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Competition Rules for Symposium
1. Materials and Software
1.1 Materials used to assemble robots, including the controller, must be in one LEGO®
MINDSTORMS™ NXT sets.
1.2 Teams must use the NXT Software to make a program.
2. Regulation about The Robot
2.1 The maximum dimensions of the robot before it starts the “mission” must be within 250mm ×
250mm. After the robot starts, the dimensions of the robot are not restricted.
2.2 Teams are allowed to use only one NXT controller.
2.3 Teams are allowed to use three NXT motors, two NXT touch sensors, a NXT light sensor, and a
NXT Ultra Sonic Sensor.
2.4 Any actions or movements by the participants are not allowed to interfere or assist the robot
while it is running (performing the “mission”). Teams that violate this rule will be disqualified at
that match.
2.5 A robot must be autonomous and finish the “missions” by itself. Any radio communication,
remote control and wired control systems are not allowed while the robot is running. Teams in
violation of this rule will be disqualified and must quit the competition immediately.
2.6 If robot is equipped with NXT as a controller, the Bluetooth function must be switched off and
downloading programs must be done through USB cable.
3. Competition
3.1 The competition consists of Assembly Time (including programming and testing time) and two
Matches.
3.2 After the first match ends, maintenance and testing time are given.
4. Mission
The robot must move from Start Area, capture bricks at Stock Area, take them to Brick Area and
stop at Goal Area.
4.1 Court
Figure 1 shows the court for this mission.
4.2 Mission Detail
4.2.1 Each team will have a maximum time of two minutes to successfully complete the mission.
4.2.2 The bricks are stocked in Brick Area randomly.
4.2.3 The size of the brick stocked in Brick Area are selected randomly.
4.2.4 To start, the robot must be entirely within Start Area (not across/over the black line).

4.2.5 To finish, the NXT micro-computer box in the robot must be entirely within Goal Area (not
across/over the black line).
4.2.6 The mission and timing will end if:
1. The robot is touched by any team member, or other person; or
2. Maximum time (2 minutes) is reached.

Figure 1. Court for the mission.
4.3 Mission Scoring
4.3.1 Brick Point
Brick point is the weight of the bricks in Brick Area. The maximum of Brick Point is 400.
4.3.2 Bonus Point
When a team’s robot finishes the mission and is completely in Goal Area, the team’s Brick Point will
become as follows:
(Brick Point) = (The obtained brick point) x 1.5.
4.4 Ranking
The ranking is decided by the best score of two matches. If the competing teams acquire the same
points, the ranking is decided by the record of time.
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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 23 年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
①

研究開発課題

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、および多
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、以上の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) 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。また、密度の濃い科学活動が期待で
きるクラブ活動における科学教育展開の考察と評価を行う。
(ウ) 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。
(エ) 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23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2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
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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。
○教育課程上の特例等特記すべき事項
○平成23年度の教育課程の内容

特になし

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」を改訂し、新しく「計算ノート

～物理・工学のための数学入門～」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。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。
3年選択科目は、特に高度なSSH関連授業が希望人数が足りないために閉講に至る例が増えてきており、対
策が求められる。
(イ) について
今年度は 2011 年 3 月 11 日の大震災とそれに伴う原発事故を考慮し、放射線を正しく理解する基礎知識を
身につける取り組み（放射線線量計の制作と改良）を中心に行った。その他には透明標本・宇宙エレベータ
ー等新しいテーマへの取り組みを始めた。今年度は、非常勤講師および SSH 予算による定期的な外部講師の
指導を仰ぐことができ、部活動の活性化につながった。この指導体制の在り方が望ましいと判断される。
今年度は継続テーマよりも新規テーマに関する活動が多かったため、次年度はその研究深化が求められ
る。
(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い、ISSF、JSSF等英語による研究発表やポスターセ
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ッション前の指導体制を充実させることができた。SISC、ISSF、IWF、JSSF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
はなくなりつつあり、発表esign & Build部門で2位、IWFのポスターセッション部門で1位を獲得した。
(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」を行い、教育効果を考察した。今年度の川プロは子供たちへ
の指導や市民大学の講師を務めた。連携先が多様化する場合には、スキルもかなり向上していると評価でき
る。SISCのD交流する人間や場所の多様性から学ぶ内容が多岐に渡る。今年度は、今まで漠然と河川生物調
査として行っていた活動の目標を「メダカとカダヤシの相互関係」「シジミの水質浄化作用」に絞って行い、
ある程度の成果が得られた。次年度はその深化が求められる。
NJCとの交流では、共同研究や両校の研究成果を公開するWeb作成の議論がなされたが、目立った進展がな
されなかった。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。
（カ）について
今までのSSH活動のまとめの１つとして昨年作成した物理教員用指導書を改訂した。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（子供向け教材）を始めたが公開に至っていない。
整理、公開のうえ、外部評価を得る努力が必要である。
継続実施しているちびっこ科学教室であるが、今年度は本学院主催および他機関からの依頼を含め、6回
行った。小笠原でも実施した。市が生涯学習促進のために行っている市民総合大学の講師を2回務めた。そ
の他、対外的に線量計のワークショップや放射線に関する講義などを行っている。社会への敷衍という目標
は今まで以上に達成されていると判断しているが、今後は継続性（単発で終わらない輪講形式）や対象の拡
大を検討する必要がある。
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別紙様式２－１
早稲田大学本庄高等学院

22～26

平成 23 年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
① 研究開発の成果
(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。特に、ISSF、JSSF等研究発表や課題研究のあるもの
については、その後の研究や英語学習へのモチベーションにつながっている。他国文化の理解が進
むことは、同時に自国や地域への理解が促させられることにつながる。国際交流では自国文化に対
する説明を求められる場面が多いためである。


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、広く市民から自然環境に対する多様な経験と意見を聴ける場に
なっている。多くの市民と接することは、地域文化の理解へとつながる。



レポート・論文制作、プレゼンテーションの機会を増やすことによって、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
がっている。



英語によるプレゼンテーションやポスターセッションの場を増やすことにより、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。また、英語による発表が特別なものではない
という雰囲気が学校にできつつある。特にISSF、JSSF、IWFなど外部発表会に参加した者にとっては
その経験が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て
いる。



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。また、シンポジウムやコンテストへの誘いや案内も受けるように
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おり、生徒募集に関する効果の存在がある程
5
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度わかっている。


ちびっこ科学教室・川プロジェクト・市民大学講師等を通じ、地域における科学教育の文化拠点と
なり社会還元がある程度できている。
② 研究開発の課題
特に、以下の3点について課題が浮上している。
(ア) 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
決を図らなくてはならない。22年度から始めた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23年度は日常的に進めることができた。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。
23年度については、ある程度定期的に指導をしてもらう体制をつくることができた。今後は、指
導テーマの多様化を目指す方向へ行くのか、現在のテーマの深化をめざすのかによって指導体制
づくりが変わるので、その検討が必要である。

(イ) 連携プログラムにおける課題
 特にNJCとの交流を通して、近年「国際交流における共同研究テーマの在り方」という課題にあ
たっている。双方の生徒が長くとりくみ達成感の高いテーマを選びあぐねている現状がある。環
境や言語が異なる両校が同じテーマについて研究を行う必然性の検討が最初に必要である。その
上で、それを推進するためのシステム作りを練る必要がある。また、共同研究成果や交流活動を
紹介しその進行を潤滑にするためのWeb作成も求められており、そのデザインの検討が必要であ
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？NJCとの交流ではPolycomを使ったテレビ会議を行っている。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。今後
は、Facebookなどの新たなコミュニケーションツールの利用等も検討しなくてはならないだろう
。

(ウ) 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？

6 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次

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。そして昨年より再再指
定を受けることができました。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。
昨年 3 月 11 日の東日本大地震とそれに伴う大津波、地震直後に起こった福島第一原
子力発電所の事故はいまさら言うまでもなく計り知れない大打撃を日本国土と国民の
心に与えました。特に、原発事故に伴うその処理と放射能飛散は終わりの全く見えない
問題です。
年度初めに勃発したこのような状況は、私どもの SSH 活動の方向にも大きな影響を
与えました。物理科や SSH 部の活動では放射線に対する理解を深めるための内容を強
化しました。コア SSH プログラムのメインである 12 月 18 日～23 日に実施した
TaiwanHSP/JapanSSH Science Education Exchange Symposium2011(SEES2011)では、震災の
影響で開催が危ぶまれ参加校への PR に奔走いたしました。それらの内容を含め、今年
の報告書では「震災が私たちに問う、科学教育の方向」を考えたいと思っております。
ご高覧の上、ご指導ご鞭撻をいただければ幸いです。
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平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次

１．平成 23 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。
(オ) 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、および多様で「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、以上の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。
(カ) 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。また、密度の濃い科学活動が期待できるク
ラブ活動における科学教育展開の考察と評価を行う。
(キ) 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。
(ク) 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
①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を行
う。一般的に 3 教科入試の場合、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。また補講においては、今まで受講が必要な生徒でありながら、この履修が成績に関係ないことから、サ
ボってしまう例が多いことが挙げられていた。23 年度は、担任・部活顧問に協力を仰ぎ、参加への強制力を持
たせる方向で検討を行っている。
以上の試みの効果に対する評価を生徒アンケートや試験結果をもとに分析すると同時に、補講を通し特に帰
国生における理科知識の分析を進めたい。この研究は、帰国生教育に役立つものと思われる。
□高大接続のギャップを解消する試み
本学院は大学付属校であり、高大接続をスムーズにすることは当然なされるべき項目である。直接的には 3
年次の選択科目、特に SSH 科目においてその取り組みがなされるべきであるが、いくつかの科目においてオリ
ジナルテキストを用いて実践する。前年度の反省を元に、既存のテキストを改訂する。
以上の試みの効果に対する評価を生徒アンケートや試験結果をもとに分析する。
□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、課外講義を
随時行う。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
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徒を増やす目的である。2011 年度は南極観測における「南極教室」実践校に指定されており、この機会を活か
す仕掛けづくりを検討する。
□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う。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。
②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、学会の Jr セッションや JSEC 等各種コンテス
トに参加し、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」「高温超電導の生活利用」「リフ
ターの研究」がなど数年の蓄積を持っており、成果をまとめさせトライさせたい。
□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設定し、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。
新規研究テーマ設定・外部講師の問題を解決し、クラブ活動の中に自然に溶け込ませる方策としては、例え
ば次のようなイメージを抱いている。外部講師により「新規研究のスタートアップ」を前提とした講義や実験
教室を依頼する。つまり当該講義の成果をクラブ活動や卒業論文の研究の形で継続させることを、当初の打ち
合わせの段階から前提として組み込む。研究の進行に応じたフォローアップ体制としての指導を随時外部講師
により行う。
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。
③科学成果の表現力を高める教育の研究
□論文リテラシー・アカデミックリテラシー養成のシステム強化
客観的・論理的でわかりやすい論文を書く力、適切な資料を収集し、適切な分析をし、知的所有権に配慮し
ながら社会発表できる力は理文系どちらにとっても、身につけるべき重要な力である。その点、SSH 指定後に
設定した本学院なりの論文リテラシー・アカデミックリテラシー養成のためのシステムは効果的に機能してい
ると判断している。今年は単にこの体制を継続するだけでなく、関わっている教員の意見をまとめ、論文に関
わるリテラシー教育における教えるポイントの整理を行いたいと考えている。それらを踏まえ、マニュアルの
内容やシステムのさらなる充実を目指す。
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□科学英語力養成の体制づくりの検討
本学院の 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。2010 年度は大学教務部との交渉に
より、同キャンパス内にある大学院留学生の謝礼体制を整えることができ、SSH 活動や 3 年次選択科目で協力
を仰ぐことができた。今後も 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、今まで同様積極的に海外コンテスト等に参加し、生徒一人ひとりについて分
析をし、その技能向上の追跡調査を行いたい。
□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。参加するこ
とによる教育効果について、アンケート・事前事後の様子の変化の調査により分析を行いたい。
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。
④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。
22 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しており研究発表するとともに、生徒が
市民大学の講師も務めた。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も行った。
23 年度はそれらとともに、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。23 年度は今までの
活動に加え、環境保護へのボランティア・子供向け科学教室等、生徒の達成感を高める仕掛けづくりを検討し
たい。
このような連携活動の中における教育効果と効果と生徒への影響をアンケート・事前事後の生徒の様子の変
化により分析する。
□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。また、広く台湾高瞻計画との科学教育シンポジウムを通して得るところも大きい。
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
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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。
また、国際連携プログラムにおいては近年、教員のワークショップや教員研修の場が用意される例が多くな
り、教員にとっても次世代科学教育の方向を研究する場となっている。教員研修の方向についても考察を行い
たい。
⑤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。22 年度は今まで
の学内委員会に加え、初めて学外有識者による運営指導委員会を開催した。23 年度も両委員会から意見を集め
る方向である。
□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。
⑥SSH 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。22 年度末に作
ったものを改訂し、コンテンツを増やす。
□子供向け科学教室の実施
例年行ってきた子供向け科学教室「ちびっこサイエンス教室」は少しずつ地域を拡大しながら、今に至って
いる。22 年度は計 4 回 3 地域で実施した。このような試みは地域における科学教育推進はもちろんその目的の
１つであるが、アシスタントとなる生徒が予習したり子供たちに教える過程を通し、自分なりの理解を深める
とともに的確な知識伝達方法を習得できることで、教育意義が大きい。今年度も教育内容や方法を考えながら
実施したい。
□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する。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。
ネットワークと Web を利用した科学教育の可能性を探る。

1.2

実践結果の概要

3 月 11 日に起こった大震災と原発事故の影響は、本学院 SSH プログラムの実行においても大きな影響を与えた。
特に、SSH クラブ活動と物理の授業においては理解を深め、不要な風評や不安を除去するために、急遽、放射線に
関する内容を盛り込み実施することとした。
（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。
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□

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「計算ノート 物理・工学のための数学入門 An Introduction to Mathematics for
Physics and Engineering」を制作した。
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 –exercise book for “complex analysis”-」
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 18 日～19 日）、早稲田大学における実験教室・研究室訪問他、
昭和基地とをテレビ会議で結んだ南極教室等いくつかの課外講義を行った。
□ 授業方法改善の試み
数学の授業を英語で展開する試みを行った。
（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
既存研究テーマについては継承深化をすることをしなかった。
□ 新規テーマの開発
3.11 大震災とそれに伴う原発事故、およびその後の日本の状況に鑑み、放射線への正しい知識を獲得する活
動をメインとして行った。その他、透明標本・宇宙エレベーター等いくつかの新テーマに取り組んだ。
□ 指導体制の検討
非常勤講師および、SSH 予算による講師の定期的な派遣を得ることができ、専門家による指導体制を充実さ
せることができた。
（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い、ISSF や JSSF
等国際交流プログラムの前に数回、指導を仰ぐ体制を作ることができた。
□

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。

5/22（日）～29（日）3rd Singapore International Science Challenge (SISC）における研究発表

7/18（日）～23（土）Waseda-NJC Exchange Programme における研究発表

8/10（水）～12（金）SSH 生徒報告会

8/15（月）～18（木）International Water Forum2011（世界水フォーラム）における研究発表とポ
スターセッション

10/10（月）～14 日（金）7th International Student Science Fair における研究発表・ポスターセッシ
ョン

11/11（金）～16（水）JSSF（Japan 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

12/18（日）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

12/18（日）～23（金）TaiwanHSP/JapanSSH Science Education Exchange Symposium2011（SEES)
における研究発表・ポスターセッション

3/17（土）環境シンポジウム「清ルネ II から第二ステージへ」（於本庄市中央公民館）で口頭発表
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3/26（月）関東近県合同 SSH 発表会（於玉川大学）で研究発表・ポスターセッション
3/27（火）日本水産学会でポスターセッション

（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うととも
に IWF などの会場において成果発表活動を行った。また、本庄市の要請により、2 回の総合市民大学において
「本庄河川の水質環境」「本庄市内河川の生物環境」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（うち、1 回は震災による会場
破損のため中止）。
小笠原研修（8 月 27 日～9 月 1 日）は台風 12 号の小笠原諸島付近停滞のため、3 月 20 日～25 日に延期に
なった。新しい試みとして母島でのちびっこサイエンス教室を開催する予定である。
□

海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析
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 18 日～23 日、11 月 5 日～11 日）を実施
した。
もう一方の連携の軸である台湾とは、過去 2 年間台湾で行われ、昨年コア SSH プログラムとして静岡北高
校で実施した「台湾高瞻・日本 SSH 科学教育交流シンポジウム」(TaiwanHSP/JapanSSH Science Education
Exchange Symposium2011(SEES))を今年はコア SSH 事業として本庄学院で 12 月 18 日～23 日の間実施した。
（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
学内指導委員による運営指導委員会（1 月 13 日）および外部有識者による指導委員会（3 月 3 日）を開催し
た。
□

本学院主催 SSH 報告会の実施
11 月に予定していた本学院主催 SSH 報告会は、SEES 準備の遅れから実施できなかった。

（カ）SSH 事業成果の敷衍
□ 書籍へのまとめ
22 年度作成した物理授業法の冊子を改訂した。
□

Web 教材の作成
川プロジェクトチームによる、成果公開と河川環境について理解をふかめるためのクイズ形式の教材を作成
したが公開に至っていない。
□ ちびっこ科学教室の実施
今年度は本庄学院主催として夏休み（7 月 31 日）、本庄市中央公民館の依頼により夏休み（8 月 25 日）の
他に、六合村（六合村からの要請による、12 月 25 日）の計 3 回開催した。3 月には初の試みとして小笠原母
島でも行った。
□ 市民総合大学・子供大学等への協力
本庄市が市民の生涯学習活動の一環として年十数回開催している市民総合大学の講師を秋に 2 回、生徒が務
めた（内容は本庄市内の河川環境（水質・生物）について）。また、8 月 21 日（日）には埼玉県が主催してい
る子供大学の講師として協力した。
10 月 9 日（日）～10 日（月）、埼玉県騎西町に原発事故で被災非難している福島県双葉小および騎西小の
生徒 45 名を一泊二日で招待して行ったプログラム（主催：NPO 法人「川・まち・人プロデューサーズ」・早
稲田大学榊原研究室、協力：埼玉県環境科学国際センター）に協力・指導補助を行った。

1.3

平成 23 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。
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月
4
5
6

7

8

事項
4/27（水）川プロジェクト説明会
5/22（日）～29（日）3rd Singapore International Science Challenge 参加（生徒 3 名教員 1 名）、
Design & Build 部門で Distinction 賞を獲得
6/15（水）SSH 課外講義「NEC 工場見学」
6/19（日）足尾巡検
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
7/18（月）～25（土）Waseda-NJC Exchange Programme（生徒 10 名教員 2 名参加）
タイ短期留学（立命館高校コア SSH プログラムの一環として）
7/21（火）理工学部実験教室（いろいろな顕微鏡）
8/1（月）～4 日（木）若武者養成塾参加（主催：アサヒビール）
8/10（水）～12（金）SSH 生徒研究発表会
8/21（日）～25 日（木）International Water Forum2011（IWF、世界水フォーラム於静岡北高校）
に生徒 3 名教員 1 名参加、ポスターセッションでグランプリ獲得
8/25（木）本庄市立中央公民館主催実験教室「光ファイバーで遊ぼう」
8/27（土）原子力放射線研修会
8/27（土）～9/1（木）小笠原研修、台風 12 号の影響で 3 月に延期

9
10

11

12

1
2

3

本庄総合市民大学で講師を務める
7th International Student Science Fair に生徒 3 名教員 1 名参加
11/5（土）～11（木）NJC 生徒教員が本庄学院訪問、NJC-Waseda Exchange Programme
Japan Super Science Fair2011 に生徒 5 名教員 3 名参加
SSH 課外講義「科学の最前線、超電導を体験しよう」
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
12/17（日）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
12/18（日）～19（月）海洋開発研究機構における水圧実験研修
12/18（日）～23（土）TaiwanHSP/JapanSSH Science Education Exchange Symposium2011 を開催（台
湾高瞻計画校 11 校、日本 SSH 校 11 校が参加）
12/21（水）コア SSH 運営指導委員会
12/25（日）群馬県中之条町六合公民館主催実験教室「光ファイバーで遊ぼう」
1/17（金）SSH 運営指導委員会
2/6（月）SSH 課外講義「原子の波を見る」
2/13（月）東農科学センター放射線研修
2/15（水）卒業論文報告会
3/3（月）SSH 外部運営指導委員会
3/17（土）市民総合大学シンポジウムで成果発表
3/20（火）～25（日）小笠原研修
3/26（日）関東近県合同発表会（於玉川大学）
3/28（水）日本水産学会にポスターセッション参加

２．平成 23 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
①2011(平 23)年度中学理科補習実施報告
 実施
2011(平23)年度 第１学期
 対象
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早稲田大学本庄高等学院 第１学年帰国子女のうち中学理科の学習が不足している者
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日本語の科学用語
の説明を中心とし、実験等は行わない。
出席
今年度は、オリエンテーションで行った中学理科用語テストで得点が50％未満の生徒は、強制出席とする方針
で臨んだ。
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。
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。
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。
講義内容
中学校理科の単元毎に実施
実施内容

00．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14日LHR時
担任の先生を通じてプリントを配布
教務を通して各担任に連絡を依頼
01．補習についての説明(オリエンテーション) ４月20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
29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
原則として、各単元毎に50パーセント未満の得点の者は、補習を受講。
注意 ※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。
配布プリント
「中学理科補講実施のお知らせ」
「2011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」
02．２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 4月27日(水) 於C103教室
1340 動物の世界 事前テスト→講義→事後テスト ～1430
1440 植物の世界 事前テスト→講義→事後テスト ～1530
参加予定者20名 参加20名 連絡有欠席0名 無断欠席0名
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生徒のメモ
・難しかったです。漢字書けません。
・自分がどこが分からなかったか、あらためて分かった。
・植物については最初分からなかったが、理解し、覚えることができた。
・植物はあまりできなかったが、動物は昔から興味があったのでよくできた。
・ペースが速くて手首が痛いが、言葉を覚える良い機会になった。
03．２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 5月25日(水) 於C103教室
1340 火山 事前テスト→講義→事後テスト ～1430
1440 地震 事前テスト→講義→事後テスト ～1530
参加予定者19名 参加11名 連絡有欠席2名 無断欠席6名
生徒のメモ
・一番苦手だったが、解説があったので勉強になった。
・インターナショナルではまったくやりませんでした。
・現地校では学ばなかった。
・補習校で少し(学習した)→生徒に聞いたところ、学校終了後に塾的な所があるらしい。
・日本人学校で学んだが、火山・地震は実感がわかなかったので、あまり真剣にやっていませんでした。
・私のインターナショナルスクールではカケラも触れられなかった内容でした。
04．１分野上 電流
静電気と電流･電流のはたらき
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 6月1日(水) 於C103教室
1340 電流その１ 事前テスト→講義→事後テスト ～1430
1440 電流その２ 事前テスト→講義→事後テスト ～1530
参加予定者19名 参加10名 連絡有欠席2名 無断欠席7名
生徒のメモ
・米国の現地校では学習したことがなく、日本人学校で少しやった程度。
・海外で少し学習したが、ここまではしていなかった。
・現地では学習しなかったことばかりだったので為になった。
・現地校では一度も学習しなかった内容だったのでよかったです。
・補習校で少しやったが忘れていた。
・少しだけ学習したと思いますが、あまり覚えていなかった。
・米国では全く電流について触れていなかったので、英語で言われても分からないことが多かった。記号を覚え
るのがつらい。
・昔、我輩の通っていた学校では、双方の分野とも全く手をつけていなかった。
・独学していた単元なので、割りとわかった。もう少し深くやれば、単語の理解もし易いと思う。
・米国では全く電気は習いませんでした。中３に帰国したので少し(日本で学習)できました。
05．１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、エネルギー
実施 6月8日(水) 於C103教室
1340 運動
事前テスト→講義→事後テスト ～1430
1440 エネルギー 事前テスト→講義→事後テスト ～1530
参加予定者14名 参加5名 連絡有欠席1名 無断欠席8名
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※無断欠席者に対しては翌日に呼び出して指導
生徒のメモ
・日本人学校で少し学習した程度
・運動は海外で学習していた。
・海外で物理を選択し、学んだことのある分野でした。
・物理は少しやった。
・英国のインターで英語でだけ学習した。圧力とかエネルギーとかややこしいですね。
06．２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 6月15日(水) 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
参加予定者14名 参加6名 連絡有欠席5名 無断欠席3名
※前回、無断欠席について呼び出して注意したにも関わらず、今回3名が無断欠席
生徒のメモ
・(天候については)アメリカで学習したが、日本語では初めて学習した。
・海外では天気について学習していなかった。
・アメリカで同じ内容を学習した。
・雲がよくわからなかった。インターではあまりやりませんでした。
 補習を5年間継続して、判明してきた課題
1. 中学理科の知識が欠落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｣を実施していている。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。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。過去３回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、9年度は76、10年度は60、11
年度は81に達する。
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。
2. 基礎知識の欠如している単元は、生徒の居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。
今年度の結果から考えて、
同じ生物分野でも、
動物に関する知識は十分であるが、
植物関係の知識は不足している。
次年度は動物に関しては、補習の必要はないと考える。
3. 対象となる生徒の多くは、補習の機会があれば学習効果がある。
今年度、多くの生徒がまじめに出席して、多くのデータを得られた。結果、以下のことが判明した。早大本庄に入
学するレベルの生徒は、学習の機会を保証すれば、確実に学習効果が認められる。中には、ほとんど知識のない状態
が、短時間の補習で劇的な改善(赤点から青点に改善)した生徒も複数認められる。その他の生徒に関しても、概ね専
門用語の習得率は上昇している。
4. 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。
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
18 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
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存在する。結果かどうかの関連は不明であるが、過去
の生徒について２年時の物理の追跡調査を行うと、中学理科補習に欠席をした生徒の中に、単位を落としたり、成績
が低調であったりする者がいる。そうした生徒は、学習に関する意欲・認識が低く、本人に聞くと｢私は、(勉強を)
やればできるので、必要になったら(勉強を)やればよい｣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。
5. 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、多くの生徒が日本語(特に漢字)に不安を抱えている。今年、
あらたに判明したことであるが、日本の地理に対する知識がかなり不足していて、(原発事故のあった)福島県の位置
が把握できていない生徒が複数存在した。また、数学もしくは算数（計算力）が十分でない生徒も多い。
6. 無断欠席の問題
今年度は出席を強制したこともあって、欠席は激減した。しかし、相変わらず無断欠席者はいる。


中学理科用語テスト

年
組
番 氏名
問．以下の説明に関係のある語句を下の語群から選び語句を記せ。
答えがわからない場合は（ ）に×を記入すること。適当に語句を入れないこと。
生物分野 植物の世界・動物の世界
○植物の世界
01. 植物の生殖のための器官 めしべ、おしべ、花びら、がく 等からなる……（
）
02. めしべのもとのふくらみの部分 …………………………………………………（
）
03. 子房の中にみられる小さな粒 ……………………………………………………（
）
04. おしべの先のふくろ ………………………………………………………………（
）
05. めしべの先 …………………………………………………………………………（
）
06. 将来、子房が変化するもの ………………………………………………………（
）
07. 将来、胚珠が変化するもの ………………………………………………………（
）
08. 胚珠が変化して種子を作る植物の仲間 …………………………………………（
）
09. 胚珠が子房に中にある植物の仲間 エンドウ 等 ……………………………（
）
10. 胚珠がむき出しになっている植物の仲間 マツ イチョウ 等 ……………（
）
語群 維管束
果実
気孔
孔辺細胞
光合成
┌──────┐
呼吸
細胞
師管
子房
種子
│
│
種子植物
蒸散
双子葉類
単子葉類
柱頭
│
│
花
導管
胚珠
被子植物
根毛
│
／１０│
やく
葉脈
葉緑体
裸子植物
離弁花類
└──────┘
○動物の世界
01. 背骨がある動物の仲間 魚類 両生類 ハチュウ類 鳥類 ホニュウ類
02. 背骨がない動物の仲間
03. 子が母体内で育ってから生まれる生まれ方
04. 親が卵をうんで、卵から子がかえる生まれ方
05. まわりの温度が変化しても体温を一定に保つことができる動物
06. まわりの温度変化にともなって体温も変化する動物
07. うろこで覆われる 呼吸はえらでおこなう 水中に殻のない卵を産む
08. 体の皮膚は湿り乾燥に弱い 子はえらで大人は肺と皮膚で呼吸する
09. かたいうろこや甲羅で覆われ乾燥に比較的強い 肺で呼吸する
10. 羽毛をもつ 肺で呼吸する 陸上で硬い殻をもった卵を産む
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語群

うろこ
魚類
甲殻類
鳥類
変温動物

羽毛
クモ類
シーラカンス
軟体動物
哺乳類

エラ
毛
脊椎動物
ハチュウ類
無脊椎動物

カエル
昆虫類
節足動物
肺
卵生

カモノハシ
恒温動物
胎生
変態
両生類

┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

地学分野 大地の変化 火をふく大地・ゆれる大地
○火をふく大地
01.火山から噴出されるもの 火山ガス 火山灰 火山弾 軽石 溶岩 等 ………（
02.地球内部の地下の岩石がとけた高温状態のもの …………………………………（
03.マグマが冷えて固まった岩石 …………………………………………………………（
04.マグマが地表や地表にごく近いところで急に冷えて固まった岩石 安山岩等 （
05.マグマが地下に深いところで長い時間をかけて冷えて固まった岩石 花崗岩等 （
06.関東平野に広がる、火山灰等火山噴出物が積もってできた地層 赤土 ………（
07.九州南部にある、火山灰等火山噴出物が積もってできた地層
………（
08.岩石を構成する色や形のちがう何種類かの粒 輝石 角閃石 長石 石英 等………（
09.岩石の組織で、マグマが急に冷えた為に結晶でない部分 安山岩にある ………（
10.岩石の組織で、鉱物がまばらに含まれている部分 …………………………………（
語群
阿蘇山
火山岩
鉱物
等粒状組織
マグマ

安山岩
火山灰
深成岩
斑晶
無色鉱物

カルデラ
関東ローム層
シラス台地
斑状組織
有色鉱物

火山噴出物
花こう岩
閃緑岩
はんれい岩
溶岩

火成岩
玄武岩
石基
富士山
流紋岩

┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

○ゆれる大地
01.観測地点での地震によるゆれの大きさの程度 10段階に分けられる ……………（
02.地震のゆれが発生した場所
………………………………………………………（
03.地震の際、はじめの小さなゆれ ………………………………………………………（
04.地震の際、初期微動の後から来る大きなゆれ ………………………………………（
05.初期微動と主要動の到着時間の差 ……………………………………………………（
06.地震の規模を表す尺度 記号 Ｍ ……………………………………………………（
07.地球の表面を覆っているという何枚かの板状の構造 ………………………………（
08.過去の地震で傷跡として残った大地のずれ …………………………………………（
09.地球内部から熱い物質が湧き出て、冷えて海底プレートをつくる海底の大山脈 （
10.海底プレートが地球内部に沈み込む、海底の大きな溝 ……………………………（
語群 活断層
凝灰岩
示準化石
堆積物
地層
１分野上

化石
震度
初期微動
堆積岩
プレート

海嶺
震源
主要動
断層
風化

海溝
侵食
初期微動継続時間
柱状図
マグニチュード

恐竜
示相化石
石灰岩
チャート
露頭

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

電流

01. ２種類の物体をこすり合わせて発生する電気 …………………………（
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

移動する電気 ………………………………………………………………（
電流の流れる道すじ ………………………………………………………（
枝分かれしないでつながっている回路 …………………………………（
とちゅうで枝分かれしてつながっている回路 …………………………（
電源の＋極と－極を直接つないだ回路 …………………………………（
電気器具を表す記号 ………………………………………………………（
記号で回路全体を表したもの ……………………………………………（
電流の単位 …………………………………………………………………（
回路に電流を流そうとするはたらき ……………………………………（

語群 アンペア Ａ
コイル
静電気
電磁誘導
誘導電流

回路図
抵抗器
直列回路
電流
並列回路

回路
磁界
磁力
電力
導体

オーム Ω
磁力線
電圧
ボルト Ｖ
ワット Ｗ

オームの法則
短絡(ｼｮｰﾄ)回路
電気用図記号
電気抵抗（抵抗）
不導体(絶縁体)

）
）
）
）
）
）
）
）
）
┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

１分野下 運動と力
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

物体にはたらいて物体の運動を変えるもの
（
全ての物体にはたらき、物体を地球（天体）の中心に引っ張ろうとする力（
わたしたちが感じる、物体にはたらく地球の重量の大きさ
（
力の大きさの単位の記号と読み方
（
力のはたらく点
（
力のはたらく点、力の向き、力の大きさの３つ
（
物体に２つの力がはたらいているのに物体が動かない状態
（
物体を面の上に置いたとき、支えるように面に垂直に物体にはたらく力 （
２つの面が接するときに、面に平行に運動を妨げる方向にはたらく力
（
物体にはたらく力を、力のはたらく面積で割ったもの
（

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）

語群
圧力
慣性の法則
垂直抗力(抗力)
等速直線運動
平均の速さ

移動距離
作用反作用
静止
Ｎ：ニュートン
ニュートン

２分野下 天気とその変化

１気圧
作用点
大気圧
摩擦力
落下運動

重力
慣性
力
速さ
台車

重さ
瞬間の速さ
力の３つの要素
Ｐa：パスカル
２力のつりあい

┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

気象を見る・前線と天気の変化

○気象を見る
01.雲、雨、風、気温の変化など、大気中で起こる現象 ……………………（
02.気象庁の地域気象観測システム ……………………………………………（
03.気象に関する情報を書いた図 ……………………………………………（
04.天気図に書き込むための記号 ……………………………………………（
05.空気の重さによる圧力 単位はヘクトパスカル（ｈPa） ………………（
06.地上から1.5ｍの高さのところで、球部に直接日光をあてないではかる（
07.風のふいてくる方向 …………………………………………………………（
08.風の強さ 風力は風力階級表で判断する …………………………………（
09.気圧が等しい地点を結んだ曲線
…………………………………（
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10.気圧の高いところ 中心付近には下降気流ができる ……………………（
語群
アメダス
雨量計
下降気流
凝結
霧・露
気象
気圧
気温
高気圧
上昇気流
湿度
水滴(雨滴)
水蒸気
低気圧
天気図
天気図記号
等圧線
風向
風力
風力階級表
風向計
飽和水蒸気量 飽和
雪の結晶
露点
○前線と天気の変化
01.気圧の高いところ 中心付近には下降気流ができる ……………………（
02.気圧の低いところ 中心付近には上昇気流ができる ……………………（
03.気温や湿度に独特の性質をもつ空気の大きなかたまり …………………（
04.温度が異なる２つの気団の境目 …………………………………………（
05.前線面が地表に接しているところ …………………………………………（
06.寒気が暖気の方に移動するときにできる前線 ……………………………（
07.暖気が寒気の方に移動するときにできる前線 ……………………………（
08.寒気と暖気の勢力がつり合って長時間動かない前線 …………………（
09.日本の６月頃に典型的に発生する停滞前線のこと
…………………（
10.寒冷前線が温暖前線に追いついたときにできる前線 …………………（
語群
雲・雨
温暖前線
寒気団
寒冷前線
気団
巻積雲
巻層雲
巻雲
高気圧
高層雲
高積雲
ジェット気流 西高東低
前線面
前線
積雲
積乱雲
台風
暖気団
低気圧
停滞前線
梅雨前線
偏西風
閉そく前線
乱層雲

）
┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

）
）
）
）
）
）
）
）
）
）
┌──────┐
│
│
│
│
│
／１０│
└──────┘

②1年生総合学習「サイエンス」
今年度のサイエンスでは最初のみ大久保山のキノコを観察し、２回目以降は実際の座学の授業を行った。入学前
に科学博物館に行って、要点をまとめて感想を書くという課題を与えたのであるが、全員がきちんと提出し、課題
レポートの内容的にも科学に関する意欲が高い生徒が多かった。
福島第 1 原子力発電所の事故のことがあり、今年度の化学では原子構造に触れた直後に原子力の話に触れ、α線
やβ線とうは何か、ウランからプルトニウムにどのように移行するかについて１学期中に勉強させた。そして、高
速増殖炉「もんじゅ」についても触れて、原子力発電のメカニズムについて理解させた。生徒たちも興味をもって
いつも以上に熱心に聞き、質問来ていた。
夏休み課題では気体の状態方程式や周期表について扱い、昨年までは学期に１回の試験を今年度から、２学期の
中間試験も課した。かなりのペースで先取り学習をしたが、すぐについてくる生徒が多く、こまめに試験を課すこ
とと、夏休みに多くの課題を課すことで生徒の実力が伸びることが明らかになった１年であった。
３学期には中和滴定の実験でメニスカスの読み方、ビュレットの扱い方について２回実験をした。演示実験では
「まぜるな危険」で知られるサンポールとキッチンハイターを混ぜて塩素を発生させたり、ヨウ化カリウムと酸化
マンガンを混合加熱し、ヨウ素を発生させ、昇華させたりする実験を行い、ハロゲンについて勉強した。金属では
ナトリウムの水への溶解、マグネシウムの燃焼などイオン化傾向が小さい１族や２族の性質について実験した。新
校舎移転に伴う実験室の整理の中で、生徒の記憶に強く残る実験ができたように感じている。この春休みにも１年
生にサイエンスの復習範囲の課題を課し、４月に化学Ⅰで小テストを行う予定である。
2.1.2 高大接続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”-」
『複素関数論入門 -Introduction to complex analysis-』（以下，本テキストという）は 3 年次の選択科目「複
素関数論入門(SSH)」（以下，本科目という）のために作られたテキストである．2010 年度は問題集としてテキス
トを作成したが，今年度はテキストという形で改訂した．テキストの改訂および本科目の目的は以下の 3 点である：
テキスト作成においては，受講生が予習できるような記述をこころがける
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授業においては，他科目との連携を感じられるような話題を取り上げる
受講生に学部進学においてアドバンテージと感じられるような授業内容を提供する
そこで，本科目の内容およびテキストの内容について，受講生 12 名にアンケートを実施した．本稿ではアンケート
結果の分析を行い，次年度への反省を述べる．
§１ 本科目の内容，受講生について
本科目は 2010 年度より開講した 3 年次の選択科目である．SSH 科目として認定されているが，文系理系問わず
履修は可能としている．本科目では，複素平面（ド・モアブルの定理など）に始まり，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について学習する．筆者が本科目を設置したのは，高大一貫教育という利点を
生かして，ある程度のアドバンテージをもって進学してもらいたかったからである（詳細については[1, pp.16-17]
または本テキスト p.1「まえがき」を参照のこと）．
次に今年度の受講生について述べる．アンケートに回答した 12 名は以下のような集団である（【参考】（１）1
～3 参照）：
文理
登録
他の選択科目（数学）
理系

10 名

第1次 8名
第2次 2名

数学 III 10 名

数学 C 10 名
応用確率統計 1 名
微分方程式入門 1 名
文系 2 名
第1次 1名
文系のための数学 III 1 名
第2次 1名
数学 C 1 名
受講生のほとんどが理系選択であるが，文系選択も 2 名いた．その 2 名は，ともに他の数学科目を履修している
ことから，受講生全員が数学に対する興味があるとみてよいだろう．だが文系の生徒は数学 III を履修していない
ことから数学の進度が異なるため配慮が必要である．
§２ 履修の動機とその結果
アンケートでは受講生がどのような動機で本科目を履修したのか，求めているものは何かを調査した．またその
動機や目的が達成できたかを調査した（【参考】（１）4～6 参照）．その結果を筆者は以下のように分類した：
1.

大学で使うから．大学・理系のためのアドバンテージ 6 名
求めていたものは得られたかという問に対して，
 得られた 4 名
 やや得られた 2 名
と回答した．その理由については，いずれの回答においても，「複素数についての知識が得られた」，「計算
の基礎が身に付いた」などの意見が多数あった．

2.

視野を広げる，おもしろそうだったから 3 名
求めていたものは得られたかという問に対して，
 得られた 3 名
と回答した．その理由については，「わからないことがわかるようになった」，「面白さを再認識できた」，
「大学数学についての具体的な話や内容の知識が得られた」とあった．

3.

上記以外では，
 文系なので，1 つくらい理系科目をとってもいいかなと思った．
 複素数に関する基本的な知識を得るため．
 数学の力をつけたかった．
と回答している．この 3 名は求めていたものは得られたかという問に対して，
 得られた 2 名
 やや得られた 1 名
と回答した．得られたという理由には「理系でない人でも理解できたから」，「内容が身についたから」とい
うものがあった．

以上より，いずれの理由においても「知識を得ること」，「計算力の強化」などについては履修者の期待に応え
られていると考えてもよいだろう．
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§３ テキスト『複素関数論入門 –Introduction to complex analysis-』について
本テキストは 2010 年度に作成した問題集の反省を基に作成された．その反省とは，
 受講生が予習できる程度の議論の背景や例題を掲載すること
 授業において扱わない部分，時間があれば扱う部分を掲載すること
であった [1, pp.17-18]．そこで今年度は上記の反省点を踏まえ本テキストを作成し，それが達成できているかどう
か受講生に対し使い勝手をアンケートした（【参考】（２）参照）．本節では，まずアンケートの各項目について
の結果を述べ，それらを総合した考察を（４）にて述べる．
（１）本テキストの利用目的
利用目的については以下のように回答があった（複数回答）：
1. 予習 3 名
本科目では，予習は生徒の自主性に任せられる．その中で予習に 3 名の生徒が利用しているので，上記の目
的がひとまず達成したといえるだろう．だが一方で予習として利用していない生徒が多く居ることから，その
彼らが予習できない理由を考えなくてはならない．
2. 復習 10 名
3. 参考文献として 7 名
参考文献として利用したのが 7 名というのは驚きであったが，これはおそらく本科目における「演習のレポ
ート」に利用したという可能性も推測できる．その意味では用途は復習に含まれることになるだろう．
4. 読み物として 2 名
知的好奇心を得るための読み物としても利用している生徒も居り，その内容によってテキストの特色を出す
ことができるだろう．
（２）使いやすさ
使いやすさについては，以下のように回答があった：
1. 使いやすい 3 名
理由については「詰まることがなかった」，「わかりやすかった・理解しやすかった」とあった．
2. やや使いやすい 8 名
理由については
 「わかりやすい」，「問題が適量である」など肯定的なコメント 3 名
 「難しい」，「テキストだけではわからない」，「見づらい」など否定的なコメント 4 名
があった．残りの 1 名に関しては「間違いが多い」と内容に関するものではないコメントがあった．以上のこ
とから，内容が難しくテキストだけでは理解しにくいものであるということがわかった．
3. やや使いにくい 1 名
理由は「問題の解説がなく，試験直前まで解けないから」であった．
（３）あったらよかったもの
自由回答で本テキストにあったらよかったものを質問した．下記以外の 3 名は「特になし」と回答していた．
1. 途中式・解説 4 名
この結果は，初学者にとって，詳細な解説がないと予習することができないことを示している．受講生は丁
寧な解説を本テキストに求めていたことがわかる．
2. 答え 3 名
前年度の反省から解答を定期試験前に配布するという方法をとった．しかしそれでは，定期試験前以外の期
間では勉強ができないということがわかった．
3. 問題量 1 名
4. コラム 1 名
本編とは脇道にそれた「コラム」的な部分を読む生徒もいることがわかった．
（４）本節のまとめ
以上のアンケート結果から，本テキストに関する反省点を以下のように考察した．


予習がしやすいような記述が必要である
本テキストについて「わかりやすい」という回答もあった．しかし本テキストを予習で用いる生徒は少なか
った．これは（２）の「テキストだけではわかりにくい」や（３）の「途中式・解説」が必要であったという
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ことからわかるように，授業の如何にかかわらず本テキストだけでは予習がしづらい記述であったことがわか
る．筆者がこのような記述にしたのは本テキストのみに依存せずに「授業を聞いてテキストは完成させてほし
い」という意図があったからである．しかし以上のような結果が出たというのは，この意図の周知が不徹底で
あったということであろう．また，この点により予習したい生徒の予習を妨げてしまったことにもなってしま
ったことは大いに反省すべき点である．よって次年度については，予習もでき，授業中に補完させるためにど
こに境界線を引くかを明確にしてからテキストを作成することが必要となるだろう．


復習がしやすいように解答をこまめに配布すべきである
（１）から，本テキストの用途は復習に重点が置かれていることがわかった．だが（２），（３）から，「解
答がない」ことが受講生のネックになっていることがわかる．今年度は定期試験前に解答をまとめて配布する
こととした．そのことで普段の学習に結びつかなかったようである．そこで次年度は授業の区切りのよいとこ
ろで解答を配布するように方策を変更すべきである．



コラム的な内容を豊富にすることも魅力あるテキスト作りに必要である
（１）から本テキストを読み物として利用している生徒が居ることや（３）からコラム的な内容がもっとほ
しいという生徒が居ることがわかった．そのような声は少ないが，オリジナルテキストとして魅力あるテキス
ト作りをする上では重要なことであろう．生徒にとっては何が好奇心の導火線に火をつけるかはわからないた
め，コラム的な内容を多く掲載するのがよいだろう．そのためには絶えず情報を収集するなど教員の日々の研
鑽が必要であることは言うまでもない．また次年度以降では，受講生以外にも学院内の数学に興味のある生徒
に本テキストを配布し，広く知的好奇心を刺激するようなことも行っていくようにしたい．

§４ 授業内容について
本科目では他科目とのつながりも意識した授業展開を心掛けている．今年度においては，特に
 線積分，その応用としての仕事の計算
 量子力学とシュレディンガー方程式
について議論した．線積分は複素積分で必要であるが，それとは脱線してベクトル場の線積分を定義し，物理で行
う仕事の計算をした．また量子力学については，江沢洋のテキスト（『量子力学(I)』，裳華房，2002）を参照しな
がら電子の不思議な現象（二重スリット実験）についてとエネルギーと運動量の関係から電子の波動性を表現する
シュレディンガー方程式に虚数が出ることを議論した．
以上の議論も含めて，年間を通じて他科目とのつながりを感じられたかをアンケート調査した．また，これらの
内容も含めてどのようなことが印象に残っているのかを調査した（【参考】（３）1～3 参照）．
（１）印象に残ったこと
 シュレディンガー方程式 4 名
 オイラーの公式 3 名
が多数意見としてあった．他には「偏微分」，「線積分」，「記号を理解するのが大変だった」というものがあっ
た．
（２）つながりを感じられたか
 できた 4 名
 ややできた 6 名
いずれの場合についても理由には，「化学に出てきた」，「数 III の知識と重なっていた」など，他科目との
連携についてコメントに顕著に現れた．
できなかった 2 名
この 2 名はいずれも文系選択者である．コメントにも「他に理系科目をとっていないから」とあった．
以上のことから，他の数学の科目または物理，化学に直接的に登場する方程式などを扱うとつながりを感じやす
いということがわかった．しかしながら，§１において述べたように文系選択者も履修する可能性があるため，彼
らにも理解しやすいような話題を提供できる準備を同様にしなくてはならない．
（３）学部進学への影響
本科目が学部選択において影響を履修者がどのように感じているのかをアンケート調査をした（【参考】（３）
4 参照）．
 アドバンテージになる．学部選択の参考になる，余裕がもてるなど肯定的なコメント 7 名
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 わからない，あまり関係ない 4 名（内 2 名は文系選択者）
残りの 1 名は無回答であった．以上のことから，本科目は学部進学についてアドバンテージになると感じた生徒が
多いことがわかった．一方で文系選択者にとっては（2 名とも「あまり関係ない」と回答した），この時点で理系
学部に進学する権利を失っているため，学部進学に関しては関係ないと感じてしまうのだろう．本節（２）におい
ても述べたように，文系選択者にとっても理解できる意義ある話題を提供することが必要であるとわかった．
§５ まとめ
以上より，今年度の成果・改善すべき点次のように集約できる：
 文系選択者が履修する可能性も考えて，彼らの数学の進度を考慮した授業設計を行うべきである．またそれ
にあった発展的な話題を提供すべきである．
 知識・計算力の向上については履修者の期待に応えられている．
 テキストについては
①受講生が独力で予習ができ，授業中に補完できるような記述を心がける
②復習ができるように，解答をこまめに配布する．
③読み物としても魅了あるテキストになるような話題を豊富にする．
 他科目を意識した授業によって，他の数学科目，物理・化学とのつながりを感じることができたが，文系選
択者にとってはつながりを感じられない場合があることに注意する．
 学部選択については，
理系選択者にとってはアドバンテージと感じられるような授業であることがわかった．
以上のまとめから，本稿冒頭に述べた目的について，1 についてはまだまだ記述としては不足しているというこ
とがわかった．2 については理系選択者にとっては感じられるような授業ができたことがわかった．3 についても
理系選択者にとってはアドバンテージと感じられるような授業が展開できたようである．特に知識・計算力の向上
について履修者の期待に応えられているようである．
今年度のアンケート結果では知識・計算力の向上について受講生の実感として効果があると考えられるが，具体
的にどのような力がついたか，どのような効果があったのかをアンケートに限らず科学的・統計的な調査が必要で
ある．そこで次年度においては，計算力の向上の目標を具体的に設定するために「スパイラル学習」に注目した授
業設計，テキスト編成を行い，具体的な効果の測定を実施したいと考えている．
【参考】アンケート設問
（１）選択科目について
1. 本科目を第何次登録で選択しましたか？○を付けて下さい．
第１次登録
第２次登録
第３次登録
2. 文系選択ですか，理系選択ですか？○を付けて下さい．
文系
理系
3. 選択科目で履修している数学の科目にすべて○を付けて下さい．その他の場合は科目名もカッコ内に．
数学 III
数学 C
文系のための数学 III
その他の数学科目（
）
4. あなたが本科目を履修した理由は何ですか？また，本科目に求めていたものは何ですか？（自由記述）
5. あなたが前設問で答えたものは，得られましたか？最も近いものに○を付けて下さい．
得られた
やや得られた
あまり得られなった
得られなかった
6. 前設問で上のように答えた理由を書いてください（自由記述）．
（２）本科目のテキスト『複素関数論入門』について
1. あなたの利用目的として当てはまるものすべてに○を付けてください．その他の場合はカッコ内も．
予習
復習
レポートの参考文献
読み物
その他（
）
2. 使いやすさはどうですか？最も近いものに○を付けて下さい．
使いやすい
やや使いやすい
やや使いにくい
使いにくい
3. 先の 2 つの設問にそのように答えた理由を書いてください（自由記述）．
4. テキストのこれがあったら良かったというものがあれば書いてください（自由記述）．
（３）授業内容について
1. 授業内容で印象に残ったことを書いてください（自由記述）．
2. 他の科目とのつながりを感じることができましたか？最も近いものに○を付けて下さい.
できた
ややできた
あまりできなかった
できなかった
3. 前設問でそのように答えた理由を書いてください（自由記述）．
4. 本科目で学んだことはあなたの学部への進学に対してどのような影響を及ぼすと考えられますか？（自由記述）
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●参考文献
[1]早稲田大学本庄高等学院，
「平成二十二年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書第一年次」，
2011.03
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。
①南極教室
5 月 30 日 15：50～16：35、早稲田リサーチパークコミュニケーションセンターS303 レクチャールームにて、
国立極地研究所（大学共同利用機関法人、http://www.nipr.ac.jp/、以下「極地研」と略）の協力の下、昭和基地と
Polycom でつなぎ、南極教室を開催した。生徒 47 名、教職員 23 名、保護者 3 名が参加した。
短い時間だったが、昭和基地の今の様子とミッション、ペンギン・オーロラ・極夜前後に見られる地平線を転が
る太陽等の動画、オゾンホール・オーロラの科学的メカニズム、2 万年前の南極の氷に触れる体験、等盛りだくさ
んの内容だった。
本プログラム「南極教室」は第 52 次日本南極地域観測隊員保護者の縁で今年度に限り実施されたものである。
参加生徒の様子を見ると、当初講師が PPT などを使って南極について講義をするものと思っていた者も多かった
ようだが、Polycom の画面に昭和基地内部や外のブリザードの様子が映し出されると一斉に「おーっ」という声が
上がった。
その後、南極観測の歴史、何をやっているか、の説明の後、生徒の質問に答える形で、「南極の生物」「白夜・
極夜の様子」「オーロラが生じるメカニズム」「オゾンホールが生じるメカニズム」を動画を用いた説明があった。
動画映像は我々の目に大変珍しいものであり、ペンギンの画像では女子生徒から「かわいー！」、オーロラや極夜
の画像では「おー！」という歓声が上がった。
最後に、極地研の配慮により、南極で採取された 2 万年前の氷に触れることができた。この氷は、雪が長い間の
圧力で固められたものである。空気も一緒に閉じ込められているので白く濁っており、水に入れるとプチプチ気泡
が出る。
②理工実験教室
７月 21 日（木）午後早稲田大学西早稲田キャンパスにおいて、ホログラフィの実験を行った。実験装置の関係
で 18 名に限った。始めに先進理工の小松教授に原理の説明をして頂いた後、実際にホログラフィの作成を行った。
３Ｄ映像が多く使われている中で、昔ながらのレーザー光を用いて干渉縞を作製。
それにまたレーザー光を当てて、
再生することは とても感激的であった。生徒達は自分達で何かを作りそれを観察すると言うことにとても興味・
関心を示していた。
③若武者養成塾
8 月 1 日（月）～4 日（木）標記企画に 4 名の生徒が参加した。この企画はアサヒビールが主催となり、神奈川県
丹沢の宿泊施設に合宿形式で高校生を集め、環境を考え環境を守る青年を育成することを目的として、各種イベン
ト・ディスカッション・研究発表を行うプログラムである。
各校で行っている環境問題に関する既存研究とこの合宿での成果を合わせた研究成果を 12 月 19 日（月）東京ア
サヒビール本社で行っている。本庄学院は奨励賞を受賞した。
毎月ブログを更新して近況報告をし合うことになっており、仲間や指導者からの返事が励みになって、目的をや
り遂げることができた。大勢が集まり、互いに力を与えながら進める環境活動はとても充実したものであった。
④原子力放射線研修会（主催：日本原子力文化振興機構）
8 月 27 日（土）～28 日（日）
原子力や放射線のことをより深く知るために研修会や学習会、見学会などを開き研究成果を壁新聞にまとめ発表
し合う試みをしている。
学習したこと研究したことを壁新聞にまとめることは、PPT やポスターセッションに慣れた生徒には新鮮であり、
限られた字数内に伝えたいことを濃縮する作業は大変ではあるが、とても大切なことだと実感したようである。
もちろん、放射線への理解も深まった。
⑤足尾巡検
6 月 19 日（日）希望者 40 名
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地球環境を考えるきっかけを作る試みとして、地学科主催で毎年実施している。コースは「ぐんま昆虫の森」→
「足尾銅山」→「小平鍾乳洞」である。
話（田中正造等の話題）では知っている事柄も実際に見ると感じ方が変わるものである。生徒の感想は郊外や自
然破壊の恐怖感が伝わってくるものが多かった。
⑥高温超電導実験教室
11 月 18 日（金）15:50～17:40
須永知夏（高崎経済大学）先生を講師として、高温超電導現象の実験教室を開催した（生徒 15 名、熊谷高校生
徒 3 名教員 2 名）。初めに電磁誘導についてのわかりやすい説明があった後、超電導について体験し、その背景に
ある物理をわかりやすく解説していた。最先端の応用についても紹介があった。渦電流の実験、高温超電導現象の
実験の後、高温超電導現象のメカニズムと発見の歴史・今後の研究状況の講義で終了した。当日は、近隣の SSH
校である熊谷高校の生徒 3 名教員 2 名も参加した。
⑦海洋研究開発機構研修報告
12 月 18 日 19 日に海洋研究開発機構研修を実施した。
参加者は 21 名、内訳は１年生９名（男女各１，８）、２年生４名（４，０）、３年生８名（４，４）、引率教
員２名。今年は日程の関係で 18 日は 八景島シーパラダイスにおいて、バンドウイルカ、ジンベエザメを身近で
見たり、イルカと触れ合い、海の動物達を観察した。
19 日は 今回のメインテーマの海洋研究開発機構での研修である。深海 6500 の実物を見学し、同じ大きさの展
示物の中に乗って体験、深海の目の退化した生き物の見学、実際に深海 2000 に乗っていた研究者に案内して頂い
てお話を伺った。その後４気圧の世界（水深 30m に相当）を体験、普段感じられない空気の重さを感じ、テニスボ
ールが凹んでしまう圧力の世界を話や映像ではなく、実際に身を持って体験できたのはすばらしいことである。
午後には 実際に 3m のプールにおいて、ダイビングを行った。シュノーケリング、空気ボンベを背負っての潜
水です。殆どの生徒が初めての体験で感激していた。生徒達の活動の範囲が広がり、興味の範囲が広がった。この
研修を通して、進級先を地球科学専修に変更した生徒もいる。
四方を海に囲まれた日本において、また、資源の面からも海に関心を持つことは 非常に大切なことである。映
像等の疑似体験で分かった気になってしまっている生徒達に本当の体験をさせる事は非常に大切なことと考える。
⑧課外講義「原子の波を見る」
2 月 6 日（月）15:40～17:00、参加生徒 10 名、講師：本庄学院教諭峰真如
身の回りには量子力学が関係する現象がたくさんあることを紹介し、量子力学の「波と粒子の二重性」について
説明をした。ビデオを使って視覚に訴える内容であった。極低温で量子力学的効果が顕著になる現象があることを
紹介し、ボース-アインシュタイン凝縮や超電導・超流動についても紹介した。
高校生にとって、最先端の物理やそれに関係する数学が身近に感じられた時間になった。
⑨放射線研修
2 月 13 日（月）於独立行政法人 日本原子力研究開発機構 東濃科学センター
原子力発電所をはじめとする放射線を利用した機材や施設はわれわれの身近なところで稼動している。そのため、
放射線に関する基礎的な知識は、現代人にとって必須のものとなっている。本学院では理科の授業で、放射線を扱
っているが、その延長として、放射線の利用、放射性物質の処分問題を考える機会を設けることにした。
今回の研修では、14C（炭素の放射性同位体）を用いた年代測定、廃棄される放射性物質の処分方法を、実際に
行われている最先端の研究や測定の様子を見学し、科学的な説明を受け学習する。この研修を通して、放射線の利
用に関しての正しい知識を身に付けるとともに、ほとんどすべての国民が恩恵を受けている放射性物質の最終処分
に関しても真剣に考える機会としたい。

2.2

クラブ活動の充実とその効果に関する研究

2.2.1 科学クラブの活性化
科学クラブの活性化という課題に 10 年ほど取り組んできた。その間、生徒が興味を持って継続的に取り組める
テーマを探し続け、なるべく少人数での活動を中心に行ってきた。うまくいったもの、いかなかったものそれぞれ
に理由があり、その時々に集まってくる生徒の性格や興味に左右された。ここ数年では、
①姉妹校との交流のために研究しなければならないもの
②誘われているコンペへの参加のためのもの
③本学院の３年が必修の卒業論文に関連したもの
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④放射線など、その時々の社会問題を題材にしたもの
⑤地域での環境保護活動への参加
などに絞られてきている。なかでも本年度の活動で多くの時間を使ったものは、放射線に関することと、環境保護・
啓発活動であった。
それぞれの活動では、教員だけではカバーできない専門的な事柄に関して専門家の助けをお借りし、正しい方法
で正しい知識を身につけたうえでものごとを考察することを心がけ実行してきた。
本年度取り組んできた主なテーマは以下の通りである。
①放射線探知機の開発及び安全に関する学習
②キャンパス内のきのこの生態観察
③吸光度を測定する機械の開発
④キャンパス近辺の河川の環境調査およびメダカの生態研究
⑤キャンパス近辺の河川に生息するシジミの水質浄化力の研究
⑥LEGO ロボットを使用した宇宙エレベーターの研究
⑦魚の透明骨格標本の安価で安全な作り方の研究
本年度特に気をつけた点は、研究の日程的なゴールを示すことであった。このことにより緊張感が生まれ、時間
の使い方もうまくなり、計画的な研究ができるようになったと実感できた。
この章では、①放射線探知機の開発と、⑦の透明骨格標本に関して報告する。また、他の活動は、別章を設けて
報告する。
2.2.2 フォトダイオードを用いた放射線検知機の製作
①はじめに
10 年ほど前に、姉妹校のグアムの高等学校で、海岸の砂から出ている放射線を丹念に調査している先生と出会っ
た。その先生はビキニ環礁での原・水爆の実験時に飛散した放射性物質がいまだに検出されると言っていた。その
ことをきっかけに本校でも科学クラブにおいて、放射線に関する調査や研究をするようになり、放射線の透過力や
遮蔽に関することや、放射線ホルミシス効果や原子力発電所の立地についての学習や研究発表をしてきた。
今年度は、3 月の震災のこともあり、生徒が住んでいる地域での放射線量を測定しようと考え定点観測を始めた
が、測定機はどんな仕組みで放射線を測っているのか、また、Sv という単位は何を表しているのかなど次々に疑問
がわいてきた。
そこで、
Ⅰ．放射線検知機は何をどのような原理で何を測定しているのか
Ⅱ．電子部品はどんな役目を果たしているのか
を生徒に理解させるべく、放射線検知機を自作することを考えた。
しかし、ガイガーミューラー管は入手が困難であり、シンチレーション管は効果であり、自作のシンチレーショ
ン方式では感度が悪くなってしまうなど欠点があるため、他の方法がないかと考えた。その時、フィルムカメラで
も CCD カメラでも、放射線がフィルムや素子にあたり、点々が映っていることに注目し、ダイオードなどの空乏
層にある電子を利用すれば、感度がよく、安価でしかも入手しやすい部品で放射線検知機を作れると考えた。すぐ
に実験に取り組んだが、いろいろな雑誌や WEB で紹介されている回路ではなかなか思うような観測はできなかっ
たため、いくつかの改良を行なった。
（１）空乏層を広げる工夫
（２）基盤の素材の選択
（３）ガンマ線のみを検知する工夫
（４）反応する面積を大きくする工夫
（５）反応時間を速くする工夫
以上のことを行った結果、オシロスコープで放射線の検出を確認することができるようになった。
次に、市販の検知機のように音を鳴らす回路を取り付けた放射線探知機を作成した。
検出されたときに発生する電流を、そのまま増幅してイヤホンで聞くのなら出力側にイヤホンをつなげれば済むの
であるが、ピッピとならすにはいくつかの電子部品を組み合わせて使うことが必要あった。そこで、以下の流れで
音を作ることにした。
センサー→オペアンプ→メインアンプ→コンパレータからの出力+発振器からの出力→ブザー
ここまで製作したところ、生徒から屋外にも簡単に持っていけるコンパクトな探知機がほしいとの声が上がり、
直径 2.5cm、長さ 12cm の円筒形のハンディタイプの検知機を完成させることができた。
ここでは、
（６）コンパクトにする工夫
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（７）電流の消費を減らす工夫
（８）安価、軽量化のための工夫
（９）堅牢さの工夫
をした。
②放射線検知機本体部の仕組み
今回製作した放射線検知機は、フォトダイオードをガンマ線検出センサーとして利用し、その電流をオペアンプ
に入力し、出力された電圧をオシロスコープで観察したり、ピッピという音で検知を知らせるものである。図 1 に
検知部の回路を示す。
オペアンプ AD795
Vcc
2 4
+
６
3－ 7

0.1μ F
フォトダイオード

BPW34

Vcc

out

0.1μ F

2pF
10M Ω

0.1μ F

10k Ω
1/2Vcc
図1

放射線探知機の回路

また、図２は今回の検知機のために作成したオリジナルの基盤に部品を乗せた状態を表し、図３は、オペアンプ
の機能ブロック図であり、表 1 は部品表である。
GND

Vcc

1/2Vcc

OUT

デバイス
オペアンプ
コンデンサ
抵抗
フォトダイ
オード

図２ 基板と基盤上の部品
（縦 4.5 ㎝、横 2 ㎝）

図 3 オペアンプの機能ブロック

③工夫した点
(1) 感度を上げる工夫
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規格
AD795
0.1μF
2ｐF
10M
10ｋ

数量
1
3
1
1
1

BPW34

5

部品表
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フォトダイオードは、光起電力効果により電流を作りだしているが、そのとき実際に光電子が作られているのは、
空乏層と呼ばれるＰ型半導体とＮ型半導体の接合部付近である。フォトダイオードに、流れ出す電流と逆方向の電
圧をかけると、この空乏層が広がり感度が増す。
(2) 誤作動を防ぐ工夫
1ｐA 程度の電流を扱うため、基盤に含まれる水分は測定に大きな影響を与える。そのため、基盤は水分を吸収
しにくいガラスエポキシ基板を使用した。
(3) ガンマ線を取り出す工夫
フォトトダイオードに銅箔を巻きつけ、可視光やアルファ線やベータ線が入らないようにした。しかし厳密には、
α線やβ線が銅箔に当たった時に発生する X 線なども通過するため、この装置でガンマ線のみを検出することはで
きないが、線源を遠くに置いたり、紙で隔てて測定することにより、X 線が検出される確率は大変低くなるので、
おおむねガンマ線を検出していると考えられる。
(4) 反応時間を速くする工夫
フォトトランジスタのほうが、フォトダイオードより感度は良いが、反応時間が遅れるために、あえてフォトダ
イオードを使用した。
(5)反応面積を大きくする工夫
フォトダイオードを並列に 5 つならべ、反応面積を大きくし、より多くのガンマ線を捉えるようにした。
(6)コンパクトにする工夫
基盤を独自で作り、小さな部品を使いコンパクト化を図った。また電源も、1.5V の電池 1 本で動作するように昇
圧回路を組み込んだ。
(7)電流の消費を減らす工夫
この装置は、電流が常に流れているため、電池の消耗が激しい。そのため、部品を小さいものにすることや、個
数を減らすことで消費電力を抑えた。
(8)安価、軽量化をする工夫
小型角型チップ抵抗や、小型のフォトダイオードを使うことにより検知部分は 1cm×4.5cm という小型にするこ
とができた。また、検知部の重さは 5g 程度にすることができた。
(9)堅牢にする工夫
ハンディタイプのものをアルミのパイプに収納し、水濡れや衝撃に強い構造にした。
④オシロスコープでガンマ線のエネルギーの違いを観察する
オシロスコープでの測定は、オペアンプで増幅された電圧を読み取るのであるから、その値はガンマ線のエネル
ギーをそのまま表しているわけではない。また、常にガンマ線のエネルギーのすべてが電子に渡されるわけではな
いこともあり（コンプトン効果）、この電圧から個々のガンマ線のエネルギーを正確に求めることはできないが、
おおまかには、ガンマ線のエネルギーに違いがあることを示すことはできると考えている。
図４に、測定用の回路を示す。回路への入力電圧（Vcc）は 006P 型乾電池を用い９V とした。また、電源電圧の
半分（1/2Vcc）の電圧は、200ｋΩの抵抗 2 つを直列につなぎ、そのひとつの端子電圧をとりだした。図４の OUT
をオシロスコープのプラスの入力端子に、電池のマイナス側をマイナスの入力端子につなぎ、
出力電圧を観察する。
このとき、2ｐF 程度のコンデンサを。GND と１/２Vcc の間に付けると波形を観察しやすくなる。オシロロスコ
ープのレンジは、縦軸が１mV/DIV、横軸は 0.1ms/DIV を使用した。
O
U
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図４

オシロスコープへの入力回路

図５

オシロスコープでの観察

⑤放射線検知を音で知らせる装置の製作
今回の実験の発展として、オペアンプからの出力をピッピという音に変えることも行った。ガンマ線は、いろい
ろなエネルギーを持ったものがあるため、波形は毎回異なった形になる。また、オペアンプから出力電圧は小さい。
そのため、オペアンプからの信号をメインアンプに入力し、そらからの出力をコンパレータに通し、コンパレータ
からの出力を発振器からの信号と合成し、スピーカーに送り込んだ。以下に、流れを示す。
センサー → オペアンプ → メインアンプ → コンパレータからの出力 + 発振器からの出力 →
ブザー
図６は、上記の回路をすべて組み込んだ回路である。

①

図６

図７

回路図

音を出す回路

図８

コンパクト型放射線検知

音を鳴らす回路を作るときに、低消費電力とコンパクトにすることを考えたため、電源は 1.5V の乾電池を使用
し、それを昇圧させ、5V をえることにした。この昇圧回路が図６の①の部分である。
図７は実際の回路である。検知部は銅箔で被ってから熱収縮チューブに入れて保護してある。メインアンプやコ
ンパレータ、発振器の IC は LMV324 を使用した。
⑥発展工作
図８は、上記の回路をすべて組み込んだ回路を、長さ 12cm 直径 2.5cm のアルミの筒に収め、持ち歩きができる
タイプにしたものである。
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このタイプのもを台湾との国際交流である SEES で教員研修に用いて、国内外の多くの先生から実際に使用して
みたいとの希望が出たため、参加校の先生方に配布するとともに、授業で手軽に使えるような量産タイプに改良す
ることも検討中である。
⑦参考文献等
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2.2.3 透明骨格標本作成

安価な、常温での魚の透明骨格標本作製法の研究
早稲田大学本庄高等学院 SSH 部
キーワード： 魚

安藤 冴佳

透明標本 常温 染色液

A study on developing transparent specimens with cheap chemicals and in normal temperature.
Sayaka ANDO、Waseda University Honjo Senior High School SSH club
I developed a new way of making transparent specimens with cheap chemicals and in normal temperature.
It is very easy for high school students to make a transparent specimen because it does not need any enzyme to
remove their color. And it does not need alcian blue.
Keywords: fish, transparent specimens, normal temperature, dyeing liquid
Ⅰ．研究概要
透明骨格標本とは、硬骨と軟骨の構造を見るため
に、筋肉のなどのそれ以外の組織を透明化した標本
である。これを作るには非常に高価な薬品と恒温器
が必要で、誰もが簡単に作ることが出来るものでは
ない。そこで代わりに、似たような性質を持つ比較
的安価な薬品と塩基による加水分解を使って透明骨
格標本作製を試みた。結果、現行の方法で作られた
透明骨格標本と遜色のないものをつくることが出来
た。

現在の作り方の問題点である高価な試薬を使わず
に、透明骨格標本作製を試みた。結果、トリプシン
を使わずに透明化に成功し、比較的安価な試薬で軟
骨を染めることが出来た。
はじめに
1. 透明骨格標本とは
透明骨格標本とは、筋肉等のタンパク質をトリ
プシンという酵素によって透明にした後、軟骨を青
に、硬骨を赤紫色に染色する。具体的には、軟骨内
に多く含まれるコンドロイチン硫酸とアルシアンブ
ルーが結合することで軟骨が青く、硬骨内に多く含

Ⅱ．研究内容と結果
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まれるカルシウムとアリザリンレッドが結合するこ
とで硬骨が赤く染まる。そして、筋肉中の水分をグ
リセリンで置換することで骨格組織が透けて見える
ようにした標本である。
動物の骨格を観察する際には、筋肉・臓器など骨
格以外の部分を除いて作られた骨格標本が使われて
きた。しかし、小さな魚や胚でこれを行うことは、
骨格を損なう可能性があるので困難だ。
しかし、透明骨格標本は筋肉を透明化して中の骨
を観察できる、つまり骨格の破損の心配が格段に少
なくなる。この点で、透明骨格標本は優れた標本で
あるといえる。
2. 一般的な作り方
ここでは透明標本の一般的な作り方を述べ、その
問題点と解決法を指摘する。
2.1. 手順
①アジの内臓処理
アジを水道水でよく洗う。えらの下から肛門まで、
カッターで切り開く。内臓を取り出し、水洗いする。
②ホルマリン固定
筋肉繊維とホルマリンが反応(凝固)する。アルデ
ヒド基がタンパク質の側鎖のアミノ基と反応を起こ
し、さらには架橋反応に進むため、これを凝固させ
る作用を持つ。
③エタノール置換
軟骨染色の染まりをよくするため、標本の水分を
エタノールで置換する。50%エタノールに１日液浸→
ほぼ 100%のエタノールに１日液浸。もう１日液浸し
てもよい。
④アジの皮をはぐ
皮をはぎ、筋肉のみとする。
⑤軟骨染色
エタノール 80ml、氷酢酸 20ml、アルシアンブルー
10mg を混ぜた軟骨染色液を作る。アルシアンブルー
はムコ多糖類と反応し青く呈色する薬品で、軟骨中
のコンドロイチン硫酸と反応し軟骨を青く染める。
作った染色液を瓶に入れ、アジを液浸する。染色時
間は 12 時間～24 時間ほどである。染まりすぎには注
意する。
⑥色素抜き
エタノールに浸けて色素を落とす。軟骨染色液か
ら出したあと、95％、50％、20％のエタノールにそ
れぞれ 2～3 時間ほど液浸する。最後に水に１日漬け
る。
⑦透明化
筋肉部分をタンパク質分解酵素のトリプシンで透明
化する。酵素によってタンパク質が加水分解され、
組織の結合がゆるんだり色素がとけることで、透明
になる。まず、飽和ホウ酸ナトリウム水溶液 30ml、
蒸留水 70ml、トリプシン結晶 1g の割合のトリプシン

液を作る。それに標本を液浸してフタをし、温度を
30～35℃に保ち筋肉が半透明になって軟骨が青く見
えるようになるまで待つ。大体２週間くらいである。
⑧硬骨染色
アリザリンレッド 100mg、グリセリン 20ml、氷酢酸
10ml の甲骨染色液を作り、2%KOH 水溶液に濃い青紫
色になるまで加える。アリザリンレッドはカルシウ
ムと反応して赤く呈色する薬品で、硬骨中のカルシ
ウムと反応し、赤く染める。多すぎると全部が染ま
りすぎ、少ないと染まらないので気をつける。
⑨グリセリン置換
ガラスに近い屈折率を持つグリセリンで水を置換
することで、グリセリン中でより透明に見えるよう
になる。0.5%KOH 水溶液とグリセリンの混合液に入れ
る。３：１，次に１：１，そして１：３の比率で標
本が沈むまで液浸します。最後にスクリュー式のビ
ンに純粋なグリセリンとともに入れ，防腐剤として
抱水クロラールを少量入れる。
2.2. 現行の作り方の問題点
いざ透明骨格標本を作ろうと思っても、現在の方
法ではそれを妨げてしまう問題がある。それは、使
う薬品・機械が高価であるということだ。アルシア
ンブルーが 25g で 10 万円ほど、恒温器も高額であり
２週間も動かし続けていることはコストの増加につ
ながる。前述したとおり、アルシアンブルーはムコ
多糖類と反応し青く呈色する。似たような染色のし
くみの薬品を探した結果、フタロシアニンブルーが
見つかった。これは CD-R にも含まれており、比較的
安価な薬品である。また、トリプシンの代わりに塩
基の溶液で加水分解できないかと考え、KOH を使うこ
とにした。
安価・常温での透明骨格標本作製
1. 実験１
1.1. 目的
アルシアンブルーのかわりにフタロシアニンブル
ー、トリプシン処理のかわりに水酸化カリウム水溶
液を使い、常温で透明骨格標本を作成する。しかし
実験１で扱うアジにはあまり軟骨が無いため、軟骨
染色は省略した。
1.2. 使用した薬品・材料・器具
1.2.1. 薬品
水(H₂O)、水酸化カリウム(KOH)、氷酢酸(CH₃
COOH)、ホルマリン(CH₂O)、アリザリンレッド
(C14H8O4SO₃Na)、グリセリン(C₃H₈O₃)、抱水クロラ
ール(C₂H₃O₂Cl₃)
1.2.2. 材料・器具
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カッター、瓶(アジが１匹入るくらいの大きさと
2L ほどのもの)、ビニール手袋(ホルマリンや KOH に
触れない為に使う)
1.3.手順
①アジの内臓処理
えらの下から肛門まで、カッターで切り開く。内
臓を取り出し、水洗いする。
②ホルマリン固定
筋肉繊維とホルマリンが反応(凝固)する。アルデ
ヒド基がタンパク質の側鎖のアミノ基と反応を起こ
し、さらには架橋反応に進むため、これを凝固させ
る作用を持つ。
③アジの皮をはぐ
皮をはぎ、筋肉のみとする。早く透明化できるよ
う、少し筋肉もそぎ落とす。
④水酸化カリウム水溶液に漬け込み
3％KOH 水溶液に入れる。凝固した筋肉(タンパク
質)を加水分解させ、筋肉の色素を溶かし、結合を緩
める。(Fig.1)

Fig.3
②水 500ml、アリザリンレッド 500mg、グリセリン
100ml、水酸化カリウム 5g(Fig.4)

Fig.4
Fig.1
⑤硬骨染色
アリザリンレッドを使用。酸性下と塩基性下では
どちらがよく呈色するかについて比較実験を行っ
た。(Fig.2)

①が酸性、②が塩基性である。同じようにアジを
つけ、染まり具合を比較する。
染色時間は 10 時間ほどである。あまり染めすぎる
と標本が真っ赤になるので、早めに引き上げる。
⑥水酸化カリウム水溶液の漬け込み
1％KOH 水溶液に１週間入れる。余分な染料を落と
すことと、さらに筋肉構造を緩めグリセリンを浸
透させやすくすることが目的である。(Fig.5)

Fig.2
①水 500ml、アリザリンレッド 500mg、グリセリン
100ml、氷酢酸 50ml(Fig.3)
⑦グリセリン置換
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グリセリンと 1％KOH 水溶液の混合液に液浸する。
初めグリセリン 20％：KOH80％の溶液に入れ、１カ月
かけて徐々にグリセリン濃度を上げ、グリセリン
50％：KOH50％ほどにする。そこからまた１カ月かけ
てさらにグリセリン濃度を上げ、グリセリン 80％：
KOH20％にする。最後グリセリン 100％に封入し、防
腐剤として抱水クロラールを少量入れる。(Fig.6)

Fig.6
1.4. 結果
KOH による透明化でも、トリプシンで処理したもの
とあまり変わらないくらい透明にすることが出来た。
また、液性条件による染まり方の比較では、酸性
のものが染まりすぎてしまい標本にすることが出来
なかった。一方、塩基性は綺麗に筋肉の色が抜け、
きちんと透明になった。
実験２
2.1. 目的
軟骨がフタロシアニンブルーで青く呈色するか確
認する。
2.2. 使用した薬品・材料・器具
氷酢酸(CH₃COOH)、エタノール(CH₃CH₂OH)、フタロ
シアニンブルー、アルシアンブルー、鳥軟骨、瓶
2.3. 手順
①エタノール 80ml、氷酢酸 20ml、アルシアンブルー
10mg を混ぜた軟骨染色液と、占領をフタロシアニン
ブルー10mg に変えた軟骨染色液を作る。
②瓶に染色液をいれ、それぞれ軟骨を液浸させる。
③12～24 時間ほどで引き上げ、染まり具合を確認す
る。

フタロシアニンブルーでもアルシアンブルーでも、
同じように軟骨を青く染めることが出来た。よって、
透明骨格標本においてもフタロシアニンブルーを使
うことが出来ると分かった。
3. 実験結果と考察
実験１において KOH を使ったが、トリプシンと
変わらないくらいに透明化することができた。しか
し、きれいに骨が透けるようになるまで２カ月ほど
かかり、毎日～１週間に１回ほどグリセリンを入れ
替え続ける必要があった。
また、実験１の液性条件による染まり具合の違い
については、塩基性のほうがきれいに染まり、酸性
は全身が紫になってしまい標本に仕上げることがで
きなかった。この理由については不明だが、考えら
れる仮説としては２つあげられる。
１つめは、酸により、筋肉内のタンパク質のカル
シウムを含んだ部分が凝固し抱え込んでしまい、そ
れを後から KOH でゆるめようとしてもうまくいか
なかったということである。
２つめは、アリザリンレッド自体が酸性条件だと
染色するものが変わってしまうということだ。
この２つはあくまで仮説であるので、これを確か
めていくことが必要である。
Ⅲ．今後の展望
常温・安価な試薬での透明骨格標本作成は成功し
た。しかし、透明化に長い時間がかかることが課題
で、どのようにその時間を短縮していくのかがこれ
からの課題である。
また、酸性条件で過剰な染色が起こってしまった
理由がまだ分からないので、それを調べることも今
度行っていきたい。
Ⅳ.終わりに
この実験を全面的に指導して下さった中川講師に、
この場を借りてお礼申し上げます。
参考文献
『 [新世界 ] 透明標本 New World Transparent
Specimens』、冨田伊織、小学館、2009 年 10 月 15
日
『別冊宝島 1663 驚異！透明標本 いきもの図鑑』、
岩見哲夫、宝島社、2009 年 10 月 20 日
「干物を利用した魚類透明骨格標本の作製」、小西
雅樹・朝井俊亘・武内啓明・細谷和海、『近畿大学
農学部紀要』、第 43 巻、pp.105-110、2010 年 3 月

2.4. 結果
--------------------------------------------------------------------------------------------

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
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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18日（土）に実施した。例年参加している慶應側の発表会は、本学院の卒業式と当たるため参加できなか
った。
実施している具体的な内容を述べる。
(エ) 卒論マニュアル「卒論を書くにあたって」（B5約100p）の改定
(オ) 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」）
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1」）
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 2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 3。提出することが早稲田大学学部進学への必要条
件4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5（2年10月）

1次中間報告6（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）
2.3.2 科学英語力養成の体制づくりの検討
ISSF2010 の課題共同研究テーマから発想を得た（2010 年度報告書 p36⑤参照）
内容は社会科学的なものに限る。
3 他大学受験の場合は、その義務はない。
4 成績は希望学部進学への条件となる。
5 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。
6 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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SSH クラスにおける授業実践について ～数学を英語で触れる試み～
本稿は，第 2 学年の SSH①クラスにおける科学英語（今回は数学）に触れる授業実践とその結果について
の報告である．今回の実践では，「英語で科学情報を収集する」ということを念頭において，2 回にわたって
輪講形式の授業を行った．その結果，生徒たちに情意面でどのような効果があったのかを調査した．
§1 背景
本学院では第 2 学年において SSH クラスを設定している．8 クラス中 2 クラスに SSH クラスを導入し，①
クラス 20 人と②クラス 20 人によって構成している．理系科目の授業を行う際には，2 クラスに分けて分割授
業を行っている．この①クラスは本人の希望と第 1 学年の理数科目の成績上位という条件を通過した生徒が授
業を受けている．本人の希望を取る上で，①クラスは「理系進学を想定して発展的な内容も学ぶグループ」と
案内をしている．そこで今回の授業実践を行う上で，「発展的な内容」ということを発展的な情報収集の方法
を得ることも含むと広く解釈した．これは，理系に進学したときに（理系だけとも限らないが）最前線の研究
に触れる際には英語による情報収集の必要に迫られる場合が多い．そのような練習を高校生のうちから行って
おくことは良い経験の１つとなると考え，授業を計画した．
さらに今回の実践は 2011 年度 SSH 事業計画書での「科学英語力養成の体制づくりの検討」（２．（３）
③）に主眼をおいている．そこでも述べられているように，科学の世界を英語で表現することは授業内では実
施されることはほとんどない．そこで，筆者は科学英語に触れる経験を授業中にできる方法はないかと考えた．
そこで筆者は上記で述べた SSH クラスにて実施することにした．彼らは理数系の力についてはある程度のラ
インはクリアしている生徒たちであるが，英語の力については未知数である．そこで今回は授業方法の試作と
いうことで，あくまで科学英語に触れるための「土台作り」をすることを目的とした．また，筆者自身も英語
で発表することについての指導できるまでの力量はないため今回は「英語で情報収集する」ということに特化
して授業計画を立てた．
§2 目的
今回の実践において，以下の効果を期待し授業実践をする：
1. 科学内容を英語で情報収集することに関して抵抗感をなくしてもらう
今回の授業実践を通じて，英語で情報収集するための「土台作り」として機能しているのかを調査する．
そのために英語で科学情報を収集することについて抵抗感がなくなるのかを調査する．
2. 「数式のよさ」を感じてもらう
2008 年に公布された新学習指導要領において「数学のよさ」を強調し授業を行うことが求められている．
また，一般的に「数学は科学の言葉である」ということは疑いのない事実である．そこで生徒たちにはそ
の例を見てもらい，しかも英語の中に数式があることで彼らにどのような効果をもたらすのかを調査する．
3. 発展的な内容に触れてもらう
上記の 2.とも関連しているが，SSH①クラスの目的である「発展的な内容」に触れてもらい，数学の応
用例について他科目とのつながりを感じられたのかを調査する．
§3 授業計画
目的達成の検証を行うために，次のような授業を提供すべきであると筆者は考えた．目的 1 については，ま
ず英語で情報収集をし，日本語で発表するというスタイルを考えた．その理由は「背景」の節でも述べた．目
的 3 を検証するにあたり発展的な内容を扱いたいのであるが，以上の点を踏まえ，いきなり発展的な内容を扱
うのではなく，数回に分けて実施することを考えた．それは初回は既習事項について扱い，2 回目以降に発展
的な内容を扱うことで，生徒の抵抗感を減らすことができるのではないかと考えたからである．また，発展的
な内容についてはその期間に学習したことをすぐに使えるような内容について選ぶこととした．また目的 2 に
もあるように「数学のよさ」を感じてもらうために，一般の科学文献に触れるというよりも数式の入った数学
の内容の文献を用いる．
ただ以上の内容を一方的に講義することは情報収集ができているのかできていないのか評価できないので，
生徒自信が発表してもらうのが適切であると考えた．大学のゼミでオーソドックスな形で行われている輪講と
いうスタイルであるので，今後のために良い経験であると考えた．
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テキスト選びについては海外の高校生や大学生初年度が扱うようなものがよいだろうと考えた．そこで本学
院のネイティヴの先生が数学を専攻していたこともあり，テキストについての相談に乗っていただき，テキス
トを貸していただいた．また，筆者自身でもさまざまなテキストを吟味した．
§4 授業の実際
 科目 数学 II（3 単位）
 対象 SSH①クラス 2 年 A 組 20 名
●第 1 回
 日時 1 学期中間試験まで（2011 年 4 月～5 月）のうちの 4 コマ
 授業の流れ
数列について通常の授業 7 11 コマ
今回の授業実践 4 コマ
 使用テキスト L. Bostock and S. Chandler “MATHMATICS The Core Course for A-level”, Nelson
Thornes
 授業内容 数列の定義，等差数列の定義・和，等比数列の定義・和，応用問題．通常の授業で行ったもの
を英語で読んでいった．応用問題については，預金の複利計算などを扱った．
●第 2 回
 日時 3 学期（2012 年 1 月～2 月）のうちの 5 コマ
 授業の流れ
微分積分について通常の授業 8 13 コマ
今回の授業実践 5 コマ
 使用テキスト L.Bostock, S.Chandler 著，”CORE MATHS for advanced level (third edition)”，Nelson
thornes
 授業内容 微分方程式の定義，解法（変数分離形のみ），微分方程式の立式および応用．微分方程式の解
法を変数分離形のみ扱った．そのため微分係数（dy/dx）が何らかの量に比例する（または反比例する）
場合について微分方程式を立式した．例として，放射性物質の半減期，物体の動きなどを扱った．
いずれの回次も，授業実践の直前に教材の配布，発表箇所・順番の決定を行った．授業方法は輪講形式で行
うので，事前の学習・発表準備は自学自習とした．英単語・内容がわからない場合には授業担当者に質問する
ように指示をした．また 20 人と輪講にしては人数が多いので，発表箇所は 1 人あたりの分量は短く区切るよ
うにした．これは生徒への負担を軽減する意味もある．
生徒の発表方法は PC などを用いずに板書のみで行ってもらった．PC での発表はスライド作りが生徒の負
担となると考えたからである．発表後，質疑応答（教員からの質問も含む）を行った．さらに今後必要である
事項については，教員から補足を行った．このサイクルを続けた．
§5 アンケート結果・検証
授業を実施し，生徒にどのような効果があったか，目的が達成できたのかをアンケート調査した．アンケー
トは授業実施前後でそれぞれ 1 回ずつ行った．本節ではアンケート結果および分析を述べる．設問については
【参考】を参照のこと．
（１）目的 1 の検証
科学内容を英語の文献で情報収集することについて，抵抗感がなくなったか
●抵抗感が実施前後でどのように変化したか（実施前設問 1，実施後設問 5）
科学的内容を英語文献で情報収集することに対しての抵抗感はどうかという設問に関して，次の表の通りに
なった．
実施前
実施後
１．抵抗はない
2 名（10％）
0 名（0％）
２．あまり抵抗はない
0 名（0％）
9 名（45％）
３．やや抵抗がある
6 名（30％）
9 名（45％）
４．抵抗がある
12 名（60％）
2 名（10％）
7 『数学 B』（数研出版）の pp.80-103 に相当．数列の定義，等差数列の一般項・和，等比数列の一般項・和，
総和の記号，階差数列を扱った．
8 『微分積分改訂版』（裳華房）の pp.101-128 に相当．増減表（2 次導関数まで求める）を用いて曲線の概
形を書くこと，べき乗関数・三角関数・指数関数の不定積分，置換積分，部分積分を扱った．
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まず実施前には「抵抗がない」と回答した生徒が 2 名いた．クラスには何人かの帰国生がいるので，その影
響であろう．しかしながら授業を受けると「抵抗はない」と回答した生徒は 0 名となってしまった．これは授
業を実施して科学の内容に触れるにつれて，抵抗を感じてしまったのだと考えられる．
次に，実施前には「やや抵抗がある」，「抵抗がある」と回答した生徒で 90％を占めている．実施後には
「あまり抵抗はない」，「やや抵抗がある」と回答した生徒で 90％を占めている．これから全体的には抵抗
感が小さくなったと見てよいだろう．実施後に「あまり抵抗がない」と回答した生徒が 9 名居たが，先の“実
施前に抵抗がないと回答していた 2 名”を除けば少なくとも 7 名が実施前に比べて抵抗感が薄れていったこと
となる．
以上より，科学的内容を英語で読むことを経験すると全体的に抵抗感が小さくなる方向に向かうことがわか
った．さらに抵抗感を小さくするためには，このような経験を増やすと良いのであろう．
●英語文献についてのイメージの変化（実施前設問 4，実施後設問 4）
自由記述で回答してもらったが，筆者によって①ポジティヴな意見，②変わらない・ネガティヴな意見，と
の 2 つに分類した．
①ポジティヴな意見 13 件（65％）
最も目立った意見が
 文法は大丈夫，単語がわかれば読める 4 件
 思っていたより読めた 3 件
 英語のほうがわかりやすい 3 件
である．また，「数式の解説が詳しい」，「楽しくなった」という意見もあった．
②変わらない・ネガティヴな意見 7 件（35％）
「変わらない」と回答したのは 5 件で，ほかの 2 件については「読むのに時間がかかる」，「用語がわから
ないから大変である」というものであった．
①では，文法が簡単であることが認識できた生徒が多いことがわかる．また文章が端的であり，表現がわか
りやすいというコメントもあった．英語の文献を読むということに関して，内容が難しいから文章も難しいの
だろうと「食わず嫌い」になっていると見てよいだろう．しかしこのような体験をすることによって抵抗感も
薄れていくということにつながると考えられる．
しかしながら特にネックになる点は，①，②の両方にコメントがあるように，単語である．科学用語につい
ては英語の授業では扱いきれない事情がある．こうした科学文献を英語で読むことについては，英語だけでは
なく理系科目においても触れる努力をすることが良いのであろう．英語を用いていく機会を増やしていければ
良いのではないだろうか．
以上から目的 1 については，
 全体的に抵抗感を薄めることができた
 単語がネックであるが，文法は簡単であることを経験させることは抵抗感を小さくする要因の 1 つとなり
うる
ということがわかった．
（２）目的 2 の検証
「数式のよさ」を感じられたか
●英語文献中にある数式の役割（実施後設問 3）
文献中に数式あることでどのような効果があったかということについては，
 数式が英文の理解を助けた 13 件
が圧倒的に多かった．また，「数学は共通言語だ」，「日本と同じ記法なのだと感じた」という意見もあった．
このことから，数式が理解を助けることもあると多数の生徒が感じ，さらに数式は言語にもなりうるという
ことが分かった生徒が居た．以上のことから，数式も 1 つの言語であるという「数学のよさ」を感じさせるこ
とができたという点で目的 2 は達成できたといえる．
（３）目的 3 の検証
発展的な内容に触れられたか
●数学を利用していると感じられたか（実施前設問 2, 3，実施前設問 1, 2）
実施前には「これまでの授業（数学に限らず）を受けて数学を利用していると感じられたか」，実施後には
「今回の授業を受けて数学を利用していると感じられたか」を質問した．その回答が次の表である．
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実施前
実施後
１．大いに感じられた
11 名（55％）
16 名（80％）
２．少し感じられた
7 名（35％）
3 名（15％）
３．あまり感じられない
1 名（5％）
0 名（0％）
４．全く感じられない
1 名（5％）
1 名（5％）
まず，実施前には「大いに感じられた」，「少し感じられた」という回答が生徒の 90％を占めた．そう感
じられた理由を見たところ物理（三角関数，ベクトル）や化学（対数計算）で用いていることを述べていた．
このクラスが理系に興味のある生徒の集まりであることから考え，生徒がこうしたつながりを敏感に感じ取る
ということであろう．その上で実施後には「少し感じられた」，「あまり感じられない」と回答していた生徒
が「大いに感じられた」と移行している様子がわかる．
また同時にそのように回答した理由も調査したが，「身の回りの現象を扱っているから」，「微分積分を使
っているから」などの意見が多数あった．つまり，身近にある現象を数学で解くことが彼らに対して「数学を
利用している」という実感を与えるのであろう．
以上から，「数学を利用している」と実感できた生徒を増加させることができたという点で，目的 3 は達成
できたといえる．
（４）その他
授業の感想・授業方法について（実施後設問 6, 7）
授業の感想については，
 発表形式が良かった 4 件
 ためになった，いい経験になった 4 件
 楽しかった，おもしろかった 4 件
という意見が目立った．また，「試験がないならこうしたものをたくさんやりたい」，「総合的な授業だと思
った」というものもあった．一方で，「試験前に専門用語を覚えたくはない」など試験との兼ね合いに述べた
ものもあった．
授業方法については，空欄のものが多かったが，
 ゼミ形式がよかった 2 件
 （試験などがなく）余裕のあるときにやりたい 2 件
が目立った．時間制限を設けてメリハリをつけてはどうかというものがあった．
§6 反省・今後の展望
授業の運営方法については，前節（４）にもあるようにゼミ形式が非常に好評だったようである．大学での
授業の先取りができるということや発表の練習にもなることが要因である．また，試験がなければこういうこ
とをどんどん取り入れてほしいという意見もあったので，生徒はゼミ形式の授業を多く実施することを期待し
ている．これは①クラスという理系に関して意欲の高い生徒が集まっていることも要因の 1 つであると考えら
れる．つまり，通常のクラスで行うとしたら別の反応が出るかもしれない．また試験との兼ね合いを気にして
いる生徒も多いことから，どの時期に実施するかを再考しなくてはならない．
今回は「英語で情報収集する」ということに限って指導を行った．英語で情報収集することについて「食わ
ず嫌い」の状態から克服させるにはちょうど良い企画だったのではないだろうか．仮に発表することも英語で
行うとしたら，逆に食わず嫌いな生徒を増やしてしまったかもしれない．しかしながら，SSH 事業計画書で
の「科学英語力養成の体制づくりの検討」（２．（３）③）という目的を達成させるためには，「英語で発表
する，質疑応答する力」が必要不可欠であることは言うまでもない．だが，筆者はそこまでの授業を行うだけ
の力量も方法論もない．そこで，2012 年度については英語と数学の教員がタッグを組んで「理系内容（数学）
を英語で発表する」までの授業を計画している．
【参考】アンケート設問

●実施前アンケート（第 1 回実施前に調査）
1. 科学的内容を英語の文献で読むことに対しての抵抗感はどうですか？
１．抵抗はない ２．あまり抵抗はない ３．やや抵抗がある ４．抵抗がある
2. これまで様々な授業を受けてきて，「数学を利用している」と感じたことはありますか？
１．大いに感じられた ２．少し感じられた ３．あまり感じられない ４．全く感じられない
3. 上のように答えたのはなぜですか？（自由記述）
4. 数学の英語の文献に関して，「きっと○○なんだろうなぁ」と思っているイメージを書いてみてください．
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●実施後アンケート（第 2 回実施後に調査）
1. 今回の授業を受け，「数学を利用している」と感じられましたか？
１．大いに感じられた ２．少し感じられた ３．あまり感じられない ４．全く感じられない
2. 上の設問にそのように答えた理由は何ですか？（自由記述）
3. 英文の中に数式があることでどのような影響があったと思いますか？（自由記述）
4. 科学の内容を英語の文献で読むことに関して，イメージが変わりましたか？変わったと思うところを書いてください．
（自由記述）
5. 科学的内容を英語の文献で読むことに対しての抵抗感はどうですか？
１．抵抗はない ２．あまり抵抗はない ３．やや抵抗がある ４．抵抗がある
6. このような一連の授業に関して，感想があれば書いてください．（自由記述）
7. 授業の方法について，このような方法だったら良かったというものがあれば書いてください．（自由記述）

2.3.3 SSH成果の体外的な報告と評価
今年度参加した主たる研究発表について様子を述べる。
①3rd Singapore International Science Challenge(SISC)
5 月 22 日～29 日の日程で標記大会に参加した（生徒 3 名教員 1 名）。
この大会は、シンガポール教育省・国立シンガポール大学・A*STAR 等が後援し、本庄学院の姉妹校である
National Junior College（NJC)が主催する 2 年に一度の国際高校生科学コンペティションである。1 回目は 4
年前になるが、このときはこの会期中に当時の尾崎学院長が訪問し姉妹校提携に調印している。本庄学院はそ
のときから招待参加をしている。第 3 回目の今回は、参加 13 カ国（オーストラリア・インドネシア・日本・
中国・韓国・ロシア・シンガポール・台湾・タイ・イギリス・アメリカ・ベトナム）、28 校が参加した。1
チーム生徒 3 名で、“Research Project（各自の既存研究報告）”“Design & Build（出された課題に対する
もの作り）”“Future Problem（出された環境問題へのリサーチと解決策のプレゼンテーション）”の各部
門で優劣を競い、部門賞と総合賞が授与される。本庄学院は、第 1 回目は賞なし、2 回目は Design & Build
でグランプリ、Future Problem で 2 位、総合 3 位だった。
今回いのテーマは福島原発の影響があったのかと想像される、Sustainable Energy を主題とした"Involve
Evolve Revolve"だった。
5 月 22 日（日）
8:30 成田第一ターミナル集合。
11:05 成田→17:25 チャンギ、オーストラリアの 2 チームと一緒に NJC のドミトリーへ。会期中日本チーム
のお世話をしてくれるバディと合流。受付の後、市バスで市内フードコートへ行き遅い夕食。ドミトリーに戻
って解散。
5 月 23 日（月）
6:30 ドミトリーのダイニングで朝食。ここの朝食はヌードル・粥かパン・オートミールの選択で本当に質素
なもの。
7:30 バディによる、NJC 校内ツアー。その後、市バスで市内へ行き、オーチャードとブギスでショッピン
グ。
16:30 ホールでポスターブースの設営。本庄学院のテーマは"Study on Behavior of Slime Mold and Its
Simulation（粘菌の振る舞いとそのシミュレーション）"である。今年のチームはデコレーションに熱心で、
“雰囲気”を高めるためにポスターの背後を紺色の布で覆い、
「粘菌の増殖するイメージを表現する」んだと、
キャンパスから拾った木の枝を糸でつなぎ合わせて飾り付けた。他のブースを見ると大概はポスターを張った
だけのシンプルなものだが、補助のパネルやデモンストレーション用の実験器具をおいてあるところもある。
このような“努力（？）”が実ったのか、「優秀ポスターデザイン」の候補に選ばれ、翌日急遽、情報通信省
副大臣に向けてプレゼンテーションをすることになった（Research Project の発表は 25 日）。
19:00 Welcome Party。パーティ会場ではクラブ活動有志による書道・チェス・ダンスを教えるコーナーが
できていた。立食後、外のスタジアムでチームを組んでテーマの"Involve Evolve Revolve"を表現するダンス
の創作課題、全員のダンスを行った。
22:30 翌日のスケジュール説明の後、解散。
5 月 24 日（火）
7:00 朝食。

42 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
8:00 ホールで昨日貼ったポスターの確認。
10:00 NAKPAT ホールで開会式。情報通信・環境水資源省副大臣 Ms Grace Fu の入場を起立で迎える。最
初に NJC 校長 Mrs Virginia Cheng の歓迎のあいさつ、
続いてクラブ活動のマレーダンスのパフォーマンス、
Ms Grace Fu のスピーチ、ビデオによる SISC のメッセージ、
学校紹介ビデオ、NJC 教師・生徒による本「Yours
Naturally」出版の紹介と続いた。
12:00 昼食
13:30 Learning Journey(LJ)1。3 方向に分かれての研修見学。本庄学院は NEWater。ここは、水資源の自
給を目指すシンガポールが作った下水を上水に代える施設である。解説者は「ウィルスも通さない極めて微細
なフィルターで何重にもろ過をしている」ことを強調していた。主として、不純物があってはならないコンピ
ュータ基盤の洗浄水に用いている。出口の近くではこの水を試飲できるコーナーがあるが、NJC が参加者に
配っているペットボトルも NEWater である。
このペットボトルは市販されていないので、NJC が今回の SISC
のテーマの中の"Reduce"を強調する意図で使っていると思われる。
18:00 夕食
19:30 校内のシアターで映画鑑賞
21:30 Future Problem のテーマ発表。「30 年後の地球環境の問題点を、ヨハネスブルグをケーススタディ
として 2 つの側面から分析せよ」というものであった。12:00 までドミトリーの食堂で何をやろうか、議論す
る。最後に翌日の研究発表用のプレゼンの練習をして解散。
5 月 25 日（水）
この日は、教員と生徒とでスケジュールが異なる。
7:00 朝食
8:00 教員は Workshop で研修。生徒は午前中、ポスターセッション。途中 2 回審査員の前で 15 分間のプレ
ゼンテーション＆ディスカッションをしなくてはならない。
教員研修メニューは多彩であったが、私は 8:30～9:20"Integrating Rich Mathematics Problems and 21st
Century Competencies into the Curriculum"、10:00～11:00"Co-developing Innovative Science Laboratory
Experiments with JC Students"、11:00～12:00"The Plant Factory Story:From Science to Education and
Businesses"に参加した。
次の問題は、最初のセッションで参加教員に出された問題です。わかりますか？（縦 1000 列、横 800 行の格
子に対角線をひいたとき、対角線がかかる箱の数はいくつか？）
この Workshop ではこの問題と折り紙の例を元に、「身近な素材で一般化・発展できる(open-end)な問題の
教育効果」が主張された。2 つ目のセッションでは「遺伝子組み換え実験が、工夫すれば簡易な形でできる」
方法を紹介し「従来は高校での展開が実験器具等の問題で難しいと思われてなされなかったが、工夫さえすれ
ば可能になる。教員はできるだけ教材を工夫をする努力をしなくてはならない。」ことを述べたものであった。
3 つ目は教育プログラムのコーディネイトを行う名古屋のベンチャー企業に就職したシンガポールの研究者が、
そこで実践されているプログラム例を通しながら、これからは企業と学校の協力が求められることを訴えたも
のであった。
最初のセッション後のティーブレーク時に様子見にホールへ行ったところ、ちょうど本庄学院のブースに審
査員が訪れ、第一回目のプレゼンが始まるところであった。前夜まで練習に付き合っていたのでプレゼン進行
についてはある程度信用をしていた。あくまでもポスターセッションであるため、質疑はプレゼン終了後に行
う形式ではなくプレゼン途中でその都度なされる形で行われた。今まで、このような場所での英語によるプレ
ゼンでは常に質疑に不安を抱えていたが、今回は活発かつ和気あいあいとした雰囲気で終了した。質疑の時間
も含め大変レベルの高いプレゼンだったと思う。午後も私は教員のワークショップに参加していたため審査発
表を見られなかったが、残念ながら賞には選出されなかった。
12:00 ランチ
13:00 午後の Workshop は、化学・物理・生物の研究者による"Transforming Learning through Tackling
Science Misconceptions in Biology,Chemistry and Physics"というテーマに関するオムニバス形式のレクチ
ャーの後、3 部門に分かれ Workshop だった。「科学における誤解"misconception"は正しい理解を阻害する
ため、何故それが起こるのかを分析し、それを効果的に取り除く努力をしなくてはならない」という内容であ
る。
後半の Workshop では、
前 NJC 教員で現在シンガポール教育省で教師教育に携わっている Ms. Wong Kwai
Yeok(June Fong)先生の講座に参加した。彼女は NJC と本庄学院の架け橋になった方で、双方の Exchange
Programme に情熱的に携わってくれた。
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Workshop のあった部屋は驚くことに、壁がすべて特殊な塗料で塗られており、ホワイトボードとして使う
ことができる。グループワークには大変有効的である。ここでは 2 チーム（各チーム 6 名）に分けられ、生物
学に関する誤解や迷信を挙げ何故それが生じるのかについて討論させられた。とりあえず国毎に気がついたこ
とを挙げることになったが、私は「血液型が性格を決めるという認識」「先祖の行いが悪いとその因果が子孫
に祟るという考え」を紹介した。「遺伝子組み換え食品が健康に悪いと思われていること」などという意見も
出されたが、これについては日本ではかなり神経質である（まったく気にしない国もある）。聞くと血液型を
性格に結びつける考えは日本以外の国では全くないという。誤解や迷信も国ごとにかなり違うことがわかった。
この後、June 先生によるまとめがなされ、誤解を認識し取り除く考え方が紹介された。
16:00 ここから生徒も合流し、教育研究所教授 Prof. Chia 氏による基調講演"Utilization of microbes for
efficient plant growth and environmental well-being"、これは微生物を使った野菜の品種改良の実践と環境
への影響を述べたものであった。
17:00 夕食
18:30 Heritage Tour。通称“ドリアン”と呼ばれる巨大ホール"Esplanade"で自由行動。
22:00 ドミトリーに帰ってから Future Problem のスライド作り。1 時就寝。
5 月 26 日（木）
7:00 朝食
8:30 Learning Journey2 に出発。この日の行先はショッピング街の City Square。このビルはエコを考えて
作られた建物とのこと。各階を巡り、そのアイデアや技術をチェックし、あらかじめ配布されたシートにまと
めるというプログラムであった。
12:00 NJC に戻りランチ。
13:00 フロリダ大学 Charles J.Kibert 氏による基調講演"Zero:the Ultimate Target for a Sustainable Built
Environment"。会期も後半になり、しかも午前中に歩きまわった後のため、寝ている生徒も多い。しかし、
実はこのレクチャーの内容がこの後の Design & Build に大きく影響することをまだ誰も知らなかった。
14:00 2 つ目の課題 Design & Build 会場の体育館に移る。体育館に各チームが作業を行う作業台が設置され
ており、その上に道具や材料が置かれている。課題は「持続可能なエネルギーを使ったエコな未来型ビルとそ
の周辺環境のモデルを与えられた材料で作れ」というもので、ビルのデザインセンスとアイデアを紹介するプ
レゼンが得点化され、実際に発電できる電圧はチーム毎の数字がそのまま得点に加算される。机に置かれてい
るもので発電に使えそうなものとして、小さなソーラーパネル（6 個）・銅線・亜鉛線・透明チューブ・ネオ
ジム磁石・スポーツドリンク（3 缶）、加えて電圧計が置かれている。その他には木材・色々な形の発泡スチ
ロール・スチレンボード・アイスクリームの棒・糸・紙粘土等である。おもちゃのお金も置かれていて、他に
必要な物資は、作業台の間を歩き回るワゴンで購入することができる。急遽、教員チームも構成され、我々も
作るはめになる（しかしチームワークが悪く、各自が勝手に作っているので、いつまでたってもビル環境が整
備されない）。作業時間 2 時間で終了。会場を一回りして概観する（教員はアドバイスを避けるため、近寄る
ことが許されない）Waseda チームの作品は、他チームと比較する限りではコンパクトかつ奇麗にまとめられ、
都市計画という視点ではいい出来のように思われる。審査員が回る間は教員が外へ出された。
17:00 夕食
18:30 市内ホールで NJC のクラブ活動による Cultural Performance ショー。
22:00 ドミトリーに戻り、Future Problem の続き。結局未明の 3 時まで頑張る。
5 月 27 日（金）
6:30 朝食。
7:45 Learning Journey3 に出発。この日はシンガポールのハイレベルな研究施設である"A*STAR Research
Institutes"と"Biopolis"を視察した。後者は生物科学に特化した研究施設である。前者はそれを含むいくつか
の研究施設を合わせ、シンガポールの経済・文化を向上させるよう総合的に研究デザインを作り研究実践を行
う施設である。
12:00 NJC に戻って昼食
13:00 Cultural Mapping へ出発。これは、小グループに分かれ与えられた地域の文化・自然等の調査を行い
地図を作る、という NJC が行っている独自の教育プログラムである。この日は案内役を NJC 生徒が務め、
NJC のあるブギ・ティマ地区の小さなモスク、華僑の寺院、戦時中日本軍の工場跡を利用して作られた戦争
博物館、ブギ・ティマ自然保護区内の散策を行った。結局「行ってみただけです」という形になってしまった
ので、LJ2 のときのように調査結果をまとめるシートが事前に配布されていれば大分違ったのに、と感じた。
44 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
16:30 Marina Barrage で Picnic Party。ここは水資源の自給を目指すシンガポールが河川に流れ込む雨水の
有効利用を目的として作った貯水施設である。面白い構造になっており、上から見るとカタツムリのようにな
っている。カタツムリの背と家の部分が緩やかに起伏する広い芝になっており、そこは家族連れやカップルの
憩いの場になっている。凧上げに興ずる人も多い。ここでお弁当と飲み物が配られ、各自ゆったりとした時間
を過ごした。NJC の先生から凧をいただいたが、「ここに震災へのメッセージを書いてもらおう」という提
案があり、早稲田チームは各チームを駆け回ってメッセージ集めに奔走した。よくわからないロシア語のメッ
セージ、顔文字のものなど様々で面白い凧ができあがった。
SISC が始まって 6 日目になるが、この頃になると生徒・教員ともども打ち解けてきているのが分かる。ま
た、お別れも近くに迫っているため、誰彼となく気軽に話しかけては写真を撮ったり、Facebook を交換した
りしている。この類のイベントの恒例の風景であり、いかにも国際交流という雰囲気がある。
19:30 ドミトリーに戻り、Future Problem のプレゼンの練習。朝 4 時までやったがみんな寝始めたのでここ
で解散。
5 月 28 日（土）
7:00 朝食。
8:00 教員は Future Problem 審査に立ち会えないとのことで、オーチャードの近くにある植物園へ。生徒は
午前中 Future Problem のプレゼン。この Botanical Garden は広く、特にショウガ科の花・ラン・熱帯林の
展示に定評がある。教員は希望によってランが 2 班、熱帯林が 1 班に分けられ、それぞれにガイドがついた。
ここのガイドはボランティアが務めており、私の班のガイドは奇遇にも 25 日の Workshop 講師を務めた June
先生だった。June 先生はランを解体し、花の構造とその理由をわかりやすく説明して下さった。
13:00 NJC に戻って昼食。
16:00 閉会式。一週間の思い出をたどるビデオ、校長・来賓のスピーチと進み、いよいよ表彰となった。既
に Research Project は発表が終わっている。賞の順に来賓から生徒にプレートが授与される。Design & Build
部門の発表に移り緊張が高まる。Distinction（2～4 位に該当）の最後に呼ばれ、グランプリは逃した。苦労
した Future Problem では該当しなかった。総合のグランプリはシンガポールの NUS High School、準グラ
ンプリは NJC であった。表彰の後、Future Problem グランプリの NUS 生徒によるプレゼンテーションがな
された。「この限られた時間によくこれだけデータが集められたな」という印象で、主張は大体同じだが、
Waseda チームの作品はデータの裏付けおよび主張の具体性の点でまったく負けている。弁解になるが、資料
ソースとして使うことができたのはドミトリーのネットワークだけであり、不安定で頻繁に接続が切れた。ま
た、書籍や新聞のデータベースが使えないのも歯がゆかった。終わって振り返ってみるとわかるのだが、今回
の SISC は"Green""Eco""Sustanable"といったキーワードでテーマが統一されており、ここをもう少し深読み
していれば日本からある程度資料を持ち込むことができたかもしれない。表彰の後、NJC クラブ活動による
中国舞踊のパフォーマンス、そして NJC 生徒が作った Green City のモデルに参加者がハートに書いたメッセ
ージを貼り付けて閉会した。
19:30 Farewell Party。このパーティでは事前の連絡で、今回のテーマにちなみ「グリーンの服装で統一す
ること」が義務付けられている。パーティはプロの司会者の進行で、最初から異常なテンションの高さであっ
た。ビンゴ・テーブルに置かれた材料でエコな衣装を作る・椅子取りゲーム・全員での電車ゲーム・ダンスな
ど、寝不足の身にはこたえる忙しさと体力の消耗であった。それでも生徒は楽しそうで、終わった後も余韻の
中で写真を撮り合っていた。
5 月 29 日（日）
5:30 ドミトリー集合、一週間本当に親身にお世話をしてくれたバディのビビアン、いつも一緒だったベトナム
チームのバディの男子、これもお世話になったバディの女子が、早朝にも関わらず見送りにきてくれた。チャ
ンギ空港へ出発。
8:10 チャンギ→15:40 成田、解散。
このような日程で SISC2011 が終了した。SISC 事務局が用意したバックの中には、水筒、LC で外出する
ときに着用するためのポロシャツ・T シャツ、ピクニック用のレジャーシート、汗をふくタオルまで入ってお
り、またプログラム間のティーブレークではその都度ブッフェ形式で軽食が出され、まさに至れり尽くせりだ
った。シンガポール政府・NJC のこのプログラムにかける情熱が感じられた。
教育プログラムとしては、欲を言うならば評価結果を公開、あるいはそのチームに戻すべきだ。現在、教育
界では「評価は生徒にフィードバックされて初めてその意義がある」という考えが主流になりつつあり、評価
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の客観性を高め生徒にとって「どこが良くてどこが悪かったのか」をはっきり示せるような評価シートの研究
がなされている。SISC は国際コンペなので、広く世界レベルで生徒の作品や研究が評価される。それだから
こそ「どこが良くてどこが悪かった」のかが明確にフィードバックされた生徒は、自分のアイデアがどのくら
い国際レベルに足りないのかをこの場で知ることができる。しかしながら、そのことをマイナスしても、この
タイトでハードな一週間が参加生徒・教員に与える経験は極めて大きいと感じる。最近の国際交流プログラム
では国をシャッフルしてチームを構成し、活動させることが多いが、学校ごとのチームで優劣を競うという形
態は、素朴に団結と達成感を生んでいる。
今回の賞は前回より下回り、Design & Build で Desitinction だけだったが、限られた時間の高い緊張と焦
燥の中よくぞあれだけ完成度の高いものを作ったと生徒を誉めたいと心から思う。この課題だけが、教員がア
ドバイスできないのでなおさらである。
②

7/18（日）～25（金）Waseda-NJC Exchange Programme における研究発表
7/19（月）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 8/10（水）～12（金）SSH 生徒報告会（於神戸国際展示）
自分の発表に一生懸命になってしまい他校との交流は少なかった。海外からの発表があったがどの学校の生
徒も英語が壁になり避けていたように思える。文部科学省がアドバイスができる人材を招き、一つ一つの発表
に適切なアドバイスをする必要があると思った。
④ International Water Forum
水問題をテーマに、高校生が研究発表や意見交換をする国際フォーラムである International Water Forum
（IWF)が SSH 校である静岡北高校を会場に開催された。この会は昨年立命館守口高校で始められた国際高校
生フォーラムである。今回は、国内 19 校、海外からシンガポール・台湾・アメリカの三か国計 5 校が参加し
た。本庄学院からは生徒 3 名教員 2 名が参加した。
8 月 15 日
16:00～ 静岡市清水のホテルで Welcome パーティと５校による Cultural Performance。
8 月 16 日
9：00～ 清水駅前の文化施設 Terrsa において、開会式。静岡北高校校長・県知事・静岡市長の挨拶、京都
大学教授清水芳久氏による基調講演“For Better Sanitation and Hygiene（衛生問題の解決に向かって）”。
前半は、人間生活の健康・衛生に関して水の果たす役割は大きく、世界中では安全な水を利用できない人が
10 億人、下水道などの基本的衛生施設を利用できない人が 26 億人いる現状を述べ、後半に東日本大震災にお
ける下水道復旧の問題と将来の災害に対応できるし尿処理システム構築の必要性を述べた内容であった。
10：50～14：30 昼食をはさみ“Water & Science1”、“Water & Science2”、“Water & Biodiversity”、
“Water & Life”の 4 分科会に分かれ生徒研究発表プレゼンテーション。発表時間 15 分、質疑 10 分。本庄
学院は内田と筒井が Water & Biodiversity の部門で、“River Environment and Water Creatures”の発表
を行った。内容は、シジミを中心とする淡水 2 枚貝の水質浄化作用の実験結果について述べたものである。発
表全体を見て、発表内容はともかく、討論が活発でなく、気を使った先生が断片的に質問をするだけで、生徒
からまったくなかったことが残念であった。このような英語を使った発表の場では、質疑が活発になるような
仕掛け作りをあらかじめしておく必要があると感じた。
15：30～17：30 それぞれの研究発表のポスターセッション。本庄学院からは上記の内田・筒井のものと寺
澤の“Is it possible for killifish and gambusia affinis live close together?（メダカとカダヤシの住み分け）”。
ポスター表記は英語であるが、日本の生徒が多いことから海外の生徒相手でないと日本語で質疑がなされた。
そのため（英語交流を目的としている中であまり望ましいことではないが）結果としてポスターセッションは
活発な印象であった。余談であるが、地元本庄東中 3 年の小林君が日本語であるが、「ヘチマの浄化作用」と
いうテーマでこのポスターセッションに参加した。本庄学院の川プロジェクトでお世話になっている NPO か
ら小林君の研究に対する指導の依頼があり、「せっかくだから IWF に参加してみないか？」と誘い、IWF 事
務局に参加の許可をとってこのような形になった。
18：30～ 夕食後、教員は事例報告、生徒は翌日の課題研究に関するレクチャー。事例報告は本庄学院を含め
4 校の教員によって行われた。本庄学院からは、川プロジェクトを紹介し、その中で行われている大学研究室・
NPO・市民・市・県といった多様な連携活動が生徒たちにどのような教育効果をもたらし、どのような問題
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点があるのかについて述べた。教員間で活発なディスカッションがあることを期待したが、全体としてまった
く質疑がなかったことが残念であった。生徒たちは、翌日「海岸のゴミとミズウオの胃袋からわかること」
「ウ
ナギの DNA 鑑定」「ワサビ田の細菌群衆構造」「水の硬度とお茶の機能」「二枚貝の浄化作用」「外来カメ
の生態系への影響」の 6 分野に分かれ、研究所実習を行う。この夜は、それぞれの分野についての基礎知識の
レクチャーが行われた。
8 月 17 日
参加する分野毎に出発時刻が異なる。ここでは「ミズウオ」コースについて述べる。
9：00～ 三保の松原。羽衣の松で記念撮影の後、海岸線から 50m の範囲に生徒を均等に並べ、海岸線に並行
に約 2 キロの間、ゴミの採取をした。これは、海岸線からの距離によってゴミの種類が異なることを発見して
ほしいということらしい。ミズウオは体長 2m 位水深 200m 付近に住む鋭い歯を持つ口の大きい深海魚で、こ
こにたまに打ち上げられることがある。残念ながらこの日は小魚だけでありミズウオは発見できなかった。
11:00～16:00 この後、近くにある東海大学へ徒歩で移動し、収集したごみの分析。昼食をはさんだのち、保
存されていた 4 匹のミズウオを班ごとに解剖することとなった。ミズウオは猛烈に生臭く、開いてみると肉質
が水っぽい。口が大きく、3 センチくらいの鋭い歯が何本もあり気を付けないと手を切ってしまう。ミズウオ
は口が大きくなんでも飲み込んでしまうため、魚類・プランクトン・甲殻類・頭足類の他、ゴミが多く採取さ
れる。そのことにより、ミズウオは海洋汚染研究の有効な指標種として役立っているとのことであった。さて、
それぞれのテーブルで胃袋を開いた生徒たちの歓声が上がった。小エビ・小魚・小さなイカはどのテーブルか
らも出てきたが、スナック菓子やレジ袋のようなプラスチックごみや落ち葉なども大量に出てくることに驚い
た。あるテーブルからは大きなスルメイカが丸ごと出てきた。海岸で採取したゴミ・ミズウオの内容物を種類
ごとにまとめた資料を宿舎に持ち帰った。
17：30～ 夕食後、各分野をさらに 4 人ごとのチームに分け、今日の実習の成果をポスターにまとめる作業。
8 月 18 日
9:00～12:00 昨夜作ったポスターの発表。
13:00～15:00 16 日の研究発表で優秀成績をとったプレゼンテーションの発表。
15:00～15:20 16 日のポスターセッションにおける優秀作品の発表。本庄学院の名前が呼ばれ、賞状とトロ
フィーを授与された。
15:20～15:40 閉会式
このようにして IWF2011 が終了した。事務局の先生のお話によると、当初は海外から 10 校の参加の予定
だったとのことである。それが、3 月の大震災とその後の原発事故の影響で、半分の学校がキャンセルになっ
てしまった。このことは他人ごとではなく、海外交流計画を持っている他の SSH 校でも悩みの種である。こ
のため、日本の生徒が割合として多くなり、英語で話す機会が少なかったことが残念であった。
現在、このような国際高校生学会のような集まりは、従来からある ISSF や RSSF のような多くの国から多
くの生徒・教員が参加し、多様な研究テーマの発表や多様なイベントを行うタイプ、本庄学院が今年の 12 月
に実施した日本と台湾のシンポジウムのように、限られた国間でアイデアの交流やコミュニケーションを行う
タイプ、そして今回の IWF のようなある一つのタイムリーなテーマを中心として行うシンポジウムタイプの
3 つに集約されるようになってきている。イベントの形態が多様になることは参加者にとって望ましいことで
ある。
⑤ 10/10（月）～14（金）ISSF(International Student Science Fair)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が世界的に高っている中、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。参加者は生徒 3 名教員 1 名である。
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10 月 10 日（月）
8:45 成田空港集合、11 時発→13:30 スワンナブーム空港着。空港で日本から参加の立命館高校・東海大高輪
台高校の諸君と合流し、迎えてくれたバディとともに会場校へ。出発前日本では、アユタヤの洪水のニュース
が報道されていたが、来てみるとバンコック上空で天候不順という理由でしばらく旋回し着陸できなかったし、
Mahidol 付近では道路が冠水している。
受付の後、夕食、その後ポスターの展示。ミーティング。
10 月 11 日
8:00 開会式会場集合。朝食時に滝のような雨に見舞われ、天候が心配されたが、この時には晴れ間が見え始
める。今日の開会式には、Maha Chakri Sirindhorn 王女がご臨席なさるため、朝からものものしい。参加者
は制服かダークスーツ着用を義務付けられている。開会式は 9 時からだが、セキュリティチェック、リハーサ
ルのため 8 時に会場集合。荷物・カメラはすべて持ち込み禁止と厳しい。9 時 10 分王女ご入場、全員起立し
てお迎えする。王女からお言葉を賜った後、その前で代表 3 生徒による研究発表プレゼンテーション。その後
王女ご退席で開会式終了。ものものしさで気が付かなかったが、会場校校長の歓迎の言葉、来賓の言葉もなく、
その点至って簡素な開会式だった。その後、王女はポスターセッション会場をご視察。
13:30～14:30 ポスターセッション。ポスターセッションという形式もこのような会では一般的になっている。
ポスターセッションが取り入れられた当初は、目新しさもありそれなりに質問も活発だったが、最近は生徒教
員にとって珍しいものでなくなっているせいか、十分な効果を発揮していない印象がある。今回も、あるブー
スでは発表者が車座になって座って談笑していて、質問者が近寄りにくいという光景すらあった。ポスターセ
ッションでは質問や応対をすることの強制力を持たないため、何もしないと不活発な場になってしまう。大人
の学会であれば、それなりにモチベーションのある研究者が集うのでそのようなことは少ないのだが、高校生
でしかも発表内容が多岐にわたっている場合は、どうしてもそのような傾向が出てしまう。質疑を活発にし教
育効果を高める「仕掛けづくり」が求められている。
15:00～16:30 サイエンスショーと実験教室。サイエンスショーはエネルギーについて、実験教室は
"Chemical Garden"制作であった。作品は持ち帰ることができた。
16:30～18:00 Science Rally。参加生徒が 18 チームに分かれ、10 のタスクを提供するブースを順に回り獲得
得点を競うゲーム。
18:00～20:30 中庭で Welcome Dinner & Cultural Performance。開会式後各参加国有志が発表するパフォ
ーマンス序盤で突然の豪雨。急きょパフォーマンス会場を野外特設舞台から階段の踊り場に変更。それでもそ
れなりに盛り上がった。早大本庄のパフォーマンスは翌日。
21:00～ 翌日のオーラルプレゼンテーションの練習。途中、東海大高輪の先生も参加してくださり、いくつ
かのアドバイスをいただいた。校内で指導していると気づかないような内容や視点であり、指導においても多
様な見方が必要だということを実感した。多様な指導やアイデアが得られることも、このような交流会の良さ
である。
10 月 12 日
9:00 1988 年度ノーベル化学賞受賞者 Robert Huber 博士の基調講演。自分の研究生活をたどりながら、ど
のようにして研究成果をまとめていったかを述べたものである。その後、参加生徒教員から質問が相次ぎ、大
幅に時間が遅れてしまった。
10:00～ 生徒研究発表第一部。生物・化学・物理・地球天文・数学・コンピュータの各分科会に分かれ、10
分のオーラルプレゼンテーション＋5 分の質疑応答の形で進められた。本庄学院は午前中の 2 番目。Coffee
Break の後あわてて教室に入ると既に最初のプレゼンが終わりそうであった。その後の質疑を聞いていると、
二人の Mahidol 大学（この学校の隣にある）から招かれたコメンテーターの質問がなかなか手厳しい。生徒
に少し緊張が走る。さて、本庄学院の番。テーマは「How to Make a Radiation Detector」。日本では福島原
発事故の後、放射線に不安の消えない状況が続いているが、放射線量を簡易に図ることができないか？という
発想がきっかけで作られた簡易型の手作り線量計の話題である。急いで線量計を組み立て、日本から持ち込ん
だオシロスコープと接続する。さてプレゼンテーションであるが、時間通りに終わり、それなりにうまく伝え
られたと思う。質疑はコメンテーターの質問に絶句することなく、なんとか対応できていた。しかし、いくつ
か質問の意図にうまく沿っていないのではないかという部分もあった。運よく（？）次の発表がキャンセルに
なったとのことで時間が空いたため、コメンテーターに質問とサジェスチョンをいただいたことへお礼を述べ
るとともに、改めて質問に答えた。その上で、いくつかアドバイスをいただけたのは収穫であった。
13:00 生徒研究発表の第二部。各々の希望に分かれて聞くこととした。
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14:20 バディが近くの市場へ連れて行ってくれた。珍しい果物・お菓子・野菜・料理・・・少しの自由時間
を楽しむことができた。
15:00 生徒研究発表第三部。
17:30～19:00 生徒の夕食会場で昨夜の Cultural Performance の続き。本庄学院は第一番目の登場で、伝統
（？）の大折り紙の制作。会場の希望者を 4 名募り、兜と鶴を実演した。この日は他がほとんど民族舞踊だっ
たため、多少地味だった、という意見も。
19:00～21:00 Robotic Show と Astronomy night & Sky watch のどちらかに希望で分かれる。本庄学院は後
者。この学校は大きなシアターと天体望遠鏡を持っている。前半はイギリスにある天文台にいる先生と Skepe
で結び、望遠鏡による天体写真撮影の際の色補正のワークショップが行われた。席の手元には PC が置かれ、
先生と同じソフトを扱いながら RGB 三色のずれや色相を補正する作業を体験した。色相を補正すると今まで
真っ黒だった画像にうっすらと星雲が見え始め、参加者が歓声を上げていた。後半は、望遠鏡による天体観測
の予定だったが、おりしもの悪天候で急遽、3D 映画に変更されたのは残念だった。
10 月 13 日
8:30～12:00 生徒は午前中ポスターセッション。
教員は 8:30～10:00 KSA(Korean Science Academy of KAIST)・IMSA(Illinoi Mathematics and Science
Academy)２校の教員による実践報告。内容は詳細ではあったが、どちらも学校紹介の要素が強く、少々不満
が残った。「どのような教育をしている」という紹介はいいが、このような場であるから「その結果どのよう
な効果があり、どのような問題が残っている」という現実も同時に聞きたかった。
10:30～12:00 ２つの分科会に分かれワークショップ。最近の科学教育におけるキーワード"Inquiry（探究）
"学習における試みについて、物理(Dr. David Workman from IMSA.USA)・化学(Dr. Myra Halpin from
NCSSM. USA)それぞれからのアプローチの試みが紹介された。
12:45 昼食の後、バンコック市内でのショッピングに出発。生徒教員それぞれにバディが着き、行きたい所
へ案内してくれた。
17:00 学校に戻り、スーツケースのパッキングなど帰り支度をする。
18:30 カフェテリアで Farewell Party、その後２階のホールで閉会式。我々は途中で抜け、20:00 バディと
別れを惜しみ空港へ出発。
23:50 スワンナブーム空港
10 月 14 日
8:10 成田空港、解散。
このような日程で今年の ISSF が終了した。残念だったのは雨天が多く、特に Welcome Party では豪雨に
見舞われ、屋外に作られた特設ステージが機能を発揮しなかったこと、もう１つが 14 日にはバンコック郊外
３方向への One Day Tour が予定されていたのだが、試験前であることに配慮しそれに参加できなかったこと
である。
⑥ 10/8（土）・11/5（土）市民総合大学講師
10 月 8 日（土）14:30 よりコミュニケーションセンター4F レクチャールーム 2 において、市民総合大学が
開催され、学院生 7 名が講師を務めた。総合大学では本庄市民の生涯教育を目標として、様々な分野にわたる
年間 10 回程度の講座が用意されている。今回は、川プロジェクトに関わっている学院生たちが前半に本庄市
内河川の水生生物についてのレクチャーを行い、後半は水質検査のワークショップを実施した。参加は 16 名。
前半の最初に「河川環境の理想的状態」というテーマで話題を切り出した。現在の河川や沼の水質に関わる
環境基準は実は公害が多かった時代に「人間にとって安全である」ことを目安として作られたものである。そ
れは河川の形状についても同様で、洪水や氾濫がないこと・生活用水農業用水として利用しやすいことを実現
するために、蛇行していた川が直線化され護岸がコンクリートで固められた。このような川は人間にとっては
安全かもしれないが、そこに住む生物にとっても安全な環境なのだろうか？本庄学院の川プロジェクトは、人
間を含めたすべての生物にとって安全な環境基準を再構築することを目的として活動しているということを
訴えた。次に「本庄の河川に住む生物」の調査結果を、クイズ形式で説明した。１つ１つの質問に挙手で答え
てもらった。
後半のワークショップでは二人一組になってもらい、実際に水質検査で用いている PO4・NH3・NO3・COD
のパックテストを、直前に汲んできた小山川・男堀川・女堀川・元小山川の水で試してもらった。
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他人に教えるためには自分の知識を豊富にする必要がある。また、もらった質問や意見により自分の不足な
部分に気が付く。そのため、生徒にとって研究発表と同様の、いい経験となる。
11 月 5 日には「シジミの水質浄化作用」「メダカとカダヤシの生息域分布の変化」をテーマに市民総合大
学講座第 2 弾を行っている。
⑦ 11/11（金）～16（水）JSSF（Japan 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
標記大会に生徒 5 名教員 2 名が参加した．オーラルプレゼンテーションとして”Making Radiation Detector”，
ポスターセッションを 3 本行った．
11 月 11 日（金）
15:51 NJC の生徒 3 名，教員 2 名とともに新幹線で本庄早稲田駅を出発する．21:00 に立命館大学に到着し
た．
21:30 立命館側より会期中の案内があった．その後，Oral presentation に向けての練習を行った．本日以降
会期中は，立命館大学内のエポック立命 21 に宿泊した．
11 月 12 日（土）
9:30 朝食を済ませ，立命館のバディの生徒と落ち合う．
10:20 開会式．生徒作成のオープニングムービーを初めとし，盛大に行われる．
11:20 開会式に続いて特別講義が行われる．立命館大学の西野教授の講演を聴く．タイトルは”Find Your
Way to Change the World”である．2, 30 年前から見て現在では想像も出来ないような世界に変わってきたと
うことに注目をし，それを作ってきたアイデアあふれる先人たちの考え方についての講演であった．最後には，
同教授の行っている最新の研究についての話を聴いた．
12:30 昼食．昼食を終え，Oral presentation の最終確認を行う．
14:00 Oral presentation に参加．”Making Radiation Detector”の発表を行う．
17:00 Science zone に参加．Science zone とは会期中に連続して行われる課題学習である．各生徒は事前に
希望していたセッションに参加し，国も学校もミックスされたグループで課題に取り組んだ．
18:30 夕食，ポスターを掲示．解散後自由時間．22 時より Poster exhibition の発表練習を行う．
11 月 13 日（日）
10:00 Oral presentation に参加．
12:00 昼食は lunch party であった．途中にビンゴ大会が行われ，様々な交流ができるような仕掛けが用意
されていた．また生徒たちは趣味の話などをきっかけとして積極的に様々な国の生徒と交流しようとしていた．
中には名刺を作成している学院生も居り，お互いのメールアドレスなどの交換に役立てていた．
13:30 Poster exhibition に参加．3 本の発表を行った．
16:00 Science zone に参加．
17:30 Cultural performance に参加．本学院は鑑賞するだけであったが，肩肘の張らない出し物が多く，生
徒たちもリラックスした様子で発表を楽しんでいた．
18:30 夕食．解散後自由時間．20 時より Oral presentation および Poster exhibition についての反省会を行
った．
11 月 14 日（月）
10:00 Science world に参加．Science zone とは別の単独で行われる特別講義である．各生徒は事前に希望し
たセッションで講義を聴いた．
11:30 昼食．
12:30 Science zone に参加．
15:20 Science lecture に参加．立命館大学の大久保教授による講演を聴く．タイトルは”Case Project of
“ Environment Water Supply System” for Disaster Fire Control in Historic City Kyoto, and Study
Program on “Global COE for Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities”である．建物が
密集している京都の街をどのように火災から守るか，放水作業がすぐにできるようにするにはどのような街づ
くりをすればよいかという研究についての講義を聴いた．
16:30 Brushbot Olympics 予選に参加．歯ブラシの先端部分にモーターを付けたロボットを作成し，
SKATE,SUMO, RACE の 3 種目で競った．いずれの種目についても学院生は初戦で敗退してしまった．
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19:00 夕食．終了後解散．20:30 よりミーティングを実施．
11 月 15 日（火）
10:00 Science zone に参加．
11:30 Brushbot Olympics 決勝戦に参加．先日の予選を勝ち上がったロボットによる決勝戦を観戦した．
12:30 昼食.
13:30 京都市内に向けて出発.
14:30 清水寺観光. バディの生徒と写真撮影をしたり, お土産を買ったりした.
16:30 京都市内にて自由行動. 本学院の生徒と教員は, バディの生徒の案内でお土産屋を見て回った. その
後, お好み焼屋で夕食.
11 月 16 日（水）
9:00 企業見学に参加. 本学院の生徒は京セラと日本新薬に分かれる. 京セラ見学には引率教員も参加. 京セ
ラが開発してきた技術に関するプレゼンテーションを１時間ほど聴いた後, 実際の部品や商品の見学をした.
13:00 日本新薬見学の生徒と合流し, 京都駅へ向かう.
13:30 京都駅で各自お昼やお土産を購入.
14:16 新幹線で京都駅を出発.
16:33 東京駅着. 解散.
※反省会・ミーティングでの生徒の感想
会期中，就寝前に反省会またはミーティングを行った．そこで出てきた生徒の感想を以下に述べる．
（１）Oral presentation について
 プレゼン中にどこで機器のデモンストレーションを行うかが上手くいかなかった．
きちんとデモンス
トレーションも含めた練習をしておくべきだった．
 質疑応答できちんと答えることができなかったので，きちんとした英語力を身に付けたい．また，さ
まざまな場合に対応できるように，
自分の力できちんとした科学用語も事前に頭に入れておくべきだ
ったと思う．
 質疑応答について，ほとんど聞き取ることができなかった．聞き取ることができるものでも，きちん
と答えられているのかが不安だった．
 日本人の専門家から質問が（日本語で）あったときに，英語と日本語のリンクをきちんとしていなか
ったために，日本語でもうまく説明できていないということがあった．
（２）Poster exhibition について
 話す内容を直前で直すことが多かった．事前の準備が必要であると感じた．
 質疑応答の際に質問が聞き取れなかったので，リスニング力を鍛えなければならないと思った．
 英語では質問が聞き取れずに何回も“Pardon ?”と聞き返してしまうことがあったため，今後は自
分のスキルを上げたい．
 先輩の研究を受け継ぎ，そのデータと原稿を基に発表するという安心感があったが，自分にもっとで
きることがあったように思えた．
 他の人の研究発表には研究に対しての執着が感じられた．
 準備不足が目立った．特に，直前になり発表の流れなどの改善が必要であったり，ポスターの訂正す
べき部分が見つかったりといろいろと直すことが多かった．
 ポスターの特に目を引くような記事作りが重要であると感じた．
 「川」について発表している日本の他の生徒の研究発表を見たが，地元の人と研究しているというこ
とを前面に押し出していた．研究のスケールの大きさに驚いた．
 Poster exhibition ではデモンストレーションを行ったが，ある国の方の前で行ったら（自然界に通
常存在する線量であるにも関わらず）怖がられて途中で帰られてしまった．「この線量では人体には
影響しない」という最も重要な点を伝えられなくて非常に悔しかった．
 他の人の発表は身近にあるものに関する研究（サッカーボールの形と軌道について）をしており，新
たな着眼点があるのだと感心した．
 説明をしてわかってもらえることができたという経験ができたのが収穫だった．
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（３）Science world について
 実験の内容自体は知っていたが，見せ方が非常に面白いので，新鮮に感じられた．しかし，その物理
現象に関して非常に詳しく理由を教えてもらえたのが収穫だった．
 プレゼンの方法についてのプレゼンを聞いた．
やはりボディランゲージによる印象が非常に重要であ
るということを実感した．
 能動的な講義でおもしろかった．
 聞いているうちに内容が分かっていった．
特にプラレールのようなデモンストレーションがあったの
で，そのおかげで理解できるようになった．
（４）Science lecture について
 京都の街をどうにかして守ろうという強い意志を感じることができた．
 プレゼンにボディランゲージがなかったり，どこを強調して話しているのかわからなかったり，内容
以外ではひきつけられないような発表であった．
（５）JSSF に参加して
参加者 5 名に対して次の質問に回答してもらった．結果を以下に述べる：
1. 参加して，科学分野の学習に有意義だったか？
大変そう思う 4
そう思う 1
あまり思わない 0
思わない 0
2. 参加して，英語分野の学習に有意義だったか？
大変そう思う 4
そう思う 1
あまり思わない 0
思わない 0
3. 参加して，学習のモチベーションは上がったか？
大変そう思う 5
そう思う 0
あまり思わない 0
思わない 0
（６）まとめ
上記の感想をまとめると以下の 3 点に集約できる．
1.

英語力の強化
（１），（２）に多くあるように生徒は英語力，特に質疑応答の際の受け答えが課題であると感じてい
るようである．とはいえ，（下記の 2.でも述べるが）英語でコミュニケーションするということは，英語
のスキル以前に，自分が何を話したいかが重要であるということに気付いたようである．
2.

研究内容の徹底的な理解
準備不足を挙げていた生徒が多かった．特に自分がその研究内容を深く知らなかったということが，直
前になって気付くということが多かったようである．それは先輩からデータをそのまま引き継いで安心し
てしまったということも原因の１つとして挙げられた．以上より，英語で話すこと以前に，きちんと自分
が内容を（日本語での）理解するということ・伝えるべき内容をもつことが重要であると気付いたようで
ある．
3.

プレゼンにおける準備
（３）において，プレゼンの見せ方に関してのコメントが多かった．発表は研究内容だけではなく，ど
のように見せるかも非常に重要であることを実感したようである．特に Science world においてはそのこ
とを身をもって体感したようである．また（２）にあるように発表次第によっては途中で帰られてしまう
ケースもある．見せ方まで考えなくてはならないことを実感できたようである．
⑧白梅科学コンテスト
12 月 17 日（日）本コンテストに参加、「透明標本の作製」をテーマに、研究発表を行った。参加生徒は 2
名である。本コンテストは、地域の科学教育振興を目的として小田原白梅ライオンズクラブ主催、早稲田大学
教育学部後援で毎年県立小田原高校を会場として実施しているプログラムで、本庄学院は毎年招待を受けてい
る。
地域の中高生と交流できることもさることながら、特に中学生の研究発表を聴く機会はめったになく、発想
や実験のアイデアに斬新さがあり、参考になるイベントである。
⑨関東近県 SSH 合同発表会
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2012 年 3 月 26 日（月）玉川学園中等部・高等部を会場に、近県の SSH 校が集まりオーラル 1 本、ポスタ
ー3 本の研究発表を行う予定である。
⑩日本水産学会「高校生による研究発表会」
2012 年 3 月 28 日（水）東京海洋大学を会場に、水産学会の高校生セッションが行われ、ここにポスター2
本参加する予定である。このセッションはポスターセッションのみであるが、専門家が多く訪れるこの場にお
いて直接議論し、コメントをもらうことは毎年大きな刺激になっている。

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
①調査の概要
昨年度までと同様に、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・
分布を調査した。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豊教授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昨年度の反省と、今年度における調査のねらい
昨年度は調査地域を制限し、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。そ
の結果、河川環境が非常に変化に富んだものであることが明確になった。水質によって変化の仕方が異なるこ
ともわかった。
昨年度はこのように「観察することで研究課題を見つける」というのを一つの活動テーマとした。その結果、
さまざまな議論や推論をすることはできたが、具体的な研究課題の設定という観点では、あいまいさが残った
という反省がある。
昨年度の活動での反省点はもう 1 つある。それは、教員が生徒に対して「連携の内容」をきちんと説明して
こなかった点である。言いかえれば、単にいろいろな活動に連れてゆくだけで、関わっている人たちの繋がり
を生徒たちが学ぶ機会が少なかった点である。これにより生徒の活動への満足度も半減しているように感じら
れた。
そこで今年度は、昨年の反省から、卒業研究を中心とした活動をすることにした。卒業研究を軸とすること
で「いま何を調べているか？」ということが明確になり、問題解決に充てられる時間が増えることを狙った。
また、多様な連携において、その連携の内容を丁寧に説明することを心がけた。そうすることで、成長段階に
おける重要なテーマ「人とのつながり」を生徒たちに意識してもらうことを心がけ、そして満足度が上がるこ
とも狙った。
調査日は、以下の通りであった。
[学院のみの川調査]
6 月 13 日、6 月 20 日、7 月 9 日、7 月 25 日、8 月 29 日、11 月 16 日、12 月 27 日
[榊原研究室との川の合同調査]
8月5日
[埼玉県環境科学国際センターと榊原研究室との合同調査]
8 月 25 日
[NJC との合同調査]
11 月 9 日
これ以外に発表・議論の機会として、7 月 11 日に榊原研究室との川の合同ゼミを行い、また 10 月 8 日、11
月 5 日に本庄市の市民講座に参加した。また、静岡北高校で行われた高校生みずフォーラム（8 月 16 日）、
立命館高校で行われた Japan Super Science Fair（11 月 13 日）、本学院で行われた日本台湾科学教育交流シ
ンポジウム（12 月 20 日）でも調査内容を報告した。
③「川での体験学習」を通じた福島県双葉町・加須市騎西地区の小学生の交流事業
10 月 9 日から 10 日にかけて、地元 NPO 法人「川・まち・人プロデューサーズ」主催で、川での活動を通
じて小学生の交流を促す、という事業があった。本学院の生徒もこの事業にボランティアとして参加した。協
力業務としては、小学生の安全を守ることと、小学生の学習発表を手伝うことが主であった。この経験を通じ
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て、川の知識を使って人の役に立つことができ、また川が一つの交流の場になり得ることを知ることで、生徒
たちの得るものが大きかったようである。詳しくはアンケートの後で述べる。
【交流の内容】
10 月 9 日（日）～10 日（月）、早稲田大学榊原研究室と NPO 法人「川・まち・ひとプロデューサーズ」
の主催・埼玉県環境科学国際センター指導のもと、福島原発事故により埼玉県騎西町に避難している双葉小お
よび騎西小の 5・6 年生 48 名を本庄市に招待し、小山川（千本桜橋周辺）元小山川（市役所裏）の水質および
生物の調査を行った。
本庄学院からは、2 年堤彩香・平井杏奈・1 年藤井すみれ・川平みつる・筒井音羽・八木美織がボランティ
アとして参加し、榊原研学生の指導の補助を行った。
9 日は、午前中小山川、豚汁と捕獲した魚のから揚げの昼食の後、午後は元小山川で調査を行った。ある程
度きれいな川である小山川・市内を流れる水質が良くない元小山川における比較調査の結果をまとめ、翌日本
庄市セルディで発表しました。昼は「まごころ蕎麦塾・本庄製麺」さんのご指導でそば打ち体験をし、盛りだ
くさんのメニューを終えた。
④アンケートによる生徒の声
以下、生徒へのアンケート結果である。アンケートは 2 月中旬に行い、回答数は 5 であった（川の研究班の
1,2 年生全員にアンケートを依頼し、全員から回答があった）。質問内容は、昨年度の報告書のそれと敢えて
同じにすることで、変化があればそれを調べることを狙った。
Q1. 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…1、③…0、④…0、⑤…0
Q2. Q1 の理由を教えてください。
・ 実際にいろいろな川に入って調査することで、環境を知ることのむずかしさや大切さを知ることができた
（前問で①を回答）。
・ 今までほとんど触れる機会のなかった自然の生物に触れることができ、生物を観察する面白さや、水質と
回りの環境の関連性などの興味が増したから（前問で①を回答）。
・ 卒論へつながるから（前問で②を回答）。
・ 今まで川に入るといってもせいぜい土手までしか入れなかった。しかし、本格的な河川調査をすることで
今まで知らなかった川に関する知識を得ることができた（前問で①を回答）。
Q3. 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…1、②…3、③…1、④…0、⑤…0
Q4. 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…1、②…4、③…0、④…0、⑤…0
Q5. 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…1、②…4、③…0、④…0、⑤…0、⑥…0
Q6. 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…2、②…2、③…0、④…0、⑤…0、⑥…1
Q7. 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…2、③…0、④…0、⑤…0、⑥…1
Q8. Q7 の理由を教えてください（⑥選択者以外）
・ 3 年生と専門家とのやりとりを横で聞かせていただくのはとても新鮮だった。榊原研が今やっているプロ
ジェクトを細かくしてもらった。内容がとても面白くてまさに「未知との遭遇」のようだった（前問で①
を回答）。
・ 大学生の方々の研究内容を知ることができて、当時はあまり知識がなくて難しいところもあったけれど自
分たちのしていることの発展のようなことを研究しているので参考になったと思う（前問で①を回答）。
54 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
・ 川の水質や環境を改善するための道具（いかだ）の説明が興味深かったから（前問で②を回答）。
・ 大学での話を聞いた際にいろいろな知識を身につけられたから（前問で②を回答）。
Q9. 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…3、②…2、③…0、④…0、⑤…0、⑥…0
Q10. Q9 の理由を教えてください（⑥選択者以外）
・ 小学生が川に対する興味が少しでも増したかな、と終わった後に達成感を感じた（前問で①を回答）。
・ 小学生が楽しそうに川で発見したことをまとめていたり、川で遊んだりしている姿が印象的だった。年下
の人たちが相手だったこともあって、自分が学んだことを誰かに伝えていく必要性を改めて知ることがで
きた（前問で②を回答）。
・ 小学生との水生生物調査のボランティアで、小学生たちの楽しそうな様子を見て、人にとって川は大切な
存在だということを強く思ったから（前問で①を回答）。
・ 子どもたちと自然環境について有意義な交流を持てたから（前問で①を回答）。
・ 自分たちの日々の活動だけではわからなかった、現在の自分の知識の程度が理解出来た。人に伝えること
も学ぶことができたから（前問で②を回答）。
Q11. 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）。
・ 他の学会での発表よりもリラックスした状態で臨むことができた。自分が伝えたいことがお客さんに伝え
られた気持ちになれた。
・ 私はクイズの担当だったけれど、以外な質問が飛んできてうろたえてしまったのを覚えている。自分が相
手に何かを教える立場ならなんでも答えられるような準備と勉強が必要だと思った。
・ プレゼン（発表）のむずかしさを実感した。もっと上達したい。
・ お年寄りに説明するのは大変だった。
・ 専門知識のない人に発表する際には自分の知識がなければならないと痛感した。非常に興味を示して聞い
てくださったので、非常にやりがいもあり、有意義でした。
Q12. 「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。
・ 大きい魚をターゲットにして生態系の調査を深くしたい。
・ 先輩が生態系について研究していたのが面白そうだったので、生物について研究したいテーマを見つけた
い。また、今ある（割と状態が良いので）川の環境を守って保存していくことに貢献できるような研究や
調査がしたい。
・ 先輩の貝が水質を改善することをもっと知りたいと思いました。水生生物の生態や生物どうしの関わりも
知ってみたい。
・ DO について詳しく調査したい。
Q13. 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。
・ 川研究を通じていろんなことを学び、吸収できた。川に関する知識だけでなく、人間関係を築き上げられ
たり、発表力（プレゼン力）をつけたりすることができた。このプログラムで学んだことは大切な財産に
なったと思う。
・ このプログラムに参加したことで事前環境への興味が一気に増えました。人前で発表する機会も増え、今
後の学校生活に行かせる経験も積めてとても有意義な時間が過ごせました。今後は自分で何か研究テーマ
を定めることを目標にして頑張りたいです。また、他校に似たような活動をしているところがあったら、
機会があれば交流してみたいです。
・ これからも、河川での調査で興味深い点を見つけ、1 回 1 回できるだけたくさんのことを吸収し、考察を
深められるようにしていきたいです。
⑤インタビューによる生徒の声
2 年生メンバーのうちの 1 人は、昨年からの継続メンバーである。その生徒に「今年は卒論を軸とした活
動に変えたが、その影響はあるか？」という質問を投げかけてみたところ、以下のような回答を得た。
「卒論が軸になったおかげで、昨年よりも内容の深い活動ができたと思う。いくつかの発表でも、何を発
表すべきか、ということが明確だったので、有意義な時間が過ごせたと思う。」
⑥生徒の声から見えてくるもの
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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。
昨年度と比較すると、生徒の満足度が上がっている。また、活動への参加率も上がっている。実際に、「発
表しなかった」、「ＮＰＯとの連携に参加しなかった」という生徒の割合は減っている。この「満足度」と「参
加率」はお互いに関係していると考えられる。生徒の満足度を上げるためには、多くの生徒が発表できるよう
に工夫することが必要で、そのことによって生徒が責任感を持って活動に取り組むことができる。このような
ことが示唆される結果になったと考えられる。今年度は特に、上記の項目３．に述べた「川での体験学習」を
通じた小学生の交流事業を手伝ったことにより、生徒が深く「連携」というものを考えるようになったと考え
られる。生徒は川での活動を通じて、科学やプレゼン力だけでなく、人とのつながりを学んでいるのだ。
また、インタビューから、今年度のねらいである「卒業研究を軸とした活動」というものの効果を考えてみ
る。まず、やるべきことがはっきりしていることにより、活動や思考に関する深みが出たと考えることができ
る。下級生たちが思考の過程を見ながら活動に関わることで、研究の面白さや大変さを感じることもできたと
考えられる。早い段階から卒論テーマを意識することができる、という利点もある。
次に、今年度のもう 1 つのねらいである「人とのつながり」を生徒が学べたかを検証してみる。本庄市の市
民講座や小学生の交流事業へ多くの生徒が参加し、深くかかわったことで、人との関わりも深くなった。Q.10
への回答に「小学生たちの楽しそうな様子を見て、人にとって川は大切な存在だということを強く思った」と
いう意見があることからも、人のつながりと、その舞台になる場所の存在を意識しているように思える。ご年
配の方への説明にも苦心していることからも、様々な人との関わりが生徒たちの印象に残っていることが言え
る。
⑦今後の課題と展望
アンケートの Q3. Q4. の回答から、科学的知識の増加については、まだ十分に実感できていないことがう
かがえる。これは、指導している高校教諭が専門家ではないことによる部分が大きいと考えられる。このこと
を改善するためには、活動を続けることによって教員も生徒も勉強を続けることはもちろんのこと、専門家の
助言を今後も求めてゆくことが大切である。特に、大学院生との合同ゼミなどで、専門知識がまさに生かされ
ている場面に立ち会ってもらうことで、高い効果を狙いたい。
次に考えられる課題は、安全性に関係した問題である。川での活動では、何よりも安全が最優先されるため、
教員の綿密な支援が必要である。少人数の生徒に、注意深く付き添う必要がある。そのため、活動の幅は制限
され、生徒が自由に調査活動をすることは難しくなる。これについては、教育現場で調査を行う以上は避けて
通れない問題なので、研究計画を立てる段階で生徒の自主性を重んじることと、活動を通じて生徒の自主性を
促すことを心がける必要があると考えら得る。
今後の課題として、今年度の成果である「人のつながり」に関係することが挙げられる。それは、より幅広
い生徒を引き込むことである。というのも、このような活動では、多様な連携の在り方や、NPO の意義など
を教員も生徒も強く意識する。そのこと自体は、文系志向の生徒にも十分興味の持てる内容であるし、その生
徒たちが関わることで、活動自体もより多彩になることが期待される。川の研究に関係して文系分野の研究を
促すことができ、それがゆくゆくは理系分野の研究に還元できれば、まったく新しい SSH プロジェクトの在
り方が提案できることになる。
来年度に挑戦したいことは、本庄高等学院に蓄積された成果を川に実装することである。これに関しては本
庄高等学院だけの努力では実らないが、本庄高等学院ではそれに向けた準備を進めることはできる。その準備
に取り掛かりたい。具体的には、これまで蓄積した DO（溶存酸素濃度）に関する知識から、川に堰を設置す
ると DO がどれだけ影響を受けるかを明らかにしたい。DO 値が向上すれば、川環境が良くなる傾向があるこ
とは明らかであるので、その点に取り組みたい。また、省エネルギーが必要とされている現在、川における発
電というのも、1 つのテーマになる。本庄高等学院における風力発電についての先行研究をもとに、河川にお
ける発電についても考察を進め、実際の取り組みとしてどれだけの効果が見込まれるかを明らかにしたい。そ
の経過で、様々な人とのつながりを大切にしてゆきたい。
2.4.2 その他の早稲田大学との連携プログラム
西早稲田キャンパス（旧理工学部）における実験教室「ホログラフィー」（7月21日（木）参加者24名）
このプログラムは、大学で実際に行っている授業を体験し、高校の学習の延長線上に大学があることを実感
させるために、毎年実施している。
内容は難しいが、高校の物理や数学を深めていくととても深い学習ができること、そして自然を解明できる
ことを実感したようである。
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2.4.3 地域との連携（小笠原研修）
8 月 27 日～9 月 1 日に予定していた小笠原研修は台風 12 号のためおがさわら丸が欠航したことにより、3
月 20 日～25 日に延期された。以下は、スケジュールの予定である。今回は、より地域との連携を深めること
と、SSH 成果の社会還元のために、母島でのちびっこサイエンス教室を実施すること、および例年最終日に小
笠原の希少種に関するレクチャーを実施していたのをより教育効果を高めるために自然保護区南島でワーク
ショップの形にしたことが、今までとの大きな違いである。
日時
予定
3 月 20 日
10:00 竹芝出航、船中でのレクチャー・事前学習
3 月 21 日
操舵室見学
12:30 父島着、13:00 父島→15:30 母島
16:00～17:30 ちびっこサイエンス教室
20:00～21:00 アオウミガメ放流
3 月 22 日
桑の木山におけるオガサワラグワの調査（特に、シマグワとの遺伝子汚染種の調査）
3 月 23 日
ホエールウォッチング
12:30 母島→15:00 父島、小笠原水産センター見学
20:00 夜行性生物見学のナイトツアー
3 月 24 日
南島におけるワークショップ
12:30 父島発、船中でのミーティング
3 月 25 日
15:00 竹芝着、解散
2.4.4 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。本庄学院側が NJC を訪問する場合を Waseda-NJC、NJC 側を受け入れる場合を
NJC-Waseda と呼んで区別している。
また、Polycom9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)
7 月 18 日（ドミトリー泊）
8:30 成田空港集合、11:40 出発。
17:45 チャンギ空港到着、NJC の先生の出迎えを受ける。空港のレストランで Welcome Dinner のあと、
NJC のドミトリーへ。
21:20 ドミトリーチェックイン、その後 NJC のバディと懇談
7 月 19 日（ホームスティ）
7:45 NJC の朝礼で紹介を受ける。
8:00 授業参加
10:30 シンガポール動物園見学。この動物園は檻のない開放型で、様々な動物に触れるくらいに近づける。
途中で、Animal Friends Show と Rainforest Fights Back に参加。昼食の後市バスに乗り、NJC へ戻る。
15:15 双方の学校紹介のプレゼンテーション。その後、３つの研究チームを作り、方向のディスカッション。
NJC との交流は両校の共同研究が１つの軸になっている。今回は、出発前のテレビ会議に従い、物理班・納
豆菌班・キノコ班が構成された。
18:30 生徒はホームスティ宅へ。
7 月 20 日（ドミトリー泊）
8:00 授業参加

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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10:00 Underwater World 見学。ここはアミューズメント施設が並ぶ Sentosa 島にある水族館である。水槽
の下を歩く長い通路が有名である。その後 Meet the Dolphins and Fur Seals ショウに参加。
14:00 Fusion World 見学。ここは未来生活の技術を楽しめる参加型施設である。一般開放はされていない。
顔の 3D 認識装置やベッドの体圧感知センサーなどの先進技術を体感することができた。
15:40 NJC に戻り、Σラボで前日に相談した実験を行う。納豆菌班とキノコ班はそれぞれの抗菌作用を調べ
るため、ペトリ皿の大腸菌を広げた寒天培地の 3 か所にそれぞれを埋め込む作業を行った。NJC の生徒は慣
れているのか、マイクロピペットや寒天培地に大腸菌を広げる作業など手際が良い。物理班は共同作業のテー
マについてディスカッション。
20:00 ドミトリーの食堂で夕食。
7 月 21 日（ホテル泊）
8:30 Singapore Science Centre。ここはお台場の日本科学未来館のような体験型科学博物館である。未来館
よりも低学年向けという印象がある。
9:00 4F の実験室で Planet Sharks のワークショップ。サメの体の構成や特徴のレクチャーの後、NJC・本
庄学院双方の生徒で 4 チームを作り、用意されたペットボトル・プラスチックで作った尾びれ・背びれ・胸び
れ、重さを調整する小石と発泡スチロール片を自由に持ち寄り、流れる水槽の中で安定する模擬サメを工作す
るという内容である。教員チームも急きょ作られ、簡単そうに見えるがやってみると体が回転してしまったり、
お尻か頭が重くて傾斜したりと水の中で安定させるのはなかなか難しい。それぞれのチームを見ると、両校の
生徒がいろいろ意見を出し合いながら作っている。最終日のミーティングでも生徒が指摘していたが、このよ
うな試行錯誤して行う“ものつくり”系のワークショップは交流には効果的なようである。１つのチームが、
安定した動きをするサメを完成した時点で締めくくりのレクチャー「サメが海の生態系における位置づけと役
割」が行われた。その後、特別展「Planet Sharks」を見学した。この後 Hubble 望遠鏡による映像の 3D 映
画を見てこの博物館を出たが、常設を見学させてもらう時間がなかったことを生徒は残念がっていた。
14:00 National University of Singapore(NUS)のキャンパスツアーの後、Science Demo Labo でワークショ
ップ。内容はオムニバスの面白実験教室的な内容であったが、講師の話術の高さと実験器具の質の高さで生徒
たちの評判は上々であった。特に最初の静電気による放電現象、高温超電導の実験は我々教員にとっても興味
深かった。
18:00 ホテルチェックインの後、今回の研修で生徒たちの期待が高かった Marina Bay Sands に向かう。こ
こは CM で一躍有名になった、ホテル最上階にある空中庭園の展望台である。3 棟の巨大な高層ホテルの屋上
に巨大な船が鎮座しているような、異様な建物は遠くからも大変目立つ。夜になると展望台からレーザー光を
放ち、隣にある割れたお椀のような博物館とともに、対岸のマーライオン公園から見ると他国ではちょっと見
られない夜景となっている。エレベーターを降り展望台に出ると生徒たちは一斉に「おー」という歓声を上げ
た。展望台の手すりはすべてガラス張りで視界をさえぎらない作りになっており、シンガポールの夜景が視野
一杯に広がる。
20:00 夕食はこのホテルの地下にあるフードコートでチキンライス。
21:30 ホテルに着いてから少しだけオーチャード通りの散策。
7 月 22 日
8:30 シンガポール東北部にある Ubin 島へ出発。この島は、開発が進むシンガポールの中で唯一古いマレー
生活と手つかずの自然が残っている島である。以前より NJC の先生から「熱帯植物の研修としてここはどう
か？」と言われていたが、初めて実現した。古いボートで Ubin 島に到着後、乗り合いタクシーをチャーター
し、シンガポール一のマングローブ林と海岸植生・干潟の生物が見られるという Chek Jawa へ向かう。しっ
かりした遊歩道ができており、サルやイノシシの多い熱帯林→マングローブ林→干潟の順序で観察した。最後
にスコールに見舞われたが、初めての生徒も多く、帰りの乗り合いタクシーでは強い雨で視界のない中、泥を
はねながら進む様子に「インディジョーンズのよう」と歓声を上げていた。昼食はこの島の船着き場の小さな
食堂でシーフード。
15:00 NJC へ戻り、20 日行った実験結果の観察と今後の共同研究のディスカッション。Lie 先生からこの
Exchange Programme の Web を立ち上げ、そこでデータの交換をするとともに、関わった生徒や成果も紹介
しておくといいのではないかという提案がなされた。今後は、このサイトを拠点としてコラボレーションが展
開することになるだろう。
16:00 体育館で NJC 対早稲田のバスケットボールの試合。このようなレクリェーションも今までの研修には
なかったことである。5 対 5 にこだわらず、学院生徒全員対バディという形式であった。NJC 側にバスケット
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部員がいるため、劣勢であったが、それを見ていた NJC の William 先生が助っ人として早稲田側に参加し、
結局同じような得点で終了した。みんな真剣に参加しており、このようなイベントもいいものだと感じた。
19:00 ちょっと高級なイタリア料理店で Farewell Party。早稲田側は浴衣（教員も）、NJC 側はちょっとお
めかしという感じで参加した。この後、ショッピングモールでバディと一緒に自由行動。
22:30 ホテルに戻り、教員の部屋でミーティング。この研修における改善点・反省点と良かった点を一人一
人発表してもらった。
7 月 23 日
6:45 ホテル発。
8:00 チャンギ空港で NJC の先生方の見送りを受ける。
9:30 チャンギ発→17:30 成田着。到着後、サプライズとして明日が誕生日という生徒へのささやかな誕生
祝いと、生徒から教員への感謝の意の記念品の贈呈があった。挨拶の後解散。
参考：Waseda-NJC Exchange Programme 参加者アンケート（回答 8 名/10 名、全意見を掲載）
1. 学年・クラス・氏名
2. このプログラムに応募した理由を書いてください。
 1 つは、日本では体験できない「英語のみの生活」を体験することにより、少しでも自分の英語力を向上
させたいと思ったからです。またもう１つは、何事にも消極的かつ引っ込み思案の性格を変えたいと思っ
たからです。
 国際交流に興味を持っていたから、様々なサイエンスプログラムをやると聞き興味を持ったから。
 自分の将来のために、色々な国へ行き、その国の文化や人々の様子、コミュニケーションについて学ぶ必
要があると思ったから。
 シンガポールには、この学院生活で一度は行ってみたいと思っていた。夏休み前にある先生と友達よりこ
のプログラムの話を聞いたのがきっかけとなり、このプログラムに参加しようと思った。
 海外の人と交流をもち、日本にいては吸収できないことを一つでも多く身につけたかったからです。
 このシンガポール研修は、NJC 側がきのこに関する研究をしたいということで、きのこ部として行かせ
てもらったものだった。参加させてもらった理由の 1 つ目は、NJC で行っているきのこの研究に興味が
あったことである。部活では、山で生えているきのこを観察するということを主にして行っていたので、
「研究」という面からきのこを見たことがなく、どのように研究を行うのか知りたいと思ったのだ。2 つ
目の理由は、海外研修自体に興味があったからである。今まで、日本内での SSH 研修には参加させても
らったことがあったのだが、海外研修は参加したことがなかった。海外の子と、英語で話してみたいと思
うと同時に、シンガポールが日本とどのように違うのか、日本以外の国について自分で行って体験したい
と思った。
 前回参加した際にシンガポールを観光できるだけでなく、NJC の生徒とも交流をもてて有意義だと思っ
たから。
 .シンガポールと日本は国土面積が小さく天然資源が少ない、子供の教育に熱心であるなどの共通点があ
り、グローバル化時代に国として生き残るための先進的な試みを積極的に実践しているシンガポールから
今の日本が見習い、教わることがないか、自分の目で検証したかった。また今最も勢いがある新興国出身
である中国、インド系の同年代の生徒さんたちと体験や将来の夢を共有することで、自分自身が刺激を受
け、成長するチャンスを得ることができると思った。日本にいると同質的な考え方をする人が多く、いち
いち説明しなくてもわかってもらえる安心感があり、言葉も通じるからなんといっても居心地がよい。し
かしあえて外国を訪れ、異質な考え方に触れ、また意見のちがう人を英語で説得するという体験はきっと
貴重であろうと考えた。
3.

4.

あなたはこのプログラムについて応募前に知っていましたか？（②以降は複数選択可）
① 募集まで知らなかった…2
② 先輩から聞いていた…2
③ 学校案内で知っていた…4
④ 本庄学院の Web で知っていた…2
⑤ 上記②～④以外で、（
）で知っていた
・ 姉が参加して、知っていた。
以下の項目について実施前と実施後を比べ、あなたの意識の変化を選んでください。
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（ア） あなたの英語会話力は
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
1
6
1
0
0
（イ）あなたの英語学習へのモチベーションは
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
6
2
0
0
0
（ウ）あなたの科学への知識は
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
2
6
0
0
0
① と答えた人は、その分野や内容を教えてください。
・ 物理の放射線について調べてから行ったり、現地の大学で科学の実験を行ったりと、知識を体感・体
得できたと考えたから。
・ アルミでできたキューブ型の物体を液体窒素の中に 1 分ほど入れて鉄板の淵の部分に置くと 5 セン
チほど浮かんだ状態で走り回るという実験だったり、DNA 研修実験が一番魅力的だった。
（エ）あなたの科学学習へのモチベーションは
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
4
3
1
0
0
（オ）あなたの、シンガポールの高校生・学校制度への理解は
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
6
2
0
0
0
（カ）またシンガポールに来たいという気持ちは
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
7
1
0
0
0
（キ）またこの研修に参加したいという気持ちは
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
7
1
0
0
0
（ク）シンガポールと限らず、このような海外研修にまた参加したいという気持ちは
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
8
0
0
0
0
（ケ）将来国際社会で活躍したいという気持ちは
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
3
4
1
0
0
（コ）シンガポールという国家や国民性に対する理解は
すごく向上した
向上した
変わらない
少し低下した
大分低下した
3
5
0
0
0
（サ）NJC のドミトリー生活は
全く問題ない
多少不便であるが問題ない
不便が多い
二度と泊まりたくない
2
6
0
0
（シ）ホスピタリティを含め、ホームスティ生活は
大変よくしてもらった
よくしてもらった
多少不満が残る
二度と泊まりたくない
8
0
0
0
（ス）ホテル生活は
大変快適だった
快適だった
多少不満が残る
二度と泊まりたくない
4
4
0
0
5.




あなたが、今回の研修全般で科学の勉強として一番良かったと思う内容はなんでしたか？
7 月 21 日に行った NUS での実験教室が一番良かったと思います。なぜなら、どうしても英語による説
明だけだと、よく理解できないまま終わってしまうけれど、このプログラムのように実験しながらだと目
からの情報も入り、とても分かりやすかったからです。もちろん内容も興味深いものばかりで楽しめまし
たが、やはり意味が分からないと始まらないので、その点でこのプログラムが良かったと思いました。
DNA に関するワークショップ。学校にはない器具を使って、学校ではできない実験をしたから。
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6.

英語の授業をずっと聞いているのではなく、実際に自分たちの手で実験をしたこと。実験をしながら説明
を聞くと、英語を理解しやすくなったから。また、早本ではできないような実験をすることができたから。
DNA の実験。実験方法、DNA についての説明が非常によくわかりマイクロピペット等を使用して本格的
な実験を体験できた。短時間ですべての実験過程を行うことは時間的に不可能なため、事前に用意されて
いたサンプルを用いて実験結果を解説してくれた。研究職になったような気分を味わえたこの実験に大変
満足している。
大学の先生がしてくださった講義や博物館でのサメの実験です。机上の空論ではなく、目で見て、音で聞
いて科学の事象を体感できたことから初めて科学で満足感を得ました。
大学で受けた講義が一番科学の勉強になった。英語の説明とともに実際に実験をしてくれるので、ある程
度しか英語がわからなくても理解がしやすかった。講義してくれる人も、意識してゆっくり、大事なとこ
ろを強調しながら話してくれたり、身振り手振りを加えながら話してくれたことも理解しやすさへとつな
がった。内容的にも、実験の理論も教えてくれるので、「このような原理が現実ではこのように作用する
んだ」というような実用性が感じられた。目の前で実験が行われる上に、生徒が実験に加わる形にしてく
れることで、他人がやっているよりもモチベーションがあがった。最後に自分たちで実験を行える時間が
あったことで、積極的に好きな実験を自らで試せたことで、その実験への理解をより深めることができた
と思う。
NUS でのレクチャーはとてもわかりやすく体感できる形で色々なことが知れたから。
今回このプログラムに参加して日本では見たこともやったこともないような実験を体験させていただい
た。中でも、DNA 検出実験が私の中で一番印象に残っている。理由を一言で言ってしまえば DNA につ
いて英語で勉強することができたからだ。今まで DNA について日本語では少しだけ勉強したことがあっ
たが実際にそれを自分の目で見て勉強するという夢のような実験をさせてもらえたのでとてもうれしか
った。授業を受け終わって改めて思い返すと、現地校の先生のきれいな英語を聞きながら DNA 検出実験
を学習できたことは日本ではなかなか体験できないことだと実感した。まさに一石二鳥だった。初めてマ
イクロピッペットを握らせていただいたときは私の血が騒いだ。マイクロピペットの使い方、DNA をど
のようにして見分けるかなどなど学院に戻っても使えそうな知識を蓄えることができ、またそれらの説明
を英語で事細かく説明していただいたので大変いい刺激を受けた。また他では体験できないプログラムに
参加できて大変いい勉強になったと思う。
あなたが、今回の研修全般で一番楽しかったと思う内容はなんでしたか？
 シンガポールの様々な観光地を回ったことです。まさかあの CM で有名なマリーナベイサンズに行
けるとは思っていなかったし、水族館でショーまで見れるとも思っていなかったので、旅行のような
気分でとても楽しかったです。また、この観光によって先輩方と親しくなれたので、そこも楽しめた
点の一つです。
 シンガポール・ズーに行ったこと。あのように開放的な動物園は初めてで、珍しい動物をたくさん見
ることができたから。
 シンガポールの生徒さんと一緒に授業を受けたこと。日本の授業とは違った雰囲気を感じられ、また
授業中に疑問に思ったことを質問する生徒さんと、
その質問にすぐ答える先生の授業態度に感心した。
自分ももっと積極的に授業に参加するようにしたいと思った。
 また、Sands SkyPark へ行ったこと。シンガポールへ行く前に宣伝で見ていて、いつか行ってみた
いと思っていた。実際に行けてとても良い思い出ができたし、またシンガポールを広く見渡せてとて
も感動した。
 日本人、シンガポールの人との会話。食事、移動の時間、ホームステイ先のバディとの会話等の思い
出がたくさんある。夜はトランプでゲームをしたり、お互いの国について説明し合ったりして楽しん
でいた。とても楽しい時間を過ごすことができたと共に貴重な経験となった。
 ホームステイをしたことです。日本人から切り離された環境で、電子辞書を引くまもなく、リアルタ
イムで会話が進んでいく感触が難しくもあり、それ以上に楽しくもありました。
 シンガポールの子と、私達研修参加メンバーで夜、食堂で遊んだこと。向こうから進めてくれたもの
なのだが、「シロクマ」というゲームをした。もちろん英語で進められるのだが、ちゃんと分かり易
く説明してくれるので、すんなりとゲームに溶け込むことができた。例えば、「シロクマ」というゲ
ーム名も最初英語だったのが、日本語で「シロクマ」というのがわかると、日本語で「シロクマ」と
いうようになったとこともあった。席的には一応、日本とシンガポールで分かれてはいるのだが、ゲ
ームのときはではごちゃまぜで遊べて、すごく楽しかった。シンガポール研修内で一番親密感が増し
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た瞬間だと思う。なにか、テーマがないと何を話していいかわからないときもあるので、
ゲームなど、
2 国がどちらも簡単に楽しめるものがあると、皆盛り上がって遊べると思う。研修だけでは話せない
子などもいるので、すごくいい機会だった。また、遊べる機会があれば、また遊びたい。
1 日 NJC 生徒と一緒に観光したこと。日本人だけで回るより一緒の方がいいから。
観光の話になってしまうが、やはり SMAP の CM で使われたあのホテルの展望台でみんなであの写
真を撮ったことが一番印象に残っている。日本でも話題になっていたからだろうか、あの場所に行け
ただけでも十分楽しめたが、
みんなで息をそろえてジャンプをしてとれたときは先輩方と心が一つに
なったように感じられて自然と笑顔になれた。先生方、先輩方、同級生との絆を強く感じられた。今
まで残っている観光の思い出の中で一番いい思い出ができたと思った。
絶対に忘れられない海外研修
になったと思う。

7.

あなたが、今回の研修全般で一番改善の余地があると思う内容はなんでしたか？
 予習をもっとするべきだと思いました。納豆班は、本来はこちらが引っ張っていく立場なのに、何を
聞かれても答えられず、NJC の方に申し訳なかったし、私自身も歯がゆかったからです。
 スケジュールにもう少し余裕がほしい。詰められて組まれていたので、行けないところがあり残念だ
った。
 集合時刻を間違えたこと。自分の事前確認が万全ではなかった。
空港の集合時刻を間違え、
多くの方々
に迷惑をかけてしまった。私の勝手な行動で他人に多大な迷惑をかけてしまったことは反省してもし
きれない。今後このようなことが絶対に無いよう留意していきたい。
 ホームステイの日数だと思います。
あちらの都合が関連している問題なのでこちらだけでは対処でき
ませんが、それが不可能なら、NJC の人達と関わりあう機会がもう少し欲しかったです。1 日目の
夜、初めて会った後に食堂で雑談タイムがありました。シンガポールのゲームを教えてもらい、全員
で会話をしながら触れ合う時間がとても印象的でした。全体を通して、そのような時間が少し少なか
ったのではと思いました。
 やはり事前学習をもっとできたらやりやすいと思う。
向こうではじめてスケジュールをもらったのだ
が、内心では見通しがないことで、ちょっと焦りがあった。また、研究内容についても事前に、もっ
とどんなことをやるのかわかっていたら、もう少し何かできたのではないかと思う。そして、テレビ
電話などで多少交流を持って、どんな状況なのか知ってからの方が、最初話しやすいのではないだろ
うか。そういう面から考えると、今回最初実験とかは関係なく話せたことで、実験などもやりやすく
なったと思う。こちらも定期テスト前の時期であるし、向こうも直前まで休みということで連絡はと
りにくいとは思うが、そういう機会があったほうが嬉しい。
 午後に NJC で活動を設けたため仕方のないことかもしれないけれど、午前の観光の時間が短く去年
に比べて全然見れなかった。行くのであればもう少し時間に余裕があるといいと思う。

8.

NJC 側の準備やホスピタリティで良かったと思う内容はなんでしたか？
 一人ひとりに NJC グッズを用意して下さっていたことや、スポーツドリンクを出して下さったこと
や、バスケの試合を計画してくださったことなど、細かいところも抜け目なくおもてなししてくださ
った所が、とても良かったと思います。
 NJC 内でもバディの子と一緒にいられる時間が多かったこと。
 予定をしっかり考えてくれていたところ。
またシンガポールで有名な観光地にたくさん連れて行って
くれたところ。
 密度の濃い内容が用意されていたこと。ハードスケジュールだったが、内容の濃いシンガポール研修
を過ごせた。アイスを食べに何度も誘われ、おいしい食べ物をいつも食べることができた。
 言葉のハンデがあったので、それを考慮に入れて行動してくれたことがありがたかったです。
 向こうで全て手配してくれたこと。私達がどこに行くのか、何をすればいいのか迷ったことが思い当
たらず、向こうの準備や予定に従ってその上でどうすればいいか決めるだけだったので楽だった。ま
た、移動も全てバスを用意してくれたり、公共施設を使う場合でもお金を入れたカードを出してくれ
たのですごくやりやすかったし、快適に移動することができてとてもよかった。対応も、こちらの言
うことをまず頑張って聞こうとしてくれる態度に感動した。
 生徒側がいつも気を使っていてくれたこと
 最終日前日のホテルでの反省会でも言ったと思うが、事前学習をもっと試みるべきだったと思う。私
は放射線について NJC の生徒さんとやるという話を現地に行ってから聞かされたので正直にいって
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9.

戸惑った点が何点もあった。
放射線についてやることを耳にしていればより良い国際交流ができたと
思う。また、今現在日本は福島原発の放射線汚染について悩まされている。その問題について NJC
の生徒さんにより知ってもらい放射線についての知識を共有してもらいたかった。そして、その問題
の解決方法を少しづつでも NJC の生徒さんと編み出していきたかった。
全般的に私たちを気遣いながら様々な場所へ案内してくださったことだと思う。
ホストファミリーは
私たちの帰りを夕御飯も食べずに待っていてくれた。
その時食べたバディのお母さんの手作りのご飯
のぬくもりはとても温かく感じられた。
夜遅く疲れているだろうにもかかわらず私を近くのスーパー
マーケットまで連れてってくれた。日本では見慣れない様々な食品やゲームなどを見せてくれた。ホ
ストファミリーの家に泊まることによってシンガポールの文化を学ぶことができた。
とてもいい経験
ができたと思う。

NJC 側の準備やホスピタリティで改善してほしかった点があったら書いてください。
 特にないです。ただ強いて言うならば、ホームステイした日に、バディの子が大量の宿題に追われて
いて、話しかけたら迷惑だな、という状態で、結局「宿題があるから先に寝てて」と言われあまりた
くさん話せなかったので、出来ればその日は宿題を少なめにしていただけると、もっと交流が深まる
なと思いました。しかし NJC の子の普段の苦労を知れたので、
良かったなと思う気持ちもあります。
 特になし
 スケジュールの時間の組み方。急いで見なくてはいけない時や、計画していたところに行けないこと
があって、少し残念だった。
 特になし
 時間がタイト過ぎたこと。研究内容の食い違いを無くすこと。一つに充てられた時間が少なかったた
め、多くの場所を見聞することができた。しかし時間に余裕がなく、写真を撮ったり、じっくり見て
いたりするとすぐ時間をオーバーしてしまう。
急がなくてはならない点が多々あったので少しゆとり
を持ったスケジュールにすればもっと良くなると思う。研究内容の食い違いがあった。特に放射線の
人はすごく苦労したようであった。もっと本格的な事前の話し合い、事前学習も必要かもしれない。
 宗教が日本とは違うので、それについて出国前に一言あれば事前知識を身につけてからホームステイ
ができたのかなと思いました。
 とてもありがたかったことでもあるのだが、お昼代などを全て出していただいたことが、少し心苦し
かった。SSH のプログラムとして行っているので、ただでさえ費用的に楽なのにもかかわらず、本
来出すべき分まで出していただいたとあっては肩身が狭い部分もある。

必要な分ならば負担したいと私は思う。
 特にない。
 個人的に言えば、NJC との研究交流プログラムで３人の物理の先生にそれぞれ全く違う課題を出さ
れたことにだいぶ悩まされたことだと思う。
先生方の言うことがばらばらだったからどう対応すれば
いいのか戸惑ってしまった。
せっかく大多和先輩をお手本にしてプログラムの進め方を学ぶために物
理コースに一緒に入っていただいたのに、
まるで大多和先輩を影のような存在として扱っていたこと
にはあまり感心できなかった。物理の先生で３人のうちの１人の先生の英語が速すぎてなかなかうま
く聞き取ることができなかった。そこはもう少しゆっくり話すよう心掛けてほしいと思った。

10. この研修では、多様な生活を通し多様な経験を積んでほしいと考えて、最後の 2 泊をホテルにしています。
海外の宿泊費用や食事代が SSH 予算から支出できない決まりがあるため、ホテルの選定には毎年苦労して
います。例年朝食込一泊 7000 円と交通の便を目安に、旅行社にホテルを選定してもらっています。来年
の参考にするため、以下の問いに答えてください。
あなたの考えを１つ選んでください。
もっと高くていいから快適で こ の 値 段の ホ テル もっと安い 経済的負担を減らすため、可能で
有名なホテルに泊まりたい
で仕方がない
方がいい
あれば NJC のドミトリーがいい
4
4
0
0
もし、可能であれば以下の選択肢について、保護者の方のご意見を聞いてください。
子供にはもっと高くていいから快 この値段のホテ もっと安い 経済的負担を減らすため、可能で
適で有名なホテルに泊まらせたい ルで仕方がない 方がいい
あれば NJC のドミトリーがいい
2
4
0
0
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その他の考え…1
・ 子供がよい経験をするのに必要な額ならば出したいと考えている。
11. 今回の研修で感じた、あなたのシンガポールへの印象を書いてください。
 勉強が厳しいということです。日本には色んなレベルの大学があって、受験して受かれば行けるけれ
ど、シンガポールでは小さい頃から大学に行ける人と行けない人が決まってしまい、限られた人しか
大学に行けないと聞いて、大変だなと思いました。NJC の生徒さんもすごく勉強熱心で圧倒されま
した。
 街中は日本と似ているが、木が多く、道もきれいで過ごしやすかった。シンガポールの教育制度を聞
いて、教育に力を入れている国なのだと思った。
 バスから外の景色を見ている時、びっくりするようなデザインや形の建物がたくさんあって、シンガ
ポールでは日本よりもデザインに重点を置いて考える人が多いのかと感じた。また、ゴミなどについ
ての厳しい規則があることで、道のどこにもゴミが見当たらず、素敵な国だと思った。
 多くの文化がある国であること。4 つの文化が混ざっている。アジア系の食事、中華料理等多くの文
化が複雑に絡み合っている国と知った。
 人々が仲の良い国である。一部の人だけでそのように思うのは良くないことだと思うが私はそのよう
な印象を持った。日本より国土はすごく狭い。狭いからこそ活発に交流することができ、また発展の
為に努力しているのではないか、と私は思った。
 勉強、進学への意欲が信じられないほど強く、これから数年間で国全体の質が向上していくのではな
いか。治安が良いので、夜中でも人が大勢出歩いているが、無用心。
 日本より人間性や、生活性というのを意識したつくりになっているというのを感じた。日本では、町
の中ではデザイン性よりも実用性や、一般制、企業の PR などが重視されることが多く、自然や、地
域性、人が住み心地の良いと感じるようなデザインなどは、あまりみられない気がする。地域によっ
て多少違いがあることはあるが、家のデザインなどでは凡庸性が高く、どこでも同じような家や町が
見られることが多いと思う。「人にみられる」とか「住みやすい」という意識のないものが多い。そ
れに対しシンガポールでは、家並みがカラフルでかわいく、街並みがすごくキレイだと感じた。そし
て、「人に見られている・見せている」という意識が大きい気がした。特に、日本とは緑の多さが全
く異なることに驚いた。人も自然やキレイな街並みを守るために、厳しいルールをたくさん守ってい
ることはすばらしいことだと思った。
シンガポールは自然と人との共存にとても近い環境にあると考
え、日本も、利便さや効率の良さ、利益等だけでなく、このように、自然との調和などを進めていけ
たら、もっといい国になるのではないかと思った。
人間性にしても、日本に比べて積極性がとても高い国だと思った。「自分から」話しかける、「自分
で」なすべきことを見つけて行動する、主張するというのがとても多い。よく知らない人に話しかけ
たり、自分の意見を言うことに恥ずかしさを感じていない、不安を感じていない、というのがすごく
うらやましく感じた。温かく私達を迎えてくれて、私の変な英語でも聞こうとしてくれてくれること
が嬉しく感じた。その上、とても優しくて親切だった。例えば、お風呂の場所がわからなくて、さっ
き会ったばかりの子にきいたら、お風呂場まで案内してくれたり、シャワーの下があまりきれいでな
いと言って、自分のビーチサンダルを貸してくれようとまでしてくれたり、ホームステイの家族さん
もとてもゆっくりしゃべってくれて、私の英語が下手なのを少しも怒らずに聞いてくれたり、と人の
温かさがある国だと思った。

治安も悪そうでなく、町は全体的に綺麗でとてもいい印象を持った。食べ物もおいしくてとても過
ごしやすそうだと思った。生徒もとてもフレンドリーで良かった。
 シンガポールの印象は様々な宗教が存在することを実感した。
ホームステイから帰ってきた早大本庄
生に聞いてみたところそれぞれホストファミリーが所属する宗教が違うことに気付いた。たとえば、
H さんのホストファミリーはキリスト教徒だったそうだ。なぜなら食事をする前にお祈りをささげ
てから食事を始めたそうだ。私の場合は食事前にお祈りはしなかったが、家に入ると金色のブッダの
像がリビングで待ちうけていた。BGM も仏教っぽい（？）不気味な歌が流れていた。ブッダに関す
る置物がたくさん置いてあったのでおそらく仏教徒であったと思う。
このように一つ一つの家庭で所
属する宗教が違うことを肌で実感できた。また、NJC の食堂やどこのマンションのベランダにもシ
ンガポールの国旗が飾られていたことに対し愛国心が強いことを感じた。
国旗が飾られていたのは独
立記念日が近かったからだそうだ。
日本で唯一国旗を家の玄関先に飾る日は祝日だが近年では街を歩
いていてもほとんど見かけないだろう。
シンガポールと日本との愛国心の強さを比較してみると温度
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差が激しいことを実感した。
私がこのように感じたのはシンガポールが愛国心が強すぎるからではな
く日本お愛国心が冷めすぎているからだと思う。
天皇の誕生日でさえ人々はあまり意識せずに一日を
終えてしまう。テレビでもちょっとだけ取り上げられるだけですぐに次のニュースへと移ってゆく。
こんな日本でいいのかなど様々な疑問を持つことができたシンガポール研修だった。
12. 今回の研修全般（募集の仕方・案内・事前学習、研修中の生活全般を含め）についてあなたの感想を書い
てください。特に、改善意見を期待します。
 事前に知らされることが少なすぎて行く前は不安な点が多かったのですが、実際行ってみると、みっ
ちりスケジュールが組まれていて、とても充実した一週間を送ることが出来ました。ただやはり事前
学習が少なかったのと、私の英語力の低さによって勉強面においてはよく分からないまま事が進んで
いってしまったように思います。なので、事前学習と、ボキャブラリーの追加はもう少しやってから
行かないといけないと思いました。また、シンガポールでたくさんの場所に行けたのは良かったので
すが、その滞在時間が短かったので、もう少しじっくり見ることが出来る時間設定をした方が良いと
思いました。
 事前学習がもっと必要だと思うし、研修の内容やスケジュールも研修前に知りたかった。ホームステ
イ先での時間がもう少しあるとよかった。
 特にありません。
 募集…レポートを用いて選抜するシステムが良い。
課題の他に、
意気込み等も重要な要素だと考える。
案内…しっかりと案内してくれたので特に改善しなくて問題ない。案内の無いフリーな時間が欲しい
と思う時があった(お土産を買う時間等)。
事前学習…事前学習の時間を設けるべきである。
その国のことについて学習してから行くことで楽し
さや充実度が格段に上がるように思う。その国について知るきっかけにもなる。
研修中の生活全般…生活の中で一番困ったことが、水分の確保である。私は、冷水機の水でさえ飲む
ことができなかった。独特の臭いが苦手で飲めず、特にドミトリー内では水分購入が困難で大変だっ
た。
 現地に到着してから何が起こるのか、輪郭しかつかめなかったのが一番不安でした。研究テーマを決
めていったのに、日本として協力するというよりあちらから教えてもらう感じが否めなかったので、
内容を固めてから 事前準備・学習がもう少し必要だと思いました。
 シンガポールでの案内は初めての外国研修で、私が全く不安を感じないほどスムーズだった。日本で
はちゃんとした予定がわからなかったというのは、多少心細いものであったが、シンガポールに来て
からはその不安がなくなるほど、しっかりとしたものであった。
事前学習については上記したが、もう少し交流を持てれば、また予定がはっきりとしていればやりや
すかったのではないかと思う。
ドミトリーではシンガポールの子たちとご飯を食べるところで、
夜まで話せたり遊ぶ機会があったの
が良かったと思う。英語で向こうの遊びをするのは、とても楽しい思い出となった。それに対してホ
テルでは日本人の参加者全員が、部屋に集まって話せるところが良いと思った。これからも二つの宿
泊施設を利用してほしい。
予定については、普段はいけないような場所を見せてもらったり、とすごく充実した時間を過ごさせ
てもらったと思う。しかし、時間的にとても厳しく、こちらも慌ただしい状況で、向こうも待たせる、
というのはあまりいい状況とはいえない。
なので、
次回はぜひ、
もっと日数を増やして行ってほしい。
ホームステイについても、せっかく家族の人とも面識が持てて、慣れてきた翌日にお別れというのは
悲しいので、もっと増やしてほしい。日数を増やすことができるのならば、可能になるのではないか
と思う。ホームステイの日、私はバディと、先輩方と、先輩方のバディと一緒に町にくりだして、夜
ご飯を一緒に食べたのだが、少人数で親密感がわいたので、これからそのような企画があればうれし
い。
 事前学習の乏しさが全てだと思う。
当日のプログラムの内容よりも事前に何をするのかが分かってい
ればそれに対して何をしていけばいいかが考えられるのでより個々人の努力でそのプログラムをよ
り有意義に感じられるように出来ると思う。何をするかすらむこうで話し合う状態だったので、その
分 NJC との共同研究の件については有意義だったとは言えない。観光も時間が短く、とりあえず行
って空気を感じた程度だったのであまりよく知れなかったし、
それよりは数は少なくていいからもう
少し長く見たかったと思う。各レクチャーに関してはとてもよかったと思う。
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募集の仕方と案内は今回のやり方でよかったと思う。
事前学習は先ほども述べたようにやることを事
前に伝えていただいたうえでいろいろと調べて学んでから NJC の生徒さんとより良い交流ができた
と思う。テレビ会議もできれば行いたかった。シンガポール研修に行く前にあらかじめ NJC の先生
方とお話をして共同で行う研究についてより知ってから現地に行きたかった。
研修中はとにかく楽し
かったの一言に尽きる。初めは先輩方と仲良くなれるか心配だった。事実夏休み前にシンガポールメ
ンバーが集められたときにあまり顔を合わすこともできず言葉を交わすこともできなかった。
そんな
不安な心境のまま研修はスタートした。
このまま気まずい雰囲気のまま終わってしまうのかと思って
いたら案外すぐにお互いニックネームで呼び合うようになり仲良くなれた。
仲良くなれたのでみんな
とどこかに行くたび共同研究をするごとに楽しい思い出ができた。
初めての海外研修でここまで充実
した六日間を過ごせたのはこのメンバーのおかげだと思う。
このシンガポール研修にこのメンバーで
行くことができて本当によかったと思う。先輩方、NJC の方々と出会えていなかったら科学や国際
交流に興味を示さずに時間が過ぎて行ったと思う。
経験の豊富な方々からたくさん刺激を受けられた
ので自分がちっぽけな存在に感じられ、もっと科学について知り、世界に対する視野を広げていてい
こうという気持ちになれた。

13. 今回の参加であなたが感じた、このような海外研修の意義（良い点や悪い点）について書いてください。
 他の国の学生を見ることで、刺激を受ける所が良いと思いました。シンガポールの授業は全員がしっ
かり参加していて、意見が飛び交うような状況だったので、
すごくレベルが高いと思いました。
また、
シンガポールの食生活や学校生活、その他日本とは違う面を知れることで、改めて自分達の生活を見
直せる良い機会にもなると思います。このような研修によって、もっと他の国のことも知りたいと思
えるようになり、視野が海外へ向くという点でも良いと思いました。
 研修先の国のことを知るだけでなく、向こうの学校と交流することで学べることもあるし、良い刺激
を受けられる。このような体験は旅行だけではできないので、貴重だと思う。
 学校の活動として参加するので、安心して海外にいくことができる。また学生の時しかできない貴重
な体験をすることができ、将来へ向けた選択をする時に役立つ。悪い点は特にありません。
 海外研修の一番の醍醐味は、体験したことのない環境、日本語の通じない環境で思考錯誤しながら取
り組むことだと思う。日本と異なった環境で臨機応変に対応しながら課題に取り組んだり、現地の人
と会話したり、一緒にゲームをしたり…。非日常な世界を体験できることは、その人にとって良い刺
激になる。海外研修とは、新たな自分を発見できる機会でもあり、それと同時に成長できる絶好の機
会である。体調管理に気をつければ、学院生活の良き思い出の一つとなること間違えなし。
 国内に固まることではなく、海外から意欲や知識量の違いを感じ、自分達の向上に努める方向に移行
することが一番の利点だと考えました。外国とでなくても出来る研究であったり、その気候に合わな
い研究であったりするものを持ち込んでやる必要はないと思います。また、研究に対する意識レベル
の温度差が出てしまうのも難しいと思いました。
 良かった点は大きく考えて 3 つある。1 つ目は日本だけでなく、シンガポールという他の国のことも
知ることで、いままで意識していなかった日本の良さ、悪さをしることができ、そして、それと同時
に改善策についても考えを巡らせることができたことだ。前述した自然と人との共存、街並みについ
てはその代表例だ。国という大きなものだけでなく、人間としても成長するきっかけを与えてくれた
ことが、2 つ目である。前述した通り、向こうの人はテンションが高く、ものごとに積極的にとりく
もうとする意欲がとても高い。そしてその積極性からか、とても親切である。日本のように恥ずかし
がることがない。「断られたらどうしよう」「迷惑なんじゃないか」とついつい考えてしまって、親
切にすることができない日本の悪い伝統について、今回初めて私はこれではいけない、と思うことが
できた。親切にされて迷惑なんて考えることなんてないのではないか。むしろ、そのように考えてし
まうことが、親切でない行為なのではないか、と考えるようになった。そして、自分がしたいことに
対して、反対されること、失敗することを恐れずに積極的に行動したいと思えるようになった。
英語についてこのままではいけない、と思うことができたことが 3 つ目である。今まで英語につい
て学問的にしか考えられずにいたことに気づかされ、
今も英語圏で実際に使われていることを実感す
ることができた。今までは実際に使われていることをもちろん知ってはいたが、現実的にイメージす
ることができていなかった。いろいろな面白いことを友達としゃべって笑いあったり、楽しんだりと
いうことを見、体験することで今まで灰色で平べったかった「英語」が色々な面を持つ、面白いカラ
ーで立体的なものに感じられた。そして、自分が言いたいことをしっかりと言えないことの辛さを学
んだ。そして、シンガポールの人々が頑張って聞いてくれるところをみると、親切さを感じると同時
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に、自分の英語力のなさについて情けなさも感じた。そして、これからは自分の言いたいことを、英
語でしっかりと伝えられるようになりたいと思った。
また、
海の向こうにいる友達をつくることで、
自分の頑張りを後押ししてくれる存在ができると思う。
実際に授業を体験したことで「全然ノートをとらずにその場で理解する」「予習（宿題）をやってこ
ないとついていけない」というような難しい学校環境にいる友達に対して負けてはいられないという
モチベーションが湧くと思う。
このプログラムの参加が決まるまでは見たこともない人ばかりだったのだけれど、
このプログラムを
通して仲良くなれたことは大きかったことだと思う。観光などは楽しかったけれど、楽しいだけだっ
たと思う。楽しい思い出は残るかもしれないけれど、達成感といった感情は全くなかった。研修とい
う形で行っているのだからもう少し楽しい時間を過ごす以外に得られるものがあると良いと感じた。
今回初めて海外研修に参加して思ったことは、
そこでしか得られないことがそこらじゅうに転がって
いることだと思う。ここでしか学べないこと、ここでしか出会えない人、ここでしか体験できないこ
となどが海外にはたくさん転がっている。
その一つ一つを経験することで少し前の自分とはまた違っ
た自分に出会うことができる。海外研修はそんな新しい自分探しのチャンスを与えてくれるいいもの
だと思う。日本語が通じない異国の場で新しくできた仲間とともに与えられた課題をこなしていくこ
とはわたしたちにとってとてもいい社会勉強になったと思う。

14. その他、書ききれない感想や意見があったら書いてください。
 今回この研修に参加させていただき、ありがとうございました。この研修で私のバディの子とはとて
も仲良くなり、日本に帰ってきてからもメールしています。英語で文章を書くので大変ですが、調べ
ながら時間をかけて英文を書いていくのは自分の力になると思うので、楽しいです。もしこの研修に
行かなければ、海外に友達が出来ることなんてなかったと思うので、行ってよかったなとすごく思い
ます。これで少しは海外に足を踏み出せたかなとも思います。本当に楽しくて良い思い出が出来まし
た。また行きたいです!
 NJC は実験の環境だけでなく、学校全体の施設が非常に整っていて、ここで学べる生徒はうらやま
しいと思った。
 私はこの研修初日で多くの失敗をし、多くの方々に迷惑をかけた。そのため、精神的な疲れが蓄積し
ていた。しかし、そのような環境でもベストパフォーマンスをする責任が学院生には求められる。私
は初日の失敗が響き後半もそれを引きずってしまい、後悔している。先生方のようにどんな状況でも
完璧にやり通すことができる人になりたいと改めて感じた研修だった。
このプログラムに参加できて本当に良かったと思う。
シンガポールに行くことは人生初で新しい発見
も多々あった。また、人生初のスコールを体験することができた。日本には無い経験ができたこと、
日本人と考え方の違うところを発見できたこと等は、私の一生の糧になると思った。是非友達にもシ
ンガポールの素晴らしさを伝えて行きたい。
英語のコミュニケーションについて。英語をペラペラと喋れるようになることは大切である。しかし
それ以上に話そうとする意欲の方がもっと大切であると感じた。
後輩にもこの積極性の大切さを伝え
ていければいいと思った。今後は、しっかりと英語を勉強しつつ且つ意欲的に相手とコミュニケーシ
ョンをとれるように勉学に励んでいきたい。最後にこの研修の機会を与えてくれた学校、先生方、一
緒に行ったチームメイト、親、シンガポールで関わったすべての人に感謝してこのアンケートの締め
くくりとさせていただく。本当にありがとうございました。
 シンガポールの人達にはとっても優しくしてもらって、
私たちが日本で同じ事をしても真似できない
ような親切な態度に感服しました。勉強に対する真摯な態度や意欲に差がありすぎて、多々驚愕しま
した。これを受けて、私たちの世代が「ゆとり」と呼ばれていることに初めて恐怖を感じました。真
似しようと思って追いつけるものでは無いかもしれないけれど、
私も最大限の努力をして大学に行か
なければならないと思えるいい機会になリました。
②タイ短期留学
タイのバンコック郊外にある Mahidol Wittayanusorn School(MWS)への 3 週間短期留学プログラムが 7 月 24
日～8 月 14 日の間実施された。このプログラムは、SSH 校である京都の立命館高校が従来実施しているものだ
が、今年度コア SSH 枠予算を認められたことにより、その予算で 2 名の枠（立命館高校 9 名）を本庄学院に提
供してくださったものである。
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この高校は、タイ国内でも数少ない王立の科学教育校で、一学年 240 名の募集に対してタイ全土から 25000
人が受験するという超難関校である。全寮制で、週末のみ帰宅できる。本庄学院にとって全く縁のない学校で
はなく、ここが会場となった第一回の ISSF に参加するとともに、毎年の ISSF で会う程度の関係がある。今年
度 10 月に実施される ISSF の会場がここのため、今回の参加にはその挨拶の意味もある。
内容は授業参加の他、頻繁に行われるアユタヤや王宮・博物館・研究所などへの小研修が中心で、生活は基
本的にドミトリー、学食の食事、週末金曜～日曜の 2 泊 3 日のホームステイという日常だった。校則は大変厳
しく、厳粛な朝礼が毎朝行われる。
③NJC-Waseda Exchange Programme（11/6～11）
今年も NJC の生徒 10 名（すべて女子）教員 3 名を迎えて Exchange Programme を開催した。例年、立
命館での RSSF 参加後に本庄学院を訪問するのだが、今年度は JSSF（昨年までの RSSF)が 11 月 11 日か
らとなったため、その前に行うこととなった。
今年度は春の大震災とその後の福島原発事故による放射能拡散により、実施が危ぶまれた。実施の 3 週間
前まで実施できるのかどうか決まっていなかった。何度か、現在の日本の地震状況、食品の放射線量状況、
災害があった場合海外からチェックする方法等の情報のやりとりを行った。NJC 側の事情を察するに、保護
者の方の不安に対応すべく努力していたようだ。
11 月 5 日（土）
7:35 NJC 一行が成田空港到着、チャーターバスで都内へ出迎え。当初の予定ではこの後、品川の AEON
bay-side のフードコートで昼食の後、12:30 しながわ水族館の予定であったが、成田出発が予定よりも早か
ったため、スカイツリーに寄って時間をつぶすこととなった。
11:30 AEON 到着。ほとんどの NJC 生徒には初めての日本のフードコートであり、それぞれの料理がどん
なものかもわからず戸惑っている様子。結局、料理の選択に時間がかかり、出発したのは予定時間ぎりぎり
だった。おにぎりが珍しいのか、みんな何かの料理におにぎりを付けている。
12:45 しながわ水族館到着。土曜でもあり、ちょうど開館 20 周年とのことで家族連れが多く混みあってい
る。14:55 まで自由見学。15:00 ワークショップ「裏方ウォッチング」に参加。このワークショップは大変面
白かった。最初水族館の水の浄化方法について、次に水族館の生物の餌作りについて。餌については与え魚
に応じて多様なものを用意していることとビタミン剤などを処方することに驚いた。餌の巨大な冷凍庫－
25℃にも入らせてもらった。最後は魚の病院だった。海から捕獲してきた魚類はすぐに水槽に放すと環境の
変化から弱ったりすぐに死んでしまうそうである。また、体験教室などの触ることのできるヒトデやイソギ
ンチャクなどはその都度ストレスで弱るのでこの病院でしばらく養生をさせるのだそうだ。タコもよく利用
するらしいが、小さな隙間からでも逃げてしまうので、要注意人物だとのことであった。
16:00 しながわ水族館出発→池袋の宿泊ホテルへ。チェックインの後、夕食。
11 月 6 日（日）
9:00 池袋→電車で上野の杜へ。ここで学院生バディと合流。
10:00 上野の国立科学博物館見学。
12:00 浅草浅草寺前で 2 時間の自由行動。
16:00 秋葉原で 1 時間の自由行動。
18:00 池袋で解散。NJC の諸君はサンシャインシティへ。
11 月 7 日（月）
9:00 チャーターバスでチェックアウト後お台場の科学未来館へ。
11:45～13:15 お台場で自由行動。その後、本庄学院に向けて出発。
15:45 本庄学院到着。会議室でホスト・バディの生徒と対面。簡単な自己紹介。オリエンテーション。
16:30 SSH クラブ活動の見学。この日は超電導・自作放射線線量計・オーロラの再現等の活動を行ってお
り、運よくアドバイサーの先生も多かったため、NJC の諸君には興味深そうであった。
19:00 市内ホテルチェックイン後、市内お好み焼き屋さんで NJC 諸君と本庄学院教員によるささやかな
Welcome Party。広島風・大阪風・もんじゃなどと注文したものが多彩で、NJC 諸君にとっては、ドリンク
バーも含めどれも物珍しかったようである。その後市内ホテルへ。
11 月 8 日（火）
8:30 NJC 生徒はバディとスクールバスで登校。
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9:30 キャンパスツアー。森林インストラクター内野講師の案内で、キャンパス内の施設・古墳を見学。シ
ンガポールの生徒たちには紅葉する木々は珍しいようで、桜や紅葉の赤い葉を「栞にする」といって拾って
いる。選択科目「農業と環境」の実習で使っている畑ではラズベリーが実っており、珍しそうにほおばって
いる。
11:10 3・4 時限目の授業参加。このときは 3 年選択物理で「大気圧の実験」
13:00 昼食はバディと
13:40 5 時限目は 2 年物理に合流。「ヤングの干渉」の実験。
15:30 共同研究に関するミーティング
19:00 市内レストランで夕食、その後市内ホテルへ。
11 月 9 日（水）
9:30 生徒はホテルチェックアウト。
10:00 今日は、河川環境調査のワークショップ。シンガポールでは現在、水の自給を目指して動いており、
国民の水に対する意識が深いとのことである。一方で、シンガポールでは川に入ったり、まして生物を調査
するということができないため、実際に河川に入って生き物を捕獲し触れるという経験はとても楽しいらし
い。そのようなことから、このアクティビティは毎年開催している。例年は学校に近い、男堀川の新幹線下
と高速道路付近の 2 か所で行っているが、今年度は生物環境も良く風景もいい、児玉の千本桜橋で行うこと
とした。学院の川プロジェクトメンバーも一緒である。
初めて胴長をはき、恐る恐る川に入った NJC 諸君（先生も含む）だが、一旦網にザリガニや魚がかかると
大きな声でよろこんでいる。この日は、割と希少な種であるギバチが多く捕獲され、NJC の子たちがあちこ
ちで「ギバチ、ギバチ」と片言で叫んでいるのが面白かった。捕獲の後、捕獲した魚・甲殻類・貝・昆虫類
の同定と水質パックテストを行った。
12:30 ランチパーティ。その後、本庄文化会館での芸術鑑賞教室 Jaza コンサートに参加。
15:30 コンサート終了後、ホストバディに連れられて各自ホストファミリーへ。
11 月 10 日（木）
8:30 教員のホテルチェックアウト。生徒はバディと一緒に登校。控室に来てみるとバディの制服を借りて
登校している生徒がいる。
9:00 家庭科調理実習参加。この日はチンジャオロースと杏仁豆腐。
13:00 バディと昼食
13:40 体育（バドミントン）・陶芸・数学の 3 班に分かれて授業参加。
15:30 翌日からの JSSF に向けて、プレゼンテーション練習とファイル作成作業。
18:00 ホストバディと一緒に帰宅。
19:00 教員はささやかな Farewell Party。NJC 教員に「一番よかったプログラムは何でしたか？」と尋ね
ると「川で生き物に触れられたこと」という回答が返ってきた。
11 月 11 日（金）
朝からあいにくの強い雨。
9:00 群馬県立自然史博物館へ向けてバスで出発。
10:00 博物館で 30 分のワークショップ（群馬県の紹介、博物館のミッションと見所、震災地の博物館の資
料補修の様子等）の後、自由見学。
12:00 SA ララン藤岡で昼食と自由行動。
14:30 学校に戻ってスーツケースのパッキングの後、京都の JSSF へ行くグループと成田空港へ向かうグル
ープに分かれる。
今回の交流では、共同研究についての話し合いを深める時間が足りなかったことが双方にとって残念だっ
た。しかし、今年は例年よりも 1 日期間が長かったが、その分例年よりも交流が深められたように思われる。
NJC 側の教員からは、「次年度はもっと長い期間来てくれ。今のまま（5 泊 6 日）だとスケジュールがタイ
トでやりたいことが十分にできない。」と言われた。

2.5

本庄高等学院 SSH プロジェクト全体の外部評価
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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、2010 年度より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。
議論の詳細は付録 3 で述べる。

2.6

SSH 事業成果の敷衍

2.6.1 書籍へのまとめ
22年度SSH事業として作成した、「早稲田大学本庄高等学院物理授業報告」を大幅に改訂した。
2.6.2 Web教材の作成
川プロジェクト活動成果を社会還元する試みとして、小学生向け教材Web作成を検討しており、その作成を行
っている。具体的には、クイズを通して河川生物や環境について知ることができるものを目指している。残念
ながら公開にはまだ至っていない。
一方で、この活動の中で、近隣の2小学校から総合学習における小学生と高校生のコラボレーションの依頼が
あり、今後はこの授業における教材としても活用できるものを目指したいと考えている。
2.6.3 SSHリソースの地域への還元
①子供向けスーパーサイエンス教室
今年度は、本庄学院主催で2イベント、地域からの要請で2イベントを実施した。
（ア）ちびっこスーパーサイエンス教室
 第1回目
日時：7月31日（日）於早稲田大学本庄高等学院
内容
10:00～12:00 「電子オルゴールの科学」「カリンバを作ってみよう」2講座
13:00～15:00 「風力発電機を作ってみよう」「よく飛ぶ飛行機を作ってみよう」2講座
各々40名（保護者同伴に限る 10）


第2回目
日時：12月25日（日）於早稲田大学本庄高等学院
内容
9:30～10:30 「よく揚がる凧を作ってみよう」「よく飛ぶ飛行機を作ってみよう」2講座
11:00～12:00 「カリンバを作ってみよう」「よく飛ぶ飛行機を作ってみよう」2講座
13:00～14:00 「万華鏡を作ってみよう」「電子オルゴールの科学」2講座
14:30～15:30 「風力発電機を作ってみよう」「モータで動く車を作ってみよう」2講座
各々40名（保護者同伴に限る）

そのものの存在や現象は知っているが、普段は深く考えたことがないためその仕組みに気が付かないでいる
ところを科学的に考える機会を与えたいと思っている。教室では、多くの親が子供に説明をしていた。家庭で
もこのようなことが日常的になってくれればいいと考えている。
アシスタントとして各講座にSSH部の生徒数名を配置している。
この取組は毎年夏冬休みに2回実施しており、市の広報誌や同キャンパスにある大学院事務所と連携でPR誌で
広報を行っている。すべての講座が親子での“ものつくり”作業を中心にしており、成果物は“おみやげ”と
して持ち帰ることができる。このことは家庭に戻ってからの話題につながっている。夏休みや冬休みの自由研
究として学校に提出する児童もいるようである。すでにSSH指定以前から開催しているため、リピータも多く、
今年度の特に第2回目は1日に計8講座と大変忙しかった。
10

ふれあいや議論の機会を持つこと、危険を避けることなどの効果から、本庄学院主催の子供向け科学講座は
すべて保護者同伴を条件としている。
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（イ）地域から要請のあった講座
 本庄市こども実験教室
日時：2011年8月25日 13:30~15:30
場所：本庄市立中央公民館
内容：実験教室「光ファイバーであそぼう」
人数の概要：小学生25名
主催：本庄市立中央公民館
光ファイバーを使って光の不思議な性質に触れ、その面白さに気づくことをねらった。アシスタントとして
生徒2人が参加した。参加者は皆熱心に取り組み、特にアシスタントの高校生の丁寧な手助けに満足している様
子であった。


六合小放課後子ども教室
日時：2011年12月25日 13:30~15:30
場所：中之条町六合支所（群馬県）
内容：実験教室「光ファイバーであそぼう」
人数の概要：小学生25名
主催：中之条町立六合公民館 六合小放課後子ども教室
8月の同タイトルの実験教室と同様、光ファイバーを使って光の不思議な性質に触れ、その面白さに気づくこ
とをねらった。アシスタントとして生徒2人が参加した。親子で一つの課題に取り組むことで自然なコミュニケ
ーションが生まれ、和やかな雰囲気に包まれた実験教室となった。
2.6.4 早稲田大学本庄高等学院発の社会貢献
SSH に指定されてから 10 年がたった。この間、本学院に蓄積された教育資源は大きなものとなった。この
教育資源を本学院だけにとどめず、他の高校や地域社会に還元することも SSH に指定された学校の使命であ
ると考えている。
このことを肝に銘じ、本学院ではいろいろな還元事業を行ってきた。事業を展開するに当たっては、県や市
町村の教育員会や、市議会、市長、NPO 法人、財団など多くの方々のお力添えをいただいた。
本年度におこなった本学院主催の事業は、子供向け科学教室であるが、早稲田大学本庄キャンパスでの夏冬
の２回の開催に加え、本庄市中央公民館、ショッピングセンター、群馬県吾妻郡で行った。協賛の事業は、他
の章でも紹介しているが、埼玉県の環境科学センターや NPO 法人川まち人プロデューサーズと一緒に行った
近隣の川の浄化や水生生物の研究および浄化活動、このほかに、科学クラブでの開発を普及させた簡易放射線
探知機の開発、そして学園祭で披露した放射線の安全基準に関する科学的な考察などがあげられる。
このような社会貢献活動を通じ、教える側にとっても知識を整理するきっかけになるとともに、教える過程
での様々な質問から自分の知識の欠落や不足を知ることができる。また、参加した子供たちにとって、このよ
うな活動から科学に対する興味を開き、その分野に進む者が増えるかもしれない。その意味で、このような社
会貢献活動は SSH 事業の目的に沿っているものだと考えている。
社会貢献の観点から見た「川の研究班」の活動
１．活動の概要
「川の研究班」の活動のうち、社会貢献に関するものは、以下の(a)および(b)である。順に述べる。
(a) 福島県双葉町・加須市騎西地区小学生交流事業ボランティア
（概要）10 月 9 日から 10 日にかけて、地元 NPO 法人「川・まち・人プロデューサーズ」の主催で、川での活
動を通じた小学生の交流を促す事業があった。この事業に、本所る高等学院の生徒たちもお手伝いで参加し、
小学生の活動のサポートを行った。
（社会貢献の観点から）小学生のフィールドワークには、たくさんの人手が必要である。企画する役割もあれ
ば、安全管理をする役割もあり、また、小学生と一緒に遊ぶ役割もある。そのような背景で、高校生は年齢的
にも小学生に近いことから、小学生の近くでサポートをする役割を担った。具体的には一緒に川に入って安全
面を気にかけたり、小学生が調査結果をまとめるのを手伝ったりした。また、小学生たちは 1 泊したのだが、
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これにも付き添った。そうすることで小学生たちは安心して交流を進めることができた。高校生たちにとって
も、社会貢献という観点からも一定の手ごたえがあったようである。
(b) 市民大学講座
（概要）本庄市では、市民大学講座という企画が行われている。この講座の聴講者は主にご年配の方で、講師
が変わりながらリレー形式で講座が開かれている。10 月 8 日、11 月 5 日の 2 回は、本庄高等学院の生徒が講
師を務めた。この依頼があったきっかけになったのも、NPO「川・まち・人プロデューサーズ」の紹介があっ
たからである。本庄高等学院の生徒たちは、この 2 回の講座で、活動全般を紹介したり、川に関するクイズを
出題したり、卒業論文の内容を紹介したり、聴講者に水質調査の作業を体験してもらったりした。
（社会貢献の観点から）この催し物の狙いは、ご年配の方に、いつまでも知的好奇心を満足させる喜びを持っ
ていてほしい、というものである。そのためには、知的好奇心にあふれた存在、すなわちロールモデルが必要
で、高校生たちはまさにその役割を担っていると言える。実際に、高校生が生き生きと自身の調査活動につい
て語るにつれ、聴講者たちの発言も活発化した。さらに、聴講者たちは孫たちに語るように、以前の河川環境
について語ってくれた。このように、高校生たちが講師として発表することで、ご年配の方々の活動や交流を
促すことができた。高校生たちも、自分たちが一定の役割を担えたことに対して満足感があったようである。
２．交流の舞台としての「川」
なぜ、上記のように、河川調査活動に関連した社会貢献が活発に行えるのだろうか。それは、人々は本来、
河川に対して親しみを持っていることが理由であると考えられる。河川のイメージといえば、「身近である」
「世代を超えて親しまれているものである」「生物が見つかる」「童心に帰ることができる」というものが挙
げられるだろう。つまり、河川は交流の舞台として考えられるのである。
高校生がここから学べることは何だろうか。それは、川が好き、という意識を忘れずに河川調査活動を続け
ることで、社会貢献をする機会を保つことができる、ということである。そうすることで、調査活動もより多
様になる、という相乗効果が見込める。このような経験は、高校生にとって貴重なものであるに違いない。
反省点としては、「社会貢献」が高校生の発信によるものではなく、NPO 関係者や教員による発信であると
ころである。このとき、高校生がやっていることはあくまでお手伝いである。ここから先、社会的リーダーを
育てる本庄高等学院 SSH では、高校生による企画・運営が必須となるであろう。そのような仕掛けづくりを模
索してゆきたい。
「社会貢献」に関連した今後の課題として、本庄高等学院の SSH が既に行っている「ちびっこ科学教室」と
のコラボレーションが挙げられる。具体的には 2 つの取り組みが考えられる。1 つは、本庄高等学院が主導す
る小学生向けフィールドワークである。関連大学院などを頼らず、全て本庄高等学院の資産で実施するのであ
る。そうすることで、高校生が学ぶことも多く、また継続性という観点からも意義深いものになるであろう。
もう 1 つは、フィールドワークよりも、より実験室に近いことを行う取り組みである。たとえば解剖実験や、
微生物同定作業である。これらは高校の施設を使って初めて実施できる実験教室である。このような取り組み
を通じて、社会貢献を念頭に置いた SSH 活動の在り方を模索したいと考える。
３．社会貢献から見た今後の方向
このプログラムは他項でも述べているように、多様な連携にその特徴がある。河川を水質・生物といった科
学的側面からとらえるだけでなく、環境保護の側面、日本文化における河川の影響力、あるいは市民活動・町
おこし・都市設計といった多様な要素を有しており、関わる生徒たちはこの活動から河川の持つ多様な側面を
知ることができている。
3 月 3 日に本庄市藤田小に集合し、小学校との連携について相談する機会があった。参加者は近隣 2 小学校
校長・教員、NPO、そして本庄学院教員である。そこでは、小学校教員生徒が総合学習活動を通じて河川調査
活動を推進していく計画と、そこに本庄学院がどのように連携していくかということが話題となった。3 月 17
には市民総合大学シンポジウム「清ルネ II から第二ステージへ」が本庄市中央公民館で開催されたが、ここ
では藤田小の OB で小学校から河川調査を始め、中学時にもそれを継続してきた新高校 1 年生とのコラボレー
ションの提案があり、検討を行うこととした。
SSH 活動は単に生徒たちが科学対象を調査研究するだけにその内容があるのではなく、例えば自分たちが学
んできた内容を他者に教える、ということも大事な要素である。なぜならば、教えることにより自分たちの知
識の不十分さを認識することになるからである。
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本庄学院の河川調査活動は数年前の単に大学研究室の先輩にくっついて一緒に川で魚を調査していた時代
から、あらたな側面を迎えようとしている。この活動が、本庄学院が地域における１つの文化的拠点になるこ
とと、関わる生徒たちの多様な成長につながればいいなと思っている。

３．平成 23 年度研究開発の内容（研究内容・方法・検証）
以上、2 章で平成 23 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
向性について考察をする。

3.1

環境・状況の分析

現状の分析
現状１
古墳の点在する、広い里山のキャンパスに大学院研究室が点在しているなど他校にはない特色がある。大学
院との連携プログラムがいくつか進行している。
現状２
男女共学が 5 年目を迎える。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、3 教科入試・帰国生受け入れの点から、
特に理科・社会科における入学時の基礎力にばらつきが目立つ。
現状３
全入付属校として常に高大一貫教育・連携のあり方が問われている。理数に絞ると、長く理工系進学者の低
迷が続くとともに、進学分野の偏りが目立っている。
現状４
長く続けている地域子供たちへの科学教室の他、地元 NPO 団体や地方自治体と連携した元小山川・小山川浄
化運動への参加等により地域の文化的拠点という役割を果たしている。
現状５
国際交流が盛んである。特に台湾・シンガポールの高校との間では単発ではない連携プログラムが続けられ
ている。
現状６
第一期指定 SSH 校としての様々な試行錯誤の歴史において、反省や収穫の蓄積が多い。
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。広く偏りのない知識をベースに健全な感性・批
判精神・探究心を持った人間を教育するという理想の元、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考えをとっている。
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 SSH クラブ活動等、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につながるこのような方針は妥当であったと判断している。
その上で、すべての生徒へ科学技術に対する「素養」と「国際性」を持たせたいと考えている。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、その知識を土台に積極的に社会活動し
ようとする意思が必要である。これが現・新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、市民として生きるための「素養」である。
また、英会話力とプレゼンテーション・ディスカッ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とともに批評をもらい多様なアイデアを得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、よ
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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」はそれらの成果表現の制度として期
待されている。
すべての生徒に基本的な科学的素養とコミュニケーション力、論文リテラシーを養成し、その中から多様な才
能を見出し育てたいと考えている。
仮説
以上のような現状と育成したい生徒像を踏まえ、本 SSH 研究に際し以下の検証すべき仮説を立てる。
仮説１
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
している部分を総合的に補完し、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・教育メソ
ッドが必要である。
仮説２
高い理数の資質を持った生徒育成のためには、長い研究活動と深い達成感を経験させることが必要であり、
そのためには部活動における活動が効果的である。
仮説３
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。国際語である英語
で研究を表現することは、より広くアイデアや考え方を求め、客観的な評価を得るために必要なことである。
仮説４
様々な教育プログラムをより効果的に展開するためには、校内だけで展開するのではなく、外部研究団体・
学校と連携することにより、多様なアイデアの交流が可能になり、教育効果を一層高めることができる。
仮説５
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広く第三者の目で総合的に評価される場
が必要である。
仮説６
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
仮説 1 について
それが必要と判断される新入生に対する基礎知識の補講を継続する。また、1 年生の必修科目総合学習を利
用し、基礎力養成を目的とした「サイエンス」を継続する。それらの効果を確認する。
大学付属校としての高大接続をスムーズにすることを目指し、オリジナルテキスト改訂を続ける。3 年次選
択科目（特に SSH 科目）の充実を図る。それらの効果を確認する。
知識や理論を与えることと同時に、興味やモチベーションの喚起も重要である。早稲田大学・外部研究所か
ら講師を招聘、あるいは訪問し、適宜講演・講義を継続する。
仮説２について
理文や能力別コース分けのできない本学院にとっては、時間的な制約がなく題材の選択が自由なクラブ活動
という活動形態が、資質の高い生徒の能力を効果的に伸長する手段である。今までも活発に活動を行い、積極
的に外部発表を行ってきた。年度を経るにつれ、先輩の成果を引き継ぐ例が増えてきたのは、研究の深化とい
う点で望ましい。外部発表の機会は英語によるものも多くなってきたが、単に発表して終わりという事例が多
く、成果をまとめるきっかけを作るという意味ではいいが、何が良くて何が悪いのかという研究成果の"質"
の評価につながっていない。
今後は問題解決型でオープンエンドな研究テーマ設定に努めるとともに、コンテスト形式の発表機会を増や
す努力が必要である。また、指導体制も学校内だけでは分野が限られ限界があるため、大学・大学院研究室と
の連携方策のさらなる検討もなされなくてはならない。
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仮説３について
研究成果は論文の形にまとめられ、プレゼンテーションの形で第三者に伝えられなくてはならない。それは
知的遺産を伝えさらにいいものに昇華させるとともに、良し悪しの外部評価を得るための手段である。また、
論文やプレゼンテーションにまとめるというプロセスを得ることにより、自分の頭の中で「わかっていたつも
りの」内容を改めて客観視してまとめることにつながり、内容理解が深まるという相乗効果を持っている。
本学院では、SSH 指定以降、開校以来実施していた卒業論文制度を改めて見直し、マニュアルの整備、授業に
おける論文リテラシー・アカデミックリテラシーの養成、発表会の充実に努めてきた。この努力は生徒の論文
の質を見る限り成果を挙げつつあると判断している。今後はこのような論文リテラシー教育の過程でどのよう
な留意点があるのかを洗い出す作業が必要である。
この努力を継続するとともに、特に近年重要視されている科学英語表現力養成方法の検討を行う。今までの
国際交流や国際サイエンスフェアの経験において、高等学校体制の中だけで適切な科学英語を教える限界がわ
かっている。今後は、科学英語を教える体制づくりの検討も同時に継続すべき課題である。
仮説４について
社会の国際化・情報化、科学技術の高度化の中で、学校で教える内容が増えその範囲が広がるにつれ、学校
の中だけでは十分な指導ができない状況になっている。そのために外部との連携が必要となるわけであるが、
このことにより知識や技術のみならず多様なアドバイスやアイデアが得られるようになる。
本学院では今後の連携プログラム展開において２つのポイントを考えている。１つは多様で「立体感」のあ
る連携形態であり、もう１つは単発ではない「継続的」な連携形態である。
今までの小笠原村との連携のもとで実施している小笠原研修に加え、21 年度より大学院研究室と合同で市
内２河川における水生生物の調査研究を行っている。これは国土交通省が日本全国に指定するいくつかの河川
環境を向上させる「清流ルネッサンス II 計画」における活動の一環ともなっており、市民・市・県・NPO が
加わってそれぞれの視点から河川環境を考える大きなプロジェクトとなっている。特にこの連携形態を例にと
りながら、多様で立体感のある連携プログラムが科学教育に与える効果・影響を分析する。
国際交流では、既に行われているシンガポールとの連携プログラムを継続して実施する。シンガポールの交
流姉妹校である National Junior College とは 23 年度はホスト校としての 2 年に 1 度開催される Singapore
International Science Challenge に参加するとともに、例年双方のキャンパスで行っている Exchange
Programme を行った。これらを通して国際交流プログラムにおける教育効果・影響を分析するとともに、我々
教員にとっての科学教育研究の場としたい。
仮説５について
本学院で実施されている SSH プロジェクトの在り方全体に対して外部評価が得られる機会は、運営指導委員
会・SSH 成果報告会しかない。その意味でこの会で得られる意見は重要である。
仮説６について
本学院の日本の SSH 校における位置づけを客観的に見た場合、最古参校として全く前例がない白紙状態から
他 25 指定校と一緒に試行錯誤してきた歴史がある。今でこそ、SSH 校は 140 を超え、プログラムも他校の前
例を踏襲することができるようになったため、不要な試行錯誤をすることがなく、安全な形で実施できるよう
になった。とはいえ、今までの培ったものを整理した時、微力ながら他の SSH 校、のみならず日本の科学技術
教育に寄与できる部分も生じるのではないかと考える。
一方で、ちびっこ科学教室で長く培ってきた地域への還元のノウハウを生かし、また生徒が、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試みを行いたい。具体的に
は Web による子供向け教材の発信を検討したい。
（３）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（別添教育課程表参照）
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別添資料課程表（選択科目）は本学院 24 年度 3 年生選択科目一覧である。各群から 1 科目（2 単位）選択
し、計 7 科目 14 単位を履修する。本学院はカリキュラム上理文のコース分けをしていないため、この選択科
目で志望方向に応じた学習を行うこととなる。理系進学者には、数学 III・数学Ｃ・物理 II・化学 II が必修
という条件が付く。
どの科目も特に希望者が多くない限り、基本的に最大 20 名前後になるように配慮されている。希望者が多
い場合は、進学希望学部や卒業論文のテーマを参考に調整がなされる。

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。
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

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
③物理・数学のコラボレーシ
ョン補講

①1 年有志
（特に帰国
生、一部は必
須）
②1 年必修
（週 1 単位）
③1 年希望者

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
3 年当該選択
②オリジナルテキスト「複素 科目履修者
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」
④オリジナルテキスト「計算
ノート ～物理・工学のため
の数学入門～」
早稲田大学並びに外部研究施 希望者
設と連携した講義・講演等

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。
③数学が科学の表現言
語になっていることを
示す。
高大カリキュラム間の
スムーズな移行

科学に対するモチ
ベーションを向上
させる試み

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

成果検証の
方法
試験成績、口
頭試問、アン
ケート

試験成績、ア
ンケートに
よる意識調
査

アンケート

① 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」を行い、生徒の反応、試験結果等を調査した。
② 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
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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、後述のように高度な SSH 科目の閉講が目立つという新たな問題
が生じている。
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 2.1.1 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。
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、今年度は限られた生徒に対しては「強制」という形にした。しかし、報告にあるようにや
はり“サボる”生徒が多く出ている。



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。特に、数
学・物理で重要となる複素数は高大間のギャップの大きな内容であり、それを解消するためにオリジナルテキ
スト「複素関数論入門問題集」を改訂してきた。このような内容は、高校参考書として販売されているわけで
もなく、また大学参考書では敷居が高い。学校の環境や生徒の資質に合わせたテキストを作ることは望ましい
ことである。効果と来年に向けての改善案については、2.1.2 に述べられている。
今年は加えて具体的な事例への数学の応用を主眼にテキスト「計算ノート ～物理・工学のための数学入門
～」も作ることができた。実際に使用したうえで、教育効果の検討が期待される。
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、近年、高度な内容の
SSH科目が軒並み閉講 11となっている傾向が目立ってきている。このことは重要な問題であり、検討が要求さ
れる。

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
既存研究の継承・深 目 立 っ た実 施 事項
化と外部評価
はない
新規テーマの開発
新 規 テ ーマ 設 定と
研究開始
指導体制の検討
具 体 的 に実 施 した
内容なし

対象生徒
SSH 部員当該
チーム員
SSH 部員当該
チーム員
SSH 部員

実施する目的
探索・研究
研究活動を経験する
成果報告活動を経験する

成果検証の方法
外部発表・評価

探索・研究活動補助

Mathematics(英語による数学の授業)、応用確率統計、情報サイエンス II（Mathematica や Excel マクロ
を用いた数式シミュレーション）、解析学入門など
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（ア）研究内容・方法
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例も見られた。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。
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
23 年度 SSH 部の活動において、今まで継続されてきた粘菌・スピーカー・リフターなどの研究を継続する
者がいなかったことは残念であった。このことの一因には 3.11 震災とその後の原発事故の影響が大きい。こ
のことにより今年度の SSH 部内の活動として放射線をメインに置くことになった。
そのことを含め、新規テーマとして「放射線探知機の開発及び安全に関する研究」「吸光度を測定する機会
の開発」（NJC との共同研究）「LEGO ロボットを使用した宇宙エレベータの研究」「魚の透明骨格標本の安価
で安全な作り方の研究」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。この点については、今年度は非常勤講師と SSH 予算による外部講師の指導体制を作り、そ
れがうまく機能し、上記の活動を活性化することができている。後半の仮説については妥当だったといえよう。
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
成果検証の
方法
授業時提出
物の評価、卒
論の評価

研究内容

具体的な実施事項

対象生徒

実施する目的

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
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

全員

論文リテラシー・アカ
デミックリテラシー
の養成

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
有志・特に指定さ

英語表現力向上

アンケート、
事前事後の
比較

研究成果をまとめる

アンケート、

科学英語力養成の
体制づくりの検討

SSH 成果の体外的

成果発表プログラムへの参
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な報告と評価

加

れた者

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

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
“成果表現と評価に臨む”ことの意義は２つにまとめられる。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。
下記のように、表現については学校内カリキュラムの中で有機的に取り組む努力をしており、効果を上げて
いる。この点から仮説の後半は妥当であると判断される。
また、務めて評価の場を得るように努力している。特に、海外プログラムでは日本では考えられない実験設
備や深まりを持った内容が多く、アンケートでもわかるように自分のものと比較して触発される事例が多い。
その意味で仮説前半は妥当であるといえる。しかし、研究発表プログラム一般において、形式的な質疑応答は
あっても具体的にどこが良くてどこが悪いのかの評価を得られる機会が割と少ないことを最近思っている。そ
のため、他人の研究成果には触発されるが、自分のものについてどのような意義があるのかわからずに終わっ
てしまう場合が多い。むしろ、学会の Jr セッションでは論文やポスターについて、専門家のアドバイスや講
評を得られる場合が多く、その意味で、様々な学会側にもっと高校生の参加できる機会を増やすことを期待し
たい。


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 12。プレゼンテーション・論文作成教育
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、全員に
課している卒業論文制度に有機的に結びつけるため情報科や総合学習科のメインテーマとして扱っているこ
とや学校内の様々な場面で機会を設けており、効果的に機能している。客観的に考えて論文・プレゼンテーシ
ョンスキルは全体として高いレベルにあると考えている。


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。しかもそのレベルは年々上がっており高校

12

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。
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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。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、指導体制作りに努力し、22 年度に開始した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今年度は日常的なものにすることができた。この留学生たちはすべて研究者で
あり、科学的な表現の効果的な指導を得ることができた。
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
多様な連携プログ 川 プ ロ ジェ ク トの
ラムの教育効果・影 継続実施
小 笠 原 研修 の 継続
響の分析
実施
海外との連携プロ NJC との交流プロ
グ ラ ム の 教 育 効 グラム
果・影響の分析

対象生徒
有 志 生 徒（ 10
人程度）

有志生徒（シン
ガポール研修
は 10 人、NJC
を受け入れる
場合は多数）

実施する目的
①河川環境・小笠原固有種
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
共同研究の深化、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

成果検証の方法
アンケート

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を用いた。
（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
川プロジェクト活動については、22 年度は、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あった。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」という意見はなかった。今年度はこのことの反省か
ら、活動テーマを「メダカとカダヤシの相互関係」「シジミの水質浄化作用」に絞って活動を行った。この内
容を様々な場で発表した。
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。特に“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。
小笠原研修については、8 月実施予定だったものが台風 12 号のため 3 月に延期になった。そのため、内容
の検証をこの報告書に記載することができない。ただ、リピータとして参加することになった生徒の中から「毎
年お世話になっている小笠原に何かを還元することをしたい」という意見があり、SSH プログラムであること
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を考え、母島におけるちびっこ科学教室を行うこととなった。このことにより、参加生徒と小笠原とのつなが
りが深まることを期待している。
そのような視点から、この連携形態に関して仮説は妥当といえる。しかし“科学教育プログラム”として実
施する際に、仮説の妥当性について留意しなくてはならない点が、何年かこの活動を継続する中で見えてきて
いる。それは、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ということである。今年度以降も
このことに留意し、専門家の意見を参考にしながら現在の研究を深化させる予定である。また、河川調査をメ
インとした、地元小学校の総合学習へのコラボレーションも要請されており、連携のさらなる多様化が期待さ
れる。


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。「シンガポール
の高校と共同研究することによる利点と必然性」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、国や言語の違う人
間が、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。講義や実験等双方の学校内でできる内容を軸としている。
本学院側で実施した「河川調査」では、NJC の生徒教員が大変生き生きとしていた。シンガポールでは
河川に入って生物を採取することが全くできない。その点で望ましいプログラムであったといえる。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検討し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。

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。保護者への取材を通しても「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。
「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、生徒・教員双方に
とって“総合的な”教育効果は高いということがわかる。仮説の妥当性は正しい。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にくい現状があり、その打破が求められる。
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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
運営指導委員会の ① 外 部 運営 指 導委
実施
員会の実施（3 月 3
日）
② 学 内 運営 指 導委
員会の実施（1 月 13
日）
本学院主催 SSH 報 実施できなかった。 研 究 発 表 生 徒
告会の実施
および有志

実施する目的
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

成果検証の方法
評価・アドバイス
を次年度以降の
事業に役立てる
こと

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。外部 SSH 指導委員の制度は昨年より始めたが、今年度は昨年と同じメンバーである。そのため委員会前
の学校で行っている SSH プログラムの詳細説明が不要で忌憚のない意見がいただけると期待していたが、今年
度は生憎設定した日時に都合の悪い委員が多く、多様な意見が求められなかった。
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 13をまとめると以下のように集約できよう。
 外部委員会
特に川プロジェクトにおける本庄市への貢献度の高さと今後の連携方策、研究方向のサジェスチョン


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

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。今年度は、やや委員からの
発言が両校の SSH プログラム内容への質問に偏った面があり、アドバイスといただけた者は少なかった印象
がある。ただ、理工学部での論文マニュアルとの連携の指摘があり、具体的な活動として次年度実施したいと
考えている。
昨年度より始めた外部の有識者による委員会では、参加者が 2 名と少なかったが、特に川プロジェクトに関
するサジェスチョンをいただいた。次年度の研究方向が１つ見いだせた意義は大きい。
以上、いくつかの具体的で実行可能な指摘をいただけたことより仮説５は正しく機能したといえる。
3.2.6 SSH 事業成果の敷衍
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。

13

89p 付録 3 参照
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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
本学院 SSH 事業成果の敷 意見収集
す る テ キス ト 改訂
衍、特に授業改善法に関す
を行った。
る参考に供する
Web 教材の作成
①SSH 成果の報告
本学院 SSH 事業成果の敷 意見収集
を行った。
衍、特に教材としての Web
② 教 材 等の 作 成を
の利用効果の検証
始 め た が公 開 に至
っていない。
ちびっこ科学教室 地 域 の 子供 向 け科 講師・アシスタ
の実施
学 教 室 の開 催 を行 ン ト と し て
った他に、市民総合 SSH 部員・有
大 学 の 講師 を 務め 志生徒
た。
(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
昨年度編集した物理の教材集としてのテキストを改訂した。


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、現在制作中であり、公開に至っていない。



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学院主催の講座に加え、群馬県六合村、本庄市中央公民館、小笠原
母島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。

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
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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？小笠原では実施に至ったが、連携校のあるシンガポー
ル・台湾における実施はできないか？実施できると新たな国際交流プログラムの事例となろう。
また、上記とは別に、本庄市が市民に対して生涯学習活動の一環として提供している本庄市民総合大学（年
10 回程度の講座に出ると卒業証書がもらえる）の講師（講師は生徒）を 2 回務めることができた。また、NPO
の後援で、原発事故で埼玉県騎西町に避難している福島県双葉小および騎西小 5・6 年生に対して一泊の河川
調査合宿に参加している。
以上、科学教室における敷衍効果は客観的に評価できると判断される。リピータの増加や事後に提出させて
いるレポートの記述から、このことが参加生徒・市民の科学への興味を増幅する効果は大きいと思われる。こ
の点で、仮説は妥当と判断できる。一方で、冊子の評価についてはまだ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
今後の努力が望まれる。

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。
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。ただ、留意
しないと研究の焦点がぼけてしまう可能性が高い。
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。しかし、近年
飛び入りの希望も多くなり、長く継続するとこのようなイベントが学校の年中行事として根付いてくることが
わかる。大きなイベントの教育効果は単発ではわからず、長く継続する中で生まれてくるものも多いというこ
とである。
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。
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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
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。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、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「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 地域への貢献
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。生涯教育が当たり前の考えとなりつつある現在、自分を豊かにするために
知識や知恵を得るための場所が多数必要である。これからの学校は地域の生涯教育を推進するような文化拠点
になっていく必要がある。その一助となることができれば幸いであると考えている。

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。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。
選択科目は本学院と大学との接続をスムーズにするための効果的なシステムであるが、残念ながら専門的な
SSH 科目の履修者が集まらず閉講になる例が多くなっている。この点についても対策を講じる必要が生じてい
る。
現在、数学と英語等教科横断型のコラボレーションの計画があり、授業システムとしてその効果も検証した
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アカ
デミックリテラシー・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。
またプレゼンテーションスキルについては、今まで感覚的に行ってきたが、効果的な教育方法の分析とマニ
ュアル化を今年は実施したいと考えている。
（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究
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。
85 / 170

SSH report 2011, Waseda University Honjo Senior High School

国内連携プログラム、特に川プロジェクトについては地域小学校や有志高校生たちとの連携等、その連携の
幅が拡張することが予想されている。一方で、外部運営指導委員会のサジェスチョンにより、次年度の研究方
向の 1 つ（河川における簡易水力発電の可能性の研究）が提案されている。多様な連携の中、いかに研究内容
を先鋭化させる努力をするとともに、関わる生徒たちに多様な経験をさせることを目指したい。
国際交流プログラムにおいては、国際連携校間での共同研究の在り方について検討をする必要がある。Web
技術や SNS コミュニケーションツールを用いた、より効果的で時代的な研究成果表示と進化ツールの在り方に
ついても検討を重ねたい。
（オ）SSH 事業成果の敷衍
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。Facebook
や twitter 等新しい形態のコミュニケーションツールの利用についても検討を始めたい。
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
性を探るとともに Facebook や twitter 等のコミュニケーションツールの利用の是非についても検討を行う。
本学院主催の SSH 成果報告会を行い、科学教育関係者のみならず市民に開放し、広く評価を募る。

６．関係資料
付録 1 学部進学先の推移

1989 年～2011 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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付録２

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

2011 年度男子学部進学先割合

2011 年度女子学部進学先割合

教育課程表

2012 年度（平成 24 年度）
別表１（第 20 条関係）

教育課程表
学

教

科

国語
地理歴史

科
国語総合
現代文
古典
世界史Ｂ

目

年

第１
学年
４

２
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第２
学年
２
２
２

第３
学年
３
２

文系必修 理系必修
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公民

数学

理科

保健体育
芸術

外国語

家庭
情報
総合的な
学習の時間

日本史Ａ
地理Ａ
近現代の世界Ⅰ
近現代の世界Ⅱ
近現代の世界Ⅲ
近現代の世界Ⅳ
近現代の世界Ⅴ
近現代の世界Ⅵ
近現代の世界Ⅶ
近現代の世界Ⅷ
倫理
政治・経済
数学Ⅰ
数学Ⅱ
数学Ⅲ
数学Ａ
数学Ｂ
数学Ｃ
物理Ⅰ
物理Ⅱ
化学基礎
化学Ⅰ
化学Ⅱ
生物基礎
理科総合Ｂ
体育
保健
音楽Ⅰ
美術Ⅰ
オーラルコミュニケーションⅠ
オーラルコミュニケーションⅡ
英語Ⅰ
英語Ⅱ
リーディング
ライティング
英語Ⅲ
家庭基礎
情報Ｂ

２
２

２以上

２
２
３
３
３
２
２
２
３
３
１
２
２
２
３
１
△２
△２
３

２
１

２
２

２
３
３
３
２
２
２
１

１
２

総合的な学習の時間

１
１０

選択科目（■）
特別活動
合計

ホームルーム

１
３２

１
３２

４

１
３２

備考
① 芸術（△）は、音楽・美術から１科目を選択し、第１学年において履修しなければならない。
② 選択科目（■）として、別表１－２から理系進学希望者は４単位、文系進学希望者は１０単位を選択し、履修しなけれ
ばならない。
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別表１－２
教科
国語
地理歴史
公民
数学
理科
芸術

外国語

選択科目
科目

学校設定科目

源氏物語を読む、平家物語を読む、和歌を読む、日中比較文学、明治の文
学を読む、批評を読む、早稲田大学と文学、近代文学、古典入門
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
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、企業探求
▲数学Ⅲ
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・工学のための数学入門、微分方程式
入門
▲物理Ⅱ、化学Ⅱ、 地球環境、農業と環境、食品と化学、科学リテラシー
生物Ⅱ
デッサン、陶芸、ア・カペラ、合唱
●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 Conversation 、 英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、
Mathematics、中国語入門、朝鮮語入門、スペイン語入門、フランス語入
門、ドイツ語入門、ロシア語入門
食文化
情報と映像、情報と文化、情報サイエンスⅠ、情報サイエンスⅡ

家庭
情報
基礎心理学、マルチメディア
人間科学
備考
① 選択科目は第３学年に配当する。
② 各選択科目の単位数は、数学Ⅲ、物理Ⅱはそれぞれ３単位とし、それ以外は１科目当たり２単位
とする。
③ 数学Ⅲと物理は、２科目をあわせて履修しなければならない。
④ 理系学部進学希望者は▲の科目を、文系学部進学希望者は●の科目をそれぞれの選択必修科目と
重複して履修することはできない。

付録３

運営指導委員会議事録

□ 学内 SSH 運営指導委員会
開催日時 2011 年 1 月 13 日（金） 19:00～
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）
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高等学院側から、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、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がなされた。
本庄高等学院からは国際交流・多様な連携プログラムが及ぼす教育的影響と、成果の地域還元に話題を絞っ
て説明がなされた。次に、高等学院側からの全般的な SSH の取り組みの紹介があった。
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、○本庄学院、◎高等学院参加者〕
●海外との交流についてのフォローアップはどうしているか？本庄学院の卒論マニュアルはよくできている。
しかし、理工学部で教えていることとちょっと違う。意見交換をしたうえで、連携した方がいい。
〇フォローアップはテレビ会議 Polycom を使っている。英語指導は随時大学院生留学生にお願いしている。
〇卒論マニュアルについては是非理工学部側から指導をいただきたい。
●昨年は JSEC の審査員をやっていて（高等学院生徒がグランプリを獲得したので）鼻が高かった。JSEC で
は年々研究レベルが上がってきている。そういう中で、全体として理系を増やす意味では効果が上がっている。
量学院には「いかに尖がらせるか？」というところを実行できる仕組みが欲しい。「世界で初めて見つけた」
ということができる生徒を育てる仕組みが欲しい。
◎高等学院で卒論指導をやっていて感じるのは、まだ担当者レベルとしてはまだまだということである。もっ
と、母数を広げないと伸びる芽を見つけることができない。生徒自身にテーマを選ばせるので、できるだけ理
系のテーマを選択させるような仕掛けづくりが必要。
◎入学した時から研究テーマを持たせることが JSEC のテーマにつながっている。高等学院に入る以前からの
興味の持たせ方が重要である。
〇昨年の暮れに SSH 情報交換会に出たときに、早稲田大学が国のプロジェクトにどれだけ貢献すべきかとい
う議論があった。（
を発見した）水戸の高校の例をみるとまさに本物が重要に思える。私が高校の時
も、本物の測定機器を自由に使える環境があった。そのような環境をどう与えるか？本庄学院の場合、そのよ
うに自由に使える環境を作ってほしい。
●連携をする際に、早稲田大学の PR も是非お願いしたい。
●理科離れをどうするか？SSH がきっかけとなって高校全体にいい効果があるといい。高校教育全体にいい
効果が上がっていく活動が行われているように思える。
●基礎的な学会の高校生セッションを是非利用してほしい。動画をとっておいていただいてアーカイブとして
高大連携として利用するのはいかがだろう。
●各校、理科系のカリキュラムの中でどういう風に SSH 活動を位置付けているのか？科学クラブとの連携は
どうしているのか？
〇本庄学院では 2 年で SSH クラスを作っている。3 年は選択授業で自分の能力を高めている
●海外プログラムは夏休みに行われるのか？
〇本庄学院では、科学クラブ生徒以外でも各プログラムに参加する生徒を募っている。
◎高等学院は SSH 指定校になったからといって特別な授業はしていない。
●先生方も相当エネルギーをかけてご指導いただいている。受験を意識しない付属だからこそできること。こ
の委員会は、高校以外の目が必要ということで成り立っていると思うが、鎌田総長が多忙なこともあり、次回
からは橋本先生に委員長を代わらせてもらいたい。
●最近高校時代のことを考えると当時の生物の授業を思い出す。そんなには好きになれなかった授業だが、高
校時代の同級生を見ているとその分野の研究者になっている者が多い。そのとき食いついた対象がその者の今
の研究課題になっている。はるか上にあるようなものを提示していくことが、高校生の向上心をくすぐる。普
通の高校のカリキュラムを超えたものを与えることは意味のあることである。もう１つは、東大に I スクール
というものがある。イノベーション活動で、総合的な研究をしないとやっていけない。同時にプレゼンテーシ
ョン能力やマネージメント能力が必要とされる。早稲田でも総合力・想像力をつくるやり方が必要と考える。
３つめは、高等学院だからこそできるメリットをもっと生かしていってほしい。大学でもそういう人間が核に
なってもっと上のレベルを目指していける。大学としてそのような人間は心強い。
□外部 SSH 運営指導委員会（2012/3/3、17:00～）
場所：早稲田大学本庄高等学院
参加者：大塚岳史（NPO 法人「川・まち・人プロデューサーズ」理事）、真下（NPO 法人「川・まち・人プロ
デューサーズ副理事」、影森徹（早稲田大学本庄高等学院物理科）、半田亨（早稲田大学本庄高等学院情報科）
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質疑応答[●SSH 運営指導委員、〇本庄学院]
〇今年度の川プロジェクトの活動はどうだったか？
●すばらしかった。市民大学の発表も素晴らしかった。双葉町との合宿も良かった。小学生向けにも大人向け
にも活躍してくれた。
●今までで一番大人が食いついた講座だった。どちらの講座も良かった。女子高生が教えるというのは新鮮で
ある。6 人がそれぞれ教えてくれたのが良かった。2 回目で面白かったのは、受講生が孫や子供に教えるよう
な質疑があり、成人向けの講座としては議論が積極的だった。
●大人同士だと硬直してしまうような課題でも、高校生が入ることによってクッションになるという効果があ
るように思う。
●このようなやり方は他の場面でも使えるかもしれない。
●次年度は、１つは小学校との連携を深めたいと思っている。これが今回のシンポジウムのテーマでもある。
今までは F 小学校だけであったが、元小山川を中心に参画する小中を広げていきたいと思っている。K 先生が
手軽な方法で始められる方法として、自分で魚を取って説明する授業を行っており、これから F 小以外にも広
げていけたらと思っている。小学校で気概を持っている先生もいるが、その先生たちの協力をどう得るかが、
組織的に動かそうとすると歯車が重くなる。
●今度のシンポジウムが転換点となってくれるといいと思っている。F 小も学校で動いている感じがあったが、
教員の異動によりそうでもなくなってきた。やっと教育長庁とも相談できるようになった。
●S 研究室の活動は、本庄での調査が現実に減ってきている。
〇S 先生は何を求めているのか。
●環境教育が教えられる人を作りたいといっている。そういう人たちが各学校で環境教育を進めていく核とな
る。
●僕らも先生と付き合い始めたときは環境教育に興味を持っていないと思っていたが、7 年前ころから地域の
連携や環境教育を口にするようになった。
●環境を改善するには研究だけでなく、学校以外の連携が必要、子供たちに対する教育が必要である。それら
色々なことがわかってきた。
●環境教育は、（テーマが大きすぎて）安直にテーマにできないジというジレンマを感じている。
〇T 農業の先生と組ましてもらえないかと思っている。アシの利用・水力発電等テーマの広がりがいっぱいあ
る。
●水力発電については、川は権利が難しいので、正式に県とちゃんと話がつけられるか。
●御陣場川の取水口にゴミがたまるのでオイルフェンスのような形でごみを排除する工夫。
〇発電量は時期によるだろう。藻が繁茂する時期があるのでその時期は難しい。
●藻は秋口に多い。水力発電はやってみたいテーマ。取水口は汚泥も多い。県と折衝するうえで実施した時の
イメージがあると説得に効果的。実験のための設置が許可されると面白い。本庄学院生徒がシミュレーション
をしてみてその結果をレポートしてもらうのはインパクトが大きい。
〇まずは水量を調べてみましょう
●清流ルネッサンス II プロジェクトもこの 3 月で終わる。この活動は 10 年ぐらいやっていたのかな？その結
果、少しは川環境が改善されたという自負がある。
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第二部

コア SSH 枠研究開発実施報告書
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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 23 年度コア SSH 研究開発実施報告（要約）
① 研究開発課題
「台湾高瞻計画指定校と日本スーパーサイエンスハイスクール計画指定校間における科学教育交流シンポ
ジウム（台湾高瞻計画・日本 SSH 計画科学教育交流シンポジウム・HPS-SSH Science Education Exchange
Symposium(SEES と略)）の中で考える次世代型科学教育プログラム」の研究
② 研究開発の概要
天然資源に恵まれない日本・台湾両国は国際的に活躍できる人材を育成するため、かねてより教育に力を
注いできている。科学教育に視点を絞ったとき、日本では 2002 年度より Super Science High School（SSH）
計画が、台湾では SSH 計画を参考に 2006 年度より高瞻計画(High Scope Project、HSP)が実施されている。
両計画の接点をつくるべく、台湾高瞻計画と日本 SSH 計画との交流シンポジウムが 2008 年度より 2 回、
台湾側の招待で実施されている。ここでは主として双方数校の具体的な実践報告が行われてきた。
この交流シンポジウムは 2010 年 8 月 21 日～25 日の日程で日本・SSH 校である静岡北高校を舞台に日本で
開催された。本庄学院・静岡北高校双方がこの交流シンポジウムの日本開催の必要性を認識し、双方がこの
会の開催に関するコア枠指定を申請している。8 月の開催に先立ち、両校は 5 月 30 日～6 月 3 日の日程で台
北を訪れ、台湾高瞻計画事務局側と事務協議をするとともに、台湾側の計らいで高瞻 2 校を訪問し生徒とと
もに研究発表ならびに課題研究を行い、交流を深めた。8 月のシンポジウム（SEES と名付けた）は、今まで
台湾で開催された 2 回の会をより深化させ、コンテスト形式の生徒の課題研究を取り入れ、ユニークで意義
の深いものであった。
今回のこの申請は、今まで計 3 回の交流シンポジウムを踏まえ、次世代の科学教育の行方を見つめ、国際
的な場で活躍できる創造性豊かな科学研究者・技術者の卵を孵化させられるような科学教育プログラムを検
討するとともに、日台両国の科学教育レベル向上に寄与したいというのが本研究の目的である。
具体的な成果として以下のものを期待する。
 個々の研究、科学教育実践に対する多様なアイデア・アドバイスの獲得
 参加校間の科学教育情報ネットワークの構築、特に高瞻計画校と SSH 校間の交流開始のきっかけ
 日台間における効果的科学教育コンペティションの検討、およびその検討過程を通じて得られる国
際化の中での次世代型科学教育の在り方のイメージ形成
 科学英語コミュニケーションの機会
③ 平成23年度実施規模
日本・台湾それぞれ約 10 校（1 校あたり生徒最大 4 名＋教員最大 2 名）の参加を想定。
本庄高等学院の補助および参加生徒（SSH 部員＋有志）約 40 名
④ 研究開発内容
○研究計画
① 日本 SSH・台湾 HSP 科学教育交流シンポジウムの開催を通じた、国際交流型科学教育プログラムの及
ぼす教育効果の研究
このような国際交流型プログラムにおける教育効果といっても内容は多岐にわたる。本シンポジウムの
メインとなるポスターセッション・研究発表会・コンペティションや付随する文化交流などのイベント等
生徒が参加するイベントの他、教員用のワークショップを設ける予定である。これらイベント各々が参加
者に「知識」として与える効果もあるが、「このようなプログラムに参加した」ことによって得られる「総
合的」な効果もある。それらは生徒のみならず教員にとっても同様である。また、コンペや表彰を考えた
とき、「評価方法」をどうするか？ということも話題になろう。
ここでは、「各々のイベント形態における教育効果」、「特に日本生徒における科学英語に対する教育
効果」、「教員における教育効果」の 3 点からこの国際交流型教育プログラムの教育効果を、本シンポジ
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ウムの準備段階から含めて考察する。
特に、シンポジウム 2 日目～3 日目に、日台生徒をシャッフルし、4 名程度のチームを編成し与えられ
た課題に取り組む「コンペティション」を行う。2 日目午前中のレクチャーで問題及び必要とされるであ
ろう理論の説明とチーム分けを行う。課題は、創造力が問われる問題解決型・オープンエンドなものを精
選する。翌日課題作品のデモンストレーションとプレゼンテーションで優劣を競う予定である。
研究発表やポスターセッションと異なり、コンペティションは課題設定やコラボレーションの仕掛けづ
くりを含め、主催者側がアレンジを考えなくてはならない。効果的な課題を検討したい。
② 国際交流プログラムにおいてネットワーク利用がもたらす可能性の研究
高度で深遠な生徒研究や、創造性とアイデアを駆使するコンペティションとは別に、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。さらに科学の裏にある文化やアプロ
ーチ・方法論の両国差の違いを浮かび上がらせ、両国のより一層の理解につなげるプロジェクトはできな
いだろうか？
③

成果のまとめと公開
本研究の成果を報告書にまとめるとともに、②の Web とともに広く社会へ公開する。

④

運営指導委員会の開催
本研究に対するアドバイスや批判を得るために有識者による運営指導委員会を開催する。
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による効果とその評価
本計画は、3.11大震災とその後の原発事故の影響により、特に台湾側参加校の応募がなく、開催すら危ぶ
まれた。その影響により、年度前半に計画していた台湾への事前訪問は実行することができなかった。結果
として当初の計画を上回る日台双方11校の参加を得ることができ、盛会のうちに終えることができた。
本シンポジウムのような2国間多校参加のもとで行われる国際交流プログラムの良い点を確認することが
できた。１つには双方の「国として」の傾向が比較しやすいことである。ここでも日本としてのいくつかの
課題が浮かび上がった。特に差を感じた内容は「英語力の問題」はもちろんであるが、それ以前の問題とし
て「研究レベルの差」「プレゼンテーションスキルの差」「このようなイベントに臨む姿勢の差」が見られ
た。また、参加生徒のモチベーションと達成感を高めるとともに、研究成果の向上に活かすために、4部門
で評価を実施し、優秀者への表彰を行う試みをした。そこでは、より客観的でフィードバックしやすい評価
を目指し、評価シートの工夫を行った。この過程を通し、評価の在り方についてもいくつか成果が上がって
いる。
２つには参加生徒の相手国が１つであると文化への対応が容易で交流しやすいことである。特にコンペテ
ィションの場では両国生徒が打ち解けてディスカッションを交わす場が見られた。
3つ目には教員間交流の中から新たな学校間交流のきっかけが作りやすいことである。台湾は地理的にも
近く治安も良く、親日的であるため交流しやすい国である。本シンポジウムをきっかけにいくつかの学校間
交流の芽が作られている。
②についてはWebサイトを構築公開したが、現実にWebサイトに多くの機能やコンテンツを加えることにつ
いては、知的所有権や肖像権への配慮、ネット上の議論の管理等多くの困難があることが分かった。
○実施上の課題と今後の取組
本コアSSH計画はこれで終了するわけであるが、上記「英語力の問題」「研究レベルの差」「プレゼンテ
ーションスキルの差」「このようなイベントに臨む姿勢の差」は、日本のSSH全体が抱える問題として継続
検討が急務である。またネットワーク時代の現在、今後Webによる教材や議論の公開も様々な場面で進めら
れていくことと想像するが、事前にクリアすべきいくつかのポイントを整理しておく必要がある。
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別紙様式２－１
早稲田大学本庄高等学院

22～26

平成 23 年度コア SSH 研究開発の成果と課題
① 研究開発の成果
参加両国における収穫
 様々な面で、相手国と比較することにより、自国の良い点・欠落している点が明確になったこと。
それは今後へ活かすことにつながる。
 国家間で今後の交流をさらに深めるきっかけとなったこと。
対日双方の参加校における効果
 学校間交流のきっかけができたこと。
参加生徒の変化
 特に相手国の状況を目にして、様々な面におけるレベルの差を実感することができたこと。日本側
にとっては、台湾側の「研究のレベルが高いこと」「プレゼンテーションスキルが高いこと」「英
語力が高いこと」などを目の当たりにすることができ、刺激となった。それは今後の研究や学習へ
のモチベーションとなった。
 研究発表やコンペティションを通し、多様な研究の視点やアイデアがあることを実感できたこと。
 評価シートによる評価により、自分の研究の良い点悪い点がわかったこと。
 国際交流の場に参加することにより、このような場に違和感を持たなくなったこと。
 人的ネットワーク（友情）が広まったこと。
教員の変化
 台湾の高校・国内校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
交流のきっかけができたこと。
 台湾や他校との比較により自校の指導の良い点・不足している点がわかったこと。
 特に教員ワークショップにより、教材や教育方法を整理し見直すきっかけになったこと。
② 研究開発の課題
本コアSSHプログラムは単年度計画であるため、今回得られた国際交流プログラム内容や展開方法に
関する反省やアイデアを次年度以降に活かすことはできない。それらについては、以降の報告書本文で
明示し、必要な場合に参考としていただくことになる。
本シンポジウムは2国間多数参加校で行ったため、両国の傾向や差異が明らかになる点が大きな成果と
してあげられる。以降報告書で述べているように、特に
(ア) 英語力の差
(イ) 研究レベルの差
(ウ) プレゼンテーションスキルの差
(エ) 取り組み姿勢の差
は日本SSH全体として、同時に各校の問題として急務課題として取り組む必要がある。
上記のうち（ア）（イ）は学校として努力することと同時に、国家としてシステム作りをする必要が
ある。（ウ）は適切な教材を作るとともに、それぞれの学校が場数を生徒に与えることによって解決が
可能である。（エ）はそれぞれの学校が、生徒に国際交流の場を数多く与え、慣らすことが必要であろ
う。
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はじめに
SEES2011 事務局

半田亨

2011 年 3 月 11 日に起こった 1000 年に一度と言われる大地震とそれに伴う大津波により、東日
本は極めて大きな被害を受けました。その直後に福島原子力発電所の事故が発生しました。さらに
その後しばらくの間、食糧・燃料・エネルギー不足が続きました。原発事故に起因する放射線の問
題はこれからも果てしなく長く尾を引くことでしょう。
これら一連の大事件は、直接の被災者にはもちろんですが、私たちすべての日本人の心に大きな
傷を作りました。それは、永遠に消えない傷跡やトラウマとして残ることでしょう。一方で、この
ことはそれまで意識せずに暮らしていた私たちに、同じ「日本国民」としての自覚を再起させまし
た。同時に、それまで“正しい”“当たり前”“安全”として信じていた科学技術に対する根強い
不信感と嫌悪感が生まれました。特に、原発からの放射能漏れとそれに関する一連のマスコミ報道
に際しては、私たちが原子力発電や放射線に対する科学知識をほとんど持っていなかったという事
実を知ることになりました。
ちょうど 3 月のその頃は SSH 成果報告書作成の時期であり、私たちは「このような時にコア SSH
を申請すべきなのか？」という自己問答を何度もせざるをえませんでした。4 月初頭にコア SSH の
許可が下りた時にも「このような状況でコア SSH プログラムを実施していていいのか？」という思
いから開催のモチベーションがなかなか上がりませんでした。しかし、その後の日本の様子を見る
につけ、「科学技術に対する不信感が増大し、科学教育の在り方の再考が求められている今だから
こそ、そのことを問うためにこのシンポジウムを開催する意義は大きいのではないか？」という考
えに変わっていきました。
しかし現実は簡単ではありませんでした。長く続く余震や収束の糸口も見えない福島原発の状況
から、国際交流プログラムを実施している学校では軒並み参加校が少なくなったり規模を縮小、あ
るいは実施を見合わせざるを得ない事例がほとんどであることを耳にしていました。本シンポジウ
ムも、「何校参加してくれるんだろう？」と不安だらけでした。事実、特に台湾からの参加校にお
いては、当初 8 月末を応募締切にしていましたが、参加意思を表明してくれた学校は 2 校だけでし
た。このあたりでは本当に開催が危ぶまれました。その後、10 月までに 11 校に増えたことの裏側
には、台湾高瞻計画事務局の全面的な働きかけがあり、本当に感謝しています。
国土が狭く天然資源を持たないという同じ事情を抱える台湾・日本の科学教育にとって、このよ
うなシンポジウムの開催は大変意義深いものと考えます。昨年度静岡北高校を会場として開催され
た SEES2010 は、研究発表・ポスターセッションに加え、コラボレーション課題研究作業や工場見
学等を含めた、大変ユニークで密度の高いシンポジウムでした。今年度は、その流れを引き継ぐと
ともに新しい要素も加え、教育効果を高め、すべての参加者にとって収穫の多い意義深いプログラ
ムにできたと少しばかりの自負をしています。無事に終えたことに安住するのではなく、3.11 以降、
改めて私たちに問われている「これからの科学教育の在り方」を検証する材料をこの報告書の中で
論じていきたいと考えています。
高度な科学教育への国際的な必要性の高まりの中、毎年様々な国際交流プログラムが開催されて
います。本シンポジウムが、そのようなプログラムの１つのワールドスタンダードになることを願
っています。そしてこの中で生徒・教員問わず、新しい友情のネットワークが生まれ、その中で新
しい科学教育のアイデアが生まれるきっかけとなっているならば、主催者としてこれ以上の喜びは
ありません。それはまさに、このシンポジウムの略称 SEES が、科学者の種 SEEDS を育てること
にあやかって命名されたことを具現するものだからです。
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１．コア SSH 計画の目的と概要
1.1 事業計画書における事業目的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------１．事業題目
「台湾高瞻計画指定校と日本スーパーサイエンスハイスクール計画指定校間における科学教育交流シンポジ
ウム（台湾高瞻計画・日本 SSH 計画科学教育交流シンポジウム・HPS-SSH Science Education Exchange
Symposium(SEES と略)）の中で考える次世代型科学教育プログラム」の研究
２．事業の方法
（１）研究の概要
天然資源に恵まれない日本・台湾両国は国際的に活躍できる人材を育成するため、かねてより教育に力を注
いできている。科学教育に視点を絞ったとき、日本では 2002 年度より Super Science High School（SSH）計
画が、台湾では SSH 計画を参考に 2006 年度より高瞻計画(High Scope Project、HSP)が実施されている。
両計画の接点をつくるべく、台湾高瞻計画と日本 SSH 計画との交流シンポジウムが 2008 年度より 2 回、台
湾側の招待で実施されている。ここでは主として双方数校の具体的な実践報告が行われてきた。
この交流シンポジウムは 2010 年 8 月 21 日～25 日の日程で日本・SSH 校である静岡北高校を舞台に日本で開
催された。本庄学院・静岡北高校双方がこの交流シンポジウムの日本開催の必要性を認識し、双方がこの会の
開催に関するコア枠指定を申請している。8 月の開催に先立ち、両校は 5 月 30 日～6 月 3 日の日程で台北を訪
れ、台湾高瞻計画事務局側と事務協議をするとともに、台湾側の計らいで高瞻 2 校を訪問し生徒とともに研究
発表ならびに課題研究を行い、交流を深めた。8 月のシンポジウム（SEES と名付けた）は、今まで台湾で開催
された 2 回の会をより深化させ、コンテスト形式の生徒の課題研究を取り入れ、ユニークで意義の深いもので
あった。
今回のこの申請は、今まで計 3 回の交流シンポジウムを踏まえ、次世代の科学教育の行方を見つめ、国際的
な場で活躍できる創造性豊かな科学研究者・技術者の卵を孵化させられるような科学教育プログラムを検討す
るとともに、日台両国の科学教育レベル向上に寄与したいというのが本研究の目的である。
具体的な成果として以下のものを期待する。
 個々の研究、科学教育実践に対する多様なアイデア・アドバイスの獲得
 参加校間の科学教育情報ネットワークの構築、特に高瞻計画校と SSH 校間の交流開始のきっかけ
 日台間における効果的科学教育コンペティションの検討、およびその検討過程を通じて得られる国際
化の中での次世代型科学教育の在り方のイメージ形成
 科学英語コミュニケーションの機会
（２）研究開発の実施規模
日本・台湾それぞれ約 10 校（1 校あたり生徒最大 4 名＋教員最大 2 名）の参加を想定。
本庄高等学院の補助および参加生徒（SSH 部員＋有志）約 40 名
（３）平成 23 年度の研究開発の内容
① 日本 SSH・台湾 HSP 科学教育交流シンポジウムの開催を通じた、国際交流型科学教育プログラムの及ぼ
す教育効果の研究
このような国際交流型プログラムにおける教育効果といっても内容は多岐にわたる。本シンポジウムのメ
インとなるポスターセッション・研究発表会・コンペティションや付随する文化交流などのイベント等生徒
が参加するイベントの他、教員用のワークショップを設ける予定である。これらイベント各々が参加者に「知
識」として与える効果もあるが、「このようなプログラムに参加した」ことによって得られる「総合的」な
効果もある。それらは生徒のみならず教員にとっても同様である。また、コンペや表彰を考えたとき、「評
価方法」をどうするか？ということも話題になろう。
教育の国際化の中、世界的に交流イベントは増加傾向にある。それらは大きく分けると３つのタイプに分
類される。1 つ目は ISSF や立命館高校が主催している RSSF に代表されるような「多くの国から多くの参加
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者を招いて行うプログラム」、2 つ目は本プログラムの様な「2 国間で行うプログラム」、3 つ目は「2 校間
で行うプログラム」である。1 つ目は大規模になり参加者の目的が多様になるため、個々人が得られる効果
のばらつきが大きく、測定が難しいと思われる。3 つ目は評価はしやすいがイベントの規模と交わされるア
イデアの広がりが限定される。その意味で、2 つ目の形態が現実的で教育効果の高い形態なのではないかと
考えている。
ここでは、「各々のイベント形態における教育効果」、「特に日本生徒における科学英語に対する教育効
果」、「教員における教育効果」の 3 点からこの国際交流型教育プログラムの教育効果を、本シンポジウム
の準備段階から含めて考察する。
特に、シンポジウム 2 日目～3 日目に、日台生徒をシャッフルし、4 名程度のチームを編成し与えられた
課題に取り組む「コンペティション」を行う。2 日目午前中のレクチャーで問題及び必要とされるであろう
理論の説明とチーム分けを行う。課題は、創造力が問われる問題解決型・オープンエンドなものを精選する
（例：与えられた材料で電池と車を作りより長く走ることを競う［2009 年度 Singapore International
Science Challenge の例］p××）。翌日課題作品のデモンストレーションとプレゼンテーションで優劣を
競う予定である。
研究発表やポスターセッションと異なり、コンペティションは課題設定やコラボレーションの仕掛けづく
りを含め、主催者側がアレンジを考えなくてはならない。効果的な課題を検討したい。
② 国際交流プログラムにおいてネットワーク利用がもたらす可能性の研究
高度で深遠な生徒研究や、創造性とアイデアを駆使するコンペティションとは別に、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。さらに科学の裏にある文化やアプロー
チ・方法論の両国差の違いを浮かび上がらせ、両国のより一層の理解につなげるプロジェクトはできないだ
ろうか？
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する。
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。
ネットワークと Web を利用した科学教育の可能性を探り、その教育効果を考察したい。
③

成果のまとめと公開
本研究の成果を報告書にまとめるとともに、②の Web とともに広く社会へ公開する。

④

運営指導委員会の開催
本研究に対するアドバイスや批判を得るために有識者による運営指導委員会を開催する。

【参考】予定しているタイムテーブルとその詳細
実施内容
日時
業者選定
4～5 月
台湾側への打診（特に台湾側参加校選抜方法について）
国内案内送付対象校への第一次案内（ラフスケッチ）送付、参加校募集
前年度開催校静岡北高校との情報交換
シンポジウムスケジュール等打ち合わせ（特に参加教員ワークショップおよび課題研究コン
ペ方法）
特に生徒課題研究の課題と評価方法検討
参加校決定
ネットワーク利用方法の検討（Web 発信等）
教員各 2 名および生徒 4 名が台湾を訪問（3 泊 4 日）
6月
高瞻計画事務局との打ち合わせと生徒交流（研究発表・課題研究・文化交流）、その場を利
用し評価シートの検討等を行う。
参加校へ第二次案内送付、研究発表募集
7 月～12 月
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12 月中下旬
12 月以降

アシスタント等の募集
シンポジウム資料（パワーポイント翻訳集やレジメ等）を作成する。課題研究評価基準とコ
ンペティションの内容を確定し、シンポジウム開催のための詳細な連絡や調整。
第三次案内送付（スケジュール発表）
シンポジウム開催および近隣 SSH 指定校、研究所・博物館等視察（5 泊 6 日）
会場は早稲田大学本庄キャンパス
報告書を作成し、配布すると共に、外部発表の機会を設ける。
運営指導委員会による評価を得る。
次年度シンポジウムに加えるネットワーク利用・継続型プロジェクト科学教育プロジェクト
の検討・案内・実施

「2011 日台科学教育交流シンポジウム（SEES）」の具体的な進行イメージ
実施内容
行程
時間
高校生
高校教員
1 日目
午後
到着
到着日
歓迎セレモニー（生徒主催ミニワークショップ）・歓迎夕食会
開会式 日本および台湾側代表からのあいさつ
午前
2 日目
基調講演
ポスターセッション
科学教育
交 流 シ ン 午後 生徒研究発表会
高校生の研究を日本と台湾の高校教員と研究
ポジウム
発表時間 15 分間、質疑応答は 10 分間程 者が共同して審査する。優秀者には賞を与え
の 1 日目
る。講評と助言を行う。
度とする。
※分科会に分けるかは今後の検討（分科
会に分けると発表数は増やせるが、評価
水準にばらつきが出る）
※研究発表ポスターは会期中掲示
3 日目
4 日目

終日
午前

科学教育
シンポジ
ウムの 2
日目

午後

5 日目

午前

チーム毎のディスカッションとコンペテ
ィション（発表）
課題研究内容をまとめ、簡単なプレゼンテ
ーション資料を作る時間を与える。課題に
対するコンペティションとプレゼンテー
ションを行う。

午後

閉会式
表彰（生徒研究とデモンストレーションの結果の優秀者）
パネルディスカッション（日台の科学教育について）
日本・台湾の代表からのあいさつ

科学教育
シンポジ
ウムの 3
日目

One-day Trip(博物館および企業や研究機関の見学、自然地形等の見学)
ワークショップ
コンペティションへのレクチャー
アクティビティを実施する際に必要とな 分科会に分ける。各分科会において SSH 校、
HSP 校、双方から指導方法や教材開発の具体
る基礎知識を英語で学習する。
的な事例を持ち寄り、実際に教員が体験す
課題研究（コンペティション）
日本と台湾の高校生が混合した 4 名のチ る。
ームを編成し、課題に取り組む。参加校教 専門家による先進的な科学教育の取り組み
員を Facilitator として生徒指導にあた 例や実験教室等も検討材料。
生徒の状況を見る時間は適宜設ける。
る。

都内ホテルへ移動
文化交流（Cultural Performance）
99 / 170

評価シートによる生徒コンペティションの
評価

SSH report 2011, Waseda University Honjo Senior High School

6 日目

午前
午後

科学未来館見学・自由行動
空港→台湾帰国
------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 多様な交流プログラム形態と SEES
ネットワーク時代の今、教育は国際化に向けて大きな変革の時期にある。この流れを受け、世界的に交流イ
ベントは増加傾向にある。それらは大きく分けると３つのタイプに分類される。1 つ目は各国持ち回りで毎年
開催されている International Student Science Fair(ISSF、2011 年度はタイが会場）や立命館高校主催で毎
年開催されている JSSF に代表されるような「多くの国から多くの参加者を招いて行うプログラム」、2 つ目
は本プログラムの様な「2 国間で行うプログラム」、3 つ目は「2 校間で行うプログラム」である。1 つ目は大
規模になり参加者の目的が多様になるため多様な交流とアイデア獲得が期待できるが実施準備が大変である。
3 つ目は交流やアイデアの広がりが限定されるが実施が容易である。その意味で、2 つ目の形態が現実的であ
る程度高い教育効果が期待できる形態なのではないかと考えている。
２．計画の進行状況
2.1 進行の概要
事業計画書 1.1 に書いた予定に対して、実際には以下のような経緯でコア SSH 計画が進行した。
2011 年 3 月 11 日の東日本大地震とその後の津波被害、特に福島第一原子力発電所事故に伴う放射能の飛散
により、上記事業計画書に記載したスケジュールを大きく変更せざるを得なかった。一番、頭を悩ませたこと
は余震や放射線に対する不安や誤解から台湾側学校の応募の出足が大変悪かったことである。また、運悪く
2008 年からお世話になっていた高瞻計画事務局の人事が 7 月末で変更になるが新事務局の人員が固まってい
ないとのことで、本件の連絡引継がうまくいっていないことを見て取ることができた。当初は、前年の SEES
同様、高瞻計画事務局に参加校への連絡ととりまとめをお願いしていたが、次期事務局が参加校へ日本渡航の
予算を支出するかどうかわからない状況の中、まったく反応をもらうことができなかった。
5 月 22 日～29 日に開催された Singapore International Science Challenge2011 の会期中、台湾高瞻計画
団がマレーシア・シンガポールを視察するという情報を得て、シンガポールで事務局の黄先生に相談の時間を
とっていただいた。ここで、現在の状況では台湾側の学校に対し直接招待状を送付した方がいいというアドバ
イスを得た。その後、〆切の 8 月末の時点で参加を表明してくれた学校は 2 校であった。その後、事務局の引
継が翌年 1 月に伸びたということで、黄先生は招待状を送った学校への参加の働きかけをしてくださった。そ
の結果、10 月には 11 校から参加の表明があり（この時点で国内参加校も 11 校）、これでいいシンポジウム
が開催できると確信した。
しかし、このような経緯からシンポジウム以前に予定していた、事務打ち合わせと生徒研修を含めた台湾事
前訪問ができなかったことが残念であった（3 月 11 日～13 日の事後取材計画に変更）。
以下、本計画に関する主な進行のポイントを述べる。
日時
2011 年
4 月初頭
5月6日

内容
コア SSH 許可の連絡

備考
学内へ報告

学内 SSH 委員会で募集の方法と
開催時期を検討

6月7日

第一次アナウンス（募集連絡）

＊国内校の募集については、以下の方法で募集を行うことと
した。
① 前年度開催校・JSSF 開催校として今までの経験から指
導・アドバイスを得るため静岡北高校・立命館高校に参
加を要請する。
② 地域的な貢献を考え、埼玉・群馬・東京、群馬・茨城、
東北と段階を追って東に日本を中心に参加希望校を募
る。
＊台湾の参加校については前年度静岡北高の例に従い、高瞻
計画事務局を通して HSP 校に連絡を送ってもらうこととし
た。
＊開催時期は、他の SSH プログラムや校内行事の都合、お
よびクリスマスを外すことを考え、12 月 18 日～23 日と決
定した。
＊国内校については、上記の広げ方で実施。結果として〆切
100 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次

6 月中旬
7月6日

8 月下旬
9月7日

9 月 20 日
10 月中旬
11 月
11 月 17 日

12 月 7 日
12 月 14 日
12 月 15 日
～16 日

12 月 17 日
（前日）
12 月 18 日
12 月 19 日
12 月 20 日

台湾 HSP13 校の校長へ招待状の
送付
学内 SSH 委員会でシンポジウム
内容の概要を検討

影森（物理科）デンマークのレゴ
社で研修を受ける
学内 SSH 委員会で以下の内容の
確認
① シンポジウム内容の詳細決
定
② 台湾参加校の状況と増やす
対策
第二次アナウンス（詳細連絡）

業者選定作業
パンフレット作成の開始、シンポ
ジウム用物品調達
学内 SSH 委員会で以下の内容の
確認（業者も参加）
① シンポジウム中の教員の役
割分担
② 生徒の動き・参加形態
※この後、生徒委員会は随時（11
月 26 日～12 月 7 日の試験期間
除く）
※この後、業者との打ち合わせは
随時実施
開会式会場等の下見
パンフレット納品
関連生徒との打ち合わせ
設営・配布物等準備作業（生徒・
教員）

※この日は終日保護者会
夕方より、会場への物品搬入・会
場整備
受付準備（16:00～）と台湾チー
ムの空港出迎え（12:00～）
One Day Trip
基調講演
生徒研究発表
ポスターセッション
文化交流

の 7 月末までに 9 校の参加校が得られている。
＊台湾高瞻計画事務局へ、HSP 校へのアナウンスの送付を
依頼。
〆切とした 8 月末時点で参加希望校は 2 校のみ。
校外活動（ワークショップ・フィールドワーク）・生徒研究
オーラル発表・ポスターセッション・コンペ課題・文化交流
の他、教員の勉強の場となるような会であること、生徒活動
に対し賞を設けること等の方向性を確認。コンペのテーマは
レゴにすることの提案。

＊スケジュールの詳細、基調講演・挨拶の依頼先、One Day
Trip のコースと訪問先の手配等の確認
＊台湾側参加校が少ない場合でも 1 校当たりの参加生徒を多
くしてもらう方向で実施することを確認。

国内参加校は 10 校になった。また、高瞻計画事務局の努力
により台湾側参加校もこの時点で 6 校になった。参加校へ送
付。Web サイトの作成と申込みフォームの添付。
国内・台湾双方の参加校が 11 校になる。

＊より積極的・主体的に生徒に関わらせることにより、達成
感と様々な経験が得られるようにしたいという考えから、以
下の体制を作ることとした。
①生徒 SEES 運営委員会を作る。
②委員会は以下の係から構成する。
＊コーディネイト班（運営設営・配布物等準備）
＊取材班（記録・Daily News 制作）
＊バディ班（台湾参加校補助）
＊司会班（会期中の司会進行分担）

会場側との打ち合わせ
＊バディ・司会への指導
＊運営・準備手順の確認
参加者配布資料（パンフレット・学校案内・Welcome News
Paper・Useful Information・遠足の見どころ・本庄市内地
図・早稲田大学案内・記念品等）、コンペ用コース制作、名
札準備、元素ビンゴ作成、・・・
＊ポスターセッション用パネル搬入、机の設営、SEES ポス
ターの貼付
＊学校ごとのポスター貼り付け位置の決定
各ホテルで受付後チャーターバスで開会式会場五州園へ。
開会式後 Welcome Party
3 コースに分かれての研修
＊生徒研究発表は 3 分科会に分けて実施
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12 月 21 日

12 月 22 日

12 月 23 日
1 月中
2月6日
2月7日
2 月 21 日
2 月 28 日
3 月 11 日～
13 日
3 月中

優秀研究発表プレゼンテーショ
ン
① 生徒：課題コンペ（基礎知識
のレクチャー、チームごとに
課題に取り掛かる）
② 教員：研修・ワークショップ
（終日）
課題コンペ作品発表・評価
表彰式・閉会式
都内移動（台湾チーム、日本チー
ムは解散）
早稲田大学西早稲田キャンパス
（旧理工学部）見学
出国
参加各校へCertification 14、賞状
の送付
熊谷高校取材
福島高校取材
清真学園取材
横手清陵高校取材
台湾宜蘭市蘭陽高級女子中学取
材
記録 DVD の送付

＊優秀研究発表 3 本

＊コンペ作品発表は、PPT にてアイデアの紹介とロボットの
デモンストレーション
＊表彰式：コンペ部門・研究発表部門・ポスターセッション
部門・文化交流部門で各 3 位まで

SEES の教育効果に関わる生徒・教員への取材と施設見学
SEES の教育効果に関わる生徒・教員への取材と施設見学
SEES の教育効果に関わる生徒・教員への取材と施設見学
SEES の教育効果に関わる生徒・教員への取材と施設見学
SEES の教育効果に関わる生徒・教員への取材と施設見学、
研究発表・授業参加・交流活動

※生徒スタッフ
生徒スタッフの役割とその人数は以下のとおりである。基本的に全員公募の上、応募してきた者たちである。
・ バディ：台湾各校につき全期間参加できる者 1 名と部分的に参加できる者 2～3 名で構成。
・ 司会：開会式・Welcome Party、研究発表分科会（3 部門）、文化交流、優秀者研究発表、閉会式そ
れぞれに 2 名ずつ（実際にはダブりあり）
・ 取材：7 名
・ 運営：15 名
※補足 1
会期中は、以下の要員を宿泊スタッフとした。会期中の毎晩、埼玉グランドホテルで教員スタッフ・バディ・
取材スタッフがミーティングを行い、当日の反省と翌日の確認を行った。
・ 教員スタッフ：埼玉グランドホテル 1 名、ホテルルートイン 4 名
・ 宿泊バディ：台湾各校について全期間参加できる生徒から 1 名ずつ、台湾側と同じ埼玉グランドホテ
ルに宿泊（若干補充有）
・ 取材スタッフ：Daily News 担当者 2 名が埼玉グランドホテルに宿泊（毎晩、本庄学院内で作成・印刷）
※補足 2
会期中は、各校のプレゼンテーション指導やミーティング、交流に役立てるため、会議室（グランドホテル）、
レストラン（ホテルルートイン）を夜 12 時まで開放してもらった。このことは、他の宿泊客への配慮や各校
の指導の面で役立ったと判断している。
※補足 3
旅行業者スタッフが各ホテルに常駐した。翌日の連絡・注意事項の掲示をしてもらった。

SEES への参加証明書。台湾の高校では、様々なプログラムに参加した実績が大学進学のアピールポイント
に使えるということで、発行を要請された。
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2.2 参加校 15
国内校（11 校）
 秋田県立横手清陵学院高等学校
 福島県立福島高等学校
 清真学園高等学校・中学校
 作新学院高等学校
 埼玉県立川越高等学校
 埼玉県立熊谷高等学校
 立命館中学校・高等学校
 静岡北高等学校
 東海大高輪台高校
 早稲田大学高等学院
 早稲田大学本庄高等学院
台湾参加校（11 校）
 台北市立麗山高級中学
 台北市立建国高級中学
 国立蘭陽女子高級中学
 国立新竹高級中学
 国立苗栗高級農工職業学校
 国立嘉義高級中学
 国立暨南大学附属高級中学
 国立花蓮高級工業職業学校
 国立台中第一高級中学
 国立鳳新高級中学
 国立中山大学附属国光高級中学
2.3 SEES における主なプログラムの趣旨と概要
この会では、研究や課題成果に対して適切な評価を与えることが、生徒のモチベーション向上と達成感、フ
ィードバックにつながると考え、研究発表・ポスターセッション・課題コンペティション・文化交流において
評価をし、その結果優秀者を表彰することとした。評価担当は、評価する側の知識的バックグラウンドをある
程度統一するために、文化交流以外は生徒を外し、全教員・来賓にお願いすることとした。評価シートについ
ても、評価がなるべく客観的になり、評価者間で認識のブレが少ないように工夫をした（詳細については４章
で述べる）。
また、研究発表のオーラルプレゼンテーションやポスターセッションに「内容のわかりやすさ」というプレ
ゼン技術や表現技術についての項目を入れる以上、その評価がなるべく平等になるように（評価対象にいろい
ろな要素が入り込まないように）工夫をした。プレゼンテーションにおいては「研究内容が誤解なく伝わる工
夫」を重視し、持ち時間 15 分を PPT に限らずどのようなプレゼン形態をとって自由に使っても良いこととし
た。またポスターセッションにおいてはポスターの大きさを統一し、ポスター以外の道具（PC や実験器具に
よるデモンストレーションなどを）を用いることを禁じ、あくまでもポスターのみで伝えたい情報が伝わるか
に判断基準をおいたことが大きなポイントである。
2.3.1 研究発表
(ア) 分科会 1[物理・化学関連]、分科会 2[生物関連]、分科会 3[環境・地学・数学・情報工学関連]に分けて行
う。
(イ) プレゼンテーション 15 分＋質疑討論 5 分
(ウ) プレゼンテーションの形式は口頭発表に視覚資料を加えたものとするが、視覚資料は研究内容を聴衆に
対してわかりやすく的確に伝えるものであれば、PowerPoint でなくてもかまわない（例えば HTML 形
式、FlashSWF、PDF 形式等）。また、デモンストレーションや資料の持ち込み もかまわない。ただ
15

本庄市は地方都市のためホテル事情が十分でなく、キャパシティの都合上、全生徒を同じホテルに宿泊させ
ることができなかった。台湾側が埼玉グランドホテル本庄、日本側がホテルルートインに宿泊した。距離は
100 メートルほど。
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し、視覚資料ファイルは「こちらで用意するコンピュータ環境」 で可能なものとし、デモンストレー
ションはプレゼンテーション時のステージ前に置かれている机上で実施可能かつ安全であることに留
意すること。
(エ) 1 校１つの研究発表を基本とする。
(オ) 参加教員・来賓により、研究内容およびわかりやすさの点から評価をし、優秀プレゼンテーションの表
彰を行う。
2.3.2 ポスターセッション
(ア) 横 841 ㎜×縦 1189mm（A0 版）1 枚とする。
(イ) 参加教員・来賓により、研究内容およびわかりやすさの点から評価をし、優秀作品の表彰を行う。
(ウ) 1 校 3 本（一人一本）までの発表が可能
(エ) ポスターセッションの評価基準を統一するために、ポスター以外のデモンストレーション・展示は認め
ない。ポスターと口頭説明のみで研究内容が伝わるようにすること。
2.3.3 コンペティション
(ア) 日本台湾生徒を混合した 4 人（日台それぞれ 2 名）で 1 チームを構成する。チーム構成は 12 月 21 日受
付時にくじ引きで決定する。このチーム間で勝敗を競う。
(イ) 21 日午前中にコンペティション課題を実施するのに必要な基礎知識・技術を説明したのち、課題を発表
する。
(ウ) 21 日午後を通し、各チームで課題に取り組む。課題で求められている作品とその作品を説明するための
PPT ファイルも提出する。
(エ) 22 日午前中に各チームの作品発表を行う。課題で求められているタスクを達成できたかで評価する。
PPT による発表はあくまでもチームにおけるアイデアを知り、審査員がタスクの達成を見るときの補助
とするだけであるが、アイデアで評価が変動する場合もある。
(オ) 優秀チームの表彰を行う。
2.3.4 学校紹介プレゼンテーション
(ア) 開会式で、1 校 2 分以内で学校紹介のプレゼンテーションを行う。
2.3.5 文化交流(Cultural Exchange)
(ア) 1 校 5 分程度で出し物を行う。民族舞踊・歌・踊り・演劇・伝統遊戯・ゲーム等なんでもよい。
(イ) 優秀校の表彰を行う 16。
2.3.6 教員用ワークショップ
(ア) 参加教員の情報交換と学習を目的として、21 日ワークショップを開催する。
(イ) 午前中は、Workshop１「コンペティションで必要とされる技術の教育的目的と展開」の講義を受講す
る。
(ウ) 午後の Workshop2 は「放射線検知器の制作」、「プレゼンテーションの基本技術 ～成果をわかりや
すく伝えるために～」、「研究成果と統計処理」を受講する。
(エ) 午後の Workshop3 は各校の事例報告・実践報告を行う（報告 20 分質疑 10 分）。
(オ) Workshop1～3 は必要があれば通訳を付ける。日本語・中国語の発表も可能であるの 17で活発な発表・
質疑を期待する。
2.3.7 One-day Trip（校外研修）
(ア) 19 日に校外研修を行う。
(イ) 高崎コース・足尾コース・埼玉コースのいずれか１つを選ぶ。
2.4 会期中の詳細（日記）
12 月 18 日（日）

16
17

オーディエンス全員による。
台湾からの留学生に通訳をお願いした。
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13:00 羽田空港に台湾団の出迎え。バスで本庄へ向かう。16:30 埼玉グランドホテル本庄に到着。国内チー
ムはホテルルートイン本庄駅南に集合。チェックインとバディの紹介の後、開会式会場の五州園へ。
18:00 開会式。山崎学院長の歓迎の言葉、高瞻計画主任中国科技大学教授張一蕃先生の挨拶、本庄学院バデ
ィ代表野田雅満君の歓迎の言葉、中山大学付属国光実験中学黄仲秀君の挨拶と進められた。特に張先生の挨拶
では、高瞻計画実施の前年 2005 年に張先生と台湾の校長団が本庄学院を訪問し 2006 年に高瞻計画が始まっ
たこと、そして高瞻計画の事務局が変わる 2012 年 1 月の前、自分たちが引退する最後にまた本庄学院を訪問
することは自分にとって大変感慨深いことを述べられた。
18:30 ここから司会が代わり、学校紹介のプレゼンテーション。各校 2 分のはずが、どの学校も力が入り 5
分程度になったため、大幅に時間がタイトになってしまった。
19:30 会場を隣の宴会場に移し、Welcome Party。吉田信解本庄市長も駆けつけてくださり、本庄市を代表
して歓迎の言葉を述べられた。市長は大学時代に台湾に 1 年間留学しているため、日本語と中国語を併用し、
震災に対する台湾からの多額の義援金と援助へのお礼・このような国際的な催しを開催できる母校を大変誇ら
しく思うこと・本庄市が生んだ天才塙保己一を例に参加している高校生たちへのメッセージをお話になった。
羽田教務主任の乾杯の音頭の後、歓談。余興として生徒の作った元素記号ビンゴが行われた。運営スタッフが
苦労して作ったものであったが、時間が押していたために長くできなかったことが残念であった。
21:30 バスで宿泊ホテルへ。宿泊バディはこの後ミーティング。取材スタッフは学校に戻り、Daily News
作成と印刷。
12 月 19 日（月）
埼玉コース・高崎コース・足尾コースの 3 コースに分かれ、One Day Trip。埼玉コースは、ヤマキ醸造で豆
腐・醤油作りのワークショップ→長瀞岩畳見学と昼食→早稲田大学人間科学部で脳の構造とマウスの脳の解剖
のワークショップ→入間アウトレットで夕食。高崎コースは、大塚製薬で工場見学→ララン藤岡で昼食→富岡
製紙場見学→ハラダ工場見学→スマーク伊勢崎で夕食。足尾コースは、足尾銅山跡見学・ワークショップ→日
本スネークセンター→スマーク伊勢崎で夕食。特に足尾では運よく（？）雪が降り、初めて見る雪に台湾生徒
が喜んだ。
21:00 バディミーティング。取材スタッフは学校に戻り Daily News 作成と印刷。
【埼玉コースレポート】
8:45 ホテル発
10:00～11:30 ヤマキ醸造着、到着後豆腐・醤油作りのワークショップ 18。豆腐がにがりによって固まるメカ
ニズムの紹介ののち、豆乳から豆腐を作る実験・試食、醪から醤油を絞るワークショップののち絞った醤油を
各自瓶詰しお土産として持ち帰る。
12:30～13:30 長瀞岩畳見学と昼食
14:30～16:30 早稲田大学人間科学部におけるラットの脳構造のレクチャーと脳解剖の実験
17:30～19:00 入間アウトレットで夕食・自由行動
20:30 ホテル着
ヤマキ醸造では日台両国に馴染みの深い豆腐・醤油という食材ができるメカニズムを体験し、実際に試食、
自分で作った醤油をお土産に持ち帰ることができたことは参加者の評判が高かった。
また、早稲田大学人間科学部の全面的な協力の下、二人一組でラットの脳の解剖実験を行うことができた。
このワークショップでは台湾からの留学生が補助をしてくれた。実験の補助の他、台湾から日本の大学に留学
することの苦労や意義について台湾参加者から相談されていた。
【足尾コースレポート】
１． 期待される効果
・足尾銅山
鉱毒による人や環境への被害は甚大で操業が停止されて３０年もたった今でも郊外は続いていることを知
り、人と自然の共生を考える機会となる。
・スネークセンター
蛇に噛まれ死亡する人は毎年後をたたないが、その血清づくりを一手に引き受けている研究者から直接話を
伺い、人の命を救うための大切な仕事は地道で根気のいる研究がベースになっていることを知る機会となる。
ここは本庄学院に比較的近いこともあり、また英語の話せる社員がいるため、NJC との Exchange
Programme にもご協力いただいている。
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・交流
国内外の高校と１日一緒に行動することにより、他校の様子や、海外の高校生の日常を知り、生涯にわたっ
ての友人をつくり、いろいろな人を認める心を培うことが期待できる。
２． 研修内容
・足尾銅山 坑道見学
すべての人の生活を支えている銅は、江戸時代から昭和にかけてここ足尾で働く多くの鉱夫の労働に支えら
れてきたことを知った。
見学後、足尾の緑を守る会のかたから鉱毒とは何か、何百年にもわたる鉱毒との闘いの歴史や 20 年ほど前
から始まった自然回復への努力などの歴史をお聞きした。
・藪塚スネークセンター
蛇やトカゲなどの爬虫類を観察したあと、数種類の毒蛇から、血清を作るための毒を採取する様子を観察し
た。その後、研究員の方との質疑応答を通し、人の命を守る研究の大切さを知った。
【高崎コースレポート】
8 時 50 分に本庄グランドホテルを出発し、バスで大塚製薬株式会社（群馬県高崎市）の工場に向かった。
参加者は足尾や埼玉コースよりもはるかに多く、47 名で補助席を使わなければならずバスの中はにぎやかで
あった。
台湾の参加者の中には度々、日本を訪れ、本校にもいらしたことがある先生も多く、日本語も堪能であった。
何よりも至る所で勉強熱心で疑問点は何でもすぐに私や通訳に聞いてきた。バスガイドがおり、ガイドの話の
内容を通訳が中国語に訳すのに戸惑っていると助け舟を出す場面もあった。ガイドはバスの中では専ら、埼玉
と群馬の自然に触れ、赤城山などの具体的な山を指さしながら、私たちを案内してくれた。日本の生徒も初め
て来た生徒が多く、熱心に説明に聞き入っていた。
10 時頃に大塚製薬(株)に到着し、参加者全員が入れる会場に案内された。会場ではスタッフが社史と大塚ホ
ールディングズの話、目玉商品の紹介をしてくれた。台湾の先生方は日本の会社の歴史にも興味があり、熱心
に聞いていた。通訳の方も経済学部に留学しているので、特に会社事情には興味を持っていた。高校生にとっ
ても職場訪問として良い経験になったと感じる。普段の高校生活では、また受験校では味わえない経験である。
目玉商品のポカリスエットに関しては近年、ペットボトルの形状を変えて、持ちやすく、軽いタイプの仕様
にしている。いかに二酸化炭素の排出削減に尽力しているか、またリサイクルのしくみについてわかりやすく
説明してくれた。何らかの授業で理解している内容であっても、会社で実際に取り組まれていることがわかる
と生徒にはかなり印象深く残ったようであった。ポカリスエットにまつわる清涼飲料水がどうして体に良いの
かなどの身近な質問事項がパネルになっているブースを通過し、製造ラインも見学した。製造ラインは運が悪
く、停止しており、生き生きとラインが動いているところを見学できなかったことが残念であった。
最後にソイジョイというお菓子を 1 人２つも頂き、
皆が大塚製薬(株)で製造している商品がいかに幅広いか、
また工場のしくみについてよくわかった会社訪問であった。
12 時にララン藤岡に到着し、それぞれがランチを食べた。台湾の方々はラランがラーメンからお寿司まで
沢山の種類のお店を構えているために、どのお店に入ろうか迷っていた。結局、ラーメン店に入ったが、レジ
が木造デザインで大変趣があったので、並びながら写真も撮っていた。食後も野菜の直売所に行き、台湾の野
菜と日本の野菜の違いについて討論し、充実した休憩時間を過ごした。
14 時半には富岡製糸場に到着した。かなりの寒さで台湾の方々はとても寒そうであったが、日本の最初の
官営の製糸場に興味を持ち、かなり写真撮影をしていた。繰糸場では繭から糸ができるまでを説明しているビ
デオを立ちながら見て、実際にこの装置が動いていたのだなあと皆、思いを馳せていた。世界遺産暫定リスト
入りしているこの製糸場は不便な所にあるため、日本の生徒でもなかなか行く機会が無いので大変良い経験に
なった。但し、作業員の宿舎や病院などの見学はしたものの、ガイドの方からは女工哀史の話が無かったため、
物足りなかったように感じる。台湾と日本との関係等を踏まえるともっと踏み入った話があった方が良いし、
日本の歴史の中では女工哀史のことはかなり重要なポイントであると考える。
16 時半にはガトーフェスタハラダに到着した。東京でも大人気のラスクのお店であるが、台湾の方はラス
ク自体を知らなかったので、製造ラインを熱心に観察し、お店では台湾へのお土産をかなり購入していた。
18 時半にスマーク伊勢崎という大きなショッピングモールに到着した。各自の食事に関しては円高である
ため、台湾の方々はお寿司に興味を持っていたが、驚くほどかなり少量で済ませていた。買い物では台湾の方々
は雑貨を見たり、薬局に行ったりして母国で聞いたことがある日本の便利グッズを熱心に探していた。出張全
体を通して、台湾の先生方は勉強熱心で積極的であるため、バスの移動中さえもさまざまな意見交換をした。
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台湾の方々は明るく、熱心であるため、かなり積極的に質問をしてきて、移動中も筆談することが多かった。
積極的な分、こちらもリラックスして会話ができて大変有意義な時間を過ごすことができた。生徒も同じぐら
いの年齢であること、上昇志向が強い学校同士の交流であることもあり、トイレに行くにしても買い物に行く
にしても白熱した議論をしていた。英語力が伸びるだけにとどまらず、今後の英語に対する学習意欲も増し、
「会社とはどんなところなのか」ということを知る「職場訪問」や日本の歴史を物語る「富岡製糸場」を通し、
一回り大きくなったと強く感じる。
12 月 20 日（火）
8:00 参加校毎の発表ファイル受付とポスターの貼り付け作業。
9:00 台湾行政院国家科学委員会(NSC)科学教育発展処処長陳國棟先生の挨拶。
9:20 理化学研究所大竹淑恵先生の基調講演“The life as a researcher, my hope and responsibility”
10:45 3 分科会（第一：物理・化学、第二：生物、第三：数学・地学・環境・コンピュータ）に分かれ生徒
研究発表。参加教員と来賓が評価シートで評価を行う。
15:00 ポスターセッション。ポスターは各校希望数だけ発表できる。参加教員と来賓が評価シートで評価を
行う。
17:45 Cultural Exchange（文化交流）。各校 5 分の出し物を行う。楽器演奏・歌・ご当地クイズ・ダンス
と様々。本庄学院からは歓迎の出し物として、グリークラブ“When You Wish Upon A Star（星に願いを）”、
応援部とチアーリーディングが Welcome Performance を行った。福島高校 Soda-night ダンスの後には会場
から"Fight! Fukushim"の歓声が起こった。参加者全員が評価を行う。
20:30 本日の研究発表の分科会別評価発表。なんと、第三部会で 2 位に入った本庄学院を除いて、すべてが
台湾のチームで占められた。各分科会 1 位のチームは明日全体の前で発表できる。
21:30 バディミーティング。取材スタッフは学校に残り、Daily News 作成と印刷。
12 月 21 日（水）
8:30 受付でくじを引き、本日のコンペのチームを決める。コンペチームは 2 名台湾から 2 名国内からの 4 人
一組。
9:00 優 秀 者 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 。 残 っ た の は 台 北 市 立 建 国 中 学 の "Photosynthesize at high
temperature-how HOT-SPRING cyanobacteria work" 、 台 北 市 立 麗 山 中 学 の "The Improvement of
Chlorophyll Cells' Electrodes"、国立鳳新中学の"Use of Nanoindentation for Investigating the Mechanical
Properties"であった。どれも内容が高度で、スライドがわかりやすくまとめられ、話術の技術も高かった。
10:15 ここからは生徒と教員が分かれる。生徒は本シンポジウムのメインプログラムであるコンペティショ
ンの問題発表と基礎知識のレクチャー。課題は決められた作業を行うレゴロボットをプログラムし、工夫点を
まとめた PPT ファイルを同時に提出するというもの。教員はコンペティションの課題で求められる能力と教
育効果に関するワークショップ。これらは日本レゴ社の全面的な協力により実現した。この場を借りてお礼を
申し上げる。
13:00 生徒はコンペティションの課題制作。教員は、３つ連続ワークショップ（１．"Statistical Analysis
Using R"高崎経済大学准教授宮田庸一、２．"Basic Technique of Presentation (for Better Understanding of
Audience) "東京国際大学准教授五十嵐義行、３．"Making Radiation Detector"株式会社 Anyworks 荻野剛）、
その後夕食をはさんで台日それぞれ 4 校の教員から実践報告。
コンペの活動は、20 時に作品を提出して終了の予定だったが、各チームの進行が思ったより遅いため、コン
ペ発表を短くして翌日 10:30 まで活動させることとして、この日は 20:00 に終了とした。
21:00 バディミーティング。取材スタッフは学校に残り、Daily News 作成と印刷。
12 月 22 日（木）
生徒は朝、バスで到着次第課題に取り組み始める。
10:30 課題提出
11:00 コンペ開始。今回は時間の余裕がないので各チーム 1 回だけのトライアルとなった。各チームのロボ
ット１つ１つの動きに歓声が沸く。
13:00 閉会式。
最初は各部門の表彰式。結果は以下の通りであった。
 ポスターセッション 1 位国立苗栗農工、2 位国立台中第一、3 位台北市立麗山
 オーラルプレゼンテーション（研究発表）1 位台北市立建国、2 位国立鳳新、3 位台北市立麗山
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文化交流 1 位国立台中第一、2 位福島高校、3 位台北市立麗山
コンペティション 1 位 TEAM 3 彭宇凡（新竹）・蘇子軒（建国）・小山有夢（横手）・筒井音
羽（早大本庄）、2 位 TEAM 4 傅紹維（花蓮）・曾令佳（麗山）・関航佑（熊谷）・西村正宏（早
大本庄）、3 位 TEAM 16 張家碩（嘉義）・黄柏翰（台中）・斎藤穣（川越）・菅野伸哉（福島）
3 位のチームにはアイデアが秀逸であったということで、特別賞が別に授与された。
特に研究発表関連については全部台湾チームに占められたことに驚かされる。
次はレクリエーションタイム。課題はコンペチーム毎に与えられた課題（単語）について 30 秒以内にそれを
表現する銅像をクリエイトするというもの。高瞻計画事務局黄先生の司会で行われた。会場は笑いにつつまれ
た。
後半の最初は、早稲田大学入学センター松澤桂子氏から大学紹介。是非この神事有無に参加している優秀な生
徒たちの何人かが早稲田大学に入学してほしいものである。次に、前年度 SEES2010 会場校静岡北高校チャ
ールズ氏から高校生へのメッセージが送られた。今回の台湾チーム団長国立曁南国際大学付属高級中学校長
陳?東先生からお礼の挨拶と高校生へのメッセージ、最後に SEES2011 事務局半田亨が参加者へ感謝の言葉を
述べた。全員ステージ上で記念撮をを行い、本イベントは終了した。
15:30 国内チームは本庄早稲田・本庄駅へバスで移動。台湾チームはバディ・取材班とともに都内へ移動。
18:30 生徒はバディと一緒に都内自由行動。教員は大学内レストラン西北の風で Farewell & Christmas
Party。
21:00 生徒ホテル集合



12 月 23 日（金）
9:00 早稲田大学西早稲田キャンパス（旧理工学部）見学
12:00 羽田空港で涙のお別れ
寄稿

アシスタントスタッフから見た SEES

早稲田大学本庄高等学院数学科非常勤講師 小山達也
2011 年 12 月 20 日～22 日の 3 日間、日本 SSH 台湾 HSP シンポジウム(SEES)に TA として参加させてい
ただきました。今回参加したのは、主に、生徒による研究発表(プレゼンテーションおよびポスターセッショ
ン)、参加校の先生方によるレクチャー、および LEGO マインドストームを用いたコンペティションです。
まず、20 日に行われたのが、参加校がそれぞれに行なっている研究のプレゼンテーションおよびポスター
セッションでした。
私がサポートを行ったセッションでは物理・化学分野の研究発表がされ、台湾側が 3 校、日本側が 5 校の計
8 校による発表が行われました。各校のテーマを羅列すると、国立台中第一高級中学「五酸化バナジウムナノ
ワイヤーの合成条件と成長のメカニズム」、川越高等学校「イオンクラフトの浮力」、清真学園高等学校・中
学校「燃料電池の触媒の違い」、東海大学付属高輪台高等学校・中等部「LED バルブは砂糖電池で灯るのか」、
国立鳳新高級中学「機械特性の調査のためのナノインデンテーション法」、福島県立福島高等学校「放射能と
校庭の砂との関係」、国立嘉義高級中学「水波への光の反射の研究」、秋田県立横手清陵学院高等学校「雲室
の改良」となります。各校ともに高校生による研究テーマのレベルとしては非常に高いものであり、どれも興
味を惹くものでしたが、発表スキルという点に関しては台湾と日本での差を感じました。内容の発表の際に台
湾の高校生たちが原稿を読まずに堂々と発表し、自らの発表に自信を持っているように感じられたのに対し、
日本の高校生たちは原稿を読み上げているだけであることが大半で、聴衆への気配りがなかった発表が目立ち
ました。また、発表後の質問対応の際にも台湾側は質問の意図を理解し、しっかり応答できていた一方、日本
側は質問内容が理解できず、また、理解できたとしても答えることができなかったという場面が多々ありまし
た。こうした差には、日本側の経験不足ということもあるかとは思いますが、準備不足の感も否めなかった点
が残念でした。
また、その直後にポスターセッションによる発表が行われ、こちらでもやはり、より多くの人に説明を聞い
て欲しいという姿勢を見せている台湾側に対し、こちらから働きかけないと動いてくれないという日本側の積
極性のなさを感じました。しかし、このような国際交流プログラムに比較的慣れている早大本庄や立命館の生
徒たちは台湾側の生徒とお互いに研究についてのやり取りを行い、積極的に交流を図ろうという姿勢が感じら
れました。
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夕食後は大教室において、文化交流が行われ、各校が特色ある出し物をしました。日本と台湾というお互い
に違う文化を持つ同士で交流ができたことに加え、各生徒が各々持つ特技を生かした出し物であったため、非
常に面白く、大いに盛り上がりました。
そして翌日、21 日からはコンペティションが行われ、学校、国の枠を超えて編成されたチームで協力し、
LEGO マインドストームを用いてタスクを達成する、という取り組みが行われました。
当初は機器の使い方に慣れていないだけでなく、チーム内での意思疎通を図るのも非常に難しかったようで
すが、時間を追うごとに徐々に製作も軌道に乗り、生徒間の距離も縮まったように感じました。昨日までの生
徒間の交流は限られていた部分があった印象もありましたが、この日のコンペティションを通して、その枠が
全体に広がったようでした。
生徒たちがコンペティションに取り組んでいる間、参加校の先生方のためのレクチャーが行われ、私は日本
側、台湾側それぞれ 2 校ずつの先生方による事例研究・事例報告のワークショップに参加しました。日本側の
発表では、先日行われた国際高校生水フォーラムの概要とその評価についてや近年始まった博士称号の取得者
を教員として採用する取り組みについて、といった日本の SSH を含めた理系教育全般についての発表がなさ
れました。そして、台湾側の発表では、本来であれば高価な理科の教材を身の回りの品を用いてどのように実
現するかということや授業の教材として応用可能な技術の開発等、普段の授業における教材についての発表が
主でした。どの研究も非常に興味深いもので、聴衆である先生方も関心を持って傾聴していたように見えまし
たが、ここでも発表スキルという点で日台の差が見られました。日本、台湾双方とも英語力という意味ではそ
れほどの差はないと思われますが、アイコンタクトをして相手の様子を慮るよう努めたり、発表時間をうまく
マネジメントすることについては台湾の先生方の方がより意識されているように感じました。
最終参加日であった 22 日は前日に 1 日かけて作成したもので競うコンペティションの最終発表が行われま
した。
成功裏に終わるチームがあったり、全く動かずに悔しい思いをするチームがあったりと、それぞれのチーム
の状況は違いましたが、この 2 日間で築き上げた関係はより強固になり、最後までやり遂げたという達成感は
どのチームにも共通しているようでした。この段階では、当初なかなか積極性を出せなかった生徒たちもうま
く輪に溶けこむことができるようになっており、各々の持つ適応力の高さを感じました。
この 3 日間を通して感じたのは、「経験の重要性」と「教員の役割」です。まず、「経験の重要性」につい
て、SSH 指定校の中でも「科学を通した交流」への注力具合は学校ごとに異なると思いますが、その差が今
回、如実に現れたように感じました。しかし、わずかな期間でも自ら経験することによって、生徒たちは適応
できるということも今回のシンポジウムを通して感じたため、このような交流の機会をなるべく用意し、多く
の生徒に経験をしてもらう必要があるのではないかと思いました。また、「教員の役割」についてですが、今
回のような研究発表の場においては、準備の段階で教員の発表指導が重要であると言えます。そのような中で
教員自身とその指導を受けた生徒の発表スキルには少なからず相関があるように感じました。科学の分野にお
いては、高度な研究をすることはもちろんですが、その有用性、重要性を相手に伝えることが不可欠となって
います。したがって、高度な理系人材を育成することを目指すこの SSH プログラムにおいては、教員自身の
スキルの向上にも努めていかなければならないと感じました。
早稲田大学本庄高等学院数学科非常勤講師 永島謙一
（ア）はじめに
今回は，早稲田大学本庄高等学院に参加校を迎え，開催されるということで，普段，非常勤講師として勤め
させていただいている私が，TA として参加したことを報告させてもらう．本報告は，3 つのセッションで構
成されている生徒の研究発表（オーラルプレゼンテーション）のうち，私が担当した Session2 についてであ
る．
（イ）Session2 の概要とプログラム
本セッションは，生物学（biology）がテーマである．生態系について研究しているもの，人間への応用を
研究しているものなどがあり，幅広い研究内容での発表となっている．そのため，専門的な語彙などは，具体
例や説明がなされていることで，聴衆への配慮がされており，進行上大きな問題にならなかったと考えられる．
以下のようなプログラムで進行された．
10:45~11:05 National Hsinchu Senior High School
Use Raman spectroscopy and microscopy to observe the influence and activity of yeasts in different
environment of Reactive Oxygen Species
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11:10~11:30 Ritsumeikan High School
Adaptive Strategy of Argyreus Hyperbius
11:35~11:55 Guoguang Laboratory School
Travelers From the Age of Dinosaurs
13:00~13:20 Taipei Municipal Jianguo High School
Photosynthesize at high temperature-how HOT-SPRING cyanobacteria work
13:25~13:45 Waseda University Honjo Senior High School
River Environment and Water Creatures
13:50~14:10 National Lan-Yang Girls' Senior High School
The Spring of Beauty~ Assessing spring onion and garlic in cosmetics ~
14:15~14:35 The Affiliated Senior High School of National Chi-Nan University
Were the monkeys wrong? ~ Investigated the interaction ~ Between Macaca cyclopis and human
14:40~15:00
Waseda University Senior High School
An objective indicator that shows feelings of amusement caused by humorous stimulation
（ウ）総評（教育的観点から両国の生徒への影響と今後の課題）
両国とも，研究をし，発表する生徒たちのモチベーションが高く，他の研究発表についても質問をすること
によって，研究の意図などを理解し，捉えようという姿勢が見られた．これにより，今後の研究を多面的に捉
えようとすることにつながったように考えられる．
発表に関して，スライドは両国とも具体例を通して，初見の聴衆でも理解しやすくする工夫がなされていた．
具体的には，適度なアニメーション，実験時の写真，実際に作成したサンプルなどである．
オーラルは，台湾の多くの生徒たちは，台本を見ることなく伝えることができ，これによりスムーズに展開
できていた．一方で日本の多くの生徒たちは，台本を見ることで，スライドの展開やポインタなどの聴衆への
伝え方が一部おろそかになっていることが，今後改善すべきところであろう．ただ，質問への対応は英語での
回答に台湾の生徒たちも苦労していた様子であった．これにより，台本やスライドの流れを完全に理解するこ
とにより，台本を見ることなく発表していたことが考えられる．このため，普段の授業での英語教育の差もあ
るが，準備をした時間の差がより大きいことが考えられる．これは，決して台本を覚えることが最も望ましい
ということではなく，スムーズに進めるための練習の成果であるだろう．日本の多くの生徒は，練習の取り組
み方と熱意，そして特に英語教育に対する姿勢に努力することが求められるだろう．また，参加した生徒の意
識を考えれば，生徒自身がそのことに気づき，いっそうの努力を惜しまないことになるだろう．
全体を通して，台本を見ても，適度にスライドの展開・聴衆への対応（身振り手振りなど）・人前で堂々と
した態度（緊張感を感じさせない）には，評価されるべきことである．
研究を発表し，他の発表を聞くことで，生徒ひとりひとりが何を次にするべきであるのか考えさせられるよ
うなセッションになったと感じ，十分な教育効果があった．
（エ）おわりに
普段は，講師として生徒へ講義を通して接しているが，生徒主導でのセッションの進行や，生徒自身が状況
を考えて台湾の学生のサポートをしている姿を見ることができたことは，いつもとは違った生徒を見られる機
会に感謝したい．この点からも，交際的な交流ができ，参加した生徒の見識が広がる教育効果があったことを
最後に付け加えさせていただき，おわりにしたい．
早稲田大学本庄高等学院数学科非常勤講師 原 弘明
セッション３は環境，地球科学，数学及び計算機工学を主題にするものが行われた．日本の参加校は，
「Investigation of the Internal Stratum of Utsunomiya City Using Seismic Waves」（地震波による宇都宮
市の内部層の調査，作新学院高校），「Generating a Tsunami ～ To design an good form of the breakwater
～」（津波の生成 ～防波堤の形状最適化～，静岡北高校）など，東日本大震災及びそれを端緒とする福島第
一原子力発電所事故に関連する発表を行った．
それに対し台湾の参加校は，「The Study of Heat Transfer on the Black-and-White Stripes」（白と黒の
縞模様における熱伝達の研究，台北市立麗山高級中学），
「Recycling Green Building Materials -Lightweight
Aggregate Product of Stone Sludge-」（環境建築素材の再利用 -石材スラッジの軽量骨材-，国立花蓮高級工
業職業学校）などの発表を行った．電気や熱の問題など，環境問題の対策となるような研究が多く見られた．
日本，台湾からそれぞれ１校ずつ発表の概要を紹介する．
ホスト校である早稲田大学本庄高等学院は，「How to Make a Radiation Detector」（放射線計測器の作成
法）と題し，原発事故以降，放射能汚染の懸念が広がっている背景を挙げ，より安価な放射線計測器の作成に
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ついて発表を行った．安価だけでなく小型であることを強調し，そのための工夫及び理論を回路図を用いて示
した．発表では実物も提示され，実際に放射線の計測も行われた．計測するにあたって，人体に影響のない量
の放射性物質を使用していたが，それに対し会場がざわつく場面も見られた．世界的に影響のある事故の後で
あったことを差し引いても，聴衆の関心は高かったように思われた．
台湾からは台北市立麗山高級中学を紹介する．麗山高級中学は上記の発表の他に「The Improvement of
Chlorophyll Cells' Electrodes」（葉緑体の電極の改良）と題し，植物を利用した太陽光発電について発表を
行った．葉緑体に２種類以上の異なる金属を結合させると，発電の効率を阻害することが示され，亜鉛の電極
に銅を結合させることによって，最良の結果を得たとしている．実用化が期待される研究成果だったことに加
え，プレゼンテーションも高水準であった．聴衆に理解させる努力が感じられ，自分らの研究の有用性及びそ
れに対する熱意が伝わってくるものであった．この発表はセッション３の最優秀賞に選ばれたことも付記して
おく．
以上がセッションの概要である．
本セッションは，上述の通り様々なテーマの研究発表がなされた．そのため，聴衆は自身の専門分野以外の
知識を幅広く吸収できる機会に恵まれた．特筆すべき点としては，実験を行っている発表が多くあり，視覚的
に装置・手法が示されていたため，他分野への応用の可能性が期待される．
しかしながら，多種多様な発表が行われた弊害として，聴衆に予備知識が要求されている点が挙げられよう．
環境，地球科学といったテーマであるため，数学はもちろんのこと，物理（電磁気学,熱力学）や化学（有機
化学）の知識が必要である．聴衆が問題設定も十分に理解できない可能性もはらんでいたように思われる．事
実，質疑応答で専門用語や略語の定義，研究の背景を尋ねるといった光景も散見された．特に今回のプレゼン
テーションでは実験分野の発表と理論分野の発表が混在していたため，そういったものへの配慮の必要性をよ
り一層強く感じられた．
日本の高校生にとっては，台湾側の発表からとても良い刺激を受けているように感じられた．同年代である
にも関わらず，英語によるプレゼンテーションの技術力や，偏微分など学術的知識量で大きく差をつけられて
いる現実に，学習に対する意欲が増している様子が垣間見られた．物事をわかりやすく説明するために，平易
な単語で言い換える訓練が必要であるという感想があったことからもそれがうかがえる．
また，通常の授業とは異なる学術的な場への参加し，その雰囲気を体で感じたことによって，研究活動への関
心を高める効果があったと言えるだろう．生徒数名から実際の学会の雰囲気や論文の書き方を尋ねられたりし
たため，アカデミックリテラシーの必要性を生徒自身が感じたのではないだろうか．
総じて，意思疎通をはかるための意識作りや，理工系へ進学する意思をより強くするきっかけの場を提供で
きたと評価している．

３．コンペティションについて
3.1 LEGO を用いた教育 ― Science Education for 21th Century Skills ―～
21 世紀の教育として注目されているもののひとつに、問題解決型教育がある。この教育を実践して教育効
果を上げている国は、フィンランドをはじめとする北欧諸国
であることはたびたび報道されている。
今回は、問題解決型教育やオープンエンドといわれる手法
を日常的に使っている国、デンマークに本社をもつ LEGO 社
が考え、世界中に普及させている LEGO ブロックを用いた教
育に貫かれている教育哲学を聞かせていただき、そのことを
実 感 す る た め の 研 修 会 を 企 画 し た 。 講 師 は 、 LEGO
EDUCATION のハビックさんにご快諾いただいた。
LEGO では、前章でも述べた通り、図１のような、問題解
決力を自ら身につけるためのプログラムを多数用意している。
そのプログラムのすべてに LEGO の教育哲学が貫かれてお
り、インストラクターは、その哲学に沿って子供たちに楽し
みながら様々な力をつけさせている。繰り返しになるのでキ
ーワードだけ記述するが（詳細は前章を参照）、５F と呼ん
図１ LEGO が考える問題解決力
でいるプログラム全体に貫かれている哲学、そして４Cs と呼
ばれている各授業に最低限入れなくてはならない授業構成のための要素をいれ、子供を注意深く観察し容易に
フィードバックをすることができる仕組みになっている。
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LEGO の教室で指導をしているインストラクターは、つぎのようなことを念頭において指導をしている。
・物事を多面的にみることが問題解決につながるため、いろいろな切り口の課題を与える。
・個々の子供に応じた、がんばればできるくらいの課題を与える。
・同世代の人たちと意見を交換することにより理解が深まる
・アイデアを具現化するときの考える基盤を確立させるために、物の仕組みをしっかりと教える。
・新たな課題に直面した時に自分なりのアイデアを出すことができるようになるために、考える方法を教
える。
・自由な発想をできるだけ認める
・答えを教えるのではなく、力を引き出すために、気づかせたり発見させるための促しをする。

図１ 多様なアヒル

図２

斜面を走る車

この結果、指導者にも想像もつかなかった新しいアイデアが生まれたり、枠にはまらない本当の自分の考え
や表現ができるようになるなどの教育効果が上がっているという。
理解することが、考えることを楽しむことにつながることはだれでも知っていることではあるが、どのよう
にしたら本当の理解につながるかを常に考えてフィードバックしているとのことであった。
今回、行っていただいた研修会では、上述の LEGO の教育哲学を学んだ後に、６つの LEGO ブロックでア
ヒルを作るという課題に対して、図１のように、参加者それぞれが異なる形のアヒルを仕上げることから、目
的が同じでも終わりが同じとは限らないオープンエンドという考えを体験した。
その後、図２のような、斜面を下り、できるだけ長い距離を走る車を作ることで、FLOW な状態を経験し
た。
ビルド アンド スクラップという考えかたを、昔から多くの人が言ってはいるが、１時間の授業の中でそ
れができるのは、LEGO ブロックの大きなメリットである。
日本の教育これまでに多くの教員が行ってきた一斉かつ座学の授業では実現が難しい問題解決型教育のひ
とつの方法が見えたようである。
3.2 LEGO のロボットを使ったコンペ式の教育について
3.2.1 はじめに
今回の SEES では、問題解決力を自分の力で身につけることを体験してもらい、それ以降の学びの姿勢に良
い影響を及ぼすことを期待するとともに、言葉の壁を乗り越えて考えを出し合い、力を合わせて一つのものを
完成させる充実感を味わってもらうために LEGO のロボットを使った競技会を企画した。また、並行して、
なぜ LEGO を選んだかを参加している教師に知っていただくための教員研修も実施した。LEGO を選定する
に当たっては主催するわれわれ教員自らが生徒になって LEGO の教育を体験し、その教育方法を広めていく
に足ることを確かめることから始めた。
ここでは、LEGO が考える学びのプロセスと、SEES でのコンペ実施に至るまでの準備や、当日のコンペに
ついて報告したい。また、実施後の生徒の感想は別の章で紹介する。
3.2.2 LEGO の考える学び
LEGO EDUCATION には大きく分けて３段階のプログラムが用意されている。ひとつは、幼稚園児など
を対象にしたもの、もう一つは小学生くらいの児童に、そしてもう一つが今回使用した小学生から大人まで楽
しめるものである。
各プログラムで使用する教材はレベルごとに多数用意されており、教える側、教わる側のそれぞれのニーズ
に合うものが選べる。今回のコンペティションでは、センサーを駆使したロボットを作り、プログラムを組ん
で思ったような動作をさせるため、NXT というロボットセットを教材として用いた。
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では、なぜ LEGO のロボットを用いた教育が高い教育効果をあげ、世界中で多くのユーザーを獲得できた
のだろうか。そこには、LEGO が世界中から集めた効果的な教育方法の集積があった。特に LEGO が重視し
ていることが、コンストラクションという言葉である。LEGO の教材やカリキュラムの開発に深くかかわる米
国マサチューセッツ工科大学名誉教授シーモア・パパート氏は、「Constructionism（コンストラクショニズ
ム）」と称する教育理論の中で、「本当の理解は実体験から得られる。子どもたちが何かを夢中で作り上げて
いるとき、その過程で学んだことはだれかに言われたどんな教えよりも深くしみ込む」と述べている（HP よ
り）ことをよりどころに、ものを作る過程が子どもの発達において効果的であるとして教材の開発を進めてい
る。
教員は往々にして専門知識と教える情熱があれば教育が成り立つというような誤解をしてしまいがちであ
るが、LEGO はデンマークの教育をベースに実によく考えられた教育理論を持っている。授業にただ単にロボ
ットを登場させ、実験道具と同じように扱ったのでは教育効果はあがらない。
以下に LEGO EDUCATION が求める力は、問題解決力である。その力は大きく以下の４つに分類され、
それぞれの力を同時に身につけさせることが教育の目的となる。このことを実現するために開発された教育理
論について述べたい。
（１）ロボットを使った教育で身につけさせたい問題解決力
① 意欲的な探究心
・ロボティクスによって実現する様々な事象に興味を持つ。
・ロボットとのかかわりを通して、自分ができることを発見する。
② 創造的な思考力
・既習事項をもとに、思い通りの動きをプログラミングする。
・より自由な発想で、ロボットやプログラムを組み立てる。
③ コミュニケーション力
・論理的に考えることから、人に理解される伝え方を考える。
・自己と他者の両方を客観的に分析・評価しそれを伝える。
④ やりとげる集中力
・段階的なガイドをもとにプロジェクトに取り組み、完成する。
・自ら立てたプロジェクト課題に対し、試行錯誤を繰り返す。
上記の力を身につけさせるべく以下のような教育理論を構築している。
（２）教育理論 「４Cs と５F」について
授業時間に教師がすべきことが４つのキーワードとして、カリキュラム全般に貫かられている教育信念が５
つのキーワードとして、４C と５F としてまとめられている。
①４Cs
１時間の授業はきちんと時間を決め、そのなかで全力が発揮できるように設定されなければならない。そし
て、その授業の中では常に頭が活性化され、意欲的に授業に取り組めるように指導していかなければならない。
この考えをもとに、授業に必要な要素についてまとめられたのが４C である。４C とは connect、construct、
contemplate、continue の頭文字である。
コネクトとは、生徒がそれまでに持っていた知識や経験を引きだし、これから始まる授業と結びつけること
である。このことにより、生徒にとっては親近感がわき自然と授業に引き込まれていくような、心の準備を作
り出すことができる。
コンストラクトとは、手や体を使って何かを作ることである。このことは、脳を活性化するのに重要なこと
であり、頭をアクティブな状況にするためや、新しい発想を生みださせるなど多くのメリットがある。
コンテンプレートとは、よく観察し、よく考え、その現象の裏に隠されていることを推理することである。
まさに、科学的な方法を一言で表している素晴らしい単語である。この単語が示す活動を自発的にさせること
が教師の役目になる。
コンティニュとは、次の時間につなげるために教師がはたらきかけをすることである。たとえば、あと１０
分あったらどんなことがしたいか、この部分はどんなふうに発展していくのかなどの声掛けにより次の時間に
取り組むべき課題が明確になる。
これら４つの要素は授業に欠かせない必須のものである。
②５F
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Fact、Facilitate、Flow、Fun、FourCs がすべての授業を構成する際に必ず考えなければならない要素で
ある。
Fact は事実、つまり必ず教えなければならない事柄を示している。つまり、教えて考えさせるという日本
では数年前にようやく市民権を得た教育方法である。教師は往々にして教え過ぎるきらいがある。その授業で
必要な最小限のことを教えるつまり、考える道具をあたえることが目的である。
Facilitate は、教師の役目を示す言葉である。Teacher でも Educator でもなく Facilitator になることが要
求される。つまり教師の役目は授業の場面設定を行い、オープンエンドの課題を与え、生徒の活動を援助しな
がら促し、生徒の活動の様子をよく観察し、授業の状況を判断して授業を修正しながら進めていくことが求め
られる。
Flow とは、夢中になって取り組んでいる状態をさし、その状態に個々の生徒を持っていくためには一斉授
業ではとても難しい。つまり、生徒ここには知識や能力や技術などの違いがあり全員に同じ課題を与えても全
員が夢中になれることはほとんどない。それぞれのこどもにあった課題が出せてこそ、この夢中な状態が実現
する。教師は常に生徒の活動の様子を観察し、適切な言葉をかけてあげることが重要になる。
Fun は楽しさである。楽しさは活動へのモチベーションになり時間を忘れて没頭するために必要なことであ
る。
そして最後の FourCs は前述した４つの C の要素のことである。
これらの事柄を常に考え授業を行うことで、問題解決能力を身につけさせることを目的としている。
3.2.3 LEGO ロボットコンテストまでの経緯
今回のコンテストを実施するにあたっては、ほとんどの生徒が体験したことがなく、生徒がじっくり考えら
れ、特別なスキルを必要とせず、チームワークが必要で、話し合いを必要とし、楽しく作業が進められ、道具
や材料に不公平がなく、自分の手で完成させたもので誰がみても順位が明らかであることを必須要素とした。
このような条件をすべてかなえることができる題材は何かを何か月も考え続け、最終的に LEGO を使った
ロボットコンテストであるワールド・ロボット・オリンピアードに行き着いた。
このコンテストは小学生部門・中学生部門・高校生部門と３つにわかれており、地区予選を勝ち抜いたチー
ムが全国大会に出場し、その中の上位３チームが世界大会へと駒を進められるシステムになっている。この全
国大会の実行委員長であり、世界大会の審判でもある神奈川工科大学の金井教授にコーディネートをお願いし
たところ、快諾していただき同じく世界大会の審判員の神奈川工科大学吉野准教授もコーディネートしてくだ
さることになった。
その後、大会の見学やミーティングを数回、メールでのやり取りを 30 回ほど繰り返し詳細を煮詰め、大会
のルールやコースが決定された。
これと並行して、教員向けの研修会の内容の打ち合わせを行い、前日には通訳を交えての事前打ち合わせを
行った。
また、生徒のグループ分けは、12 月 21 日受付時にくじにより日本人 2 人台湾人 2 人の 4 人を一チームとし
た 20 チームを決めておいた。
当日の会場の設定に当たっては当初はお互いのチームの秘密を守るために、すべて個室で作業をさせる予定
であったが、移動時間のことを考え、全員が入れる大きな会場で実施することにした。大きな会場で全員が一
緒になって行ったことは、事後のアンケートで高く評価されており、コミュニケーションを活発にし、モチベ
ーションを高めるのに効果的であったようだ。
ちなみに LEGO の楽しさや教育効果を教員が体験していなければ、大会が成功するという確信が持てなか
ったために、8 月にデンマークの LEGO 本社で行われた教員向けの研修会に本学院の教員が参加した。ここ
では、LEGO のスタッフが参加している教員を生徒とみたてた英語で授業や、LEGO が考える学びの方法や
LEGO の歴史を学習した。時間に余裕のおる参加者は、実際の学校でのロボティクス教育の見学をさせていた
だけた。
3.2.4 当日のコンペティション 19
大会は、LEGO NXT セットのみを使用して、ロボットを作り、プログラムを組んで動きを制御して、決
められたコース内にある荷物を取ってゴールに運ぶという単純明快な競技とした。

19
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時間は 10 時から 20 時まで、午前中の２時間は、用意された設計図をもとにロボットを作った後に、プログ
ラミングを中心とした講義を聴いた。１時間の休憩のあと、2 時間ほど作戦を考え、その後チームごとの作戦
を披露するプレゼンテーションを実施し、その後は 20 時まで弁当を食べながらの作業を行った。
翌日は朝 9 時から再開し、11 時まで微調整をしたのち、グループごとにタイムレースを行った。どのチー
ムのロボットも個性的な動きをみせ、大いに盛り上がった。
大会の結果は、レースのつどに発表される所要時間で不公平感なく全員が共有した。
コンペの詳細は以下に記す。
3.2.5 事後アンケートからのコンペの考察
事後アンケートから、SEES で行ったプログラムの中で一番の人気がこのコンペであった。ロボットコンテ
スト自体を評価したコメントも多かったが、なかでも SEES ならではのコメントはコミュニケーションが楽し
かったというものであった。
国際的な交流会は年々数が増え、科学的なことを核に交流するものもあれば、文化交流を中心にするものも
ある。それらどれもがコミュニケーションを密にすることを期待してのものであるが、普段の高校生活のよう
に活発な会話はなかなか実現できないことが多かった。
しかし、今回のコンペでは、ほとんどすべての参加者が科学に興味があったことや積極的に参加を希望して
いたこと、そして班の構成員が日本人 2 人、台湾人 2 人であったことや教員は絶対にアドバイスをしてはいけ
ないとしたこと、全員が一か所にいたこと、与えられたミッションが初心者向けであり話し合いが容易であっ
たことなどが功を奏したのではないかと考えている。
また、事後の聞き取り調査では、コンペが初日にあれば、ワンデートリップやポスターセッションなどがも
っと盛り上がったのではないかという意見も出ていた。
今回のコンペを総括すると、事前の準備を入念にしたことや、適切な講師を招へいできたこと、SEES を成
功させようと多くの高校生ボランティアが協力してくれたこと、参加した生徒が積極的に交流をしてくれたこ
とで当初期待していた以上のコンペになったと考えている。
反省すべき点は、2 度手間にはなるが、ルールは母国語で説明したほうがよかったという意見が多かったこ
と、満足な状態のロボットを作って競技をするためにはもっと時間を与えてほしかったという意見が多かった
こと、教員チームも考えてもよかったかもしれないことなどがあげられるが、どれも LEGO が考えている
FLOW な状態を実現できた証拠ではないだろうか。

４．SSH 事業の評価材料
4.1 運営指導委員会
本コア SSH 事業計画に関わる運営指導委員会は、SEES 会期中 12 月 21 日 16:00～17:30 の間開催した。
SEES の会期中に設定した理由は、特に本事業計画の一番大きなイベントである SEES の様子を少しでも確認
したうえで評価をいただきたかったからである。
4.1.1 参加者
・ 大竹淑恵（理化学研究所研究員）
・ 青木義満（慶應義塾大学准教授）
・ 室谷心（松本大学教授）
・ 尾崎肇（元早稲田大学本庄高等学院長・早稲田大学名誉教授）
・ 大塚岳史（NPO 法人人・まち・かわプロデューサーズ理事）
・ 半田亨（早稲田大学本庄高等学院教諭（情報科）・SSH 委員長）
・ 影森徹（早稲田大学本庄高等学院教諭（物理科））
・ 中野公世（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））
・ 望月真帆（早稲田大学本庄高等学院教諭（英語科））
4.1.2 議事録
本庄学院側教員は〇、運営指導委員側は●で区別している。
〇このシンポジウムには誰が見ても 1 位がわかるコンテスト・コンペを入れたかった。
●教員研修はどうしたのか？コンテストについて評価をどうするのか？
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〇課題解決型学習の１つとして、生徒の頭を活性化する教育の試みとしてレゴを導入した。自分で問題解決す
るための方法を考えプるロジェクトベーストラーニングを期待している。
●教員の研修の成果を生徒に発表するのか?
〇できれば面白いと思う。北欧の学校では殆どテストがないのでどの程度やったらいいという限界がなく、そ
の意味でアイデアが発展しやすい土壌がある。
●台湾が日本の SSH を見て始めるにあたって、日本の弱点を見ながらスタートを切った。その特徴の大きな
点は、大学との密接な連携が取れている学校を指定の条件としたところにある。私は他の SSH 指定校の指導
委員もしている。あそこは S 大の付属だが複数の研究施設と連携している。早稲田は必ずしも連携に協力的な
わけでもない。私のときの SSH 活動は「上がっていくタコ」だったのである意味やりやすかった。今は、多
様な分野で SSH 活動の内容が深くなっているのでわかりにくくなっており、専門的知識がないとその研究成
果を評価しにくい。点を付けて成功体験を持たせることも大事だが、それにこだわることは若者にとって良く
ないと思う。自分の体験として、もっと生徒をほめるとよかったという後悔がある。それと、興味を持った内
容に没頭する性格を大事にすべき。気が付いたら何時間やっていた、という感じが望ましい。
〇以前に台湾に招待されたときに、理科好きはどれだけ作れましたか?という質問に、カタストロフィーとい
う表現を使った。日本の PISA の成績が上がらないのも同じ意味。
●以前に某研究所の中間発表会に参加した。留学生が 1/3 だった。「なんでこの研究をしたの?」と聞いたと
ころ自分の研究の内容と自分の関係が近い印象を持った。日本の学生は研究の内容と自分との位置関係がはっ
きりしていない印象がある。今日見ていても、台湾の学生はよく熱心に答えてくれる。プリミティブなところ
から出発している印象がある。日本の SSH 校でも自分と研究との関係がうまく作れるといいかな？
●本庄学院は想像以上に女子学生が多くて驚いた。是非女性科学者の比率を高めてほしい。今日のオーラル研
究発表における質疑応答がセッションによって大きく違っていた。司会の雰囲気の作り方の問題があった。高
校生にディスカッションさせるときのトレーニングはどのようなやり方がいいのか？ちゃんと相手の話を聞
いてあげたという意識が必要。あとは、セッションのコーディネイトの差。
●みなさん元気で非常にいいが、評価がひっかかる。理科離れは理科離れのままでも、食らい付きがあるとこ
ろは行儀が悪くてもいいと思う。教員の手の抜き加減と生徒の育ち加減のせめぎあいは難しい。しかし、ちゃ
んとポスターの前で説明するという姿勢ができているのは評価したい。こういう場を経験できるだけでもすば
らしい。
〇現実的に教育評価の専門家がいないので感覚的な評価しかできない現状がある。
●大学院に行く率は附属上りが一番高い。そういう物差しもある。
●本庄出身で早稲田の教授がまだいない。
●SEES は、印象として国際会議で見る風景と近い。ポスターセッションでも台湾の子はお客さんを呼び込ん
でいるが日本の子は恥ずかしがっている。ちょっと恥ずかしい思いをしたり、成功体験をすることが次のステ
ップとなる。高校生でこのようなことが経験できるのはいいことだ。英語のスキルアップのために TOIEC な
ど、次のステップにつながる仕掛けがあるといい。もう少し男子学生に元気を出してほしい。
〇男子は運動や部活などに高校生活の強いイメージを持っている。彼らには運動部が優位である。彼らは、国
際交流プログラムや SSH プログラムの現場を見ないので、どんなに楽しいかをわからない。見せる機会を作
れば男子も増えるのではないか。
●台湾は英語で教育をしているか?こういうところでしゃべるネタがあると英語の幅が広がる。
〇おっしゃる通りだと思う。他校では英語のコース分けをしているところもある。うちでは試験的に選択科目
で行ったことがあるが、そこにはこのような経験をしたモチベーションの高い子しか来なかった。しかし、
SEES では授業では引っ込んでいるような子がここではしゃべっている。いつか使うかもしれない英語ではな
く、使わなくてはならない場面をつくるしかないんだろうな、と思う。
●本人が「これをしゃべりたいんだよ」、という場面が簡単に生じるだろうか？
●今回の研究発表やポスターセッションを見ていると、仕事で付き合っている台湾のビジネスマンが話す英語
の構成と同じという印象。何か一貫した英語教育があるように感じる。
●台湾の偉い人と話していた時に、日本ではテレビのニュース番組で英語が少ないという話題になったことが
ある。台湾では英語で聞くチャンスがテレビでもあるという話だった。
〇TOEIC で、英語圏以外で一番高いのが（レゴ本社のある）デンマーク。小さいころから英語を使わないと
生きていけない。デンマークの貧乏さはいろいろな意味でいい貧乏さである。日本は翻訳されすぎていて英語
に触れる機会が少なすぎる。
●一方で、ナショナリティは守れるのだろうか?
〇デンマークでは王様がうまくまとめているという印象がある。
116 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
●高校生が科学英語を学ぶときに、自然科学の基本概念を英語で学ぶべきなのか、それとも日本語で学ぶべき
なのか、どちらだろう？
〇以前に物理の授業を英語でやったことがあったが、大失敗だった。英語で表現する時に時間がかかりすぎる。
●男子が運動部に入るような雰囲気が SSH の場でもあった方がいい。男の子は「かっこいい」となったら頑
張りを見せる。
●親の責任もあるだろう。日本のお父さんは仕事を家庭に持ち込まないから、英語のビジネスの様子を子供た
ちにイメージさせない。
●本庄の環境からすると両方やることが許されているのでチャレンジしてほしい。
●このような会に参加した経験は将来いろいろなところで生きてくる。
●本庄の SSH はどうなったら成功だと思っているのか？
〇本庄の共学化からいうと、女子の理科系進学者を増やせるかが１つの判断基準だと思う。
●男女共同参画社会であるが、女子は理系が極端に少ない現実がある。その影響の 1 つとして、日本の工業デ
ザインが悪いのは女子の当事者がいないからだと思う。第二のキュリー夫人を本庄から出してほしい。突出し
た人を出すことが目的かというそのようなことはないが、すそ野が広がると優秀な人が育つ可能性が高くなる。
〇現在、理系進学率は男子が 35％、女子が 15％である。私は、高校入試の影響は大きいと思っている。問題
の作り方の工夫で対処できるところもあるかもしれない。
●それを高校の中で変えていかなくてはならないということだろう。
〇さらに高校入学後に、当初の理科系志望者が文科系に代わる率は高いが、文化系が理科系に代わるのはほと
んどいない。
4.2 事後取材結果
4.2.1 アシスタントとして SEES に参加した講師（3 名）の意見（2 月 10 日取材、全意見）
①SEES に参加して、自分にとってプラスになったことは何か？
＊今まで参加する側だったが、主催の裏側が見えたこと。
＊生徒の他の面が見えたこと。
＊よく交流できるものだ（Facebook の影響）
＊プレゼンのまとめ方等の技術（特に台湾）
②SEES に参加して感じた生徒における教育効果は何か？
＊英語への意識が強くなったのではないか？
＊言語の間違いを気にせず話せるようになっていた。
＊ポスター発表は今までやっているプレゼントは別の効果がある。
＊学会への意識・興味
③改善点はあるか？
＊全体の流れを知りたかった
＊運営全体で密に連絡を取れる体制が欲しかった
＊質疑で答えられていたのは台湾のみ
＊もっと英語の教員が入った方がいい
4.2.2 参加生徒（参加 5 校全生徒の意見を記載、台湾生徒の意見は日本語に翻訳、取材 2 月 6 日・7 日・21
日・28・3 月 12 日）
①参加したきっかけ・理由を教えてください。
＊ 所属している物理部・地学部から強制された。
＊ 最初積極的に考えていなかったが、K さんに誘われて真剣に考えるようになった。海外の生徒と交流でき
る機会はなかなか得られないと感じたので、参加した。
＊ 元から台湾が大好きで、台湾の人と交流できるのであれば参加したいと思った。
＊ 参加した他の二人に誘われて。
＊ SSH のゼミに参加している。本当は立命館の JSSF へ行く予定だったが、人数の都合で行けなかったの
でこちらにまわった。
＊ このような機会は地方ではめったにないので、今参加しないとなかなかできない。行くしかないと思った。
＊ 英語力アップにもつながるし、研究をしている人と交流したいと思った。（遠足、高崎コースの）ラスク
工場にひかれた。
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②参加するまでの準備の様子を教えてください。
＊ 学校紹介は英語科の指導を受けた。文化交流の PPT ファイルは自分たちで作った。
＊ 日本語で原稿を作り、ポスターにして、1 回英語科の指導を受けた。
＊ 文化交流は、自分の住んでいる市のイベントを取り入れようと思った。一週間分くらいの放課後練習した。
＊ ポスターは各自作った。英語の先生の指導も各自が任意に受けた。
＊ 「行く」と決めてから研究を始めたので、形になりきれなかった。
＊ 口頭発表テーマは今までも発表したもので、それを英訳してまとめた。ALT に発表の様子を聞いてもら
ってアドバイスをもらった。
＊ PPT を 2 か月くらいかけて作って、先生に直されて、の繰り返しだった。
＊ ポスターのレイアウト、学校紹介を担当した。
＊ 原稿を英語科の先生に添削してもらった。2 回くらい。
＊ SEES 以前に研究発表会があって、それに割かれてその PPT を英訳する形で進めたが、英訳が大変だっ
た。学校紹介もアドリブのようになってしまった。研究発表時の質疑が怖かった。質疑対策を行った。研
究指導してもらった先生以外にも自分の通っている英会話教室の先生にヘルプしてもらった。
③参加するまでのあなたの心理状況を教えてください。
＊ 多少英語に不安があった。英語を話す機会が増えることに期待していた。
＊ 学校で地学オリンピックがあったので、時間的に間に合うのかという不安と英語に対する不安、コミュニ
ケーションへの不安があった。
＊ 英語への不安。長い日数の間、周りと強調してやっていけるかという不安。
＊ 全員初めての国際交流だったので不安だった。
＊ 英語が話せないので、会が始まるまでビビッていた。
＊ 長時間、家から離れるのも初めてだった。移動中もドキドキだった。開会式もバクバクだった。学校紹介
が終わって、少し落ち着いた。
＊ 楽しみにしていたが、コミュニケーションが取れるか不安でもあった。学校紹介の時に校歌を歌って吹っ
切れた。
＊ 自分の英語力で台湾の人とコミュニケーションが取れるか心配だった。
＊ 研究発表の後の質問が怖かった。研究発表の準備がスムーズにいかなかったので心配だった。
＊ 文化交流も学校紹介も準備が終わらなくてあせった。台湾の人たちとなんとかコミュニケーションをとろ
うと思っていた。
＊ 全部英語で行われると聞いていたので、自分の英語力について不安があった。その一方で国内外の生徒と
の交流が楽しみでもあった。不安と期待が入り混じっていた。
＊ 最初、英会話は不安だった。8 月に台湾へ SSH 研修で行って、向こうの生徒は日本の生徒よりも英語が
うまいという印象があり、逆に話せるのが楽しみだった。県外での発表会は初めてだったが、その雰囲気
も楽しみだった。
④参加当初のあなたの印象・感想を教えてください。
＊ 最初は台湾の人と話す機会がなかったので、英語を使う機会が少なく、ほっとしていた。他校との会話そ
のものがあまりなかった。
＊ 英語を使う機会が少なかったので、精神的に落ち着いて行動できた。開会式ではもう少し台湾の人と会話
できたらよかった。
＊ 開会式では少し台湾の人と話せた。
＊ なかなか台湾の学生と触れ合うことができず、英語に対する恐怖を抱いていた。
＊ あまり初対面の人と話すのは得意ではないが、たまたま隣にいた台湾の生徒に話して一日中一緒にいた。
はっきり言って不安だった。
＊ 台湾の生徒は学校でまとまっていたので日本人からすると話しかけづらかった。
＊ バディの子たちとしか台湾の子は話さなかったので、我々からは話しかけづらかった。
＊ 立命館へ行った友人が知り合った本庄学院の生徒とパーティで席が一緒だったのでよかった。遠足で醤油
作りで、本庄学院の U さんが親切に接してくれた。
＊ 学校紹介の時に台湾の完璧な作品にびっくりした。埼玉コースは自分の当初の希望と違ったが、楽しかっ
た。
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遠足の時は病み上がりのせいか自分のテンションが高く、本庄学院の U さん・静岡北の M さんとと楽し
く過ごせた。台湾との交流が少なくて残念だった。
開会式で台湾の人と食事をしたとき、最初会話がたどたどしかったが、積極的になることができた。遠足
は文字通り遠足気分で楽しんだ。
開会式の学校紹介は、学校によって特色があり面白かった。食事をしながらのビンゴが楽しかった。台湾
の人たちとも最初しゃべりにくかったが、ビンゴで会話するきっかけができた。早大本庄の生徒のヘルプ
が良かった。遠足では徐々に友達が増えてよかった。

⑤会期中のあなたの心理状況の変化を教えてください。
＊ コンペあたりになると会話が自然と増えた。やっていて楽しいと感じた。
＊ 研究発表ではみんな英語がうまいので、不安になった。コンペになるといろいろなコミュニケーションの
やりかたで相手に意思を伝えられたのが楽しかった。
＊ 文化交流は面白かった。ポスターセッションや研究発表では、台湾が先進的で面白かった。日本は教科書
的な内容で面白くなかった。コンペでは、ちゃんとチームワークが取れて面白かった。
＊ コンペの前までは、ちょっとこれは台湾の人と話せないままで終わるかと思っていたが、コンペに入って
からコミュニケーションが取れるようになった。
＊ 二日目から話しかけてずいぶん打ち解けていた。最後は楽しいのでこの時間が終わらないでほしいと思っ
ていた。コンペもグループの子とかなり雑談していた。
＊ 研究発表時には来るとき以上に不安になっていた。発表の準備をあまり進めていなかった。コンペでは一
緒に楽しくやることができた。
＊ 研究発表後の質疑応答はまったくできなかった。
＊ 発表ができるのか、ポスターで質問に答えられるのか心配だった。コンペは楽しかったが、英語が聞き取
れるところと聞き取れないところがあった。
＊ 研究発表は思っていた以上に痛い質問はこなかった。ポスターは人に任せきりだった。コンペは台湾の人
と話すことができたのが良かった。
＊ 研究発表で知らない人の前で発表するのが初めてだったので緊張した。ポスターは、他校のものが自分た
ちよりもよく見えた。コンペは、グループが全員日本人 20だったので仲良くできた。ロボットのプログラ
ムは全員初めてだったが、助け合いながらできた。コンペのPPTは、本庄学院の生徒が仕上げたが完成度
が高いので驚いた。
＊ 最初とは違い、場の雰囲気に慣れてきて、純粋に発表内容や、台湾の人や日本の人との会話が楽しめるよ
うになった。
＊ 発表やポスターセッションで、台湾のすごさに圧倒された。英語力の違いが一番大きかった。研究の内容
は日本も負けていないと思う。日本は原稿を読むのが精いっぱいという印象。台湾チームは表現力が高い
と感じた。遠足で仲良くなった人と研究の内容を話した。文化交流が楽しかった。
＊ 研究発表時、質問したいことはあったが、英語に自信がないため、そのことが既に触れられていたり当た
り前のことだったりするのではないかという不安があってなかなか質問を切り出せなかった。また、質問
して回答が来た時に聞き取れるのか自信がなかった。
⑥終了直後のあなたの印象・感想を教えてください。
＊ 思っていたよりも自分が英語で話す機会がなかった。もう少しコンペのようなことがやりたかった。
＊ 今まで外国人と話すことがなかったので、同年代の外国人と話せたのは楽しかった。始める前は不安が多
かったが、やっていくにつれて不安が解消されて、やる気になればこういうことができるんだという達成
感があった。
＊ ほっとした気持ちと、普段できない体験ができたので充実感があった。英語の必要性を感じた。
＊ いろいろな賞をもらって「これでいいの？」と思っていた。周りで台湾の学生と日本の学生がごっちゃに
なっていて、自分が入れなかったが、台湾の生徒の中で声をかけてくれる子がいて、つながりがもてたと
思いうれしかった。
＊ 名残惜しかった。5 日間話したことがなかった生徒からも話しかけられた。もっと、話していたかった。
＊ 僕は台湾の先生から話しかけられた。その先生には、初日に歌を歌ったことで印象を持ってくれていた。
二人でジングルベルを一緒に歌った。

20

人数の都合上、1 チームのみ日本人だけで構成した。
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もうちょっといたいという印象があった。とりあえずほっとした。
達成感があった。ゲームで黄先生にギャグをかまされた。
期間中にほとんど台湾の人と話せなかったので、もう少し話しておけばよかった。自分が思っていたより
も周りの人たちが英語を話せていたので、自分もそうなりたかった。
自分に自信がついた。英語力も上がった。色々な学校の発表を聞くことができて、自分たちがもっとこう
したらいいんじゃないかと改善する気持ちができた。行ってよかったという素直な思いがある。
友達になったので、その子たちと別れるのが寂しいと思った。そのような人たちと交流を通して自信がな
くなることもあったが、逆に自信になったことも多かった。コンペも楽しく、楽しい時間が終わることが
悲しかった。

⑦会期中のあなたの英語力の変化を教えてください。
＊ コンペ時は自分から話しかけることも多くなった。
＊ 特に英語力が上がったという意識はない。終わった後に電車に乗ったときに、日本語が聞き取れなくなっ
ていた。
＊ コンペ時には最初に比べて積極的に話せた。
＊ 口は堅いまんまだが、耳は慣れたかな？英語学習に対する意識は高まった。
＊ 日本の英語、台湾の英語それぞれの特徴があって、英語のなまりには慣れた。それなりに通じていたので、
英語に対する勇気はできた。
＊ 耳がなれた。コミュニケーションをとるうちに英語を話してみようかなという気持ちが出てきた。
＊ コミュニケーション力が付いた。正しい英語があまり使えていない。いい経験になった。
＊ コミュニケーションができたので意思疎通はできたと思う。
＊ ほとんどが英語の説明だったので、耳が少し慣れて、英語のネィティブの授業でも聞き取りやすくなって
いた。モチベーションも参加の前に比べてあがった。
＊ こちらにいると話す機会が英語の授業しかない。会期中に、自分の話したいことがポンと出てくることが
あり、語彙が増えて自分の気持ちや意見を伝えやすくなったことを自覚した。
＊ 科学に特有な英単語の語彙力が増えた。
⑧今現在、あなたにとってこの会に参加して一番変化したものはなんですか？
＊ 英語の必要性を感じたこと。英語を話す必要性を感じたこと。読むだけでなく話すことをやってみたい。
＊ 外国人ともっときちんと話してみたい。一般的なコミュニケーション能力を育てたい。
＊ 国内だけを見ていたが、今回台湾の研究発表を見てみて、日本の中だけでなく世界を見ないとだめだなと
思った。そう意味で視界が広がった。
＊ 科学研究に対する意欲が向上した。オーラルの時に台湾の学生の研究発表がすごかった。世界の中で研究
者として活躍するにはもっと深めなくてはならないと思った。
＊ 生活の中で、なにごとにも積極的になった。そこで会った人たちはもう二度と会えないと思って、話すよ
うになった。初対面の人とも話すようになった。他のイベントに参加する機会があるときは、積極的に参
加しようと思うようになった。
＊ 勉強に対する意欲、研究に対する意欲が高まった。自信になった。
＊ 英語学習に対する意欲。
＊ 英語による研究発表の方法がわかった。
＊ 以前は発表ではただ原稿を読むというイメージだったが、台湾の発表を見てそのイメージが変わった。
＊ 自分の気持ちの持ちようが変化した。研究への意欲が増した。以後、自分の進路も考えるようになった。
＊ 学校内でも研究活動をしているが、なんとなく孤独感がある。日本だけでなく台湾でも一生懸命研究して
いる人たちがこんなにいるんだ、探究心をもった高校生がこんなにいるんだ、ということを知り仲間がこ
んなにいるんだという気持ちになった。
⑨今現在、あなたにとってこの会に参加して一番良かったと思われることはなんですか？
＊ 台湾の人が同じ年なのにあそこまで英語が話せることと、日本人の英語のできなさ、を痛感した。英語を
もっと勉強しなくてはならない。本庄学院生の英語がうまかった。
＊ 授業以外できちんと外国人とコミュニケーションをとれたこと。
＊ 普段できない、外国人の人とコミュニケーションを取れる機会ができたこと。
＊ いろいろな人と交流ができてつながりができたこと。
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いろいろな交流の中で幅広い視野が見えたこと。自分も頑張らなくてはならないなという刺激。
日頃使わない英語。外国人とかかわった機会。
他の SSH 校の発表を知ることができたこと。
日本人の友人との出会い。ホテルの大浴場で福島高校の生徒から被災の話を聞くことができた。
英語の力が付いたこと。このような機会がないと無理に英語を使おうと思わない。英語は使って伸びるも
のだから、使う機会が持てることはいいこと。
自分たちと同じように頑張っている仲間がいることが再確認できたことと英語力。英語は文系のものと思
われているが、実際は理科系の方が英語力が大事。

⑩会期中のプログラムの中で一番楽しかったイベントはなんですか？
＊ コンペ
＊ コンペ
＊ コンペ
＊ コンペで同じ目的のもとで一緒に作業できたこと。
＊ コンペでレゴのマインドストームを触ることができたこと。コミュニケーションをとりながら作業をする
ことが、壁を乗り越えていくようだった。
＊ コンペで同じ目的で１つのものを作り上げること。
＊ コンペ。交流ができた自信。完璧な動きをするロボットができたことへの達成感。
＊ 遠足。一日中英語で話せた。
＊ コンペ。交流が深かった。文化交流で自分たちの努力が出せた。達成感があった。
＊ コンペ
＊ コンペ
＊ コンペ
＊ コンペで同年代の人たちと、ほとんど経験したことがなかったことを１からやることが面白かった。
＊ 遠足での大塚製薬で自分の知らないことを教えてもらったこと。自分の知識が増えたこと。
＊ コンペ、このときに一番話すことができた。みんなで一つを作るディスカッションの過程が楽しかった。
⑪会期中のプログラムの中で一番面白くなかったイベントはなんですか？どういう点が面白くなかったと思
いますか？
＊ 遠足のスネークセンター
＊ ない
＊ 開会式のパーティが、緊張が高まってしまって楽しめなかった。
＊ 遠足の移動時間が長すぎる。コースを考える余地はある。
＊ 遠足の内容が、他の行事に比べると中身が薄かった。移動時間が長い、交流も薄かった。新しい知識とな
って蓄積されるものがなかった。
＊ 特にない
＊ ハードスケジュールだった
＊ 文化交流で失敗したことが尾を引いた。
＊ 話が不要に長い挨拶があった
＊ ホテル到着時間をもっと早くして夜にもっと余裕が欲しかった。
⑫会期中のプログラムの中で一番自分にとってプラスになったイベントはなんですか？そのプラスの内容は
なんですか？
＊ コンペ。最初は自分は英語が話せないものと決め込んでいたが、話してみると意外に通じた。英語のコミ
ュニケーションの感じがつかめた。
＊ 研究発表。まとめ方や PPT の使い方。
＊ 研究発表とポスターセッション。台湾の生徒のレベルはすごいと思った。
＊ オーラルプレゼンテーション。ああいう場で発表するのは初めての経験だった。やったという自信とこれ
からへの意欲につながった。
＊ コンペ。機械を使って組み立てる段階で、いろいろ意見を交わしたが、意見を英語で伝えなくてはならな
い立場に置かれて初めて覚えることがあった。
121 / 170

SSH report 2011, Waseda University Honjo Senior High School

＊

＊
＊
＊

＊
＊

オーラルプレゼンテーションは、初めての経験で刺激になった。コンペでもいろいろな生徒とコミュニケ
ーションをとる・英語の面で一番良かった。開会式が一番良い経験になった。隣の先生と話をするうちに
コミュニケーションをとれたという実感があった。
コンペで、今まで積極性があまりなかったが、コミュニケーションを取らざるを得ない状況で、積極性が
上がった。
研究発表で、他校の発表を聞いて、発表技術を考えることができた。
発表では、台湾の人のやり方が参考になった。遠足では絶対行くことができない場所へ行くことができた。
コンペでプログラミングをする機会を得ることができた。他の人たちの意見を聞きながら作業することが
面白かった。
研究発表で他の学校の発表を聞いたこと。いろいろな科学英語の表現を知ることができたこと。
研究発表。自分たちがやっている以外の研究を知る機会がなかなかないから。ポスターセッションもレイ
アウトやデザインの勉強になった。

⑬ホテル・食事はどうでしたか？
＊ カフェテリア（学食）の場所がわからなかった。
＊ 場所がわかりづらかった。昼食のメニューがもっとほしかった。
＊ 十分だった。
＊ ホテルでは日本の学生と台湾の学生を一緒にしてほしかった。
＊ お弁当が、女子には多かった。量が選べるとよい。
＊ 朝食のバリエーションが豊富でよかった。
＊ 学食のメニューが少なかった。
＊ ホテルは良かった。学食は自分の学校の学食よりおいしくて良かった。
＊ 朝食であっさりしたものが欲しかった。デザートの種類が欲しかった。学食は自分の学校より安くておい
しかった。お弁当は電子レンジを用意してほしかった。
＊ 問題ない。おいしかった。
＊ 安くておいしかった。場所がわかりづらかった。
⑭その他、この会に対してご意見を聞かせてください。
＊ コンペが一番初めにあれば、そこで生まれたつながりで、そのあと話しやすかったのではないか。
＊ コンペで仲良くなっていれば、研究発表でも聞く熱心さができたのではないか？
＊ 今回初めてだったのであまり計画的に準備を進めることができなかった。
＊ 英語発表が初めてだったので、英語の語数と時間の関係がよくわからなかった。
＊ 準備を早くして発表の練習をしておけばよかった。発表時のパフォーマンスを上げておけばよかった。
＊ 日本語・中国語・英語の連絡があった方がよかった。
＊ 記念品が良かった。
＊ 交流を増やしたかった。研究発表をもっと後にして、友人ができてから発表にすれば聞きやすかったし質
問しやすかったのではないか。
＊ 発表の分科会が出入りしやすい雰囲気だったら、もっといろいろな発表がみられたのではないか。
4.2.3 参加教員（参加 4 校、取材日は 3.2.2 と同じ）
①参加したきっかけ・理由を教えてください。また、参加以前にはどのような効果を期待しましたか？
＊ 生徒に貴重な経験をさせたい。コミュニケーション能力とプレゼン能力。研究内容よりもまとめて表現す
ること。
＊ M 先生のお誘い。英語に触れる機会を作る。英語への考えの変化や世界観が変わること。
＊ 夏に台湾研修を行い、私自身も台湾に思い入れを持っている。アジアの中でどのような自然科学研究が行
われているかを知ってほしかった。英語のニーズに気付いてほしかった。海外で働く可能性があることに
目を向けてほしかった。
②開始までの期間で事務連絡等の改善案がありますか？
＊ ない
＊ 遠足の希望がうまく伝わっていなかった。
＊ 特に何の問題もない。
＊ 良かったと思う。
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③参加までの生徒指導等における困難等を教えてください。また、それはどのように克服しましたか？
＊ 特にない。生徒が自分でやってくれた。
＊ 研究発表での指導。
＊ 生徒が自主的にやった。
＊ この会の直前に校内発表会があり、準備が遅れた。計画的にするように指導はしたが、生徒たちにはこの
ようなイベントに対するイメージがなく楽観視して、計画的準備がなかった。
＊ 研究発表以外にも文化交流学校紹介など、生徒への負荷がかなりあった。直前一か月くらいはこのことに
かかりっきりだった。もう一人教員スタッフが欲しかった。
④会期中に生徒指導はどうなされましたか？
＊ まったくしていない
＊ していないが、ホテルで生徒が夜遅くまでやっていた。
＊ プレゼンテーションの練習、ポスターセッションの想定質問を行った。
＊ 発音の指導が、当日できなかった。ネィティブなどの同伴が必要？
＊ 夜にプレゼンの指導を行った。
⑤会期中に感じた生徒の変化はありますか？
＊ 英語に苦手意識のある子が、コンペではチームに溶け込めていたこと。
＊ 生徒が考えていることが見えたこと。生徒の個性が見えたこと。
＊ 台湾の生徒の内容を見て、触発されている様子。
＊ 早大本庄の生徒の動きをみて同い年としての目標になった様子。
＊ 生徒が、積極的に行動しなくては駄目だと認識したという話をしてくれた。SEES 後の北海道東北地区
SSH 報告会で積極的に活動していた。
＊ 積極的に台湾の子と話をしていた。
＊ 1 日目 2 日目は人見知りしていたが、3 日目以降雰囲気にも慣れ、他の学校の生徒と話すようになってい
た。コンペで劇的に変わった印象。発表だけでは交流を深められない。
⑥参加前後を比較して、生徒変化で感じるところはありますか？
＊ 1 月 29 日 SSH プログラムとして地元小学生相手に紙飛行機大会を行った時に、参加生徒が総合司会と原
理のプレゼンを行った。ちゃんとできたことの元には、参加した意義がある。生徒の積極性が向上してい
る。
＊ 帰路「英語をもっと頑張ろう」と話していた。受験勉強の先にある英語の重要性。
＊ 意欲的になった。
＊ その後、発表の機会があったら自分は出るとアピールしてきた。それ以前は周りを立てるタイプだった。
＊ 自分たちの研究不足に愕然としたこと。我が校の SSH ゼミは週に 1 度しかないが、参加以後は自分たち
で積極的に進めるようになった。英語に対するモチベーションが高まったこと。
＊ 発表を経験したおかげで自分たちの研究を自分のものとして行う姿勢や意識ができた。今は生徒たちが自
主的にやっている。
⑦参加前後を比較して、指導や SSH 事業推進において役立った点はありますか？
＊ PPT 発表の方法を知ることができた。
＊ 国際交流・語学力教育を進めていく上で活かせる。他の教員に還元できる。
＊ 総合学習と SSH をからめるという流れの中で、活かす方向。総合学習を使って何ができるか？
＊ 台湾の生徒の語学力。
＊ 今年は年度末に大学の留学生を招いて語学交流をやることを計画している。
＊ 語学への取り組みをやる気になっている。
＊ 口コミで他の生徒に伝わったことで、他の生徒からも国際交流に参加したいという意識が広まった。英語
科の理解が少し広まったこと。
＊ 生徒が参加する国際プログラムは初めてだったので、進行の仕方を経験できたことが大きい。生徒参加コ
ンペは大変参考になった。
⑧評価シートについての意見
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「多少の負担」という抽象的な表現は評価しにくい。
ポスターの 5 段階の場合、３に付ける人が多くなってしまう。「いい」「悪い」どちらかにさせるために
４段階にした方がいいのではないか？
ルーブリック評価は、評価基準が客観的で生徒へ戻せるのでよいのではないか。
不自由はなかった。
校内発表時に使ってみた。ランク付けに判断基準が書いてあるのは珍しい。それぞれの項目に関しても、
プロの研究を判断する基準になっていると思う。サイエンスの評価をするに際し、まっとうな形と思う。

⑨ホテル・食事はどうでしたか？
＊ 問題なし
＊ もし、毎回食事にお金がかかったとすると生徒負担になっていたと思われる。
＊ 特に問題はない。
＊ 台湾の生徒とホテルが別だったのが残念。
＊ ホテルが分かれたことにより交流の場が少なかった。
＊ 安く上げたあの形でよかったと思う。
＊ ホテルの中で研究会や交流できる場があればよかった。
⑩その他、この会に対してご意見を聞かせてください。
＊ 語学力が必要で、国際交流を行わないと遅れてしまうことに気付いた、いい機会だった。
＊ 自分が日本の代表だという意識を持たせなくてはならない。原稿を読むという意識を変えさせなくてはな
らない。
＊ 本当に素晴らしい経験ができたと思っている。コンペについては、短い時間の中でコラボレーションした
が、時間が短かったためにそれぞれのチームがどんなものを作りたかったのかわかりづらかった。教員研
修はなかなか良かった。レゴの講習では、一般的に、手を動かして集中しているときの学びの効果につい
て強調していた。いろいろなことに気付くことができる研修会だった。
＊ 率直に申し上げて、どれも興味深かった。まずレゴは、あのようにプログラム化しているものだと思わな
かった。ハビックさんのプレゼンはすばらしかった。クリエィティブな要素を入れるということが物理実
験にはなかなかできない。我々にとってそのような機会は貴重。本当にありがたい機会だった。
4.2.4 台湾生徒（国立蘭陽女子高級中学 21、3 月 12 日）
①会参加以前と以後を比べ、もっとも自分の中で変わったものはなにか？
 英語でプレゼンすることは、自分にとってとてもプレッシャーだった。それは自分にとっていい経験とな
った。
 日本の文化に触れたこと、他の生徒の研究発表の成果や考え方・アイデアは自分を活性化てくれた。
 研究発表までナーバスになっていた。多くのオーディンスをみてやる気が出てきた。
②コンペにどのような印象を持ったか？
 （コンペで）クレージーアイデアと思えるようないろいろなことをやってみていた。（ロボットの）デザ
インが良かった。結果としてちゃんと走ってくれた。
 最初、日本人は大変シャイだった。私たちのチームんロボットは失敗したが、いい思い出になった。
 チームで議論を重ねる中で、コミュニケーションは大事だと思った。（私たちのチームの）日本人は英語
がうまかった。
②参加した日本の高校生へ気が付いたこと・アドバイスやメッセージはあるか？
 （研究発表やポスターセッションの時に）原稿をそのまま読んでいる。
 （研究発表やポスターセッションの時に）もっとアイコンタクトが必要だ。
 日本人はポライトでシャイである。
4.2.5 台湾教員（国立蘭陽女子高級中学林老師、3 月 12 日、”Report about SEES”というテーマでなされ
たプレゼンテーション内容と取材）

21

質問と回答は英語でなされているが、記録は日本語に翻訳して記述した。教員も同様。
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毎日出されたディリーニュースの試みは素晴らしい。しかも教員が関わらずに生徒独自で作ったことを評
価する。日本人の明確で確実な意志力と実行力を感じる。
基調講演大竹博士の講演内の“私は、続けることができなくなるまで物理の研究を続ける”という言葉に
研究者としての意思を感じることができて感動した。この感動を校内でも伝え、大竹先生のような女流科
学者を生み出したいと思っている。大竹先生を学校に呼んで講演をお願いしたい。
（遠足時の）足尾鉱山は、当時の配慮が足りなく環境破壊が起こった。台湾はこれに学ぶべきである。現
在の台湾は公害の問題が顕在化している。日本は過去の過ちを未来に伝えようとしていると思った。
教員ワークショップで簡易線量計を指導した鈴木先生は、いつでも自分の研究を生活につなげて考えよう
としているところがすばらしい。学校に戻って、いつでも研究し続けることの重要性を説明した。
コンペについては、4 人で１チーム。話し合って１つのものを作った。意思疎通がうまくいっているチー
ムもあれば、まったくうまくいっていなかったチームもあった。現在の科学はチームでやるものだから、
コミュニケーションのできない人と一緒には研究はできない。チームメイトとどのくらいコミュニケーシ
ョン取れるかが研究成果に関わっている。
（文化交流で）初めて日本の応援団を見た。迫力を感じた。
生徒たちには、これからの人生に心を開いて科学の世界に向かって頑張ってほしいと思った。
日本の学校の教育に関し、いくつかの教材や指導方法は私の参考になった。例えば、五十嵐先生のような
内容（プレゼンテーションの基本技術）を台湾はやっていない。
SEES では毎晩 8 時頃までイベントをやっている。ものすごくハードだった。この点から与えられた時間
を無駄にしない日本人のまじめさがわかった。台湾として学ばなくてはならないと思っている。これは他
の高校の先生の意見でもある。

4.3 アンケート結果（SEES 閉会式終了時に回収）
4.3.1 スタッフ（バディ・司会・運営・取材班）事後アンケート結果
①あなたがスタッフとして参加して、よかった点を挙げてください。
＊ 台湾・日本国内他校 ともにたくさん友達ができた。
＊ 英語を実際に使える機会が持てた
＊ 様々な経験を詰めた（ポスター・司会など）
＊ 多少人の前に立っても緊張しなくなった
＊ 同校の人とも仲良くなれた
＊ 他校のクオリティの高い人たちに合って、自分のできなさを再確認すると同時にモチベーション up につ
ながった。
＊ 台湾の友達が作れた
＊ 英語の重要性に気づけた
＊ 台湾の方と英語で会話をすることができた点
＊ 台湾や日本国内に友達ができたこと（台湾の友達の話を聞くなかで、異文化理解の大切さを学びました）
＊ 司会という公の場で話せた
＊ 台湾の人たちと友達になれたことが一番大きいです。
＊ 英語が使えたこと
＊ School Introduction で発表の練習ができたこと
＊ 今までで初めての経験だった。
＊ 成長できたこと
＊ ギリギリのやりくりで物事を行うとき、どうすれば効率よく行えるか、考える機会になった。
＊ 英語をより話せるようになった。
＊ 台湾の生徒とたくさん交流でき、会話をすることができた点
＊ 文化の違いを羽田で感じることができた点
＊ 普段使うことのできない英語や台湾語が耳に慣れた点
＊ 英語を使う機会であり、普段学習していることを生かせる点
＊ 海外・日本ともにたくさんの友達を作れた点
＊ 台湾・日本に関わらず、多くの人と知り合えて友達になれたこと。これから先もメールなどでつながって
いきたいです。
＊ 自分がわかることのほうが来ている方よりも多いので、困っている方のためにコミュニケーションをはか
れた。
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日本人の頑張っている学生さんと仲良くなれたこと。視野が広まった。
英語が共通語という変わった状況の中で初めて合った人や年齢の異なる人と効率よく仕事をこなしたの
で経験値が上がった。
英語でコミュニケーションができた。
任された仕事の中でどう工夫していけばみんなが盛り上がって楽しめるかを自分たちで考えて実行する
ことができたことが良かった。司会の原稿を渡されて読むだけではなく、一から考える機会を与えられた
ため、当事者意識を持って行動できた。ここで身につけたことは今後の人生でも役立つと思う。
ディナーで同じテーブルの人たちと会話をすることで仲良くすることが出来た。
日本の生徒とも話をする機会が在り、それぞれの学校によって全然違うシステムであることを知った。
参加して良かった点は、英語でコミュニケーションをとれたことです。学校の授業でしか使わなかった英
語を初めて生活の中で使うことができました。自分が思っていることを上手く伝えられなくて、英語の難
しさを改めて感じました。また、台湾の生徒たちの研究内容の素晴らしさだけでなく、英語力のレベルの
高さに驚きました。私もさらに英語を勉強し、英語力を身に付けたいと思いました。
長い間、実際に英語で会話していたからこそ、学べたことがたくさんあったこと。最初、一単語さえも伝
わらなかったときもあって、どうなることかと思った。けれど毎日英語を使っているうちに、相手に自分
の英語を分かってもらうコツ、はっきりと大きな声で、丁寧に話す、特に肯定文か否定文かわかるように
not ははっきりという、ジェスチャーを加えることなどがわかった。そして、自分の力不足を実感すると
ともに、もっと英語を話せるようになりたいという思いも強くなった。
台湾の方とお話することができたこと。台湾のお話や、台湾の方が興味を持つ日本の文化を知ることが出
来て、興味深かった。英語でプレゼンをする機会に恵まれたこと。伝えたいことを、わかりやすい英文に
する難しさがわかった。何度も繰り返し原稿を読んだので、細かい部分の発音などにも注意することが出
来た。けれども、つっかえてしまったり、発音を間違えてしまったりするところがあったので、普段から
発音に気をつけて音読したいと思った。この経験を、これからのプレゼンに生かしていきたい。
台湾の方達と交流する、という貴重な経験が出来た点や、生の中国語に触れられた点、また初めての場所
に行けた点です。
「司会」という役を経験することができた。
台湾のことをもっと知ることができ、より台湾に興味を持てた。
英語を話すことに少し慣れたこと
台湾への興味が湧いたこと
お互いに頑張ろうと約束して外国語の勉強をよりするようになったこと
日本、台湾に沢山友達ができたこと
脳の解剖やとうふ作りなど普段できない経験ができたこと
フォーマルな場での司会をやらせてもらえたこと。なかなかこういった機会もないので英語でフォーマル
な司会をさせてもらえてよかったです! 司会としての仕事をいろいろ学べました
台湾の生徒と少しだけだったけど、交流ができたこと
台湾には今年の夏に IRONMAN(Contest)で行って、すごくいい国だと思っていたので、また台湾の生徒
と交流がもてて良かったです。
台湾の文化、教育など、さらに台湾に関する知識が身についたと思います。
スタッフとして、裏方のお仕事を学んだこと
こういった大きなイベントでは裏方でいろいろな人が動いていて、こういった人たちの支えがあってこそ
成り立つということを、スタッフ側として感じました
早本生の後輩と交流がもてたこと
SEES の準備で、先輩と原稿を合わせたり、ミーティングをしたりして、新しい友達や先輩ができてとて
も嬉しかったです。当日は本当に楽しませていただきました。またこのような企画があったら、是非参加
したいと思いました。
普段はまじめにしゃべらない英語をたくさん使えて、自分の英会話能力をもっと高めなければならないこ
とを自覚できました。
はじめて台湾の方と交流できて楽しかったです。
参加校の研究のレベルの高さに驚きました。私も彼らと同じように卒論を始める前に何かのテーマを研究
してみたいと思いました。
英語を使う機会が増えたこと
自分らで準備をすることで達成感があったこと
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今回は自分で発表はしなかったけれど、様々な研究結果を聞くことができ、関心が広まりました。また、
JSSF 同様英語で会話する機会が多く、自発的に英語を使う良い機会になりました。発表以外の場でも台
湾の子や他校の先生方にも話しかけていただき、色々なお話ができ、とても有意義な時間が過ごせました。

②あなたがスタッフとして参加して、残念だった点、改善すべき点があれば、挙げてください。
＊ 日本校の人と話す機会が少なかった・・。
＊ 一緒に観光したかった。
＊ 事前にもっと準備しておけばもっとばたばたしなかったかな、と思う。
＊ 自分の英語力の不足していた点
＊ 仕事があまりない日があって、暇だった時間があったこと
＊ 英語が思う存分使えなかったこと（先生が日本語できたので）
＊ ヒマな時間と大変な時の時間の差がひどかった
＊ ベッドが固かった
＊ 練習不足
＊ ホスピタリティがまだまだだった
＊ 具体的に何が必要かもっと早く伝えてもらえれば余裕をもって準備ができた
＊ きちんと喋れなかったり、話題があまりなかった
＊ 前よりは英語を使うことができたけれど、まだまだ不完全でおおまかにしか聞き取れないし、伝えること
ができなかった。もっと練習・学習してもっとたくさん話ができるといいです。
＊ もっとすばやく連絡をバディに伝えられればよかったです。
＊ 家が遠い人も多く、夜も遅くなるので、もっと多くの人がホテルに宿泊できたらいいのにと思いました。
＊ もう少しスタッフ同士が連携がとれればよかったなと思いました。
＊ バディが参加できない時が多かった（待ち時間が長い）
＊ 自分は「司会」という仕事であったのにも関わらず、文化交流などでは裏方の仕事もしなければいけなか
った。AV 機器の操作方法のわかる先生方や運営スタッフを配置すべきであったと思う。また、SEES 自
体の運営が半田先生中心であったため、何かを聞くにも半田先生に聞かなければすべての情報を得ること
ができなかった。SEES の各イベントを各先生担当というプロジェクトチームがあればよかったと思う。
＊ 1 日目しか参加できなかったので、一部の人としか話すことが出来なかった。
＊ Facebook を見てみると最終日にはとても仲良くなってるみたいでうらやましかったです
＊ 出来るならば、SEES 当日よりも前から Facebook のコミュニティページをつくり、チャットなどをしと
くと初日から気を許せるとおもう。
＊ 改善すべきだった点は、場所の変更の伝達が不十分だったことです。21 日のコンペティション作業の会
場が変更になっていたために、夕飯のお弁当の配り方が混乱してしまい、大変でした。
＊ 台湾の方とお話する時間がそこまでとれなかったこと。自分から積極的にコミュニケーションがとれるよ
うに頑張ったが、もっともっと出来たのではないかと思う。自分のいいたいことが英語で伝えられるよう
になり、さらに会話を楽しめるようになりたいと思った。
＊ 私が 19 日の one day trip だけの参加だったせいか、常に中国語の通訳さんがいて、全く英語を話す機会
がなかった点です。
＊ 台湾の生徒に呼び名を聞いたところ、English Name で読んでくれと言われた。なので最初、ネームプレ
ートの名と違うため誰が誰か覚えにくかったのでネームプレートに English Name も表記していただけ
ると覚えやすいと思いました。
＊ 時間が思うように守れなかったこと
＊ 話したくても英語での言い方が分からなくて諦めてしまったときがあったこと
＊ スタッフとして事前準備をして思ったのが、出席する人・できない人が明確ではない人が多く、準備日に
人が少なかったことがあったのでもっと「この日に何をする」というのを明確にさせるべきだった
＊ welcome banner みたいな歓迎するパネル?幕?みたいなのを作るべきだったと思う！修学旅行や Ironman
の時にも上に大きくイベント名を書いたものがあったので・・・SEES っぽさをもっと演出できたとおも
う！
＊ 司会をしたときに思ったのが、最後に連絡としてアナウンスした「次やることの部屋や内容」をアナウン
スしたにも関わらず、多くの生徒が次どこへいつ行けばいいのかを生徒や先生に聞いていました。それを
みて、スライドか何かを作ってビジュアル的に見せてアナウンスをした方が良かったんじゃないかと思い
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ました。当日急に変更になったこと（司会の言葉など）にもう少し丁寧に対処すべきだったと思います。
申し訳ありませんでした。
スタッフだったので、他の日本の学校の方たちと話す機会が少なくて残念でした。
変更が多かった点
何をすればいいかわからないときがあったこと
まず、私と半田先生とで作成した名札の裏パズルです。揃えられた人はいたのでしょうか(^_^; 次回はも
う少し考えたいです。それから、あの大量の水をリサパと学院でいちいち全て運ぶ必要は無かったと思い
ます。予め一日に必要な水の数を数えておくことなどは頼まれればやります。

③その他、参加した感想を自由に書いてください。
＊ 楽しかったです！文化や言語（母国語）が違う人と英語を使ってコミュニケーションをとることに楽しみ
を感じた。
＊ またこのような機会があったら参加したい。
＊ 英語をもっと使えるようになりたいと思えた。
＊ プレイヤーでなく、バディとして参加することが新鮮だった。
＊ 楽しかったのでまた参加したい。
＊ 多くのことを学べた。
＊ 3 日間ではあったが、自分がバディを担当した台湾の方以外にも交流することができ、とても有意義であ
ったと思います。
＊ 楽しかったです。貴重な体験をありがとうございました。
＊ みんなフレンドリーでたのしかった。
＊ またこのような機会があったらやりたいです。プレイヤーとして参加しなくても楽しくて、やりがいがあ
りました。
＊ 本当によい経験になった。またこのような企画があったら参加したい。
＊ とてもよかった。
＊ 毎日夜遅くまで活動したため、体力的にかなり疲れたが、高校生活の中で特に残るであろう思い出を作る
ことができた。校外の多くの人とコミュニケーションをとることができて、良い刺激になった。
＊ 毎日英語を話す環境の中で大変なこともたくさんあったけどとても楽しかったです。one day trip やプレ
ゼンテーションなどそれだけでもたくさんのことが学べる中でさらに英会話能力を磨くこともできてと
てもよい経験になったと思います。またこのようなイベントがあったら参加したいです。
＊ この台湾のシンポジウムに参加して本当によかったです。またこのような機会があれば、もっと英語を勉
強してぜひ参加したいです！
＊ 本当に楽しい 1 週間でした！こんな楽しく、充実した企画に参加しないのは本当にもったいない！もっと
多くの人がこのような機会に触れられたらいいと思います。
＊ さまざまな研究を見ることができて、自分の研究をこれから進める気力が出てきた。
＊ 自分はもちろん、台湾の生徒も日本の生徒も楽しめたようだったのでとてもうれしかったです。参加して
よかったです。
＊ 初めてこのようなプログラムに参加したが、有意義でした。
＊ 台湾に行ったときに素晴らしいおもてなしをしていただいたのでいつか是非お礼として同じようなこと
をしたかった。SEES 2011 でそのような機会があったのが自分にとってはよかった。
＊ すごく成功したみたいで本当に良かったです!お疲れ様でした!
＊ SEES に参加することで、貴重な体験をすることができました。ありがとうございました！
＊ 台湾の方と英語で交流、そして英語でプレゼンテーションをするという経験を通して、英語をもっと話せ
るようになりたいということを強く感じました。今回私はあまりうまく英語を話せませんでしたが、それ
でも台湾の方とお話することはとても楽しかったです。もし英語力がつけば、さらにたくさんのことをお
話できるのではないかと思います。私にとって SEES は、その６日間が糧になっただけでなく、これか
らの勉強へのモチベーションにもなりました。 高校１年生でこのような貴重な経験が出来て良かったで
す。ぜひ、またこういったプログラム（英語を使用するものにも恐れず！）に参加したいです。
＊ やはり 19 日だけの参加だったので、台湾の方と話す機会がほとんどなく、日本人だけでの行動になって
しまったのがいけなかったなと思います。しかし、足尾コースで行った所は全て初めてだったので、とて
も良い経験になりました。次、またこのような機会があれば参加してみたいなと思いました。
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参加して何より楽しかったです。やったことのない「司会」という新しい経験をでき、新たな同級生や下
級生と話すことができ、また台湾や他の日本の学校の生徒と交流することができて新しいビジョンを持て
るようになりなした。この SEES2011 に参加して知ったことは、自分と同い年あるいは年下ですごい研
究・実験をしている生徒たちがたくさんいるという事実と日本の英語教育が先進国として遅れているとい
うことです。オーラルプレゼンテーションやバディとして日本人・台湾人の英語を聞いていて、明らかな
差を感じました。台湾の生徒に、
「なぜ帰国子女でないのにそんなに英語が上手なのですか」と聞いたら、
「ただ知っている単語を並べてるだけですよ」と答えられました。単語を知ってるだけじゃ会話や聞き取
りはできないと思いました。スピーキングとリスニングは経験だと僕は思っているので、台湾ではより英
語に触れる機会が多いのかなと思いました。SEES2011 は楽しいだけでなく、いろいろ考えさせられる
大変いい経験で参加して本当に良かったです。誘ってくださって本当にありがとうございます。
とても楽しかったです！
英語を勉強しようと思うようになったし、韓国語の勉強を一緒に頑張ろうと決めて勉強への意欲がでてき
ました！台湾の友達に中国語や台湾のことを教えてもらったり日本のことを教えたりして視野も広がり
ました！またこのような機会があったらぜひ参加したいです！ありがとうございました！
今回のシンポジウムは３年ということもあって、あまり深くかかわれなかったのが残念です。けれど、少
しでも司会や開会式などに参加できて、高校生活最後の最高な国際交流になりました！初日に参加したと
きと、たまたま見に行った閉会式のときでは日本生徒・台湾生徒の交流が深まっていて、仲よくしている
のをみてすごく感動しました！科学シンポジウムというのが目的であっても、同時に国際交流も大きな目
的の１つになっていたことがすごく良かったと思います！ありがとうございました！！＆お疲れ様でし
た＾＾!
SSH のプロジェクトに参加したのは今回が初めてです。今回参加したのは、望月先生が授業の時にスタ
ッフの募集をしてくださって、大好きな英語で司会をしたり、台湾の方と交流したりすることに魅力を感
じたのがきっかけです。その中で私は司会とバディという重要な役割を任せていただきました。困ったこ
とやわからないことがあった時には、先輩方、友達に頼ることも多々ありました。原稿を作成するときや、
自分の発音に自信が持てず司会の練習をしたいときは、先生方にも大変お世話になりました。先生方、お
忙しい中、本当にありがとうございました。最後にもう一度、SEES に関わったすべての先生方、生徒の
皆さん、その他の方々、本当に感謝しています。ありがとうございました。
来年もこのような国際交流プログラムに参加したいと思いました。
私も SSH 部に入部したいと思いました。
こういうことになかなか参加しなかったけど、いい経験になった。
スタッフとして参加させていただいただけでも本当に沢山のことを得られました。台湾の子達との人脈も
更に広がって嬉しかったです。また、(JSSF は発表者で)SEES では運営する側として裏方仕事の経験も
得られたので、これらを他のプログラムにも活かして行きたいです。バタバタしてご迷惑をおかけしまし
たが、ありがとうございました。

4.3.2 参加教員事後アンケート
How do you think you have changed through the events?

SEES2011 で何が得られましたか？

１．Through the research presentation 研究発表の準備・参加を通じて
①Students increased their knowledge and became more interested in science. 生徒の科学に関する知識・
意欲は増しましたか？
（ 16 ）agree そう思う
（ 3 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②Students improved their English and became motivated to study more. 生徒の英語に関する知識・意欲
は増しましたか？
（ 17 ）agree そう思う
（ 2 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
③Students gained their knowledge and became motivated to improve their presentation skills. 生徒
のプレゼンテーションに関する知識・意欲は増しましたか？
（ 17 ）agree そう思う
（ 2 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
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２．Through the teachers session (Dec.21)
①You gained knowledge and new ways of thinking about science education through the teachers session.
教員研修に参加して、新たに得られる知識や考え方はありましたか？
（ 15 ）agree そう思う
（ 3 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②You extended your human network through the teachers session. 教員研修を通じて、ネットワークは広
がりましたか？
（ 16 ）agree そう思う
（ 1 ）partially agree ややそう思う
（ 1 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
③You developed your motivation of education through the teachers session. 教員研修は、教員として
の意欲向上に有意義でしたか？
（ 17 ）agree そう思う
（ 1 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
[Comments コメント]
・ Lego は取り組みたいと考えていました。参考になります。プレゼンについての講義はびっくり。大いに
参考になりました。
３．Through one-day trip (Dec.19)
①Students gained their knowledge and became more interested in science. 生徒の科学に関する知識・
意欲は増しましたか？
（ 7 ）agree そう思う
（ 8 ）partially agree ややそう思う
（ 2 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②Students’ perspectives on the future became wider and deeper. 生徒が将来の展望を考える際の視野
は、広がったと思いますか？
（ 12 ）agree そう思う
（ 4 ）partially agree ややそう思う
（ 1 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
[Comments コメント]
・ 教員研修は３つそれぞれ楽しませていただきました。事前準備等もかなり大変だったと思います。ありが
とうございました。One day trip も生徒が積極的に交流してくれてよかったです。ペアワークなどもあり、
しっかり英語でのコミュニケーションをしているようでした。
４．What was your impression of the following events?
Opening ceremony 開会式
（ 11 ）Very good とてもよかった
（ 8 ）Good よかった
（ 0 ）Not good あまりよくなかった
（ 0 ）Bad よくなかった
Welcome party 歓迎パーティ
（ 12 ）Very good とてもよかった
（ 6 ）Good よかった
（ 0 ）Not good あまりよくなかった
（ 0 ）Bad よくなかった
Cultural exchange 文化交流
（ 16 ）Very good とてもよかった
（ 2 ）Good よかった
（ 0 ）Not good あまりよくなかった
（ 0 ）Bad よくなかった
Closing ceremony 閉会式
（ 14 ）Very good とてもよかった
（ 1 ）Good よかった
（ 0 ）Not good あまりよくなかった
（ 0 ）Bad よくなかった
５ ． Please tell us your impression about the registration, food, accommodation, schedule,
transportation, hospitality of buddy. We appreciate your specific comments and suggestions. 登録、
食事、宿舎、スケジュール、移動、バディのホスピタリティで改善すべきところがあれば、教えてください。
130 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
＊
＊
＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

All are fine!
Very good!
All are very good!
キャンパス内での移動が多く場所をまちがえることがありました。
全体に時間がタイトで忙しかったですね。やむをえないのでしょうが。
Everything went rather well. The accommodations were very good, but the breakfast at the Route
Inn wasn’t very good. All the student helpers were very friendly and did very well communicating in
English. They made everyone feel comfortable and relaxed.
何事にも意欲的に取り組まれており、素晴らしい生徒さんだと感じました。
スケジュールは若干厳しかったと思いますが、有意義でよかったです。
広いキャンパスで移動に戸惑うことがありましたので、日本校にもバディがつくとうれしいです。
プログラムが充実していて、多少、時間的余裕がなかったですが、問題はなかったです。
夕食の時間は出来れば一定の時刻に！スケジュールの関係でむずかしかったとは思いますが・・。他には
特にありません。ご苦労様でした。
キャンパスが広く、施設が十分にあることと、移動距離（徒歩の）が長くなることはいたしかたないので、
早大本庄のキャパでないとこの規模の交流イベントはできないので、大変お世話になりました。
It is nothing to pick fault.

６．What is your evaluation of SEES2011 as a whole? 全体を通して、以下のことを教えてください。
①Students increased their knowledge and motivation about science through this event. 生徒の科学に
関する知識・意欲は増しましたか？
（ 14 ）agree そう思う
（ 4 ）partially agree ややそう思う
（ 1 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②Students increased their knowledge and motivation about English through this event. 生徒の英語に
関する知識・意欲は増しましたか？
（ 16 ）agree そう思う
（ 2 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
③Students extended their human network through this event. このイベントは生徒のネットワークを広げ
るのに有意義だったと思いますか？
（ 17 ）agree そう思う
（ 1 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
④You extended your human network through this event. このイベントはあなたのネットワークを広げるの
に有意義だったと思いますか？
（ 17 ）agree そう思う
（ 1 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
⑤Students developed their perspectives about the future through this event. 生徒が将来の展望を考
える際の視野は、広がったと思いますか？
（ 15 ）agree そう思う
（ 3 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
７．Please comment on the SEES 2011, if any. このイベント全体を通じてコメントがあればお願いしま
す。
＊ Very successful!
＊ Thank all of you very much for your arrangement.
＊ この手のカンファレンス参加ははじめてでしたが、大変ためになりました。台湾の方々ともたくさん話が
できて来年のプラン作りに役立ちました。本当にお疲れさまでした。
＊ Thank you so much. See you next year!
＊ 充実した 5 日間でした。忙しかった分、得られたものも数多くあるでしょう。外国の生徒さんと交流でき
たのもよかった。私もはじめてでしたが、英語によるコミュニケーションをもっと磨かなければいけない
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と生徒ともども感じました。研究については台湾の参加者とは考え方に違いがあるかも。かなり大学等の
協力を得ている感じです。生徒研究に対する感が下方には違いもあるようです。いろいろとお心遣いいた
だいた 5 日間でした。ありがとうございました。
I think this is a very good program. I would like for students to have a practice day of presentations,
before the give their presentations for competition. Also, I think a presentation workshop would be
very helpful for students and teachers. Students and teachers need to learn to make more effective
powerpoints and presentations. Each room should have main judges to evaluation each presentation
more consentingly and fairly.
It takes students time to be comfortable with each other, Students should have more time to getting
to know each other.
限られた日程の中で本当にご尽力をしていただき心から感謝いたします。本校でも毎年 Fair を開催して
おりますが教員セッションをはじめ、いろいろ勉強になりました。生徒（に加えて私自身も）まだまだ語
学力が足りないと思うので帰って生徒とともに勉学に励みたいと思います。教員が力をつけないと生徒も
ついてこないので生徒に還元できるようがんばります。
口頭発表などの award を決めるのはなかなか難しかったです。課題研究とかでも、評価の観点をどうす
るかで悩むところですが、今回の評価シートを参考にさせていただきます。
初めて参加しましたが、とても楽しい 5 日間でした。生徒もですが教員自身も成長？（得るものが多い）
シンポジウムでした。このシンポジウムを運営されたみなさん、お世話になりました。ありがとうござい
ました。イベントが盛りだくさんで、様々なレクチャーやアクティビティが受けられ生徒たちも学ぶこと
が多々あったと思いますが、やっと交流が始まったかなというところでシンポジウムが終わってしまうの
は残念です。コンペティションはまるまる 2 日間あってもよかったくらいですね。次回も参加できるよう
に、もちろん研究も深め、プレゼン力やコミュニケーション力をつけたいと思います。
大変な準備をされたことと思います。生徒たちが楽しんで交流をしていました。教員の私も、多くの先生
方と交流し、意見交換ができてよかったです。台湾のグループでいくつか、大変レベルの高い研究をされ
ている学校があり、驚きました。早稲田本庄の先生方、生徒たちが、大変よく頑張っておられました。勉
強させてもらいました。ありがとうございました。
御苦労さまでした。生徒たちは大きなもの（多くのもの）も持ち帰れたと思います。
この規模のシンポジウムに生徒が参加を果たせて光栄です。引率できてよかったです。半田先生、スタッ
フの皆さま、学院の生徒、バディ―を含め皆様、ありがとうございました。
Thanks for your treatment. It’s a nice time by SEES 2011.
I wish that I can visit the Waseda’s schoolyard.
Very good!

4.3.3 生徒事後アンケート
How do you think you have changed through the events? SEES2011 で何が得られましたか？
１．Through the research presentation 研究発表の準備・参加を通じて
①You gained knowledge and became more interested in science. あなたの科学に関する知識・意欲は増し
ましたか？
（ 38 ）agree そう思う
（ 9 ）partially agree ややそう思う
（ 1 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②You improved your English and became motivated to study more. あなたの英語に関する知識・意欲は増
しましたか？
（ 34 ）agree そう思う
（ 14 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
③You gained your knowledge and became motivated to improve your presentation skills. あなたのプレ
ゼンテーションに関する知識・意欲は増しましたか？
（ 35 ）agree そう思う
（ 12 ）partially agree ややそう思う
（ 1 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
[Comments コメント]
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あらためて自分の英語の無知さを痛感し本気で英語を学ぼうと思った。
英語の重要性を再度確認した
少人数発表はすばらしい
他の学校の方々のプレゼンテーションファイルは大変手が込んでいて今後製作する上で刺激になりまし
た。
初めての英語での研究発表だったので緊張しました。他校の生徒さん、特に台湾と早本の皆さんは英語が
とても流暢でよい刺激になりました。
他の国で行われている化学を見られてよかったと思います。
度胸というものを見た
自分の発表は何とかできたけど、聞くのがあまりできなかった。
I want to study more about my research.
SEES2001 is very great! Thank you!
It’s wonderful!
During the research presentation, I improved my expression in English.

２．Through the competition (Dec. 21 & 22)
コンペについて
①You gained the knowledge and new ways of thinking in the field of science. コンペに参加して、新
たに得られる知識や考え方はありましたか？
（ 36 ）agree そう思う
（ 12 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②You became more motivated to solve problems. コンペはあなたの課題解決に対する意欲向上に有意義で
したか？
（ 34 ）agree そう思う
（ 14 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
[Comments コメント]
＊ 台湾の人たちと英語ではそこまで伝えることができなかったが、ジェスチャーなどを交えることである程
度伝わってよかった。また関わることができてよかった。
＊ 学校ではやれないことをやれて、とてもよかった。
＊ 作業時間が短かった。もう少しパーツがほしい
＊ 課題は難しかったですが、英語で行けんを出すことになれることができたので、有意義な時間を過ごすこ
とができた。
＊ とても楽しかったです。他校の高校生ともお話できてとてもよい経験になりました。
＊ 全体を通して時間が足りなかった。
＊ 今回の活動を通して、私は多くのことを学びました。また英会話の大切さを知りました。このような活動
をもっと行いたいです。
＊ コンペの内容は実に楽しいものであった。自分の学校でもできたらいいなと思う。
＊ ロボットを操作したのは初めてだったけれど、面白かった。台湾の人ともいっぱい話せてよかった。
＊ My team robot was very interesting robot!!
＊ Everyone did a good job!
＊ Good!
＊ I learned much knowledge from other participants.
３．Through one-day trip
①You gained your knowledge and became more interested in science. あなたの科学に関する知識・意欲
は増しましたか？
（ 29 ）agree そう思う
（ 13 ）partially agree ややそう思う
（ 2 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②Your perspective on the future became wider and deeper. あなたが将来の展望を考える際の視野は、
広がったと思いますか？
（ 30 ）agree そう思う
（ 11 ）partially agree ややそう思う
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（

3 ）partially disagree あまりそう思わない （

0 ）disagree そう思わない

[Comments コメント]
＊ 尊敬できる先輩に出会えてよかった。
＊ 食事をするところの確保をしてほしい（長瀞）
＊ 学校生徒内で同じコースに申し込んだ人がいなかったのですが、その分人に話しかけることができるよう
になり、積極的になれた気がします。参加して本当によかったです。
＊ 楽しかったです。ただ、もう少し時間に余裕がほしかったです。
＊ この活動ではたくさんの人と話ができて、とても楽しかったと思います。
＊ 申し込みフォームの不都合で第 3 希望の見学地になってしまったのが残念であった。ただ、そのコースで
もかなり勉強になることが多く、結果的に良い研修だったと思う。
＊ 台湾の人もやっぱり英語はうまく、もっと頑張らないとと思った。
＊ 大塚製薬のポカリスエットの工場が動いている様子を生で見たかったです。
＊ It really impresses me.
＊ A variety of snakes broadened my horizon.
４．What was your impression of the following events?
Opening ceremony 開会式
（ 18 ）Very good とてもよかった
（ 24 ）Good よかった
（ 1 ）Not good あまりよくなかった
（ 1 ）Bad よくなかった
Welcome party 歓迎パーティ
（ 25 ）Very good とてもよかった
（ 18 ）Good よかった
（ 1 ）Not good あまりよくなかった
（ 0 ）Bad よくなかった
Cultural exchange 文化交流
（ 42 ）Very good とてもよかった
（ 3 ）Good よかった
（ 2 ）Not good あまりよくなかった
（ 1 ）Bad よくなかった
Closing ceremony 閉会式
（ 25 ）Very good とてもよかった
（ 17 ）Good よかった
（ 1 ）Not good あまりよくなかった
（ 0 ）Bad よくなかった
５ ． Please tell us your impression about the registration, food, accommodation, schedule,
transportation, hospitality of buddy. We appreciate your specific comments and suggestions. 登録、
食事、宿舎、スケジュール、移動、バディのホスピタリティで改善すべきところがあれば、教えてください。
＊ Thanks for your hospitality and reception. I really had a good time and learned a lot from this
activity. I hope SEES can be continued in the future, giving more and more Taiwanese and Japanese
students opportunities of interacting and learning from each other. Thanks very much. ありがとうご
ざいました。
＊ That’s all good!
＊ I felt satisfied with every serve.
＊ Thank you for your treatment.
＊ All are very good!
＊ Have a great schedule. And on time management! And you guys are very nice.
＊ I thought the things are all good here. The hotel room is clean and the bus lady is really friendly and
cute. Our buddy, Haruka-san, is really a good partner. I like her a lot. There are still other girls who
are really friend to me.
＊ About food: Can we eat early?
＊ About schedule: robot contest is too long.
＊ I love the interest courses and Japanese friends. Because of their guiding, we can enjoy the each
moment in Japan. Thank for your help! And Haruka did a great job! She is the best nanny!
＊ I think all the processes are doing very well, the good was really delicious. The schedule was done
fluently, and also, we really had a good time. p.s. I suggest that award in the ceremony can be added
some music, and the process will be better.
＊ I appreciate that I can join this program (SEES 2011) so much. All the things were good! Thank you
very much!!
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コンペティションを初日にしてほしかった。
他国にも来てほしかった。
日本校にもバディをつけてほしい。なるべく英語だけで運営してほしい。
これだけの数の少ないポスターなら 2 つのグループに分けて回ってもよかったです。もっとたくさんのポ
スターを見たかったです。（自分のせいですが・・）
登録について・・・申し込みフォームにおいて、不具合のないようにしてください。その他全てのスケジ
ュールや発表などはとても充実したものとなり、楽しむことができました。本当にありがとうございまし
た。
Breakfast in Grand Hotel is always the same.
My buddies, Honami, Ayane are very kind!
School cafeteria is great!
Our buddy –Honami & Ayane – did very well. They let us feel like “we are part of Japanese”. This
journey is definitely unforgettable!
food: the welcome party was great, but we have some breakfast everyday.
Transportation: great!
Buddy: すばらしい！
The options of lunch in Waseda Honjo is not enough. Buddy should be more passion.
すばらしいの一言です。
すべてにおいてとてもよかったと思います。歓迎パーティの時のいろんな方のあいさつはとてもよかった
のですが、少し長くてみんな疲れているようにも感じました。
Important things should be told by each mother tongue. (for example, time, place)
カフェテリアや大教室などの場所の説明が少なく、迷ってしまった。
I think the food of Japan tastes very well. And the accommodation is clean and comfortable. The
schedule that I like very much was very substantial.
スケジュールの変更が分かりづらい。
スケジュールがわからなすぎる
スケジュールの変更が分かりにくく、最初に配られた冊子の中でもタイムテーブルと各イベントの説明の
部分で時間が違っていたことがあった
特になかったと思います。１つ挙げるとするならば、昼食休憩の時間がもう少し長いとなお良いと思いま
す。
お弁当は女子にとっては多かったと思います。
All of them are good. Food is delicious. Hotel is fantastic. I love the single room.
もう少しゆとりのあるスケジュールにしてほしい。
食事のバリエーションの改善
宿舎の近くにコンビニがほしい（徒歩 1,2 分が理想）

６．Throughout the SEES2011, please comment on the following things. 全体を通して、以下のことを教
えてください。
①You increased your knowledge and motivation about science through this event. あなたの科学に関す
る知識・意欲は増しましたか？
（ 37 ）agree そう思う
（ 11 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
②You increased your knowledge and motivation about English through this event. あなたの英語に関す
る知識・意欲は増しましたか？
（ 34 ）agree そう思う
（ 14 ）partially agree ややそう思う
（ 0 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
③You extended your human network through this event. このイベントはあなたの交友関係を広げるのに有
意義だったと思いますか？
（ 40 ）agree そう思う
（ 7 ）partially agree ややそう思う
（ 1 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
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④You developed your perspectives about the future through this event. あなたが将来の展望を考える
際の視野は、広がったと思いますか？
（ 39 ）agree そう思う
（ 6 ）partially agree ややそう思う
（ 3 ）partially disagree あまりそう思わない （ 0 ）disagree そう思わない
７．Please comment on the SEES 2011. このイベント全体を通じてコメントがあればお願いします。
＊ I met so many Japanese and Taiwanese. I made a lot of friends. However, there were still some
persons wouldn’t interact with us. Nevertheless, I still gain a lot in the campaign. Thank you! I miss
you!
＊ It’s a perfect activity to increase both Taiwanese and Japanese science.
＊ It improves my science and English skills.
＊ Thank you SEES 2011. I’m very honor to be here in Honjo Senior High School to attend this event.
We share our project, ideas, and cultural experience together, and we cooperate with each other. I’
ve learned so much in this trip to Japan, and also made many friends. This is a cherish experience
that I’ll never forget in life.
＊ Thank you for giving me the chance to explore and wider my vision. And have the chance to found
myself.
＊ Thanks for this activity that I can be more strong and get wider horizon. If I have a chance, I will
come to this again.
＊ I think the SEES 2011 is an educational and interesting activity. I am really lucky to be chosen to
represent my school. I still have a lot to learn and I’ll keep working hard on my study. I hope SEES
can be held in the future in order to let more students to participate in such a wonderful activity.
＊ SEES 2011 is good and successful. I enjoy these days in Honjo city. By the way, thank for Waseda
Honjo SHS students. I have a good memory here. Keep going! Taiwan and Japan can learn and
improve together! Japan is very friendly! Thank you!
＊ I really like the programs the SEES 2011 have prepared for us. Each one had a really special feature.
In the first day, the most impressive thing that I faced is seeing the snow in the mountain. Though
the weather was rally freezing for me, I think it north. I also learn the information about the
environment and the local history about Ashio. The second impressive thing I met is create the robot
with foreign partners. This experience meant a lot to me. I think I’ll never forget the friendliness,
the hospitality, and professionalty that Waseda University had given us. Love you all. I love Japan.
Really thank you very much!
＊ 台湾の生徒とこんなにも交流できたのは初めてだったので、とてもいい機会だったと思います。また参加
させてもらいたいです。本当にありがとうございました。
＊ 二国間だけの交流だったけど、参加人数も多く、楽しめた。自分ももっとうまくプレゼンできるようにし、
自分の研究を伝えられるようにしたい。コンペまで台湾の子と仲良くなりにくい雰囲気がありました。は
じめから、というのは難しいかもしれませんが、2,3 日目に台湾の子と交流する機会がほしかったです。
英語でやるなら英語で、通訳つけてやるならそれでやる、と徹底してほしかったです。学校名（特に台湾
側）の名前を間違えるのは難しいから仕方がないと思うけど、笑ってごまかすのは失礼だったと思う。細
かいことばかりで申し訳ありません。SEES 今回が初めての参加で本当に楽しかったです。ホテルもなか
なか。ありがとうございました。感謝しています。
＊ Great activities! Looking forward to visit Waseda Honjo SHS again!
＊ Inspirative! Innovative!
＊ SEES is great active. I learned more knowledge in SEES.
＊ 日本で他の国との交流ができたのは良かったです。私はこのようなイベントはいつもとは違ったことが学
べるので呼んでいただいて感謝しています。
＊ このイベントを通じて交遊関係がとても広がりました。いろんな人と知り合いになることができ、自分の
視野が広がりました。もともと得意だった英語とさらに伸ばすことができ、普段体験できないような貴重
な体験もでき、とても楽しかったです。国際交流をもっと深めたいと思いました。またこのようなイベン
トに参加したいです。
＊ It’s a wonderful trip. I really enjoyed it. Thank you very much!
＊ 自分の英語のできなさを本当に痛感しました。とてもいい体験になりました。ありがとうございました。
＊ 今回の SEES を終えて、私は自分の視野が広がったように思う。これまでは文字通り井の中の蛙だった
が、これからはもっと視野を広く持とうと思う。
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I think that Japanese are kind and friendly and reliable. If I have some problems, Japanese will try
their best to help me. I like every one of Japanese. Due to the SEES 2011, I obtain much knowledge of
science and living. I also made many friends. I must miss everyone and everything in Japan, when I
come back to Taiwan. I hope that we can meet again. I also make myself much better than before. I
am very sorry to get into some trouble just because I am careless.
初日の学校紹介で校歌を歌った男です。いきなり歌って申し訳ありませんでした。でも、歌っていてとて
も気持ちよかったです。全体を通して、とても楽しい 5 日間でした。本当にありがとうございました。
海外の方々と交流する機会はなかなかないので、大変貴重な経験でした。台湾の方々とたくさん友達にな
れてうれしかったです。またこういう機会があったら参加したいです。
I leaned and get a lot of things in SEES 2011, also was touched by you. I have fallen in love with
Japan and WASEDA Univertsity! If I could, I want to study in Waseda Universty in future. I love
Japan!

4.4 SEES 参加生徒保護者アンケート
バディ保護者 1
＊ SEES に参加する以前は、娘は国語は得意だが外国語は苦手で、英語などできなくてもかまわない、外国
人とはかかわりたくない、と考えていたが、SEES で台湾の生徒さんと交流する体験を通じて、外国語が
わかると自分の世界が広がることを感じて苦手意識を克服することができた。
学校、文部科学省がこのような機会を設けてくれたことは誠にありがたいことです。またイベント終了後
も Facebook などを通じて台湾の生徒さんとの交流をさらに深めている。あの内向きだった子供が、とて
も外向きになり、来年は台湾に遊びに行って今回友達になった生徒さんの家に泊めてもらいたいと言って
いるのは親として信じられないほどうれしい収穫である。
バディ保護者 2
＊ 娘は SEES 参加の後、交流した生徒さんたちの国、台湾に親しみを持ち、外国語学習へのモチベーショ
ンが非常に高まっています。また未知の物事への関心や疑問と既存の知識を結び付けようとする姿勢を持
つことができました。
同世代とコミュニケーションを取り、切磋琢磨することをいとわない積極性も身に付きました。
「招く側」
として準備や開催期間中の作業に携わり、企画運営される先生方のクリエイティブなご発想やこまやかな
ご努力に間近で接する機会をいただけたことが高校生活に限らず今後社会生活を送る上で大きな財産に
なったように思います。
研究発表者保護者 1
＊ 研究者として本来の SEES における目的は日ごろの研究の成果を発表することであったが予期していな
かった副産物があった。それは学校内外、そして国内外の人とのつながりを広げられたことであり、その
ことを通じて外に対して目を向けるようになり、研究とだけ向き合っているよりもより意欲的に研究に取
り組む姿勢を作ることができた。
また発表言語が英語であるので英語にも目を向けて学習するようになった。準備段階では先生に指導をし
てもらいながら一方で発表内容を発表者同士で自立的に考え、企画し、頭の中で立派な構想があってもそ
れを効果的に共有できなければ伝えることができない、と言う考えのもと、まとめてわかりやすく発表で
きるようパワーポイントの構成なども工夫する力が身についたと思う。
SEES のような研究発表の場があると「工夫して、背伸びしてやらざるを得ない状況」が作られ、高校生
だからこのレベルが上限、などの制約や枠組みにとらわれずに超高校級の力を発揮することができる。そ
のような環境づくりをしていただいたことに感謝している。
研究発表者保護者 2
＊ 高校生位になると親の言うことにはかえって反発するようになり、英語を勉強する効用を説いたり、物事
を深く考えるくせをつけるようアドバイスしても聞き入れてもらえませんが、娘は台湾の同年代の生徒さ
んの発表を聞いて研究の質やレベルの高さに驚き、また英語の表現力の豊かさに刺激を受け、なぜ英語を
学ぶことが大切なのか、自分の研究のやり方にまだ工夫の余地があることを身を持って理解できたようで
す。
また客観的な評価をしていただき、同じセッションの中で発表チームごとに順位をつけていただくことで、
国内はもとより、国際的なベンチマーキングをすることができ、自信につながったようです。
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一方で SEES に参加する前は自分が発表の場で話をすることで精一杯でしたが、英語は台湾日本双方の
生徒にとってもあくまで共通語であり、母国語ではないので単語の使い方、言い回し、話すスピードなど
を意識的に調整し、聞き手が聞いていてわかりやすい話し方をすることにこころがけることを覚えました。
聞き手の立場に立つことができるようになったのは収穫でした。
自分が発表をした後の質疑応答も臨機応変に英語で対応できるようになったのは SEES のような国際的
なフォーラムと言う機会が設けられ、切羽詰まった時に最大限の力を発揮しようとする瞬発力を引き出せ
た成果であると思います。
ロボットコンテストでは台湾の生徒さんの小さな発想を発展させる構想力、先回りして段取りを組む企画
力、そして何よりもチームを統率するリーダーシップを発揮する様子に刺激を受け、日本人は指示を受け
たことはそつなくこなせるが、ゼロを一に持っていく余力に乏しいことを痛感したそうです。自分に足り
ないことを 10 代で実感し、それを埋める努力を積む必要性を感じてくれたことは貴重な機会でした。ア
ジアの新興国の勢いを体で感じ、日本国内だけで甘んじていてはいけないという良い意味での危機感を持
ってくれたと思います。
研究発表者保護者 3
SEES に参加を決めてから自分の英語力に自信がなく不安が強かった様です。実際、台湾の友達のバディ
として参加し、多々失敗もあった様です。その失敗から、もっと英語力をつけたいと意欲の向上につなが
った様で、家でも英語の歌を聞くようになりました。３日目に司会を務めたり、ワークショップ・ポスタ
ーセッション・One day trip など様々な経験をさせて頂いた様で、家での言動にも変化が見られいろいろ
な角度から物事を考えている様に感じます。
今回、SEES に参加させて頂いた事は、17 歳の娘にとって、これからの人生に大きなプラスになると思
います。
4.5 buddy（バディ）活動と教育効果
buddy とは参加校とともに行動し，会場での案内のために会期中ともに行動する生徒のことである．
SEES2011 においては，宿泊しながら台湾校につく buddy に 13 名，部分日程で（宿泊せず）参加し台湾校に
つく buddy に 26 名の生徒が参加した（運営スタッフとの兼任も含む）．以下では，buddy 運営の概要および
buddy として参加した生徒のアンケート結果を述べる．そこでは，発表等で参加生徒に限らず，buddy として
裏方の仕事をした生徒たちにとっても情意面で効果があることがわかった．
4.5.1 運営の概要
10 月下旬
11 月中旬
12 月 8 日
12 月 15 日
12 月 18 日
会期中
SEES2011 終了後

buddy として参加する生徒を募集（他の運営スタッフとともに）
buddy マニュアルの作成
第 1 回 buddy ミーティング実施
・buddy マニュアル（暫定版）配布，読み合わせ
・「One-day trip のみどころ」チラシの作成
第 2 回 buddy ミーティング実施
・buddy マニュアル配布，変更点確認
SEES2011 開幕
・Reception 前にグランドホテルにて最終確認
毎晩，buddy ミーティングを実施
buddy に対してアンケートを Web 上（Course N@vi）で実施

1.

buddy ミーティングの実施
事前に 2 回のミーティングを実施した．回数としてはかなり少ないが，ミーティングでは必要最低限の情
報を伝達するに限り，実際の運営は buddy 個々人の裁量に任せることとした．それは 1 つのことを自ら
作り上げるという経験をしてほしかったからである．とはいえ少ないミーティングで伝達事項に漏れがな
いように，web 上に必要なデータをアップロードすることによって対応した．

2.

buddy マニュアルの作成
必要最低限の情報を伝達するにあたりマニュアルを担当教員が作成した．これは，時間の流れに合わせて
すべきことを一覧表にしたものである．このマニュアルを作成するにあたり，担当教員が今年度 JSSF（於
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立命館高校）に参加した際に頂いたマニュアルを大いに参考にさせていただいた．特に，丁寧に対応して
くださった立命館高等学校の武田菜々子先生にこの場を借りて厚く御礼申し上げる．
3.

会期中の担当教員の対応
応対をして困ったことがあればいつでも担当教員に質問できるように，担当教員が会場の付近に居るよう
に心がけた．また，相手校とともに行動していない時間（コンペの最中など）は会場設営などのお手伝い
をしてもらった．

4.5.2 アンケートの実施
宿泊した，しないに関わらず buddy 全員に対し Course N@vi 上でアンケートに答えてもらうように依頼し
た．16 名から回答を得た．その結果を以下に述べる．
①buddy マニュアルについて
「マニュアルは役に立ちましたか？」という設問に 4 択で回答してもらった．結果は次の表の通りである．
また自由回答で「マニュアルの良か
った点，改善すべき点」を答えてもら
ったコメントをピックアップする．
良かった点としては
「わかりやすかった，把握しやすかっ
た」 8 件
と目立った．他に，
「あってよかった」，
「配布が早くて良かった」という意見
もあった．これから，マニュアルがあ
ることによって生徒たちは動きやす
かったということがわかった．
反省すべき点としては，
 情報の混乱があった 2 件、
 英語・専門用語の記述がほしい
である．会期中に会場変更を余儀なくされたことがあったため，特に宿泊しない buddy は集合場所を正確に
把握することができなかったようである．これは完全に教員側のミスである．連絡体制をしっかりしておくべ
きであったと反省しなくてはならない．また，マニュアルは日本語で書かれているものの，相手校には英語で
説明しなくてはならない．その際，特に専門用語などは英語表記も併せてしておくと便利だったのだろう．
②生徒に与えた影響・効果
さらに自由回答で「buddy 全体の仕事を通じて感じたこと」を述べてもらったコメントをピックアップする．
特に目立った意見は
 英語スキルを上げたいと思った 6 件
 言いたいことが伝わった 4 件
であった．SEES2011 において，これまで学習してきた英語がどれほど通用するのかということを直に経験し，
それを基に今後の学習にモチベーションを上げる効果があったようである．また英語があまり上手ではなくと
も，ボディランゲージなどで言いたいことを伝えるという経験ができたという意見もあった．また「チャレン
ジが大事」というコメントもあり，言いたいことを伝えるという経験を多く積み，それが伝わることによって
生徒が自信を得るという効果があったようである．
また，台湾の高校と接して国外のレベルを知るという機会にもなったようである．台湾側のプレゼンやその
質疑応答のレベルを見て，刺激を受けたということである．本学院においても授業中にプレゼン技術など学習
したり，発表をしたりという経験をしているが，一味違う発表を見て，発表者だけでなく，buddy にとっても
自分の技術を振り返る良い機会になったのだろう．
さらに，
 楽しかった・充実した 5 件
 このような機会に感謝したい 3 件
とあった．このコメントは SEES2011 が成功であったことの証であろう．先にも述べたように担当教員は，
実際の運営が buddy 個々人の裁量となるように必要最低限の情報のみ与えた．その中で彼らは相手校に会っ
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たときどのように挨拶をし，どのような話題で盛り上げるのかを考え，応対をした結果をもとに試行錯誤して
いた．自分で必要なことを考え，それを自己反省して行動に移し業務にあたっていたのである．このように仕
事を任せられ，自らの業務を全うすることができたことが「楽しかった・充実した」というコメントにつなが
ったと考えられる．以上から，自分で工夫したり試行錯誤したりする力をつけることができ，それにより充実
感を得ることのできるプログラムでもあったと言えるだろう．
最後に，SEES2011 では buddy にとって，「英語学習についてモチベーションを上げる」，「言いたいこ
とがつた伝わり自信が持てた」，「試行錯誤しながら業務にあたり充実感を得る」という点に効果があったと
まとめられる．今後，これらの収穫が彼らにとって別の国際交流プログラムや科学交流への積極的参加につな
がるきっかけとなることを期待したい．
4.6 3/12 国立蘭陽女子高級中学を訪問し研究発表を行った生徒の感想
蘭陽の研究発表を見て抱いた印象
 他校のプレゼンテーションを見るのが 2 回目で、
以前は SEES で優秀者プレゼンテーションを見ただけ、。
研究発表はオタクだけのものと思っていた。今日行ってみたら、みんな意欲があって学ぶ姿勢が見られた。
施設も充実していた。教員も頭のいい印象。プレゼンの良しあしは英語力と自信だが、国民性もあるよう
に思う。
 ここに来るまで台湾のイメージがつかめなかったが、来てから親しみが持てるようになった。一人一人の
モチベーションが高く、英語の下手な私たちに関わろうとしてくれた。研究発表にも本人たちの知りたい
気持ちがわき出ている。ハングリー精神がわき出ている。設備が充実していた。自分の学校の魅力を第三
者の目でもう一度見てそれを活かして行きたい。
 彼女たちは、テーマを自分たちで決めたと言っていた。自分たちが純粋に興味を持ったことを進めると楽
しく研究ができる。英語力のレベルが高い。先生の授業の仕方もレベルが高い。
 自分のバディは「生物が好きで人間の体を調べて、体質を改善する薬を作ることが将来の夢」と言ってい
た、自分たちで調べてやりたいことをやっている。バディが（午後に訪問した）博物館でいろいろなこと
を教えてくれた。それを聞いていると、いろいろな知識の幅があると思った。自分たちには、海外の生徒
が来て民族文化の博物館へ連れて行ったときに自国の文化について説明できるのだろうか。台湾の子たち
が自分たちを迎えている感じがして話しやすかった。
 原稿を覚えるのではなく自分の言葉で語っていた。学校紹介では、私たちが学校紹介パンフレットにある
ような内容なのに対し、魅力のある写真を使っていた。設備はいっぱいあったが、使われていない雰囲気
があった。英語を話すとき、失敗を恐れていない。
 英語がうまく話せなくても、向こうはわからない場合違う言い回しで話しかけてくれた。PPT の作り方
や発表の表現の仕方が豊か。聞いていてもわかりやすかった。
自分側の反省点
 原稿をその通りに読まなくてはならないと思って緊張した。向こうの様にいろいろな表現の仕方を増やし
たい。
 原稿をまちがえると焦って紙を見るようになってしまった。我々は自分の学校の魅力を伝えきれていない。
そこにいる自分たちだからわかることを伝えたい。
 原稿を作るのに時間がかかって、あまり練習できなかった。正しい英文法にこだわるのではなく、自分が
何を伝えたいのかを考え、自分で表現を考えなくてはならない。
 間違った英語を言いたくないばっかりに、自分の文章でないようだ。簡単な英語でいいから自分らしく表
現する英語を心掛けたい。
 今回は多少内容を理解できていたので、対応できるかなと思っていたけれどもやっぱりだめだった。語彙
力があれば自分で勝手に文章を作れる気がする。自分お伝えたいことの順序をしっかりして、学校で培っ
た基礎力で自分の表現の幅を広げられる。自分の言葉でちゃんと文章を作って、自分で納得して相手に伝
えられるようにしたい。
 PPT のレベルの低さと練習不足を感じた。英語のレベルの違いが大きい。自分たちよりも練習している
からこそあのようにすらすらいえる。日本語でプレゼンをするときでも、伝えきれていない時がある。自
分で文章を作るのも大事だが、そのまえになにかあるのではないか？英語を上達させても、うまく言える
とは限らないのではないか。場馴れも大事。
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５． 評価の工夫 ～SEES 研究発表会（口頭発表）における Rubric Chart を用いた「早大
本庄発」の評価シート～
5.1 背景
SEES において評価シートを作成することになった。その際本学院 SSH 委員の意見の中に「評価の際のあ
いまいさを抑えたい」「評価される側が納得できる評価シートを作りたい」という意見があった。
1980 年代よりアメリカではRubric Chartという評価法が活用されている。Rubric Chartは複数の評価項目
と、各到達度をあらわす典型的な評価語で構成された表のことである 22。この表の特徴は、到達度が実際に言
葉で表現されているので、評価基準が明確になっていることである。なお、Rubricとは評価指針という意味で
ある。
日本では高等学校において情報科が必修となって以来、課題や作品の評価の際に Rubric Chart 用いられて
きた経緯がある。本学院でも、情報科の教員が中心となって Rubric Chart による評価シートを開発した。
5.2 評価シートの作成過程
評価シートを作成するにあたって、重要な決定事項は以下の 3 つである。
①評価の観点と評価表現の決定
②観点別の評価重みの決定
③英語表現の決定
本学院ではまず日本語で評価の観点を決め、それを英語の表現に翻訳した。翻訳の際に英語科の教員の助け
があった。上記①から③までの重要な決定事項については、SSH 委員で時間をかけて何度も議論した。
5.3 評価シート
今回の SEES に際して本学院が作成した Rubric Chart をこの記事の末尾に添付する。


工夫した点と期待した効果
先に背景を述べたように、評価基準をはっきりさせることが重要なので、その点に尽力した。具体的には、
どの指導者も共通して心がけるポイントを評価の観点に選んだ。言い換えれば、どの研究分野でも重要視され
る点を評価できるように工夫した。また、この評価法の性質から、評価語、評価表現においてはわかりやすい
表現になるように、多くの SSH 委員が作成にかかわれるよう工夫した。その結果、わかりやすく、また納得
できる評価シートとして利用されることを期待した。


その期待に対する評価
ここで、秋田県立横手青陵中学校・高等学校の瀬々将吏教諭にインタビュー（2012 年 2 月 28 日）した結果
を掲載する。以下は瀬々氏によるコメントである。
『高校生学会でこのような評価シートを見たのは初めてなので驚いた。評価基準がはっきりしており感激した。
それぞれの項目に対して、研究を判断する内容としてしっかりしていると感じた。高校生たちが今後研究者に
なったとして、その際研究者として評価されるポイントが、この Rubric Chart には盛り込まれている。』（以
上、瀬々氏コメント）
このことからもわかるとおり、参加者からも一定の手ごたえがあり、「わかりやすく、納得できる評価シー
ト」という当初の期待が達成されている可能性を感じることができた。ただ、まだ分析は不足していると考え
られる。今後は、このような評価シートに対する評価も集めてゆくことで、より効果的な研究発表会のあり方
を模索する必要がある。
5.4 補足（ポスターセッションの評価法）
ポスターセッションの評価シートにおいては Rubric Chart を用いず、シンプルな 5 段階評価とした。ポス
ターセッションの評価シートをこのようにシンプルなものにした背景は、より柔軟で多様なコミュニケーショ
ンを促すためである。評価シートの記入による負担を減らすことで、多くの議論を促すことを狙った。結果と
して、評価シートによる負担は目立たず、円滑なコミュニケーションが行われている手ごたえがあった。
5.5 反省点と今後の展望

22

日本文教出版『Rubric Chart 教科「情報」の実習で使える評価支援ソフト』より
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今回作成した評価シートには、努力の過程を好意的に評価するような、いわゆる「努力点」という評価の観
点はない。これについては議論の分かれるところであろう。高等学校は教育現場なので、本学院が用意したよ
うな、研究内容だけを厳格に評価する基準だけでは生徒の評価として不十分である、という指摘があるかもし
れない。
しかし、筆者はその指摘に関しては慎重な立場を取っている。高校生の努力を評価するのであれば、なおさ
ら明確な評価基準が重要で効果的であると考える。すなわち、あいまいさを排除し、「自分に何が良くて、何
が足りなかったか」を生徒自身が納得することによって、努力が報われるものだと考える。また、SSH の目
的の 1 つに、将来の研究者を育てる、というものがあり、実際に本学院では「本物の研究をさせたい」という
意図を持って高校生の指導にあたっている。このような背景から、生徒を研究者として扱った評価法が妥当だ
と考える。
今回は、この評価シートを事前公開しなかった。それは、評価シートの作成に十分な時間を充てたい、とい
う事情があったからだ。今後、この評価シートを事前公開することで、参加者の準備の方針がより明確に定ま
るような研究発表会を実施できる期待がある。もちろん、評価シートの事前公開による弊害もあるであろう。
たとえば、工作・道具開発系の研究など、科学研究の準備になるような取り組みも、高校生は行っているし、
評価シートが独創性を妨げるものであってもいけない。そのためにも、この評価シートを万人が受け入れるこ
とができ、より効果的なものにするために改善してゆく必要がある。
さらに、1 つの可能性として、研究の評価とプレゼンテーションの評価を分ける、という試みも効果的かも
しれない。すなわち、研究が良くてもプレゼンテーションが不足していたり、またその逆だったり、というこ
とも起こりうる。そのそれぞれに焦点を当てて評価することで、高校生の研究発表会における能力向上を促せ
る期待がある。なお、研究に対する評価をするためには、事前にアブストラクト集を用意することで、余裕を
もって評価をすることができる可能性を感じた。
今後とも多方面からの助言を期待する次第である。
SEES2011 ORAL PRESENTATION
Rator
Affiliation

Individual Grading Sheet

Name

所属

(*1) See the reverse to find the number of presentation.)

評価シート

Number of Presentation(*1)

評価者

（viewpoint : １. Relevance, eagerness, attitude
Viewpoint

1, 4

づけ

関心・意欲・態度

２. thought

「評価欄」に A～D の評価を記入してください。

３. technique, expression

思考・判断

A

観点

Research 研究の位置

発表題目

名前

１． Please choose the one alternative in each aspect that best matches your grade (A-D).

Standpoint of

Title of Presentation

発表番号

Understanding of preceding research

problem are well understood, and

and current problem is not satisfactory,

standpoint of research is very

but standpoint of research is evident

reasonable.

and reasonable.

）

知識・理解

C

Preceding research and current

先行研究や現状の問題を正しく理解した

４. knowledge, understanding

技能・表現

B

Weight Grade

D

評価重み

評価

Understanding of preceding
research and current problem is
not satisfactory, and standpoint of
research is not clear.

Standpoint of research is
unreasonable.

研究の位置づけが全く理解できな

20%

先行研究や現状の問
い

先行研究や現状の問題への理解に不
題への理解に不足が見られ、研究の位置づけにも疑問点

上で妥当な位置づけをしている

足が見られるが、概ね妥当な位置づけをしている

Results are evident and clear, and

Results seem clear, but more

が残る

Objectivity of

2,4

Result 結果の客観性

objectivity is satisfactory.

誰が見ても疑

性

Ideas and methods are new, and
2,4

Clarity and objectivity of results

結果は妥当のように思える

が、客観性には改善の余地がある

いようのない結果を示している

Originality 研究の新規

objectivity is needed.

there is a lot of originality.

アイデアも手

法も新しく、オリジナリティにあふれている

are not sufficient.

There is little clarity of results.

結果

結果の客観性に不
の客観性が無い

20%

満が残る

There are some originality in ideas and
methods, although there are other

Originality is not satisfactory. オリジナ There is little originality.

similar researches.

リティに不満が残る

似た研究はあるものの、アイデア

オリジナリティは

無い

20%

や手法にオリジナリティが認められる

Design of slides is very effective, and
Design of Slides ス
ライドデザイン

3,4

slides help audiences’
understanding.

Slides are easy to read, although
development is needed.

Slides are difficult to read.

スライドが見

Design of slides is unsatisfactory.

見やすいスライドに仕上
にくい部分が目立つ

観客の理解を促すための工夫が随

スライドのデザインに、かなりの不満が残る

15%

がっているが、工夫の余地がある

所に見られ、それらが効果的に機能している

Clarity of

Explanation is well constructed and

Explanation 説明の分

1,2,3,4

かりやすさ

easy to understand.

順序立てて、非常に分かり

やすく説明している

Explanation is good, but sometimes not
easy to understand.

質問への対応

1,2,3,4

understand, Constructive discussion

Reply is good and appropriate.

is developed.

に対応している

丁寧かつ的確に対応し、建設的な議論

easy to understand.

Explanation is not understandable.

理解しづらい説明で
理解できない部分が多い

15%

ある

Reply is clear and easy to
Reply to Audience

Explanation is not good, and not

丁寧だが、多少の負担を感じる

丁寧かつ的確

Reply is not sufficient and needs

Presenters are reluctant to

development.

interact with the audience.

さに改善の余地がある

丁寧さ、または的確

きちんと対

10%

応しようとしていない。

ができている

２． Comments

発表へのコメントをお書きください。

６．文化交流―英語教育の視点から―
文化交流は、2011 年 12 月 20 日(日) 17:00 から 2 時間程度行われた。SEES 参加校のほとんどが参加し、
各校 5 分程度で歌や踊り、楽器の演奏などを披露してもらった。パフォーマンスは特に指定しなかったため、
142 / 170

平成 22 年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH 成果報告書第 2 年次
音楽や踊り以外にも、英語でのクイズ大会や、台湾風ラジオ体操、書道やバルーンアートなどの芸やロボット
ショーなど多岐に渡った。司会は本学院生徒 2 名（主に USA からの帰国子女）が担当し、各校の紹介やパフ
ォーマンスに対するコメントなどを交えて、全て英語で進行した。
文化交流では、当然異文化交流の体験を促進する良い機会となったばかりでなく、教室英語を離れて、英語
を使う実践的な場を提供することができた。また、舞台のショーのようなスタイルにすることで、他のプレゼ
ンテーションでの科学英語や生徒同士のスモールトークから一歩離れたスタイルの英語に触れる機会も作る
ことができた。
そして、特に今回の文化交流では「異文化」を台湾に特定したことに大きな意義があると考えられる。台湾
は非常に親日であることで知られており、日本のドラマや映画、J-pop といった大衆文化の多くが台湾で親し
まれている。今回も、文化を共有していることを前提とするパフォーマンスが多く見られた。中国語版の J-pop
や、日本の大衆文化に関する簡単な英語クイズなどでは、大衆文化に関する日常的に親しみのある語彙が飛び
交い、日本・台湾双方の生徒同士を精神的にもより近づけたように思える。
英語という観点からみれば、多くの台湾人にとって英語は母語ではなく、「外国語」として学んだ言語であ
る。一般的には、英語を母語として学んだ生徒と交流をした方が、インプットの質は良くなると考えられるの
で、その方が好まれる。しかし、アウトプットやコミュニケーションという観点から見ると、台湾の生徒のよ
うに英語を外国語として学んだ生徒との交流の方が、はるかに導入がし易い。
なぜならば、お互いに学習した言語であるため、語彙レベルや文法的構造において同程度のものをやりとり
することとなる。ネイティブとの交流に見られる、いわゆるスラングや文法的に崩れた口語表現よりは、教科
書から出てきた英語表現のやりとりが主となるため、教室英語から一歩抜け出した実践の場としては適度なも
のとなる。
さらに、お互いに学習者であるため、学習者としての目線で共に学びあうことができる。ネイティブとの交
流では、いわゆる「間違い」をおかすのはほぼ日本側だけとなるが、台湾との交流では、当然台湾側の生徒が
間違ったり、表現が分からずに困惑したりしている場面にも遭遇する。そのような時には、日本側も教える側
に回ることもできる。実際に文化交流中には、日本台湾双方の生徒同士で、共に分からない表現を英英辞書で
調べて意味交渉をしている場面も見ることができた。ネイティブとの交流に見られるような、一方的に教え教
えられる関係ではないことは、コミュニケーションの理想的なスタイルであると考えられる。
また、異文化コミュニケーションや外国語学習において最も大切なものが、人と人とが互いに安心しあった
信頼関係、rapport だと言われている。教室でのアウトプットやスピーチを中心とする教室英語活動でも
rapport は重要視されているが、今回のような異文化交流でも同様のことが言える。上で挙げた点は、そうし
た「安心して英語を使える環境」を構築するのに非常に役立っている。また、こうした環境作りが、英語学習
の効果をさらに高めていると言える。
このように、台湾との交流により、英語が「努力して身につけるもの」ではなく、もっと身近で敷居の低い
ものに感じてもらえたと感じている。今後は、こうした良いきっかけを日常の教室英語に上手に繋げていくこ
と、またそれを継続させていくことで、英語教育の効果を更に高めていきたいと思っている。

７．事業計画の検証（SEES の教育効果）
7.1 「日本 SSH・台湾 HSP 科学教育交流シンポジウムの開催を通じた、国際交流型科学教育プログラムの及
ぼす教育効果の研究」に関わる検証
上記研究題目について以下の 3 つの視点から考察する。
7.1.1 各々のイベント形態における教育効果
①研究発表
以下は、事後アンケートにおける研究発表（オーラル）に関する教員から見た・生徒自身で感じた教育効果
を表すグラフである。
日本教員側と台湾教員側の違いが興味深い。
英語に関する認識の違いは、台湾側生徒にすると英語が基本的に堪能なので、このような場が英語に関する
経験を深める場だとは認識していないのだと推測される。一方日本側にとると、貴重な英語発表・英会話の機
会であり、特に英語学習の必要性への認識を再確認しているものと思われる。
プレゼンテーション技術についても同様で、台湾側生徒は高水準にあり、日本側の発表を見て特に参考にな
るものはなかっただろう。一方で、日本側からすると台湾側のプレゼンテーション技術は学ぶべき部分が多か
った。
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参加教員アンケート：研究発表の準備・参加を通じて【日本教員】

Graph3：生徒のプレゼンテーシ
ョンに関する知識・意欲は増した
か？
参加教員アンケート：研究発表の準備・参加を通じて【台湾教員】

Graph1：生徒の科学に関する知
識・意欲は増したか？

Graph2：生徒の英語に関する知
識・意欲は増したか？

Graph4：生徒の科学に関する知
識・意欲は増したか？

Graph5：生徒の英語に関する知
識・意欲は増したか？

Graph6：生徒のプレゼンテーシ
ョンに関する知識・意欲は増した
か？

生徒のデータからは残念ながら日本側生徒の意欲が台湾側生徒のそれよりも低いことが見て取れる。このグ
ラフが全く逆であるならば、それなりに納得できたかもしれない。特に、プレゼンテーション技術については、
日本側生徒にとってスライドデザインや話術、話の展開において学ぶべきところが多かったはずと思われるが、
このグラフの評価が一番低かったのは意外であった。日本側教員が「生徒の収穫」として期待していることが、
案外生徒側には響いていない現状がわかる。
一方で台湾側生徒は、台湾側教員の期待している以上に収穫を得ようとしていることがわかる。
参加生徒：研究発表の準備・参加を通じて【日本生徒】

Graph9：あなたのプレゼンテー
ションに関する知識・意欲は増し
たか？
参加生徒：研究発表の準備・参加を通じて【台湾生徒】

Graph7：あなたの科学に関する知
識・意欲は増したか？

Graph8：あなたの英語に関する知
識・意欲は増したか？

Graph10：あなたの科学に関する知
識・意欲は増したか？

Graph11：あなたの英語に関する知
識・意欲は増したか？
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たか？
②教員研修
最近の大規模な国際交流プログラムでは、生徒に様々なプログラムを提供する一方で、教員も先進的な教授
法を勉強したり積極的に情報交換する場を設けるのが一般的な流れとなっている。
この流れに沿ってこのシンポジウムでも教員向けのワークショップを設けた。今回教員研修プログラムとし
て行った内容は、課題コンペに込めた目的を理解してもらうための「レゴを使ったプログラムの教育効果」、
生徒の論文指導やプレゼンテーション指導に役立ててもらうことを目的として「研究指導に役立てる統計の基
礎知識」「プレゼンテーションの基本技術」、本庄学院の SSH クラブ活動の紹介として「簡易線量計制作ワ
ークショップ」、そして「各校事例報告」である。これらをひっくるめて一律に教育効果について問うのも乱
暴な話であるが、結果として参加者にとって概ね好意的にとらえられているといえる。特に台湾側教員には大
変好意的にとらえられていることがわかった。
参加教員：教員研修に関して【日本教員】

Graph13：教員研修に参加して、新 Graph14：教員研修を通じて、ネッ Graph15：教員研修は、教員とし
たに得られる知識や考え方はあっ
ての意欲向上に有意義だった
トワークは広がったか？
たか？
か？
参加教員：教員研修に関して【台湾教員】

Graph16：教員研修に参加して、新
たに得られる知識や考え方はあっ
たか？

Graph17：教員研修を通じて、ネッ
トワークは広がったか？

Graph18：教員研修は、教員とし
ての意欲向上に有意義だった
か？

③遠足
研究所や企業見学を含めた遠足も、大規模な国際交流プログラムではよく実施されるイベントである。ここ
には「せっかく来たのだから会場の国・地域の文化や地理を理解してほしい」「交流を深めるきっかけにして
ほしい」「会場内では得られない知識や技術を獲得してほしい」という目的が込められている。
今回のシンポジウムでは「高崎コース：大塚製薬（スポーツ飲料）見学→旧富岡製紙場（世界文化遺産候補）
見学」「足尾コース：旧足尾銅山跡見学・緑化に関するワークショップ→日本スネークセンター見学」「埼玉
コース：ヤマキ醸造での豆腐・醤油作りワークショップ→長瀞浸食地形見学→早稲田大学人間科学部でのラッ
トの脳解剖実験」の 3 コースで実施した。特に大塚製薬では工場のラインが止まっていたこと、富岡製紙場は
訪問時点でブルーシートをかぶせて外装の改装中であり有名な赤レンガ姿が見られなかったこと、スネークセ
ンターでは冬のため蛇の活動が鈍かったことへの不満の指摘がされており、コースによってアンケート結果が
ばらついていることが予想される。
参加教員：遠足に関して【日本教員】
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Graph19：生徒の科学に関する知識・意欲は増した Graph20：生徒が将来の展望を考える際の視野は、広
か？
がったか？
参加教員：遠足に関して【台湾教員】

Graph21：生徒の科学に関する知識・意欲は増した
か？

Graph22：生徒が将来の展望を考える際の視野は、広
がったか？

本庄の地域的な事情もあり、全体として生徒・教員の科学的な興味を掻き立て、実際に実験や手作業が要求
されるワークショップを十分に組み込むことができなかったことが全体的に agree が少なくなっている理由
であろう。
教員側の印象は、両国で大きな差異はないが、生徒側は台湾側の方が好意的である。台湾の生徒にとっては
光景が初めて見るものばかりだろうが、日本側生徒にとっては珍しい光景ではないという事情が大きいと思わ
れる。
参加生徒：遠足について【日本生徒】

Graph23：あなたの科学に関する知識・意欲は増した Graph24：あなたが将来の展望を考える際の視野は広
か？
がったか？
参加生徒：遠足について【台湾生徒】
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Graph25：あなたの科学に関する知識・意欲は増した
か？

Graph26：あなたが将来の展望を考える際の視野は広
がったか？

④課題コンペ
課題コンペについては、事後の直接取材によると大変生徒の評価が高い。このシンポジウムの中で一番良か
ったイベントはなんだったかと問うと、ほとんどの生徒がコンペと答えている。
ここでも日本側と台湾側生徒の差が目立つ。台湾側生徒の方が意欲的に接している状況が見て取れる。
参加生徒：コンペについて【日本生徒】

Graph27：コンペに参加して、新たに得られた知識や Graph28：コンペはあなたの問題解決に対する意欲向
考え方はあったか？
上に有意義だったか？
参加生徒：コンペについて【台湾生徒】

Graph29：コンペに参加して、新たに得られた知識や
考え方はあったか？

Graph30：コンペはあなたの問題解決に対する意欲向
上に有意義だったか？

⑤全体を通して
 科学に対する知識・意欲
研究発表・ポスターセッション・課題コンペなどの活動を通して得られる科学的なものは、教員と生徒
で異なるだろう。教員では、むしろ研究の方法やアイデアの方、大学との連携方法に関する興味が強い。
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大人の学会と異なり、高校生学会では必ずしも興味のある内容を聴くことができるわけでもないし、発
表内容が多岐に渡る。また、理解するための基礎知識も不足である。
特に、日本の生徒にとって英語でなされる場合は基礎知識の不足に加え、話されている内容が聞き取れ
なくなるため、研究内容から具体的に新しいアイデアや技術を得ることは難しい。研究方法やアイデアの
獲得よりも、むしろ「台湾生徒の研究レベルの高さ」に触発されたり、自分と同じ研究好きな生徒たちが
集っていることへの居心地の良さといった、意欲やモチベーションにつながっている効果の方が大きいと
推測される。このことは、特に取材結果でも裏付けられている。


英語に関する知識・意欲
英語に関しても上記と同様に、「英語学習の必要」や「英会話の必要」を感じ、それが今後の英語学習
へのモチベーションにつながるという効果の方が大きいことが、事後取材でも裏付けられている。
現実に、SSH 校とはいえ、このような英語で発表したり日常的に会話をする機会がなかなか持てない
状況もわかってきた。その意味で、英会話する機会を作り、自分の英語力のなさに気が付き、英語力の必
要性を感じる機会は貴重であろう。
一方で、取材生徒の意見にあったように「授業で習わない科学表現や科学単語がわかった」という知識
的な効果も無視できない。
参加教員：全体を通して【日本教員】

Graph31：生徒の科学に関する知
識・意欲は増したか？

Graph32：生徒の英語に関する知
識・意欲は増したか？

Graph33：このイベントは生徒の
ネットワークを広げるのに有意
義だったか？

Graph34：このイベントはあなたの
Graph35：生徒が将来の展望を考え
ネットワークを広げるのに有意義
る際の視野は広がったか？
だったか？
参加教員：全体を通して【台湾教員】

Graph36：生徒の科学に関する知
識・意欲は増したか？

Graph37：生徒の英語に関する知
識・意欲は増したか？
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Graph39：このイベントはあなたの
ネットワークを広げるのに有意義
だったか？

Graph40：生徒が将来の展望を考え
る際の視野は広がったか？



ネットワークを広げるのに役立ったか
このことは特に教員において高い評価を得ており、結果としてこのような国際交流プログラムの成果と
して最も大きなものが人的ネットワークの構築であることがわかる。両国の教員が名刺交換をしている姿
がそこかしこで見られた。またワークショップの講師と名刺交換している場面も見られた。台湾は地理的
にも近く時差が小さく移動も楽なため、学校間交流をしやすい国である。姉妹校として交流のきっかけを
作る動きが多かったのではないかと予想される。
生徒の場合はメールアドレスや Facebook を紹介し合うことが主であるが、SEES 終了後の交流につい
てはだんだん薄くなることが予想される。しかし、教員の場合は各自の学校の SSH・HSP 計画にも関わ
ることであり、また教材の情報交換や学校視察先の候補として、交換された名刺は現実的な意味を持つ。
このことが教員における高い評価につながっているものと推測される。



将来の展望を考える視野は広がったか
参加生徒：全体を通して【日本生徒】

Graph41：あなたの科学に関する知識・意欲は増した
か？

Graph42：あなたの英語に関する知識・意欲は増した
か？

Graph43：このイベントはあなたの交友関係を広げる Graph44：あなたが将来の展望を考える際の視野は、
のに有意義だったか？
広がったと思うか？
参加生徒：全体を通して【台湾生徒】
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Graph45：あなたの科学に関する知識・意欲は増した
か？

Graph46：あなたの英語に関する知識・意欲は増した
か？

Graph23：このイベントはあなたの交友関係を広げる
のに有意義だったか？

Graph24：あなたが将来の展望を考える際の視野は、
広がったと思うか？

7.1.2 特に日本生徒における科学英語に対する教育効果
定量的な測定を行っていないので、あくまでもアンケートと取材結果から得られる「経験的」「実感的」意
見の集約として論じる。
「科学英語に対する教育効果」を論じるためには、まずそれ以前の話す・会話する・議論するといった基本
的な英語力と科学技術表現やテクニカルタームの語彙力を含めた科学表現の順番に考える必要があるだろう。
現実ははなはだ厳しく、参加した国内校の様子を見ていると研究発表や意見交換という場において、まだま
だ厳しい状況が見て取れる。バディ・スタッフのアンケート、参加生徒の取材結果を見ていても「言っている
ことが通じた」「会話が成り立った」ことへの喜びが第一で、本来のシンポジウムや学会の目的である「広く
人間が集まる中で、知識やアイデアを得る」レベルに達することができていない状況が見える。
今までのグラフの結果から台湾側生徒の意識が日本側に比べて高いということを述べてきた。しかし、参加
した日本側生徒も、各 SSH 校からより選られた精鋭であり、決して知識レベルやモチベーションが劣ってい
るとは思えない。むしろ、研究発表内容に興味を持ったり触発される以前に、英語理解が“目の詰まった”フ
ィルターとなって興味に至ることを阻止しているのだと考えられる。人によっては、英語で話すこと自体が嫌
になったり、発表を聞く気にならず従ってプレゼンテーション技術に感じ入るという以前のところでとどまっ
た者もいるであろう。このように日本側生徒にとって英語が、このような国際交流プログラムにおける大部分
のイベントにおける教育効果を阻止するフィルターとなっている現実が見えてくる。そのため、具体的な科学
的知識や英語表現が獲得収穫とならず、5.1.1⑤で述べたように、英語力への教育効果として期待されるものと
して「英語を勉強しなくてはならない」というモチベーションが最たるものとなっている現実がある。そのよ
うな中で、取材にあった「科学表現を知ることができた」「科学単語を知ることができた」という意見は光っ
ている。
しかし、一方で、このような国際交流プログラムに参加することをきっかけとして、英語で成果をまとめる
ことや英語で話すことをしなくてはならない状況を作るという効果は大きい。取材意見でもあったように、現
実には英語で話さなくてはいけない場面はなかなか得られない。海外への修学旅行や SSH の海外研修で海外
の生徒と交流する場面もあるだろうが、ホームスティでもない限り、日本語に逃げることが可能である。プレ
ゼンテーションやポスターセッションのような与えられた時間に決まった内容について日本語へ逃げること
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のできない状況を経験できることは、現実に世界各地で行われている国際交流プログラムの数や募集人員を考
えても、参加できる生徒数を考えてもきわめて稀で貴重なことである。
7.1.3 教員における教育効果
学校は元来閉鎖的な空間であり、教育は学校の中だけで行うものだと思われていた時代があった。いい教材
や授業法、生徒指導法があっても他の人間がそれを知ることができるのは、教育研究会や教育学会のような場
で公開される場合だけであった。そのような状況がだんだん変わってきている。その大きな理由は、社会が成
熟し生涯学習という言葉に代表されるように学校時代だけでなく一生人間は学んでいくものだという意識に
変化してきたこと、ネットワークの拡大によりインターネット上での教育リソースの公開がなされるようにな
ってきたことであろう。社会の国際化と情報化が進む中で、教育もその例外ではなくなってきている。
そのような背景の中、国境を越えて教員が情報交換し、お互いの持つ教材や教育法について知識を増やすと
いうことは望ましいことである。
今までISSF等多くの国際交流プログラムに参加してきた経験から見ると、そのような場では生物・物理・
化学・地学・数学・コンピュータといった科目別の教材や授業法の例を紹介するものがほとんどである 23。今
回の教員研修ではあえてそのような部門別の分類をやめ、生徒の研究指導を行う教員が専門外として困る場面
が多いであろう／しかし現在は必須とされる、「成果論文の客観性を高めるための統計手法」と「プレゼンテ
ーション技術」を導入することとした。このような国際交流イベントで科目別の教員研修を行うことについて
は、以下ような負の要素があると考えたのである。１つは科目ごとに分けられることにより参加人数が少数と
なり議論が活性化しないこと、2 つ目に分科会が並行して行われるため出たい分科会に出られない可能性がで
きること、最後に教材や授業法の紹介であれば教育学会やシンポジウムなど得られる他の機会があることであ
る。その点をSSH委員会で検討し、分科会形式と科目の話題を思い切ってやめることとした。教員向けアンケ
ート結果を見る限り、この方向は妥当だったと評価している。
大人の学会と違い、高校生の国際交流シンポジウムにおける教員研修では、教員たちのニーズを精査するこ
とが受講した側の手ごたえにつながる。今回も、事前に「どのような内容を期待するか？」というアンケート
をとっておけばなお良かったかもしれない。各科目教員が均等に存在する場合などは教材研究などの分科会も
必要かもしれないが、むしろ参加者たちは、急激な教育環境の IT 化と国際化の中で教員のテリトリー内で教
えきれない内容を求めているのではないか、ということが SEES を通した印象である。
7.2 「国際交流プログラムにおいてネットワーク利用がもたらす可能性の研究」の検証
当初、SEES に関わるネットワーク利用の形態として以下の 2 つを計画していた。
①日台数校間での事前・事後のテレビ会議
参加校が決まった後、テレビ会議の希望校を募り、台湾数校・日本数校間での多次元のテレビ会議を 2 回
程度行う。そこでは台湾・日本双方の高校生活・自分たちが行っている研究内容などの紹介の他、教員は双
方の簡単な事例報告や両国の科学教育の状況について情報交換をしておくと、SEES 中においてお互いの事
情を理解したうえでより交流と研究内容の理解が深められるのではないかと期待した。また、事後において
は、台湾のいくつかの高校に SEES の教育効果についての取材を行いたいと考えていた。
テレビ会議、特に Polycom を使ったそれは NJC との事前・事後打ち合わせに頻繁に使っており、また今
年度は立命館高校のコア SSH 事業における連携校間会議にも何度か用いられている。手軽に使える分には
Skype に分があるが、多人数対多人数の会議には Polycom の方が臨場感が高い。
この構想は、震災による参加校募集の遅れから断念せざるを得ず、残念であった。
②Web を通じた成果発表・交流の深化
SEES のサイトを立ち上げ、そこには通常行われているような「会の趣旨」「日程」「申込みフォーム」
が掲載されている案内を目的としたものにとどまらず、研究発表や教員研修内容の PDF ファイルを置き事
後にも必要な時に随時参照できるようにするとともに、Twitter・Facebook の機能にリンクさせ意見や情報
の交換が自由にできるようにするつもりであった。公開範囲は参加校に留めず、広く社会に公開し、その上
で興味を持った人が自由に見て助言や意見を言える場を考えていた。

その意味で、昨年の 3rd SISC における教員ワークショップ “Transforming Learning through Tackling
Misconceptions in Biology”(by June Wong Kwai Yeok)【生物における誤認識に対抗する学びの構築】は切り
口として大変興味深かった。
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Twitter、Facebook については、一旦ページを作成したが、「不要な書き込みや荒らしがあった場合に管
理しきれない」「限られたスタッフでは管理しきれない」という意見があり、結果として閉鎖に至った。
また、研究発表や事例報告の PDF ファイルの公開については、その可否を事前に参加校に問うたところ
大きく分かれた（台湾側が、非掲載を希望する場合が圧倒的に多い）。また、内容の中にも参考や引用の表
現が十分でない場合があると思われ簡単にはネット上に公開できない可能性があった。このように研究内容
の公開には、実際には想像したよりも難しい作業であることが分かった。一般の学会の発表会で行われてい
るようなアブストラクトの公開に留めるのが、ネット上ではトラブルが少ないのかもしれない。
Photo Album についても画像ファイルをダウンロードされることを防ぐために Flash で掲載する予定だ
ったが、それでも肖像権等の問題が出ることが想像され、画質を落とした movie に留めた。
以上のような経緯から、現在 SEES のサイトに置かれているコンテンツは以下にとどまっている。
・ 参加校紹介
・ 会の趣旨・メッセージ
・ プログラム（日程）
・ Photo Album(movie)
・ 会期中に毎日配布された Daily News
このような一連の経過でわかったことは、交流や情報交換を活性させることを目的とする時の、インター
ネット情報管理と研究成果公開の難しさである。
7.3 反省と評価事項
大震災と原発事故に起因する様々なマイナス要素の中で、参加校の理解と台湾高瞻計画事務局・JST の支援
のもと、当初予想した以上の手ごたえで SEES を終えることができた。しかし、進行の中で様々な反省事項が
生じている。また、やり方としてよかった事項もある。これらを今まとめておくことは、次回同様な計画をす
る SSH 校の参考になると思われる。
①反省事項
 生徒動員時期の遅さとイメージづくり
生徒を SEES にどう関わらせるかについては当初の準備段階においてあまり議論をしなかった。今まで
に経験した多くの大規模国際交流プログラムの例を参考に、基本的には教員主体で行い生徒の関わりはバ
ディ程度というイメージであった。しかし、11 月 17 日に行った SSH 委員会で「文化祭における生徒の関
わりのように、思い切って生徒主体で参加させた方が生徒の達成感が高いのではないか」という意見が出
された。この方向で動くことになったのであるが、この時既に II 学期期末考査前の部活動等停止期間に
入る１週間前という状況であった。
この時から SSH 委員教員の中で「バディ指導担当」「運営班指導担当」「取材班指導担当」に分かれ其々
が生徒向け資料を作るとともに、希望生徒を急募した。どの程度の生徒が応募するだろうと不安はあった
が、短い期間で若干少ないながらも予想よりも集まってくれた。国際交流プログラムに興味を持っている
生徒は意外に多いのだな、と再認識した。その後、友人の活動を見て遅れて応募してくれる者や教師から
声をかけられた者などの追加があり、スタッフの数はなんとか足りることができた。当初は国内校各校へ
も担当バディを付ける予定であったが、希望者がほとんど集まらずすぐに断念した。部活停止期間に入る
直前に一度、生徒全員を集め担当班を分けるとともに、業務内容を説明した。一番難しかったのが、この
ような国際交流プログラムで一般的に行われている様子のイメージを持ってもらうことであった。研究発
表・ポスターセッション・文化交流・コンペなどのプログラムのイメージを持ってもらうとともに、「名
札」「Daily News」「配布する資料集と記念品」「レクリェーションにおけるみんなが楽しめる仕掛けづ
くり」「バディの役割」「記録をとることの必要性」などプログラムを効率・効果的に開催するためにや
らなくてはならないことを理解してもらうのだが、以前参加した ISSF や SISC などにおける配布物やプロ
グラムなどを紹介し、ホスト校としてのサービスや準備すべきものを考えてもらうこととした。
試験終了後、バディ・司会・運営・取材それぞれの班ごとに集め、やるべき業務内容と振興計画を確認
した。バディについては、早めに担当校を決め、学校について各々予習してもらうことと、マニュアル内
容について確認した。司会については、それぞれの担当プログラムの進行を確認させるとともに、台本を
作らせた。その後、SEES の 2 日前に実際の状況を想定してのリハーサルを行い、注意事項を確認した。
運営については、コンペ・会場・配布物等係を決め、それぞれの業務を確認したうえで、準備にとりかか
らせた。もっとも、進行に苦労したのはコンペにおけるモデルコース作成であった。取材については、希
望者にデジタルカメラとビデオカメラを配布し、撮影の基本技術を教えた。毎日前日のプログラムの様子
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と、当日のスケジュールを書いた新聞 Daily News を発行するわけであるが、SEES の前に学校紹介・本庄
市の紹介と Welcome Message を書いた Welcome Daily News を発行することとした。
このように、生徒を関わらせることの準備は、その決断が遅かったために、スタッフ募集から始まり、
準備期間が短く当日の資料等にミスがあったりコンテンツが充実していないという事態が多く発生した。
また、アンケートにもあったように会期中の動きがわからなくなったときの指示経路がわからないといっ
た反省もあった。映像記録も、役割分担が明確でなかったため、記録の欠けているものが多くあった。


実行すべき様々なアイデアを実行に移すために
SSH 委員会や担当教員間や生徒との雑談で得られた、導入するといいと思われるアイデアや提案が数多
くあったのに関わらず、それを記録し実施されているかチェックする機能を作らなかったため、実行でき
なかったことが多かったことも反省材料である。
例えば、この会を新聞・テレビ等マスコミに取り上げてもらうことが参加 SSH 校の活動について広く社
会に周知してもらえることにつながるため、新聞社やテレビ局に情報を流そうという意見があった。しか
し、会が近づくにつれ忙しさにかまけ、このことを忘れていた。参加者全員が付ける名札にも、会を楽し
めるための仕掛けを埋め込んだり、お弁当の引換券やプログラムをすぐに確認できるように小さなスケジ
ュール表を入れておくといったアイデアも提案されたが、実行のチェックができていなかった。評価シー
トについても、その利用が賞の判定のみにとどまり、本来の目的である生徒へのフィードバックにつなが
らなかった。
結果として、細かいところで実施すべきどのような内容があり、それらが実行されているのかをチェッ
クするフィルターとなる役割を作っておくべきだったと反省している。



予定変更の事務連絡システムはどうあるべきか
大きなイベントではどうしてもスケジュールや会場の変更がありうる。今回の SEES でも、朝の出発時
刻を変更したり、準備してもらうものの連絡があったり、コンペの会場変更があったり、お弁当の配布方
法の変更があったりと、いくつかの予定変更があった。
すべての動きの基本はハンディプログラムの内容に準じることとしていたが、その後の変更点の連絡に
ついては、全員が集まれるプログラムにおいては終了時の事務連絡で、全員が集まれない場合は学内放送
で、翌日についての変更点についてはホテル内の連絡ボードで行った。
アンケートや取材によると、特に 21 日のコンペ作業が予想よりも遅れたため 22 日コンペ発表会場と発
表スタイルを変更したこと、それに伴い 21 日の夜のお弁当の受け渡し方法を変更したことが、参加者や
バディの混乱を招いたことが見て取れる。
国際学会などに出ると、多くの分科会に分かれるため予定変更の連絡は掲示板等に徹底されている例を
よく見る。その掲示を確認しなかった場合は自己責任というわけである。変更はないに越したことはない
が、なかなかそのようなわけにもいかない。会場に掲示板を設け、そこに連絡を徹底することを周知する
ことが１つの方法だったかもしれない。Web 上にも同時に変更を掲載するシステムにするとさらに効果的
であろう。



評価結果のフィードバック
このシンポジウムでは生徒活動についてできるだけ客観的な評価を与えることとした。評価は賞を判別
するためだけではなく、生徒にフィードバックして初めて今後の研究活動やプレゼンテーションに活かす
ことができる。
今回、参加した教員・来賓に協力してもらった結果は、事前に利用についての確認がなされておらず、
その後のフィードバックに活かすことができなかった。

②評価できる事項
 生徒の動き
①で述べたように準備期間がほとんどないまま生徒の作業が始まったわけであるが、その割には全体と
して生徒がよく動いてくれたと評価している。
特に司会は、2 回しか打ち合わせのミーティングがなかったが、各担当イベントに対して、二人がよく
相談し台本を作り、それぞれのイベントの雰囲気に沿いながらも伸び伸びと楽しい雰囲気でこなしてくれ
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た。本庄学院では帰国生入試を実施しているが、司会班の中にいた帰国生たちの能力がうまく発揮された
場面だったと評価している。
Daily News担当者は、当初うまくできるかどうか不安だったようだが、毎晩 1 時頃まで原稿作りに頑張
った。英訳については、同キャンパス内にある大学院ドミトリーに住んでいる留学生の指導 24を受けられ
たのが効果的であった。


教員の動き
会期中およびその直前は、複数の学校行事があるという、あまり望ましくない状況だった。特に直前の
17 日は保護者会で全教員が終日 SEES の準備に動くことができなかった。18 日～19 日は通常枠 SSH 企画
の JAMSTC における水圧実験セミナーが開催されていた。19 日～20 日には別の教員行事があり、全体とし
て特に会期の前半は教員スタッフがうまく割けない状況にあった。
震災や原発事故により大幅に準備が遅れ、①に書いたように生徒の体制づくりも大きく遅れていた。結
果として、例えば 12 月 17 日保護者会の個人面談が終わった後の夜遅くに、パネルを搬入しポスターセッ
ションの設営を行うなどの無理もあったが、それでも大筋でいい形で終わることができた裏には、スタッ
フとなった教員一人一人の自覚と責任意識があったものと思っている。教員・生徒それぞれのスタッフの
動きについては、当初詳細な表を作る予定だったが、時間不足のため、断念した。しかし、教員・生徒そ
れぞれが、各々の役割について自主的に作業を進めることができた。役割分担だけを明確にしておいたこ
とが良かったのかもしれない。



通訳
昨年の静岡北高校で開催された SEES2010 において、静岡北と相談のうえ、本庄学院非常勤講師で台湾
からの早稲田大学大学院への留学生である教員を中心に 3 名の台湾留学生を通訳としてお願いした。オフ
ィシャルランゲージは英語といっても、教員研修や遠足、あるいは開会式・閉会式の挨拶、重要な事務連
絡ではどうしても通訳が有効な場合が生じており、通訳の存在は効果的であった。
その経験から今年も延べ 5 名の台湾留学生に通訳をお願いした。来賓挨拶や遠足の場面ではもちろんで
あるが、台湾の生徒が日本の大学システムや生活について質問する光景も目にしている。このように大学
進学や留学の情報が得られることも、留学生に通訳をお願いしたメリットの１つとなった。

7.4 SEES がもたらす教育効果 ～高校生国際交流プログラムの意義と方向～
このような経緯で SEES2011 は終了した。コア SSH の成果を考えるならば、準備段階の苦悩や運営の不備・
不足、良かった点など、科学教育に関わる以外の点も、次にこのような大規模国際交流プログラムを計画する
学校の参考になることであるから、まとめることは重要と考え、なるべく詳細に記述してきたつもりである。
ここではシンポジウム SEES そのものから見えてきたものについて記述したい。
1.2 で述べたように、現在行われている高校生国際交流プログラムは大きく分けて 3 つのタイプに分類でき
る。１つは、ISSF、JSSF のような多くの国の多くの高校から参加するタイプ（A タイプと呼ぶこととする）、
もう１つは交流校や姉妹校間で行うもの（例えば修学旅行における訪問交流、B タイプと呼ぶ）、そして今回
の SEES のような 2 国間から多数の学校が参加して行うタイプ（C タイプと呼ぶ）のプログラムである。C タ
イプは他の 2 タイプと比べ、それぞれの国から多数の参加者があることより、それぞれの国の傾向を一般化し、
国家間の特徴を比較できるという特徴がある。A タイプは各国からの出場者が少ないため国の傾向を一般化で
きないが、多様なアイデアや文化に触れることができる。科学教育プログラムの場合、どうしても国家間の研
究のレベル差が大きくなってしまう傾向がある。B タイプは個人的な密な交流には向いているが、多様なアイ
デアや評価を得たり、国の傾向を判断することはできない。重要なのは、実施する・参加する国際交流プログ
ラムのタイプに応じて、期待される成果を整理し、参加時にそれを逃さないようにする姿勢である。
そのような視点で今回の SEES を眺めた時、台湾と日本間の様々な差が見えている。そのような差を整理し
分析しておくことは 2 国間交流の意義として重要だと考える。
厳しい見方かもしれないが、日本と台湾生徒を比べた場合、このシンポジウム内において双方に良い点悪い
点はあったが、評価シートにより客観視を試みた多くの点において日本側が劣っていたということがいえる。
アンケートでもその傾向は裏付けられている。このような状況は必ずしも今回の SEES に限った現象ではない。
他の国際交流プログラムでも同じような状況が見られる。今回特に、2 国間でありしかも双方ある程度多くの
学校が参加したということで、比較しやすいことから浮かび上がったということである。
24
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この事実は極めて残念であるが、状況を分析し対策を考えることが今後の建設的な活動につながると考え、
特に目立った点について考察を加えたい。
7.4.1 日台間の研究レベルの差
評価シートおよび日本側のアンケートでは生徒研究発表やポスターセッションにおいて台湾側の研究レベ
ルの高さを指摘する記述が多い。しかし、プレゼンテーションスキルの要素を除いて冷静に見てみれば、全体
としてそんなに差が大きいわけではない。ただ、台湾のいくつかの研究は明らかに日本側の上位レベルのそれ
よりも内容が高度で深かった。そのことは、発表後の日本教員間の雑談でも多くささやかれていたし、3 分科
会各々で行った評価結果が、第三分科会の 2 位に本庄学院が入った以外は上位 3 位ともすべて台湾で占められ
たことに象徴される。特に優秀者プレゼンテーションに残った 3 本の台湾側の研究内容はその視点、技術の高
さ、利用している計測・実験機器において抜けていた。
このようなことが起こる 1 つの理由として考えられることに、SSHと高瞻計画の体制の違いがある。高瞻計
画では高校と大学の 1 対 1 の密な連携関係が条件となっている。例えば、3 月に事後取材のために訪問した台
湾東部宜蘭市にある蘭陽女子の場合、宜蘭大学と連携関係を結んでいる。大学と一セットで高瞻計画校と指定
されるとのことである。年間計画も高校大学が相談しながら予算を検討しているようである。この関係は、大
変タイトで、実験設備をある程度自由に使わせてもらったり、教員から継続的に指導を受けるということが頻
繁にあるらしい。また、進学においても高瞻計画校においてその研究成果や活動実績 25によっては推薦制度が
あるとのことであった。昨年訪問した学校では、優秀な生徒は放課後に大学での実験に入りびたりになってい
るということも聴いている。
SSH の場合は、大学や研究室との有機的な連携は指定の条件ではあるが、このような強い連携活動を実際
にやろうとすることは難しい。例えば、本学院の場合、川プロジェクトのような大学研究室とのピンポイント
の連携や講演の講師を派遣してもらうような関係はあるが、大学全体としてある程度自由に研究設備を使わせ
てくれるという関係には程遠いし、現実にそれはできないであろう。一般的に他の SSH 校でも同様なことが
いえるのではないだろうか？
台湾のシステムは、高瞻計画指定校枠が台北と高雄以外は大きな都市に一校ずつの計 20 校前後と少ないか
らできることのように思える。なぜならば、各都市に存在する国立大学との対応付けがし易く、かつ少子化 26
による受験生不足に悩む大学にとって、優秀な高校生に対して大学の存在をアピールする機会となるからであ
る。
一方日本では、SSH 校が 150 校近くと多く、SSH 予算は指定高校へ配分される。また、連携先の大学や研
究室を指定校が独自に開拓する必要がある。大学側から見ると、高校生を指導することに対して、苦労は増え
るがあまりうまみがない。従って、連携とはいえ大学から講師を招いて講義をしてもらったり、単発に大学の
実験設備を使わせてもらったり、あるいは連携先を探す際に教員個人のネットワークで依頼している例の方が
多いというのが現状であろう。
ただ、台湾の方法は参考にはなるが、日本もその方向へシフトすべきだとここで主張したいわけではない。
その理由は２つある。１つは、大学との密な連携システムを作ることが現実に難しいのであれば、そこに努力
を集中させることよりも自前で研究を深める努力をする方が効率的である。そのためには、SSH 校として教
員が研鑽を重ねる努力はもちろん必要だが、SEES のような大規模交流プログラムの中で培ったネットワーク
を使ってアドバイスを仰いだり、講師として来てもらえる人の紹介をしてもらうという対応方法が考えられる。
2 つ目は、仮に大学との連携を強くすることができたとして、そのことは限られた少数の生徒の研究レベル
を上げることには大きく貢献するが、多くの生徒のすそ野を広げることには効果的でないことである。すそ野
を広がることにより、自然と山も高くなるという考え方もある。
研究内容のレベルを考えるときに一番大事なことは、各々の SSH 校が与えられた環境や条件の中でできる
無理のない範囲で、生徒へ科学的・論理的な考え方を教え、身近なものから研究テーマを探していく過程では
ないかと思っている。自分の周囲のものの中から素朴な疑問を感じ、それを解明していくという作業は、簡単
なようで実は普段からアンテナを張っていないとできないことである。アンテナを張るためには、基礎知識と
思考方法を身につけていることが必要である。我々SSH 事業に関わる教員に求められていることは、このこ
とを教えるための研鑽を日頃積み重ねることであると思う。
2012 年 3 月 12 日に、SEES の教育効果を取材するために、生徒 6 名を連れて宜蘭市にある国立蘭陽女子高
級中学を訪問した。そこではせっかくの機会なので、生徒の研究発表を行うこととなった。蘭陽側の発表
25
26

SEES でも会終了後、このことに配慮し Certification と賞状を日台全生徒へ送付した。
現在の台湾の出生率は夫婦一組当たり 0.6 人と極めて低い。
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は”Radio-Resistance & Antioxidant in One”というテーマで、内容は日焼け止めクリームに加える多糖類の
種類ごとの機能比較をしたものであった。後で詳しく話を聞いたところ、このテーマは生徒が日焼け止めクリ
ームの効果を高めるためにはどうしたらいいのか？ということを疑問に思い始めたとのことであった。輻射や
オキシダント濃度比較をするところで大学の実験設備を使ったらしい。SEES における優秀者研究発表での発
表もそうだったが、このような深い研究のスタートが素朴な疑問から発しているところは、日本も是非見習わ
なくてはならない。
7.4.2 英語力についての考察
交流プログラムを考える前提として共通する問題は「英語というフィルター」の存在である。その是非はと
もかくとして、英語が現在世界共通語になりつつある事実は議論してもしかたのないことである。社会の情報
化や国際化が進む中、英語でコミュニケーションを行うことは避けて通ることができない状況となっている。
このような中、特に英語が母語でない国にとっていかに英語力を獲得するかは大きな問題である。今回の
SEES のアンケートや取材結果を見てもわかるように、関わった日本側生徒は「英語が通じた」「コミュニケ
ーションが深まった」というレベルで達成感を感じており、「科学的知識・技術を獲得することができた」と
いうレベルに達していない。研究発表を聞いて理解できていないことは日本側からの質問数が圧倒的に少ない
ことから明らかであり、この点においてはまだ科学シンポジウムとは言えない状況である。
この問題は、一朝一夕で解決できる問題ではない。
長いスパンで根本的な解決を見るには、過去の SSH 報告書でも述べたように理数教員を目指す者が英語教
職課程を履修しやすくする制度、あるいはその逆の制度を作り、積極的に高校の英語授業における英語表現の
カテゴリーを科学に広げる努力が必要であろう。そのためには、教職課程の変更が必要となる。
その実現まで待つ訳にはいかない。今回の様子を見ていて「場馴れ」の欠落があると思う。参加した SSH
校の中で、
もっとも国際交流実績の高い R 校の生徒を見ているといかにも場馴れをしていて動じていない様子
が見て取れる。「場馴れ」のために高校でその機会をたくさん設ける、といっても限界がある。小中から様々
な局面でその場を設ける努力が必要であろう。
2012 年 3 月 17 日付朝日新聞朝刊 GLOBE”Is English taking over the world? 英語化の行方”におい
て”Globish The World Over”の著者ジャンポール・ネリエール氏へのインタビュー記事「文化は別、伝われ
ば十分」が掲載された。ここでは、長く培われてきた文化としての英語ではなく、伝わることにその目的を置
いた即自的なコミュニケーションツールとしての英語”Globish”を提唱している。英語が世界共通語として
認識され始めている現在、英語を母語としない国にとって、国際競争の中で抗していくことのプレッシャーの
もと、英語の習得は大きな心理的時間的負担となっている。このことは SSH においても同様である。ネリエ
ール氏の提言は、このような状況に対して安心感を与えている。今後は、言語としての英語を教える授業のほ
かに、単なるコミュニケーションツールと割り切った英語を使うという、英語に対するスタンスの多様性も検
討されるべきであろう。
7.4.3 プレゼンテーションの差
特にアシスタントスタッフや取材における台湾生徒が指摘しているように、日台間のプレゼンテーションス
キルの差の大きさは歴然としていた。日本側発表のほとんどが、英語原稿から目を離さず読んでいる、従って
ボディランゲージもアイコンタクトもなく、オーディエンスへの語り掛けや理解度のチェックがない。その結
果として、自分が話している研究内容を「わかってください」「面白い内容なんですよ」という情熱が日本側
プレゼンテーションからは全く伝わらない。台湾側はすべて聴衆を見ながらボディランゲージを交え、時には
ジョークも交えながら話している。そのため、飽きずに聞くことができた 27。
PPT のスライドデザインについてはさほど差があるわけではないので、このことは基本的に英語に対する
自信のなさから原稿を間違えずに読もうとしていることから生じている。ここには話そうとする英語の文法や
単語の正確さに固執しすぎることの弊害があるように思われる。
11 月 26 日～27 日の間、高瞻計画事務局主催で全 SEES 参加校メンバーを台北に集め、予行発表会を開催
している。このとき、専門家や高瞻計画役職者が参加し、各研究発表に対し、助言や指導を行っている。1 月
に高瞻計画事務局から発行された「2011 日台科学教育交流検討会報告書」によると、「このときの指導を踏
まえた発表ができた」という記述があり、事前指導がありそれが効果を上げていたことが伺える。このような
取り組みが、SEES 参加における台湾側生徒の研究と発表のレベルを上げ、総合的な教育効果を上げることに
つながっている。このような、国際交流プログラム参加に際して「単に参加するだけ」のプログラムにしない
姿勢は我々も見習わなくてはならない。
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「原稿に正確でなくてはならない」と考えて行うプレゼンテーションは、している本人にとってつらいだけ
である。プレゼンテーションとは基本的に、オーディエンスに訴えたいこと、つまりこの研究の楽しさや魅力
がみんなに伝わっている喜びを感じながら行うべきもので、本質的に楽しいものでなくてはならない。手元に
はスライド内容のキーワードのメモを持つくらいにして、オーデイエンスとアイコンタクトをしながら、多少
英語の文法や発音は間違ってもいいから、楽しく行うプレゼンテーションへの認識を持たせたいものである。
7.4.4 モチベーションの差
7.1 で述べたように、アンケート結果からは日台生徒間のこのシンポジウムのプログラムに対するモチベー
ションの差が浮かび上がる。アンケートによると、台湾側生徒の、いろいろなプログラムから知識や技術をく
み取ろうとする意識は日本側生徒のそれよりも高い。全体として研究内容やプレゼンテーション技術において
台湾側が優れていたので、このアンケート結果が逆ならばすんなり理解できるが、そうではなかったところに
問題が隠されている。。
2012 年 1 月に早くも、高瞻計画事務局から「2011 日台科学教育交流検討会報告書」という 183 ページにわ
たる冊子が発行された。これは SEES に参加した各校教員生徒の記録・感想をまとめたものである。この中で
は文章の至る所で「日本の～に学ばなくてはならない」という記述を目にすることができる。例えば、「日本
では電車に乗るときに、降りる人が全部終わるまで整然と列を作って待っている。この礼儀正しさに学ばなく
てはならない。」「道路を歩いてもゴミが少なく、街がきれいである。これに学ばなくてはならない。」とい
った市内の光景を見ての感想から、SEES 内での「五十嵐先生のような視点の教材は台湾では行われていない。
台湾でも導入する必要がある。」「大竹先生の科学者としての姿勢には大変学ぶべきところがある。」などと
いう内容である。これは生徒も教員も同じで、日本で感じた様々な事柄に対し、貪欲に自分たちのプラスにな
るものをくみ取ろうという姿勢が見られる。
これは国民性によるものもあるのかもしれないが、限られた機会・得られた機会に得られたものを最大限増
やそうとする姿勢には、それこそ日本側も“学ぶべき”ところは大きい。そのような目で現在の高校の様子を
見てみると「享受する」という姿勢が海外に比べると強いのかもしれない。それは、様々な場面で与えすぎて
いるのか、あるいは自分の生活に危機感がないためなのかはわからない。
7.4.5 まとめ ～高校生国際交流プログラムの意義と方向～
日常的な生活の中ではなかなか経験できない状況、例えば大きな試合や舞台、あるいは大災害や事故などに
直面した時、自分の客観的な姿や知らなかった自分に気が付く。大舞台に立った時、緊張して頭が白くなって
しまっている自分や、意外に度胸のある時分に気が付く。自分の演技を多くの目に評価してもらうことができ
る。
今回の SEES では、日本からのほとんどの参加者が「まだまだ英語を学ばなくてはならない」「研究レベル
がまだまだ足りない」「伝えたいことを伝えられない」自分に気が付いた。またはコンペの作業を通じて「こ
んなことを楽しいと感じる」「コミュニケーションが楽しいと感じる」自分がいることに気が付いた生徒もい
る。学校では研究を続けていることになんとなく暗い雰囲気を持っていたが、SEES に参加して「同じような
仲間がたくさんいる」ことを知って嬉しくなった生徒もいる。
そして参加校教員は各々の指導において欠けていた点を知り、SSH 全体としての課題を認識することがで
きた。
それらのわかった事柄は、SEES の中で構築された人的ネットワークの中で情報を交換し合い、解決への努
力がなされていくことであろう。
このように、より大きなステージは参加した我々によりスケールの大きな経験をさせてくれる。その場が
SSH の場合、国際交流プログラムであるといえる。

８．3.11 大震災以降、改めて私たちに問われている「これからの科学教育の在り方」
3.11 大震災とそれに伴う原発事故は、その後の私たち日本人に大きな影響を与えました。7.4.5 に書いた「な
かなか経験できない状況に直面した時、知らなかった自分に気づく」という視点で見ると、例えば 3.11 以降
「自分たちが日本人であること」を再認識することになりました。未曾有の大災害、しかも雪降る寒い中、壊
滅的な状況にあっても、自然を罵ることなく冷静に行動し、暴動や略奪が起こらない姿は海外のメディアで頻
繁に賞賛されました。一方で、放射線や原子力発電所の仕組みについて知識を持っていなかった自分にも気づ
きました。シーベルトやベクレルといった単位の意味すらよくわかっていませんでした。原発のメカニズムや
危険性についてもよくわかっていませんでした。これは知らないことが悪いのではなく、教えられる場が今ま
でなかったのです。
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そしてこんな大きな地震でもその予測はできませんでした。大地震や大津波の際の災害心理から人間がどう
行動するか、について阪神大震災やボルネオ津波の事例は十分に生かされませんでした。
このような事柄が重なり、日本国民が抱いていた「科学技術立国日本」というアイデンテティは崩れました。
このことは日本人としての自信と自覚を失うことにつながり、その意味で現在私たちは非常に精神的に不安定
な状態にあると言えます。また、払拭し難い科学技術への不信感が生まれてしまっています。
科学的な考え方や科学技術に関する知識は、私たちが物事を冷静に客観的に考えることにつながります。風
評やデマを防ぎ、人間心理を冷静に制御する理性となります。その意味で、このような時代だからこそすべて
の国民に素養としての正しい科学知識を身につけさせることは焦眉の急といえます。SSH に関わる私たちは
この自覚と責任意識を持って科学教育に携わらなくてはならないと思っています。
P96「はじめに」で書いたように、大震災後しばらくはこのコア SSH 事業に関するモチベーションが上が
りませんでした。しかし、このようなことを考えるようになってから、なんとか SEES を開催しその中で科学
教育をもう一度考え直したいと、少しずつテンションが上がっていきました。
SEES 開催中に気付いたことがあります。12 月 21 日教員ワークショップの中で、SSH クラブ活動の紹介
として「簡易線量計を作る」という講座を開催しました。参加者一人一人に作ってもらったのですが、実際に
は時間が足らず完成までに至ることができませんでした。しかし、特に台湾側のほとんどの先生から「完成品
を送ってほしい」という希望がありました。台湾側の先生方が放射線に対して強い興味を抱いているというこ
とがわかりました。隣国の事故に対して他国が興味を持ち、様々なことを研究し、同じ事態を起こさないよう
にするということは大変重要なことです。以前ならば国家の秘密として自己の存在が隠蔽されたり、情報が歪
曲されたりしたこともあったのでしょうが、ネットワーク社会の現在、そのようなことはかえって国家の信用
を失墜させることになります。国や地域、学校の抱える問題やテーマを多くの人間で考え、多様なアイデアを
積み重ねていく姿こそが、これからの科学におけるテーマ設定の視点ではないかと思ったのです。
今後の科学教育において最も大事な視点は、科学に対する正しい素養を身につけさせることは基本ですが、
１つのテーマに対しより多くの人がアイデアを出し合えるような環境を作っていくことではないかと考えま
す。このような動きが、各々の国の子供たちの国際性を高めることにつながり、より良い地球環境の構築につ
ながるのではないでしょうか。
SEES 開催に関して大きな後悔が一つあります。それはシンポジウムの統一テーマ「これからの科学教育の
在り方を考える」を掲げるのを忘れたことです。

※参考
１．研究発表アブストラクト
A study of the Reflection of Lights on Rippling Water

National Chiayi Senior High School
LEE KO-HAN, LEE YUEH-LUN,CHANG CHIA-SHUO
The inverted image of an object on the surface of water is a phenomenon from the reflection of light.
When the surface is smooth like a mirror, the length of the inverted image is equal to the length of the
object. If a gentle breeze is blowing, the length of inverted image will be longer than the object.
From the experimented observations, some math equations can be derived to show the following: (1) the
ratio of the inverted images’ length is the same as the height of the objects, (2) the ratio of the inverted
images’ length is the same as the distance between the object and observer, (3) the ratio of the inverted
images’ length is inversely proportion to the position of observer, and (4) why the inverted image is bright
and clear from the bottom of the image, and why it is dim and sparse from the top of the inverted image.
This experiment also shows why the reflected inverted image appears in an odd number of times in a
given direction on the surface of water. When the sun or moon appears in the sky, and when there is a
gentle breeze present, the reflected image on the rippling water appears in an odd number. If the position
of the sun or moon is lower than a certain value, the number of images will be infinite- the reflection on
the water extends to the horizon. Our analysis only requires simple trigonometry.

Use of Nanoindentation for Investigating the Mechanical Properties

National Feng Hsin Senior High School
YU, CHEN-JUI, WENG SHIH-YU, CHANG, CHUN-KAI
In this project we learned how to use Nano Indentor MTS-G200 to measure the mechanical properties
of materials. This technology is widely used to measure the nano machenical properties of
industry/biotechnology materials. We were inspired by a paper which written by V. Imveni et. at "Nature
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Materials", vol. 4, pp. 229-232, 2005 , so we decided to use teeth as samples to know how to use this
indentor and how it works. There are three different parts in teeth: Enamel, DEJ and Dentin. The
hardness are different in these three different parts, and the Nano Indentor could measure the hardness
in Nano-level. The indentor with the computer can measure and record the data of the hardness changing
when the indentor indents deeper. In addition to teeth, this technology can also be used to measure the
materials of aircrafts, cars, or biotechnology etc. It will be a trend of measure mechenical properties of
materials in the future, because this technology can show tiny changes for the materials which are forced
or under pressure.

Travelers From the Age of Dinosaurs

Guoguang Laboratory School,NSYSU
Pang Jia Yu, Jhuang Mei Sian,Huang Jhong Siou
Triops survived from the Triassic to the present.,Owing to its diapause, they could survive from the
extinction of species of climate changes. That makes us wonder what ability triops have to be adapted to
environmental changes. So we want to explore changes of triops’ growth speed caused by climate changes
mentioned above.
This research is aimed at discovering triops’ adaptability and growth speed caused by the following
environmental changes, including temperature changes, types of changes in light and types of changes in
water. Based on the previous experiments, high temperature is beneficial to the growing speed of Triops
but not so good to the life span. Moreover, drastic change of temperature rules the survival of Triops.
For instance: some Triops did die when the temperature dropped apparently during the time of cold
current. Due to the climatic change in the future and the unsteady environment, we’re sure that global
warming caused by green-house effect will absolutely bring threat to Triops and other creatures as well,
so we want to reflect the importance of temperature to living beings with these experiments.

Use Raman spectroscopy and microscopy to observe the influence and activity of yeasts
in different environment of Reactive Oxygen Species

National Hsinchu Senior High School
Chen-Shuo Lo
After the phagocyte engulf the pathogens, the bubble(Food vacuole) will endocrine Reactive Oxygen
Species(hereinafter referred to as ROS), however, these mechanisms for the destruction of pathogens is
not very clear, so we used yeast as a pathogen, and increase ROS beyond the mode of ROS for budding
yeast and some effect on the structure.
Then I will use the general analysis of fluorescence and Raman spectroscopy to analyze the results we
observed about Raman effect.
When light shines into the electron cloud and molecular bonding, then there will be an molecular
interact,as Raman effect. For the Raman effect, the photon excite the molecules from the ground state to a
virtual energy state. When the excited-state molecules emit a photon and return to a different ground
state of rotation or vibration.In the ground state and the energy difference between the new state will
make the release of photons of frequency and excitation light of different wavelengths. The different
chemical bonds will reflect of different spectral wavelengths.

Cycles in Folded Cube-Connected Cycles Graphs

Hua Tai
Cube-connected cycles CCCn is formed by replacing each vertex of n-dimensional hypercube Qn by a
cycle. We know that CCCn is a good alternate for the hypercube, having a fixed degree equal to 3 and yet
a small diameter compared to its number of vertices. The n-dimensional folded hypercube FQn is obtained
from Qn by adding edge for any two vertices of Hamming distance n.
Folded cube-connected cycles FCCCn is formed by replacing each vertex of n-dimensional hypercube
FQn by a cycle. We define the n-dimensional folded cube-connected cycle FCCCn as the graph having
(n+1)*2n vertices, labeled (r,x),
where 0 ≦ r ≦ n and x is an n-bit binary string.
Two vertices (r,x) and (r', y) are adjacent if and only if
(1) x = y and |r-r'|=1 or n,
(2) r = r' < n and y = (x)r, and
(3) r' = r= n and = x.
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In this paper we study the existence of cycles of all lengths in FCCCn when n is odd.

Recycling Green Building Materials－Lightweight Aggregate Product of Stone Sludge

National Hualien Industrial Vocational Senior High School
Huang Shao Chun and Fu Shao Wei
In this study, we hope to "turn waste into treasure and turn stone into gold", stone sludge is taken as
research materials, use the heat treatment methods to sinter lightweight aggregates which are widely
applied to concrete, “turn crisis into business possibility” to reduce the pollution and the impact on the
environment, promote the building and the environment to coexist, get mutual benefits, and continue
sustainable development of living heritage.
Through the chemical components analysis, we find that the stone sludge in the study should be
granite sludge and it falls into the swelling scope of the lightweight aggregates, and we did experiments to
evaluate the influences of different sintering temperature(1050℃, 1075℃, 1100℃, 1125℃, 1150℃) and
time(5 minutes, 15minutes) under different conditions.
The results of the experiments showed that the sintering temperature control is more important than
the sintering time. The best condition is that the temperature of the electrothermal furnace is heated to
1100℃ before the lightweight aggregates are put into it for 15minutes, the finest quality of aggregates
will be achieved, producing specific gravity of 1.25.

The Spring of Beauty - Assessing spring onion and garlic in cosmetics -

National Lan-Yang Girls' Senior High School
Ching-Ju Lai, Feng-Ying Kuo, Yi-Yun Yu
In this experiment, the famous spring onion and garlic planted and produced in San-Xing Village,
Yi-lan County of Taiwan were tested and analyzed on their potential of being added to skin care products
and cosmetics.
These days, it has been a trend to use natural extract as ingredients or additives in skin care products
and cosmetics. In the laboratory, we found out that the extracts of spring onion and garlic are weak acid.
In addition, they both serve as very good anti-oxidant. One more encouraging result we found about
spring onion is that the green part of it has the anti-bacterial ability to suppress Staphylococcus aureus
and E.coli. As for garlic, the white part of it has excellent moisturizing effect. And both parts of spring
onion and garlic offer very good protection from UV.
Based on the findings, we added the formula with San-Xing spring onion and garlic to the lotion and
sun block, both of which were proven effective in keeping moisture in skin and protecting skin from UV.
Future development and potential of the related skin care products are worth exploring and researching
in order to boost the economy by means of the local agriculture and its produce.

The Study of Energy Production Efficiency by Using Organic Waste as the Substrate
in the Process of Hydrogenation-Methanation Anaerobic-Ferment System

National Miao-Li Agricultural and Industrial Vocational High School
HSIAO-HUI HUNG, YU-MIAO HSIEH, ZHEN-HAO HUANG
This study aimed at establishing an anaerobic-ferment production system through the process of
hydrogenation-methanation to produce hydrogen and methane. We use various organic wastes as
substrates to get ferment production, hoping to produce hydrogen and methane as biomass energy in
place of non-renewable fossil energy and then realize the goal of "resource recycling" to protect our
environment.
To improve the overall efficiency of the anaerobic fermentation and avoid the waste from anaerobic
fermentation, we replace traditional acidification-methanation with hydrogenation-methanation. We use
pineapple peels, excretion from pigs, goats, and rabbits, as substrates to produce hydrogen by anaerobic
fermentation at 35 ℃ and produce methane at 40 ℃.
Then we gather methane again by secondary fermenting the organic waste after hydrogenised. The
results showed that after the secondary fermentation, the gross energy production, comparing with the
traditional process of acidification-methanation, rose as the following: by 1.17- 1.27 times for sterilized
pineapple peels, and by 2.62 times for non-sterilized pineapple peels.
After secondary fermentation, the pH value of the acid organic waste after hydrogenised became
neutral to slightly alkaline. Using excretion from animals as substrates and putting produced hydrogen
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and produced methane into batch culture and continuous flow culture, we found rabbits’ excretion
produced the largest amount of hydrogen and methane.

Effects of Synthesis Conditions and Growing Mechanisms of Vanadium Pentoxide Nanowires

National Taichung First Senior High School
Huang, Po-Han
This research focuses on the synthesis of Vanadium Pentoxide (V2O5) nanowires. We adopt the
Hydrogen Peroxide (H2O2) process, which is simple, environmentally friendly, and believed to have great
commercial potential, to synthesize one-dimensional nanostructures of V2O5. By simply mixing H2O2
with V2O5 powder and heating it at 180°C in an oven for 72 hours, nanowires with a width of 100 nm and
a length-to-width ratio of more than 1000 can be prepared.
First, the effects resulting from different concentrations of reactants are discussed. We figure out that
low concentration of V2O5 relative to that of H2O2 restrains nanowires from growth, while higher
relative concentration leads to an increased amount of nanowires but poorer one-dimensional structures.
Second, with reference papers and experiments on the solution, we consider the chemical process of the
V2O5-H2O2 solution a series of equilibrium reactions, in which the decomposition of H2O2 breaks the
equilibrium and contributes to the composition of V2O5.
Finally, a probable growing mechanism is brought out based on the images of nanowires with different
growth time. We suppose that it is V2O5 thin pieces that initially form, and then nanowires with
layer-structures appear after the oriented attachment processes among thin pieces. At last, nanowires
will also attach to one another and consequently turn into thick bundles.

Were the monkeys wrong?
- Investigated the interaction - between Macaca cyclopis and human

The Affiliated Senior High School of National Chi-Nan University
Hsiu-Hui Su
The study investigated the interaction between Taiwanese macaques and humans. The present study
investigated the interaction between Taiwanese macaques and humans in Kaohsiung Mt. Chai Nature
Park and Zhanghua Fongbo footpath. We compared the data to show the difference between two places.
The result is the interaction proportion between Taiwanese macaques and human higher than 50% in
Kaohsiung and lower than 50% in Zhanghua. In Kaohsiung Mt. Chai Nature Park, we have found that
macaques were provisioned by and robbed from visitors. Provisioning to the macaques with humans has
resulted in increasing overlap of habitats of macaques with humans.
Our observation and questionnaires have revealed that some Taiwanese macaques could wander in the
street over 510 meters away from the entry of the Mt. Chai Nature Park. Solitary males consisted of the
highest percentage (55%) of the macaque individuals wandering outside the Mt. Chai Nature Park.
When the Taiwanese macaques were in the neighborhood of Mt. Chai Nature Park, they spent over 50%
of the time searching for and feeding on human foods either. They were observed to searching for food
from people walking on the street, other than being provisioned by some residents.
The frequency of conflict between macaque and humans occurred near shops was significantly
negatively related to the distance of the shop to the entry of Mt. Chai Nature Park (r=-0.74,p<0.05). The
frequent food-robbing behavior of Taiwanese macaque has perplexed tourists, residents and shopkeepers
in the neighborhood of Mt. Chai Nature Park.

The Improvement of Chlorophyll Cells' Electrodes

Taipei Municipal LiShan High School
Tsan, Lin-Ga; Yang, Yung-Lun; Tien, Chia-Wei
When reviewing some documents about Chlorovoltaic cells, we found that there is a common difficulty
in conducting the activated electrons out of Chlorophyll smoothly, so it will lower the efficacy of the cells.
The electrodes of the cells might be one of the reasons that cause this problem, because the electrode
can't capture the activated electrons quickly. So we decide to modify the electrodes used in Chlorovoltaic
cells to improve its ability of conducting the activated electrons by combining different materials and
nano-scale metals.
During our experiments, we found that if we combine more than two kinds of different nano-scale
metals, it will lower the efficacy of the cells. Our best result, so far, is to attach nano-scale Cu on Zn
electrode.
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The Study of Heat Transfer on the Black-and-White Stripes

Lin, Chung-Han
Zebras have black-and white stripes, which is said to help the heat dissipation of their skins. This study
was to investigate the mechanism of heat dissipation in the black-and white pattern. Light bulbs are used
as the heating source, and wooden planks painted in black or white are the heated objects. Smoke
produced by incenses is used to observe the flow of the air, and temperature is recorded to observe the
effect of heat dissipation.
The results show, under the contrast of black-and white, there is apparent convection on the surface of
the pattern.

Improvements of a cloud chamber

Yokote Seiryo Gakuin High School
Ayu Oyama and Haruka Takahashi
We test sevral improvements for a cloud chamber. Our chamber, build on a large heat sink, can detect
beta particle tracks without any radioactive sources. High voltage up to 7kV is applied to a chamber. A
relation between amount of particle tracks and voltage is investigated with the help of high quality video
camera.
We also investigate how tracks looks like as the bottom temparature of the chamber rises. Beta particle
tracks looks best around 20.

Investigation of the Internal Stratum of Utsunomiya City Using Seismic Waves

Sakushin Gakuin High School
kento izawa，Misaki Komuro，Yamato Sugawara
We are now studying various waves which travel throughout a substance. In the beginning, by
measuring the speed of Seismic Waves using a seismograph, we investigated the internal stratum of
Utsunomiya City.

Difference of Fuel Cells Catalysts

Seishin Gakuen Senior High-Junior High School
Hiroki Nakayama, Ryosuke Nakai, Tomohiro Hitotsuyanagi
Do you know what a fuel cell is? It’s a device for reversing the electrolysis of water to release electricity.
When it works, it emits only water, so it is regarded as a clean energy source which solves environmental
problems. I did experiments to know its properties and find out what influence its performance.
Basically, a fuel cell is made up of electrodes, a catalyst, and electrolyte or ion-exchange membrane. I
changed combinations of these materials and compared their performance. Through the experiment, I
learned how to improve their efficiency.
We need to find practical energy sources that will replace fossil fuels before we run out of them. Fuel
cells will play an important role in supplying energy in the future.

Generating a Tsunami

～To design a good form of the breakwater～

Shizuoka Kita High School
Shinpei Maeda, Takahiro Mori
Our team is researching the construction of a breakwater to reduce the power of tsunamis.
We have been developing a miniature device to generate a tsunami. In the water tank, we consider
trying to generate the tsunami by moving a rectangular block up and down. When the block is up, it
generates Anaseism. And, when the block is down it generates Undertow. In this case, the speed of the
block moving up and down and the space between the water tank, and the block was found to affect the
state of the tsunami.
So, first, we made a hole in the bottom of a water tank. Next, we made a rectangular block to put in the
hole to move up and down, so we can reproduce upheaval and subsidences that occur at the bottom of the
sea when an earthquake happens.
Finally, we could generate the tsunami. The miniature device for generating the tsunami was made
based on the result mentioned above.
We are hoping to design a good form of the breakwater with this device.
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Floating Power of Ioncraft

Kawagoe High School
Otomo Hiroyuki , Uehara Keita , Saito Yutaka
"Ioncraft" is made of balsa , aluminum foil and copper wire. When you connect cupper wire to anode of
power supply and aluminum foil to cathode of power supply , and put high voltage on ioncraft , it floats.
We wondered what makes ioncraft float. There is electric field between aluminum foil and copper wire.
We hypothesized that asymmetry of electric field is related to floating power of ioncraft.To make sure the
hypothesis , we simulated electric field into two dimensions and three dimensions by using Laplace's
equation and did experiment of floating power of ioncraft.
Then we compared the tendency of the result of simulations with that of experiments. In this way , we
revealed that asymmetry of electric field makes ioncraft float.

An objective indicator that shows feelings of amusement caused by humorous stimulation

Waseda University Senior High School
Hiroki Ito, Anto Ryu, Tomohiro Yamada
Belief in beneficial effects of laughter on physical health has been popular. However the existing
empirical evidence concerning health benefits of laughter is less convincing than what is often portrayed
in popular-media reports (Rod A. Martin 2002).
A number of experimental studies have examined the effects of amusement and laughter on various
components by taking saliva or blood samples from participants before and after exposing human subjects
to humorous stimuli, such as comedy video-tapes.
Most of these studies have reported significant changes in at least some components of immunity
following exposure to comedy. However it is difficult for the researchers to determine whether
participants’ laughter is artificial one with less feeling of amusement or natural one with more feeling of
amusement, so it is little known whether the natural laughter with feelings of amusement is necessary to
produce the observed changes in immunity.
We have conducted experiments for exploration of bio-indices that show feelings of amusement caused
by humorous stimulation.

Can LED Bulbs Be Lit By A Sugar Battery?

Tokai University Takanawadai high school
Marina Takada
Recently, various types of batteries have been developed, such as eco-friendly ones which have attracted
our attention. We believe a sugar battery can be one of these. That is why we decided to continue studying
our work. A sugar battery is a battery, which makes use of its material reduction. The last academic year
experiment, they used HNO3 as an oxidizer. For our experiments, we used H2O2 as an oxidizer, because
it does not emit any toxic substances.
First, we compared HNO3 and H2O2 to find the best oxidizer. We checked that H2O2 worked as well as
HNO3, which emits toxic substance. We were able to count voltage-levels using H2O2. Second, we
compared the voltages acquired from a glucose solution with different mol densities. We found that the
higher the density of the mol, the higher the voltage levels became. But the voltage levels were the same
when the mol density was above 1mol/L. Finally, we measured the lowest voltage level that was able to
light an LED bulb, using H2O2 as an oxidizer. The LED bulb was lit under the condition that the sugar
batteries were connected in a series with more than 1.4V.
Considering all the factors, the best condition to use a sugar battery is as follows: use H2O2 as an
eco-friendly oxidizer with a glucose solution of 1mol/L.

Relation of radiation and sand of schoolyard

Fukushima High School
Shinya Kanno,Masato Sato,Saki Kanai
In March 2011, we faced the huge earthquake and the nuclear power plant accident. Fukushima area
was highly polluted by radioactive substrates. Government and some groups have been measured the
radioactivity. However, the measurement in a small area has not been performed.
The objective of our study is to examine the dose of radiation in our school area in detail. HAKARUKUN
was used as a radiation monitor, which can detect gamma-rays in a range of 0.000μSv/h to 9.999μSv/h.
We measured the dose of radiation at our schoolyard and various points in our school area.
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The dose of radiation in the east schoolyard was higher than that of other places. The area is found to be
a low places, and the rain flow probably bring the radioactive substances to the area. The places where
rain water gathers such as side ditches showed too high radioactivity to measure by HAKARUKUN.
The dose of radiation dramatically decreased if the surface soil was removed by the depth of a few
centimeters. The result indicates that the radioactive substances do not soak deeply. And the more
higher dose the measure points at surface of the schoolyard,the more higher dose it points in the air. But
we measured the dose in the air,it almost not changed. So something polluted by radiation is the sand on
surface of the schoolyard.

Adaptive Strategy of Argyreus hyperbius

Ritsumeikan High School
Shizuka JONAN
The reason why I started this research is that we became interested in the evolution of organisms. My
research is a collaborative study about the adaptive strategy of Argyreus hyperbius with KSHS in
Taiwan.
Why does this species have such a wide distribution? Perhaps it has an ability to adapt to various
environments. If not, how does it spread to so large a distribution? We have two hypotheses.
First, global warming might cause the distribution of this species to spread to northern Japan. In this
case there are no differences in characteristics, so all Argyreus hyperbius have the same development zero
temperature (DZT). Second, this fritillary can adapt to new environments. In that case this species
changes characteristics in the new areas. So the development zero varies greatly from place to place.
Thus, there may be differences between the DZT in Taiwan and in the northern edge of Japan, so I started
this research.

How to Make a Radiation Detector

Waseda University Honjo Senior High School
Kotaro NAMBA, Otoha TSUTSUI, Nanao HABE
As you know, a strong earthquake hit Japan on March 11th, 2011. Soon after that, a big tsunami
caused terrible damage, such as the accident of Fukushima Nuclear Power Plant Reactors.
Therefore, we tried to create radiation detectors by which we can detect the radiation level easily. We
use photodiodes, rather than phototransistors, to make our detectors because they have short response
time, and are cheap.

River Environment and Water Creatures

Sumire FUJII, Sayaka TSUTSUMI, Ayaka YOSHIDA
This is a study on water creatures, with a focus on the purification abilities of shellfish like corbiculae.
For many years, rivers in Saitama prefecture have been polluted. In order to improve the situation, each
local government has its environmental standards of the rivers. However, they are set to keep the safety
of the people, not water creatures. In order to protect the ecosystem around the river, we need the
environmental standards which keep the safety of water creatures.
We are focusing on the purification abilities of shellfish like corbiculae. We performed a simple
experiment. The experiment examines whether corbiculae collected from river near our school can
improve the value of COD. The result is that the value of the COD is slightly improved.
In this talk, the related experiments are also reported and we will discuss what we should do in order to
protect the environment

２．ポスターセッションタイトル
A study of the Reflection of Lights on Rippling Water
National Chiayi Senior High School, LEE KO-HAN, LEE YUEH-LUN,CHANG CHIA-SHUO
Use of Nanoindentation for Investigating the Mechanical Properties
National Feng Hsin Senior High School, YU, CHEN-JUI, WENG SHIH-YU, CHANG, CHUN-KAI
Purposes of the Research and the Introduction of Triops
Guoguang Laboratory School,NSYSU, Huang Jhong Siou, Jhuang Mei Sian
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Pang Jia Yu
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"Crystal" of Heaven
National Hsinchu Senior High School, Yu-Fan Peng
Use Raman spectroscopy and microscopy to observe the influence and activity of yeasts
in different environment of Reactive Oxygen Species
Chen-Shuo Lo
Cycles in Folded Cube-Connected Cycles Graphs

Hua Tai

"Turn Waste into Treasure and Turn Stone into Gold"
National Hualien Industrial Vocational Senior High School , Huang Shao Chun and Fu Shao Wei
The Study of Energy Production Efficiency by Using Organic Waste as the Substrate
in the Process of Hydrogenation-Methanation Anaerobic-Ferment System
National Miao-Li Agricultural and Industrial Vocational High School,
HSIAO-HUI HUNG, YU-MIAO HSIEH, ZHEN-HAO HUANG
Discovery of Infinitely Many Theorems - Related to the Pedal Circles National Taichung First Senior High School, Liao, Wei-en
The Analysis of the Regelation and Its Thermaldynamics Theory

Lin, Kuan Yu

Effects of Synthesis Conditions and Growing Mechanisms of Vanadium Pentoxide Nanowires
Huang, Po-Han
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The Affiliated Senior High School of National Chi-Nan University, Hsiu-Hui Su
The Improvement of Chlorophyll Cells' Electrodes
Taipei Municipal LiShan High School, Tsan, Lin-Ga; Yang, Yung-Lun; Tien, Chia-Wei
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Lin, Chung-Han

Possibility of hydrogen as fuel
Kumagaya boys High School, Makoto YAMAGUCHI
Difference of Fuel Cells Catalysts
Seishin Gakuen Senior High-Junior High School,
Hiroki NAKAYAMA, Ryosuke NAKAI, Tomohiro HITOTSUBAHSHI
Generating a Tsunami

～To design a good form of the breakwater～
Shizuoka Kita High School, Shinpei MAEDA, Takahiro MORI

Phytoremediation of the soil polluted with the radioactive substances.
Takashi SAMUKAWA
Floating Power of Ioncraft
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Kawagoe High School, Hiroyuki OTOMO , Keita UEHARA , Yutaka SAITO
An objective indicator that shows feelings of amusement caused by humorous stimulation
Waseda University Senior High School, Hiroki ITO, Anto RYU, Tomohiro YAMADA
Can LED Bulbs Be Lit By A Sugar Battery?
Tokai University Takanawadai high school, Marina TAKADA
Staining of planaria

Fukushima High School , Saki KANAI

Rape plant's hereditary experiment
Relation of radiation and sand of schoolyard

Shinya KANNO
Masato SATO

Adaptive Strategy of Argyreus hyperbius
Ritsumeikan High School, Shizuka JONAN
The Relation between Helicopters and Lifts
Vector Grand Prix in 3D

Fuma OZAWA
Wataru KAWAMOTO

How To Make a Radiation Detector
Waseda University Honjo Senior High School, Kotaro NAMBA, Otoha TUTUI, Nanao HABE
River Environment and Water Creatures
Sumire FUJII, Sayaka TUTUMI, Ayaka YOSHIDA
Influence of Radiation on Human Body

Kotaro NAMBA

Investigation of Mulberry-leaf Shape Pattern
Kana HASEGAWA, Momoko HATTORI

３．教員 Workshop2 アブストラクト
Statistical Analysis Using R

Yoichi Miyata, Associate Professor, Takasaki City University of Economics
It is important to use graphs and numerical measures such as averages, sample variances to describe
data in research papers and/or presentations. In addition, it is also important to estimate the
characteristics of a population and to test hypotheses statistically. However, it takes a lot of time to
implement statistical analysis with calculators. Therefore we introduce free software, R, for statistical
analysis. This talk gives a brief description about the followings：
(1) Introduction to R.
(2) Graphics (Histogram, Scatter Plots, Chernoff’ faces, 3Dplot, etc).
(3) Descriptive statistics (Averages, sample variances, etc).
(4) Statistical inference, and statistical hypothesis testing (Theory).
(5) Statistical hypothesis testing using R.
(6) Some remarks.
NOTE:
In (5), I am going to use paired sample. For example, we will consider the followings. At the
beginning of the period, students are given a test of understanding of spoken English. After 4 weeks of an
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English program, the listening test is given again. Then we see that the scores of pretest and posttest
correspond to each of students. Those data are called paired data. In (5), we use the statistical hypothesis
testing to assess whether the English program improves the students' comprehension of spoken English.

Basic Technique of Presentation (for Better Understanding of Audience)

Yoshiyuki Igarashi, Associate Professor, Tokyo International University
Nowadays, (oral) presentation is quite popular. Not only when you are to report on your research
findings at an academic conference, but also on other occasions, including some business situations, you
need to present your ideas orally. However, most people don’t receive any special, professional training in
presentation and thus don’t know how to do it effectively. In this workshop, you will learn in a systematic
way some effective methods and tips for making a presentation in English. Presentation is made up of two
components, namely, the content and style (or delivery).
You must, therefore, know effective content construction and effective and proper style of delivery.
The style part, in turn, consists of two kinds of factors: voice—something the audience hears—and body
(with other visual elements including PowerPoint or other slideware)—something the audience sees—so
you must be familiar with effective uses of these two kinds of factors. From a chronological point of view,
presentation is a process consisting of preparation of the content, preparation of the slides, and delivery of
the presentation at the venue, so it is desirable to cover this entire process.
The time for the workshop is limited, so we may not be able to cover all these, but I would like to give you
some useful tips in as systematic a way as possible.

Making Radiation Detector

Go Ogino Anyworks Co.Ltd
In the activity of Super Science Club, we tried to design and build a simple radiation detector to study
how to make electronic parts and circuits. We used the photodiode as a gamma-ray detector.

４．教員ワークショップ 3 アブストラクト
The Achievements and Problems Clarified Through S.E.E.S.2010 and IWF2011.

Shizuoka Kita High School, Taku NAKAMURA
Shizuoka Kita High School held Science Education Exchange Symposium(S.E.E.S) in Shizuoka, Japan,
in the summer of 2010.
In S.E.E.S 2010, theobjective was to recognize the status quo of the science education in Taiwan and
Japan and share the developing cases and approaches and to build a foundation of an advanced science
education program that both countries will continue to improve upon and develop together to be
implemented throughout both countries. The students’ presentation, the teachers’ practical reports, and
workshops informed each participant of each school’s practical activities. And I think it was a great
opportunity which each participant thought about the differences between these countries and the future
possibility of cooperation by carrying out the competition cooperated with both countries and by building
up the evaluation standards.
Furthermore, we held International Water Forum 2011 in Shizuoka in this August, gathering the
students and teachers who are researching water environment eagerly, as a place where we can exchange
our ideas, solving problems with familiar matters, sharing present conditions of each country, considering
problems taken from global view as his own problems, and establishing a sustainable society.
I will report the achievements and problems clarified through S.E.E.S.2010 and IWF2011.

What We gained from the International Exhange Program

Waseda University Honjo Senior High School, Toru HANDA
Since 2002, the beginning of SSH project in Japan, we have tried to create good science program which
is educationally effective. One of the SSH programs that we think important is the international exchange
program.
In this report, I want to tell about the educational effect and some problems.
One of the most big problems is that it is too difficult to measure the educational effect which students
gets through the programs. That is the reason why we often discuss about the cost effectiveness of the
exchange program.

The Development and Promotion of Integrating Low-cost High-tech Materials
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into Senior High School Physics and Chemistry Curriculum

National Chiayi Senior High School, LEE, WEN-TANG(Physics)
This sub-project is one of the three sub-projects designed by the staff in National Chia-Yi Senior High
School. The three-year program attempts to explore the practicability of the development and promotion
of integrating low-cost, high-tech materials into senior high school physics and chemistry curriculum.
In the first phase of the High Scope Program (HSP) conducted by the National Council in Taiwan, we
have developed a set of teaching aids made by low-cost yet high-tech, materials for 11th grade users in
science classes. Recent technology was embodied in senior high courses in physics and chemistry,
including the basic theory and applications such as LED, He-Ne Laser, the conductive polymers, and the
materials of fluorescence. We have three years of experimental teachings and we found that the students’
literacy in emerging science and technology have enhanced.
The teachers also benefit from these experimental teaching as they grow professionally. It is worth
promoting after an evaluation. In the second phase of HSP, we need to promote to other students and
teachers. Last year, our school experimented with three classes (around 100 students and 6 teachers) with
success. Now, we want to apply this program throughout our school, and if it becomes successful, we will
try to introduce and implement this program to other schools.
We hope that through the implementation of this program, senior high school students can become
more curious and interested in emerging science and technology.

The development of Puli Township

The Affiliated Senior High School of National Chi-Nan University, Lo,I-Fan
The development of Puli Township, the central place of Taiwan Island, has been changed because of the
921 earthquake 12 years ago. During these years, our school participates in some township activities
about community-restruction, community-empowerment, tourism-development, and eco-tourism.
With the enforcement of the HSP project, we try to make the students the basic attitude toward science
and raise the sense of identification with their hometown. Meanwhile, we also tro to combine the science
education, homeland education and creativity into a close industry-school cooperation.
Through such a complete program, we hope to induce the senior high school students’ curiosity and
interest for mordern technology and develop their ability to explore the changing process of
new-developed technology and to study its effects on human beings.

A Laboratory Course for Liquid Crystal Displays

Taipei Municipal LiShan High School, Hsu, Yung-Sheng(Physics)
In this workshop, I would like to share a teaching plan, developed by two of my colleagues, Mr. Chang
and Mr. Chin. It is “A Laboratory Course for Liquid Crystal Displays.” Flat panel display industry is a
prospect in recent years. Liquid crystal displays have developed to be the mainstream displays. Through
the program, the students can learn the properties of liquid crystal and the principles of liquid crystal
displays.
In addition, they can make simple display elements by their own and observe the optoelectronic
phenomena when applied by electric fields.

Experimental Modules in Biomass Energy Curriculum and Their Syllabuses by MLAIVS
: Bio-Gas Course and Bio-Hydrogen Course

National Miao-Li Agricultural and Industrial Vocational High School, WEI-YING LIN(Biology)
MLAIVS experimental modules in biomass energy curriculum include following features: cheap and
simple set-up process；safe and suitable to be used in schools；great autonomy in the process of designing
their own experiments. Thus, it is easy to promote these devices.

SSH visit, Taiwan

Yokote Sieryo Gakuin High School, Syoji Zeze(Physics)
We report a SSH visit from our school to TAIWAN in August 2011. 15 students (second grade) and two
teachers visited Lishan High school, NTU, Shinchu Sciene park, National sceince museum, and Guishan
island. A result of evaluation of this activity is shown.
In particular, student's motivation to study science abload is increased.
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Mathematics in the students research projects

Waseda University Senior High School, Yasushi Nakajima
Students ordinarily learn mathematical theories they need before they conduct their own individual
investigations; however, it is not so easy for students who are not good at mathematics.
In order to decrease the difficulties, I have made a procedure of leaning mathematics for the students
who are unconfident with mathematics. The procedure includes some programming work. In the
procedure, along the process of each investigation on their topics, students come to realize the empirical
relations of data and phenomena, in short, the discovery of data analytical process.
Through the data analysis of variables, they will come up with programming simulations of data on
variables as they care enabled to operate such with the knowledge of programming. After students
conduct simulations or analyses of data and understand relationships of variables they are interested,
they learn mathematical essence using textbooks and some mathematical software.
I am presenting here the procedure and an example.
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