー・ハリモグラ・ウォンバッ

ト・ディンゴ・メガネオオコウモリなど一通りのオーストラリアの動物を見ることができた。 

13:15 徒歩で桟橋を通り、Granite 島へ移動。Granite 島の西にある景色のいい入り江 Petrel Cove を見た後、帰路に着く。 

19:30 夕食。夕食時に同席の他国の先生から「毎晩、生徒とミーティングをやっているようだが、何のためにしている

のか？」という質問をされた。私は質問の意味を怪訝に思いつつも「研修の際、ミーティングで明日のスケジュールや留

意点を確認したりアドバイスをするということは日本では通常のことである。」といった趣旨のことを説明したが、よく

わかってもらえないようだった。どうも管理的で生徒を信用していないように見えるらしい。 

9 月 17 日（金） 

9:00 PBL の最終過程、各班が意見をまとめ、午後の成果発表に向け、プレゼンテーションスライドを作る。 

13:00 18 の班を 4 分科会に分け、成果発表会。10 分のプレゼント 5 分の質疑。見ていて、内容はともかくスライド内の

情報がいかにもわかりにくいことに驚いた。長い文章を小さな文字で書いている班がほとんどで、これでは読むのに時間

がかかり、また視力の弱い人には読めない。話術はあるのだからここを改良するともっとわかりやすいのに、と思われた。

効果的な情報表現のスキルは教えられていないのだろうか。 

14:30 Closing Ceremony 開始。ASMS 校長 Ms Hyde 先生の挨拶・生徒のスピーチの合間をシンガポール・マレーシア・オー

ストラリア生徒による歌・踊りとこの 1 週間の思い出をたどる映像で埋められた構成で、結構感動的であった。最後に、

すべての参加生徒と教員に対し、Certification が授与されて閉会した。その後、しばらく生徒たちは名残を惜しみ、記念撮

影。 

19:00 この日はちゃんとミーティングを行う。明日のスケジュールの確認の後、一人一人自分にとって良かった点・反

省点・プログラムとしての改善点などの意見を出し合う。珍しい動物に触れることができたこと・友達ができたこと・英

語力の足りなさを感じたこと・プレゼンやポスターセッションが思ったよりうまくいったことなどの感想の他、3 人から

「英語に耳が慣れたなと思える瞬間があった」「耳が慣れたのに帰らなくてはならないのは残念」という感想が出された。 

9 月 18 日（土） 

10:00 本庄学院と韓国・シンガポール・インド・ロシアの高校が最終のバスに乗る。我々のフライトタイムは 17:45 と遅

いため、途中のホテルに荷物を預けた後、アデレードの中心部へトラムで向かい、市場で買い物をした後、繁華街の Rundle

通りで昼食、自由行動。 

15:00 トラムでホテルへ戻る。その後空港へ。 

17:45 アデレード→20:05 シドニー。 

21:45 シドニー→翌 6:00 成田着、解散 

 

ISSF は当初、生徒の研究発表と文化交流が中心で、今から考えるとのんびりしたイベントだったが、年々

会場校の考えた多様な要素と工夫が盛り込まれていくのを感じる。 

教員も安閑としてはいられなくなった。以前ならば終日生徒の活動を見守っていれば良かったのだが、教

師にとっても新しい科学教育の在り方を勉強する機会とすべきだ、という考えから昨年より教員の Workshop

が行われている。また今年の様子を見ていると、各国の教員が国を問わずに参加生徒へ教えるという雰囲気

もできあがりつつある。その前提として生徒同様、教師も英語を中心としたコミュニケーション能力と先進

的な教育方法、専門知識が求められていることを痛感するとともに、国際化時代における教育の在り方とし

て望ましい方向に進んでいることを感じた。 

 

⑥ 9/26（日）市民総合大学シンポジウム（川プロジェクト成果発表） 

13:30〜15:00、本庄市が生涯学習プログラムとして市民に開講している「市民総合大学成人者コース必修講

座 〜河川環境の理想的状態 水質と水生生物の視点から〜」の講師を 2 年女子 2 名男子 1 名、1 年女子 1 名

がつとめた。 
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今までの調査をもとに、昭和 30 年代の本庄市内の川の写真と現在を見比べながらの全体的な話題を生き物

と水質に話題を分け、「本庄の川にはどのような生き物がいるのだろう？」「本庄の川はどれだけ汚れてい

るのだろう？」というテーマで講義をした。この後、埼玉県環境科学国際センターの金澤先生と木持先生が、

本庄地域の魚類からみた河川環境・里川再生の動きについて専門的な講義を行った。 

金澤先生・木持先生の話に比べると学院生の内容は未熟ではあったが、このような市民にとけ込み、世代

間交流ができる場も、教育効果としてとても重要だという印象を得た。最後の質疑応答では年配の方から、

昔の河川環境の状況の報告が多く寄せられ、資料としても収穫の多い時間だった。 

この後、新しくできた本庄赤煉瓦ホールで「第１回 川・まち・人の集い」が開催され、学院生も招待を

受けた。そこには、本庄市の川環境に関わってきた中高生を含む市民の方が多く参加し、多彩な交流をする

ことができた。学院２期生である吉田市長もかけつけて下さり、学院生に激励をいただいた。 

 

⑦ 11/2（火）～6（土）RSSF（Rits Super Science Fair）立命館高校・立命館大学琵琶湖草津キャンパス

における研究発表・ポスターセッション 

 2 年女子 2 名男子 1 名、1 年女子 2 名、引率教員 2 名が参加した。オーラルプレゼンテーションとして「原

子力発電所の立地条件の考察」、5 本のポスターセッションを行った。英語をメインとした発表指導の様子

を以下に述べる。 

 

（ア）発表指導の実施記録 

今年の参加者 5 人（1～2 年生）は英語に意欲はあるが、運用能力は日本の高校生の平均的なレベルだった。

理想的には 4 月から定期的な英語集中トレーニングを経験させたいレベルである。いわば応急処置的な対応

ではあるが、発表内容がほぼ固まったあたりで下記のような直前指導を行った。 

 

日付 指導のタイミング 発表指導の内容 

10/26～10/28 出発１週間前 A 放課後に大学院の留学生計５人が生徒１人あたり１～

２時間かけてマンツーマンの指導。 

10/29  出発３日前 B イギリス人の専任教員に対して完成したポスターの内

容を５分程度で英語で説明、コメントをもらう 

11/2 (RSSF 会期中) ステージ発表前日① C 発表構成整理、スライド改訂、原稿改訂 

11/3 (RSSF 会期中) ステージ発表前② D パートナー校の先生と発表原稿改訂、発音練習 

 

（イ）指導内容 A～Dの詳細 

A：個別指導。全員の発表テーマが異なるため、同じキャンパス内の国際情報通信大学院に通う留学生に個別

指導を依頼した。依頼は留学生の世話にあたる本庄国際リサーチパーク研究推進事務所に発表テーマ一覧表

を送り、10 月 26 日～28 日の放課後に指導に来られる留学生を募集した。５人が応じ、生徒１人あたり１～

２人でマンツーマンの指導を引き受けてくれた。ポスターの構成と英語表現に関するアドバイスを依頼した

が、留学生の専攻分野がテーマに近い場合、内容への示唆も受けることができた。 

B：一斉指導。到着日の夕方が１回目のポスター発表日なので、リハーサル的な練習として企画した。ポスタ

ーを見に来る人に概要を説明する状況を想定している。約５分間の説明後に教員との Q&A を行い、その後英

語についてコメントをした。参加者のうち１名は RSSF2009 でポスター発表を経験しているので、ポスターセ

ッションの雰囲気と、直前準備の方法について説明を求めた。 

C：個別指導。11 月３日（Day 2）にスライド発表をする生徒にマンツーマン指導を行った。ポスター発表の

準備に時間がとられたのか、スライドも原稿も大幅加筆・改訂が必要な状態だったので、ほぼ「共作」のよ

うな形で作成した。発音練習の時間は取れなかったので、原稿は本人があまり無理せず音読できるレベルの

語彙と構文を使用した。 

D：個別指導。11 月４日（Day ３）で共同スライド発表をする生徒にマンツーマン指導を行った。シンガポ

ール NJC の Lee 先生、NJC の発表生徒、本校の発表生徒の４人のチームでスライドと発表原稿を改訂。内容
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の主要部分は NJC 生徒が説明し、研究の背景や早稲田側で引き受けた実験に関わる説明を本校生徒が分担す

る流れにした。最終版完成後、本校生徒の発音練習を支援した。 

 

（ウ）反省 

 科学の専門知識のある留学生に早めの支援を依頼できる条件が整いつつあることは進歩といえよう。応じ

てくれた留学生は出身国では高校や大学での指導者ということもあり、親身になって対応してくれた。高校・

大学院連携という可能性を追求する上でも、生徒の発表準備のタイムマネジメントに注意をはらいつつ、双

方に無理のない形で引き続き支援を依頼したい。 

 今年は、英語でのステージ発表を担当する生徒の人選の難しさを改めて認識した。RSSF レベルの高校生国

際フォーラムでは、発表や Q&A に求められる英語の運用能力は、普通の高校英語の授業内に組み入れるトレ

ーニングレベルをはるかに超えている。しかし科学フェアである以上、研究内容が英語の運用能力に優先す

るのは当然だ。定期的に実施されるフェアに参加する場合は、参加者の指名はなるべく早く行い、選ばれた

生徒の発表スキルを見極め、本人の力量に対応する発表スキル向上のトレーニングプログラムを組むという

が現実的な対応であろう。 

 

⑧ 12/18（土）小田原市白梅ライオンズクラブ主催「白梅科学コンテスト」招待参加 

神奈川県立小田原高校で開催された標記コンテストへ招待参加した。このコンテストは小田原高校が早稲

田大学との連携と小田原白梅ライオンズクラブの協力、小田原市教育委員会の後援の元、神奈川県西部地域

の理科教育拠点作りを目的として 2 年前に始められたものである。対象は神奈川県内中高生徒。審査は早大・

東海大・横浜国立大の先生、ライオンズクラブ会員の計 9 名によって行われる。高校・地域の公益団体・大

学が連携して実施する科学コンテストは、私が知る限り例がなく、大変ユニークだといえる。しかし、本庄

学院が大学院・NPO・本庄市などと連携して実施している「川プロジェクト」もそうだが、このような多様

な連携形態は、今後の教育に多様性と深みを作り出す重要な方向である。 

予選である論文審査を経た作品がこの最終審査に残る。今回の最終審査には中学生による「毛細管現象」

「物体の弾み方の研究」、高校生による「金属管の中を落下するネオジム磁石の運動」「コンクリート郷土

と加水率の関係を探る」「音による発電研究」「トランペットミュート ～新しい音色を探して～」「円盤

磁石の磁界の測定」「シャボン玉の共振について」が残った。午前中は、開会式の後、これらの成果発表が

一本につき持ち時間 15 分、質疑 5 分で実施された。 

昼食の後、午後招待参加校の作品発表が 3 本行われた。桐蔭学園の「カタツムリのもつ様々なセンサー機

能の医療や農業への応用」、早大本庄学院の「オガサワラグワの現状と保全」、早稲田実業の「森を測る ～

森林構道と光合成～」の順で一本 20 分の持ち時間でプレゼンテーションされた。 

最優秀賞は「コンクリート～」だった。実際に自分で加水量を変えたコンクリート片を作り、その強度変

化と電子顕微鏡による断面の分析という内容だったが、加水量が変わることによりコンクリート内の分子構

造がどう変化し、化学変化に必要とされる以上の水が空洞をつくることにより強度が落ちるのではないか、

という仮説がわかりやすく、その検証の仕方も理解しやすいものだった。中学生の「毛細管現象」は優秀賞

だった。この発表は、家庭の身近な繊維材料を工夫して、水・油・化粧水など様々な対象に対して毛細管現

象の強さを実験したところが、アイデアが若々しく面白かった。応用として、様々な花の茎を二つに裂き、

それぞれの枝を色の異なる水に浸すと、ある植物ではきれいに 2 色に染まるのに対し、ある植物は１色にし

かそまらない、それはなぜかという分析も興味深いものだった。閉会式の講評で審査員の先生も触れていた

が、身近なところに題材を求め、単純なアイデアとユニークな視点でその現象の分析を行ったものが、「お

っ、いいな」と思える研究につながっているように思う。身近なものだと常に近くで観察できるし、実験道

具も手元にあるもので工夫できる。先端科学の講演や高度な機材を用いる実験もいいが、このような身近な

題材に好奇心を抱き、テーマを探す力を養成することが小中高の科学教育に求められているのかもしれない。 

 

2.4 連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 
2.4.1 「清流ルネッサンスII」計画と、大学・大学院研究室との連携活動の経過 

 「清流ルネッサンス」計画とは、平成5年度から平成12年度にかけて水質汚濁の著しい河川・湖沼の改善を
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図るため始められた、国土交通省が指導する河川事業や下水道事業政策で、平成13年度以降についても「清流

ルネッサンスII」（以下、「ルネII」と略）計画11として34箇所を選定した。 

本庄市内の小山川・元小山川がその１つに入っており12、指定以降行政・市民（特に小学生）・早稲田大学・

NPOが連携をし、「理想的な」川環境を目標に「小山川・元小山川清流ルネッサンスII地域協議会」を設立し

「水環境改善緊急行動計画」をとりまとめ、さまざまな取り組みをしている。本学院は2009年3月に同キャン

パス内で開催されたシンポジウムへの参加とその際のNPOからの誘いにより、この計画に参加した。小山川を

中心とする本庄市近辺の河川環境調査を継続して行ってきている早稲田大学創造理工学部社会環境工学科榊

原研究室の指導を受けながら、榊原研が研究を進めてきた魚類の抱えるストレス因子の妥当性とその調査

“Life Cycle Risk Assessment(LCRA)”のための河川調査に協力するとともに、本庄市民の河川環境向上意識

を高めることを目的として設置されたNPO団体「川・まち・人プロデューサーズ」との連携で市民総合大学シ

ンポジウムにおける研究発表や公開講座における市民たちへの講師を務めるなどの活動を行っている。この活

動で得られたデータや地域文化の中における河川文化の存在の認識を通して、対象河川の環境を再検討すると

ともに、公的に定められている環境基準の妥当性を含めた「河川環境の在り方」の考察までをこの活動の目標

にする。以下に、2010年度の具体的な活動内容13を記述する。以下、このプログラムを「川プロジェクト」と

記する。 

 

①調査の概要 

 今日までに人々が生活する上で安全な河川環境は実現されつつあるが、河川に生息する水生生物の生態系

の保全には十分に役立っていないのが現状である。このことに着目し、昨年度より身の回りの河川に着目し、

その河川の水質を調べ、そこに生息する水生生物の種類・分布を調査している。調査・研究をするうえで、

究極的な目標は「生態系の保持のためには、どのような環境基準を定めるべきかを明らかにする」である。

早稲田大学社会環境工学科の榊原研究室の助言を得ながら調査を行っている。榊原研究室は水の高度処理・

利用技術、生物学的原位置浄化法、水圏環境の復元・保全方法等に関する基礎研究を行っている水環境工学

の研究室である。 

 

②今年度における調査について 

昨年度は小山川の全流域を調べることで、小山川の全体像が見えたのは収穫であった。その一方で、調査

回数が少ないことで、調査結果のもつ説得力の弱さが反省材料となった。そこで、今年度はより地域を制限

し、多くのデータを取ることで、説得力のある調査結果を得ることを意識した。 

 調査日は、以下の通りであった。 

【学院のみの川調査】5/23、7/28、8/11、9/20、9/27、10/4、10/9、1/6 

【榊原研究室との川の合同調査】8/23 

【NJC との合同調査】11/10 

 これ以外に発表・議論の機会として、8 月 4 日に榊原研究室との川の合同ゼミを行い、また 9 月 26 日に本

庄市の市民講座に参加した。また、10 月 30、31 日の稲稜祭（文化祭）、11 月 17 日の SSH 成果報告会でも調

査内容を報告した。 

 

③多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

川プロジェクト参加者アンケート（2011年 2月中旬実施、回答数 10（全川メンバー）） 
１．この 1年間、河川調査活動はあなたにとって有意義なものでしたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どちらでも

ない、④そう思わない、⑤まったくそう思わない、の 5つから選択） 

  ①…4、②…6、③…0、④…0、⑤…0 

 

                                                                 
11 国土交通省「清流ルネッサンス II 計画」 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h18/hakusho/h19/html/i2742100.html 
12 計画目標年度は 2011 年とされているので次年度で終了する。 
13 活動の様子は、市民の理解を得、助言を得るとともに、関心を高めることを目的として、随時、ブログ公

開「川の訴えが聞こえる・・・」http://mori.honjowaseda.com/BLOG/river/を行った（2011 年 4 月以降別ブログへ移

行）。 
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２．Q1の理由を教えてください。 

 調査をし、分析し、さらにはそれについて多くの人々に伝えるということができた。将来役立つスキルを身につ

けられると思う（前問で②を回答）。 

 普段体験できないこと（講義への参加、発表会での発表、川調査など）をできたから。その体験を通じて、自分

自身が成長することができたから（前問で①を回答）。 

 川の水質や生物について理解が増したから（前問で②を回答）。 

 器具を使った調査など日ごろ経験できなかったことが経験できたから（前問で②を回答）。 

 実際に河川へと入り様々な生物を観察、調査できたが、正直、データが集まっていく中でそこから何も意見を考

えだすことができなかったため（前問で②を回答）。 

 普段河川に入ることはめったにないので、河川の汚染度・ごみの多さ、そこに棲んでいる生物を実際に目にする

ことはとても興味深かった（前問で②を回答） 

 去年とデータ的にはあまり変わらず進展していないかもしれないが、データ量は増えているので、これからの分

析にプラスになると思うから（前問で①を回答）。 

 昨年から参加していてそれぞれの調査地点の特徴や環境が少しずつわかるようになってきたので、調査自体はス

ムーズにできたし、データの見方もわかるようになった。しかし、参加した調査が少なかったことなどから、十

分な考察をすることができなかった（前問で②を回答）。 

 川の中に入って調査するというのは初めてで、とてもよい経験ができた（前問で①を回答）。 

 

３．河川における生物分布について、理解は増しましたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どちらでもない、④そう

思わない、⑤まったくそう思わない、の 5つから選択） 

  ①…3、②…6、③…1、④…0、⑤…0 

 

４．河川における水質環境について、理解は増しましたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どちらでもない、④そう

思わない、⑤まったくそう思わない、の 5つから選択） 

  ①…2、②…8、③…0、④…0、⑤…0 

 

５．この活動を通じて、人に説明する技術は増しましたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どちらでもない、④そう

思わない、⑤まったくそう思わない、⑥人に説明する機会がなかった、の 6つから選択） 

  ①…3、②…4、③…1、④…0、⑤…0、⑥…2 

 

６．この活動を通じて、発表スライドなどを作る技術は向上しましたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どちらでも

ない、④そう思わない、⑤まったくそう思わない、⑥発表資料を作らなかった、の 6つから選択） 

  ①…3、②…2、③…1、④…0、⑤…0、⑥…4 

 

７．榊原研究室との連携は有意義なものでしたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どちらでもない、④そう思わない、

⑤まったくそう思わない、⑥この活動には参加しなかった、の 6つから選択） 

  ①…2、②…3、③…3、④…0、⑤…0、⑥…2 

 

８．Q7の理由を教えてください（⑥選択者以外） 

 夏休みにいろいろな話を聞け、より興味が増した（前問で②を回答）。 

 アドバイスをたくさんいただいたり、機材も共同で使わせてもらったりして、とても助かりました（前問で①を回

答）。 

 本庄高等学院の調査ではやらないような、大がかりな調査（川を区切り、そこにいる生物全てをすくうなど）が経

験できたから（前問で②を回答）。 

 まだ自分の関わったことのある榊原研究室との活動は一度のみであり、そのときも自分はただ話を聞くという受け

身の姿勢だったため（前問で③を回答） 

 自分たちよりも知識のある人との連携はすごく勉強になる。的確なアドバイス等もしてくれよい研究が展開できる

（前問で①を回答）。 

 榊原研究室の行っている研究を参考にすることができ、相談することもできた。だが、連携して何かをする機会が

少なく、かなり自分たちの勘に頼らなければならなかったり、正しい判断ができなかったりしたことが多々あった

（前問で③を回答）。 

 

９．NPO「川・まち・人プロデューサーズ」との連携は有意義なものでしたか？（①強くそう思う、④そう思う、③どち

らでもない、④そう思わない、⑤まったくそう思わない、⑥この活動には参加しなかった、の 6つから選択） 

  ①…2、②…1、③…2、④…0、⑤…0、⑥…5 

 

10．Q9の理由を教えてください（⑥選択者以外） 

 今までの川の状態や現在行っている活動を知ることができたから（前問で①を回答）。 

 本庄で長年川を見てきている人たちの声を聞くことができ、変化をより知れたから（前問で②を回答）。 

 川をきれいにするために協力をしている人がすごく多いことに驚いたとともに、自分も協力していきたいと強く思

えた（前問で①を回答）。 
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 榊原研究室と同様、もっと連携する機会があればより充実した内容の濃い研究が可能だったと思う（前問で③を回

答）。 

 

11．市民講座に参加した際の感想があったら教えてください（参加者のみ回答）。 

 市民の人に身近な題材を選んでわかりやすいように写真を載せたりしました。対象者によってかなり用意すべきも

のが変わってくるなと思いました。 

 プレゼンテーション技術や、研究のまとめ・確認作業など、有意義な部分が多かった。発表の機会は何回かあった

ほうが、研究に締りができ、よいと思う。 

 貴重な経験をさせてもらったと思う。特に年齢層の異なる講義というのは様々な意見が出て面白い。昔の川の状態

や過ごし方など、非常に勉強になった。 

 

12．「今後、こういうことを調べたい」ということがあったら教えてください。 

 河川に生息する昆虫などの生物を勝って、水質などの環境条件を変える実験をしてみたい。 

 メダカとカダヤシの生息条件について調べてみたい。 

 水質調査、魚類調査をもっと定期的に行いたい。 

 栗崎大橋の下の河川の一部にヘドロがたまっているのを目撃し、生態系という大きなものではなく、水質汚濁とい

う少し小さな問題について調べてみたいです。また、その問題に対する解決策も周辺の河川の情報から考えてみた

いとも思いました。 

 二枚貝の浄化能力やその利用法を調べたい。 

 

13．河川調査プログラムについて、その他の感想があったらお願いします。 

 1年間とてもよい経験をさせていただきました。また今年も継続して頑張りたいです。 

 2班に分かれて調査することが多いので、機材も 2つずつそろえてほしい。 

 もっと調査回数を増やして、データを取りたい。 

 この調査に参加して本当によかったです。 

 学院からできるだけ近く、そしてデータを継続的にとれる部分に焦点を絞って、中身の濃いものをこれから考えら

れたらよい。 

 調査をする際にも車の送迎等すごく恵まれた環境で行うことができていると常日頃感じています。 

  

アンケートからもわかる通り、生徒は河川調査で一定の手ごたえを感じているようである。一方で、研究

結果に対してはまだ満足していない。今後はデータの数を増やすこと、テーマを絞ること、が課題となる。 

また、Q9から Q12にかけては、多様な連携体制についての質問であるが、教員の立場からは意外な結果に

なった。というのも、「有意義か？」という質問に対し、「どちらでもない」という回答が目立ったからで

ある。教員の立場から見れば、市民イベントへの参加や講師派遣など、この連携は大変有意義なものであっ

たと感じている。このことを顧みると、教員が生徒たちに、研究の連携体制を説明することを怠ってきた、

という反省点が浮き彫りになる。たとえば河川調査に関連して講師に来ていただいたときも、そのきっかけ

になったのは NPO との連携であった。市民講座や市内のイベントで一緒に活動していたからこそ、今回の講

師派遣に至ったのである。しかし、教員は生徒にそのことを十分に伝えてこなかった。だから生徒たちは多

様な連携の恩恵を実感する機会に乏しかった。この反省を来年度につなげたいと考える。 

  

④今後の課題と展望 

 現在、早稲田大学社会環境工学科の榊原研究室に助言をいただき、連携を取りながら研究をしている。こ

の連携は、大学の研究を身近で見られる絶好の機会になっていて、生徒たちも楽しみにしている。しかしそ

の一方で困難も感じている現状がある。それは、 

(ア) Give & Take の関係が構築できていない 

(イ) 本学院のある埼玉県本庄市と大学のある東京都新宿区とは位置的に離れている 

ということによる。その結果、継続して密に連携を取ることに困難がある。この困難を解消するためにも、

研究内容のレベルを上げ、調査内容も充実させ、双方にとって魅力のある連携関係を築く必要がある。それ

と同時に、NPO や市民講座、県の環境行政関係者など、地元での連携を密にすることも検討していかなくて

はならない。 

また、河川調査では何よりも安全面に留意しなければならない。そのためには、調査の際に教員が付き添

う必要がある。一方で、調査結果の科学的価値を上げるためにもデータ数を増やさなければならない。そう

なると、調査に付き添う教員の数が足りなくなる。これも現在感じている困難である。教員同士の連携を工
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夫して、河川調査を充実させるようにしていきたい。 

今後の展望として、現在、本学院の近くに流れる男掘川に着目することを考えている。男堀川では最近、

護岸工事がなされた。その結果かどうかは慎重に判断する必要があるが、生物相が貧弱になった印象がある。

この生物相は、この護岸工事された流域が地域に「馴染んで」くれば、再び豊かになるのではないか、と考

えられる。そこで、「生物相がいかに回復するか」というのを 1 つのテーマにして、興味深い調査・観察が

できる可能性がある。 

また、講師の講演を聞いていて興味深いことがある。例えば「投網を 5 回ぐらい投げると、取れる魚は大

体取れる。6回目以降は、取れる魚の種類は経験的に増えない」という経験則である。このようなことを「推

定・検定」というテーマとあわせて新しい研究もスタートできるのではないかと期待している。これらのア

イデアは来年度初旬に試す予定である。 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

河川の水質と水生生物 
～生態系の保全を目指して～ 

 

  2年 内田 丈博、寺沢 有果菜、早稲田大学本庄高等学院 川の研究班 
 

キーワード 
河川 環境 水質 水生生物 ストレス 

 

Water Quality and Water Creatures 
～Aiming at the protection of the ecosystem of the rivers～ 

 

Takehiro UCHIDA and Yukana TERASAWA, Waseda University Honjo Senior High School River Team 

 
Each local government has its environmental standards of the rivers. They are set to keep the safety of the people, not 

of the water creatures. However, we focus on the water creatures and consider what actions we can take to conserve 
the ecosystem of the river. We also consider how the river environment should be for water creatures. 

 
Keywords   

Rivers， Environment， Water quality， Water Creatures， Stress 

 
Ⅰ．研究概要 

 今日までに人々が生活する上で安全な河川環境は実現

されつつあるが、河川に生息する水生生物の生態系の保全

には十分役立っていないのが現状である。そこで私たちは

身の回りの河川に着目し、その河川の水質を調べ、そこに

生息する水生生物の種類・分布を調査するとともに、「生

態系の保持のためには、どのような環境基準を定めるべき

か」というテーマを掲げ、調査・研究をスタートさせた。 

昨年度は小山川全域を数回調べ、流域の全体像を掴む

とともに、水生生物の生息状況をわかりやすく整理するこ

とを目指し、一定の結果を得た。そこで今年度は、昨年の

結果を踏まえ、調査結果の信頼性を高めるために調査回数

を増やし、そこから河川環境と水生生物の関係を調べるこ

とを目指す。 

 

Ⅱ．研究の内容と成果 

 本庄市内を流れる小山川において、5 ヶ所ほどのポイン

トを設置し、水質調査（水温、水深、川幅、流速、断面積、

流量、底質、DO 値、COD 値、アンモニア値、亜硝酸値、

硝酸値、リン酸値、リン酸態リン、硝酸態窒素を含む）と、

水生生物および魚類の調査を行った（図１）。
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上図は本庄市の地

図であり、色が付いている線は河川を表している。今年度

調査対象の河川は黄色の線である小山川である。 

―水質― 

 結果を図２～図９に示す。グラフの左側が上流部で右側

に行くに従って下流になっている。データが少ないために

明確な傾向は見られないが、全体として下流に行くほど値

が大きくなっている。しかし、中流域でもいくつかの地点

で大きな値が見られる。この地点では、生活雑排水が流れ

込んでいたり、他の河川の合流部であったりすることが原

因として挙げられる。なおＤＯ値以外については値が高い

ほど汚染されている環境にあると考えてよい。 

以下、各水質データについて考察する。 

・ＤＯ 

新上宿橋と共栄橋を分岐点としてＤＯの値が上 

 

昇している。昨年のデータでもＤＯが上昇しているためこ

の橋の間に何かＤＯの値を上げているものがあると考え

られる。 

その他の地点では、そこまで変動はなく環境省の「生活

環境の保全に関する環境基準」の水道一級である 7.5ｍｇ/l

以上をどの地点も満たしている。 

・ＣＯＤ 

全体的に上昇傾向であるが共栄橋では値の上昇が他の地

点と比べて少なく、新上宿橋より下がっている日も存在す

る。これは他の河川の流入が原因となり水質が薄まり、値

が良くなったと考えられる。 

・アンモニア 

全体的に変動が大きい。 

COD 同様、共栄橋で値の変化が特に大きい。 

・亜硝酸 

新上宿橋～共栄橋間

で水質が急激に上昇している。 

・硝酸・硝酸態窒素 

水質の変動が大きい。これはアンモニア→亜硝酸→硝酸と

分解され、値が一様に増えていかないからであると思われ

る。 

・リン酸・リン酸態リン 

特にリン酸態リンのグラフは下流に行くに従って上昇傾

向にあると言える。 

リン酸・リン酸態リンについても新上宿橋と共栄橋を分岐

点とし、値が急激に変化している。 

 

図２ 小山川 DO 

 
 

図 3 小山川 COD 

図 1  本庄市内の河川地図 
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図４ 小山川 アンモニア   

 
 
 

図５ 小山川 亜硝酸 

 
 

図６ 小山川 硝酸

 
 

図７ 小山川 硝酸態窒素 

 
 

図８ 小山川 リン酸  

  

図９ 小山川 リン酸態リン 



2010年度早稲田大学本庄高等学院 SSH研究開発実施報告書 

 47 / 109 
 

 
 

－水生生物－ 

次に水生生物の調査結果を表１にまとめた。ここで色の

ついたセルは、該当生物が見つかった地点を示している。

この表は私たちが独自に作りだしたものである。表の縦方

向に魚類を、清流を好む順番に並べた。横軸には調査ポイ

ントを並べ、調査地点の下の項目は調査した年と調査した

季節を表している。09S は 2009 年の夏の調査で見つかった

生物、同様に 10 は 2010 年と対応しており、S は夏、F は秋、

W は冬の調査にそれぞれ対応している。いろは橋は小山川

の上流に位置し、中流に栗崎大橋、新上宿橋、そして下流

の共栄橋と続く。棒線を引いてあるセルは、観測できなか

ったことを示し、栗崎大橋については、今年から観測地点

に加えた。また色の欠落しているセルは、該当生物が見つ

からなかった調査ポイントであることを意味する。昨年ま

で該当生物が見つからなかった理由を「調査回数が少ない

ため、存在しているにもかかわらず網にかからなかった」

「様々な要因のため存在していない」と考えていたが、今

年調査回数を重ねた結果、後者が的確な理由であることが

判明した。これは、埼玉県環境科学国際センターの金澤光

氏が話された「1 調査地点において一気に網を放ち 15 分ほ

ど水生生物を捕まえていれば、その川に生息する魚のおよ

そ 8 割は捕獲することができる」という講義14からも裏付

けられている。 

表１ 水生生物の生息状況 

 

ここで小山川における水生生物の分布を概観してみる。 

① 小山川の水は指標生物であるヘビトンボやサワガ

ニがいることから、きれいな水と言える。その他

の生物も豊富に見られる。生物が多くみられるの

は水量が多く、護岸工事をされているものの河床

は固められていないためである。 

② 魚類ではシマドジョウ、アブラハヤ、ジュズカケ

ハゼが多く見られ、その他の生物ではマシジミ、

カワエビ、カワトビゲラが季節を問わず観察でき

る。 

 

Ⅲ．考察 

水質について考えてみると、どの水質項目においても上

流から下流に行く従って上昇するという傾向が確認でき

る。このことから、家庭から出る生活排水、農業排水、工

業廃水などの汚れた汚水が河川の浄化能力を上回り、流れ

こんでいることがわかる。また新上宿橋と共栄橋の間を分

岐点として値が急激に変化している。これは、他の河川が

流入していることが原因と考えられる。今後はその中間地

点・流入している河川の水質調査を行い、この原因につい

                                                                 
14 2 月 5 日「川の講義」早稲田大学本庄高等学院にて 

て解明して行く必要がある。 

水生生物については、この研究を始めて 2 年目と期間が

短いため、データの一層の蓄積が課題の 1 つであるが、こ
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れまで調査しつづけても、空白のセルができてしまう。空

白のセルができる理由は、水生生物にとって何らかのスト

レス因子がその場所に存在するからだと考えられる。 

ストレス因子として挙げられることは 

①溶存酸素の不足 

②瀬や淵などの生息場所の消失 

③流速の変化 

④水深の不足 

⑤植生、淀み等の避難場所の消失 

⑥産卵場所の消失 

⑦堰等の障害物の有無 

⑧餌となる水生昆虫の有無 

である。私たちの調査地点から特に考えられるストレス因

子は⑤、⑥、⑧である。護岸工事が行われていたため、植

生や餌となる水生昆虫がいなくなり、生息場所を失った水

生生物が餌を求めて新たに生息場所を変えたと思われる。

またオオクチバス（ブラックバス）などの外来種が見られ

ることは、水生生物が生息場所を変えた一因にもなるだろ

う。総じてこれらのストレス因子は水質と切り離せない関

係にあるので、今後も水質と関連づけながら調査していき

たい。 

 

Ⅳ．結論 

身の回りには実に多くの水生生物が生息しており、また

水質も場所によって様々であることがわかった。調査方法

について、視覚的に強く訴えかける図の作成を試みた結果、

実際に分布を明確に把握できる図を描くことができた。こ

の図の信頼性を高めるため今後も調査を重ね、多くのデー

タを集める必要がある。そして、より良い河川環境とはど

うあるべきかについて、考察を深めていきたい。 

今後は長期的にみれば、水生生物表の生物が「存在しな

い」ということを明確に証明すること。短期的には何回投

網を打てば、その川に生息する生物の大半を捕れるのか、

シジミに水質浄化作用があるのか、カダヤシによる蚊の駆

逐とそれによるメダカの減少について力を入れて調査し

ていきたい。 

 

Ⅴ．謝辞 

 この論文を書くにあたって、調査開始時より早稲田大学

理工学部社会環境工学科の榊原豊教授に一貫して助言を

いただき、また坂東佑亮氏をはじめとする榊原研究室の皆

様には、様々な場面でサポートをいただきました。また、

NPO 法人「川・まち・人プロデューサーズ」の皆さまには

河川環境に関する様々な催しものに参加させていただき

ました。埼玉環境科学国際センターの金澤光には資料を提

供していただいただけでなく河川に棲む魚に関する講義

をしていただきました。そして研究指導をしてくださった

当学院情報科の半田先生、数学科の峰先生、本当にありが

とうございました。 

 

Ⅵ．参考文献 
[1] T. Aoki., and Y. Sakakibara: A Life-cycle Assessment for fishes in 
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[2] 水 質 汚 濁 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.4.2 その他の早稲田大学との連携プログラム 

①理工キャンパスにおける実験教室「いろいろな顕微鏡」（7月17日（土）参加者24名） 

 早稲田大学理工学術院 63 号館において、大学にあるいろいろな種類の顕微鏡を用いて観察を行い、その原

理を学んだ。電子顕微鏡では、髪の毛、蟻の頭等、生徒が持ち寄ったものを見た。偏光顕微鏡を用いて 薄く

スライスされた、岩石をみると色あざやかに見える。また、倍率の高い顕微鏡で紙幣や硬貨をみると普段気が

つかところに文字が書いてあり、新たな発見を楽しんだ。 

 

②学部説明会（6月19日（土）10:00から２時間） 

早稲田大学基幹・創造・先進各学部において、理系選択の３年生 100 名に対して、講義・実習を行った。こ

れは進路指導教育の一環として実際に大学の研究生活を覗くことにより自分の進路決定に役立てることを目

的として毎年この時期に開催しているものである。生徒は以下の９つの中から、興味のあるもの・自分の進学

希望であるものを一つ選んで参加した。 

 

A．ヒューマノイドロボット    

早稲田のヒューマノイド・ロボットは３つの研究室が研究を行っているので、それぞれのロボットが実際に

動いているところを見ながら、研究している大学院生等から話を聞くことができた。           

B．機械科 

 実際の大きなエンジンを見て、その話を伺った（１時間）。次に三次元 CAD を用いて設計をして、その形

をしたものを成型してもらった（１時間）。 

C．建築学科                          

高齢者・障害者の擬似体験ができる用具、例えば車椅子などで「70 歳代後半の自分」「身体障害者になった

自分」などを擬似体験することを通じて、これからの建築や都市をどのようにしていく必要があるかを考えた。

また、計画系研究室において、学生作品の解説や大学院生から直接話を伺った。 

D．環境資源工学科                   
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 「資源循環の基礎技術（有用回収資源を分ける）」具体的には、「磁選＋湿式テーブル選別＋浮選による鉄・

銅・2 種プラスチックの固固分離試験」：各 5mm 程度の鉄ペレット、銅ペレット、2 種プラスチック（種類別

に 2 色に色分けしたペレット）の混合試料を用い、磁選で鉄を、湿式テーブル選別で銅を、浮選でプラスチッ

ク同士を選別する実験を体験した。 

E．電気・情報生命工学科    

E１．「リラックス時の脳波（α波）を見てみよう！」 

E２．「『醸(かも)すぞ～』をプログラムしてみよう！」 

 内容は、ライフゲームを C#というプログラミング言語で作ってみようというものである。オリジナルのラ

イフゲームは，、一種類の生物の増殖，死滅を簡単なルールでシミュレートするものだが，それを，複数の生

物種に拡張し、食物連鎖や生存競争による個体数の周期的変動が見られるようにしたものを作る．プログラム

は難しいところを予め作っておくことにして、一番重要な増殖・死滅のルールの部分を if 文などを組み合わせ

て作る．「醸す」は真菌の発酵を指しているが、このような生物活動も、上記の枠組みでシミュレーションで

きることを経験する。 

E３．「遺伝子から作られるタンパク質を見てみよう！」 

 遺伝子に書き込まれた情報は、最終的に蛋白質に翻訳されて機能している。すなわち、生命体のなかで実際

に活動する機能的本体は蛋白質であるわけである。蛋白質は多種多様であり、１つの生命体を維持するために

は、数万から数十万種の蛋白質が必要と考えられている。今回は、蛋白質を大きさ別に分離して分析する手法

である、ポリアクリルアミドゲル電気泳動法について体験した。 

E４．遺伝子を取り出して調べてみよう！ 

 PCR による遺伝子の検出は、研究分野において日常的に行われる実験手法であり、犯罪捜査や親子鑑定、あ

るいは遺伝子診断などでも広く使われている。今回は、動物のゲノム DNA から特定の遺伝子を増幅し、さら

に、増幅された遺伝子をアガロースゲル電気泳動法によって観察した。わずかな量の試料から遺伝子が増幅さ

れるところを体験した。 

F 応用化学科、化学・生命化学科 

 教授による生命系学科の組織・概要説明の後、グループに分かれて研究室見学、研究内容についての講義。 

               

2.4.3 地域との連携（小笠原研修） 

毎年恒例となった小笠原研修を、今年も8月26日（木）～8月31日（火）の日程で実施した。今年は、母島に

おけるオガサワラグワの遺伝子汚染を引き起こしているシマグワおよび遺伝子汚染種の観察を目的として実施

した。この研修は今回で5回目であるが、年々小笠原村との連携が強まり、スムーズな展開ができるようになっ

ている印象がある。 

今後は、一方的に享受するだけのプログラムではなく、本学院生徒による科学教室の実施、ボランティア活

動等、インタラクティブな連携を検討したいと考えている。 

 

日誌（参加生徒による） 

参加生徒 10 人引率教員 2 名 

8 月 26 日（木） 09：00 

10：00 竹芝桟橋出航･･･お母さんたちに手を振り出航。レインボーブリッジの裏側を初めて見た。小笠原へ向かう期待感

が溢れていた。 

14：00 ミーティング･･･小笠原諸島の地形、自然、固有種、外来種について話を聞いた。小笠原についての予備知識がつ

き、より研修への意欲がわいてきた。 

あまり船は揺れず、仲間とともに長い時間を過ごした。また、天気も良く翌朝には美しい朝日や島々を見ることができた。 

8 月 27 日（金） 

09：40 操舵室見学･･･普段見ることのできない操舵室を見学させていただいた。多くの機会があり、船の中核の重要性を

確認した。非常に眺めがよく、青く澄み渡る海が広がっていた。 

11：30 父島二見港着･･･長い船旅を終え、本州とは違う広大な自然の空気を感じた。 

12：30 父島二見出航･･･船中よりハートロック、枕状溶岩見学 

14：30 母島港着、民宿へ 

15：30 母島の散策･･･鍾乳洞、ロース記念館、近隣の散策 

鍾乳洞･･･全長約 30 メートルの小さな鍾乳洞。鍾乳洞があることにより、母島の地質に石灰岩が含まれていることが分か
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る。層のようになっていることが確認できた。 

ロース記念館･･･ロース石でつくられたこの記念館で、ロース石、母島の歴史、文化を学んだ。 

近隣の散策･･･固有種のタコノキ、特定外来生物に指定されているオオヒキガエルなどの観察を行った。 

18：00 夕食 

18：45 ミーティング･･･翌日のオガサワラグワの分布調査活動の分担を決めた。 

20：00 アオウミガメの放流･･･ウミガメの生態、産卵方法、小笠原とウミガメの関わりなどについてクイズ形式のレクチ

ャーを受けた。その後、アオウミガメの稚ガメを放流した。稚ガメたちは元気よく動いていて、放流の際にも自分の力で

海へと向かっていった。みんなで声援を送り、見送った。 

8 月 28 日（月） 

07：30 朝食 

09：00 観光協会を出発 

09：30 桑の木山入口到着･･･薪炭材として移入されたアカギが生い茂ってしまっている現在の桑の木山を調査。アカギの

駆除の方法、オガサワラグワの苗の移植などガイドの方の説明を聞きながら進んでいく。出口付近にあるホシツルランの

花を見ることができた。ホシツルランは一本だけあり、周りを網で囲まれ保護されていた。 

12：00 調査活動終了、下山 観光協会で昼食 

14：00 一部の生徒・先生はガイドの方とクワの確認へ向かった。そこでも桑の木山の調査と同様のことを行った。残り

の生徒は御幸之浜で貨幣石の観察、石次郎海岸で海洋生物の観察へ向かった。貨幣石は原生動物の単細胞生物で、星砂な

どと同じように海にいる有孔虫の仲間である。形がコインに似ていることから貨幣石と呼ばれている。他の有孔虫とは異

なり、大きさが非常に大きい。石次郎海岸では海に潜り、魚や貝、その他の水生生物を観察した。水が大変きれいで、底

のほうの生物まで観察することができた。 

18：00 夕食 

19：00 母島の住民との交流。母島で納涼祭が行われていたので、そこに参加し地元住民との交流を深めた。 

21：30 ミーティング･･･本日の調査の反省を行った。どういった調査目的を持ってやっているのかを明確にする必要性が

あることを確認した。 

8 月 29 日（火） 

07：30 朝食 

08：30 出発 

09：00 シュノーケリング訓練・海洋生物の観察…本土の海よりも遥かに透き通ったエメラルドグリーンの海に感動を覚

えながら、最初のシュノーケリングをした。はじめは皆、ライフジャケットを離せなかったものの、慣れていくにつれそ

れぞれが自らの好奇心に合わせて自由に泳ぎ始めた。その後、水深が深いポイントである平島沖へ移動する途中、ハシナ

ガイルカに群れに遭遇した。水族館のガラスごしでしか見たことのなかったイルカが手を伸ばせば触れられるほど近い位

置にいることに感激した。また、海の上で見たドルフィンジャンプからは自然の中で生きるイルカの力強さと美しさが伺

えた。平島沖では海の中は色とりどりの魚の群れや、サンゴ、ナマコ、イソギンチャク、ヒトデなど小笠原ならではの動

物たちを観察することができた。特にナマコやヒトデは実際に手に取って観察することができ、手の感触やにおいなど、

より目の前にある存在を感じることができた。また、環境問題についても考えさせられた。美しく感じられてしまう白い

サンゴだが、これは地中温暖化による白化現象の進行を如実に表している。目の前で地球温暖化が自然を蝕んでいるのを

見て、温暖化防止の必要性を感じた。 

13：00 母島港を出港 

16：00 父島着後、宿に荷物を置き、水産センターにある水族館を見学…ここではひとつひとつの種類の水生生物が水槽

の中に入っているため、細かいところまで観察ができた。（外のプールにはアカバという魚がいて、ブラシを口に近づけ

ると口を大きくあけて歯磨きのような行動をとった。）その後、自由行動で各自、お土産を買った。小笠原独自の食べ物

やお土産品も売っており、とても興味深かった。 

18：00 夕食 

18：45 小笠原ナイトツアー…最初にインストラクター吉井さんの案内で絶滅が心配されている天然記念物のオガサワラ

オオコウモリの観察を行った。車から降りたときから、上空に木から木にとびうつる濃い影が見え、鳴き声が聞こえた。

森の奥ではタコノキにぶら下がったオガサワラオオコウモリを見ることができた。ぶら下がっているときはそんなに大き

いようにみえないのに、飛んでいるときはとても大きくみえることにびっくりした。次に夜光茸の種類の１つであるグリ

ーンペペの観察を行った。とても小さいサイズのきのこなのに、暗闇の中でしっかりと緑色に光っていた。その後海岸へ

行き、天然記念物オカヤドカリの観察を行った。白い砂浜の上に木や草がたくさん生えていることにも驚いたが、その森

の中をヤドカリが歩いている光景にも驚いた。海岸では打ち寄せる波がキラキラと輝いていた。夜光虫である。初めて見
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たが、とてもきれいだった。目をあげてみると雲一つない満点の空が広がっていた。空を埋め尽くすように光る無数の星

からは宇宙の壮大さが感じられた。 

8 月 30 日（水） 

06：00 大神山神社へ散歩、その後民宿の裏の２本のオガサワラグワの観察 

07：00 朝食・ベニシオマネギの観察…ベニシオマネギが民宿の裏庭の池にしか生息していないということだった。砂の

穴の中からひょこひょこと赤い鋏をのぞかせる姿を観察することができた。 

09：00 父島観光協会にて小笠原の植物についての講義…主に小笠原の植物・動物の起源・環境・地形・固有種や外来種

についての講義をしてもらった。小笠原諸島は一度も陸と地続きになっていない海洋島だったため、固有の生態系が形成

されていたが、人間が移り住むことによって外来種が入り込んだことにより、今まで厳しい競争環境になかった小笠原の

固有種が外来種に負けてしまい、生態系が崩れてしまったことを知った。そうといっても、一度入り込んでしまった外来

種を全て駆逐することで解決するわけではない。なぜなら固有種と外来種の間で新しい生態系のつながりができてしまい、

外来種を駆逐してしまうと固有種の数を減らしてしまう原因となるからである。このように複雑に入り組んだ生態系を元

に戻すことは簡単ではないことを知った。そして、今、小笠原の環境をこれ以上悪化させないためにはこれ以上外来種を

持ち込まないようにすること、また、異常に固有種を食べ、成長を阻害する外来種を増やさないようにし、できるだけ固

有種を守ることだと分かった。しかし、それには計り知れない島の人達や、外から来る観光客の地道な努力が必要であり、

とても大変なことであると痛感した講義であった。 

10：30 自由行動 

12：30 小笠原丸に乗船 

14：00 父島二見港出港…小笠原丸を追って島の人たちが盛大な見送りをしてくれた。港から海に飛び込んだり、クルー

ザーで追ってきて、最後には海に飛び込んでくれたりと島の人の温かさが感じられ、別れ際だというのにとても嬉しく感

じられた。 

15：00 ミーティング…この研修の締めくくりとして感想と改善点について一人一人の意見を述べた。 

8 月 31 日（木） 

15：30 竹芝桟橋到着・解散 

 

2.4.3 海外との連携プログラム 

①Singapore National Junior College（NJC）との連携の経過 

 NJC は 2007 年度より姉妹校提携を交わしたシンガポールのジュニア・カレッジである。共同研究を交流の

軸として、加えて 10人程度の生徒と教員がお互いの学校を訪問し科学教育を受ける Exchange Programme とい

うユニークな試みを行っている。また、Polycom15を用いたテレビ会議で随時情報を交換していることも特徴で

ある。 

 

（ア）Waseda-NJC Exchange Programme(7/19～24) 

今年も 7 月 19 日～24 日の日程で、9 名の生徒が姉妹校 Singapore National Junior College（NJC)を訪問して科学を

中心とした交流活動を行った。昨年の報告書に書けなかった 2009 年度のものも含め、以下にその経過を述べ

る。 

2009 年度の Waseda-NJC Exchange Programme は当初、7 月に実施予定だったが、シンガポール国内における新

型インフルエンザ流行により延期となった。その後双方の都合が合わず実施が危ぶまれたが、NJC の協力によ

り年度末ぎりぎりに実施することができた。参加者は 1 年 7 名（内男子 2 名女子 5 名）2 年 3 名（内男子 1 名

女子 2 名）である。 

 

3 月 10 日（水） 

9:30 参加生徒による事前学習会。特に、共同研究テーマとなっている「粘菌の生態」「茶の抗菌作用」について、参加す

る SSH 部員から他の参加者へその内容が伝えられ、知識を共有した。また、シンガポールという国を理解する切り口とし

て事前に予習課題として出されていた「シンガポールの水自給の動きは、今後のシンガポール・世界にとってプラスとな

るのか？」について各自の発表がなされた。 

12:00 NJC とのテレビ会議。双方の生徒の挨拶、ホストバディの顔合わせの後、共同研究の方向についての打ち合わせを

行った。NJC 側からは新規共同研究テーマとして「超電導はどうか？」という提案があった。 

                                                                 
15 http://www.polycom.co.jp/、Polycom は映像がきれいなことが強調されるが、音声優先で情報が送られるため、聞

き取りやすく、特に外国語のテレビ会議に有効であるとされている。 
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3 月 17 日（水） 

8:30 成田空港集合。 

17:40 チャンギ国際空港着。夕食。 

10:00 ドミトリー着後、簡単なミーティングを中庭で行って解散。 

3 月 18 日（木） 

8:00 NJC 校舎へ移動。今回の研修についてのガイダンスを受ける。 

9:00 バスで Juron Bird Park へ移動。ここはシンガポールの西郊外にある、世界中の鳥を集めた、鳥類専門の動物園である。

最初に、併設されている鳥類病院の見学をする。ここは、一般観光客に開放されていないが、NJC 側の配慮により特に見

学の許可がなされた。外部からのウィルスや細菌を持ち込まないように、靴や手の消毒を行わなくてはならない。職員の

Amberly さんから最初、異物飲み込み・寄生虫・感染症などの鳥類の病気とその治療の概要について説明を受けた後、洗浄

室・X 線室・手術室・入院棟の見学を行った。最後に、鳥インフルエンザを中心とする世界の鳥類を取り巻く環境につい

て説明がなされた。 

15:15 NJC の生物実験室Σラボで、双方の生徒が自分の学校についてのプレゼンテーションを行った後、共同研究のテー

マの１つになっている「茶の抗菌作用」の実験を行う。実験は、2 種類の大腸菌の培養と、シャーレの寒天培地の上に大

腸菌を塗り、4 つの穴をあけ、そこに濃度を変えた茶成分を入れ、抗菌作用を比較するものである。学院・NJC 生徒とも各

自 1 セットずつ作り、インキュベータ（保温器）に入れ、明日結果を確認することとした。 

3 月 19 日（金） 

9:30 Bukit Timah Hill はシンガポールの最高高度（163M）地点を取り巻く一帯であり、シンガポール国内で熱帯雨林の残され

ている自然保護区である。実は、そのほとんどが 2 次林で原生林は限られたエリアにしかない。シンガポール教育省の June

先生のガイドで熱帯植物の植生観察を行う。最初、ビジターセンターで見どころの紹介を受ける。戦争中に石切り場とし

て掘られた跡である Holy Cleansing Pond へ行った後、トレイルを June 先生のガイドを聞きながら 2 時間ほど散策した。 

13:30 シンガポール動物園着。ここは世界的に知られた、柵や檻のないオープンシステムの動物園である。いくつかの動

物については、その生活区の中を人間が歩くため、手の届くところで見ることができる。また、絶滅危惧種も多い。 

19:30 隣にあるナイトサファリへ。ここは世界初の、夜行動物の生態を見る、檻のない夜だけのオープン形式の動物園と

して有名である。トラムで一周した後、トレイル（徒歩通路）の自由行動。 

22:00 ドミトリー着、ホストが車で迎えに来る。 

3 月 20 日（土） 

生徒は午前中、ホストファミリーと過ごす。教員は、June 先生のガイドで植物園の中にあるラン園と、その隣にあるラン

研究所の見学。 

13:30 今後の共同研究について、「粘菌の生態」「茶の抗菌作用」「高温超電導」の３つのグループに分かれてディスカ

ッションを行う。粘菌と茶は今までやってきたことの確認と今後の方向について意見を出し合った。超伝導はまだ開始さ

れていないため、本庄学院で今まで行ってきたことの紹介をした後、質疑応答を受ける。 

15:30 宿泊先ホテルチェックイン 

16:00 水自給計画を推進するために、雨水を貯めることを目的としてシンガポール川河口堰および浄水場として建てられ

た Marina Barrage 見学。研修前のシンガポール理解の１つの切り口として、シンガポールの水自給の動きについて生徒たち

は調査している。その現実を見ることが目的である。現在シンガポールの水道は“河川・雨水”＋“マレーシアからの輸

入”＋“NEWater”＋“海水を脱塩した水”を複合したものになっている。NEWater は下水・汚水を化学処理・精製したも

ので水道水の中に 1%含まれている。水資源は近日中に、レアメタルのような、世界が獲得を争う“資源”となると言われ

ており、シンガポールの動きはモデルケースとして注目される。 

21:00 ホテル集合、ミーティング 

3 月 21 日（日） 

10:00 Science Museum 見学 

12:000 併設されている IMAX シアターで Force of Nature の映画鑑賞。 

19:00  Farewell Party 

21:30 バスでホテルへ。 

22:00 ホテル着後、最後のミーティング。各自今回のシンガポール研修における感想と改善点を指摘してもらう。 

3 月 22 日（月） 

8:30 成田へ向けて離陸 

16:00 成田空港着。解散。 
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2010 年度 Exchange Programme は 1 年 3 名（内男子 1 名女子 2 名）2 年 4 名（内男子 1 名女子 3 名）3 年 2 名（女

子）が参加した。 

 

7 月 16 日（金） 

9:00 プレゼンテーションの練習と諸注意。各参加者の役割分担に従ってプレゼンテーションを実施し、4 教員による内容

や英語表現に関する指導。 

7 月 19 日（月） 

11:00 成田→17:15 チャンギ空港、NJC のドミトリーへ。チェックイン後 Welcome Dinner。この日はドミトリー泊。 

7 月 20 日（火） 

7:40 NJC の朝礼で紹介を受ける。 

8:00 プログラムの説明後、双方の生徒による自国や学校を説明するプレゼンテーション。 

10:00 バディと一緒に授業参加。 

13:00～17:00 共同研究のテーマとなっている「超電導」「カテキンの抗菌作用」「粘菌の生態」について双方の成果発表

プレゼンテーション。特に、超電導については NJC 側にとってこれからの取り組みであり、学院側が機材を持参し製作途

中である超電導スピーカのデモンストレーションを行った。 

18:00 ホストに迎えられ車で各自のホームスティ宅へ。 

7 月 21 日（水） 

8:00 バスで Bukit Timah Hills へ。ここは毎年このプログラムで訪問している、シンガポールの数少ない自然保護区の１つで

ある。Lye 先生の熱帯植物に関する説明を受けながら山頂までを往復する。 

12:30 昼食後、シンガポール Zoo へ。前回の訪問ではただ見学しただけであったが、今回は NJC 側の配慮により、観光客

の入れない「動物の病院」で動物保護に関するレクチャーを受けることができた。 

18:00 夕食後、隣のナイトサファリへ。その後ホストに迎えられホームスティ宅へ。 

7 月 22 日（木） 

8:00 バスでシンガポール東端にある NEWater へ。ここは、水資源自給を目指して作られた下水処理施設である。下水を処

理し工業用水や飲料水に浄化している。シンガポール政府は将来起こりうる水資源確保問題に対し、現在さまざまな対策

を推進している。その１つが前回の WNEP で訪問した、最近南岸に作られた、雨水を確保するための Marrina Barrage である。

現在、シンガポールの水事情は、①海水からのもの、②川・雨など、③マレーシアから買ったもの、④下水を処理したも

の、の 4 種類で構成されている。前回の WNEP では、事前学習としてこの事情を参加者で調査し合ったという経緯があり、

ここは是非とも訪問したい場所であった。この施設は④に関わるもので、国民の理解を得ることを目的としてか、内部に

はちゃんと説明コースが作られており、NEWater の飲用とペットボトルのお土産をもらうことができた。説明では、超微細

な孔を持つ何重もの透過膜と紫外線による殺菌により、極めて清浄な水に生まれ変わることが強調されていた。不純物が

あってはならない電子基盤の洗浄水、水道水の一部として使われている。 

11:00 セントーサ島にある水族館 UnderWater World へ。ここは、100 メートル近い水中のトンネルが有名な大規模水族館で

ある。最初、講師による「海洋生物における種の多様性の重要性」に関するレクチャーを聞き、ワークシートを持って水

族館の見学を行った。ワークシートには、例えば「擬態を行っている生物とその目的を書け」などの問題が書かれており、

講師の説明を聞きながら生徒はそこに回答を書き込んでいく。 

14:00 昼食後、2 つ目のワークショップが行われた。これは、イカと魚の解剖実験であった。学芸員が解剖のコツと見ど

ころを説明したのち、4 人程度のグループに分かれ行った。解剖後、講師がウミガメの水槽へ生徒たちを連れて行き、解

剖したイカや魚で餌付をさせてくれた。 

16:00 隣にあるバタフライパークへ。ここは熱帯の生きている蝶と世界の昆虫標本を観察するための施設。 

20:00 夕食後、ホテルへ。 

7 月 23 日（金） 

8:00 National University of Singapore(NUS、シンガポール国立大学）へ。NUS はシンガポールにある僅か 4 校の大学のうちの１

つで、世界でも有数の難関大学として知られている。この日の Workshop のメインテーマは biodiversity（生物多様性）であっ

た。 

9:00 NUS の Ron 先生によるキャンパス内に残る熱帯林のガイドの後、NUS 内にある生物多様性をテーマとした Ruffles 

Museum でレクチャー。動物の分類の視点についてわかりやすい説明がなされた。Ruffles は近代シンガポールのきっかけを

作ったヨーロッパ人として有名であるが、同時にナチュラリストでもあったとのこと。彼の提唱した自然保護の考えを受

け継ぎ、この博物館が造られたとのことであった。 

14:00 実験室でワークショップ。これは机上におかれている 20 個の標本１つ１つの分類を当てる、という課題で、Museum
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でのレクチャーを聞いていないとできないものであった。PowerPoint による写真映像やレジュメでの写真でも事は済むとこ

ろを、わざわざ実際の標本を与えて（しかも触ることが自由）やる効果については、かなり考えさせられたプログラムで

あった。実際、この夜のミーティングでも、生徒たちは『実際に珍しい生物に触ることができて大変面白かった」と言っ

ていた。教材は、現物に勝るものはない、ということ。 

15:30 NJC に戻り、超電導・カテキン・粘菌の 3 チームに分かれ今後の研究方向に関するミーティング。 

18:30 ～Farewell Party 

7 月 24 日（土） 

8:15 チャンギ→16:20 成田、解散。 

 

参考：シンガポール研修（2010 年 3 月実施分）アンケート（回収数 10、全意見） 
１．学年・クラス・氏名 

２．このプログラムに応募した理由 

 国際交流をしてみたかったことと英語しか話せないという状況に自分をおいて試してみたかったから 

 プログラムに参加することで科学に対する意欲と知識を高めたいと思ったから。また NJC との共同研究において、直

接ディスカッションをすることでこれからの共同研究の発展につなげていきたいと思ったから。 

 異文化の人と交流することによって、自分自身の視野を広げ、これからのさまざまな選択に役立つと思ったからです。

また、異国の人と近くで接し自分の英語力の向上に繋がればいいと思ったからです。もう一つ、もう一度バディに会

いたかったからです。 

 NJC とは去年から粘菌班で共同研究をしており、この研修はその研究成果を見せ合う良い機会であり、また共に研究

を進める相手との関係を深められる最高の機会であると思ったから。シンガポールの国風や科学関連施設に興味があ

り、ぜひ行ってみたいと以前から考えていたから。 

 NJC の学生と交流することで、様々な意見を交換し合い、事象に対しての視点を増やし、深い考察ができるようにな

りたかったため。シンガポールの自然、動植物、特に熱帯雨林気候を経験し、日本との違いを感じたかったため。英

語力向上のため。 

 国際交流に興味があり、実際にシンガポールに行っていろんなところに行ってみたり、感じたりしてみたいと思った

のと、私は文系ですが、サイエンス関連のものにもすごく興味があったので参加しました。 

 外国に行ってみたかったから。 

 英語圏の国へ行ってみたい気持ちと、科学に対する興味があったので応募させてもらいました。 

 シンガポールという国自体を知りたかった。応募理由に書いたように、世界の中でも数えるほどしかない珍しい熱帯

雨林気候を体験してみたかった。また、それによる人々の暮らしや文化の違いも知りたかった。その他にも、日本に

帰ってきてから思う存分英語話す機会がなかったので、このプログラムを通して、自分の英語力を再確認するチャン

スがほしかった。そしてそこで自分の NJCの生徒たちと交流することにより、自分足りないところを発見して補うこ

ともできると思ったからだ。 

 

３．このプログラム全体（事前学習も含む）を通した印象は     
①すごく楽しかった ②楽しかった ③どちらでもない ④楽しくなかった ⑤時間の無駄だった 

10 ０ ０ ０ ０ 

 

４．次回、このプログラムの募集があれば 
①絶対また参加したい ②参加したい ③どちらでもよい ④参加したいと思わない ⑤絶対参加しない 

9 1 ０ ０ ０ 

 

５．このプログラム全体を通し、参加以前と比べシンガポールという国家への印象は 
①すごくいい印象 ②いい印象 ③どちらでもない ④良くない印象 ⑤二度と行かない 

6 4 ０ ０ ０ 

 

６．このプログラム全体を通し、参加以前と比べシンガポールという国家に対する理解は 
①だいぶ深まった ②深まった ③どちらでもない 

8 2 ０ 

 

７．このプログラム全体を通し、参加以前と比べあなたの英語力は 
①だいぶ高まった ②高まった ③変わらない ④低下した ⑤かなり低下した 

2 8 ０ ０ ０ 

上記で①②と答えた方へ聞きます。それは具体的にどのような力ですか？ 

 自分から話そうという意志が強く持てるようになった。（英語の単語力や文法力はあまり変わらいが、外国人に英

語で積極的に話そうとする気持ちや英語を勉強しようとする姿勢が参加したことで変わった。 

 机上の英語ではなく実際に会話をつなげていくために大切な英語力。また英語を使ってのコミュニケーション力。 

 英語を常に身近に感じることによってなにか特別意識がなくなったこと。積極的に英語で会話しようとする気持ち
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や聞き取る力が身に付いたと思います。なにより、語彙力が乏しいながらも、英語で話せる楽しさを痛感しました。 

 日常会話をする能力、話す力では、特に自身の考えを発信する能力 

 簡単な単語と文法とジェスチャーで、自分の意見を伝える能力。臆せずに英語を使い、コミュニケーションをとろ

うとする積極性。 

 英語に自身が無く英語で話しかけるのを最初はためらっていたものの、帰国するころにはその感覚が若干ですが薄

くなっていたという点。 

 話す力が伸びた。 

 

８．このプログラム全体を通し、参加以前と比べあなたの科学的理解は 

①だいぶ高まった ②高まった ③変わらない ④低下した ⑤かなり低下した 

0 7 3 ０ ０ 

①②と答えた方へ聞きます。それは具体的にどのような力ですか？ 

 一つの現象を多角的にみる力 

 視覚的な錯覚や、自然の力を様々な視点から見られるようになった。 

 ミーティングで NJC側の粘菌班と話し合って、粘菌の行動をどのような観点で観察すると良いか、を学ぶことがで

きた。 

 シンガポールの水事情について調べて、実際に Marina Barrage に行ってみたりして水の処理や、どうやって上水

を確保しているのか、またそのための技術など、考えたこともなかったし知らなかったのですが少しその点につい

ての知識が深まりました。 

 特に２日目の Jurong Bird Park で特別に鳥類の病院を見学できたことで科学的な理解を深められたと思う。ガイ

ドの人による説明や鳥が死んだ要因となった木の枝などの物体や写真を見せていただいたことで具体的なイメー

ジがつかめた。 

 

９．上記以外に、あなたがこのプログラムを通して得られた「収穫」はありますか？ 

 英語の必要性を自分の肌で感じることができたということが一番の収穫です。私たちが普段受けている授業ではな

かなかそのことに気づくことは難しいと思います。日本に変えてきてからの英語の勉強に対する意識が大きく自分

の中で変わった気がします。 

 異文化に触れ、日本にいてはできない多くのことを経験させてもらえたことで、自分の生活や日本の文化が当たり

前ではないということを感じ、国際的な感覚を身につけられたと思う。 

 違う自然環境の中で生活できたこと。異文化の人々の日常生活を味わえたこと。食べたこともないおいしい料理を

たくさんたくさん食べられたこと。初めての経験がたくさんできたこと。 

 NJC の生徒や先生方との交流から、語彙や会話能力は不十分であっても、相手に本当に伝えたいことを伝えるとい

うことがコミュニケーションにおいて、最も大切であると感じた。また、NJCの生徒や先生方、ホストファミリー

のホスピタリティに感激した。 

 多民族の学生、人々と触れ合うことによる「外国人」に対しての偏見の軽減。 

 シンガポールの友達ができ、また実際にシンガポールに行ってみて想像以上に輸入品が多く驚きました。資料の上

では知っていたことも実際に行ってみると想像を上回ることが多いということを実感できたという点が今回の収

穫だと思います。 

 おじけつかないで話そうという姿勢 

 海外に行くということ。ホームステイの経験。 

 個人的にはホストファミリーと過ごした１日でシンガポールの国についての理解を深めることができたと思った。

英語が通じるので、気になっていた法律のことなどが聞けた。その中でも、交通渋滞緩和のために行っている政策

が興味深かった。国民が所有できる自動車を減らすために、車を購入する際には車両購入権 (COE)という車の値段

を越す費用を払わなくてはいけないのには驚いた。また、ERPというシステムにより時間帯によって、通過する車

に対し課金する仕組みは日本でも取り入れるべきではないかと思った。これにより、シンガポールでは特にラッシ

ュ時の混雑を緩和しているそうだ。 

 

10．事前学習（シンガポール国内状況や水に対する調べ学習）に対する感想・意見を書いてください。 

 日本人が考える水の考えとシンガポール人が考えるものでこんなに大きな差があるとは思わなかった。シンガポー

ルでは水の使用量の約半分を隣国であるマレーシアから輸入しているということであるから、マレーシアとの関係

によって国内の経済などが左右されてしまうことは恐ろしいことである。水の浄化技術などで日本はもっと積極的

にシンガポールに協力するべきであると改めて感じた。 

 やってよかったと思う。個人個人が発表をすることで、みんなで知識を共有することができ、シンガポールに関す

る理解を深められたと思う。水の関する調べ学習は、少し調べ学習の時間が足りず、難しい課題だったが、シンガ

ポールが抱える問題を担当の視点から深く考えることができ、とても勉強になった。シンガポールについてからも、

ＮＪＣの生徒たちとの話題の一つになり、また、Marina Barrage でも、興味を持って積極的に見学することがで

きた。 

 シンガポールの予備知識を各自ではなく全体で学習したことで、基本的なことを知るだけでなく、問題点に関して

意見を交換し合えたことがとても良かったと思う。事前学習のおかげで施設見学も理解しながら見てまわることが
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できた。 

 水に関して言えば日本は恵まれていて、日本で何げなく出している水も実はとても貴重で大切なんだなあと思いま

した。今のシンガポールはほんとに微妙なバランスで成り立っているのだと驚きました。 

 シンガポールの国内状況を調べて互いに発表し合ったことは、意識を高め合ったり、メンバーのことを知ったりす

る上で役立った。また、文化や地理などを少し知っておいたことで、NJCの生徒とその話題について話すことがで

き、おもしろかった。 

 シンガポールの国内状況の調べ学習によって、予備知識を持てたので、打ちとけやすくなった。ただ、自己紹介も

ままならない程度の状況で発表をしたため、質疑応答がしにくかった。国内状況についてのディスカッションをし

て、様々な意見を交換し合えたらより良かったと思う。NEWaterよりも国内状況の調べ学習とディスカッションの

方に重点をおいてほしかった。 

 事前学習はしてよかったと思います。その点についてシンガポールの人に訊いてみたかったものの、自分の英語力

がなくてできませんでしたが、もしちゃんともう少し準備をして行えばその話題でコミュニケーションがとれると

思います。水に対する調べ学習ですが、表面上の基礎的なものの上を行く調べ学習だったのでシンガポールのこと

をさらに理解出来たような気がしてすごくよかったです。 

 期末テストとも重なり時間もなくて大変だった。 

 中華系の英語スィングリッシュは思った以上に聞き取りにくくて驚きました。 

 事前学習は役に立ったと思っている。行く前にシンガポールの知識を頭に入れておくことで、現地の生徒と話して

いるときに気になったことは質問でき、さらに理解を深めることにつながったと思う。水については高井先生から

の課題として詳しくしらべていったので、シンガポールでその知識を活かせる場が Marina Barrage 以外にも欲し

かったと思った。 

 

11．事前のテレビ会議に対する感想・意見を書いてください。 

 自分の英語力不足で相手の言っていることや思ったことを伝えられず、先生にほとんど任せてしまったことは申し

訳なかったなと思う。スケッチブックなどを用意しておいて絵や図で説明したりすれば、もっとスムーズに進める

ことができたと思う。 

 あらかじめＮＪＣと交流ができたのは良かった。自分がホームスティさせてもらう相手が分かり、少し会話ができ

ればもっとよかった。相手の好きなものなどがわかれば、お土産に何を持って行ったらいいか、もっと考えられた

のではないかと思う。 

 事前に実験の内容を英語訳したものを送ったことによりスムーズに行うことができたのが良かった。言葉だけでは

伝えにくいことが多々あったので、ホワイトボードに図を書くなどして、相手に分かりやすく伝える工夫がもう少

しできればよかった。 

 NJC のみんなと事前に顔合わせができて楽しかったです。また、日本人とシンガポール人のテンションの違いを感

じました。 

 共同研究に関しては、現地でのミーティングは時間が短かったので、テレビ会議で概要を説明できて有意義であっ

た。テレビ会議の前に研究概要をこちら側から送っておいたことも、テレビ会議と現地でのミーティングをスムー

ズに進める上で役立った。 

 人数が多く、時間が短すぎる。一言でもいいので、ホストファミリーの子と１対１で話したかった。 

 事前のテレビ会議はあってよかったと思います。NJCの雰囲気を知ることができて、少し安心しました。 

 時間がなかったし、もっといろんなことを話したかった。 

 緊張してしまいました。 

 テレビ会議で自己紹介ができて、ホストバディの顔を見て挨拶するチャンスがあったのは良かったと思う。しかし、

SSHに関わっていなかったので自己紹介だけで終わってしまったのが少し物足りないように思った。 

 

12．ドミトリー生活に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

13．ホームスティ生活に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

14．ホテル生活に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

15．シンガポール滞在中の NJC側のホスピタリティ（もてなし）に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

16．シンガポール滞在中の食事に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

17．毎晩行ったミーティングの内容や実施形態に関する感想・意見を書いてください。 

 

18．上記以外に、シンガポール滞在中に違和感や文化の違いを感じた・とまどった事例はありましたか？（回答略） 

 

19．1日目、ジュロンバードパーク訪問（鳥の病院を含む）に対する感想・意見を書いてください。 

 鳥の病院は人間の病院の施設とあまり変わらないぐらいしっかりとしたもので驚いた。バードパークでは自分のす
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ぐそばを鳥が飛んでいったりしたので迫力があった。 

 鳥だけの動物園というのは今まで見たことがなく、とても新鮮で興味深かった。特に印象深いのはショーで、鳥が

自分たちの真上を飛んでいたこと。間近で多くの種類の鳥類を観察することができですごくよかった。鳥の病院の

見学では貴重な経験をさせていただいた。普通見ることのできないレントゲン室や手術室などを見ることができ、

さらには鳥が注射を打たれているところを間近で見ることができた。楽しい動物園の裏側では、毎日鳥の健康管理

をしている獣医さんなどのスタッフさんの苦労があるからなのだ…と感じさせられた。 

 バードホスピタルは特別に見学させていただいて、パーク内にいる鳥たちを裏で支えている環境がどのようなもの

かが分かった。広い園内だったのでもっと時間がほしかった。 

 あまりにも多くの鳥に驚きました。鳥の生態について少しわかったような気がしました。 

 飼育されている鳥の種類が豊富で、興味深かった。また、鳥の病院では、鳥が運ばれてきてから治療が行われ、入

院するまでの施設を見て回ることができて良かった。今日、動物病院は数多とある中で、鳥の治療専門の病院は珍

しく画期的で、鳥の野性復帰のためにも有効なのではないかと感じた。 

 鳥のショーがとても面白かった。日本では見られなさそうなきれいな鳥の芸も面白かったが、ショーを見ている観

客が国際的だったことが印象深かった。鳥の病院では英語が理解できず、説明が分からなかったため、残念ながら

少し退屈してしまった。 

 鳥の病院は生まれてはじめて観るものなので興味深かったです。説明が英語だったのであまり理解できなくてもっ

たいないことをしたと今まであまり英語を勉強してこなかったことを後悔しました。本当にいろんな鳥がいてすご

く面白かった。放し飼いされているものがほとんどなので近くで観ることが出来てテンションがあがりました。 

 人数が多すぎてちゃんと見れなかったのがすごく残念だった。 

 世界有数のバードパークでもあるジュロンバードパークは楽しめた。特にバードショーでは観客も積極的に参加さ

せてオウムのバスケットボールやフープをくぐる鳥などが見れて、時間を忘れて楽しめたような気がした。また、

鳥の病院の訪問を通して、バードパークでは鳥を一般客に見てもらうだけのために飼うのではなく、鳥の保護や治

療のためにも飼っているというのが分かった。 

 

20．1日目午後のプレゼンテーションに対する感想・意見を書いてください。 

 シンガポール側も日本と同じテーマで取り上げてみて、対比してみても面白かったのではないかと思う。 

 急に行うことになり、準備が整っていない中でのプレゼンテーションとなったが、それぞれが自分のテーマで私た

ちの学校を紹介することができた。このプレゼンテーションで NJCの方々に私たちの学校や、研究内容、日常生活

など様々な面を知ってもらうことができ、その後の生徒間での会話にもつながるものになったと思う。もう少し発

表準備ができていて、用意周到な状態で臨めたら良かった、というのが少し心に引っかかる点である。 

 楽しく日本のことを紹介できたようだったのでよかった。お互いの学校や国を知るのにとても有効な時間だったと

思う。 

 みなさんの研究が素晴らしかったです。自分のプレゼンももっとうまくなりたいと思いました。 

 学院側の発表は、日本の高校生のスタンダードな生活を紹介する、という目的は果たせていたと思う。しかし、プ

レゼンテーションだけでなく実物を見せるなどのことをしたほうがよりおもしろいものになり、交流にもつながる

のではないかとも感じた。 

 プレゼンテーションの少し前から声が枯れてしまっており、内容を上手く伝えることができず、申し訳なかった。

ただ、声が出ていたとしても、内容がきちんと伝わったか不安な部分があったので、プレゼンテーションの際に要

旨をまとめた資料を配れれば少しでも理解が深まったと思う。 

 NJC の生徒がアットホームな感じで参加してくれたので救われましたが、自分の英語力の無さが露呈してしまいす

ごく恥ずかしかったです。 

 いきなりでびっくりした。ＮＪＣの発表は速くてよくわからなかった。 

 通じる英語を話すことはとても難しいことに気が付きました。肝心な緑茶の説明も聞き取れなく悔しい思いをしま

した。 

 プレゼンテーションでは、日本で事前学習の一環として行った練習が役にたった。一回練習しておくことで本番で

も緊張することなく発表できたと思った。また、NJCの生徒たちも興味を持ってくれて積極的に質問してくれたの

で楽しく時間を過ごせたと思った。 

 

21．1日目午後の実験に対する感想・意見を書いてください。 

 私の卒論のテーマと関係があったので、この実験を組み入れてもらえたことは本当にありがたいと思う。 

 NJC の実験室を使わせてもらえたのはすごくいい経験になった。学院にはない設備や器具を使用して、ただ人がや

っている実験を見学するだけでなく、自分たちで実験をさせてもらえて、楽しみながら緑茶の抗菌作用についての

実験を行うことができた。残念だったのは、実験結果が分からずに帰国してしまったこと。せっかく一人一個の実

験をさせてもらえたので、自分で実験を行ったペトリ皿の実験結果から抗菌作用の検証がしたかった。 

 日本の学校の施設よりとても充実していて驚いた。初めて見る実験器具が沢山あって正確に実験を行うために様々

な設備が整っていた。 

 今まで共同研究というものが、どのようなものかよくわからなかったけど今回一緒に参加させていただいてとても

よい経験になりました。楽しかったです。Green tea の実験で自分がやったものは、どうなっているのかとても気

になります。先生！わかったら教えてください。 
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 緑茶の実験は、実験方法の説明自体は理解できたが、その実験の結論などはいまいちわからなかったので、その辺

りのまとめを、緑茶班の人を中心にやってもらえるともっと良かった。 

 同じ班の学生たちがジェスチャーなどを用いて、とても丁寧に説明をしてくれ、実験にも携われ、面白かった。設

備、道具(特にスポイト)が充実しており、興味深かった。実験の結果が分からなかったことが残念。英語が伝わる

かが不安だが、考察などを一緒にディスカッションをできたらよいと思う。 

 使ったことのない器具やいろいろな設備を実際にみたり使ったりできてよかったです。私は文系に進むのでこれか

ら一生あのような器具に触ることは無いと思い、尚更いい経験だったと思います。 

 NJCの子が積極的におしえてくれたので、スムーズに進んだ。楽しかった。 

 自分が今まで使ったことのないような実験用具を使えてよかったです。 

 お茶の抗菌作用の実験は説明を聞いただけでは何をするのか分からなかったが、実際実験をしてみることでコンセ

プトがつかめた。また、NJCのお茶のプロジェクトに関わっているメンバーと相談でき、分からないところも聞け

たのでよかった。ただ今回は時間の都合上、菌を塗ってからどうなったのかの結果が最後まで分からなかったのが

残念だった。もう少しこのプロジェクトにかける時間があればよかったと思った。 

 

22．1日目午後の Marina Barrage 訪問に対する感想・意見を書いてください。 

 シンガポールの水の確保の方法や Newaterについて知れてより理解が深まった。 

 事前学習として、シンガポールの水問題について学習していたので、興味をもって見学することができた。知識的

な収穫があまりなかったのが残念な点であるが、自分たちが一生懸命調べ学習したところを訪れることができ、感

動した。屋上（？）からの眺めもよく、観覧車や建設中のビルなど、シンガポールらしい景色を見ることができた

のもよかった。 

 事前学習のおかげで深く学べることができた。シンガポールの水資源の現状やそれに対する対策などを実際に見た

ことで視覚から学べた。 

 行ったことがない不思議な空間でとても面白かったです。屋上でみんなタコを揚げていたので驚きました。カジノ

ができ、シンガポールはどうなっていくのか今後が気になります。 

 自然の川がないシンガポールで、水はどのように巡っているのかや、いかにして排水をしているのか、New Water

の将来性はどの程度なのかなどを考えられた。NJCの人が New Water についてどう考えているのかを知り、その将

来性について考えることも出来て良かった。日本の水問題を考える時の助けになるような知識と考え方が得られた。 

 施設がきれいで、ダムのつくりなどは見ていて面白かったが、NEWaterのことはあまり分からず残念だった。ただ、

眺めがよく、子供たちの凧揚げの様子などが見られ、行けてよかったと思う。 

 自分たちが勉強した、シンガポールの水事情について現地の施設で見られて良かった。模型もわかりやすく展示品

もきれいで良かったです。 

 NEWaterを飲んでみたかったなと思った。 

 国をあげて水問題に取りかかっていることが肌で感じました。 

 Marina Barrage では事前に調べていった NEWater政策や海水の淡水化についてさらに深く理解することができたと

思った。施設内では自給のために今までシンガポールが歩んできた道や実施利用されているシステムの模型みたい

なのを見ることができ、インターネットで調べた時に疑問に思っていたことなどが解決された。 

 

23．2日目午前、ブギ・ティマ自然保護区観察に対する感想・意見を書いてください。 

 さまざまな自然やシンガポールでしか見れない植物をみれてとても面白かった。植物のがんや３本の葉脈がある葉

が特に面白いと思った。 

 天候も良く、虫に刺されることもなく、様々な動植物を観察することができた。June 先生は、私たちに分かりやす

い英語を使って説明してくださり、また、質問にも丁寧に分かるまで答えてくださり、熱帯地域の自然についての

理解を深めることができた。選考課題で出された「ウツボカズラ」を観察できなかったのが残念だったが、きのこ

が胞子を出しているところや、めったに見ることができない Black Bat Lily の花が咲いているところを見ること

ができたのはとても感動的だった。 

 日本とは気候や地形が大きく違うので熱帯地域でしか見られない植物が沢山あり興味深かった。年輪のない木が私

の中ではとても印象深い。葉っぱひとつにしても様々な特徴が見られた。キノコの種類も豊富で興味深かった。一

番楽しみにしていたウツボカズラが見られなくて残念だった。 

 丘と聞いていたので大したことないと思っていたのですが、意外に大変でした。日本の山でもあんなに詳しく見な

がら歩いたことがなかったので新しい発見がたくさんありよかったです。でも、ウツボカズラを見ることができな

かったので残念でした。植物の生え方や成長の仕方はその地域によって異なり日本では決して見ることができない

物がたくさんあり興味深かったです。また、とてもきれいな景色が思い出深いです。 

 June先生をはじめとする方々のそれぞれの植物の特徴や観察のポイントなどの丁寧な説明によって、ブギ・ティマ

訪問時間は短くても、それなりの収穫が得られた。事前のレポート課題にあった食虫植物のウツボカズラを見るこ

とができなかったのは残念だった。しかし、粘菌班で活動する者としては、粘菌の子実体と思われるものが見つけ

られたことがとても幸運で、興味深かった。 

 June 先生は歩くのが早く、後ろから付いて行った私は June 先生の説明を聞くことができなかったが、もう一人の

ガイドさんが笑顔で説明してくださったので、とてもありがたかった。見たこともない植物や葉の癌とよばれるも

の、目の前を猿が通り過ぎていくのを見られ、とても興味深く、充実していた。もっとじっくり観察して、日本の
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植物との違いを調べてみるのも面白いと思う。 

 見たことがないような植物を見られてよかったです。私は面白い生物や変わったものにすごく興味があるので歩き

回っているだけで面白かったです。 

 道のりが険しくて大変だったけど、いろんな植物が観察できて楽しかった。 

 保護された自然に感動しました。 

 ブギティマ自然保護区ではシンガポール教育省の June 先生が来てくださったことで、自分たちだけで回るより勉

強になり、楽しめた。ただトレールを歩き回るだけでなく、日本では見ることができない Black Lily などの植物

も見れた。ただ今回は応募レポートで調べていて、ブギティマ＝ウツボカズラというイメージが定着していただけ

あって見れなかったのは残念だった。 

 

24．2日目午後、動物園訪問に対する感想・意見を書いてください。 

 日本の動物園とは全然違い、動物界に人間が入っていっている感じだった。特にホワイトタイガーの餌やりのとき

は迫力があった。 

 オープンシステムの動物園で、多くの動物をすぐ近くで見ることができた。特に、ゾウに乗れたのはすごくいい思

い出。敷地が広く、全部見るのに時間がかかり足も疲れたが、すごく楽しかった。ホワイトタイガーの餌やりを見

学したが、その迫力の大きさに圧倒された。 

 日本の動物園とは全然違って、動物がすごく近いので終始興奮していた。動物たちが結構活発に動いていたので、

見ていてとても楽しかった。地理的に限られた土地の広さの中でこれだけの様々な種類の動物を上手く扱い保護し

ているところがすごいと思ったし、事前に学習したようにシンガポールの土地利用の工夫が感じられた。 

 とても広くて驚きました。広かったので全部は見ることができなかったのが悔しいです。やはり日本と比べ動物が

生き生きしていて楽しかったです。 

 今までに行ったことがある動物園のなかで、最も開放的だと思った。檻や柵、ガラスに隔てられていない動物が多

く、画期的である。たくさんの種が、動物園中を行き来できるのではないかと思われるような飼育のされ方をして

いて、見応えがあった。 

 先生が「世界一の動物園」と言っていた意味がとてもよくわかった。日本の動物園のように動物たちが大きな柵と

コンクリートに囲まれてはおらず、まるで自然のままでいるかのような姿を間近に見られ、とても面白く、本当に

行けてよかったと思う。特に、象に乗れたこと、キリンにえさをあげられたこと、コウモリのテントの中で手が届

くほどの位置で動物を見られたことは、一生の思い出である。もっと時間をかけて、じっくりと動物を見て、えさ

やりなどのイベントに参加したかった。 

 基本的に自由行動にしてもらえたので、自分たちで時間を考えながらまわったり、自分たちの興味がある動物をみ

ることができてよかったです。柵がないのですごく間近でみることができて、カンガルーにいたっては触ることが

できて感動しました。日本にもこのような動物園がほしいと思いました。 

 長い時間でゆっくりとたくさんの動物が見れてすごく楽しかった。 

 雨だったせいか思ったより動物が見れませんでした。でも開放的な動物園を楽しむことが出来ました。 

 コウモリを近くで見れたことに感動しました。 

 シンガポール動物園は行く前から先生の話で何回か聞いていて、日本のとはどう違うのかが気になっていた。実際

にはよくある動物園とは違い、柵で動物と人間を区切るのではなく、小川や木などをうまく利用していた印象があ

った。自由時間が六時間もあるということで、すべて回っても時間が余るのではないかと思ったが、ショーも多く

あり満喫できたと思う。 

 

25．2日目夜、ナイトサファリ訪問に対する感想・意見を書いてください。 

 昼間の動物園とは一変してた。夜の動物の生活を初めて見て、日本でも作れば人気が出るのではないかと思った。 

 初めてのナイトサファリでドキドキだった。始めに見たショーはとてもエクサイティングで面白かった。トラムで

の見学は暗くてよく見えなかった…というのが率直な感想だが、その後自分たちでトレイルを走って見学したとき

には、オオカミの遠吠えを聞けるなど、昼間の姿とは違う夜行性の動物を見ることができ、とても興奮した。この

日は歩き続けていて疲れていたが、30 分という短い自由時間をフル活用して全トレイルを制覇し、トラムからは

見られない動物を観察できたのはすごくよかった。 

 昼間にはいなかった動物もいて、また違った楽しさを味わえた。バスでまわっているときは見れない動物が結構い

て残念だった。 

 暗いと動物に迫力があってすごかったです。動物の活動が活発になって襲ってくることはないか心配になりました。

笑 

 夜間に群れを成して食事をする動物のようすなどが観察でき、貴重な体験ができた。 

 一日のうちにブギ・ティマ、動物園、ナイトサファリというスケジュールは、正直少しきつい。ナイトサファリは

とても面白かったが、少し疲れており、眠かった。歩くコースや、様々な屋台をもっと楽しみたかった。 

 ショーは言ってる事はほとんどわかりませんでしたが、どの動物もかわいくて観れてよかったです。ただ、あの大

きな蛇を巻きつけることができなかったのがすごく残念でした。トラムに乗ってみる見学も普段見ることが出来な

い夜の活動の様子が見れてよかったです。近寄ってきてくれなかったのは残念でしたが、自由行動で全部の展示を

制覇できたのはよかったです。とくに、オオカミのブースで十数匹のオオカミが遠吠えしていて、生できいたオオ

カミたちの遠吠えは迫力があり感動しました。 
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 思ったほどではなかったけれど楽しかった。歩いて回ってみたかった。 

 このナイトサファリは本当に最高でした。 

 ブギティマとシンガポール動物園の後だったので多少疲れはあったが、トラムに乗っていれば園内を一周して動物

が見られるので楽だった。しかしそのあとどこからかエネルギーが湧いてきて、トラムの中からは見れなかった動

物も見てみたいという気持ちから疲れも忘れ、僕と数人は限られた時間の中すべてのトレイルを歩き回ることがで

きた。そこでは狼が吠える姿やマレーバグを見ることができ、充実した時間を過ごせたと思った。 

 

26．3日目午後、ミーティングに対する感想・意見を書いてください。 

 １時間しかなかっので、もっと時間が欲しかった。NJCとどこまで実験をするか確認が取れて良かった。 

 連絡事項を伝えるのには十分なミーティングだったと思う。私にとっては、久しぶりにいろんな人と日本語が話せ

る嬉しい時間だった。みんなでホームスティの思い出話をしたり、自分の苦労話を話したり…。生徒間での友好を

深めることができた。 

 お互いの研究内容をしっかりと確認できたのはよかったが、今後の研究内容についてあまり進展させることができ

なかったのが少し心残りだった。用意していたプレゼンを発表したかった。 

 時間が非常に短かったことが残念だった。NJC 側はちょうど新入生が活動する班を決めた時期で粘菌班にも何人か

入ってきており、新入生に今までの研究を理解してもらい、その上で学院側の粘菌班が新たに行った研究について

の話し合いをしたところで終わってしまったので、今後の予定は決められなかった。今回のミーティングで出た問

題点や疑問点、新たな実験のための新しい視点などから、新たな実験を行い、新データを得られるように努力して

いきたい。 

 粘菌班のミーティングに参加したが、ほとんどその内容を理解することができず、とても残念だった。英語力を磨

き、事前の説明の際にももっと意欲的に参加して、ディスカッションができるようになれたら、多くの考え方が学

べるとてもよい機会になると思う。 

 時間が足りなくてもっとききたいことがあったのに訊けなかったようで残念でした。ただ、私たちの英語力が足り

なかったので時間が余計にかかってしまったというのはありますが。でも観ていたところすごく参考になる話を訊

けていたようで、このミーティング自体はよかったのではないかと思います。 

 自分の課題がない人はちょっと心細いというか、恥ずかしかった。違うプログラムを用意してほしかった。 

 三日目午後のミーティングでは共同研究の発表をした。僕は数日前まで台湾高雄で超伝導の発表に携わっていたた

め、今回のディスカッションでは SSHが取り組んでいる超伝導スピーカーについてプレゼンを行った。初めて超伝

導について学ぶ NJC の生徒たちに説明するためには今回のパワーポイントのスライドだけでは不十分だった気が

した。実際のスピーカーを持って行けばよりわかりやすく説明できたのではないかと思った。 

 

27．4日目午前、サイエンスミューゼウム訪問に対する感想・意見を書いてください。 

 体験型の科学館でどれも興味のあるものばかりだった。２年生の時に物理の授業でやった内容などがあったりして

勉強になった。 

 シンガポールで見学した施設の中で一番面白かった!もともと科学博物館などが大好きな私にとってサイエンスミ

ューゼウムはすごく興味深かった。施設内もそれほど混んでいなくて、自分の興味のあるものをじっくりと見るこ

とができ、また、体験型の簡易実験を通して、理科の面白さを感じることができた。３Dの映画を観るのは初めて

だったが、迫力があって映画の世界に引き込まれるようだった。自然の雄大さとその力の大きさを感じさせる映画

だった。展示物や映画を見ながら思ったことは、もっと英語が分かればさらに楽しめたのだろうな…ということ。

電子辞書を片手に見学したところもあった。今後英語の勉強に励み、機会があったらまたこのサイエンスミューゼ

ウムを訪れて、新たな発見ができたらいいと思う。 

 体験型で全部をゆっくり見ている時間は全くなかったけどとても楽しかった。人間の脳の働きが身を持って楽しく

学べた。 

 幼くなった気がしました。身近なものでこんなに面白いことができるのかと、科学が少し身近に感じられました。

映画では、考えさせられることがたくさんありました。 

 体験型だったので、楽しんでみることができた。自然現象の再現やものの運動のようすの実験などのゾーンは、イ

ンパクトのあるものが多かった。また、IMAXでは、大スクリーンが迫力があって楽しめた。 

 サイエンスミューゼウムは日本にある科学技術館と似たようなところがあり、事象を実際に体験して考えることが

できる、とても興味深く、面白い施設だった。満喫しきれず、残念。せめてあと 2時間はいたかった。 

 サイエンスミューゼウムは本当に感動しました。なにより楽しかったです。ほとんどの展示を棚橋くんとまわった

のですが、彼と一緒にいたので英語がわかったというのが楽しめた要因の一つですが、模型など見ても楽しいもの

ばかりでした。体験型のものも多く、楽しみながらサイエンス関連のことを学べるというのは印象にも残り良かっ

たです。回る時間も十分にあったので調度いいとおもいました。 

 日本語の説明は心強かった。たのしかった。 

 視覚的なトリックにはまってしまいました。 

 サイエンスセンターはテーマごとに分かれていて、施設の中ではボタンを押したら物が浮き上がったり、ひっくり

返したら違う見え方になったりと飽きずに楽しめるようになっていた。また、子どもから大人までが楽しめるよう

工夫してあり、先生と砂鉄が踊る姿に爆笑していたのが楽しい思い出になった。今回はすべてを見ることができな

かったのでこのセンターだけで１日過ごしても良いと思った。 
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28．4日目午後、自由時間に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

29．4日目夜、Farewell Party に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

30．全体の内容として他に盛り込んでほしかったもの、不要だと思われるものを書いてください。 

 NJCの授業を実際に受けてみたかった。 

 全体的にもっと時間の余裕が欲しかった。1つか 2つくらい英語のレクチャーも受けてみたかった。 

 host  family との時間がもう少し欲しかったような気がします。 

 盛り込んでほしかったもの・共同研究班がプレゼンする時間・ホームスティが一泊になってしまったことが残念だ

った。不要だと思われるもの・ショッピングセンターを回った時間（4日目午後） 

 全体的にとても充実していたがそれゆえ時間が足りなかった。一つ一つをさらに充実させるには、いくつかプログ

ラムを減らす必要があると思う。動物園訪問があるので、バードパーク訪問はいらないのではないか、また、Marina 

Barrage訪問もいらないのではないかと感じた。その分の時間を、特にホームステイの時間にあててほしい。 

 ブキティマの散策と動物園が一緒だったのはすごく疲れました。ナイトサファリの頃にはヘトヘトで最後の力を振

り絞って！みたいな感じだったので、日程の配慮をもう少ししてもらえたらよかったなと思いました。 

 不要なものはなかった気がするが、全体的に予定を詰めすぎているので、もうちょっとゆっくりさせてほしい。 

 マーライオンを見れる企画が欲しかったです。 

 今回は NJC側も春休みだったので学校との交流が少なかったのも仕方がないような気がしたが、できれば NJCの生

徒と共に行えるプロジェクトがもっとあれば良かったなという思いはあった。お茶のプロジェクトでは最終的に抗

菌作用があったのかどうかまで見ることができず、中途半端な状態で終わってしまったように思えた。 

 

31．その他、上記に書けなかった内容があったら書いてください。 

 ホームスティの時間をもっと長くしてほしかった。ホストファミリーとの合流をもう少し早い時間にして、翌日の

集合時間も夕方などの遅い時間にして、せっかくの機会をもっと楽しみたかった。時間があったら観覧車や買い物、

観光など、まだまだしたいことがたくさんあったし、なによりホストファミリーの家族の皆さんともっとたくさん

交流をして仲良くなりたかった。限られた時間の中でこんなにたくさんの予定を入れるのは大変だとは思うが、全

体的に時間が足りなかったというのが率直な意見。また、2日目のスケジュールが少しハードだったように感じた。

全体として、すごくいい研修だった。本当に参加させてもらえてよかったと思っている。2度の小笠原研修で得た

経験とはまた違い、今回は国際的な交流を通して自分を見つめることができた。また、今回の出会いを大切にして、

これからも NJCの生徒さん、特にホストをしてくださったステファニーとの情報交換を続けていきたい。 

 私たちが安全に楽しく行って来られるように考えてくださった先生方ありがとうございました。本当に良い経験が

でき、楽しかったです。また、行きたいです。 

 私の不注意のせいで風邪をひき、声が枯れてしまい、先生には大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。

シンガポールでは、通行人がとても国際的だったこと、普通に売られている日本食品が多かったことなど体験しな

ければわからないシンガポール文化が多く、また、学生たちとも親しくなれ、様々な話をすることができ、この研

修に参加できて、本当に良かったと思います。英語学習に対する意欲も増し、シンガポールのニュースなどは身近

な問題として捉えられるようになりました。このような機会を与えていただき、どうもありがとうございました。

とても勉強になりました。 

 全体を通してこの研修はほんとうに楽しかったです。観たもの触ったもの食べたもの全部が興味深くて、こんなに

充実した一週間そうそうないだろうと思いました。なにより、メンバーに恵まれて先生にも恵まれて、しつこいよ

うですが、本当に楽しめました。先生が夜出歩くのを許してくれたので、なかなか体験できないような夜のシンガ

ポールの感じも知ることができて良かったです。どのような点がよかったのかと訊かれてしまうと答えられないの

ですが、確実に私の感性のようなものに影響があったと思っています。怖い経験をしたわけではないですが、知ら

ない土地がどれだけ怖いのか、普段どれだけ守られた暮らしをしているのか痛感しました。ほんとうにこの研修に

参加できてよかったです。 

 帰国子女の子がいると安心する反面頼りすぎてしまいました。また自分が研究に対する話し合いなどに積極的に参

加をしたかったです。そのためには英語の問題と、知識の無さを改善しなければならないと思いました。 

 

（イ）NJC-Waseda Exchange Programme（11/6～11） 

毎年恒例の NJC-Waseda Exchange Programme を 11 月 6 日（土）～11 日（木）の日程で行った。経過の概要を

以下に述べる。 

 

11 月 6 日（土） 

20:24 RSSF（立命館スーパーサイエンスフェア）に参加した学院生 5 名とともに NJC 生徒 3 名教員 1 名が東京駅に新幹線

で到着。NJC 諸君は学院生と別れ、宿舎の代々木オリンピック青少年センターへ向かう。 

11 月 7 日（日） 

10:17 京成成田駅でこの日の朝成田へ到着したグループ 11 名と教員 1 名を出迎え、まず駐車場のバスに荷物を積み込む。
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学院生、NJC 生徒を 3 グループに分け、学院生がバディとなって案内するように指示をする。 

11:00 国立科学博物館見学。 

13:15 お台場の科学未来館へ向けて出発。 

14:00 科学未来館着、見学。 

18:00 チェックインの後、全員で新宿に出てグループ毎に夕食。 

19:30 新宿駅南口前に集合し、ここで本庄学院生は帰宅。NJC 諸君はオリンピックセンターへ戻る。 

11 月 8 日（月） 

10:45 長瀞船着き場着。ここで、長瀞の浸食地形について解説。シンガポールでは川はすべて護岸工事され柵に守られて

おり、中に入ることはできない。昨年も感じたが、このような川の光景は彼らにとって本当に珍しく感じるようである。

船に乗る前に川に石を投げ、“水切り”に興じている。 

13:30 神泉のヤマキ醸造到着。豆腐作りのワークショップと工場見学。この後醤油の醸造過程を、モデルを使って解説。

醤油・味噌の醸造過程、豆腐工場の見学。 

15:30 本庄学院到着。ホストファミリー生徒との対面。オリエンテーション。その後、NJC 生徒はホストファミリー宅へ。 

11 月 9 日（火） 

9:00 NJC 生徒教員とも会議室集合。本庄学院とキャンパスについての簡単な説明の後、キャンパスツアー。大隈重信像→

窯→図書館→テニスコート→サッカー場→古墳群→陸上競技場脇のけもの道→校舎、のコース。日本の紅葉が珍しいらし

く（赤道直下では台風などの強風が無く成長が早いため、樹木がすべて巨大で紅葉しない）、特にテニスコート脇の土手

にあるモミジの木のところでは、一生懸命葉や実を集めている。聞くと「本の栞にする」という。生物教師である Lee 先

生が、特に実の形状（羽子板の羽の様な形）の理由について説明している。また、ドングリやイガの付いた栗の実にもと

ても興味を示していて、帽子のついたままのドングリの実を一生懸命探している（少々季節が遅い）。 

11:10 3 年選択科目「農業と環境」参加。最初、教室で自己紹介と講義。その後テニスコート脇の畑で野菜の収穫。 

13:40 バディとの昼食の後、女子は 1 年女子の体育（テニス）に合流。男子は 5 時限目 2 年物理、6 時限目 2 年数学に参加。 

16:00 SSH 部員と共同研究に関するミーティング。 

17:30 NJC 生徒はホストファミリーと帰宅。教員は市内レストランで歓迎夕食会。 

11 月 10 日（水） 

9:00 会議室集合。川観測用胴長・タモ網・パッチテスト・GO メータ等準備。最初に、男掘川の新幹線駅近くのポイント

で水質調査と河川生物調査開始。河川調査で普段お世話になっている NPO 理事が駆けつけて下さった。理事に、NJC 教員

へ河川環境保全活動の説明を英語でしてもらう。NJC 生徒たちは学院生の指導を受けながら行動している。たまに入る小

魚以外は殆ど収穫なし。新幹線駅周辺のエリアは、駅周辺工事に伴い何度も河川路の変更がされており、現在直線化され

ている。植物も十分に生息しておらず、淀みもなく流れが速いため、見た目にもあまりいい生物環境とはいえない。この

後、比較的生物環境の良い、学院キャンパス丘陵地の西側脇ポイントへ移動する。男堀川は農業用水路として女掘川を分

水しているため、護岸が固められている。しかし、このエリアは分水工事後長く工事がなされていないため、アシや水草

も多く、淀みもあり生物環境としては比較的良い。見た目にもザリガニなどの存在が確認できる。NJC 生徒たちの網の使

い方もだいぶ良くなり、しかもポイントが変わったため、色々な生物が網に入る。ザリガニやドジョウ、オイカワなどを

見つける度に歓声を上げ、他の友達に見せて喜んでいる。あらかじめ配布している河川生物と水質の対応表（英語）に照

らし合わせ、確認している。 

12:00 学院長・教務・教員との歓迎昼食会。 

13:30 夕方からの Farewell Party の食材を買うため、スーパーマーケットへ向かう。 

15:30 学院家庭科室で調理開始。NJC 生徒はシンガポール料理に取り掛かる。「飛び入りで参加してもいいですか？」と

いう生徒も 10 名ほど来て、当初の予想より大人数で賑やかになる。日本側はチラシ寿司。学院生と NJC、ごちゃ混ぜにな

って両国の料理に取り組む。 

17:30 着物に着替えた茶道部員 8 名が道具とお菓子を持って登場する。18 時頃茶道部部長吉田による英語での茶道と学院

オリジナルお菓子の説明の後、お茶が配られる。その後、カレーやチキンライス、デザートなど、出来次第食べながら、

18:40 に閉会式。3 年向畑の挨拶の後、NJC 生徒による踊りのパフォーマンス双方のプレゼント交換で終了。 

19:30 NJC の諸君は、ホテルバスに乗り込みホテルへ移動、チェックイン。 

11 月 11 日（木） 

10:45 早稲田大学キャンパスツアー、施設研究室等見学 

12:30 皇居東御苑へ向けて出発 

14:00 東御苑で都内植物・鳥類の観察 

16:30 成田空港着、見送り 
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このことに先立ち、2 回のテレビ会議が行われている。昨年から開始した本庄市・大学院と連携した川研究

プロジェクト、シンガポールでも水の自給政策を通し水環境を考える世論が高まっていることなどを考え、本

庄での Exchange Programme は昨年今年と河川環境を主体としたものにした。 

 

（ウ）RSSF(Rits International Science Fair)における共同研究発表16 

11月 2日（火）～11月 7日（日）の日程で開催された、立命館高校主催 RSSF（於立命館大学琵琶湖草津キ

ャンパス）のオーラルプレゼンテーションにおいて 1年女子が NJC生徒と一緒に共同研究成果を「茶の抗菌作

用」というテーマで発表した。 

 

②台湾との連携 

（ア）国立台中第一高級中学との交流 

例年修学旅行を利用して高瞻クラス約60名が来校している台中一中は、日本への修学旅行を2年おきに変更し

たことにより、2010年度の訪問が無く、交流活動はなかった。 

  

（イ）Innovative Design Competition Using High Temperature Superconductor for Magnetic Levitation2009

参加および国立鳳新高級中学との交流 

 この大会は、国家行政院科学委員会・国立成功大学などが主催し行われているもので、今年で8回目になる。

台湾全土の高校生を対象とし、高温超電導現象の道具・機器への応用のアイデアを問うコンテストである。本

庄学院は2007年度より唯一海外校として招待を受けており、2007年度より参加している。会場は例年高雄市科

学工芸館である。このコンペ参加は、国立鳳新高級中学との交流の場ともなっている。 

 

 2009年度コンペは3月11日（木）～15日（月）に開催された。参加者は1年男子2名、2年男子1名、引率教員2

名である。以下に会の様子を述べる。 

 

3月11日（木） 

10:30 高雄国際空港到着。空港で生徒のホームスティを引き受けてくれた鳳新高級中学ホストとバディ、先生達の出迎え

を受ける。生徒はこのままホスト宅へ。 

3月12日（金） 

午前中はこのコンペが縁で交流が始まった鳳新中学へ。 

7:40 朝礼。最初校長の挨拶、次に求められ本庄学院教員2名が挨拶を行った。その後、生徒が作成した学校のプロモーシ

ョンビデオの紹介があった。記念撮影の後、校長室で校長から生徒全員記念品をいただく。その後、校長室で女子生徒3名

による学校紹介のプレゼンテーション。2時限目美術・3時限目英語の授業参加。 

11:00 生徒と教員1名は、今年初めて招待を受けた枋寮高級中学へ移動。 

12:00 枋寮高級中学到着。校内で昼食。枋寮は高雄から台湾南端の懇丁国立公園へ向かう丁度中間点にある海岸端の小さ

な街である。丁度この日は体育祭であった。 

3月13日（土） 

午前中は、明日のコンペの準備でブースを組み立てる。 

9:30 国立高雄科学工芸館集合。理屈の説明と学校紹介のポスターを貼り、デモンストレーション用超電導スピーカを組み

立てる。このスピーカは音響工学が専門の山﨑学院長の指導の元、生徒たちが改良のアイデアを出し合い作りだしたもので

ある。特徴は通常のダイナミックスピーカでコーン紙を固定する部分にあるダンパーがない点で、このことによりダンパー

の振動で消費されるエネルギーのロスがないため、音源の電気エネルギーを効率よく音エネルギーに変換できると考えた点

である。通常のスピーカではコーン紙の裏に磁石がありそれを取り巻くようにコイルが置かれている。当初はこの形でコイ

ルに対し垂直に超電導物質を置いたのであるが、音が大きくできなかった。コイルに発生する磁力線とピン止め効果の方向

を考えながら、超電導体をスピーカに対して平行に置いたところが工夫のポイントである。 

3月14日（日） 

9:00 準備のため国立高雄科学工芸博物館集合、10:00まで準備。準備中、2日前に訪問した枋寮の生徒が応援に来てくれた。

合間を見て2回、プレゼンテーションのリハーサルを、時間を測りながら行う。 

10:00 博物館のオープンとともにお客さんがやってくる。日本語で質問してくる市民の方が多いことに驚く。時折、コン

                                                                 
16 39ｐ参照 
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ペ役員の先生が来て英語で質問しているが、生徒たちはてきぱき答えている。ざっと回ってみてみると、本庄学院が初めて

参加した一昨年よりデモンストレーションのセットが大きく立派になっていることに気がついた。しかし、超電導の「浮遊」

という現象を使っただけの実用的と思えないものが多い。“回転ずし”や“浮遊して走る自動車”は、さすがに今回はなか

ったが、もっと実生活に活かせる技術の可能性を突き詰めた方がいいように思われる。生徒たちは、説明の合間を見てプレ

ゼンテーションの英語練習をしている。 

11:45 ランチボックスによる昼食、急いですませて13:00からのプレゼンテーションの準備をする。しかし、今まで調子よ

く行えていたデモンストレーションがうまくいかない。原因は、一旦超電導体が常温になり、昼食後改めて液体窒素で冷や

したところ、ネオジム磁石との間で“ピン止め”で固定される距離がうまく定まらないためであった。あわてているうちに

プレゼンテーション開始の13:00になってしまう。成功大学陳教授の紹介でプレゼン開始。最初、超電導スピーカの理論と

この形状に至るまでの試行錯誤の状況を説明する。その間にも、デモンストレーションの準備を進めている。10分の説明の

ち、「その結果がこのスピーカです」とデモンストレーション担当へ振った。さて、ちゃんと鳴ってくれるのか？しーんと

なった会場にかすかに響くビートルズの”All needed is Love”。陳先生がマイクをスピーカに向けるとよく低音が響いて

いる。その瞬間、会場から大きな拍手が起こった。その後、現在の問題点と今後の展望を話し、15分のプレゼンテーション

が終わった。大きな仕事が終わったので午後は一転、くつろいだ雰囲気になった。枋寮の生徒に加え、鳳新の生徒もたくさ

ん駆けつけてくれた。 

15:30 表彰式。特別賞・銅賞・銀賞・金賞の発表の合間に、本庄学院が呼ばれ全員に対し「台日交流推奨賞」の盾をいた

だいた。陳教授の講評の後、生徒と教員一人一人にスピーチの時間が与えられた。金賞は台中の明道中学であった。 

16:30 博物館のオフィスで、館側から記念品が授与された。その後Farewell Partyの会場へ移動。別れ際、陳教授から生

徒たちの研究に対し評価と激励の言葉をいただいた。 

3月15日（月） 

13:00 成田空港着。解散 

 

例年3月に参加している本コンペティションは、2011年7月に延期する旨の連絡があった。 

 

このコンペ時に学校訪問・授業交流・ホームスティでお世話になっている国立鳳新高級中学の高瞻クラス30

名が、初めて修学旅行時に来校した（10月30日（土）本庄学院は文化祭初日）。生憎、台風が関東を直撃して

おり、風雨により文化祭は楽しめなかったが、教員間の交流と情報交換をすることができた。 

 

（ウ）台湾高瞻計画・日本SSH計画科学教育交流 

2008年2009年台湾側の招待により本庄学院は「台湾高瞻計画(HSP）・日本SSH計画科学教育交流シンポジウム」

に2回とも参加している。この会をScience Education Exchange Symposium2010(SEES)と名付け、今年はSSH校

である静岡北高を会場として8月に開催された。 

 

このシンポジウムに先立ち、この両校と台湾側との事前協議を目的として5月末台北を訪問した。事務協議の

他、台湾側の計らいで台北市高瞻計画校2校と生徒交流できることとなった。本庄学院からは2年女子1名男子2

名、教員2名が参加した。静岡北からは生徒3名教員3名が参加した。 

 

5月30日（日）  

翌日の便が早いため成田ホテル前泊。9:00からミーティング。生徒3名は明後日以降2回の研究発表プレゼンテーションを控

えているため、リハーサル。 

5月31日（月） 

9:20成田空港発→13:50桃園国際空港。宿泊先のホテルへ。到着後、教員はホテル会議室で台湾側HSP主任の張先生、黄先生、

建国中学・麗山中学教員とシンポジウムの内容に関するミーティング。特に評価方法とコンペティションの課題について意

見を出し合う。生徒はガイドと故宮博物院見学。 

17:30 ミーティング終了後生徒と合流し夕食。ホテルに戻ってからミーティング。 

6月1日（火）  

8:20ホテルロビー集合、地下鉄で移動。8:50中山紀念堂に近い建国高級中学に到着。 

9:30 各自15分の生徒プレゼンテーション開始。本庄学院からは「河川環境が与える水生生物へのストレス研究」「超電導

現象を利用したスピーカの制作」「ルビーの合成」の発表を行った。同時に、夏のシンポジウムへ向けての評価方法の検討

材料として、参加者全員が共通の評価シートで評価を行った。昼食時に聞いた話であるが、台湾ではHSP校の数校について
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は国の指導で特に大学を指定し、研究の協力体制のバックアップを強化しているとのことであった。建国の指導大学は台湾

大学である。建国の研究内容のレベルはとても高く、改めて大学の協力体制の強さが感じられた。特に、Zebra-fishのタン

パク質変化を利用した魚のストレス分析の発表は素晴らしいものであった。 

12:00 会議室で昼食会。記念品の交換の後、教員は学校の歴史史料室見学。 

14:00 コンピュータ室で授業交流。日台混合チームを3つ作り、与えられた数学パズルを解き、気がついたことをチーム毎

にプレゼンテーションするという内容であった。1時間ほど実習をした後、プレゼンテーションが行われた。最初の2チーム

は「こんな風にして解いた」と、実際の解決手順を報告しただけであったが、最後のチームの建国生が「第nステップ目で

コマを動かす回数をa(n)とすると、a(n+2)=a(n+1)+2a(n)+1という関係があるのではないか？」と指摘した。これは素晴ら

しいことで、このことによりパズルのコマの数が多くなっても何回の作業で終えられるかということがすぐに計算できてし

まう。与えられた問題の解決に満足していてはその場限りのことで終わってしまうが、このように法則を発見し一般化する

ことにより多様な場合への適用が可能になる。最後に指導教師がこの漸化式の一般項の計算の仕方を説明し、交流授業は終

了した。 

15:30 視聴覚室で閉会式。参加校代表が各自挨拶をし、記念撮影をしてこの日の交流は16:30に終了した。 

20:30 ミーティング。今日のプレゼンテーションの反省を含め、明日に向けてのリハーサル。 

6月2日（水） 

7:50ホテルロビー集合、地下鉄で移動。8:50麗山高級中学に到着。1993年創立というこの学校は、昨日とはうってかわって

新しく、傾斜を贅沢に利用して校舎が建てられているため、校門から見上げるととても奥深く見える。昨日の建国は全校生

徒3900名であったが、ここは全校900名で33クラス、1クラス30名弱である。しかも校舎が広く教員が多いため、例えば理科

では物化生地それぞれに建物の１フロアー、実験室３つに教室３つが割り当てられている。 

9:30 生徒プレゼンテーション開始。昨日の建国の発表に比べると、麗山のものは身近なテーマでわかりやすい。 

12:30 昼食に入る前に、午後の課題の説明がなされた。課題は、日台混合の3チームに対し、「未来のエコハウスを作れ」

というものであった。実際にモデルを作るために、バルサ材・カッター・厚紙・テープなどの工作道具に加えてソーラーパ

ネルも入っていた。温度対策・エネルギー節約などについてはちゃんとデータを示すよう、PC(Excel）の他、温度計やテス

ター、電球等が配布された。課題中は、チーム毎にディスカッションをし、どのようなエコハウスにするかが検討された。

設計方針が決まったチームは、バルサ材を切り、建築にとりかかる。一方、同時にプレゼンテーション用の紙にポリシーや

使用する技術を書き込んでいく。 

16:00 作品発表。結局、工作に時間を費やし、実際のデータを取る時間がなかったたため、作品と考えたポリシーの発表

だけにとどまった。高床や屋上庭園・室内庭園、屋根のソーラーパネルなど、現在の住宅の考えを踏襲し、アイデアにダイ

ナミックさがなかったのが少々残念であった。しかし、生徒たちがなんとか意見交換をしながら楽しそうに作っている姿は

「いかにも国際交流」という感じでほほえましかった。 

16:30 閉会式。陳校長から「最も大きな困難はなんでしたか？」という質問があり学院生が「コミュニケーション」と答

えた。司会の張教頭先生が「それぞれのチームはコミュニケーションの壁をどう克服しましたか？」という質問を３つのチ

ームへ振った。「役割分担がうまくいった」「彼のリーダーシップ」などの回答が寄せられた。30分程度の短い懇談ではあ

ったが、張先生の進行のうまさもあり、生徒たちの率直な感想が寄せられたいい時間であった。 

18:00 夕食 、ホテル到着後ミーティング。それぞれにこの研修で感じたことを話してもらう。 

6月3日（木） 

13:00離陸→17:00成田空港、静岡北の校長先生からお言葉をいただいて解散。 

 

生徒たちは、最後のミーティングでこの研修で感じたこととして“英語力”と“研究不足”を挙げていた。

研究内容については、台湾および静岡北に比較して活動にかけた時間が比較にならないため、データ量や考察

の深さが明確に違っていた。これは今後深化させるしかない。逆に言うと、あのレベルまでデータ量を上げな

いと同じ土俵に立てない、ということが分かったことが収穫だった。 

英語力に関しては、日本の両校ともプレゼンテーションはなんとかこなしても質疑には明らかな困難があっ

た。台湾側には全体として高い英語力を感じたが、それでもよく見ると発表者によって多少差がある。日本と

同じ英語を母語としない国であり、この差には台湾の生徒たちの英語力の向上過程が映し出されているように

思われた。日本側参加生徒 6 名には、この苦い経験を踏まえ、英語力向上への新たなモチベーションにしてほ

しい。 

 
参考：台湾「SEESに先立つ研修」アンケート（回収全 3名、全意見） 

１．学年・クラス・氏名 
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２．このプログラムに応募した理由 

 私の研究は一度も海外研修に参加したことがなかったのと、体育祭とかぶることから応募者が多くなかったため確実

に行けると思ったから。 

 SSH プログラム「川再生プロジェクト」に参加しており、SSH 担当の先生から台湾研修の話を聞き参加しようと思っ

た。 

 自分の研究を英語で発表することや台湾の生徒のプレゼンを見ること、台湾の生徒との交流を通して、実際に英語を

使う経験をもちたいから、課題点を見つけ、これからの研究や英語学習に役立てたいから。 

 

３．このプログラム全体（事前学習も含む）を通した印象は 

①すごく楽しかった ②楽しかった ③どちらでもない ④楽しくなかった ⑤時間の無駄だった 

2 1 ０ ０ ０ 

 

４．次回、このプログラムの募集があれば 

①絶対参加する ②参加したい ③どちらでもない ④参加しない ⑤決して参加しない 

3 0 ０ ０ ０ 

 

５．このプログラム全体を通し、参加以前と比べ台湾という国家への印象は 

①非常に好印象 ②好印象 ③どちらでもない ④印象が悪い ⑤二度と行かない 

1 2 ０ ０ ０ 

 

６．このプログラム全体を通し、参加以前と比べ台湾という国家に対する理解は 

①大変深まった ②深まった ③変わらない 

0 3 ０ 

 

７．このプログラム全体を通し、参加以前と比べあなたの英語力はどのような力が高まりましたか？ 

 分からないことを恐れずに積極的に話す力、質問する力。 

 この研修に向けて発表の原稿作りや、丁寧な質疑応答練習などで言語能力は上がったと思う。また、多くの英語スピー

チを聞けることによりリスニング力が上がった。また会話の中でどうしても伝えたい単語などはすぐ覚えられ単語力

も上がったと思う。 

 英語を話すことに対する抵抗感がなくなった。 

 

８．このプログラム全体を通し、参加以前と比べあなたの科学的理解は 

①大変高まった ②高まった ③変わらない 

0 1 2 

①②と答えた方へ聞きます。それは具体的にどのような力ですか？ 

 第二言語での発表だったのでとても細かいところ等は理解できない部分があった。また、研究についての発表なので

専門用語が多くその単語の意味がわからなくて理解に苦しんだ。しかし、台湾の学生の考え方や他校の人の考え方な

ど、幅広い視野で研究をしていることがわかった。自分の研究にもアドバイスをして頂き、自分の発想では思い浮か

ばないものもあったので、そこは良かったと思う。科学的理解も研修前よりは上がり、さまざまな視点から研究を見

るということを学んだ。 

 

９．上記以外に、あなたがこのプログラムを通して得られた「収穫」はありますか？ 

 他国の人とコミュニケーションする楽しさ 

 コニュニケーション能力の仕方。例えば話の中でわからない単語があったら、絵を描いたりジェスチャーをしたり、

表情を変えたり…さまざまな手段を使ってコミュニケーションは出来るとわかった。また、コミュニケーションとい

うものは、知識は必需品だかそれ以上に、聞こうとする(または伝えようとする)気持ち大切だと強く感じた。また、

外国の文化に触れることが出来たのは、とても貴重な体験だと思う。台湾の伝統的な食事、本場の中華料理を食べら

れたり、故宮博物館に行くことが出来たり私がこの研修で学んだことは、今後の人生の中で絶対に役立つと思う。 

 プレゼンや英語力に関して自分の課題を発見することができた。また台湾人の友達ができた。 

 

10．ホテル生活に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

11．台湾滞在中の NJC側のホスピタリティ（もてなし）に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

12．台湾滞在中の食事に対する感想・意見を書いてください。（回答略） 

 

13．毎晩行ったミーティングの内容や実施形態に関する感想・意見を書いてください。 

 毎日 12 時すぎまで練習して大変だったが、それが自分の力になったと感じることができた。またそれは楽しいもの

でもあったので、いい思い出の１つにもなっている。 
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 実施形態は、問題ないと思う。むしろパソコンまで先生が用意してくれて満足の一言に尽きる。内容も先生が的確に

指導してくれたり、自分で良くしようと試みるような体制が出来ているので良いと思う。 

 先生からその日の反省や明日の概要、すばらしいアドバイスが聞けてためになった。ホテルに帰ってきてすぐにプレ

ゼン練習したので、少し個人練習や訂正する時間が欲しかった。 

 

14．上記以外に、台湾滞在中に違和感や文化の違いを感じた・とまどった事例はありましたか？（回答略） 

 

15．建国中学での研究発表プレゼンテーションに対する感想・意見を書いてください。 

 なるべく原稿を見ないようにしたので、つっかえることが多かった。２日目のプレゼンはもっとスラスラ読めるよう

にしようと思った。 

 スクリーンが大きくマイクが固定されていたため、原稿から目を外してプレゼンする時間が長かったので良かったと

思う。しかし、言いたいことを忘れてしまった時は、しゃべらない時間が少しあったので、そこは改善するべきとこ

ろだと思う。体を使って発表することが出来た。 

 声はよく出ていたが、原稿に目をとられてあまり前を向けなかったり、パワーポイントを指すのに少し間があったり

した。 

 

16．建国中学の研究発表に対する感想・意見を書いてください。 

 研究レベルと英語力の高さに圧倒された。何を言ってるのか分からない研究ばかりだった。 

 台湾の人達は、英語も上手で発音も良くてすごいと思う。しかし、プレゼンを見ていると、話す側と聴く側に小さな

壁を感じた。まずは、聴き手がどのくらいの能力を持っているのかを考えた上で発表するのが望ましいと思った。 

 原稿をしっかりと覚えていて、パワーポイントを手で指したり、聴衆に目を向ける余裕があった。自分のプレゼンよ

り情報量が多かった。自分の英語力不足もあるが、テンポが早くで内容が分からなかった。 

 

17．建国中学訪問午後の課題研究に対する感想・意見を書いてください。 

 やり方が分かり解くことはできたが、英語での説明が分からず、プレゼンで話すことができなかった。題材としては

面白かったと思う。 

 内容が難しかった。台湾の学生は答えをあらかじめ知っている人が数名いて、その人を頼りに解決させていってしま

った。しかし、授業で使ったような道具があることを知れて、また頭の運動になったので良かったと思う。 

 パズルゲームから数式を出す、という内容だった。内容があまり理解できず、また相手の生徒はそのパズルをやった

ことがあり、私はパズルの解き方を習うことしかできなかった。。 

 

18．麗山中学での研究発表プレゼンテーションに対する感想・意見を書いてください。 

 １日目よりスラスラ話すことができたが、裏を返せば原稿を見る時間が長かったということ。聴衆を見ないのは、プ

レゼンとしてよくなかったと思う。質問には何とか答えられたので自信がついた。 

 マイクを手で持ち、さらに原稿も持ってしまい、１日目より原稿を読んでしまった部分が多かったと思う。画面を用

いて発表出来たことは良かったことである。しかし、質疑応答では、まともに答えることが出来なかったので課題が

残った。 

 １日目に比べ聴衆に目を向けられていなかったり、声が出てなかったりした。 

 

19．麗山中学の研究発表に対する感想・意見を書いてください。 

 １日目と同じように、研究レベル・英語力ともに高いなと感じた。 

 一日目と比べて違うことは、部屋が明るいこと。明るいので質疑応答などがやりやすく生徒のプレゼンスタイルも麗

山中学のほうが良かったと思う。やはり聴き手の意識をどれだけつかむか重要なので、部屋を明るくして質疑応答が

しやすい環境にすることは大切だと思った。 

 建国中学に比べスピードがゆっくりだったので英語を理解できる部分が少しあった。聴衆をよく見ていた。 

 

20．麗山中学訪問午後の課題研究に対する感想・意見を書いてください。 

 正直、何を作ればいいのかずっと分からなかった。が、麗山中学の生徒が簡単な英語や Google 翻訳を使って説明し

てくれたので、楽しい時間を過ごすことができた。台湾の生徒たちの豊富な知識には驚かされてばかりだった。 

 とても楽しかった。家の作りも考え方が少し違った。日本では、風を通すための窓と言ったら横にある家を思いつく。

しかし台湾の人は、下から上に向かって流れるアイディアを持っていた。そのようなことも知れて良かった。また工

作は、自然と完成したときに達成感が湧いてくる。その作業を行う創造の過程でも仲良くなりやすい。そういった意

味では、創造という作業はとても良かったと思う。また、いつも思うのが、瞬間接着剤についてである。瞬間接着剤

であるので服に付いたらもう落ちない。京都の立命館での活動でも瞬間接着剤によって、学ランをダメにした人を見

た。利便性に優れているが、リスクも少し高いと思った。 

 意志疎通があまりうまくいかなくて、自分がいま何をすべきなのか分からなくなる時があった。台湾の生徒がリーダ

ーシップを取ってくれてなんとか作品を完成できた。 

 

21．その他、上記に書けなかった内容があったら書いてください。 
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 もう少し故宮博物院を見学できる時間がほしかったです… 

 不要だと思うものは特にない。どれも楽しい思い出として残っているのでそう思う。取り入れて欲しかったのは歌(校

歌やその国で有名な音楽)を聴く場面。音楽の文化にも触れてみたかった。 

 この機会をきっかけに台湾の人と友達になりたい。僕が学校で会った人はいい人ばっかりなので是非友達になり、交

流を深めたい。 

 数学演習は難しかったので、頭の体操のような、学校の勉強とはあまり関係のない問題を解いた方がよいと思った。

交流を深めるためにゲームをする時間が欲しかった。 

 

そして8月21日～25日、台湾高瞻計画・日本SSH計画科学教育交流シンポジウム（SEES2010）が静岡県清水市

シーグランデ清水ステーションホテル・静岡北高校を会場に開催された。SEESという略称は、「両国の科学者

の種(Seeds)を発芽させる」にもかけている。 

 参加校は台湾側９校、日本側10校、本庄学院からの参加者は2年女子1名男子2名、引率教師2名である。また、

台湾からの早大大学院留学生で本庄学院数学科非常勤講師とその友人2名が日本語・英語・中国語の教員向け通

訳として協力して下さった。 

 

8月21日（土） 

打ち合わせのため教員1名が先に16:00清水市にある会場のホテルに到着。台湾からの役員・引率教員・生徒たちは静岡理工

科大学キャンパス見学の後、到着。 

8月22日（日） 

10:00 開会式。直前に本庄学院生と教員1名が合流。日台双方からの来賓祝辞。静岡県知事川勝平太氏のスピーチは全くの

台本なし、重要な単語をゆっくりと大きな声で噛みしめるように我々に訴えかける話し方で、わかりやすく、「君たちは未

来の世界の科学技術者のリーダーとなるのであるから、このような場を大事に考え、知識とともにしっかり友情をはぐぐみ

なさい。」というその内容とともに、大変感動的なものであった。 

10:30～11:20 静岡大学熊野善介教授による基調講演。彼は、様々な国の科学教育を調査した結果を含め、日本・台湾と欧

米の科学教育の比較から日台の今後の科学教育は何を重視すべきかを語った。科学教育の要素を6個のドメインに分けたと

き、日台ではView DomainとCreativity Domainの力が欠落しており、ここの補強が課題であるという内容であった。 

12:00～12:50 各校生徒一本の課題研究のプレゼンテーション。参加教員生徒全員が評価シートにより内容や発表技術の評

価を行い、後日その結果により表彰される。4部門に分けた分科会で行われた。物理分科会の最初が本庄学院による高温超

電導現象をスピーカに応用した「Superconductive Speaker」の発表であった。その後、昼食をはさんで台湾・日本と交互

に6本の発表が行われた。総じて、台湾側の方が英語が流暢である。特に質疑においてはやはり日本側と差が大きい。生徒

において質問したのは、すべて台湾側からであった。この物理分科会では質疑がおおむね平穏で少なかったが、他の分科会

では教員側からかなり厳しい質問や意見が出されて生徒が答えに窮する場面も多かったらしい。反面、スライドデザインは

概ね日本側の方が見やすく構成されている印象を得た。このような研究発表の場が増えたせいか、スライド技術は数年前に

比べ、格段にレベルが上がっている。 

15:30～18:30 ポスターセッション。各校が研究発表のポスターを掲示する。これも参加者全員が評価シートで評価を行い、

後日表彰される。 

19:00～21:00 Dinner Party。  

8月23日（月） 

8:30 体育館でコンペティションの課題の発表があった後、台湾・日本生徒4名による19チームに分けられ、それぞれの作

業教室へ移動。課題は「与えられた材料で『輪ゴムを動力として10メートルで3分以内でぴたりと止まる“車”を作れ。た

だし、道路の幅は2メートルでそこからはみ出てはいけない。」というものであった。昼食と夕食をはさんで、20時まで行

われる。 

9:30 それぞれの教室で自己紹介の後、課題に取り組む。教員は10時からワークショップ。最近のこのような催しでは、教

員も楽をしてはいられない（数年前までは、教員は生徒の活動を見ていればそれで済んでいた）。今日は、日台両国の学校

による事例報告と質疑。 

16:30 中庭で生徒パフォーマンス。 

8月24日（火） 

8:30 体育館でこの日の日程の説明の後、生徒は昨日の作業の続き。教員は5つの分科会に分かれて教材研究のWorkshop。

各分科会毎に2つの実践報告とディスカッション。 

12:30～13:30 生徒は完成に向けて作業の最終工程。教員は今回のシンポジウムに対する意見交換を行う。 

13:30～14:30 生徒作品のデモンストレーション。3回のトライアルで一番いい成績をとるというルール。見ていると自動

車タイプのものがすべてであった（課題には“自動車を作れ”とは書いていないが。ただし“飛ばす”場合には「3回以上
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着地すること」という条件がある）。車輪として使えそうな材料がCD、扉車（引き戸の下につける車）、与えられた発泡ス

チロールで作ったもの、しかないので、しっかり堅牢に作っていないチームでは車輪がぶれて方向性が定まらず、幅2メー

トルのレーンから外れてファールになる作品も多い。ゴム動力をいかに使うか、という面ではゴムをねじってその動力を車

輪に伝えるというチームが殆どであったが、19チーム中2チームがゴムで打ち出すという“パチンコ方式”を採用していた。

10メートルの長さで如何に停めるか？という点では、殆どがゴムのねじり回数や引き加減で調整する、という“経験がもの

をいう”タイプであったが、2チームは材料として与えられているタコ糸で距離を制御するというアイデアを用いていて驚

かされた。簡単に言うと、走り始めてから車内で10メートルの糸を車軸で巻き取るようにさせれば、糸を巻けなくなったと

きに停まることになる（実際には、車軸で巻き取る太さが巻き取る毎に太くなるため、そんなに単純ではないが）。特に、

１つのチームは10メートルを超した場合、戻る、という機能まで付けられていて、方向性も良く、その距離感の安定性は卓

越していた。予選で成績の良かった8チームが決勝に進んだ。この中に本庄学院の２チームが含まれている。ここでは、2回

のトライアルのうち一番いい成績を出したものが優勝となる。結果として、その安定性から間違いなく優勝という下馬評の

高かった、先に述べた“距離制御方式”を用いたチームが3位（予選ではかなりいい成績であったが、決勝に入ってブレが

大きくなったのが悔やまれる）であり、2位・1位は“経験がものをいう”タイプのチームであった。1位は早大本庄・台北

麗山中学・静岡北のチームであった。3位までのチームは、どのような工夫をしたのか？についてプレゼンテーションを行

った。この上位2チームの良かったところは方向が安定していることであり、そのため回数を追うごとにゴムの微妙な巻き

数についての経験を増やしていったところが勝因だったといえる。 

14:30～15:30 Closing Ceremony。コンペティション・プレゼンテーション・ポスターセッションにおける3位までの表彰

の後、静岡北校長の挨拶が行われた。その後、各校教員生徒1名ずつのスピーチが求められた。記念撮影の後、解散。 

21:00 通訳たちも加わってミーティング。各自得たもの・反省点・シンポジウムの改善点などの意見を述べる。 

8月25日（水） 

8:15 工場見学に向けて出発。本庄学院はプラモデルやラジコン・ミニ四駆で有名なTAMIYAへ向かう。 

9:00～11:00 到着後、最初にホールで会社の概要・歴史に関するビデオ紹介。その後、ガイドの案内で製造工程・作品展

示室などを2グループで回る。 

11:30 静岡駅前で本庄学院は降りて、台湾生徒・教員とお別れ。この後彼らは名古屋大学見学の後帰路につく。我々はこ

の後、静岡駅前にある静岡科学館「る・く・る」見学。 

13:00 静岡駅ビルで昼食の後、解散。 

 

 台湾建国 100 周年記念事業として両国の科学教育振興のため、3/25（金）～31（木）High Scope Programme 

Conference on Asia-Pacific Science Education2011（台北）が開催された。教員の科学教育に関するオーラ

ルプレゼンテーション 1本、生徒研究発表 1本と高瞻計画校 2 校との交流活動17を行った。 

 

日程 

3月25日（金）出国 

3月26日（土）午前：日本生徒の研究発表、午後：故宮博物院見学 

3月27日（日）午前：Taipei International Flora Exposition2010見学、午後：鶯歌陶磁博物館見学 

3月28日（月）～29日（火）High Scope Program Conference on Asia-Pacific Science Education 

3月30日（水）午前：麗山高級中学（台北）視察、午後：蘭陽女子中学（宜 

3月31日（木）帰国 

 

2.4.4 その他の連携プログラム 

① 原子力・エネルギープログラム 

（ア）課外講義（9/29（火）16:30 - 18:30） 

講師：電力中央研究所 中岡章 氏 

タイトル：自然エネルギーの地球環境への影響 

内容：昨今注目を集めている発電法として、風力・地熱等の自然エネルギーを用いたものがある。これらの発

電は、自然エネルギー発電と呼ばれているが、それらを利用した際に地球環境へどのような影響が出るか、と

いうことについてはよく知られていない。そこで、この問題について、詳しく話していただいた。世界のエネ

ルギー資源別供給量やCO2排出量の国際比較について話していただいたのち、太陽エネルギー、風力発電、バイ

オマスエネルギー、波力発電、海洋エネルギー、地熱発電などについてお話いただいた。 

                                                                 
17 東北関東大震災のため生徒派遣は直前で断念 
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（イ）施設見学（10/14（水）15：30～18：50） 

訪問した施設：高崎量子応用研究所（群馬県高崎市） 

見学した内容：放射線の有効利用の在り方について研究している高崎量子応用研究所を訪問した。施設の方の

案内により、まず展示館「サイエンスプラザ」を見学した。次に、コバルト60照射施設を見学した。この施設

では、ジャガイモの芽止めをするために放射線を用いる、という技術を開発している。次に、電子線を照射す

る際の加速器を見学した。生徒たちは初めて見る大型の加速器に目を奪われていた。 

 

② 2010年度海洋研究開発機構(JAMSTEC)研修（12月21日(月)～22日(火)） 

 JAMSTEC研修は、2002年のSSH指定以来継続しているプログラムであり、校内でも恒例行事化し、参加希望者

も年々増加している。 

(ア) 場所 独立行政法人 海洋研究開発機構 JAMSTEC 

(イ) 参加生徒 1年男子2女子7、2年男子5、3年男子6女子1、合計20名 

(ウ) 研修内容 

体験学習の引率としてJAMSTEC に訪問し、施設見学や講義、体験活動に参加させて頂いた。この体験プログ

ラムの素晴らしいことは、体験活動が主となり、高校生が楽しく学べるものであると改めて感じた。 

体験活動は、主に、4気圧の体験と、ダイビング体験である。それをもとにして、実際に潜水士として活動さ

れていた方、研究者、技術者の方々の講義があり、また、実際に使われてきた船舶の模型などの説明が組まれ

ており、充実したプログラムであったと思う。 

講義としては、実際の潜水士の方の経験などを聞くことができる貴重な経験となったのではないかと思う。

また、物理を学習していない学年の生徒のために噛み砕いて講義していただき、多くの生徒が理解に苦しまず

に学習できたのではないかと思う。また、体験活動を通して、講義して頂いた内容を深く学ぶことができたの

ではないだろうか。 

4気圧の体験では、テニスボールとボールが入らない口径の瓶を用意して体験に臨んだ。４気圧になるとボー

ルがへこみ、瓶の中へ入れることができる。口頭で説明したら分かることでも、実際の体験をしてみて感動す

る様子であった。また、声が高さの変化や、風船の容量が変化する減少を体感し、楽しみながら理解を深めら

れたと思う。また、思いっきり振ったコーラを持ち込んだ生徒は、４気圧で開栓したらどうなるかの実験をし

ていたが、理解している生徒とどうなるか分からない生徒の反応が違い面白かった。気圧が高く振っても溢れ

てこない状態をみて、拍子抜けしたような表情を浮かべている生徒もいた。 

ダイビング体験では、初めての生徒が多かったにもかかわらず、担当者の方の説明を熱心に聞き、取り組ん

でいたように思う。最後の自由時間には、皆が楽しんで学習したことを実践し、楽しくダイビング体験をして

いたように思う。 

高校の教室ではなかなか体験できない内容を組み込み、学習できる機会は数少ない。これはJAMSTECでしか体

験できない内容で、その貴重な機会の１つであると思う。引き続き、こういった学習を続けてほしい。 

 

2.5 本庄高等学院 SSHプロジェクト全体の外部評価 
 従来、運営指導委員会メンバーは早稲田大学教員のみで構成されていた。SSH 再々指定に際し、より広く客

観的な意見を求めるべく、学内指導委員会の他に外部有識者による指導委員会を構成した。議論の詳細は 108

で述べる。 

 

2.6 SSH事業成果の敷衍 

2.6.1 書籍へのまとめ 

SSHの指定校の責任のひとつに教育リソースの公開があると考えている。今回作成した物理の冊子は、本学院

で行われている物理Ⅰ、Ⅱの全授業をまとめたものと、授業をするうえで参考になるかもしれない資料をまと

めたものである。この冊子前半は指導案的な内容を、実際の授業で使いやすいように１ページまたは見開きの

２ページに収めた。また、後半には科学史や参考文献などを列挙した。 

高等学校の物理に関する書籍は生徒用のものは書店でみつけることができるが教師用のものはなかなかみつ

からないのが現状である。この冊子が多くの人の目に触れ、多くの先生方と意見交換を行い物理教育が良い方

向へと発展していくための議論の題材となってくれれば望外の幸である。 
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2.6.2 Web教材の作成 

 成果報告・SSH 部活動の紹介（SSH 部新聞）・特に国際交流を中心とした SSH 活動の紹介にとどまり、教材

ページへ発展することができなかった。 

 

2.6.3 SSHリソースの地域への還元 

①親子スーパーサイエンス教室 

毎年恒例となった親子スーパーサイエンス教室を今年は「良く飛ぶ飛行機を作ろう」「カリンバを鳴らそう」

「偏光の不思議」の内容で7/27（月）、「凧を飛ばそう」「カリンバを鳴らそう」12/3日（日））に開催した。 

また、地域の要請により、「親子理科教室 ～目の錯覚を使ったおもちゃ～」（主催本庄市中央公民館、8/13

（金））、「小学校実験教室」（本庄市上里東小、12/17）「実験教室 ～目の錯覚を使ったおもちゃ～」（群

馬県六合村、12/26（木））を実施した。 

 

②教育リソースの公開の一環としての、公開科学実験教室 

早稲田大学本庄高等学院は10年以上前から本庄市と提携して教育リソースを公開し続けてきている。たとえ

ば本庄市主催の「市民講座」の一貫として「陶芸」「コンピュータ」「語学」等を開講することや、子供向け

実験教室で教育リソースの開放を行ってきている。  

スーパーサイエンスハイスクールに認定された2002年度からは、教員の自己満足の教育をしないためにも

SSHの成果を公開し、広く意見を求めることとした。そのひとつの方法として「SSHプログラムを受けた生徒が

地域のひとたちに教育を還元するシステムをつくること」を念頭に、今までの市民講座の実績ももとにした「ち

びっ子スーパーサイエンススクール」と称する、理数情報科教員＋生徒有志による３日間の講座を開講である。

対象者は小学生から引率のおとなまで幅広く考え、種々の講座を企画した。受講生に対しては、以下の２点の

効果を期待した。 

 科学への興味を喚起する 

 ものつくりの楽しさ面白さ、達成感を経験する 

ちなみに、１講座の時間は１時間30分、各講座で対象学年を決め、親子での参加も促した。以下初年度の講

座名を列挙する。 

「パソコンで見る数学の世界」 「紙飛行機とブーメランの科学」「いろいろな電池の仕組みを知ろう」

「顕微鏡をのぞこう」「パズルで楽しむ科学」「１対１対応の威力と魅力」「雨センサーを作ろう」「表

やグラフにまとめると見やすくなるよ」「残暑見舞いはがきを作ろう」 

初年度は、まだ家庭にコンピュータが普及していなかったため、コンピュータ関連の講座は希望者が多く、

定員をオーバーした講座もあった。また理科分野は、ものが作れることや基礎知識があまり必要でない講座が

多かったため、参加者は多くなった。一方で数学分野の講座は、子供が集まらずに数人で行うものもあった。

この当初想定していた人数より参加者少なかった原因は、講座の内容だけではなかった。それまでの講座は参

加者募集に市の協力があったため、広報活動が徹底されていて多くの市民が募集の知らせを目にすることがで

きていた。しかし、本庄高等学院単独で行う科学教室は、当初予定していた広報活動が思うようにできずに地

域の全小中学校に周知徹底することができなかったのである。これは、次年度以降への大きな課題となった。 

種々の講座を実施した結果後アンケートから、生徒がアシスタントをすることは受講者に対し大変好意的に

捕らえられていることがわかった。また、生徒なしでは大勢の参加者にきめの細かい指導は実現することはで

きなかったことも事実である。そういった意味で高校生がアシスタントを務めることは受講者にとっても大変

重要であることがわかった。 

ところで、生徒の立場をアシスタントだけではなく講師とした場合、参加者はどのようなことを考えるのだ

ろうか。生徒が説明する場合、大人を含めた参加者が話を聞いてくれることが最も大切なことになるが、話の

内容や方法などこれからいろいろな事例を見学して研究を重ねる必要があると思われる。ちなみに現在では、

生徒が寸劇をしながら科学を教える試みを小学校へ出向いて行っている。[2010年12月に近くの小学校（上里

東小学校）で行った実験教室のシナリオを載せてあるのでご参照いただきたい。] これらの経験を蓄積し、

高校生と地域の小中学生とのつながりの可能性を模索したいと考えている。 

また、講座開講当初は親子での参加は原則ではなかったが、次第に親子での参加は大きな意義があることが

わかってきた。以下にその意義をあげる。 

 家族で科学的な内容の実験や工作したいとは考えているが、現実としてはなかなかできないでいる人



Waseda University Honjo Senior High School SSH Repor2010 

 72 / 109 
 

への助けとなる。 

 夏休みの自由研究のネタを提供できるため家庭で科学の学習時間が増える。 

 安全面を考えた時に、親が子供をみていることは講座の進行にとても重要である。 

 これをきっかけに親自身が実験工作に興味を持ってくれる。 

 低学年はひとりでは参加することが困難であるが、親子なら参加できる。 

2年目以降は、本庄国際リサーチパーク研究推進機構協力のもと広報活動も要領をつかみ、参加者の居住地

も広範囲になっていった。また、本庄市の「平成の合併」を機に、より広範な地域の人々の協力が仰げるよう

になった。それに加え早稲田大学の予算も獲得でき、講座内容も大変充実してきている。大学予算獲得前は、

他機関に応援を仰ぐこともあったが、いろいろな制約があり事務的な労力が多く機動性の高い運営はできない

でいた。ちょうどそのころ、本庄校地にGITS（国際情報通信機構）などの機関ができたため、大学が市民への

還元の一環として始めた科学教室と、我々が続けていた科学教室を一元管理し、「ワセダ」ブランドとして広

く発信することが提案され、すべての機関が賛同し今に至っている。 

会を重ねるにつれて小学生に対する我々の指導法も改善され、テーマの吟味もすすみ、対象者に合った内容

を提供することができるようになった。しかし、当初我々が想定していた小学校高学年や中学生、高校生の参

加者を増やすことができずに講座のテーマも中高生向けのものは規模を縮小せざるを得なくなり、現在ではひ

と講座も設けない状態になってしまっている。この状況は我々が想定していた、教育リソースを地域に還元し

ていくプログラムの原点に立ち返って考えなければならない課題であり、どのような方法で地域へアプローチ

すべきか検討する時期に来ている。 

 このようにして実施を重ねてきた科学工作教室は、他地域への広がりも始まっている。 

本庄市同様に科学館がない地域や、公民館がない地域などへ、実験器具を持参しての巡回型の科学実験教室

も定着してきている。なぜ科学を学ぶ必要があるのか、こんな素朴な疑問に、言葉ではなく体験を通して解答

を与えられる科学工作教室を目指して、大勢の人の力を借りながら発展させていければ幸いだと考えている。 

 また、会を重ねるにつれて講師を担当する生徒も、次はもっとうまくしゃべりたいとか、もっとうける実験

を考えたいなど意欲も増し、なんとかして実験教室を充実させたいという強い思いが生まれてくるようである。

講師および補助担当の生徒も、実験教室開講当初は科学クラブの生徒のみであったが、現在では、サッカー部

や応援部などの運動部の生徒や、物理の授業を選択していている生徒など幅が広がってきている。 

 10 年ほどの蓄積を踏まえて高校生の潜在能力を考えた時、もっと高校生が活躍できる場面を多く設定し、知

識としての学問ではなく、道具としての学問、実利を生みだす学問、役立つ学問を学ばせることができれば、

進路のミスマッチの問題も減るとともに、仕事に関しての考え方も変わり、大学で学ぶ意味もわかってくるの

ではないかを考えている。 

  

【上里東小学校での実験教室ロールプレイングシナリオ】  

 日時 2010 年 12 月 17 日 10 時から 11 時 30 分 

 対象 2 年生 130 名 4 クラス 

 スタッフ 教員 1 名生徒 4 名（男子２、女子２） 

 費用 児童 一人あたり 15 円 

 材料 

発泡スチロールの球（直径 1.5cm）、アルミの針金、ストロー、紙 A4 1 枚・B５ 1 枚、セロテープ、はさみ、ゼム

クリップ 

    

（ア）吹き矢 

「これから私が、この吹き矢で、あの風船をわってみせるザマス。よーく見てるでザマス。」 

「ちょっと待って。みんな吹き矢って知ってる？」 

「吹き矢は、忍者も使っていたもので、中をくりぬいた竹などで作っていたんだザマス。」 

「その中にとんがりコーンみたいな形の矢を入れて、こうして吹くのでザマス。」 

「みんな、わかった？」 

「それでは、とばすでザマス。」 

「あれ？、とばないでザマス。」 

「みんな、どうしてよくとばないんだろう？」 

「ピンポン玉は、思いっきり投げてもあんまり遠くにいかないけど、テニスボールなら遠くまでいくよ。」 
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「そっか、軽すぎたでザマスか。」 

「とんがりコーンみたいな矢の中に紙をまるめて作ったおもりを入れてみたらどうかしら？」 

「よーし、ここに丸めた紙を詰め込んで・・・。」 

「レディ、ゴー」 

「あれ、まだ届かないザマス。」 

「うーん、どうしてかしら。」 

「さっきの忍者の写真をよく見て。筒が長いよ。」 

「こっちの吹き矢を使ってみて」 

「なんだこりゃ？本物ザマスか？」 

「そう、これは、インドネシアで狩りに使っているものよ。」 

「では、吹いてみるでザマス。」 

「やったでザマス。みんなも作ってみるでザマス。」 

 

説明（ステージ上では大きな紙で作り方を見せる） 

 

 

図 吹き矢の筒の作り方 図 矢の作り方 

 

「みんな、できましたか？」 

「それでは、今から 3 分間飛ばす練習をするザマス。練習が終わったら、クラスごとに競技会をするザマス。担任の先生

の言うことをよく聞いて、けがをしないように飛ばすでザマス。絶対に人に向けて吹いてはいけないザマス。では、先生

お願いしますザマス。」 
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「終了。終わりですよ。」 

「それではこれから競技会を始めます。1 組のひとから飛ばします。準備はいいですか？」 

「よーい、ドン。」 

4 組まで繰り返す。 

「優勝した 4 人は前に出てきてください。」 

「おめでとうでザマス。優勝したみんなには、私たちのサイン入り色紙をプレゼントするザマス。」 

 

（イ）ふわふわボール 

「今度は、おいどんの番でゴワス。」 

「おいどんは、このボールをうかすことができるでゴワス。」 

「えっ？、ホンと？こんな思いサッカーボールを浮かすことができる

の？」 

「できるでゴワス。よーく見てるでゴワス。」 

「えっ---------? これってういてないんじゃないの？」                  

「ばれたでゴワス。もう一回、チャンスをくれでゴワス。」 

「みんな、どーする？」 

「ありがとうゴワス。こんどは、すこし大がかりなものをもってくる

でゴワス。」 

「なにこれ？」 

「これは、ぶーーーんと風を吹かせる機械でゴワス。この機械で、風

船を浮かすでゴワス。」 

「あーすごい、ういてる、ういてる。」 

「こんどは、ななめに浮かすでゴワス。」 

「あーすごい、ななめでういてる。」 

「これをストローで作ったのが、これでゴワス。小さいので写真をみてくれでゴワス。」 

「このストローを吹くと球が浮きあがるでゴワス。」 

「わーすごい、球がういてる。」 

「これを、ふわふわボールと名付けたでゴワス。」 

「ふわふわボールか。」 

「このふわふわボールで、ゲームをするでゴワス。」 

「どうしたらいいの？」 

「ストローでそーっとふいて、ふわふわボールを浮かせるでゴワス。ストローを傾けてボールの先についている針金を、

上についている針金にひっかけるでゴワス。見本はビデオで見せるでゴワス。」 

ビデオ 

説明（ステージでは大きなボールなどを使って説明） 

「みんなできた？」 

「これから 3 分間練習をします。よーいドン。」 

「だれか、おいどんに挑戦したい人はいませんかゴワス？」 

「それでは、各クラスから 1 人ずつ、先生が選んでください。」 

「お名前は？自信はありますか？」 

「おいどんが負けたら、全員にサイン入りシールをプレゼントするでゴワス。」 

「みんな、お友達を応援してね。時間は 15 秒です。よーいはじめ！」 

拍手で応援 

「あー負けたでゴワス。約束通り、シールをプレゼントするでゴワス。」 

「みなさん、楽しかったですか。これで、科学実験教室はおしまいです。今日作ったものは家に持ち帰って、家族で遊ん

でくださいね。では、さようなら。」 

 

３．平成 22年度研究開発の内容（研究内容・方法・検証） 

以上、2 章で平成 20 年度実施した研究開発の内容を述べた。この章では主たる研究開発の評価と今後の方

 

図 ふわふわボール 
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向性について考察をする。 

 

3.1 環境・状況の分析 

3.1.1 環境 

動植物の豊かな広い里山のキャンパス、同キャンパスに大学院研究室が点在、等他校にはない特色がある。

上越新幹線本庄早稲田駅・関越自動車道本庄児玉ICに隣接。本庄早稲田駅前は駅前再開発事業で数年前より大

規模工事が続いており、環境が大きく変化している。 

 

3.1.2 学校の状況 

平成19年度から始めた男女共学が4年目（完成年度）を迎える（1学年男子240名、女子80名）。4種類の入試

制度（三教科一般入試・帰国生一般入試・自己推薦・指定校推薦）により多様な文化・個性を持つ生徒を受け

入れている。が、その反面特に理科・社会科等3教科以外教科における基礎力にバラつきが目立つ。帰国生が

多いため、生徒間の英語力の差も大きい。 

全入付属校として常に高大一貫教育のあり方が問われている。理数に絞ると、近年理工離れ、進学分野の偏

りが目立っていたが、2006年度生、2007年度生調査では解消の傾向がみられる。女子生徒の文系指向の傾向は

強い。 

 

3.1.3 育成しようとする生徒像 

本学院では開校以来、理文のコース分けを実施していない。健全な感性、批判精神、探究心を持った全人教

育の理想のもと、指導要領上のあらゆる科目を一通り履修させた上で、3年次に進路を想定した選択科目を履

修させるという方法をとっている。 

 開校以来、広大なグラウンドを利用し生涯スポーツを念頭に置いた体育実技、実習中心の家庭科、美術にお

ける写生や陶芸、キャンパスの里山を舞台とした総合学習等、実際に体を動かす・何かを作る・探索する過程

で生まれる感性や探究心を重視してきた。環境問題が世界的な緊急テーマである中、自然を理解し問題意識を

持った生徒の育成が国際社会の新しい目的となりつつある。 

 その上ですべての生徒へ、科学技術に対する素養、多様な文化を持つ生徒たちとコミュニケーションができ

る国際性を持たせたい。社会生活を営むために、人間は自分の住む社会の仕組みを理解している必要があり、

積極的に広く社会活動しようとする意思が必要である。これが指導要領のキーワードである「生きる力」であ

る。基本的な科学知識は自分の生活する科学技術社会を理解するために必要であり、生きるための「素養」で

ある。また、英会話力とプレゼンテーション力は国際社会においてコミュニケーションをし、自分の意思を表

明するために必要な力である。 

 本学院は100％進学の付属高校である以上、理系学部進学者に対しては、違和感なく大学カリキュラムを受

け入れられるような基礎学力が求められる。同時に、付属であることから大学の持つ知的リソースを利用し、

先端的あるいはより深めた研究活動も当然期待される。開校以来実施している「卒業論文」はその成果表現の

制度として期待されている。 

 多様な生徒の中から、そのような探究活動を通じていくつかの才能が見出せるといいと考えている。 

 

3.1.4 必要となる教育課程の特例等 

①必要となる教育課程の特例とその適用範囲 

 特になし。 

※備考：本学院学校設定科目について（末尾付録「教育課程表」参照） 

 

②教育課程の特例に該当しない教育課程の変更 

 特になし。 

 

3.2 各研究テーマ毎の実施結果の分析 
3.2.1 カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

①仮説 

この研究テーマについては以下の仮説を立て、その解明の努力をした。 
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3教科入試による入学時の基礎知識を補い、学部の授業にスムーズに接続できるようにするためには、欠落

している部分を補完し、基本的な素養を身につけさせるようなカリキュラム･プログラムが必要である。ま

た、１つ１つの授業は基礎知識・理論を身につけるために重要であり、効果的な授業展開が必要である。 

 

②研究内容・方法・検証 

研究内容 具体的な実施事項 対象生徒 実施する目的 
成果検証の

方法 

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 

①理科補講の実施 

②1 年総合学習「サイエンス」

の実施 

① 1 年 有 志

（ 特 に 帰 国

生、一部は必

須） 

② 1 年 必 修

（週 1 単位） 

中高の知識ギャップを

埋める。 

①日本の高校の理科課

程を理解する基礎知識

を身につける。 

②キャンパス環境の理

解、特に高校化学に対す

る基礎知識。 

試験成績、口

頭試問、アン

ケート 

高大接続のギャッ

プ、特に大学入学時

における物理のギ

ャップを解消する

試み 

①3 年時選択科目 

②オリジナルテキスト「複素

関数論入門問題集  -exercise 

book for “complex analysis”-」 

③オリジナルテキスト「微積

分の数学」 

3 年当該選択

科目履修者 

高大カリキュラム間の

スムーズな移行 

試験成績、ア

ンケートに

よる意識調

査 

科学に対するモチ

ベーションを向上

させる試み 

早稲田大学並びに外部研究施

設と連携した講義・講演等 

希望者 科学への興味･モチベー

ションの喚起、環境への

問題意識涵養 

アンケート 

授業方法改善の試

み 

ID 手法を用いた物理授業の実

践を行った。 

2 年 2 クラス 効果的な授業展開方法

の研究 

実施クラス

の比較 

 

(ア) 研究内容・方法 

仮説 1 の検証のために、「1 年生希望者に行った中高接続をスムーズにするための補講」「1 年次必修総合

学習『サイエンス』の実施」「オリジナルテキストの改訂・制作」「早稲田大学並びに外部研究施設と連携し

た講義・講演」「ID手法を用いた物理授業の実践」を行い、生徒の反応、試験結果等を調査した。 

 

(イ) 検証結果 

 本学院は 3教科型入試であり多様な入試形態をとっていること、高大一貫校であることから、中高・高大の

スムーズな連携が求められる。特に 1 年時の補講においては年度を経過するにつれ帰国生における知識の欠落

状況がわかりはじめている。また、複素関数テキストのアンケートでは、この授業の実践が既習の他分野の数

学内容や物理と結びつき、知識が立体的になっていく様子が見て取れる。このような状況から判断し、仮説は

正しいといえよう。しかし、高大のギャップを埋めることにどのように役立っているかを深く検証しようとす

ると、卒業後の追跡調査が必要となる。また、ID 手法の効果については検証が 2 クラスで授業数も少なく、

データ量・母集団ともに乏しく定量的な効果が必ずしも取り出せたとはいえない。 

 以下に、項目毎に細かく記載する。 

 

 入学時の基礎知識を補う 

本学院の通常のカリキュラムでは 1 年次の理科が「生物 I」のみである。しかも 3 教科型入試であるため、

中学時の理科知識の欠落が補完されないまま、2 年時に物理・化学を行い、学部へ進学してしまう形になりか

ねない。また、その欠落が、理科の授業が理解できないことにつながっており、理工系進学者が少ないことの

遠因になっていると考えられる。1 年総合学習「サイエンス」の実施はそのことへの配慮である。加えて、1

年生の希望者（帰国生等一部強制）へ基礎知識の補講を実施している。補講では 15pにおける授業ごとのレポ

ートであるように、海外の一部地域における宗教上の理由による「進化」関連知識の欠落・海外現地校生にあ

りがちな漢字の専門用語知識（雲の名前・岩石の名前等）の欠落を補うといった具体的な効果がある。 
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これらの試みは実施しないよりも実施した方が、当然効果があるものであり、今後も継続が望まれる。しか

し仮説にあるような「3 教科入試による入学時の基礎知識を補う」ことの効率を高めるためには、“やり方”

を考える必要がある。例えば「サイエンス」に比べ補講は大部分が参加自由で成績も算出しないため、どうし

ても受講者が減ってしまう。いかに継続的に多くの生徒に受講させるかという“仕掛け”が課題の 1つである。

この反省を踏まえ、年度末の学内の会議において、「参加が必要と判断される者に対して強制力を強める」こ

との確認がなされている。 

 

 学部の授業にスムーズに接続できること 

本学院は早稲田大学へ 100%進学する付属校であるため学部授業へのスムーズな接続が望まれる。よく指摘

される「高校では理科・数学それぞれ別物として互いの知識を想定しないで授業展開されるが、大学の物理で

は微分積分・ベクトルを基本として展開される」ことへの解消策としてオリジナルテキスト「微積分と物理」

を改訂してきた。今年は加えて複素関数のテキストも作ることができた。複素数も高大間のギャップの大きい

内容であり、効果が期待される。 

3 年次選択科目は高大間のギャップをなくす試みとして期待されるシステムであるが、ここ 3 年で特に数学

の科目数が増えたことは望ましい。 

「高大間のギャップをなくす」という仮説の検証には、卒業生の追跡調査が必要であり、今後の課題である。 

 

 授業展開方法の研究 

従来、学校は閉鎖的な空間であり、授業展開や生徒指導の方法や教材の工夫は、いかに良いものであっても

各教員が各々実践するだけであり、学会やシンポジウムの場でなければ公開されることはなかった。その後、

教育の情報化の中で教育方法も多様化し、ネットワーク社会になり様々な取り組みが公開されるようになって

きた。他人のやり方を 100%取り入れることは必ずしもいいことだとは思わないが、それぞれの生徒状況や地

域環境に応じて適宜取り入れ、授業改善を試みることは重要なことである。 

今回 ID という取り組みを実践してみたわけであるが、3.1.4 で書いたように「ID は授業で扱った内容を深

化させるためには効果があると言えそうであるが、扱わなかったことまでの応用を求めるのには無理があると

言える。つまり、1 を教えて 10 をわからせるような、うまい教え方ではないが、目的を達成するためには効

果的である授業法である」という傾向がわかった。しかし、実施例が少ないためデータ量が十分ではなく、定

量的な結論とはなりえない。今後は、データ量や事例を増やすとともに、そのメソッドがどのような場面で有

効なのかを検証し、実践経験を増やすことが必要になる。 
 

3.2.2 クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

①仮説 

この研究テーマについては以下の仮説を立て、その解明の努力をした。 

高い科学的資質を持った生徒育成のためには、適切な課題設定のもと、長い研究活動と深い達成感を経験さ

せることが必須であり、そのためには部活動等における有志による活動が効果的である。部活動を通じた科

学的資質養成は、その展開の仕方によって効果を上げることができる。 

 

②研究内容・方法・検証 

研究内容 具体的な実施事項 対象生徒 実施する目的 成果検証の方法 

既存研究の継承・深

化と外部評価 

「粘菌」「スピーカ

（高温超電導、コン

デンサー）」「リフ

ター」等長く研究さ

れてきたテーマの

研究深化 

SSH 部員当該

チーム員 

探索・研究 

研究活動を経験する 

成果報告活動を経験する 

外部発表・評価 

新規テーマの開発 新規テーマ設定と

研究開始 

SSH 部員当該

チーム員 

指導体制の検討 具体的に実施した

内容なし 

SSH 部員 探索・研究活動補助 

 

（ア）研究内容・方法 
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 アベレージとしてある程度のレベルを持った生徒たちを作るにはそれなりの授業を展開すれば可能である

が、少ないながらも高い資質と創造性を持った生徒を育成するには授業だけでは不足で、時間にとらわれずに

没頭できる時間と環境が必要である。学校生活では、没頭できる時間とは放課後や休日であり、クラブ活動を

使うのが効果的であろう。本学院は SSH指定直後からこのような考えの下、SSHクラブを立ち上げ活動を続け

ている。テーマ毎にチームを編成し、研究活動をしている。年度を経過するにつれ、先輩のデータが積み重な

り、研究が深くなっていることは望ましい。ここにもクラブ活動として研究活動を継続する意義がある。また、

2009年度よりスピーカ研究で大学院研究室の指導が得られるようになった。 

 仮説 2 の検証のためには、対外的な発表の場における評価が望ましいが、今年度は賞を得るには至っていな

い。 

 

（イ）検証結果 

 2010年度 SSH 部の活動においては、2009年度同様「音響学（高温超伝導スピーカ・コンデンサースピーカ）」

「河川生物におけるストレス因子調査」において大学院研究室から密な指導を受け、研究を進めることができ

た。リフターの研究は 2005～2006 年に熱心に行っていたものであるが、チームを組み研究再開している。粘

菌の研究は、2007 年に当時 SSH 校だった宇都宮高校から菌種を分けてもらい観察を始めた。生態の観察から

始まり、乾燥によるひび割れとの相似関係の研究、原形質流動の観察（NJC との共同研究）、ネットワーク展

開パターンの数学的シミュレーションと受け継がれ、現在禁忌物質の調査の研究を行っている。特に高温超電

導スピーカにおいては当初のモデル 1から現在モデル 5 まで改良が進んでおり、連続 3年間、台湾の高温超電

導コンペティションにおいて特別プレゼンテーションを行っている。粘菌については 2007年・2008 年と優秀

卒論として表彰されてきたが、特に今年度の内容は秀逸であった。研究の継続が内容を深めることにいかに重

要かということはいまさら言うまでもない。 

 一方で新規テーマに関する調査研究は「お茶の抗菌作用」（NJCとの共同研究）、「歪センサーを利用した

ロボット制御」等の活動を行った。これらの活動は始まったばかりであり、今後の深化が期待される。 

 いずれにしても、このような活動は生徒の情熱と根気である程度深めることはできる。しかし「何が分かっ

て何が分かっていないのか？」という先行研究を踏まえ、「どのようなアプローチをして何を知りたいのか？」

というしっかりしたリサーチデザインを描いた上で研究活動を進めるためには、どうしてもその道の専門家の

指導が必要になる。その点で同時に指導体制のネットワークを作っていく努力が必要である。また、今年度は

外部コンテストにおいて賞を得るには至っていない。賞を得るために活動するわけではないが、研究レベルの

客観的な証明となる。改めて次年度、対外的な評価の場へトライさせたい。 

 ある１つのテーマに取り組み、今までわからなかったことが見えてくる達成感を得るためには、高校として

クラブ活動が最適のシステムの１つであり、指導する者の感覚としてクラブ活動の中でそのような経験を経た

生徒たちは「成長した」ように見える。では具体的に彼らが、研究者としてあるいは一般の社会人としてそこ

で培った経験を生かしてどのように成長しているかについては、改めて追跡調査する必要を感じる。これを実

施しないと仮説 2の本当の検証にはならないと考え、次年度の課題である。 

 

3.2.3 科学成果の表現力を高める教育の研究 

①仮説 

この研究テーマについては以下の仮説を立て、その解明の努力をした。 

よりレベルの高い研究を求めるためには、成果表現と評価の場を作ることが必要である。成果表現の方法は

別途教えることが効果的である。 

 

②研究内容・方法・検証 

研究内容 具体的な実施事項 対象生徒 実施する目的 
成果検証の

方法 

卒業論文指導体制

の充実 

①卒論作成マニュアル改訂 

②1年時情報Bにおける論文

リテラシーの基礎力養成 

③2 年時総合学習「論文リテ

ラシー」の実施 

④慶応湘南藤沢高等部との

合同「卒論報告会」開催 

全員 論文リテラシー・アカ

デミックリテラシー

の養成 

授業時提出

物の評価、卒

論の評価 
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科学英語力養成の

体制づくりの検討 

同キャンパス内大学院で学

ぶ留学生による指導体制作

り 

①有志全員（英語

によるオーラルプ

レゼンテーション

やポスターセッシ

ョンの必要がある

者） 

②履修者 

英語表現力向上 アンケート、

事前事後の

比較 

SSH 成果の体外的

な報告と評価 

成果発表プログラムへの参

加 

有志・特に指定さ

れた者 

研究成果をまとめる

機会、報告することを

通じた研究内容への

理解深化、プレゼンテ

ーション技術向上、英

語表現力向上、英語デ

ィスカッション力向

上 

アンケート、

事前事後の

比較 

 

（ア）研究内容・方法 

 仮説 3 に対して本学院が行っていることは論文教育、様々な場での成果発表の機会を設けることとそれに対

する指導である。これは、SSH 活動の基本方針として「研究」とはどのような行動なのか？を理解すること、

調査・研究・探求活動に対し客観的な評価を得、より発展させられるような教育的仕掛けとして研究成果をま

とめ、発表し、評価を得る場が必要だと判断しているからである。論文の指導体制の是非については、特に提

出物の評価において検証をする。また、英語で表現を求められる場への参加機会を増やしたいと努力しており、

２章で述べたように多くの交流・イベント参加を行った。これらの実践に対し、特に参加生徒の事前事後の比

較でこの仮説を検証する。 

  

（イ）検証結果 

 仮説 3 の「成果表現と評価の場を作ることがよりレベルの高い研究につながる」過程を、96p の寄稿はよく

示している。この文章から“成果表現と評価に臨む”ことの意義を２つにまとめられると思う。１つは「研究

成果を論文・レポート・ポスター・プレゼンテーションで表現するためには、わかったこと・わからないこと

を整理する必要があり、その過程で生じる不足や矛盾など様々な課題を克服しなくてはならないこと」、もう

１つは『多くの人との意見交換や、他国のハイレベルな研究に触れることを通し、今後の研究に向けた新たな

目標設定を行うことができた』という文章に見えるように、評価を得ることにより、研究をより深めて行くこ

とにつながることである。 

 

 成果表現と評価の場 

プレゼンテーションは直接研究の質には関係ないが、「自分の考えをわかりやすく他人に伝える」ためには

内容をしっかり理解している必要があることとその後の質疑応答で貴重なサジェスチョンや研究の不足を知

ることができること、英語による科学表現力を育てる点で必要な教育であること、の 3点から研究や調べ学習

に関する教育プログラムにおける成果発表の形態として重視している18。プレゼンテーション教育に関しては、

情報科授業の中で主目的である「アカデミックリテラシー」の要素の 1 つとしてとらえていることや学校内の

様々な場面で機会を設けており、客観的に考えて全体として高いレベルにあると考えている。 

しかしながら、1 年生から実施している情報 B、総合学習「論文リテラシー」を用いた論文指導において、

最近ある現象が目立つことが指摘されている。それは、101pで指摘する。。 

 

 英語による科学表現力養成 

英語能力の必要性の裏でいくつかの課題が浮上していることを感じる。その１つは、科学の英語表現指導に

おける高校の限界である。数学や科学の表現は高校英語では扱わないし、高校理数教員において英語で論文を

書いている者はほとんどいない。一方で SSH 活動では国際交流プログラムが増え、英語でレポートやプレゼン

テーションスライドを作ることがあたりまえのこととなっている。しかも 39ｐで述べたようにそのレベルは

                                                                 
18 情報 B や総合学習「論文リテラシー」の中で、全員にプレゼンテーションを義務付けている場面が多い。 
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年々上がっており高校英語教育の範囲を超えている。この点において大学との連携を求めるのであれば、英語

論文を書きこんでいる指導者との連携が求められるが、そこまで大学へ要求することは難しい。もう１つは、

国際交流の中で科学教育プログラムを行うと、日本側にとってはどうしても英語コミュニケーションの部分に

焦点が当てられてしまうことである。57ｐアンケート７・８番の回答に見られるように、それがうまくできた

ことに安住してしまい、科学知識として何を得ているのか、というところまで至る余裕がない。このことは国

際交流プログラムにおいて、海外生徒から日本生徒に向けた科学的内容がうまく伝わらず、逆に日本生徒から

海外生徒へは科学の知識すら発信されないことを意味している。科学を切り口とした国際交流であるのに、双

方対等な知識をギブアンドテイクできないというアンフェアな状況が起こっていることを感じる。 

これらの問題の解消のため、今年度は指導体制作りに努力し、同キャンパス内にある大学院留学生の指導協

力を仰ぐ体制作りをすることができた。39ｐで報告した RSSF 準備における指導経過を１例として見ると、昨

年より前進したといえる。 
 

3.2.4 連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

①仮説 

この研究テーマについては以下の仮説を立て、その解明の努力をした。 

多様で適切な連携形態による科学教育プログラムは生徒のみならず教員にとっても高い教育効果がある。 

 

②研究内容・方法・検証 

研究内容 具体的な実施事項 対象生徒 実施する目的 成果検証の方法 

多様な連携プログ

ラムの教育効果・影

響の分析 

川プロジェクトの

継続実施 

有志生徒（ 10

人程度） 

①河川環境調査と実態への

理解 

②多様な連携形態の及ぼす

教育効果調査 

アンケート 

海外との連携プロ

グ ラ ム の 教 育 効

果・影響の分析 

①NJC との交流プロ

グラム 

②台湾との交流プ

ログラム 

①有志生徒（10

人程度） 

②選抜生徒 

①協働研究の深化、国際交

流科学教育プログラムの検

討、英語コミュニケーショ

ン能力の向上 

②研究内容（高温超電導等）

の深化、特に日台間の国際

交流科学教育プログラムの

検討、英語コミュニケーシ

ョン能力の向上 

アンケート 

 

（ア）研究内容・方法 

 仮説 4 に対しては大きく「専門研究者や自治体等広範囲な連携先のあるプログラム」「国際交流プログラム」

の 2点に絞った活動を行い、教育効果の検証を行った。前者については「連携先の広がりがどう教育効果を広

げるか」、後者については「海外の学校と交流することが及ぼす教育効果」という視点で検証したい。検証方

法は、定量的な分析が難しいので、主として事前事後を比較するアンケートおよび、その参考として保護者ア

ンケートを用いた。特に NJC との交流については、98p で述べる座談会で意見交換を行った。 

  

（イ）検証結果 

 多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

アンケートから判断するに、生徒は一連の河川調査活動で一定の“手ごたえ”を感じているが、その内容に

ついてはまちまちである。例えば、河川調査活動が興味深いという意見の一方で、研究結果に対しては満足し

ていない。榊原研究室との合同ゼミでも「大学における研究の雰囲気が分かった」という意見があっても、「自

分たちの研究の参考になった」という意見はない。この一連の活動のポイントは、NPO・大学研究室・地方自

治体・市民等関わる人の数や層が多彩なことにある。市民大学講座の講師、NPOのパーティ、研究室のゼミな

ど参加する場面が多様である。そのため、小学生からお年寄り、専門家まで様々な人々の意見や説明を聞くこ

とができる。様々な側面から河川環境に関する資料を集める、あるいは色々な場面を経験するという教育効果

は極めて高い。このことは“河川を中心とした人間の生活や文化”について広く理解を深めることには効果的

であるが、河川生物に関する研究という点においては少々焦点がぼけてしまうきらいがある。このことをアン
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ケート結果は物語っている。 

連携形態の多様化・複雑化は、一般的な“教育効果”という点では生徒に対して貴重な経験が与えるが、“研

究”という点ではともすると焦点がボケてしまう恐れがあることがわかった。ただ、この活動を開始してから

のこの 2 年は我々にとっても、川環境の全体像を勉強する時間だったという考え方もできる。次年度は、今ま

での反省を踏まえ、専門家の意見を参考にしながら研究の焦点をピンポイントに絞って行う予定である。今後

は、このプロジェクトの長期的な展望の中で、研究の深化を図ることが求められている。 

  

 海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

SSHプログラムにおける海外研修で我々が期待する教育効果を簡単に書くと、「英語力」「科学知識」「異

その他（異文化交流等の影響）」であろう。 

 英語力への影響 

 生徒・保護者アンケートを見ると、海外交流プログラムに参加したことが、例外なく自分の英語力の

現実を知り向上させたいというモチベーションにつながっていることがわかる。ただ、リピータ参加者

が毎年同じような感想を書いているため、このモチベーションがその後継続して維持されているかは疑

問である。この現実を踏まえ、事前・事後教育を英語で行う、テレビ会議の定期化等、プログラムが単

発で終了しない仕掛けづくりが求められている。 

 

 科学知識への影響 

 生徒アンケートによると「英語が通じた喜び」や「日毎に耳が慣れていく」ことの言及は多いが、科

学知識の増加については評価が低いことがわかる。自分の発表についても「話せた」「なんとかできた」

ことに焦点があり、「質疑で貴重なアドバイスをもらった」「相手の発表の～が良かった」といった意

見がない。～で述べたように、英語のフィルターを通るところに意識を集中させざるを得ず、本来の目

的である科学の収穫を得る次元に至っていない状況がわかる。 

 特に、NJCとの Exchange Programme においては、2年前まで行っていた菌類の共同研究以降、正直な

ところ共同研究テーマを試行錯誤し、長期の連携がうまく行われていない現実がある。98pにおける座

談会の話題にもあるように「シンガポールの高校と共同研究することによる利点」を改めて検証し、テ

ーマ設定を行い運営の仕掛けづくりを再考する必要に迫られていると言える。 

 その点において、SEES におけるものづくりをメインとした課題コンペの試みは、短時間に密度の濃

いアイデアの交換をさせる仕掛けとして効果的だったと考える。単純な課題ではあったが、車の動きを

制御するための興味深いアイデアがいくつか出された。今後このような取り組みにおいては、もっと科

学的知識を総動員し、知恵を競うような課題の検討が必要である。 

 

 科学教育向上に役立てる 

 特に NJC との Exchange Programme は、「国際化の中における、両校の科学教育向上に役立てる」こ

とをその目標の１つとして行ったものである。当初は講義や実験等双方の学校内でできる内容を軸とし

ていたが、特に今年度は双方の周囲の施設でできることを利用することに終始してしまった感がある。

そうすることは双方の負担を減らし、その場所へ行かなくては経験できないことではあるが、教員の工

夫や作った教材を活かすことにつながらない。本学院側で実施した「河川調査」はその点で望ましいプ

ログラムであった。双方のできうる範囲の中で、学校環境や教員の専門を活かしたプログラムを実現さ

せていく必要があろう。また、教員間の科学教育に関するディスカッションの場も必要となろう。 

 台湾高瞻計画校との交流では、実践報告が中心であるが、その１つ１つは実際の授業で活かせるもの

もあり、興味深い。今後は Exchange Progamme のように生徒や教員がモデル授業を体験できる場が欲し

い。 

 

 その他の効果 

 一方で、“総合的な収穫”が多いことを感じる。シンガポール・台湾の文化や習慣、生活の経験の大

きさを生徒たちは訴えている。保護者のアンケートを見ても、「留学希望」「学習意識の向上」「積極

性向上」などの変化が見て取れる。このことは、修学旅行などで海外へ行けば得られることではなく、

限られた人間が参加し、ある目的を持った「SSH プログラム」という目的を持ったプログラムだからこ

その収穫であると考える。 

 

 まとめ 

 「連携先の多様性」「国際性」という２つの形態の連携活動について見たわけであるが、“総合的な”教育
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効果は高いということがわかる。しかし、主目的である「科学リテラシーの向上」「研究の推進」という点で

は効果があげきれていない現状がわかった。 

 

3.2.5 本庄高等学院 SSHプロジェクト全体の外部評価 

①仮説５ 

この研究テーマについては以下の仮説を立て、その解明の努力をした。 

より良い SSH プロジェクト実施のためには、本学院のプログラムを第三者の目で総合的に評価される場が

必要である。 

 

②研究内容・方法・検証 

研究内容 具体的な実施事項 対象生徒 実施する目的 成果検証の方法 

運営指導委員会の

実施 

①外部運営指導委

員会の実施（11 月

17 日） 

②学内運営指導委

員会の実施（1 月 7

日） 

 本庄学院 SSH プロジェクト

に対する客観的な評価とア

ドバイスを得ること 

評価・アドバイス

を次年度以降の

事業に役立てる

こと 

本学院主催 SSH 報

告会の実施 

SSH成果報告会の実

施（11 月 17 日） 

研究発表生徒

および有志 

本庄学院 SSH 事業の社会的

公開と評価、生徒の研究発

表の機会 

 

(1)研究内容・方法 

 SSH 運営指導委員会は 108p に書いたように、学外・学内とも最初に学校側の説明の後、自由に気がついた

ことを言い合う形で行われた。SSH 成果報告会に外部指導委員 4 名のご参加をいただくことができた（残り 1

名の大塚氏は川プロジェクトで関わりが長いため、本庄学院 SSH活動をある程度ご存知である）ことは、委員

の理解を助長する上で良かったと考えている。仮説の検証は、意見を次年度に活かしたプログラムの評価、お

よび委員が SSH 活動について理解を深めたことによる具体的な効果による。 

 

(2)検証結果 

 外部・学内指導委員会の意見をまとめると以下のように集約できよう。 

 外部委員会 

現在の様子は「研究結果をうまくきれいに結果をまとめようと努力している」ように感じられる。高校生

だからこそ失敗を恐れず冒険することが重要であることとそれができる環境作りの必要性 

 

 学内委員会 

両校のプログラムの評価と、大学との連携協力の在り方（特に大学院生との）、大学側への協力体制の確

認 

 

 例年行っている学内委員会は、大学理事会へ両付属校の取り組みと努力をアピールし理解してもらう貴重な

場である。連携への理解がその後のプログラムの展開に機能している面は大きい。特に、今年度は大学総長・

理事会が交代しており、改めて SSH 事業の様子を理解してもらい、大学との連携の要請ができたことは例年に

ない大きな効果があったと言える。 

 今年初めて行った外部の有識者による委員会では、SSH プログラムで生徒の才能を伸ばすための教員のスタ

ンスを指摘された点で意義が大きかった。意見全体として、高校生の活動を支える教員の姿勢の指摘の要素が

多く、次年度以降の指導における参考にしたい。また、108p では書ききれていないが、SSH 報告会で発表され

た生徒研究へ具体的に改善案が指摘されたことの意義も大きかった。 

 以上より仮説５の正しさは言えるが、外部委員会による意見の実現のためのシステム作り（例えば SSH 活動

が自由にできる実験工房等の実現）を学内委員会へ訴えていく作業が必要になろう。 

 これらの内容のうち、短いスパンで実行できるもの、長いスパンで取り組むものを区別整理し、2011 年度に

活かしていきたい。 

 

3.2.6 SSH事業成果の敷衍 
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①仮説６ 

この研究テーマについては以下の仮説を立て、その解明の努力をした。 

過去のSSH事業における反省・収穫を広く敷衍することにより、日本の科学教育事業において微力ながら

役立てることができる。 

 

②研究内容・方法・検証 

研究内容 具体的な実施事項 対象生徒 実施する目的 成果検証の方法 

書籍へのまとめ 物理授業展開に関

するテキスト作成 

 本学院 SSH 事業成果の敷

衍、特に授業改善法に関す

る参考に供する 

意見収集 

Web 教材の作成 ①SSH 成果の報告 

②教材等の公開 

 本学院 SSH 事業成果の敷

衍、特に教材としての Web

の利用効果の検証 

意見収集 

ちびっこ科学教室

の実施 

地域の子供向け科

学教室の開催 

講師・アシスタ

ン ト と し て

SSH 部員・有志

生徒 

  

(1)研究内容・方法 

 初年度 SSH指定校として、蓄積されたノウハウや教材をまとめ、広く社会へ敷衍する活動を展開する。この

ことにより新しい SSH 指定校のみならず、広く中等学校における科学教育の参考に供することができるものと

思っている。 

 展開の方向としては３つを考えた。1 つは書籍等「形のあるもの」としてまとめたもの、2 つ目はネットワ

ークを通じた Web資料として展開の可能性を検討すること、3つ目は「科学教室」として地域における文化発

信の可能性を検討することである。 

 仮説６の検証は、これら社会に向けて発信されたコンテンツに対する評価による。 

 

(2)検証結果 

 書籍へのまとめ 

物理の教材集としてのテキストを年度末に編集し終えた。評価を今後に待つ必要がある。 

 

 Web教材の作成 

当初イメージした展開方法は、特に SSH 活動に関わっている生徒の協力を仰ぎ、彼らの研究している

内容の理論や現象を特に子供たちへわかりやすく伝えるサイトを立ち上げる、というものであった。この

ことにより、活動に関わる生徒たちの理解の深化と成果をまとめることにつながることと、ちびっこ科学

教室で教えられる地域以外の子供たちや初等教育に関わる教員・保護者へも広くリソースを還元できると

考えたからである。この事業に関しては、まったく取りかかることができていない。 

 

 ちびっこ科学教室の実施 

例年同様、夏休み冬休みにおける本庄市民向け講座に加え、群馬県六合村、上里東小で開催することが

できた。リピータも増え、地域にとっては毎年の“風物詩”的な行事になっていることを感じる。このこ

との背景には 374p で述べているように、学校が個別に PR するのではなく同キャンパス内の大学院・市と

の連携の下、様々なプログラムをまとめた“ワセダ”ブランドの市民講座として市民へ発信できたことが

大きいと考えている。我々は、学校は地域の文化拠点になるべきである、という考えを持っており、その

意味で実現しつつあることを感じている。 

大きな予算を使って実施している SSH 事業の成果は、生徒や教員の研究推進といった指定校の中だけ

で閉じたものだけではなく、日本国内で広く科学的素養を持った国民を増やすことに寄与することもその

１つである。その意味で、長く継続してきているこの事業は、継続した分少しずつであるがその意味での

効果を上げていることを実感する。また、講師やアシスタントとして生徒を参加させることは、高校生に

活躍する場面を与え多様な交流の可能性を広げるとともに、「教えるは学ぶの途中なり」という言葉にあ

るように、彼らの知識を確実なものにし曖昧な点を明らかにすることにつながる。この経験をきっかけと

して教師への道を考える者や断念する者もおり、インターンシップにもつながっている。 

今後の展開にはいくつかの課題がある。現在浮上しているものを挙げると下記の３つである。 
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 現在、親子同伴の小学生・小学生に限定しているが中高生あるいは大人へその範囲を広げるこ

と。このことは SSH リソースの社会還元の方向として望ましく、現在コア SSH で実施している

“拠点”の考えにつながる。ただ、講義の専門性が増すことは、１つのテーマに対する受講生

が少なくなることにつながるため、主催する学校側の手配や準備の負担が増大することにもつ

ながる。 

 現在、単発の講義だけになっているが、そのため表層的な“さわり”の面白い面しか伝えられ

ておらず、現象の原理の仕組みの理解にはつながっていない。年 4 回・月 1 回といった継続的な

講座が開講できないか？ 

 より範囲を広げることはできないか？例えば、小笠原やシンガポール・台湾における実施であ

る。 

 以上、科学教室での成果は客観的に評価できるが、冊子の評価については次年度に待たなくてはならない。

また、Web については評価以前の段階にとどまっている。仮説６は正しいが、その表現形態による効果の分析

については次年度の努力が望まれる。 

 

４．実施の効果とその評価 

4.1 生徒への効果 

 生徒への効果を考える際には、SSH プログラムへの関わりの深さ・密度で区別しなくてはならないだろう。

関係資料 6.1、6.2 に見るように海外研修・小笠原研修のような 1週間であっても密度の高いもの、川プロジ

ェクト・SSHクラブ活動の様な長期間継続した活動をするものについては、“総合的”な教育効果が高いこと

が見て取れる。参加後の積極性や学習意欲の向上といった心理的刺激効果、大学進学後の留学希望といった進

路への影響がわかる。一方で、特に海外研修プログラムにおいては、研究成果をまとめ英語のポスターやスラ

イドに直し発表するという過程における教育効果は高いが、その場から新しい科学知識をなかなか得られてい

ない状況も見られる。一方で、夏休みなどの長期休暇におけるプログラムならばさほど問題ないが、ISSFな

どのプログラムは授業期間になるため、その準備期間も含め長く生徒の負担になったり、長く授業を欠くこと

の不安がどうしても生じてしまう。特に定期試験中にこのようなプログラムが重なった時には、毎年参加して

いるイベントであっても参加希望者がいなくなってしまう可能性を内包している。 

 一般生徒においては上記の生徒よりは見られる効果が薄いとはいえ、時々実施される講義・講演や海外の生

徒が訪ねて来ることなどによる、刺激はあるだろう。例えば本学院内で行われる NJC-Waseda Exchange 

Programme における参加生徒は、従来なかなか集まらず教員がお願いしていたことが多かった。6.3 に見るよ

うに、2010年度も同様に行ったところ飛び入りの希望が多く、このようなイベントが学校の年中行事として

根付いており、生徒にとって特別なものではなくなりつつあることが感じられた。 

  

4.2 教職員への効果 

 指導に関わる教員にとって一番大きな効果は、生徒と一緒に観察研究活動や成果をまとめることを行ってい

る中で、改めて「観察すること」「研究すること」「論理的客観的に伝えること」とはどのようなことなのか、

が再確認させられていることではなかろうか？特に、SSH年度が進むにつれて、最初の頃は「こんな実験をや

りました」「こんな観察をしました」で成果報告が済んでいたものが、現在ではどこの SSH校の研究発表でも

観察結果の統計的な裏付けやコンピュータシミュレーションによる再現まで至るようになっている。つまり、

高校生においても「課題研究とはそこまでやらなくては意味がない」ことが当たり前というレベルにまで上げ

たことに、今まで 10年続いた SSH 事業の大きな成果の 1つがあると思っている。生徒は年々変わっていくた

め、まさに教員の成長の賜物であろう。 

 もう１つ大きな効果は、学校や国を超えて教員間のネットワークができたことである。未来的科学教育につ

いて様々なレベルで情報交換を行い、また学校や国を問わずアドバイスがもらえるようになってきた。このこ

とも SSH 事業の大きな成果である。 

 上記２つは、本学院のみならず一般に SSH校教員に言えることであろう。 

 一般の教員にとっては、国際交流プログラムが増えたために、生徒同様に海外生徒を学校に受け入れること

に対する違和感がなくなってきていることが、大きな変化であろう。 

 

4.3 保護者への効果 
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 保護者に対しては毎年始業直後に、予定されている年間プログラムと簡単な説明を書いたプリントを配布し

ている。特に宿泊を伴うプログラムではその趣旨と内容を書いた案内を送ることにしている。子供が参加する

プログラムがどういうものであり、その結果どのように成長したかを感じ取って欲しいからである。89pによ

ると保護者が子供の成長の変化を感じている様子が分かる。 

 

4.4 学校運営への効果 

 SSH 事業は受験生に対するアピール効果として高いと考えられる。しかし、面接では志望理由として「SSH

校であるから」と述べる生徒は多いが、89pに見るように実のところどの程度の受験生が本当にそれを大きな

学校選択の材料としているかは不明である。ただ、マイナスに働かないことは確かであるし、また実際に 89p

に見るように「このプログラムを経験したいから入学した」という生徒もいる。 

 もう１つは、これは副次的な効果であるが、運営指導委員会の存在が逆に大学理事会が本学院教育の内容を

理解する大きなパイプになっていることがあげられる。早稲田大学はマンモス大学であり、付属校教員にとっ

て付属校教育がなかなか大学側に理解されていないという不満感が従来よりあった。 

 

4.5 地域への効果 

 地域に向けて科学教室を行ったり、市民大学の講師を務めたりすることにより、地域が本学院を好感をもっ

て理解することにつながっている。 

 

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 

（ア）カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

 効果を定量化する努力が必要であろう。特に ID手法を用いた授業法改善については、実施単元・科目・ク

ラスを広げ、データを増やして傾向をより明確にするように心がけなくてはならない。また、例えば補講につ

いてもその効果と、実際に理科の授業を理解する上で役立っていることを実証したい。 

 

（イ）クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

 ここで言う「充実」とは生徒たちが主体的に研究を深める活動を行うことであり、「効果」とは良い研究成

果という意味と一連のクラブ活動を通じた人間形成における教育効果の意味である。研究を深めるための指導

体制づくりが課題の 1 つである。また、現在はチーム毎のプロジェクト形式で活動を行っているが、クラブ内

での発表という小目標、対外的発表という大目標といった目標設定、活動報告等だらけず活性化させる仕掛け

づくりの工夫も必要であろう。クラブ活動を通じた成長を追うために、入部前後の比較アンケート等定量化の

努力も今後は必要である。 

 

（ウ）科学成果の表現力を高める教育の研究 

 今までは単に経験させるだけにとどまっていたが、今後は様々なプログラムを経験する中でどのように論文

リテラシー・英語表現力の向上がなされていくかの定量的な分析の工夫が必要であろう。 

 

（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

 連携プログラムは総合的に教育効果が高いが、科学知識という側面では関わる生徒がそれを吸収しきれてい

ない現状がわかっている。特に国際連携プログラムでは英語の障壁が大きい。 

 特に川プロジェクトでは一昨年・昨年と全体的な水生生物の観察という次元にとどまってしまっており研究

成果としてのレベルが低い。自ら志望した生徒が年間を通して活動しているので、活動の達成感を高める意味

でもより的を絞った研究テーマの検討が必要である。 

 また、NJC との Exchange Programme については 98pに見るように、受け入れ校における“位置づけ”が議

論になっている。当初は双方が大学の専門家を招へいし高いレベルのワークショップを行っていたが、準備や

予算の負担感から現在のような体制に収束している。このようなプログラムをいつまで行うのか？やるとして

も方向を再確認する必要はないのか？という時点に来ていると思っている。 

 

（オ）SSH事業成果の敷衍 
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 制作した冊子の評価については次年度以降の意見を待たなくてはならない。 

 成果をネットワーク上で展開することは、情報化時代の中是非必要な視点であると考えている。まったく着

手できなかったことは反省材料である。Webを SSH成果の公開のみに用いるのではなく、サイトを構築する過

程が生徒の科学教育につながり、同時に社会へのリソース還元にもつながる仕組みを検討したい。 

 地域へのリソース還元については現状でもかなりうまく機能していると思っている。今後は、「継続性のあ

るプログラム」「地域の拡大」「年齢層の拡大」が検討課題である。 

 

5.2 成果の普及 

 報告書や作成テキストの配布とともに、Web で随時行う。特に、Web配信については技術を高め、その方向

性を探りたい。 

 

６．関係資料 

6.1 保護者アンケートから見る本庄学院の SSH 活動 

 2011 年 1 月、講義・講演や参加が義務付けられるものを除く SSH プログラム（下記アンケート質問６の①～

⑮）に参加した生徒の保護者 45 名に、「保護者から見た生徒の変化」「保護者の意見」を知ることを目的と

して、アンケートをお願いした。質問事項は以下の通りであり、回収数は 40 名であった。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

質問 
※選択肢の場合は○で囲んでください。 

１．お子様の学年  1年  2年  3年  （男子・女子） 

（2年 3年の場合、SSHクラスですか？  はい  いいえ） 

 

２．お子様の入学時の受験区分  一般入試  帰国生入試  α選抜  I選抜  地元推薦  指定校推薦 

 

３．本庄学院が SSH校であることは高校決定の要素になりましたか？ 

①決定的な要素だった  ②大きな要素だった  ③要素の 1つではあった  ④まったく関係ない 

 

４．上記３で①②③と答えた方にお聞きします。本庄学院入学以前受験前に感じた SSH校であることの魅力は何でしたか？

（複数回答可） 

① 子供が理科・数学に興味がある。 

② 子供が理系進学を希望している。 

③ 高度な理数教育が期待できる。 

④ 他校では得られない多様な経験が期待できる。 

⑤ 実践的な英語力を向上させることが期待できる。 

⑥ 国際性を身につけることが期待できる。 

⑦ 理数を好きにさせたかった 

⑧ 人間的な成長が期待できる 

⑨ 子供が（      ）のプログラムへ是非参加したいという希望を持っていた・興味があった 

⑩ その他（                                  ） 

 

５．全員にお聞きします。お子様が入学してみて、本庄学院が SSH 校であることの利点が何かありましたか？以下の項目

に沿って選択してください。 

① 理数教育のレベル（大いに満足している 満足している やや不満 大いに不満 わからない）   

② 情報教育のレベル（大いに満足している 満足している やや不満 大いに不満 わからない） 

③ 理数への興味（大いに高まった 高まった 減退した 大いに減退した わからない） 

④ 情報技術への興味（大いに高まった 高まった 減退した 大いに減退した わからない） 

⑤ SSHのイベント・プログラムの量・種類・質等（大いに満足している 満足している やや不満 大いに不満 わ

からない） 

ご不満がある場合、具体的に書いていただけると次へ活かせます。 

⑥ 英語習得への興味（大いに高まった 高まった 減退した 大いに減退した わからない） 

⑦ 国際交流への興味（大いに高まった 高まった 減退した 大いに減退した わからない） 

⑧ その他何かありましたら書いてください。 

 

６．お子様が参加したプログラムをご存知でしたら下記の選択肢から選んでください（2008・2009・2010年度 SSH予算ま
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たは外部予算で実施プログラム、複数選択可） 

① 原子力研修（原子力施設訪問、特別講義等） 

② 海洋研究開発機構（横須賀）における水圧実験研修（12月） 

③ 小笠原研修（8月） 

④ 立命館大学琵琶湖草津キャンパスにおける Rits International Science Fair（RSSF）（11月） 

⑤ シンガポール研修（7月、2009年度のみ 3月） 

⑥ シンガポール NJC 生徒訪問時における研究所訪問・遠足参加・河川研究参加・食事会参加・ホームスティ協力等

（11月） 

⑦ 台湾高雄市における高温超伝導実験コンペ（3月） 

⑧ 2009年度 5月シンガポールにおける SISC(Singapore International Science Challenge) 

⑨ 本庄高等学院のスーパーサイエンスクラブの活動 

⑩ 台湾高瞻計画・日本 SSH 計画交流シンポジウム（2010 年 5月の台北訪問、および 7月の静岡北高校におけるシン

ポジウム） 

⑪ 白梅科学コンテストでの発表（12月小田原高校） 

⑫ International Student Science Fair（2008年京都立命館、2009年シンガポール、2010年オーストラリアアデレ

ード） 

⑬ 早稲田大学理工キャンパスにおける実験教室（7月） 

⑭ ちびっこサイエンス教室のアシスタント（7月 8月、12月） 

⑮ 本庄高等学院主催 SSH成果報告会での発表（11月） 

⑯ 本庄高等学院内での課外講義・講演 

（内容をご存じだったら：                                 ） 

⑰ その他（                                         ） 

⑱ 参加しているようだがどんなプログラムに参加したのかわからない。 

 

７．上記 6に記入なさった方にお聞きします。以下の項目についてお考えをお聞かせください。 

① お子さんはどのようにしてそのプログラムの存在を知りましたか? 

（4 月に配布される年間プログラムを書いたプリント ホームルームの連絡 掲示 先生から勧められた 先輩

からの情報 その他（              ） わからない） 

② お子さんからそのプログラム参加の希望を言われた時、どのように思いましたか? 

（問題なく同意した 迷った上で許可した 

（迷った理由：                                      ）） 

③ 自己負担いただいた経費について 

（不満はない よくわからない 

不満である（具体的に：                                  ）） 

④ 参加したプログラムの中身について（お子さんから聞いている限りで） 

（満足している よくわからない 

改良すべき点がある（具体的に：                             ）） 

⑤ 参加プログラムの前後について（父母への説明会をしてほしい・要項の連絡の仕方が悪い等のご要望があれば） 

 

８．上記 6 に記入なさった方にお聞きします。参加して何かお子様の変化（興味や意識の変化等）にお気づきでしたらお

書き下さい。 

① 理数への興味 

② 英語への興味 

③ 国際交流・海外への興味 

④ プレゼンテーション・発表技術への興味 

⑤ 学習への意識 

⑥ 積極性 

⑦ その他 

 

９．その他、本庄学院の SSH活動にご意見・ご希望・ご感想がありましたらお書き下さい。 

① やって欲しいプログラムはありますか？ 

② 募集の仕方はいかがですか？ 

③ その他 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

結果 
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Graph1 Graph2 

 「SSH 校であるから」という理由だけで高校を

決定することが多いとは思えない。特に SSH校が

多い首都圏ではなおさらである。一方で新聞報道

等に見られるように、特に私立高校の併願校数が

減っている中、受験生は受験校の“絞り込み”を

している。従って、私立高校においては例え理数

が好きであっても、「SSH校であること」に＋α

の要素がないと併願者が増えないし、合格しても

入学につながらない可能性がある。Graph2 の「他

校では得られない貴重な体験ができる」が高いこ

とは、SSH校であることが高校決定の要素と考え

る保護者が、よく実際に行われているプログラム

内容を調べていることを示していると言える。実

際、Graph１で「決定的だった」「大きな要素だ

った」と答えた保護者全員がこの項目を選んでい

る。つまり、「SSH 校である」ことは進学校選択の主たる要素にはならないが、複数の志望校が同列の場合は、

SSH校であることがプラスに働くし、志望校が SSH校である場合はそのプログラム内容をよく調べている受験

生や父母が少なくはない、ということである。 

 ちなみに「子供が是非参加したい・させたいプログラムがあった」はすべて女子生徒で内容は「小笠原研修」

であった。この生徒たちは実際に、入学後小笠原研修に参加し、そのうちの 1 名は卒業論文でもオガサワラグ

ワに関する内容に取り組んでいる。 

  

Graph3 

 

Graph4 

 

 

Graph2.5 
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Graph5 Graph6 

 Graph3、Graph4 を見ると、本学院の理数教育・情報教育の内容には概ね好意的である。また、SSH プログラ

ムに参加することが理数や情報技術への興味を高めることにつながっているように親の目に映っていること

がわかる。情報教育の内容および情報技術への興味については、大概の SSHプログラムへの参加に際し研究報

告のプレゼンテーションやポスターセッションが付随することを考え、問いとしたものである。SSH プログラ

ムへ参加することが、副産物として表現技術やソフトウェア技術を高めることにつながっていることがわかる。 

  

Graph7 

 

Graph8 

 

  

Graph9 Graph10 
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 Graph7 の SSH プログラムの質・量については

他 SSH 校のプログラムと比較している保護者が

多いとは思えないので、満足が多いことには安心

できない。「わからない」が妥当な答えかもしれ

ない。Graph8～9によると SSH プログラムに参加

することが英語習得や国際交流への興味を喚起

していることが読み取れる。Graph8 の「減退」

は「②海洋研究開発機構（横須賀）における水圧

実験研修」参加者であり、SSH プログラムとは直

接関係が無い。 

 特に RSSF・シンガポール研修・高瞻 SSH 計画

シンポジウム・SISC・ISSF 等「英語がオフィシ

ャルランゲージで 1 週間程度継続されるイベン

ト」に参加した例（13 名）に絞って、英語・国

際交流への意識変化を調べたところ Graph7.5 の

ようになった。「英語習得への興味」の割合は全体とさほど変わらないため、必ずしも実際の国際交流プログ

ラムだけが興味喚起のきっかけとなっているとは限らない。「国際交流への興味」は「大いに高まった」とい

う回答が 90%近くあり、実際の現地での交流や異文化体験の与える影響が大きいことが分かる。 

 

  

Graph11 Graph12 

 通常、SSH プログラムへの案内は公募（シンガポール研修における NJCとの共同研究生徒・超電導コンペ・

RSSF・ISSF 等既研究が必要なイベントは除く）する場合、掲示や LHR における公募→申し込み（条件を満た

し、参加およびそれに伴う経費に関する保護者の了解を得ておくことが条件）→（応募者が定員よりも多い場

合）課題レポート等による選抜→保護者への要項送付→生徒への説明会という手順を経る。今までの案内手順

で、保護者のプログラムの趣旨に対する理解や、経費の自己負担19に対する理解は問題がないようである。 

                                                                 
19 シンガポール研修の場合、成田空港までの交通費＋シンガポール国内の宿泊代＋食費、ISSF・台湾の研修で

は成田空港までの交通費、小笠原研修では竹芝桟橋までの交通費＋小笠原での宿泊費＋食費が自己負担。 

 

Graph7.5 
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Graph13 Graph14 

 Graph7 と同様 Graph13 のデータについても保護者が比較すべき材料を持たないので、答えようのない質問

であったといえる。 

 Graph14 は本学院における１つの問題点を示している。本学院は、募集生徒男子 240 名女子 80名である（実

際は、男女比が 3:1～2:1 位の間）。しかしプログラムにアプライする数は圧倒的に女子が多い。例えば、小

笠原研修では 2010 年度女子 10 名男子 0 名、2009 年度女子 8 名男子 2 名、2008 年度女子 7 名男子 3 名、シン

ガポール研修では 2010年度女子 8 名男子 2名、2009年度女子 7名男子 3名、2008 年度女子 6名男子 4 名であ

る。この状況は SSHプログラムに限ったことではなく、一般の国際交流プログラムでも同様である。理由はわ

かりにくいが、男子の部活動（特に運動部）加入率が高いことに理由があるという意見は良く指摘される（女

子は男子に比べ遠距離通学が多く、参加可能な運動部が少ないため加入率が低い）。実際、「部活を休んで参

加しにくい」という意見が生徒から複数寄せられることはある。一方で“付録 1”に見るように、理工系進学

者は男子における割合が大きく、プログラム参加の経験が「女子の理系進学者」増加にはまったくつながって

いないことがわかる。 

 

質問８・９回答 

 1年保護者 2年保護者 3年保護者 

理数への興味  ますます興味を持つことが

できた。2年では SSHクラス

に入りたいと努力をしてい

る。 

 高まった。 

 ますます高まった。少し興

味を持った。物理、生物へ

の関心が高まった。 

 高まった。 

 興味はあるのだが、得意で

はないようだ。 

 入学時は大学文系志望だっ

たのが理系に変わった。 

 以前よりワンランク上の興

味が出て、積極的に取り組

むようになった。 

 興味はわいた。特定のテー

マに限定している感じがす

る。 

 動物、食べ物、植物、自然

等の違いを話してくれた。 

 さらに多くの分野に興味を

持ち、深く知りたいと思う

ようになった。 

 特に理系方面で広く浅く

色々なことに興味を持った

ようだ。 

 

英語への興味  以前より多少増したと思

う。 

 自分の力のなさを感じ、も

っと勉強しなければと頑張

っている。 

 高まった。 

 英語の語学力なしに国際理

解をするのは難しいと感じ

ているようだった。 

 高まった。 

 会話をしたい、もっと向上

したいと強く考えているよ

うだ。 

 意欲的になった。 

 世界共通のコミュニケーシ

ョンツールとして必要だと

自身で感じてくれた。 

 高まった。語彙を増やす努

力をするようになった。 

 教科書通りの勉強も大切だ

が、会話や交流で使う英語

の大事さがわかった。 

 大いに興味が湧いたが、実

力がついているかは疑問。 

 もう少し会話ができるよう

になりたい様子だった。 

 ホームステイ等を経験し

て、より一層英語力の必要

性を感じ、熱心に取り組ん

でいる。 

 以前よりも興味を持ち、身

につけたいと思うようにな

った。 

 もっと参加したかったと言

っていた。 

 海外の高校生と交流するこ

とでもっと色々なことを話

したい、もっと深く語り合

いたいと感じたようだ。 

国際交流・海外  色々な経験をさせていただ  色々な国の友達と知り合え  海外で勉強してみたいと思
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への興味 き、大変興味を持った。あ

りがとうございました。 

 留学を希望している。 

 

たことがとても良かったよ

うだ。 

 これからも参加できたら良

いと思う。 

 行った国に親しみを感じて

いるようだ。 

 楽しんでやっている。 

 立命館へ行った時、海外の

学生と友達になり、交流を

深められ、視野が広がった。 

 もっと海外で活動してもよ

いと意欲が出ている。 

 留学をしたいと言い出し

た。 

い、大学在学中に留学する

ことも考え始めたようだ。 

 以前は自分から海外へ出よ

うとは思わなかったが、現

在は機会があれば海外へ出

て学んだり国際交流したい

と思うようになった。 

 

プレゼンテー

ション・発表技

術への興味 

 パソコンの技術をいろいろ

教えていただき、感謝して

いる。 

 高まった。 

 プレゼンテーションをさせ

ていただき、貴重な体験が

できたことを喜んでいる。 

 少しずつ上達してきてお

り、喜んでいる。 

 発信という部分で、パワー

ポイントや色々な工夫をし

てやっていこうとしてい

る。 

 真剣に練習していた。 

 自分で原稿をまとめ、英語

に訳し、プレゼンテーショ

ンの練習をし、努力して頑

張っていくことができるよ

うになった。 

 とにかく経験できているの

は良い。 

 

 プレゼン発表技術への興味

は大いに高まり、夢中にな

っている様子だった。 

 何度も経験することでやる

べき事を理解し、準備もス

ムーズにできるようになっ

た。 

 興味を持つようになり、技

術も上達した。 

 他国の人達を見て、日本人

ももっと勉強しなくてはと

思ったようだった。 

 最初は不慣れで時間もかか

っていたようだが、段々と

慣れ少しは形になってきた

かなという感じだ。 

学習への意欲  もっと頑張ろうとする意識

をもった。 

 大いに高まった。 

 高まった。 

 研修の内容について、（前

もっての英語での質問事項

等）学習を進めていた。語

学力を高めようとする姿勢

が感じられた。 

 決められた学習は高いレベ

ルで取り組むのですが、自

らテーマを決めて学習に取

り組むのは苦手なようでし

たが、テーマの周辺をも掘

り下げて学習できるように

なったように思う。 

 それなりに意欲がでてい

る。 

 高まったようだ。 

 勉強をすることを計画的に

考え、進められるようにな

った。 

 成績は伸びていなさそう

だ。 

 学習意欲がわき、さらに広

く、深く知りたいと思うよ

うになった。 

 今後も国際交流など機会が

あったら参加したいようだ

った。どこへいっても馴染

めると自信を持ったよう

だ。 

 もともと一生懸命な人なの

でさらに頑張っている。 

 

積極性  人前に出るのは苦手だった

が、いろいろな経験をさせ

ていただけたので、人との

関わりが広がり良かった。 

 大いに高まった。 

 今までになく、高校生とし

て一歩進んだ取り組みが感

じられ、本学院での教育の

成果と思った。 

 控え目な性格でしたが、積

極性が身についたように思

う。 

 中学の時までは、積極性が

なかったが、今は前向きだ。 

 何でも興味を持ったら、

apply してみようとしてい

る。 

 喜んで参加していた。良い

機会だった。 

 今まで挑戦したことのない

ものにも体験することで感

じることができる。それを

勉強し積極性へとつながっ

 色々な研修に参加するにつ

れ、より積極的に参加しよ

うという姿勢がみられ、成

長したと思う。 

 以前よりも積極的になっ

た。 

 精神的にも成長したと思

う。 

 色々な方面に興味を持つよ

うになったと思う。 

 授業だけでは経験できない

ことができたので、楽しか

ったようだ。また行きたい

と言っていた。 
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た。 

 仲間ができて、楽しんで遠

距離通学している。 

 活動が始まるまでは、通学

が苦痛だったようだが、今

は変わってきた。 

 中長期留学 

 

やってほしい

プログラムが

あるか？募集

の仕方はどう

か？その他 

 現状のプログラムに全て参

加しきれていないので、特

に希望なし。 

 いろいろな人にチャンスを

与えていただけるのであり

がたいと思う。 

 今年は本当にいろいろな経

験をさせていただき、感謝

しております。先生方のご

指導、どうもありがとうご

ざいました。これからもど

うそよろしくお願いしま

す。 

 ヨーロッパの研修などは無

理でしょうか？ 

 プリント、ホームページで

お知らせいただければと思

う。 

 より多くの生徒に、より多

くの研修の機会を与えられ

ると良いと思う。 

 学ぶことから沢山の希望が

得られることを子供達に期

待している。 

 日頃より熱心に教育をして

頂き、大変感謝しておりま

す。 

 現在のプログラムで満足。 

 今の方法で良い。 

 学院の HPに載せる。 

 できればHPなどでもわかる

ようにしてもらいたい。 

 

 今まで通りで良い。 

 ××先生には大変お世話に

なりました。ありがとうご

ざいます。プレゼンや発表

技術の興味は非常に高く、

向上心が沸いているようで

す。 

 他校では得られない本庄学

院ではの経験ができて本当

に良かったです。本人はこ

の学校に来てよかったと申

しております。 

 ホームステイ（受け入れ）

がもう 2 日ほどあれば、日

本の通常の家庭生活を経験

してもらえたかなと思いま

す。 

 2泊（夕方から）だったので

近くのショッピングモール

を案内しました。 

 どのプログラムもすばらし

いものでとても良い経験を

させていただいたと感謝し

ています。 

 ××先生をはじめ、引率し

て下さった先生方に本当に

感謝しています。ありがと

うございました。 

 本学院に入学以来、さまざ

まなプログラムに参加させ

ていただき、貴重な体験が

できたと喜んでいる。3年間

お世話になりありがとうご

ざいました。 

 

 

6.2 生徒寄稿「SSHプログラムが私に与えた影響」 

３Ａ 田村百合絵20 

私は、高校三年間を通して小笠原研修、ISSF、SISC といった様々な SSH プログラムに参加し、とても貴重

な経験を得ることができました。それらの経験は、私の高校生活を豊かにすると同時に、将来の目標にも大き

な影響を与えました。プログラムが私にどういった影響を与えてきたのか、高校卒業を間近に控えた今、改め

て振り返ってみたいと思います。 

 

私が一年の時、初めて参加した SSH プログラムが、小笠原研修でした。研修の主な目的は、母島石門地区に

おける固有種オガサワラグワの現状調査でした。もともと植物や生物に興味があったので参加を希望しました。

                                                                 
20 2010 年度早稲田大学本庄高等学院賞（卒業論文部門）受賞、2008 年度 2009 年度小笠原研修参加、2008 年度

RSSF 参加、2009 年度 SISC で Design and Build Challenge 部門第 1位、Future Problem Challenge 部門

Distinction 賞、2010 年度 ISSF 参加 



Waseda University Honjo Senior High School SSH Repor2010 

 94 / 109 
 

最も印象深かったのが、絶滅危惧種のオガサワラグワを自分の目で見ることができたことです。小笠原の自然

の美しさを実感すると同時に、個体数の減少や移入種のシマグワによる遺伝子汚染の問題などを目の当たりに

し、環境保全について深く考えるきっかけになりました。また、アオウミガメの放流やシュノーケリングなど

の数々の貴重な経験を通し、私の世界観は大きく変化しました。研修の六日間の体験は、私の自然への関心を

深めるばかりでなく、新しいことに挑戦する楽しさに満ち溢れており、それ以降の SSH活動に積極的に参加し

ていく上でのモチベーションを高める、重要な出発点となりました。 

小笠原研修の成果を、その年の 11月に立命館高校で開催された 4th International Students Science Fair

（ISSF）2008 で発表しました。これが私にとって初めての英語でのポスター発表でした。このイベントに参

加するにあたり、たくさんの苦労をしたことを覚えています。特に大変だったのが、発表の準備でした。研修

で得られたデータを分析、考察し、一つのポスターに仕上げて行く作業は初めての私にとって難しく、研究の

大変さを実感する経験となりました。また、まとまったポスターの内容を英訳したり、発表練習をしたりと、

国際的な発表に向けた準備にはかなりの時間と努力を要しました。一方、このように苦労が多かった分、イベ

ントに参加したことによって得られたものはさらに大きいものでした。最大の収穫は、同じ世代の外国の友達

に自分の研究を理解してもらえたという達成感でした。この経験は、私の研究意欲を格段に向上させました。

また、多くの人との意見交換や、他国のハイレベルな研究にふれることを通し、今後の研究に向けた新たな目

標設定を行うことができました。科学に興味をもつ同世代の外国の友達ができたことも嬉しく、研究を続ける

上での心の支えになりました。また、最大の課題として残ったのが英語の壁だったので、英語を一生懸命勉強

したいという気持ちにもなりました。振り返れば、小笠原での現地調査から発表に至るまでの一連の研究プロ

セスを経験できたことは、科学研究に取り組む上での姿勢を学ぶ大事な機会となりました。 

一年の冬休みには京都研修に参加し、総合地球環境研究学研究所で生物多様性に関する講義を受けました。

参加を希望した理由は、小笠原研修で向かい合った環境保全というテーマについて、より深く学びたいと考え

たからです。研修では、世界の絶滅危惧種の現状や、生物多様性の大切さ、環境保全の必要性、保護活動の難

しさなど、人間が自然と共生していく上での課題を多く学ぶことができました。絶滅危惧種のオガサワラグワ

の現状を見てきた私にとって、種の絶滅は他人事ではなく、身近で起きている最優先に考えるべき問題である

と感じました。そうした考えをまとめるために『生物多様性の意義と留意点―オガサワラグワを通して―』と

いう論文21を書きました。論文を書くことは初めてでしたが、文献を読んで勉強し、文章を推敲し、結果とし

て一つの意見を提示することができました。この経験は、物事に対する自分自身の考え方を深めることにつな

がりました。さらに私は、一年間を通して学んだ知識を活かして、ひとつ高い視座から小笠原を見直せたらと

考え、二年次に再び小笠原研修に参加し、自分の経験を後輩に引き継ぐこともできました。 

高校時代に小笠原研修などの素晴らしい SSHプログラムに参加できたことは、私の人生に大きな影響をもた

らしました。研修の参加をきっかけに、研究発表や論文執筆を経験することができ、自分の感じたことを積極

的に人に伝えることができるようになったことは大きな進歩でした。また、そうした経験を通して研究のやり

がいを感じたことが、研究への熱意に変化し、私の人生の選択肢の中に研究者という新たな道を加えました。

私にとって小笠原研修は、研究者という新しい世界を自分の中に芽生えさせてくれた原点でした。 

 

研究への熱意はその後の SSH 活動に反映されていきました。私は、一年生の時から SSH部に所属し、粘菌と

いう生物の研究も行っていました。粘菌研究は、本庄高等学院の先輩から長年引き継がれてきたもので、研究

への熱意の高まりから、二年に入る頃、自分自身でテーマを設定し本格的な研究を始めることにしました。や

りたいと決意したことを行動に移せる研究環境が本庄高等学院にそろっていたことはとても幸運でした。必要

な実験器具を SSH予算で購入していただき、やりたい実験を行うことができました。 

粘菌の研究成果は、スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会や関東近県 SSH合同発表会の他、シン

ガポールで開催された Singapore International Science Challenge （SISC）2009 で発表しました。SISCは

コンテスト形式のイベントで、京都の ISSF の時とはまた違った収穫がありました。英語でのポスター発表に

ついては、これまでの経験を活かし、以前より自信を持って発表することができ、1 年次 ISSF 時の自分と比

べて特に発表技術の面で進歩したことを感じました。さらに、ポスター発表以外の部門では、Design and Build 

Challenge 部門で Champion(第 1 位)、Future Problem Challenge 部門で Distinction 賞(26校中 2～4 位相

当)をいただくことができ、自分の科学知識を応用することの楽しさを実感しました。 

SISC でシンガポールに行ったことは、私にとって初めての外国旅行でもあり、日本以外の地で力を発揮で

きたことは、大きな自信となりました。そして、将来は国際的に活躍できるような研究者になりたいと思うよ

                                                                 
21 2008 年度 SSH 報告書参照 
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うにもなりました。また嬉しいことに、このイベントを通じてシンガポールの NJC（National Junior College）

で粘菌を研究しているメンバーと偶然に知り合うことができ、それをきっかけに本庄高等学院と NJCで粘菌の

共同研究が実現しました。研究テーマは、「粘菌の移動性と原形質流動の関係（The Relation between the 

Protoplasmic Streaming and the Plasmodial Movement of Slime Mold）」でした。帰国後は TV 会議などを

通し、各々の学校で同じ実験を行った結果などを比較し、議論を重ねることによって、お互いの研究の質を高

め合うことができました。共同研究を通し、切磋琢磨し合える仲間がいる大切さを感じました。 

共同研究による成果は最終的に、三年生で参加したオーストラリア開催の 6th International Students 

Science Fair （ISSF）2010 で発表しました。この時は、ポスター発表だけでなく、口頭発表にも挑戦しまし

た。これが、初めての英語での口頭発表であるとともに、それまでの発表の集大成となりました。また、ワー

クショップや Cultural Performance を通し、外国の友達と交流する機会も多く、国際交流の面でも非常に充

実した日々を過ごしました。他にも、日本とオーストラリアの文化の違いに驚いたり、かわいい動物たちとふ

れあう体験もでき、一生の思い出となりました。また私にとって ISSF2010 は最高学年として後輩を率いて臨

む国際イベントであったので、それまでとは違った責任感や緊張感がありました。この中で納得のいく発表や

国際交流ができたのは、それまでの SSHプログラムへの参加を通し、少しずつ着実にステップアップを重ねて

来ることができたおかげだと思います。それらを振り返れば、三年間の SSHプログラムが私に与えた影響は大

きく、入学当初の自分と比べて数えきれないほど多くの能力が身に付いたことを実感しています。 

高校生活の研究の集大成として、三年の冬休みに「真性粘菌変形体の展開パターン解析」という卒業論文を

書き上げました。これは、二年の半ばから自分独自の研究として取り組み始めたテーマで、最終的に校内の代

表にも選ばれました。卒論研究を通して一つの研究を継続していくことの大切さを学びました。三月には、関

東近県 SSH合同発表会と第四回つくば生物研究コンテストで発表を予定しており、自分の研究成果を報告でき

ることが楽しみです。 

 

高校生活の貴重な三年間を充実したものにしてくれたのは、SSHプログラムでした。その始めのきっかけを

与えてくれた小笠原研修、その発表を通して経験した国際交流および研究意欲の向上、そしてそこに自分のや

りたいという気持ちを行動に移せる研究環境がそろっていたことが、今の自分につながっています。それらを

可能にしてくれた SSH プログラム、そして支えて下さった先生方には心から感謝しています。現在では、後輩

に SSHプログラムに参加することを勧めるとともに、本庄高等学院における粘菌研究が今後も長く受け継がれ

ていくことを願っています。そして、私自身の研究意欲はさらに増しており、早稲田大学では、大学院まで進

学し、理系の研究に従事したいと考えています。これからも、本庄高等学院での三年間の SSHプログラムを通

して得られた経験を活かし、頑張っていきたいです。 

 

6.3 NJCとの交流プログラムの今後の展望への提言 ―関係教員の座談会に基づいて― 

6.3.1 本稿の目的 

 NJC との交流プログラム（以下 WNEP）は校内でも恒例の行事として認知されるようになった。７月の NJC

派遣応募者の倍率は年を追うごとに増えている。毎年秋の NJC 一行の来校に関わる生徒と教職員も延べ人数は

増え、ホストファミリー募集には保護者会からも惜しみない支援が得られた。「理系ではないけれど交流行事

に参加したい。去年から楽しみにしていた。参加者の募集はいつするのか」と教員室に問い合わせに来る生徒

も少なからず出てくるようになった。その一方で、運営面の負担感は依然として大きく、運営や引率に関わる

教職員の配置は楽ではない。また回を重ねるにつれて、WNEP の教育的価値に対する教員間の考え方が多様化

しているように筆者には感じられた。しかし日々の多忙さから意見交換の場を持てずにいた。 

今回の報告書作成は WNEP を振り返る好機ととらえ、今後の WNEP のありかたに提言をまとめるために、関

係教員で座談会を開くことを呼びかけた。座談会はメンバーを入れ替えて２回、各１時間半にわたって意見交

換を行った。座談会のやりとりから浮かび上がってきた方向性を３に提示する。早い時期に NJC の関係教員と

も共有し、よりよい WNEP の企画につなげていきたい。 

  

6.3.2 座談会で提示した話題 

（ア）筆者の疑問点と座談会の意図 

①校内の教員が考える WNEP の目的や期待が SSH 委員会側と国内外交流委員会側で相反する方向に分化してい

るような印象がある。この印象はどの程度共有されているか？ 
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＜補足＞ 

 WNEP は SSH 委員会が学校間文化交流の部分も含めてプログラムを組み、SSH 委員では手が回らない部分を

国内外交流委員会や教務、部活動、保護者会に依頼して運営した。本校生徒のコア参加者は NJC 生徒との共同

研究に関わる少人数のメンバーに限定し、科学における国際交流のあり方と成果を追求した。SSH 予算申請上

の条件や公欠が認められにくくなっている現実面も考慮し、本校の一般生徒には限定的な場面（ホストファミ

リー、「二カ国料理大会」、「都心ツアー」など）で参加者を直前に募った。 

国内外交流委員会（および学内の協力者）の間では、せっかくの姉妹校との交流なので、SSH 委員会と業務

を分け合って企画をより充実させたいという意見が出ている。一般生徒の中には「今年こそ NJC との交流行事

に参加しよう」という期待が育っている。SSH 予算を使う行事なのでイニシアチブは取らないが、ホームステ

イや文化交流の部分のサポートを SSH 委員会からどのみち要請されるのであれば、一般生徒ももっと長めのス

パンで参加させ、異文化間交流推進の大切なマイルストーンとして活用したいとの声がある。 

 

②SSH 委員会内で WNEP の目的や期待はどの程度共有されているか？ 

③今後どのような方向に進むにしても、関係教員の知見と経験を活かして WNEP を継続・発展させていけるよ

うに意見交換して関係教員が抱く展望を共有したい。 

 

（イ）座談会の進め方 

 初めの座談会はSSH委員ではないがWNEPでの引率や企画に積極的に関わってきた２人の同僚に参加を依頼

した。開始時に筆者の疑問点①と③を座談会の切り口として提示した。２回目は SSH 委員のみの座談会とし、

１回目の座談会で出た話題を報告してから意見交換を行った。 

 両方の座談会の参考資料として、「科学の分野で」高校生の「国際交流を推進する」価値について 2009 年

～2010 年に取りまとめた以下のコメントを書面で提示した。 

 

＜共同研究や協働プロジェクトに詳しい識者からのコメント＞ 

A)国際共同研究は当該国の科学技術の分野のいわゆる「ガラパゴス化」を避ける原動力になる。 

B)相互訪問することにより、研究パートナーのたとえば「頑固な部分」などの理由や状況が理解でき、歩み寄

ったり想像力を発揮するきっかけになる。 

C)国内の共同研究以上に一緒に作業できる機会の制約が限定されるため、トラブルがあっても乗り越えて成果

を出そうという力が出る。 

D)一緒に「遊ぶ」時間も大事。「遊ぶ」時間を共にすることで仲間のパーソナリティーが理解できる。 

E)パートナー間で負の感情、特に対立や摩擦を経験し、それを乗り越えた時に、深い学びが可能になる。 

F)交流イベント終了後の振り返りと意見交換にこそ労力を注ぐべき。この部分が学びの質を左右する。 

 

＜NJC の教員からのコメント＞ 

G)パートナーや聴衆にわかりやすく説明することも「科学」という営みの一端。科学の国際交流はその力を強

化できる。 

H)歴史上の経緯や文化ステレオタイプ化に由来する相手国への負のイメージをプラスの方向に変化させうる。 

 

＜本庄の教員からのコメント＞ 

I)言葉や国内の研究の慣習が通じにくくなるため、研究という行為（問いの絞り込み、仮説の設定、データの

扱い、変数の扱いなど）がより明示的に学べる。 

J)トラブルに対する対処を経験することで、大学以降の人生を築いていくうえで本人の力になる。 

K)特定の研究課題をもたない生徒は科学の交流プログラムに参加をしても英語使用や異文化間コミュニケー

ションの方により強い関心を抱く。共同研究で苦労した生徒のみが科学の交流の真価に触れることになる。 

 

6.3.3 今後の WNEP企画への提言案（座談会をもとに） 

A NJC とは早い時期に会議を提案し、WNEP の長期的なビジョンを共有する。 

1. WNEP に対する両校の期待と現在論じられている問題点を共有する。特に科学教育と異文化間交流の比

重について、十分に意見を交換する。 
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2. 相互訪問がメリットになる研究課題を模索する。本庄側は WNEP に組み込めそうな訪問先の情報を複数

提供し、NJC 側からの協働研究の課題や日本での訪問先のリクエストを要請する。 

3. 協働研究推進のための高度な企画と科学リテラシー育成のための体験・見学型学習を並行で実施できる

か、可能性を検討する。 

4. 予算申請上の条件やカリキュラム、学校施設、進学指導などの制約について、さらに理解を深める。 

 

B SSH 委員会内で WNEP の目的と運営方法のビジョンを共有する。 

1. NJC との話し合いと並行して、WNEP をマイルストーンとした年間シラバスを組み、生徒の育成にあた

る。 

2. 協働研究推進のための高度な企画と科学リテラシー育成のための体験・見学型学習を並行で実施できる

か、可能性を検討する。 

3. WNEP の中の文化交流企画の比重を整理し、学校全体に展望を伝え、国内外交流委員会とも連絡を取り

合う。 

 

6.3.4 座談会議事録 

２回の座談会は１つの方向にまとめようという趣旨ではなく、意見交換が主な目的で行った。しかし参加者

が話し合ううちに今後の方向性がおぼろげに見えてきた感触をもった。4.1 と 4.2 は２つの座談会の発言録であ

る。発言者の趣旨をそこなわないように編集したものだが、やりとりの中で問題と解決策が洗い出されるプロ

セスを尊重し、発言録の形で記録した。上記３の提言により強く結びついた部分は下線で示してある。 

 

座談会１  

参加者：亀田（英語科、国内外交流委員、WNEP 協力者）、棚橋（家庭科、WNEP 協力者）、半田（情報科、SSH 委員長）、

望月（英語科、SSH 委員） 

 WNEP は早稲田本庄の SSH プログラムの特色の１つとして大切に考えている。科学の分野で活躍できる人材を作りた

いという文部科学省の期待に応えたい。 

 SSH の趣旨を尊重するなら WNEP は異文化間交流企画とは一線を画し、NJC との共同研究に関わる生徒のための科学

色のより明確な企画にするべきでは。現状では NJC を訪問する生徒の半分の生徒は文化交流を目的としている。科学

の協働プログラムと異文化間交流プログラムははっきり分けた方がいい。文化交流が目的なら科学色をなくし、浅く

ても幅広いプログラムを組んだ方がより多くの生徒・教員が関わるようになる。 

 NJC 訪問チームの人選は、共同研究グループや SSH クラブ員を教員が抜擢して派遣するのではなく、校内公募にして

いる。応募者には科学の課題レポートを出させて、科学への関心の度合いや表現力を判断している。学校全体の科学

リテラシーを向上させたいという期待をこめて公募にしている。 

 より多くの生徒に参加の意欲を起こさせるために、文化交流、博物館見学、社会科見学的な企画など幅広く組んで、

あえて専門性が強くなりすぎないようなデザインにしている。 

 科学色を打ち出すべき部分と異文化間交流を推進するべき部分がどちらも中途半端になっている印象が否めない。科

学中心の企画と文化交流中心の企画を複線で実施するとか、科学に特化したプログラムではあるが文化交流の日を１

日だけ設定するとか、明確に分けた方がいいのでは。 

 学際的な（年間）テーマを設定し、多角的な視点からテーマについて考察を深めていく総合学習カリキュラムとして

はどうか。他校の実践例として、「オランウータンを森にかえそう」というテーマでマレーシアに行き、保護区での

実習や講義、フィールドワークで理解を深めた。魅力的な観光スポットも周囲にあったが見学は組まず、テーマ学習

に専念させた。 

 学際的テーマ学習は応募者の幅を広げる上でも有効。たとえば「地球環境、科学と食文化」という年間テーマなら、

相互訪問の機会に気候・風土を肌で感じ、食文化が生まれた必然性が体験できる。食品添加物や遺伝子組み換えなど

科学リテラシーが必須な話題もある。この分野で卒論を書く生徒は願ってもいないフィールドワークの機会になり、

学習意欲がより高い生徒の応募が期待できる。 

 WNEP 運営上の労力の問題は無視できない。複線化は両校教員には負担が大きい。テーマ学習の魅力は否定しないが、

博物館や動植物園、水質処理場や醸造所にバス１台＋最小人数の引率教員で行けば、負担が軽減でき、両国の科学技

術の特色と地域的背景を概観させるというアプローチにかなう企画になる。 

 単なる観光で終わらせない工夫は両校で行っている。NJC 側では、たとえば動物園見学をリクエストすると動物病院

訪問もセットして組んでくれる。日本に迎えるときは、シンガポールでは体験できない自然観察（妙義山や長瀞の浸

食地形見学、川での水棲動物の採集など）を組んでいる。「面白い」「すごい」「きれいだ」といった素朴な感動か
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ら科学の分野に導いていく価値はある。 

 科学の分野での「社会科見学」という印象を受ける。この場合、ホスト校生徒に期待される役割は小さい。「誰でも

いいからバスに同乗させて英語で適当にガイドさせる」のでは交流を推進したとはいえない。極端に言えばホスト校

生徒が同行しなくても企画は成立する。 

 特定テーマ学習型の国内外交流企画なら AIU 主催高校生外交官プログラムや日韓交流キャンプがある。姉妹校を学校

に迎えるなら広く浅い交流企画でよい。本校は、国際交流は不得意科目だが、避けて通るわけにはいかない時代。「海

外からの来賓のための歓迎行事日程」を教員主導で組む、という発想から「この日は姉妹校の生徒がクラスに加わる

から何かしよう」と生徒に企画・運営させるという発想にシフトすればいい。 

 現状では、多くの生徒が「NJC の生徒と関わりたいが理科の研究に専念する子でないとダメらしい」と思って関心を

絶ってしまう。かたや SSH 委員会は「もっと多くの生徒に関わってほしいのに手が挙がらない」と嘆いている。両方

にとって不幸な状態を打開するには、異文化間交流プログラムは全校に開き、SSH 委員会は科学のコアな企画に専念

すればよい。SSH 委員会が異文化間交流企画まで担う必要はない。 

 

座談会２  

参加者： 影森（物理科）、峰（数学科）、半田（情報科）、望月（英語科）。すべて SSH 委員会メンバー 

 WNEP は２校で共有のビジョンがない。両校とも「科学の交流を望んでいる」と思いこんでいるのでは。NJC は、本

庄からは協働研究に関わる生徒だけが来ると思っている。期待に応えるなら協働研究をやる生徒だけを派遣すべきだ。

SSH 予算の趣旨にもかなう。 

 NJC が協働研究にどれほど関心があるのか疑問に思い始めている。研究内容があまり深まらなくても、本庄生にとっ

ては英語で一緒に研究をしてみたという経験はとても意義深い。それに対し NJC 生徒はどのくらいメリットを感じて

いるのか。昨年から NJC は、立命館 RSSF を経て本庄に来るグループと成田から本庄に直行で来るグループの二手に

分けるようになった。後者の学齢は中学３年がメイン。そのような状況を考えると、WNEP は協働研究（特定課題）

対応と科学リテラシー対応の複線プログラム化が適切だ。 

 協働研究に関心はあると思うが、学校の設備や厳しい受験勉強のスケジュールなどの状況から NJC が抱える制約は本

庄より大きいと思える。NJC 側が授業内容プラスアルファで対応できるような研究課題を選ぶ配慮が必要だ。 

 WNEP を核とした二校間交流は、国際チームとして協働研究に取り組む際の方法論を研究する場としてとらえてはど

うか。チームとして研究を進めるための力は単独で優れた研究を行うのとは異なる力が要求される。文部科学省の期

待もそこにあると思う。TV 会議も活用して４月から両校でシラバスを組んでいくとよい。WNEP で複線プログラムを

組めば、協働研究チームは研究を深化させることができる。 

 SSH プログラムは広く浅い科学リテラシーの養成より狭く鋭い英才教育の追求が求められている。WNEP を使って研

究を深化させるようなチームにするには、１年生からチームを育て、NJC 派遣は研究に関わって２年目の生徒を選ぶ

べきだ。 

 協働研究チームの養成は理想だが、関わる生徒が限定されてしまう。高い動機と能力を併せ持つ生徒にとっては、単

独研究を思う存分進めていく方に価値を感じるだろう。 

 ２国間の協働研究の例をみると、現地に相互訪問する必然性がある研究課題が成功しやすい。たとえば動植物、水質、

地質の現地調査など。難点は非常に時間がかかること。両校のモチベーションを維持するのは大変。特に NJC は教員

の交替が速く、引継がむずかしい。 

 シンガポールは全土に人の手が入っているので自然観察はテーマにしづらい。また地場産業を持たないので科学技術

の応用をテーマにするのも難しい。興味深いものとしては都市工学、水、遺伝子組み換え技術と食文化などか。 

 通常の研究の場合なら、研究が深まるにつれてその分野の権威者（学者、研究機関）を訪ねよう、現地調査をしよう、

といった理由で海外に行く。NJC との交流の場合、まず学校間交流ありき、という難しさが常につきまとう。こんな

環境がある、こんな研究機関に人脈があるという情報を本庄から NJC に伝え、NJC から本庄での WNEP のテーマを提

案してもらってはどうか。 
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2002 年度の新指導要領による本庄学院のカリキュラム改訂において、1 年 2 年で週 1 単位情報 B を行うこと

となった。また、同時に必修となった「総合学習」では、2 年時に政経科と情報科が協力し「論文リテラシー」

という授業を行うこととなった。これは、開校以来の教育の特色である卒業論文制度を活性化することを目的

としたものである。これを受け、1 年時の情報 B ではこの「論文リテラシー」の基礎を作ることを目的として

展開させることとした。 

 “論文リテラシー”とはその名の通り論文を書く力ということであるが、文章力だけでなく「資料収集・

分析する力」「著作権に配慮する力」「紙面を読者にわかりやすくレイアウトする力」等広い力を包括してい

る．現在早稲田大学では論文リテラシーに加え、その内容をわかりやすくプレゼンテーションし伝達する力、

それに付随して質疑応答する力、その結果の評価をさらに活かせる力、論文を書くための多様なソフトウェア

（例えば数式シミュレーションソフトや Tex（テフ）などの論文作成ソフト）を使える力、ネット上の知的リ

ソース（例えば論文検索サービス CiNii（サイニー）・JDreamII、聞蔵 II・ヨミダス、Wiki 等）を使える力等を含

め「アカデミックリテラシー」という言葉を使い始めている．  

1 年生には情報 B で全員に対し年 1 回 3 分間のプレゼンテーションと 2 回のレポートを課している．2 年生

には「論文リテラシー」で、これも全員に対し社会科学系のテーマについてテーマ設定から資料収集、論文作

成を経て一人 5 分のプレゼンテーションまでを 1 年をかけて実施している。 

すでに 10 年近くレポートを見てきたが、最近ある傾向があることに気がつき始めた。それは箇条書きする

と以下のようなことである。 

① １つ１つの文章が冗長で句読点が少なく、先頭においた主語と最後の述語が合わない 

② 長いレポートを書くにも関わらず、情報収集作業を殆ど行わない（ネットだけ） 

③ 資料として使う情報源の“質”を疑わない・鵜呑みする 

④ 公的な文章に使うべき言葉と会話や口語に使うべき言葉との境界が薄い 

①は、実はこれらの授業以前に気がついていたことである。多分原稿用紙を使うことがなくなり、ワープロ

や携帯で文字を打つ作業が中心になったことに起因するのではないかと考えている。鉛筆や万年筆書きは疲れ

るので句読点のところまで一気に書いて休む、といったリズムを置くが、キーボードの場合はダラダラと打ち

続けてしまう。また、原稿用紙は１枚書くと俯瞰できるが、ワープロや携帯の場合はスクロールしてしまうた

め、全体像が見にくいのかもしれない。せめて句読点を使ったり、段落で文頭を下げてくれれば読みやすいの

だが、そのような配慮も最近は少ないため、レポートを読む側からすると A4 の紙の上に「黒々とした文字の

固まりがドンとある」という印象で、一見しただけで読む気が薄れてしまう。 

②は本当に憂慮すべき状況にある。上記の授業は主として PC 室で授業を行っているため、ネット検索が主

となる。ネット検索で会っても、本当はオフィシャルなサイトの情報や大学の情報検索サービスを使ってほし

いのだが、キーワード検索で引っかかったものを上から使っているようである。ご存知のように、キーワード

検索で上位に引っかかるための技術もあるので、上にあるからといって必ずしもいい情報とは限らない。第一

その情報が間違っていることだってある。それでも複数の資料を比較するのならばいいのだが、大方１つのサ

イトの情報だけ見て終わりにする。書籍・新聞・雑誌、あるいはテレビニュース等の情報を併用する例はきわ

めてまれである。ちなみに、上記の授業では参考文献としてのウィキペディアは禁止にしている。 

③は少々怖いことである。以前に「食品の添加物汚染」の問題について書いたレポートの参考文献が、マン

ガ「美味しんぼ」の第×巻ということがあった。また、環境問題や食品と健康の問題は例年多いテーマ材料で

あるが、資料としてうさん臭かったり過激な言い回しのものを使っている例が多々見受けられる。このような

資料ではエセ科学・疑似科学的なものや作者の思い込みで論じているものが多い。主張を裏付ける客観的なデ

ータが少なくても、主張が強かったり、「権威者」と称する人の談話を入れたり、我々の感情のツボをうまく

突かれることにより、そういう考えに導かれてしまうということは往々にしてある。テレビで納豆やバナナ、

カカオの特番を組んだらスーパーで売り切れ続出、科学的根拠のない陰イオンの家電を買ってしまう、スピリ

チュアルにはまってしまう、などの例は枚挙に暇がない。特に感受性の強い高校生はその傾向が強いかもしれ

ない。 

④は最近頻繁に目にする。「すごい」「たくさん」などといった「誇張表現」はアカデミックなレポートや

論文においては使うべきでない。客観的にどのくらいの量なのか？がわからないからである。それに加え近年

は「やばい」「超」「えぐい」「キモイ」といった若者会話表現が見受けられる。これは恐らく携帯でコミュ

ニケーションするときの延長といった意識でキーボードを打っていることに原因があると思われる。 

 しかし、良く考えてみると生徒たちは小中校で情報技術を習っている。様々な教科で資料を調べたり、その

結果を PPT スライドや紙面にまとめたりすることを経験しているはずである。このような授業時間は現指導要
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領導入時より多くなっている。その結果、上記のような現象が目立つようになっていることはどう考えるべき

か？ 

その理由の１つにはいわゆる「調べ学習」という授業形態の弊害があるのではないか。修学旅行の訪問先や

自由研究など、テーマに沿った情報を検索し、その結果をまとめて発表することは、教育の情報化とともに特

に総合学習の一形式として大部分の小中校で行われるようになった。基本的なコンピュータ周辺の情報リテラ

シーを養成するという意味では効果的であるが、果たして情報の質の問題や書籍・新聞など他の情報メディア

を併用すること、様々な情報を見比べることなどは教えられているのだろうか？  

もう１つは、携帯電話やスマートフォン、iPhone・iPod 等複雑化・多様化する携帯端末におけるコミュニケ

ーションとアカデミックな提出物との間の区別がつきにくくなっていることにその理由が考えられる。生徒た

ちを見ていると、２つの情報モラルを併用していることがわかる。携帯端末におけるプライベートな世界のそ

れと学校で利用する PC におけるそれである。学校では、例えばメールにおいて「内容が判断できる表題を入

れること」「個人攻撃・誹謗中傷をしないこと」「チェーンメールを流さないこと」「機種依存文字や仲間内

でわかる符丁を使わないこと」などのモラルを教える。一方で、携帯のメールではそのようなことをすべて守

る生徒はいない。教員に送られる PC メールでは確かに守られているが（守らないと叱られるから？）、文章

やスライドではこの面の区別がつかないのだろう。 

論文リテラシーや情報モラルを含むアカデミックリテラシーの養成は、情報化時代の中、SSH 校のみならず

すべての高校生にとって重要なことである。いわゆる「国際力と言われる（漠然とした）力」や「理科への興

味」「コラボレーションにおける責任意識」などとともに、近年教育の場で重要視される力であるが、これら

の養成には高校からでは遅く、小中高における体系的な取り組みが必要である。小中高・中高の連携校には是

非、このことを考えたカリキュラムを検討してほしいと思うが、早い時期に教育界で検討される必要があると

考えている。 

 

７．追記 ～2011.3.11 東北関東大震災と科学教育の方向～ 

SSH委員会委員長 半田亨 

 3 月 11 日の地震発生時、私は SSH 校の先生方の学校訪問の後、車でお送りした帰りの道中でした。交差点

で信号待ちをしていたらなんだか揺れている。そのうち揺れがどんどん大きくなり、周囲の建物から人たちが

出てくるようになりました。しかも、やたらに長い。通常は 30 秒ほどで終わるものが、この時は 2 分位続き

ました。直後に車のラジオで「宮城県沖を震源とする大きな地震が発生したこと」「津波警報が広範囲に出さ

れたこと」が報じられ、ただ事ではない雰囲気を感じました。学校に帰ってみると建物や生徒には影響が無か

ったのでほっとするもつかの間、その後電車が全く動かないことがわかり、駅で途方に暮れている生徒たちを

学校に集めることとなりました。本学院生徒の通学域は他校に比べると広範囲なため、親が車で来ることので

きる生徒は迎えに来てもらいましたが、できない生徒は学校に宿泊させることとしました。とはいえ、自宅へ

連絡したくても電話やメールが全く通じません。本当に混乱した夜でした。一段落した深夜、私は自宅へ戻り

ました。地震後まったくニュース映像を見ていなかったため、初めて目にする東北太平洋沿岸部の状況に息を

飲みました。 

 以上が、私の震災発生当時の様子です。その後、だんだんに通信状況が改善されるに従い、いかに大きな災

害だったかがわかってきました。「わかりました」と書けないのは、今後の経済や農業・漁業・教育等への長

期的な打撃も含め、いまだに被害の全貌がつかめていないからです。本当に大きな災害というものは、被害の

程度を知るためにも長い時間を要するのだということを改めて確認しました。私どもの埼玉県は被害地に割と

近い位置にあるため、計画停電やガソリン・水等の物資不足、電車の間引き、余震の影響がそれなりにあり「不

便は我慢しなくては」という実感はありました。しかし、この程度で「不便」と言っているようでは被災地の

方々には顔向けできないでしょう。被災地の方々は、家族や親類・友人も失い、まして家も財産も学校もすべ

てなくしているわけですから、その心情を察することすら私たちにはできません。「その気持ち、わかるよ」

という次元をはるかに超えていることだけを知るだけです。 

 

 今回のこの報告書をまとめるにあたり、震災に触れるべきかどうか迷いました。様々なメディアで報じられ

ているように、恐らく 2011年度は日本にとって（あるいは世界にとって？）大転換点となるように思います。

科学教育にとってもそれは例外ではないと感じています。そうであるならば、震災の中から見える今後の科学

教育を考えるためのポイントを今、簡単でもまとめておくことは意義のあることではないかと考えました。こ
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んな未曾有の大被害に対して感想めいたことを軽々しく書くことは不適切かもしれませんが、今だからこそ書

き記しておきたいと思います。 

 

 SSH 事業に関わる者として、私は毎日福島原発の状況を注視しています。状況が予断を許さないということ

もありますが、この事件をきっかけとして人々の科学技術への意識を大きく変えつつあるのではないかという

ことを感じるからです。 

宇宙事業と並んで原子力事業は、科学技術・安全技術において総合的に最高レベルが要求されます。例えば、

暗い話題の多い昨今、数少ない明るい話題の１つだった人工衛星「はやぶさ」の帰還の裏には科学技術の粋と

それを最大限に活かすアイデアと危機対応システム、さらに想像外の何度もの危機を脱した人間のひらめきが

あったことがわかります22。原子力事業は、加速器・核融合・海水淡水化などの研究が進められていますが、

発電は化石燃料を使わないため CO2 を排出せず、効率的にエネルギーを確保し、今後のエネルギー問題解消の

切り札となるはずでした。しかし、反応を制御することと放射線を外へ出さないことが必須なため、安全性に

は極めて高いレベルの技術が要求されます。今回の件では、当初の安全設計に対して「このような大きな津波

や地震は『想定外』だった」という言葉が頻繁に記事として掲載されました。恐らく今まで日本で起こったど

んな地震に対してもこの原発は耐えたかもしれません。しかし、今回は耐えられませんでした。 

 世界的に当分は、新しく原発を作るという雰囲気にはなれないでしょう。特に、日本では国民が納得する安

全技術が打ち出されるまで原発建設は世論が許さないのではないでしょうか？では、電力不足はどう解消した

らいいのでしょうか？CO2や資源枯渇の点から、火力発電が長く続くとは思えません。風力や太陽光発電がエ

コだ、という意見も多いのですが、原発に見合うエネルギーを得るためにはどれだけの範囲に広げたらいいの

でしょうか？ 

今回の震災で私たちは「節電こそ最大の発電である」ということを知りました。また、日常生活で慣れてし

まっていた電力の無駄遣いにも気づくことができました。この姿勢は今後とも継続が必要ですが、これだけで

は企業・工場の稼働や交通が制限され、流通・経済を元に戻すことができません。現状では原子力発電をまっ

たく捨てることはできません。原子力発電の安全技術の研究とともに新しいエネルギー技術が大きく求められ

ようとしています。 

 原発事故による放射線問題の報道は、私たちの科学技術理解と心理との齟齬の問題も浮き上がらせました。

日々すべての放送局から流されるジオラマを使った事故の様子の詳細な解説は、皮肉なことに私たちが原発の

仕組みを初めて理解することにつながりました。ベクレルやシーベルトなど新しい単位、放射線の害や、もっ

と基本的な放射能と放射線の違いも知ることができました。私たちは（もちろん私も含めて）原子力発電につ

いて、ほとんど何も知らなかったという事実を知ったのです。 

一方で、「人体には害がありません」と報道されながらも居住地を離れたり水を買い占めるといった現象が

起こったり、福島や茨城・宮城産の野菜や魚を購入しないという深刻な風評被害まで発生しています。例えば

食品添加物に対して、「例え少量でも体に悪いものは食べたくないから多少高価でも無添加有機食品しか食べ

ない」という人もいれば「そんなの気にしていたら何も食べられない」という人もいるように、健康に対する

考え方は様々であり、その多様性は許容され得るものです。しかし、それが社会不安を誘発するようなもので

あればどうでしょう？科学技術に対する知識と人間心理は異なるのだということを私は感じました。科学技術

への知識が人間心理を冷静に制御する１つの理性として働いてほしいと思っています。 

でも、それ以上に今回の事故による科学技術への不信感が大きかったから科学技術への知識は理性として働

かなかった、という見方もあるかもしれません。毎日新たな障害や事態が発生するとともに、そこに奮闘する

人々の様子が報道されています。効果的な布石が打てず、解決が長期化する様子に、科学技術と安全性の象徴

の１つであった原子力発電所への社会的信頼が地に落ちつつあります。このことは象徴されていた科学技術の

高さそのものへの不信感を伴っています。もっと正確に言うならば、「政府は日本を科学技術大国と言ってい

たがそうではなかったんだ」という自己アイデンテティの欠落です。海外各国の政府が日本の事故処理に苛立

ちを募らせていますが、私たち日本人は日毎募るアイデンテティの喪失感に悩まされています。 

 

 今後大きな社会構造の再構築があるかもしれません。例えば、経済・政治・文化の中心としての役割が東京

に一極集中することによる大量電力の消費を防ぎ、被害時のリスク分散を図るため、機能を分割・移転するこ

とは検討されてもいいかもしれません。科学に対しては、上の様な難しいと思われる要望がつきつけられてい

ます。私たち科学教育に関わる者はどう対処すればいいのでしょう？科学教育も大きな再構築が必要なのでし

                                                                 
22 日経サイエンス 2010 年 9 月号「『はやぶさ』 60 億キロの旅」川口 淳一郎（宇宙航空研究開発機構） 
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ょうか？しかし、よく考えてみると今までやってきたこととそんなに変わらないように思えます。要は「対象

を客観的論理的に考えられるような『科学的』思考力」を持った人間を養成しなくてはならない。その人たち

は新しい技術やエネルギーを考えだすだろう、ということだと考えます。時間は多少かかりますが、欠落を埋

める新しいアイデンテティが私たちに構築されるでしょう。ただし、今までの浪費生活は改めなくてはならな

い、という条件付きですが。SSH事業の中では今までもなされてきたことなのですが、これからは私たちがは

っきり私たちの使命と意識して「科学的」思考力を持った人間を育てなくてはなりません。これは日本人のア

イデンテティにつながることなのです。 

  

 3月末、台北で開催された High Scope Programme Conference on Asia-Pacific Science Education2011 に

参加していた私は、ホテルで頻繁に震災のニュースをチェックしていました。海外のメディアが異口同音に「こ

のような壊滅的な状況に陥っても、自然を罵るわけでなく冷静に行動し、暴動や略奪が１つも起こらない日本

人の国民性は尊敬に値する」と報道しているのを耳にし、科学技術大国という地震は失ったが、日本人として

新たなプライドを感じ嬉しく思いました。 

 日本はこの震災で物心両面あまりに多くのものを失いました。でもそんな中で確認できた日本人の良識に対

するプライドは無形でほんの小さいことながらも、今後の復興における心の支えとなるはずです。他にも得ら

れた教訓や知識はたくさんあります。今後落ち着いたときに、忘れないうちにこれらを整理し、教育の場にも

活かしていくことが求められています。 

 

付録 1 学部進学先の推移 

 

1989 年～2010年、学部進学者数の推移（積み上げ割合図） 

※2008年度卒業生までは男子のみ約 240名、2009年度以降男子約 240名・女子約 100名 
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2009年度男子学部進学先割合 2009年度女子学部進学先割合 

  

2010年度男子学部進学先割合 2010年度女子学部進学先割合 

 

付録２ 教育課程表 

 

教 科 

学  年 

科  目 

第１ 第２ 第３   

学年 学年 学年 文系必修 理系必修 

国語 

国語総合 ４     

現代文  ２ ３   

古典  ２ ２   

地理歴史 

世界史Ｂ ２ ２    

日本史Ａ  ２    

地理Ａ   ２    

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  （※）    ２以上  

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      

公民 
倫理 ２     

政治・経済  ２    

 数学Ⅰ ３     
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数学 

数学Ⅱ  ３    

数学Ⅲ     ３ 

数学Ａ ２     

数学Ｂ  ２    

数学Ｃ     ２ 

 理科総合Ｂ   ２   

理科 

物理Ⅰ  ３    

物理Ⅱ     ３ 

化学Ⅰ  ２    

化学Ⅱ     ２ 

生物Ⅰ ２     

保健体育 
体育 ３ ２ ２   

保健 １ １    

芸術 
音楽Ⅰ △２     

美術Ⅰ △２     

 オーラルコミュニケーションⅠ ３     

外国語 

オーラルコミュニケーションⅡ  ２    

英語Ⅰ ３     

英語Ⅱ  ３    

英語Ⅲ（※）    ２  

リーディング   ３   

ライティング   ２   

家庭 家庭基礎 ２     

情報 情報Ｂ １ １    

総合的な 

学習の時間 
総合的な学習の時間 １ ２ １ 

  

選択科目（■） 
    

１０ ４ 

 

特別活動 ホームルーム １ １ １   

合計  ３２ ３２ 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。 

    （※）「近現代の世界Ⅰ」～「近現代の世界Ⅷ」（各 2 単位）、「英語Ⅲ」は学校設定科目。  

 別表１－２ 選択科目（第３学年に配当） 

単位数：各２単位（数学Ⅲ、物理Ⅱは各３単位） 

教科 科目 学校設定科目 

国語 
 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 

地理歴史 

 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 

公民 
 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、現代社会論、日本経済論、法学入門 

数学 

◎数学Ⅲ、◎数学

Ｃ 

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、複素関数論入門、物理・工学のための数学
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入門、微分方程式入門 

理科 
◎物理Ⅱ、 

化学Ⅱ、生物Ⅱ 
地球環境、農業と環境、食品と化学、科学リテラシー 

芸術  デッサン、陶芸、ア・カペラ、合唱 

外国語 

 

 

●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、 Advanced English、 Advanced English 

Conversation、Intermediate English、英語コミュニケーション、中国語

入門、朝鮮語、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 

家庭  食文化 

情報  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 

人間科学  基礎心理学、心身医学、マルチメディア 

備考 

① 数学Ⅲと物理Ⅱは、２科目併せて履修しなければならない。 

② 理系進学希望者は◎印の科目を、文系進学希望者は●印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。 

③ 囲い付きの科目は 2011 年度新規設置科目、あるいは名称変更科目。 

 

付録３ 運営指導委員会議事録 

□ 外部 SSH運営指導委員会（2010/11/17、16:00～18:30） 

場所 早稲田大学本庄リサーチパークコミュニケーションセンター 

参加者 

尾崎 肇（早稲田大学名誉教授、前早稲田大学本庄高等学院学院長）、室谷 心（松本大学総合経営学部教授）、

青木 義満（慶應義塾大学理工学部准教授）、大竹 淑恵（理化学研究所研究員）、大塚 岳史（NPO 法人「川・

まち・人プロデューサーズ」理事）、山﨑 芳男（早稲田大学本庄高等学院長、早稲田大学大学院国際情報通

信研究科教授）、羽田 一郎（早稲田大学本庄高等学院教務担当教務主任、教諭（数学科））、中野 公世（早

稲田大学本庄高等学院教務担当教務副主任、教諭（物理科））、半田 亨（早稲田大学本庄高等学院教諭（情

報科）、SSH 委員会委員長）、影森 徹（早稲田大学本庄高等学院教諭（物理科））、峰 真如（早稲田大学

本庄高等学院教諭（数学科）） 

 

質疑応答〔●SSH 運営指導委員、○本庄学院〕 

●活動は日常的にやっているのか？ 

○クラブは日常的にやっている。 

●大体１チームは何名くらいなのか？ 

○小笠原 10、川 10、原子力 7、お茶 1、ロボット 2、最近はパソコンをずっといじる生徒がいなくなった。全体的にずっと

何かをやる生徒が少なくなっている。超電導は 3。台湾のコンペに参加することを目的としている。 

●静岡北の SSH では理科以外の先生を動員している。会議では全員参加していた。台中一中でも教員が多く出てくる。文

科省も学校総動員でやってくれと言っている。それは理科教育をネタにして学校を活性化する目的があると思う。もっと

理数以外の先生にも積極的に参加してほしいと思う。 

●小笠原にしても川にしても、もっと歴史的な背景や文化的な背景があると思うので、もっと多くの先生が参加するのか

と思っていた。 

○１つは授業日であることと、日ごろのプログラムでもそうである。 

●環境問題のときに、「誰にとっていい環境か？」「遺伝子汚染」の良しあしの評価は人文科学的評価が必要。原子力も

含め、他の教員が関わることが重要。疑う必要がある。「汚染」の定義も必要。「汚染されて何がいけないのか？」とい

う価値観。文化的なところはサイエンスのところと切り離す癖をつけることが重要。考察はどこを考えることなのか。色々
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な歴史的背景、経済的な問題、広い目での教員の参加が必要。お茶に関しても、茶葉そのものの汚染の問題。茶葉の産地

や輸入先の問題は社会科の先生の協力が必要。 

●今日の発表は途中で失敗していないのか？暴走は高校の時にやるべき。上手にまとまりすぎ。 

○やっているところでは高校生らしい思い切ったことをしてほしい。荒削りだけど理論武装すれば素晴らしい、というも

のをやってほしい。コンデンサースピーカは高圧が必要だが、ストロボを使って高圧を作ろうとしたアイデアがあった。

面白い目はあるが、もうひとつ。本当は SSH はそういうところが面白い。こんな失敗した、というのがいい。 

●コンテストの応募には、失敗例は出せない。無茶苦茶さが見えない。 

●そのような情熱が、日々のディスカッションの中で感じられるか。 

○「妄想し合う」会とは何か？ 

●こんなことを考えているんだけど一緒に考えよう。という会。それが結構時間も忘れるくらい熱中する。思いついた時

に議論し合う。非常に、貴重な時間だし役に立つ。それから芽が出るものもある。そんなことに今の大学生は慣れていな

いんだけどやりはじめると熱中する。 

●単純な妄想だと高校生は実現できない。学べる範囲の中でもった疑問が足りない。与えられた疑問が多い印象。高校生

が自分の範囲の中でできる課題が見えない。 

○クラブで 8 年間にやった課題は 100 本ある。失敗する発表は生徒はやりたがらない。コンポーザーをやったときに、肥

料として認められず中止がかかった。あきらめきれない生徒はその後も続けたが失敗した。コンデンサースピーカはなか

なかうまくいかない。テレビをばらして 20000 ボルトを作った。 

○昔はガキ大将がいてそれに集まりいくつかのグループができていた。今は、非常におとなしい。今は科学ガキ大将がい

ないのか？ 

○K 高校は先輩が後輩を教えていて、ロボットやプログラミングがすごい。40 人のロボット班が毎日活躍している。そこ

に連れて行ったら少し刺激された。 

●引き継ぎがうまくいくといい。今日聞いていても実験の回数が少ない。 

○手で線を引く意味もある。 

●無理やり考察している。 

●失敗した烙印を押されることが嫌。ある程度の結果を次に伝えようとする伝統が無い時、伝えるノウハウを見せてあげ

ないといけない。英語力の前に日本語力。母語でちゃんと伝える力。 

○高校生には、人のやっていないことをなんでも思い切ってやって欲しい。連携についても、両方がやって初めてできる

何かをやることが必要。徹底的に放っておくことも必要。歩留まりが悪くても本物が出る。みんなが関わるのは難しいだ

ろう。 

○必要な時に必要な先生に声をかけている。 

●この分野を知りたいと思ったときに、生徒が主体に先生に声をかけるようにすればよい。 

○大学の先生にお願いする。大学と協力するとかなり面白い調査ができる。 

●プロセスがすごく意味がある。SSH の成功イメージがどこにあるのか？そこをはっきりさせないといけない。川のグル

ープは日常的にお付き合いしているが、もっと荒っぽい研究もいいのではないかと思うことがある。とはいえ、連携関係

を築く努力には経緯を表する。卒業生の目で見ると、安心のプラットホームにつながる。 

●連携という形で若い人が入ることはいい。ノーベル賞を取るのは本庄学院から、というスタンスを持っている場合、SSH

が終わってもそういうスタンスを持った学校であり続けたい。SSH 校はそういう素質を持った子を受け入れる入学の目を

持ってもいいのではないか？理科は教養科目。ところが一方、体育や芸術においては、世界的な人材は学校からは生まれ

ず民間のクラブから生まれる。理科は全員がやらなければいけないという足かせの元、飛び抜けた人材が生まれにくい。

一見、教科の中では重視されているようであるが、必ずしも重視されているわけではない。理科でも民間のクラブの様な

ものがあってもいい。理科好きの子供は「変わり者」というレッテルを貼られてしまい異端視される傾向がある。小学校

で興味は目覚める。そのような教育の場を作らなくてはならない。 

●本庄学院が出前講座をして、才能のある子供を伸ばす努力はできないか？ 

●私立高校においては 3 教科入試が足枷となる。理科の得意な生徒が入学しにくい。 

●理科の入試枠を作ったらどうか？ 

○推薦入試で理科と数学の試験をクリアした者を入れようというアイデアがある。本庄学院の共学化において、定員増を

含む申請が通ったのは、女子の理科教育を目指すという理由からである。女子と男子の入試のレベル差を埋めなくてはな

らない。一方で、理科系をはじめから目指す生徒を入れなくてはならない。高校入学後、理科系が文科系に変わる例はあ

るが、文科系が理科系に変わることはない。 

○3 教科入試において、英数国が同等ということは、理系にとっては不幸な配分である。 
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●卒業してからやたら理科が必要になることに気づく。それも理科を英語で説明しなくてはならない場面が多い。その必

要から、半年前に高校時代の微積の教科書を開いた。商社関係では、かなり高い確率で文系の人間も理科に関わらなくて

はならない。その意味で、実社会と学校社会での乖離は思ったより大きい。 

●政治家でももっと理系につながらなくてはならない。 

●理科の必要性が社会的に認知されていない。指導要領の流れは「チョイスのチャンスを増やせ」、だがチョイスさせる

のではなく全部をやらせることが大事ではないか。 

●小学生の親として感じるのは、小学校の理科教育における教員レベルが低いということ。高い理科教育の実現を要求す

る場すらない。子供たちが科学の面白さを知らずに育ってしまう１つの大きな原因である。 

○科学は学校だけで教わるものではない。 

●埼玉県は国立高専が無い。そのような埼玉の早稲田だからこそ、入試で理系を重視することは意義がある。埼玉におけ

る理系の役割を旗揚げする役割があると思う。 

○私学だから国立公立とは違う。勉強のための実験でなく使えるものをどんどん作っていくべきだ。 

○ネットオークションですごく古い教材が 1000 円で買える時代である。昔の教材を壊すのはすごくいい。早稲田大学教育

学部が推進している「出る杭」プロジェクトでは、SSH クラブの 1 年生女子がロボットの研究をしている。でも、そのよ

うなプロジェクトはあまり知られていないのが残念である。 

○入り口の話と言えば、大学の入り口から考えるとき、どのような生徒が欲しいといえるのか？生徒の持っている「芽」

をどうやって見つけるのか？ 

●それには、いろんな物差しがあっていい、いろんな物差しがあった方がいい。早稲田大学として付属に何を期待してい

るのか？10 年に一人大物が出ればいいのか、受験生並みの学力があればいいのか？傍からみて付属のメリットがあるとす

れば、9 年間かけて大物を育てるようなゆったり感があった方がいいのではないか。 

●本庄学院在学中、毎日「虫を追いかけていた」生徒の例のようにゆったりした中で何かに食らいつく、食らいついたら

失敗するまでやらせて、という積極的にやることを覚える、ということが必要。 

●歴史や地理の知識は高校で終わっている。ゆったりした時間に何かやらせる場合、全人的な知識が欠落する生徒が出る

ことは覚悟しなくてはならない。規格外れの揺らぎがあった方がいい。 

●大学の教員は付属から来た生徒を冷たく言う。その割には後で世話になっている。大学はあまり付属の存在をフォロー

してくれない。留年の数だけで付属を見る。 

●慶應の先生は、付属から来た生徒を見る目が優しい。将来の慶應を支える人材がきっとこの中から出るだろうという目

で見ている。 

○慶應はファミリー意識が高い。付属生への期待を述べると、受験勉強が無いので「これはまかせとけ」というものを作

って欲しい。最終的には地球に役に立ってほしい。 

○大学総長には、実験の工房を作ってほしかった。 

●自信をもった分野を作ってほしい。 

●最近、入試の採点がつまらなくなった。その意味で、面白い人材がいなくなった。 

○T 高校は、社会に出て一番役立った内容は統計ということで統計をやらせている。 

●本庄の生徒は、卒業点で 1 点を争うようなそんなにいい子になる必要はない。大学の研究室に入ると違ってくる。早稲

田は所帯が大きい割に、中身のやり方も一緒。バリエーションがない。昔は子供の人数が多かったから、入試でも「上澄

み」が取れたが今は少子化でそうはいかない。入試点がそんなに違わなくてもマインドが違う生徒を取りたい。 

○あえて英語英語と言わない方がいい。国語はものすごく数学と相関が強いというデータもある。 

○本庄は理科系教員が少なすぎる。 

○高校の先生は理科に対してアレルギーを持っている人が多い。 

●100％そうである。 

●受験高校の教師は「地学をとれ」と勧め、物理を勧めない。入試が優しいからである。ここ 10 年位のゆとり教育で生徒

を縮小サイズにしてしまった。 

●本庄の生徒は引きこもりにならないでほしい。日本人は色々な意味で引きこもる。 

●今、勢いがあるのは中国・インド・韓国、特に中国人は自信を持ち始めている。国際的な科学の場では、日本人はおっ

かなびっくり歩いている印象である。 

●国際交流は本当に大事である。知らない人とネゴシエーションしていく力は重要。 

●本庄学院へ入学すると海外へ出ることが覚えられるのだから、そのような力を少しずつつけさせていくのがいい。 

○早稲田は、入学区分別に学力データを出している。 

●それはおおらかさが足りない。 
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○入学後の成績だけではなく、もう少し長いスパンで見てほしいと思う。 

○実験工房は作らせましょう。本庄は特徴をより強く前面に出し、色々な意味で日本一の学校にしなくてはならない。 

●先生方自信を持ってやってください。引きこもりは本庄から直しましょう。 

 

□ 学内 SSH運営指導委員会 

開催日時 2011 年 1 月 7 日（金） 19:00～20：00 

場所 大隈会館３階 N301・302 会議室 

出席者       

鎌田 薫（早稲田大学総長、法学学術院教授）、橋本 周司（早稲田大学副総長、理工学術院教授）、田中 愛

治（早稲田大学理事、政治経済学術院教授） 、深澤 良彰（早稲田大学理事、理工学術院教授）、紙屋 敦

之（早稲田大学理事、文学学術院教授）、大野 髙裕（早稲田教務部長、理工学術院教授）、山川 宏（早稲

田大学理工学術院長、理工学術院教授）、大石 進一（早稲田大学基幹理工学部長、理工学術院教授）、西出 

宏之（早稲田大学先進理工学部長、理工学術院教授）、楠元 範明（早稲田大学 MNC 教務主任、教育・総合

科学学術院教授）、山中 由也（早稲田大学理工学術院教授）、山西 廣司（早稲田大学高等学院長）、山﨑 

芳男（早稲田大学本庄高等学院長、大学院国際情報通信研究科教授） 

【早稲田大学高等学院】   

星野 勝義（教務担当教務主任）、加藤 徹（SSH 委員会委員）、多ケ谷 卓爾（SSH 委員会委員長）、橘 孝

博（SSH 委員会委員）、原 光一郎（SSH 委員会委員）、柳谷 晃（SSH 委員会委員）、竹田 淳一郎（SSH

委員会委員）、加藤 陽一郎（SSH 委員会委員）、三枝 誠（事務長）、中村 仲（職員） 

【本庄高等学院】 

羽田 一郎（教務担当教務主任）、中野 公世（教務担当教務副主任）、影森 徹（SSH 委員会委員）、半田 

亨（SSH 委員会委員長）、成瀬 政光（SSH 委員会委員）、大澤 研一（事務長）、原口 千代子（職員） 

 

 半田委員長から、両校の現状報告がなされた後で意見交換をしたいとの発言があり、当番校として、山﨑本

庄高等学院長の挨拶その後、山西高等学院長から挨拶あった。 

 初めに本庄高等学院の影森委員から、資料の紹介と本庄高等学院のSSHの計画の趣旨の説明、３年選択科目、

課外講義、サマーセミナー、ウインターセミナー、進学セミナー、スーパーサイエンスクラブなどの取り組み、

国際交流校の紹介と研究交流内容について説明があった。 

 次に、学院の多ケ谷委員長が、学院における SSH の取り組み。取り組みの紹介。生徒・保護者のアンケート

結果（理系コース生徒の割合が下がったまま横ばい状態、学年が進むにつれて理科ぎらいが進む、親は理系に

進んでほしいと思っている）説明があった。続いて加藤徹委員からハワイ巡検の説明を行った。 

両校の報告の後で、以下のような意見交換を行った。 

 

〔●SSH 運営指導委員、○両学院参加者〕 

●本庄の SSH はスタンダードで初期からやっている。学院はひとひねりしている。本庄の教科書は立派だ。指導要領では

高校のカリキュラムは同じ内容を違う教科では教えてはならないという原則がある。付属という立場で合理的にやってい

る印象を持つ。その辺も幅広くアピールして広く宣伝していくことができないか。その点で学部が協力できないか。学院

の方は、大学らしい雰囲気で単純ではない教育の印象。これも大学の実験資源を工夫して特色ある教育をすると伸びるの

ではないか。協力したい。 

●理科の力のもとは実験。その一端の説明を伺った。それぞれの学校の特色を基にした展開をしている印象。もっと理科

・化学で実験が試されるので幅の広さがあってよいのではないのか。今年は化学オリンピックが開催されたが、もう少し

連携しキャンパスに海外の高校生が来ている時に両学院の生徒が参加する機会が持たせられなっかたと思われる。今年は

化学年、色々な実験を含め、エンカレッジするプログラムが動いているので、連携できる機会があるのではないか。 

●工学は中高生にちょっとわかりにくいかもしれない。工学系の実験室の活用もしてほしい。SSH の授業は通常の授業の

プラスαなのか。現在は成績が優秀でも自分でテーマを発掘する自主性に欠ける学生がみられる。自主性のある学生を育

生してほしい。学生の自主性という面では両学院では、どのような教育をしているか。 

○学院では、生徒が自分で卒論テーマを選んでいるが、なかなか自分で絞り込みができないのでその時に手伝っている 

○本庄では２年総合学習でテーマ設定方法の指導をしている。MyCM などの教育プログラムが効果的に生きているのではな

いのか。自主性に欠ける学生は卒論テーマ設定で２か月くらいかかる。考えさせる時間を十分取っているが、効果はかわ

らない。 
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●理工学術院で物理の未履修のクラスなど下を見てカリュキラムを作らなくてはならない現状があるが、学院生が大学の

授業に参加して苦情など言っていないか。 

○微分方程式は、よその学生はやっていないが、両学院ではやっている。（本庄） 

○「数理の翼」の講師を務めている例もある。余裕があれば外に行っている生徒もいる。（本庄） 

●そのような生徒をいかに増やすか。 

●３年の選択授業では、どの程度の生徒がとっているのか。 

●高大連携は上にひっぱり上げてやる方向に使える。 

●せっかくやってきたのならば、そこからスタートする大学のカリキュラムがあってもいい。 

○高１でこのようなテキストをやり終えている生徒もいる。 

○SSH 情報交換会にでてみると、多くの学校では看板的な形になっている。基礎教育を充実させるために SSH はいい機会。

女子を増やすと理工志望者が減るのは大きな問題。 

●両学院における物理の考え方の特色を合わせ協力するプログラムを作ってみてはいかがか。 

○行っている物理的な距離の問題が多く制約があって無理がある。（本庄） 

●４年前に聞いたがすごくレベルが上がっている。どのようなお金の使い方をしているのか本当は知りたい。 

●大学院との連携は賛成。研究室に入った後のイメージが持てることは重要。 

●学部学生よりも大学院生の方が、一緒にやったことにより高校生からの影響を受ける機会が大きいのではないか。 

●私は文系なので水を差す言い方になるが、「理科嫌い」と言う発言は気になる。理数教育に力を注ぐのは当然だが、そ

の波及効果は高等学校の教育全体であるはず、SSH によって文系に興味の湧く生徒もいるのではないのか。 

●少なくとも付属については理科文科に分ける必要はないのではないか。 

●受験生は数学をやってこない学生もいるが、学院生は数学をやっている。法学でも数学の論理は必要。生徒全体にうま

く普及させてほしい。 

○３年選択で記号論理学をやっているが、法学部進学希望者も履修している。 

●情報方面でお手伝いできることがあれば協力したい。 

●大変興味深いお話を伺った。付属高校であるメリットを最大限生かしている。まだまだ大学で協力できることがある。

あれば言っていただきたい。理工教育陣の多くが付属出身者である。ぞくぞく研究者の卵を送ってほしい。  
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