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巻頭言

学院長

兼築信行

本学院が取り組んだＳＳＨ事業の成果についてご報告申し上げる。2012 年 9 月 21 日に、
本職は前学院長山崎芳男教授から箇所長としての職務を引き継いだ。山崎教授は音響工学を
専攻する科学者であり、ＳＳＨ校の長としてまことに相応しかったが、本職は国文学の専攻
者であり、専門分野をいささか異にする点、忸怩たる思いがある。しかし、「自ら学び、自
ら問う」の教育理念のもと幅広いリベラルアーツの習得を目指して教育活動を展開する本学
院にとってサイエンスリテラシーの涵養は、その教育の柱の一として最も重視すべきもので
ある。また、大学の附属高等学校として卒業生のほぼ 100%が早稲田大学の各学部へ推薦に
より進学するという特殊性は、高大の連携において独自の展開を可能とするはずである。さ
らに本学院は、自然豊かで広大なキャンパスに立地しており、周辺の自然・人文環境を含め
ユニークなフィールドを有している。こうした諸条件や、優秀な生徒を擁することを前提と
して、ＳＳＨの諸活動、また国際的な展開に力が注がれてきた。
しかしながら、本年度実施されたＳＳＨ指定校中間評価においては、「現段階では、当初
の計画通り研究開発のねらいをあまり達成していない」とのきわめて厳しい評価を受けた。
その指摘を真摯に受け止め、至急改善がはかられなければならない。この評価を受けとめ、
平成 25 年 1 月 9 日開催の教諭会では学校全体での取り組みについてあらためて合意が形成
されたし、同 1 月 11 日に開催されたＳＳＨ運営指導委員会においても、大学の常任理事や
アドバイザーから種々の指摘を受けた。ＳＳＨ事業の展開および成果の分析や、その報告方
法、発信の仕方にも、十分な工夫が必要である。そうしたことを意識しつつ、本報告をまと
めたわけだが、よろしくご批正のほどをお願い申し上げる次第である。
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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３年次
別紙様式１－１
早稲田大学本庄高等学院

22～26

平成 24 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) 平成 23 年度 3 月 11 日の東日本大震災および福島原子力発電所事故から得られた科学教育への反省
を分析し、これからの中等科学教育の方向を考える。
(イ) 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。
(ウ) 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。
(エ) これまでに行ってきた SSH 事業におけるプログラムの継続と評価を行う。
(オ) 今までの反省と収穫を広く敷衍し、日本の科学教育事業に寄与する。
③ 平成24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。年間を通してSSH対象となった生徒は約30名である。
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・高大接続のギャップを取り除く試みを補講・3年次選択科目等で実施し、その結果の分析を行
う。全校生徒を対象に科学に対するモチベーションを向上させるために、宿泊研修・研究室訪問・課外講義
等を行う。福島原発事故とその後の風評被害の状況に鑑み、正しい放射線への理解と判断力養成を目的とし
て放射線教育を行う。
（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効果の評価を行う。
（ウ）科学成果の表現力を高める教育の研究
卒業論文制度指導体制の充実を図る。科学英語力養成の体制を強化する。それらの成果を対外的に
報告し評価を得るとともに、その教育効果を測る。
（エ）連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究
「連携の多様性」
「国際連携」の2点から、地域連携プログラムである河川プロジェクト、Singapore National
Junior Collegeとの連携プログラムにおける教育効果を検証する。
（オ）本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価
SSH事業の外部評価とアドバイスを得るため、運営指導委員会（学内・学外）を実施する。SSH成果報告会
を実施し広く成果を公開するとともにアドバイスをもらう機会とする。
（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、普及する方法について検討を行う。
○教育課程上の特例等特記すべき事項
特になし
○平成24年度の教育課程の内容
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教育課程については報告書巻末付録２を参照
○具体的な研究事項・活動内容
（ア）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
(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年生の必要者に補講を行
った。これについてはすでに数年間実施しており、特に帰国生について国・地域別に理科知識の傾向がつか
めている。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「複素関数論入門」「計算ノート ～物理・工学のための数学入門～」を改訂
した。アンケートによる分析を行ったが、受講人数が少ないため傾向をつかむには至っていない。物理授業
において、放射線教育を強化したが、知識伝達ではなく数々の実験器具を使って実体験させることを心掛け
た。絶対に教えたいこと・言及するにとどめることを区別して実施したことが効果的だったと判断している。
(イ) について
今年度は前年に続き、放射線測定器の開発を主テーマとして活動した。昨年はガンマ線検知器を作成した
が、今年度はα線を検知できるガイガー管の開発を行った。この活動は高度な技術を要する本格的なものづ
くりと言えるが、部員にとって工学を身近に感じるきっかけになり、またこの過程で SSH 部の指導体制を考
えることにもつながった。
(ウ) について
例年通り、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。
今年度は科学英語表現力を高める試みとして、英語科と数学科のコラボレーション授業を行った。英語と
数学のコラボレーションがそれぞれの分野の理解をどれだけ促進するのかの分析を行った。
国内外で成果発表する努力を行った。その中で改めてプレゼンテーション教育について検討を行った。特
に国際高校生学会への参加が、その後の生徒の行動に大きな影響を与えることがわかった（巻末資料４）。
(エ) について
地域連携においては、以前より継続している河川調査プロジェクトの中で地域小学校との連携、新プロジ
ェクトとしてマイクロ水力発電機の開発が始まり、プログラムの幅が大きく広がり、本学院生徒および連携
先にとって充実感がある1年となった。生徒・児童における影響について調査を行い、教育効果の高さがわ
かった。
国際連携については、Singapore National Junior CollegeとのExchange Programmeを、日数を1日増やす
形で実施した。今まで密度の高かった台湾との交流は高雄のSEESに参加したにとどまった。改めて交流の方
向性を検討しなくてはならない。
(オ) について
学内・学外の指導委員会の他、SSH成果報告会を開催した。成果報告会は今回初めてテーマ設定を行った
が、質疑も活発で収穫が多い形で終えることができた。
（カ）について
今年度は地域連携が広がり、活動の中で地域に対する普及・敷衍活動ができた。書籍・Web等による成果
普及を当初想定していたが、それらは一方的な情報になりがちであり、その意味で実質的な成果報告の形が
できつつある。
○実施上の課題と今後の取組
一方、中間評価で、教員協力体制の再検討、教員の授業評価体制の再検討、理系学部進学率低下への対応
等の問題が指摘されており、その早急な対応が必要である。

4 / 57

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３年次

別紙様式２－１
早稲田大学本庄高等学院

22～26

平成 24 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
 巻末資料付録４によると、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。特に、ISSF、JSS、APCYS等研究発表や
課題研究があるものについては、高い要素でその後のモチベーションにつながっていることがわか
った。その意味で、積極的にこのようなプログラムに参加した意義はあったと考えている。



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であるが、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
場になった。特に川プロでは、今年度より市内小学校との連携や、マイクロ水力発電プロジェクト
等幅を広げており、参加した生徒の態度・アンケート結果、取材結果によると大変達成感の高いプ
ログラムになった。また、年2回の市民シンポジウムは貴重な生徒成果発表の機会であった。
地域に貢献できている・地域に役立っているという実感が生徒のモチベーションを高めているもの
と思われる。



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。外部発表の機会に加わる中で、プレゼンテーション・ポスターセッションの在り方に
ついて生徒たちと検討を重ねた。普段あまり意識しない、このような情報発信のメカニズムについ
て考えることは、副次的なSSH成果として重要であった思っている。



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、参加生徒のプレゼ
ンテーション力や科学英語力が向上している。今年度は、英語と数学のコラボレーション授業を行
ったり、英語のオーラル授業の中で英語プレゼンテーションを義務付けたりといった努力の中で、
英語プレゼンテーションが学校内で違和感のないものになりつつある。



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。特に23年度コアSSH枠で実施したSEESの影響により、今年度、プログラムに応募する生徒が大
きく増加した。ホスト校として大きなイベントを学内で行うことの教育効果について改めて認識し
た形である。



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。NJCとの議論では、世界的な科学教育ネットワーク構築の話題も取
り上げられた。


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、プレゼンテーション
指導の在り方、など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。特に、他SSH校とのネットワーク、海外校との交
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流により、科学教育に関する情報網が大幅に広がっている。



(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。プログラム応募の競争率も上がり、選抜に苦労している。



国際交流が特別なことでなくなり、海外生徒を受け入れることの違和感がなくなった。現実的には
、テレビ会議も当たり前のものとなりつつある。また、国際交流プログラムに参加希望する生徒も
大幅に増えた。



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
度わかっている（巻末付録４参照）。



子供科学教室・川プロジェクト・市民大学講師等を通じ、地域における科学教育の文化拠点となり
SSH成果の社会還元・普及がなされている。今年度始まったマイクロ水力発電プロジェクト、次年度
は市内企業とのコラボレーションの予定があり、さらに活動の幅を広げ、地域への実質的な成果普
及・還元ができると思っている。

② 研究開発の課題
中間評価の指摘点を受け、特に以下の点について検討を行っている。
① 全教員が関わる指導体制と生徒の科学心教育体制の整備
 今までの姿勢の反省を受け、25年度はSSH指導に対して全教員が関わり、全生徒の科学心教育体
制の再構築を行うつもりである。具体的には、広大なキャンパス（通称大久保山）の自然環境を
用い「大久保山学」という学問体系づくりを、フィールドワークを通し生徒たちに大小の課題研
究を課する。フィールドワークを高校3年間の生活のカリキュラムの中に位置づけ、各教員が各
専門を活かした指導を行える仕掛けづくりを行う。
② 生徒・教員の成果をポートフォリオとして蓄積し閲覧できるシステム構築とその利用
 生徒の成果については、今まで蓄積閲覧できるシステムがなかった。そのためやりっぱなしにな
っていたり、成果を他生徒が受け継ぐ体制も不十分であった。生徒が各々の研究成果を蓄積し再
利用に供するともに、教員が生徒活動を逐次閲覧できるWebシステムを構築する。


同時に、教員がそれぞれの教材を共有し授業評価をし合えるシステムを構築する。教員それぞれ
が持っている良い教材のデータベースを作り、利用できるシステムを作る。

③ 理系進学率の向上
 巻末付録１に記するように、SSH活動をしていながら理系進学率が向上しないことが悩みの種で
あった。特に女子生徒の理系進学率においては年度差が大きく、十分な成果が挙げられていない
。このことの反省に立ち、大学教務部・理工3学部との連携の上、理系進学率を高める努力を行
う。


女子の理系進学率向上の努力を行う。女子理系進学率向上の問題については、今年度の指導委員
会でも指摘と協力の申し出があり、早急に検討を行いたい。



その他、単位先取り、大学リソース利用等高大接続のシステム再構築努力を大学教務部と連携の
下で行う。
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１．平成 24 年度研究開発の課題
1.1

事業計画書における事業題目

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」

1.2

実践結果の概要

（ア）カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究
□ 中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試み
中学校→高校間に存在する理科の基本的知識差を解消するために 1 年生に対し理科補習授業を行った。
□

高大接続のギャップ、特に大学入学時における物理のギャップを解消する試み
オリジナルテキスト「計算ノート 物理・工学のための数学入門」「複素関数論入門問題集」の改訂を
行った。
□

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、早稲田大学における研究室訪問他、いくつかの課外講義を行った。

□

物理科授業における放射線教育強化の試み
震災後、原発事故による風評を防ぎ放射線に対する正しい知識を獲得し、原発事故の今後に対する正し
い判断力を養成することを目的として、授業および SSH 部において放射線を教材とする活動を強化した。

（イ）クラブ活動の充実とその効果に関する研究
□ 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、宇宙エレベータ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、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」の実施を行った。
□

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。

（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 SKYSEF などの会場において成果発表活動を行った。地域小学校の総合学習年間講師を務めた。
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。
□

海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析
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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 を実施した。
（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および外部有識者による指導委員会を開催した。
□

本学院主催 SSH 報告会の実施
平成 25 年 2 月 13 日（水）に実施した。

（カ）SSH 事業成果の敷衍
□ Web 教材の作成
Web による教材展開の試みとして、2012 年度から連携を開始した藤田小学校とのコラボレーションに
より、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。
□ 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、冬休みに、本庄市中央公民館の依頼により夏休みの他に、埼玉
県美里町、群馬県中之条町六合支所で実施した。小笠原母島でも 2 回目の子供科学教室を行った
。

1.3

平成 24 年度 SSH 実施事項一覧

以上の事業計画に従って本年度実施された科学教育関連のプログラムやイベントを以下の一覧表にまとめ
る。クラブ活動・授業等における継続的な活動、課外講義は除いている。
月
4
5

6

7

8

9

事項
4/27（金）川プロジェクト説明会
4/29（日）～5/6（日）8th International Student Science Fair 参加（Canada、生徒 3 名教員 1 名）
5/9（水）藤田小で第 1 回講義（「水資源を考える～南極ってどんなところ？～」「パックテスト体験」）
5/30（水）藤田小で第 2 回講義（「本庄市内河川にすむ生物」「川に入るときの注意」）
6/3（日）立命館高校コア SSH 事業「世界の舞台で通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」第 1 回講義
（発音矯正、生徒 2 名参加）
6/6（水）藤田小で第 3 回講義（小山川・元小山川河川調査）
6/16（土）早稲田大学理工 3 学部研究室訪問
6/20（水）シンガポール研修事前学習会
7/4（水）福島高等専門学校訪問（放射線に関するインタビュー）
7/8（日）「世界の舞台で通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」第２回講義（プレゼンテーションデ
リバリィの基本）
7/11（水）小笠原研修事前学習会
7/20（金）～26（木）シンガポール研修 Waseda-NJC Exchange Programme（生徒 10 名教員 2 名参加）
7/22（日）美里町科学教室（於遺跡の森公園）
7/23（月）～25（水）「世界の舞台で通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」（KSAofKAIST との合同研
究研修）
7/29（日）～8/2（木）7/8（日）「世界の舞台で通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」（台湾研修、
台中第一高級中学・高雄女子中学・高雄中学）
8/5（土）親子科学教室（於本庄学院）
8/8（水）本庄市こども実験教室（於本庄市中央公民館）
8/8（水）～9（木）SSH 生徒研究発表会
8/8（水）那須マイクロ水力発電見学
8/25（土）～29（水）静岡北高校科学技術フォーラム（生徒 4 名、教員 1 名参加）
8/26（日）～31（金）小笠原研修、母島における子供科学教室（生徒 10 名、教員 4 名参加）
8/29（水）～9/4（火）5th TaiwanHSP/JapanSSH Science Education Exchange Program(SEES)（台湾高雄、生徒 5
名、教員 1 名参加）
9/1（土）～8（土）1st Asia Pacific Conference of Young Scientists（Indonesia、生徒 3 名、教員 1 名）
9/26（水）早稲田大学榊原研究室との合同ゼミ
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10

11

12

1

2

3

10/21（日）「世界の舞台で通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」第 3 回講義（アカデミックプレゼ
ンテーションデザインの基本）
10/24（水）31（水）NJC とのテレビ会議
10/31（水）藤田小での講義（小山川・元小山川河川調査）
11/3（土）～9（金）NJC 生徒教員が本庄学院訪問、NJC-Waseda Exchange Programme
11/5（月）SSH 課外講義「科学の最前線、超電導を体験しよう」
11/7（水）藤田小で講義（NJC 生徒がシンガポールの水事情を発表）
11/9（金）～13（火）Japan Super Science Fair2012 に生徒 4 名教員 2 名参加
12/16（土）親子科学教室（於本庄学院）
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
12/17（日）～18（月）海洋開発研究機構における水圧実験研修
12/25（火）六合小放課後子ども教室（於群馬県中之条町六合支所）
1/11（金）学内 SSH 運営指導委員会
1/25（金）SSH 特別講義「クルマは如何に人間に近づけるか？」
1/30（水）神流川沿岸発電所（マイクロ水力発電）見学
2/6（水）藤田小で講義（「プレゼンテーションの名人になろう！」）
2/13（水）本庄学院主催 SSH 成果報告会、外部 SSH 運営指導委員会
2/20（水）卒業論文報告会
3/16（土）本庄市民シンポジウムで成果発表
3/17（日）関東近県合同発表会（於早稲田大学西大久保キャンパス）
3/26（火）ムサシトミヨ保護センター見学
3/28（木）日本水産学会にポスターセッション参加

２．平成 24 年度研究開発の経緯（研究の時間的経過報告）
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
①2012(平 24)年度中学理科補習実施報告
実施 2012(平24)年度 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
対象 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。
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。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。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。使用教科書は東京書籍「新しい科学」で、生徒分をこちらで用意し講義の時に配布回収した。
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
22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。中学時に滞在していた国(米国の場合
は州も)名を記入させた。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ため、今年はメモさせた。
02．２分野上 植物の世界・動物の世界 （4月25日(水) 於S316教室）
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
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の分類
・ 植物はアメリカの現地校ではまったくやりませんでした。動物は少ししかやっていません。
・ 通信教育で行っていたが、間違えてしまった。メルボルンでは少々植物に関して触れた。
・ 植物は元からだいたい分かっていた。動物はちゃんと復習しようと思った。
・ 中学校の理科を思い出せてよかったです。←この生徒は語句テストで満点
・ 米イリノイ州 現地校では細胞についての単元で、chlorophyllを習いましたが、日本の中学ではならいま
せんでした。細胞のことは割りと長くやりました。地震や天気のことはほとんどふれていません。電気も
小学校で回路を作っただけでした。
・ 米カリフォルニアのサンノゼの現地校では、あまり生物をやりませんでした。進化論は私立のキリスト教
学校に行った友達はやらなかったそうですが、公立の学校ではやりました。人間の仕組み(性的なもの)は
アンケートで親の反対があれば、その人はやらないというしくみでした。
・ ロサンゼルス 来た(行った？)当初は英語が分からなくて、理解できませんでした。ここまで詳しく教え
てもらっていません。(生物の)分類も英語だったので、日本語ではわかりません。
・ 植物はオランダで少しやった。動物はがっつりやったが、日本の理科ではやっていないので難しい。
・ アメリカでは光合成はくわしくやった。
・ 思ったよりできました。まだ、語群がないとちょっと困ります。←この生徒は語句テストで満点
・ アメリカではphotosynthesisやcellの事は習いましたが、そんなに詳しくは習いませんでした。
・ アメリカでは進化論は特にやらなかったと思います。動物については多少やりました。
・ 植物は忘れていた単元だったので、思い出せたよかった。日本人学校で、習い、またここで復習できたの
で、理解が深まった。中学理科はひと通りやりました。
・ ドイツのインターナショナルスクールでしたが、７～９年ではやりませんでした。その前の別のインター
では６年時に一部、生物の分類で「被子・裸子」だけはふれました。
・ 中学の始めの頃は補習校に通っていたので、植物のテストはできました。物理の授業でピタゴラスイッチ
を作ったことがあります。
・ 単語が英語になっていたので助かりました。アメリカではほとんど植物の事を7年生(中2)で習いました。
03．２分野上 火をふく大地・ゆれる大地（5月09日(水) 於S316教室）
内容…火山 地震
・ ①②とも習っていません。
・ 単元①が最初わからなかったが、結構分かるようになった。オーストラリア（メルボルン）では両方やら
なかった。
・ 火山については基本的な事しかやりませんでした。地震についてはほとんど習っています。
・ アメリカでは少ししか習っていなかったので、詳しく学習できてよかったです。
・ 日本の夏期講習に参加して、そこで少し習った。
・ ニューヨークの現地校では、両方全くやりませんでした。
・ 聞いたことのない言葉ばかりでした。海外でも習ったことはなかったです。○○岩や○○石は英語で聞い
てもあまりピンとこなかったです。
・ アメリカでは、マグマ、溶岩、火成岩くらいしか習わなかったと思う。でも地層のことは結構やったと思
う。話が変わるけど、生物の「浸透圧」について日本ではあまりやっていなかったみたいだけど、アメリ
カではやった。卵の殻が水を通すか、みたいな実験。アメリカの先生に聞いたけど今から30年以内にカリ
フォルニア州でサンフランシスコ大地震以来の巨大地震がくるらしいです。
・ 向こうの学校では全くやらず、日本語も難しかったので、とてもハードだった。
・ 今までに知らなかった言葉などが分かり、よかった。もう少し理科の勉強が必要だと思った。
・ どっちも海外ではあまり習わなかった。
・ 英語ではBasaltとかは習いましたが、テストのときはいつも石の名前が書いてある紙をもらっていたので、
覚える必要はありませんでした。あんまりこの分野は詳しく習いませんでした。
・ ドイツのインターですが、glacierはやりましたが、火山はやりませんでした。(6～9年次)地震に関するレ
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・
・

ポートを書きました。仕組みについても学習済み。
覚えていないので分からない。
火山は結構やったアメリカ。

04．１分野上 電流（5月30日(水) 於S316教室）
内容…電流 電圧 オームの法則 ジュール熱
・ 米イリノイ州の学校では小学校5年生のとき短絡回路をつくってみたきりで、電流については一切触れませ
んでした。小学校４年生のときは日本語学校で少しやりました。
・ アメリカで習ったことはありません。
・ Frannkufurt International Schoolでは電流についてやりませんでした。第６～９年まで
・ 現地校では全く習っていません。
・ 電流の単元はアメリカの現地校ではほぼ全くやっていない。中学２年のとき、豆電球の実験を一回やった
だけ。僕は塾で習った。
・ 語群があればできるので、なくてもできるようになりたいと思いました。アメリカの現地校ではちょっと
やりました。
・ ①②は学校では習いませんでしたが、塾では少し習いました。
05．１分野下 運動（6月06日(水) 於S316教室）
内容…力学 物理分野
・ Frankfurt International Schoolではnewton’s lawはやりましたが、Jはやりませんでした。
・ アメリカの8年生(中学3年)の時、物理の授業があって、そこで習ったことと似たようなことを習った。
・ 慣性の法則や作用・反作用の意味はなんとなく分かったような気がします。これからもっと詳しく勉強し
ようと思います。
・ 現地校では全て習いました。
06．２分野下 天気（6月13日(水) 於S316教室）
・ 単元①の方は現地校で結構(学習)しました。しかし、単元②の方は一切やりませんでした。
・ アメリカでは少ししか学習しなかったので、とてもためになりました。
・ 分からなかった点がちゃんと分かるようになった。
・ 家で少し勉強しただけなので、ためになりました。
・ 単元①は聞いたことがある単語も多かったですが、②の雲の名前はあまり知りませんでした。
・ アメリカでは、竜巻のことをよく勉強しました。よく竜巻が起こるので、そのことをレポートにまとめた
りした。天気のことは、ほぼ全くやっていない。僕が住んでいたところは月に一回くらいしか雨が降らな
かったからかもしれない。
・ オランダでは、一切天気について触れませんでした。
・ ①はFrankfurt International Schoolの9年次で記号のみやりました。
・ おそらくやるはずだったのですが、途中で帰国しました。
・ アメリカで天気を習ったときは、おもに竜巻やかみなりなどの自然現象を学びました。
・ この単元、二つとも復習しようと思っています。
・ 雲のでき方はやりましたが、名前の内容や前線は全くやりませんでした。米キャルフォルニア現地校
・ 基本的な単語などは分かったが、詳しい雲の名前等は学習しなかったのでわからなかった。
・ 他教科についての生徒メモ
・ 日本の地理は全くできません。都道府県を知っているぐらいです。
・ 地理はまあまあだと思います。
・ 日本の地理のことは全然分かりません。
・ 地理が分かりません。
・ 地学も心配です。
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・

地学についてはまったく分かりません。

○2012年度の中学理科補習を終了して、気付いた点
・ 出席率は過去に比べてかなり改善された。予備テストの点で半分以下の者は、必ず出席すべし、とした成
果である。
・ 受講態度も例年になくよく、熱心に聴講していた。
・ 講義終了後に数人の生徒と話をしたが、日本語、特に漢字には不自由しているらしい。
・ 他科目でも困っていないか質問したところ、日本の地名には困っているらしいことも判明。
・ 補講に参加しなくても、授業で十分対応できると思われる生徒がいる一方で、予備テストの点数が低いに
も関わらず、途中から参加しなくなってしまう生徒がいる。過去の例だと、そのような生徒の中から、留
年生がでる可能性が高い。
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―Introduction to complex analysis―』
本テキストは 3 年次選択科目「複素関数論入門(SSH)」（以下，本科目という）のために作成されたテキス
トである．ここでは，本科目の受講生 6 名（1 名は欠席のため回答が得られなかった）へ実施した，本科目お
よび本テキストについてのアンケート結果を報告し，反省点などを述べる．自由記述式の回答については，意
図を変えない範囲で要約をしているものもある．
１．本科目の受講生について
（１）受講生の履修状況について
今年度の受講生は 7 名であった．内訳は理系が 6 名，文系が 1 名である．理系の生徒は 6 名すべてが理工系
学部への進学を，文系の生徒 1 名は商学部への進学を希望している．
（２）受講生の履修目的および満足度 【資料】１(1),(2)
 大学でやる内容を先にやりたかった（2 名） →「得られた」2 名
 今までとは違う数学をやりたかった（2 名） →「得られた」2 名
 珍しそうだから →「やや得られた」
 数学がさらに好き →「やや得られた」
受講生は高校数学よりも高度な内容のものを期待し，本科目はその期待に応えられているといえる．
（３）当初考えていたこと以外に得られたもの 【資料】１(3)
 物理への興味
 式整理のテクニック
 予想をはるかにこえた「違い」．大学での学問を学ぶ上での心構え．
 偏微分
 複素数の実用性
 化学でやったシュレディンガー方程式でよくわからなかった部分がわかるようになった．
２．テキストについて
ここでは本テキストの用途・使いやすさ・改善点についての調査結果を述べる．昨年度の反省は，①受講生
が独力で予習ができるくらいの記述をする②解答をこまめに配布する③読み物として魅力あるテキストにす
る，ということであった（昨年度の報告書 p.26 参照・要約）．
（１）受講生の用途について 【資料】２(1)
特に本テキストは復習や本科目のレポート作成のために使われて 予習
2名
復習
5名
いることがわかる．しかしながら昨年度と異なる点は，読み物とし
レポート作成 4 名
読み物 4 名
て本テキストを読む生徒の割合が増加したことである（昨年度 2/12
＝17％から今年度 4/7＝57％）．昨年度の反省③を意識し，物理や
化学で複素数が使われていることについての記述（本テキスト第 1 章）や本文中にある COLUMN の量を増
やした．それがこのような結果に結びついたのであろう．
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（２）使いやすさとその理由および改善点 【資料】２(2), (3)
【理由】
使いやすい
5名
やや使いやすい 2 名
 全体的に見やすいテキストだった．途中式が書い
やや使いにくい 0 名
使いにくい
0名
てなくてなぜだろうと考えることもあった．
 知らないことでもどんどん読み進められる．わからないことは詳しく調べようと思える．
 必要な部分がコンパクトに載っている．
 十分に必要なものが揃っていた．各章のはじめの文章が次のステップのイメージにつながった．
 見やすくてわかりやすかった．
 わからなくなって読み返すとすぐに理解できる．
このように，復習するために必要な記述が十分にあるテキストであるとの評価が多かった．また昨年度の調
査では，「解答」を求めている受講生が多かったが，今年はそのように述べている者はいない．これは昨年度
の②の反省を生かし，解答をこまめにプリントで配布したことが良かったのであろう．
３．授業内容について
（１）難易度 【資料】３(1)
「やや簡単だった」が 3 名，「やや難しかった」が 2 名，「難しかった」が 1 名である．本科目はややアド
バンスなことを議論しているので，これくらいの難易度で丁度良いのではないかと考えられる．
（２）印象に残った内容・他の科目との関連

【資料】３(2), (3)

iπ

印象に残った内容は， e + 1 = 0 （オイラーの公式）についての意見が多かった．他の科目とのつながりで
は以下のような意見があった：
 やはり微積分は外せない．あと三角関数も．
 物理を学んでいく上で，やはり数学は欠かせない道具であるとわかった．（2 名）
 他の数学系の科目．実数と複素数での比較．
 物理でも虚数を使うことに驚いた．
 化学でやったシュレディンガー方程式について詳しく知れた．
１．（３）で述べた得られたものと似たような結果となったが，物理や化学との関連について感じられた受
講生が多かった．また印象に残ったこととのつながりで，実数と複素数の数学的な議論の違いについて印象に
残ったと述べた生徒もいた．これは前年度にはなかった意見である．ある種のスパイラルで見せることで道具
としての数学だけではなく，数学自体の議論のおもしろさにも目を向けさせることができることがわかった．
（４）大学・学部進学への影響 【資料】３(4)
アンケートに回答した受講生 6 名はすべて理系進学志望である．
 数学系により興味がわいた（2 名）
 大学で学ぶことが前もってわかり，ギャップを緩和してくれる（2 名）
 具体的なことはまだわからないが，生かせそうな気がする．
 学部進学に影響はない．
本科目が理数系への興味を増進し，高大へのギャップを緩和することがわかった．一方で影響はわからない
という生徒も居るので，さらなる仕掛けづくりがあると良いだろう．
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高温超電導実験教室
11 月 5 日（月）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 24 名、NJC 生
徒 9 名教員 2 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
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の講義で終了した。当日は、交流校である NJC 生徒 9 名教員 2 名、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。
②海洋研究開発機構研修（12 月 17 日（月）～18 日（火））
横須賀の海洋研究開発機構（JAMSTEC）において実施。参加者は生徒 19 名、引率教員２名。

深海探査船 6500 のパイロットの方のお話においては、深海生物の話から、海底資源の話、さらに領海
の話、また深海 6500 の科学技術の継承の話まで、幅広く話を聞けて生徒は、以上に刺激を受けたよう
である。今まで想像も出来なかった世界が開けた。深海生物の本を買い求めている生徒もいた。

深海 6500、かいこう等の探査船、深海生物の見学においては非常に 興味をそそられていた。

高圧体験。カップめんの容器が圧力と共に小さくなっていく。実際に４気圧の中に入って体験。まず鼓
膜の保護の為に 耳抜きを頻繁にしないといけない。空気の重さを感じる、声も違って聞こえる。断熱
膨張で気温が上がり、ポテトチップスの袋がへこむ。口の小さな瓶の中に硬式テニスボールを入れるこ
とができる。たった４気圧だけの気圧の変化で大きく変化が感じられるので、もっと大きな気圧の変化
だと大変だと思います。

潜水体験。３ｍのプールに空気ボンベを背負ってもぐる。少し潜っただけで、耳抜きが必要になってく
るが、魚になった気分になる。耳抜き、空気残量、自分の位置の確認、泳ぎ方など 一度に多くのこと
を考えないといけないが、普段体験したことの無いことなので、とてもやりがいを感じている。
このように、体験の幅を広げることにより、世界が広がり、いろいろな事に興味関心を持つようになる。こ
れらは、話を聞いたり、映像をみても、実際に体験しないと、想像がつかないと思う。
③特別講義「クルマは如何に人間に近づけるか？」（1 月 25 日）
日産自動車株式会社のご協力の下、知識・情報マネージメント部チームリーダー篠崎哲氏を講師に、標記講
義が 1 月 25 日 16:00～17:40 に行われた。自動ブレーキ・自動運転システム・電気自動車等現在の自動車技術、
そして未来の道路設計を含めた総合的なクルマ社会まで話題が及んだ。道路を走るだけで電力供給の出来る道
路システムなどに話題が及ぶと、生徒たちから「おー！」という歓声があがった。講義後の質疑応答が活発で、
「自動運転システムの車が事故を起こした時の責任はどこにあるのか？」「自動運転になると、運転の楽しさ
はどうなるのか？」など根本的な質問が相次いた。
2.1.4 授業改善の試み 「物理Ⅰにおける放射線教育」
23 年 3 月 11 日東日本大震災に起因する福島原発事故は日本の科学技術に対する信用および、科学教育の在
り方に大きな問いを投げかけた。このことに関する評論については本学院の平成 22 年度 23 年度 SSH 成果報
告書を参照されたい。震災以降、本学院ではいくつかの教科で様々な問いかけや指導を行っている。ここでは、
物理科の授業における放射線教育について概要を述べる。
１． はじめに
放射線教育は原子力発電所を抱える日本にとって必須のものであると考え、本学院では開校以来、物理の授
業で行ってきた。当初は、教科書に書かれている内容をもとに、霧箱やガイガーカウンターを使い、身近に放
射線が存在していることを学ばせ、その放射線は使いようによっては両刃の刃になることを説明してきた。そ
の後、教員向けの講習会の存在や、「はかるくん」の貸し出しのことを知り、産業分野や医療分野での放射線
の利用法を教員が学び、授業で生かしてきた。
放射線教育の転機が訪れたのは、2011 年 3 月 12 日以降の原子力発電所の爆発であることは、日本国民の多
くが同じ感想を持っていると思われる。政府主導で行われてきた放射線や原子力発電に関する啓発活動は、多
くの場合、原子力は何重もの安全対策が施されているため、自然災害では放射能漏れなどがおこることはない
というものであった。しかし、その安全神話は崩れ、東日本の多くの国民は放射線の恐怖を感じることとなっ
た。
そこで、2011 年の事故以降、本学院では、高校生にどんな知識を身につけさせるべきであるか、そのため
にはどんな設備をそろえる必要があるかなど、シラバスを抜本的に見直すことにした。その検討から、自然界
に存在している放射物質と、原子炉事故から発生する放射物質の違いを学ばせること、人体に与える影響はど
のような数値で読み取れるか、また、風評被害と実際の被害を客観的に区別できる判断基準の入手方法などを
学ばせることとした。それらを教育する過程では、実験を取り入れ、なるべく知識だけではなくデータに基づ
いた議論ができるように設備の充実をはかった。
２． 授業計画
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物理Ⅰ 3 単位 2 年生必修
使用教科書 啓林館 物理Ⅰ
副読本 文部科学省発行 知っておきたい放射線のこと
・ 物理の授業の中で教えたいこと
放射線の正体および性質、DNA を破壊するメカニズム、放射線から逃れる方法、産業界、医療現場で
の放射線の利用状況、
・ 触れる程度にするもの（研究結果が乏しい、難解であると判断したため）
低線量の放射線が人体に与える影響、宇宙線、動植物に蓄積する放射線
放射線について（3 時間）
① 放射線の基礎知識
原子の構造、壊変、α・β・γ線の性質、γ線とＸ線の違い、人体に与える影響、Sv・Bq の２つの単位
② 放射線の測定および観察、半減期の計算
線量当量計を用いて、線源からの距離の 2 乗に反比例して弱くなる、線の種類によって遮蔽材が異なるこ
とを実験でたしかめる。霧箱による放射線の飛跡を観察する。塩や、コンクリートからも放射線が出ている
ことを確認する。半減期の計算方法を学ぶ
③ 放射線の利用
医療系、工業系、農業および理学の各分野でどんな放射線がどのように利用されているかを学ぶ。
３． 授業で使用した実験器具
① 大型霧箱
約 30 センチ四方の断面積を持つドライアイスで冷却式の霧箱である。底から約 1 ㎝のところで、放射線
の飛跡を観察できる。底の温度が一様に冷えているため、むらなく観察できる。線源を入れる必要がない。
② GM 計測器
アメリカバイクロン社製のものでパンケーキ型の GM 管をもつ。GM 管に掛ける電圧を変えられるため汎
用性がある。
③ シンチレーター
超高感度なシンチレーターであり、極わずかな放射線も検知できる。身のまわりにはどこでも放射線が
あることを確認できる。
④ 自作γ線検出器
クラブ活動で作成したものである。内部の原理を示しながら測定できる。
⑤ 自作α線も検知できる GM 管
GM 管が何をどんな原理で測定しているのかを構造を示しながら説明できる。粒子の大きさを考えさせ
ることができる。
⑥ 自作α線検出装置
β・γ線は透過し、α線のみを検出する。透過する線はエネルギーを放出しないことを示すことができ
る。重粒子線などの説明に使える。
⑦ 放射線遮蔽実験装置
千代田テクノル製の古いものであるが、アルミや鉄、鉛の遮蔽版と、定規がセットされており、遮蔽実
験には最適のものである。
⑧ 掃除機およびろ紙
空気中に浮遊している放射性物質は原子 1 個で存在しているのではなく、塊や化合物として存在してい
る。なかには、ほこりに付着しているものもある。これらをろ紙をフィルターにした掃除機で吸い取り、
そのろ紙から出ている放射線をはかることにより、ろ紙のように目の細かいフィルターは浮遊している放
射線を人体内にい入らせない効果があることを学ばせることができ、マスクの有効性を知ることつながる。
⑨ 線源
われわれが自ら採取した放射性物質を含んだ岩や、塩、肥料、ランタン用のマントルなど、低線量のも
のを使用する。また、放射線の種類を特定できる市販の線源も用意する。線源を用いるときには、市販の
もの以外はビニル袋に入れたまま使い、飛散を防ぐ必要がある。
４． 授業の効果
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放射線教育は往々にして知識の伝達になり、必ずしも教員が意図した効果がないことが多かった。しかし、
我々教員が長い年月をかけて、入手した種々の機器を用いることにより、極わずかな放射線しか出さない安
全な線源で、多くの実験をすることができるようになった。このことにより、放射線の存在を知り、その透
過力、到達距離など種々の性質を学習することが可能となった。このようにして得た知識は、食の安全や住
の安全を考えるときの指針となり、風評に惑わされることのなく正しい判断ができ、自分の身を自分で守ろ
うとする人間になる基礎となると思われる。

2.2

クラブ活動の充実とその効果に関する研究

2.2.1 科学クラブの活性化
１． はじめに
授業や見学、講義などで興味を持った事柄を深く勉強するためには、個別に学習できる機会を与えること
も必要なことである。このような意味で始めた SSH クラブ活動の今年度のテーマの一つは、昨年度に続き、
放射線測定器はどんな原理で何を測っているのかを探ることであった。広く世間に出回っている環境放射線
測定器とは何を測定しているのだろうか。そしてその数値はどんな意味を持っているのだろうか。また、そ
の機械が使用可能な状況とはどんな状況なのか。こんな疑問を解消するために、測定器の測定原理から勉強
を始めた。そして、高等学校の実験室でできる範囲で、独自の測定装置を製作することを試みた。
２． アルファ線が中に入りこめるガイガー管の製作
昨年は、PIN フォトダイオードを用いたガンマ線検知器を作成したが、今年度はアルファ線が中に入りこ
めるガイガー管の製作をすることを目標として、ガイガー管の勉強から始めた。その結果、ガイガー管は中
のガスが電離して高電圧の電極間で移動が起こり、その動きを電流として捕えるものということが理解でき
たが、ガンマ線は容器にさえぎられて中には入れないことが分かった。そこで、放射線検知の感度を上げる
ために、アルファ線が直接電離作用を起こせる、ガイガー管の製作をおこなった。
電離が起こるガスは、アルゴンとブタンガスとすることにし、ガンマ線を遮らない薄膜を探すことにした。
いろいろな書物をあたっていたところマイラーシートというポリエチレンシートに辿りつくことができた。
それ以上のものはないかと探していたところ、偶然に知り合えた理化学研究所のかたから、イオンビームを
打ち出す時のフィルターなら、ヘリウムは通し、酸素や窒素、アルゴン、ブタンなどの大きな分子はさえぎ
ることができることを教えていただき、ご厚意に甘え、理化学研究所まで出かけフィルター用のシートを譲
っていただくことができた。このシートは厚さ 10nm と、極めて薄いために破れやすく、表面をぴんと張っ
た状態で貼り付けることは困難であったが、大変感度のよいガイガー管を作ることができた。
３． アルファ線だけを検知する検知器の製作
物理の授業では、アルファ線は紙一枚で遮蔽でき、β線はうすいアルミの板、そしてγ線はコンクリート
などで遮蔽することを学習させる。しかし、アルファ線だけを検知する検知器はあまりなく、量販されてい
るもののほとんどは、γ線を測定するものである。
そこで、β、γ線は貫通してしまい、α線だけをとらえることのできる物質と厚みを研究していった。そ
の結果、シリコンのウエハーはちょうど良い厚みと材質であることが判明したため、シリコンの表面に直接
空乏層を作ることを考えた。放射線測定方法が書かれている文献を探すと、シリコンの酸化膜が空乏層にな
ることが判明し、シリコンウエハを直接電熱線で炙り、酸化被膜を作り、その幕を保護するために、銅と銀
とで蒸着幕を作ることにした。その結果、アルファ線だけをだけを検知するセンサを作りことに成功した。
４．おわりに
生徒たちにとって測定装置は、企業や研究室など大掛かりで高価な機械を使い作られているように思われ
るほど、近くにあるが遠い存在である。それらのものを物理実験室で実際に作り手製の測定装置で放射線を
測定できたことは生徒にとって、工学を身近に感じる経験になった。今回は、高校生にとっては大変高度な
技術を要した経験であったが、どんなものでも、基本を学べば、原理がわかり、原理がわかれば着手できる
という自信になってくれたのではないか。また、近くにあるが雲をつかむような放射線を実際に探知できた
経験は、今後、目に見えない物質を探求するきっかけになるのではないだろうか。
普通高校ではなかなかさせることができない本格的なモノづくりの中に、将来の技術者や科学者の芽を伸
ばす方策があると実感した活動であった。

2.3

科学成果の表現力を高める教育の研究
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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。14年度のSSH指定
以降、調査研究における成果報告の一形態としてSSH活動に有機的に関連付けることを目指してきた。この間、
論文リテラシーは理系文系を問わず大学進学以降必要な力として、卒論マニュアルの整備、選択科目と卒論テ
ーマとの有機結合、情報科・総合学習科における論文リテラシーを含むアカデミックリテラシー養成カリキュ
ラム整備・卒論報告会実施等の努力をしてきた。その経緯は今までのSSH成果報告書に記載してきている。卒論
報告会は今年度も、同じ制度を持つ慶應義塾湘南藤沢高等部とのコラボレーション（本庄側発表3本慶應側1本）
で2月20日（水）に実施した。慶應側の自由研究発表会（3月13日）では早稲田側1本の発表を行った。
2.3.2 科学英語力養成の体制づくりの検討 「英語 I・数学 I コラボレーション授業報告」
本実践は 1 年次必修科目「英語 I」および「数学 I」の両科目におけるコラボレーション授業である．具体
的には数学に関連した記事を英語で情報収集し，それを英語でプレゼンテーションするというものである．本
実践を通じて，数学が好きな生徒は本実践を通じてさらに科学的なことについて興味をもったり，英語でも科
学文献に挑戦する意欲が生まれたりする教育効果があった．教材については，中学までで慣れ親しんだ事項に
深く触れ，日常に近い科学的側面を持つ教材を用いることが生徒の興味をひくことがわかった．以下では，本
実践の詳細を報告する．
１．本実践の目的
本実践は今年度の事業計画書「６．研究計画・評価研究」③第２項にある「科学英語力養成の体制づくりの
検討」の一環として行われたものである．科学分野において（当然他の分野でも同じだが），最先端の情報を
得ようとすれば日本語だけではなく英語の文献や記事から情報収集する必要がある．また情報を発信する側と
しても，研究結果などを英語で発表する機会が増えている．その上科学分野では，英語による数式の読み方は
高校（おそらくほとんどの大学でも）学習する機会は皆無である．
そこで普段から英語での情報収集および発表に慣れて自信をつけておくことで，内容をより魅力的に伝えら
れるようになることが本実践の目的である．特に理系には自信があるが，英語について不安がある生徒に対し
て，その不安を解消できるのではなかと期待している．
２．授業実践の流れ
（１）実践１回分の流れ
１回の実践の流れは時
系列順に以下の通りであ
る：

科目名

指導内容

数学 I（1 コマ） 
記事（英語）および発表スライドデータ（英語）の配布

記事内容の説明（日本語にて）

数学用語の英語，数式の英語での読み方 1の指導
英語 I（1 コマ） 
用語や英語についての補足説明

プレゼンテーション指導

プレゼンテーション準備
生徒各自
プレゼンテーションの練習
英語 I（1～2 コ プレゼンテーション本番
マ）

（２）実践上の注意点
① 記事の選定について
記事の内容につい
ては実践の目的から
考えると，科学内容に
触れることが必要条
件である．また数学 I
とのコラボレーショ
ンであるため，記事の内容は数学 I の数学の授業で扱った内容と近いものである方が，数学 I で扱う意味
が強くなり，生徒の数学内容の理解について負担も少なくなると考えた．
② 記事内容の説明，発表スライドについて
記事内容の説明については，記事の訳文をそのまま述べるのではなく，発表する順番を変えたり，内容
を取捨選択したりするように工夫した．それに合わせ発表スライドも作成している．また，生徒自身の発
表には，このときに用いた発表スライドをそのまま使わせた．これはスライドの編集での生徒への負担を
数式の読み方は，保江邦夫著，エドワード・ネルソン監修『数学版これを英語で言えますか？ Let's speak
Mathematics!』（講談社，2011）および智大学理工学部現代 GP 推進委員会「How to Read Figures,
Mathematical Expressions and Equations, and Glossary」（2008）
http://ese.cc.sophia.ac.jp/HowToReadAndGlossary.pdf.を参照した．
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③

軽減させるためである．つまり，数学 I 授業担当者が日本語で説明したスライドを用いて，生徒は英語版
の発表をすることとなる．
プレゼンテーション指導について
多くの生徒は英語での発表の経験がないため，まずは人前での英語の発表に負担を感じさせないように
する必要があった．そのため，英語のプレゼンテーションにおいて使用頻度の高い表現や全体構成の例を
示すことで，プレゼンテーションの組み立てが容易にできるように工夫した．また，英語力や流暢さより
も Delivery 面に指導の重点を置くことで，帰国子女など英語力の高い生徒が活躍するだけの場とせず，
英語力が十分とは言えない生徒も，比較的簡単に完成度の高いプレゼンテーションができることを実感し
てもらうように心がけた．

３．授業実践
本実践は年間で 4 回実施することができた．ここでは授業実践内容の詳細を記す．
（１）記事のタイトルおよび内容
① Approximating Irrational Numbers by Means of Rational Number
② Some Maximum Problems
③ Properties of a Parabola
④ Evaluating π
①は有理数と無理数について学習したため，無理数を有理数で近似するという内容を扱った．②は「相加・
相乗平均の関係」の不等式を証明したことに関連して，その不等式を長方形の面積の最大値問題と絡めて，視
覚的に捉える記事を扱った．③は 2 次関数の単元で放物線を学習したことに関連して，放物線の幾何的な定
義 2・性質（円錐曲線の 1 つであることなど）・実生活での利用（パラボラアンテナなどの光線と焦点の関係）
について扱った．④は円周率πの近似について，幾何的に近似する方法とコンピュータを用いて近似する方法
（モンテカルロ法）を扱った．①，②についてはRademacher, H. & Toeplitz, O., “The Enjoyment of
Mathematics” (1980) から選んだ．③，④については，Webサイトにある記事を授業担当者が編集をし，記
事を作成した．特に①，②の授業内容および発表スライドの詳細は成瀬[1]の記事を参照のこと．
（２）プレゼンテーションの指導
①～④の全ての記事について全員にプレゼンテーションをさせた．原稿を書く際や練習の段階でお互いに協
力してプレゼンテーションを組み立てていくことを可能にするため，基本的には 2 人ペアで行うこととした．
全員の発表前の準備として，まずは発表の際に使うべき英語表現や数式の読み方を再確認したうえで原稿を
書かせた．自力で書けるように，辞書やインターネットを活用した英語表現の検索方法も併せて示した．さら
に，代表の数ペアにモデルプレゼンをしてもらい，発表方法や発表態度についてその場で細かく指導をした．
そうすることで，Delivery 面においての注意点をクラス全体に実際に示すことができた．
回数を重ねるごとに，要求するレベルを上げていった．最初は英語の表現や流暢さは指導の対象とせず，話
し方や発表の際の動きを中心に指導をした．前者は上達に時間がかかるが，後者は比較的早く体得することが
できるからである．しかし，生徒が発表に慣れてくるに従って，英語の表現や発音など Language 面まで指導
するようにした．
（３）プレゼンテーションの発表
初めのうちは原稿から目を離すことなく発表する生徒や，スライドの英語を読み上げるだけの生徒が多かっ
たが，他の生徒が発表の中で用いた良い表現や話し方，体の使い方などを積極的に自分の発表に取り入れるよ
うに指導した．最終的には，様々な Visual Aids を持ち込んだり，自分で調べたことを加えて明快に説明した
りする生徒が多く見られた．さらに発表の間，生徒にはマークシートで Voice/ Movement/ Language/ Eye
Contact の 4 点について相互評価をさせた．相互評価は，どのようにすれば効果的なプレゼンテーションがで
きるかに意識を向けさせ，自分が発表をする際により創意工夫をさせるという点で非常に効果的であった．
４．教育効果の分析
中学の数学および数学 I では 2 次関数の点をプロットすることによってできる曲線が放物線であると定めて
いる．だが放物線本来の定義は「数学 III」での学習まで待たなくてはならない．
18 / 57

2

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３年次
教育効果の測定はアンケートを用いた．2012 年度 1 年 F 組，H 組の生徒 80 名から回答を得た．
（１）扱った教材について
前節において紹介した①～④の話題について，生徒にどのように感じたのかを調査した．「最も興味深い記
事はどれか」，「内容の易しいと感じた順に並べる」という質問をした．難しさの評価は，易しい順に 1pt.
から 4pt.とし，その合計点を計算した．つまり pt.の合計点が高いほど難しい記事であると評価した．
以上から，③および④の記事が難し 記事のタイトル
最も興味深い
難しさ
いと感じているが，最も興味深いと ① Approximating Irrational Numbers 6 名
150 pt.
回答した人数が多い．また併せて， by Means of Rational Number
「興味深く感じた理由」も回答して ②Some Maximum Problems
179 pt.
6名
もらった．③については，
215 pt.
③Properties of a Parabola
27 名
 放物線の幾何的な定義や放物線 ④Evaluating π
276 pt.
39 名
が円錐曲線であることが興味深 無回答
2名
い点
 放物線が日常世界でどのように用いられているか，科学的な側面に触れていた点
が目立った．また④については，
 円周率πをどのように近似させるのか，方法を知ることができた点
 円周率に関する「きれいな」公式を見ることができた点
が目立った．
以上のことから，生徒の興味は
中学までに頻繁に登場した事項をさらに深く扱い，
日常にどう数学が使われているのかという科学的な側面をもった教材
によっておこるものであると考えられる．つまり，数学 I の授業で学習しているものよりも，中学時代から慣
れ親しんだもの（③，④ではそれぞれ放物線，円周率πにあたる）が含んでいる方がより生徒の興味をひくと
いうことである．特に生徒が 1 年生であるので，上の条件が含まれることがより必要であったと考えられる．
（２）数学への興味について
今回の実践を通じて「数学的なことにさらなる興味を持ったか」という問に対して，以下のような結果とな
った．
5 割程度の生徒がさらなる興味をもち，3 割程度 ０．さらにもった
14％
１．少しもった 40％
は変化が見られなかった．さらに，実践前に行っ ２．変わらない
32％
３．少し失せた 8％
た「数学が好きか」という質問の回答別に「興味 ４．さらに失せた
5％
が増したか」どうか分類すると以下の表となる．
興味 さらにもった
少しもった
変わらない
少し失せた
さらに失せた
数学好き
好き
31％
47％
13％
6％
3％
どちらかといえば好き
5％
43％
33％
14％
5％
どちらかといえば苦手
0％
27％
64％
0％
9％
苦手
0％
27％
55％
9％
9％
実践前に数学が「好き」，「どちらかといえば好き」と回答した生徒は，実践を通じて数学的な興味を持つ
傾向があり，実践前に「どちらかといえば苦手」，「苦手」と回答した生徒は，実践を通じてもあまり興味は
変わらない傾向がある．
つまり，今回の実践は数学が元から好きである生徒に対しては興味を持たせることができたが，そうではな
い生徒に対して，興味を持たせることができなかった．
また「好き」と回答した生徒でも興味が失せた者が居ることは特筆すべき点である．これは話題が「深い」
とは感じられなかったり，期待外れと感じたりしたためであると考えられる．
（３）英語文献へのチャレンジする意欲
「英語で科学的な文献を読むことにチャレンジしたいと思ったか」という質問を行った．回答を「数学が好
きか」という質問の回答別に分析した．
19 / 57

SSH report 2012, Waseda University Honjo Senior High School
チャレンジしたい

非常に思う

少し思う

あまり思わない

全く思わない

数学が好き
好き

41％
44％
6％
9％
0％
47％
37％
16％
どちらかといえば苦手
0％
27％
45％
27％
苦手
0％
18％
36％
45％
これから，数学が好きであれば，英語で科学文献を読むことにチャレンジしようと思う傾向が顕著に現れた．
しかしこの中には，数学も英語も好きな生徒も含まれている．そこで数学は「好き」または「どちらかといえ
ば好き」と答え，かつ英語は「どちらからといえば苦手」または「苦手」と回答した生徒の回答を分析した（全
25 名）．
チャレンジしようと思うか
数学
英語
非常に思う
少し思う
あまり思わない 全く思わない
どちらかといえば苦手
好き
3名
2名
1名
3名
好き
苦手
2名
1名
0名
0名
どちらかといえば好き
どちらかといえば苦手
0名
3名
3名
0名
どちらかといえば好き
苦手
0名
1名
3名
3名
この表からはより数学が好きな生徒であるほど，英語が苦手であっても英語文献に挑戦しようと考える傾向
があることがわかる．以上のことから今回の実践を通じて，数学が好きな生徒は科学の英語文献にチャレンジ
しようとする意欲が生まれることがわかった．また，英語が苦手な生徒でも，数学が好きであればあるほど英
語にチャレンジしようと考える傾向あることがわかった．
とはいえ，数学が好きでも英語が苦手であればチャレンジしようとまったく思わない生徒がいることは事実
である．それは英語で読むことについてまだまだ負担を感じていたり，必要性を感じなかったりしたためでは
ないかと考えられる．特に後者を改善するためには，（２）での議論も踏まえ，Web サイトの記事を含め，
タイムリーな話題を選択してもよいのではないだろうか．つまり，英語でないと最新の情報は得られないとい
う経験によって英語で読む必要性を感じさせることが効果的になると考えられる．
どちらかといえば好き

（３）プレゼンテーションについて
「プレゼンテーションを通じて得られたことは何か」という質問をした．以下は目立った回答である：
 英語でプレゼンすることに慣れ，度胸がついた
 プレゼン技術が上がった．プレゼンの一連の流れが身についた
 英語でわかりやすく説明する能力，英語の表現が身についた
 単語量（数学単語を含む）が増えた
 声の大きさ，態度，アイコンタクトの重要さを学ぶことができた
これらから，生徒はプレゼンとはどういうものであるかということが身をもって体験できたということがわ
かる．
（４）授業運営について
「授業の方法について，もっとこのようにしたら良いのではないかこと」について質問した．以下は目立っ
た回答である：
 準備期間がもっとほしい
 内容の説明をもっとしてほしい
 ペアよりもグループでやりたい．ペア数を増やしてほしい．
 スライドを生徒に作らせてほしい．
 特になし
準備期間については，通常の授業との兼ね合いであまり十分な時間が取れずに，生徒の自主練習に頼ること
があったことは我々も反省すべき点であった．内容の説明については，記事の配布と同時に，プレゼンテーシ
ョンで説明したため，生徒の理解が十分になされていないと考えられる．そこで記事の配布から時間をとり，
自らテキストを読む時間をとってから教員の（日本語での）プレゼンテーションをした方が，より理解が促進
されただろう．また，クラス全員が同じ内容をプレゼンテーションすると，同じ内容を何十回も聞かなくては
ならないため，生徒の緊張の糸が切れる．そこで，③と④の記事では記事を 2 パートに分けて実施した．それ
は緊張を保つ意味で効果的であった．最後に，スライドを自分で作らせてほしいという意見があったが，これ
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は発表に余裕が出てきたからこそ出てきたものであるので，生徒に授業に対して意欲が出てきているものと考
えられる．
関連資料
[1] 成瀬政光，“英語で読む数学―英語 I・数学 I コラボレーション授業 講義ノート―”，早稲田大学本庄
高等学院研究紀要「教育と研究」，第 31 号，2013
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の概略を述べる。
①8th International Student Science Fair（4 月 29 日～5 月 6 日）
8 回目を数える今年は、Canada の Manitoba 州の州都 Winnipeg 市、Manitoba 大学・主催校である Fort
Richmond Collegiate（FRC)を会場に 17 か国 44 校約 200 名の生徒教員を集め、4 月 30 日～5 月 4 日の会期
で開催された。本庄学院からは女子生徒 3 名が参加した。分科会別に生徒の研究発表、ポスターセッション、
遠足（研究室・大学等訪問）、国をシャッフルしてのグループ毎課題研究、文化交流、パーティ、教員研修な
ど盛りだくさんの内容であった。年々参加者の研究発表レベルも向上している。教員間のネットワークも拡大
している。主催校以外の教員が会の進行に協力する体制も作られつつある。数年前から生徒だけでなく教員も
研修を積む場になっている、ということは今までのレポートに報告してきたが、一昨年の参加教員への
facilitator としての要請、そして今年は研究発表のコメンターへの協力があった。このような動きは教育の国
際化という視点から当然のことと言える。
生徒も教員も多くのことが得られるイベントではあるが、正直なところ一方でアバウトさもときおり目に付
く。例えば、今回 2 日目に行われたワークショップは、会期の中では 4 日目にそれぞれのテーマにちなんだ遠
足、そして最終日午前中にグループワークで課題に対する発表が行われた。しかし、発表された成果はそれぞ
れの調べた事実や遠足で行った場所の報告がほとんどだった。2 日目 4 日目の研修がほとんど結びついておら
ず、少々もったいない気がする。2 日目 4 日目の研修と成果発表を結びつける仕掛けづくり（例えば、グルー
プ毎に研修内容をまとめてその都度レポートを義務付ける、等）があれば、それも防げたように思う。
そのような改善点もあるが、イベント自体の教育プログラムとしての総合力や参加した達成感が年々上がっ
ていることも事実でである。会場は来年ロンドンだが、再来年モスクワ、そして再再来年メルボルンまでが決
定している。開催地のローカルな特色を生かしながら、国際性豊かな収穫の多いイベントとして成長してくれ
ることを祈っているし、また協力も惜しまないつもりである。
②SSH 生徒発表会
１． はじめに
毎年行われている生徒研究発表会は、全ての SSH 指定校が発表をする最大の発表会であるため、本学院の
生徒の中にはこの発表会に照準を合わせ、研究を行っている者がいる。また、毎年本学院からは研究の集大成
として３年生が発表している。今年度は学内での話し合いにより、河川環境を、統計的手法を用いて評価を行
った研究の発表をすることになった。
２． 準備
１年生の時から近隣の河川の環境に興味を持ち、本大学大学院の研究室や川をテーマに環境教育に力を注い
でいる NPO、そして県土整備事務所、本庄市とともに研究を続けている３年生が中心となり、外来生物の調
査、環境を浄化する生物の調査、人工的に DO を増加させる堰の研究を行ってきた。５年前から始めたこの調
査は、当初は大学院が中心となり、本庄市内で捕獲されたオイカワの DNA を調べ、産卵場所の特定を行って
いた。２年目から高校生たちは大学院生の研究課題とは別の課題をみつけ、連携を取りながら研究をすすめた。
今回発表した研究は、川の浄化能力を主成分分析法という統計的な手法を用いて分析した結果、種々の要因
の中でもシジミの浄化能力が高いという結論となったものである。この結果を導くまでには、シジミ採取から
始まり、同定、飼育、水質分析など地道で根気のいる作業の連続があった。
今回の発表の前にも何度も発表を経験し、その度に頂くアドバイスをもとに、改善を加え、当日に臨んだ。
３． 生徒たちが獲得したもの
①
発表に関して
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４人のチームで臨んだ発表は、事前の練習にもまして、質疑応答の難しさや説明を通して深めていく学びの
楽しさを学んだ。なかでも、県の職員に同定していただいたシジミの種類に疑義があった時には、生物を多角
的に観察しなければいけないことや、専門家同士でも見解が異なる研究の奥深さを実感することができた。
また、発表する技術も回を追うごとに上達していった。聞き手が何を聞きたいのか、話し手の自己満足にな
っていないか、短時間で要点を説明しているのかなど、クラブや授業では味わえない緊張感の中で多くのもの
を獲得していた。
②
他校の生徒から学んだこと
発表会では、説明することも大切な学習であるが、聞くことも同様に大切な学習である。そのため、本学院
では、どの発表会においてもできる限り複数の生徒を参加させ、ローテーションで他校の発表を聞きに行かせ
ている。その理由には、他の学校の生徒たちの研究レベルの高さを実感するとともに、研究を語り合う楽しさ
を味わってもらうという大きな意図がある。往々にして、研究はうちに籠りがちであり、壁にぶつかるとめげ
てしまう生徒も散見される。このことは大学や研究所でも同様に起こることであるが、実際の研究はひとりで
行うことはごくまれである。つまり、その学校や研究所に相談に乗ってもらえる人がいなくても、日本中世界
中には同じ悩みを抱え克服してきた同朋がいるということを知ってもらいたいのである。そして、楽しく研究
を語り合える雰囲気を味わい、将来の進路をさがす手がかりを見つけてほしいのである。
この意味では、今回の４人は実によく他校の生徒と交流をしていたと思われる。環境分野のみならず、得意
な数学分野や生物分野の発表も熱心に聞き、研修の手法や数学的な解析方法などを学び取っていた。また、メ
ールアドレスを交換し、帰宅後も連絡を取り合っているようである。
４．おわりに
このような発表の機会は、SSH 指定校では当たり前になってきた。この当たり前が気の緩みにつながるこ
とのないように、研究に期限を設けて、緊張感を持って行わせていきたいと考えている。また、楽しく感じら
れないことは将来の職業にならない。壁を乗り越えたあとにある楽しさを味あわせることを目標に指導をして
いきたいと、あらためて感じていいる。
③静岡北高校国際科学技術フォーラム（8 月 25 日～29 日）
本フォーラムは、静岡北高校のコア SSH 事業として開催されたものである。昨年は IWF(International
Water Forum)として開催されている。ポスターセッション、生徒研究発表、文化交流等高校生学会で通常の
プ ロ グ ラ ム の 他 、 独 自 の も の と し て チ ー ム 毎 に 国 際 協 力 プ ロ ジ ェ ク ト を 模 擬 体 験 す る Simulated
International Joint Project が特筆される。
④TaiwanHSP/JapanSSH Science Education Exchange Symposium2012（8 月 29 日～9 月 3 日）
昨年本庄学院を会場として開催された台湾高瞻計画校（日本の SSH 校に相当）と日本 SSH 校との大きな科
学教育交流シンポジウムである SEES が、今年度は台湾高雄市義守大学を会場として開催された。
⑤1st Asia Pacific Conference of Young Scientists（9 月 1 日～8 日）
インドネシア、
中央カリマンタン州バランカラヤ市の SWISS-Bell Hotel を会場に標記会議が開催された
（主
催：中央カリマンタン州政府、Surya Institute、後援：インドネシア教育部）。この会議は、アジア・大洋州
の国々を対象とした高校生学会、今回の MOTTO は"TOWARDS THE FUTURE OF ASIA-PACIFIC"である。
参加国はインドネシア・マレーシア・シンガポール・タイ・ブルネイ・ネパール・中国・韓国・グアム・オー
ストラリア・日本（本庄学院のみ）、約 100 名の生徒教員が参加している。主催校である Surya Institute は、
高度な科学教育を目的として 2006 年に設立された高校である。生徒研究発表・ポスターセッション・文化交
流・広大なカリマンタンのジャングルにおける遠足等の内容であった。
審査員として来ていたポーランドの Prof.Dr.Maciej Kolwass 氏にこの会のなりたちを伺うことができた。
ヨーロッパでは以前より Conference of Young Scientist という高校生学会が開催されており、それに参加し
その考えに賛同した Monika 校長がアジア・環太平洋を対象とした同じ会が開催できないか、と考えたとのこ
とである。世界的に高度な科学教育に対する関心が高まっている中、ISSF や JSSF、SEES に代表されるよ
うに、世界中でこのような高校生学会が少しずつ増えている。どれもが同じような内容であれば、費用も準備
も学校にとって負担が大きい中、参加する学校数も頭打ちとなる恐れがある。事実、今回の参加校の半分の先
生は ISSF や JSSF でも会う方たちであった。その意味で、この APCYS の前途も洋々たるものではない。こ
れからは、それぞれ切り口や内容・地域を絞りそれぞれの特徴を持たせる工夫が求められる。
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⑥10th Japan Super Science Fair 2012（11/9～13）
今年度この会は 2003 年の RSSF（Ritsumeikan Super Science Fair)から数えて 10 周年になる。会期であ
る 11 月 10 日（土）～14 日（水）は華やかかつ密度の高い 5 日間だった。年々規模が拡大するこの会である
が、今年は 19 か国（海外 29 校国内 11 校）海外生徒 120 名が参加して開催された。ISSF と並ぶ世界で最も
規模の大きな国際高校生学会である。本庄学院からは 4 名の女子が参加した。萬羽・藤井の 2 名（ともに 2
年女子）は立命館のコア SSH プログラム「世界に通用する英語プレゼンテーション養成プロジェクト」（以
降「世界プロジェクト」と略）参加者で、これが最終目標の場と位置付けられている。坂本・古谷の 2 名（と
もに 1 年女子）は NJC との共同研究成果を発表した。
生徒研究発表、ポスターセッション、チーム課題研究 Science Zone、Blush Robot コンテスト、文化交流、
遠足等盛りだくさんの内容であった。
【立命館高校コア SSH 事業に連携校として参加して】
本学院は、24 年度立命館高校のコア SSH 事業「世界に通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」
に連携校として参加することができた。ホスト校である立命館高校のコーディネイト力はたいへん優れており、
また連携校 6 校の協力体制も秀逸であった。このような理想的な連携活動の下、正味半年足らずの活動であっ
たが、この間連携校として参加生徒・教員ともどもいろいろ獲得物があった。本プログラムに対して以下の原
稿が寄せられた。
立命館高校コア SSH 事業台湾研修に同行して
影森

徹（物理科）

１．はじめに
これまでにも SSH 指定校では、科学の研究を英語で発表させるための指導は行ってきた。本校のように特
別な科学英語の授業を開講していない学校では、指導は放課後や長期休業中などの時間を使い、主に学校内で
行われることが多かった。また、他校と共同で指導を行うにしても研究発表会の期間中など単発的なものであ
った。このような指導の経験から、科学を英語で発表させるための指導は、プロセスを踏むこと、種々の教科
にまたがる複数の教員が指導にあたること、生徒同士で切磋琢磨できる環境をつくることなどが大切であるこ
とがわかっている。
今回のコア SSH プログラムには、上記の指導内容が盛り込まれており、それらに加えて、発音やパフォー
マンス指導の専門家が講師を務めること、そして６つの高校からモチベーションの高い２名ずつの生徒を選抜
し、それぞれの学校からプレゼンテーション指導にかかわっている教員が参加すること、国内外での複数の発
表会を予定しているなど、生徒の力を向上させる可能性が高い方策が盛り込まれている。
２．台湾研修の目的
台湾研修当日までに生徒たちは、発音の研修とパフォーマンスの研修を受け、それぞれの学校でプレゼンテ
ーションの練習を重ねている。また、韓国の科学英才教育高校の生徒たちの前で発表を経験し、自分たちの改
善点を認識しつつある。
このような状態の生徒を、台湾で科学教育とともに英語教育にも力を入れている学校に連れて行き、その学
校の生徒を前に英語での発表や質疑応答を重ねることにより、英語でのプレゼンテーション力を伸ばすことを
目的とした。
３．研修内容
国内での、発音研修、パフォーマンンス研修、韓国の科学英才教育学校との交流を終了した生徒を、台湾の
台中第一中学、高雄中学、高雄女子中学（いずれも日本の高校にあたる）での発表会に参加させた。発表は１
日１回で、３日間かけて３校を回った。発表終了後には毎日ホテルで、その日の反省と修正を行い、次の日の
発表に備えた。
指導は、各学校からの引率教員が組織的に行い、自校の生徒のみならず参加生徒全員の指導を行った。指導
方法は、発表そのものへのコメントや評価を各教員が各生徒ごとにまとめ、生徒にフィードバックし、就寝時
間ぎりぎりまで個別に指導を繰り返し、その日に指摘されたものは、その日のうちに改善させることにした。
どの教員がどの生徒を指導するかは臨機応変にした。
４．研修結果
今回、1 日 1 回の発表を 3 日間 3 校で行ったが、生徒たちの発表に関しては、発音、視線、効果的なパワー
ポイントの使い方などの技術的なことがらの問題点を主に指導した。その日のうちに改善させるためには、引
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率教員からの指摘が不可欠であるため、生徒の発表中に教員がメモをとりそれを渡し、夕食後にホテルで練習
や修正をさせた。
その結果、日を追うごとに発表が上達する様子がわかり、生徒たちも満足感を得ているようだったが、そこ
には落とし穴があったように感じている。私共教員も生徒も、聴衆に向けて発表することに重きを置きすぎて
いて、事前に質疑応答まで気持ちが至っていなかった。つまり、英語での表現にプライオリティーを置いてい
たため、研究内容を深めるところまでの指導をしていなかった。そのため、台湾の高校生が科学的な議論を求
めて質問をしてくださっていたにもかかわらず、その質問に対しての答えは中途半端で議論を深めることがで
きなかった。このことは大きな反省点となった。スポーツ指導で例えるなら、試合ができるところまでは指導
したが、決勝に残れるようになるまでの指導はしていなかったということになる。
５．今後の課題
今回の台湾研修を振り返り、成功して点と課題として残った点をまとめる。
① 成功した点

その日のうちにその日に指摘されたことを修正し、それをすぐに次の日のプレゼンで確認できたため、生
徒たちはスキルが上達していくことを感じることができた。

自分の学校の教員からではなく、他校の教員から指摘されることで、客観的に自分の悪いところを認識で
き、受け入れやすかった。

事前に専門家らの指導があったために、指摘された点をすぐに修正することができた。

他校の生徒と一緒だったため、緊張感が保てた。

ネイティブではない、つまり勉強して覚えた英語を使っている人とのコミュニケーションは英語に慣れて
いない日本人にとってはとても良い環境であった。
② 課題

発表内容が固まっている生徒に対して、発表能力を高めることができれば、事前に研究内容の議論ができ、
プレゼン後の質疑応答が活発に行われたのではないか。このことを実現するためには生徒選抜の方法を工
夫する必要があると思われる。例えば、すでに研究を完成している生徒などをピックアップしてはいかが
だろうか。

事前に日本で指導する教員を専門分野ごとにセレクトし、教員チームを作るとよりよい指導ができるので
はないか。

海外に連れていく前に、聞き手全員が教員であるような発表の機会を設定し、大学生が経験しているよう
な緊張感のある練習をすることもよいのではないか。専門的な質問や、英語表現などの指摘を十分に行い、
英語での質疑応答を十分経験させてから海外での発表に臨むのもひとつの方法かもしれない。
科学教育における「発信」の必要性について
～「世界に通用する英語プレゼンテーション養成プロジェクト」を通じて～
小山 達也（数学科）
１．はじめに
本年度、京都・立命館高校が主催する「世界に通用する英語プレゼンテーション養成プロジェクト」に引率
として参加し、本校からは 2 名が参加した。以下その概要と生徒への効果について述べる。
２．プロジェクトの概要
本プロジェクトは 2012 年 11 月に立命館高校主催の JapanSuperScienceFair(JSSF)において科学に関する研
究発表を行うことを念頭に、レクチャーや数回に渡る発表・講評機会を設けた上で、プレゼンテーションの技
術を向上させ、世界的に通用するプレゼンテーターに育成することを目的としたものである。
私自身が参加させていただいたのはそのうちの 3 つである。
まず、7 月 29 日から 8 月 2 日にかけて台湾で行われた研修で、事前に行われた研修を踏まえた上で、実際
に台湾の高校生の前で発表する機会をいただいた。台湾内の 3 つの高校を訪れ、各校の生徒の前で英語による
発表を行い、その都度発表の反省・修正を行った。これまで実際に発表する機会が少なかった生徒は自分の用
意したものを発表するだけで精一杯という印象が強く、相手に伝えることを意識できていなかったが、回数を
重ねるにつれ、聴衆を意識したプレゼンテーションを行えるようになったと感じている。
次に参加させていただいたのは、10 月 21 日に東工大科技高校で行われたもので、プレゼンテーションで用
いられるスライド作成についてのレクチャー、および東工大の大学院生の協力のもと、JSSF 前最後の合同リ
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ハーサルが行われた。この場においても、特にアカデミックな場に身を置いている立場の方々から有意義なご
意見をいただくことができた。
最後に行われたのが 11 月 9 日から 13 日にかけて京都で行われた JSSF である。これまでの研修を踏まえ、
非常に多くの聴衆の前で研究発表を行った。研修参加前に課題であった、「聴衆を意識したプレゼンテーショ
ン」という部分において、非常に優れた成長が見られ、各国の参加者からも高い評価をいただけた。
３．プロジェクトを通しての効果
昨今のグローバル化の進展により、教育分野においても科学を通じた国際交流プログラムが数多く開催され
ている。しかしながら、現段階では、発表の機会などで英語を使う、という部分に主眼を置きすぎている生徒
も多く、聴衆にとって分かりにくいものに終始してしまう場合も少なくない。また、プレゼンテーションを始
めとした「情報の発信」の機会も増えているものの、それを指導する場も限られている。そのような現状にお
いて、本プロジェクトは大いに効果のあるものである、と考えられる。
まず、プレゼンテーションに特化したレクチャーについてである。プレゼンテーションにおいては様々な技
術が必要であると考えられるが、原稿を読まない、アイコンタクトを取る、などといった、プレゼンテーショ
ンにおける基本事項でも、他からの指摘がなされない限り、意識できない場合も多い。そのため、この分野に
精通した教員によるレクチャーを受けることは、生徒にとっても気づきが多く、技術の向上に直接つながって
いる。この部分をしっかりと意識させるだけでも、内容は大いに変化し、質の高いプレゼンテーションの基礎
づくりをすることができる。
次に、本プロジェクトにおいて主となる、
「場を踏む」ということについてである。プレゼンテーションは、
大勢の前で発表を行うためにやはり緊張などを伴うものであり、準備通りに進まないこともある。また、対象
となる聴衆は多くのバリエーションを含むことになるため、それぞれの聴衆が求めているものが何か、という
ことを感じ取る力が必要になる。このプロジェクトでは国内外において実際に発表する機会を通して様々な反
応を感じることができ、本番において対処できる力をつけることができる。
また、これら身につけた能力を実際に表現できる場が設定されていることも本プロジェクトのメリットであ
る。具体的な目標が定められているために、研修全体の生徒の集中力も増し、更なる効果を期待することがで
きる。
そして、最後に挙げられるのは海外の同世代から受ける刺激である。特に台湾での研修において感じたこと
でもあるが、海外の学生は教育現場においても自らの考えを表現する機会が与えられているためか、発表につ
いても完成度が高いことが多い。そのような学生を前にすることで、生徒自身も「自分もできる」という自信、
そしてモチベーションを感じることができていたようである。
４．おわりに
本プロジェクトにおいては、長期的な研修を通じて科学プレゼンテーションの技術向上を目的としてきた。
昨今、「国際化」がキーワードとして取り上げられるようになってきたが、それに伴って重要視されると考え
られるのが「情報の発信」であり、その双方を達成するための方策が本プロジェクトであると考えられる。ま
た、今回育成を図ってきた能力・思考法は科学分野を志望する生徒のみならず、一般に必要とされるものであ
り、更なる裾野の拡大を期待したい。
これまで、生徒への効果を中心に述べてきたが、今後国際的な人材を輩出していくその指導を行う立場とし
て、教員育成の観点からも有効であり、生徒・教員双方に意義のある取り組みであったことを最後に加えて、
本報告の結びとしたい。
立命館コア SSH プログラムがもたらした教育効果について
永島 謙一（数学科）
今回は，立命館コア SSH プログラムでいくつかあったプログラムから，東京工業大学附属科学技術高等学
校で行われたプレゼンテーションの指導と JSSF（Japan Super Science Fair）の教育効果について考察して
いく．
プレゼンテーションの指導では，研究におけるスライドの作成について，普段なかなか指導されていない内
容であるため，今後プレゼンテーションする機会のたびに思い出されることであると考える．短時間の中で質
の高い課題と環境が，さらに生徒の理解を深めることで，この後に述べる JSSF のプレゼンテーションでは，
はっきりとわかる効果を確認することが可能であった．プレゼンテーションの練習においては，東京工業大学
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の大学院生（留学生）が実際に質問をすることで，伝え切れてない所・英語表現など実践的な練習を積むこと
ができ，これも次のプレゼンテーションに対するモチベーションを高める効果があったと考えられる．
JSSF では，海外の生徒と英語で交流することで英語に対する学習意欲の向上が見られた．また，プレゼン
テーションの指導で行われたことを実践することができていた．また，応用として新たなプレゼンテーション
のスタイルに取り組んだ．これまでのプレゼンテーションとは異なるものであったが，コメンテーターの先生
からも高い評価を得られていたことで，生徒は自信を持つことができたと考える．このプログラムで，生徒は
英語で人に伝えることを自身を持って行うことが今後できると思うため，高い効果があったと考えられる．
長期間行われたプログラムで，最初のプレゼンテーションから，生徒が成長し，上達した姿を見ることがで
きたのは，教育効果があったからだと考える．
高校におけるプレゼンテーション教育の方向を問う
半田 亨（情報科）
今年度、立命館高校のご厚意により連携校としてコア SSH 事業に参加させていただくことができた。参加
生徒は 2 名のみであるが、いろいろな面で本学院 SSH 事業における影響が大きかったことは、本報告書を作
るに際し上記のように寄稿がいくつも寄せられたことからもわかる。私は本コア事業に参加させていただくに
際し、
「世界に通用する英語プレゼンテーター育成プロジェクト」というテーマを見たときに「先を越された」
と思った。まさに、本学院でもいつかやってみたい計画であったからだ。
１．プレゼンテーション教育の現状
現在、高校現場においてプレゼンテーション教育が重要視されている。SSH プログラムにおける成果発表
の形態としてのみならず、日本中の高校の授業や文化祭など様々な場面において行われていると想像される。
一方で「プレゼンテーション」をしている状態やそれに至る過程をどう「教育的」なものにしていくか？とい
う議論は、プレゼンテーション場面の出現頻度に比べてまだまだ遅れている。
前指導要領では、その技術を教える主体が教科「情報」に置かれていた。現指導要領では、プレゼンテーシ
ョンが様々な教科において取り上げられるようになっており、これは望ましい。しかしながら、指導する教員
に専門的な知識が基本にあるわけではなく、自分の今までの経験を元に指導しているという現状がほとんどで
あろう。
PowerPoint に依存したテキスト主体のスライドと、そのテキストに従属したスピーチという形態が現在の
一般的なプレゼンテーションスタイルである。PowerPoint がプレゼンテーションを多くの人にとって身近な
ものにしたという功績は偉大であるが、一方で「枠にはまったそつのないプレゼンテーションが増えた」「ダ
イナミックなプレゼンテーションが減った」という批判も多い。過去の OHP を用いたプレゼンテーションは
今に比べると不便ではあったが、黒板や OHP シートへの手書きを併用したため、授業のようなわかりやすさ
があった。
２．現状への批判
以上の現状をまとめると２つの批判が浮き上がる。
① プレゼンテーション＝PowerPoint と思われている現状
② プレゼンテーションスキルが「発表」を“うまく”こなすことだと思われている現状
「自分の伝えたいことをわかりやすく伝えようとする行為」というプレゼンテーションの目的を改めて考え
るとき、日本の現在のプレゼンテーション教育は見直しの時期に至っているといえる。
プレゼンテーションはその伝えたい内容によって、展開が検討されなくてはならない。事あるごとにプレゼ
ンテーションの神のようにとりあげられる故Apple社CEOのSteve Jobsのやり方は、新製品発表という場面で
は効果的であっても、物理学会や数学学会の分科会の発表では聴衆の理解が得られないであろう。PowerPoint
のテンプレートはテキスト箇条書きの展開が容易なパターンで構成されているため、発表内容によらず同じよ
うな展開になりがちである。聴衆が必要な時に通過したスライドを振り返ることができない「紙芝居」式展開 3
とともに、PowerPointによるプレゼンテーションの大きな特徴である。PowerPointの世界的な普及により、
プレゼンテーションの多くは「PowerPoint的」な似たり寄ったりなものになってしまっている。このことに
重ねて、学校現場におけるプレゼンテーション教育が重視される一方で専門教育を受けていない教員が指導せ
ざるを得ない現状が積み重ねられた結果、日本のプレゼンテーション教育は現在いびつな状況になってしまっ
ている。
3

黒板は明治以来の古い情報伝達媒体であるが、20 分前、10 分前、5 分前の情報を同時に確認できる点と容
易に情報内容を変更できる点では、非常に優秀な伝達媒体といえる。
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そもそも我々教員の多くにとって、その専門教育を受ける場面があったわけではない。年配の教員の学生時
代には、プレゼンテーションという言葉もなかったのではないか。そのため「こんな感じでいいかな？」とい
った感覚で生徒を指導しているのが現実であろう。その結果、 「 eye contact 」 「 body language 」といっ
たプレゼンテーションの技術を教えることが先行してしまい、「プレゼンテーションはなんのために？」とい
う根本論は後回しになっている感がある。
３．SSH がもたらしたもの
11 年におよぶ SSH 事業が高校教育現場にもたらした影響は大きい。科学教育教材開発や生徒の才能発掘
における成果の大きさは想定の範疇だろうが、科学教育外への「副産物」といえる影響も大きい。情報科教員
である私は、その最たるものの１つが「プレゼンテーション教育の推進」だと分析している。
14 年の新指導要領導入により新教科「情報」と「総合的な学習」が施行された。社会の国際化・情報化の
進展の中、教育現場ではコミュニケーション力・コラボレーション力とともにプレゼンテーション力の必要性
が強調されつつあった。プレゼンテーション力の養成は、PowerPoint がその主体と捕えられていたためか、
情報科にその主体が置かれていた。
この３つの力に共通することは、そこに載せるコンテンツがないと意味がないということである。情報科に
おけるプレゼンテーション教育は、皮肉なことに情報科が学校教科の中で唯一伝えるコンテンツを持たない
（高校の情報科ではコンテンツを「如何に効果的に伝えるか」は教えるが、その中で伝えるべきコンテンツに
ついては他教科の協力を得なくてはならないという、自身のコンテンツを持たない唯一の教科である）ため、
他教科からのコンテンツの提供を仰がなくてはならない。高校における情報科は他教科との連携があって初め
て効果的に機能する教科である。
高校におけるプレゼンテーション教育は、常にそこで伝えるべき良いコンテンツを求めている。ここに最適
なコンテンツを提供してきたものが、SSH 事業であった。SSH はその主たる内容が自然科学であり、研究内
容が大衆的でない上により高いレベルを求める必要があったため、研究発表をわかりやすく伝えるためにはス
ライドに盛り込む情報や話術等、様々な工夫が必要であった。SSH 事業 11 年に渡るこの工夫の積み重ねが、
高校のプレゼンテーション教育を大きく前進させた。事実、14 年の SSH 事業開始以来現在に至るまでを振り
返ると、生徒発表における研究レベルと同様、プレゼンテーションスキルは格段に向上している。
アカデミックな研究内容を専門家でない人に伝えるためには、内容をより噛み砕き、わかりやすいように伝
えなくてはならない。そのためには、話術に加えて、スライドには図や喩などわかりやすくする工夫を盛り込
まなくてはならない。わかりやすく伝えることが容易でないという特性を持つ SSH 事業が、プレゼンテーシ
ョン教育推進において無理なくほどよい困難を与えることにつながったのかもしれない。
結果として SSH 校のプレゼンテーション技術は大きく向上したし、SSH 校数が増えた影響もあり日本全体
の高校のプレゼンテーション技術が向上した。成果を他人に伝えるためにまとめる過程では、その形態が論文
にしろプレゼンテーションにしろ、先行研究から現在わかっていることわかっていないことを調べ、どのよう
なテーマに対しどのような手法でどのような検証を行い、どのようなことが分かったのかというプロセスを整
理することが必要になる。この過程は自分の研究を反省し自己評価することにつながるため、プレゼンテーシ
ョンという成果を他人に伝える行為が、SSH 事業全体のレベルを上げることにつながっていることは疑いな
い。
４．立命館高校コア SSH 事業における本学院の取組
本学院では 2002 年の SSH 指定以来、教育効果の高い SSH 事業展開のためには論文やプレゼンテーション
による成果報告の指導を並行して進める必要がある、という考えの下、論文リテラシー指導・プレゼンテーシ
ョン指導に取り組んできた。その後 10 年余りの中で、2.3.1 で述べたように論文リテラシー指導はある程度軌
道に乗っている。その半面、プレゼンテーション指導については 2 で述べたような課題を感じるようになって
いた。そのような中、2012 年 4 月より立命館高校コア SSH 事業の連携校として関わることができた。生徒に
とってこのプログラムの総決算と言える 11 月の JSSF における発表まで、情報科教員として「プレゼンテー
ションの意味」を改めて考えるきっかけとなったのは幸いであった。
改めて確認すると、自分の伝えたい内容を聴衆（オーディエンス）にわかりやすく伝える行為がプレゼンテ
ーションである。しかし、伝えたい内容が 100%伝わることはあり得ない。オーディエンスの予備知識、プレ
ゼンテーターの話術、双方の体調や疲労等のコンディションにより、プレゼンテーターが伝えたいと思ってい
る内容とオーディエンスが受け取った内容の間には、必ず大きなギャップが存在する。アメリカの心理学者ア
ルバート・メラビアンが唱えた有名な法則は、現在プレゼンテーション教育において必要以上に “デリバリ
ィ”が強調される状況を招いているが、
「わかりにくい内容の伝達において口調やボディランゲージの影響は、
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想像以上に大きい」という意味は変わらない。知的財産の共有が新たな可能性につながることは人類発展の基
本であるが、自分の知的財産を共有してもらうために、良い研究者は効果的なプレゼンテーションでギャップ
を小さくすることに努力しなくてはならない。また、伝えたい内容に対して理解が得られた結果、的確な評価
が得られ、与えられたアドバイスや質問は成果の新たな発展につながる。その意味で、プレゼンテーションス
キルを向上させることは科学技術研究にとって関係のないものではない。
よりわかりやすく伝えるためには、例えチーム成果であっても、チーム内で一番弁の立つ人がプレゼンテー
ションを行えばよい。しかし、特に教育現場では、なるべく多くの人間に経験を踏ませるという教育的な配慮
から、複数によるプレゼンテーションを行わざるを得ない現実がある。今回のコアプログラムも 2 名が 1 チー
ムであったこととその趣旨から複数によるプレゼンテーションが義務であった。
本プログラムが開始されてから 9 月までは、本学院ではよくありがちな「スライド毎に役割分担をする」形
式を想定していた。しかし、JSSF 一か月前になり、もっと効果的なプレゼンテーションの方法はないものか
と考えるようになった。「話し手とオーディエンス間のギャップを少なくする」ために、スライド毎に役割分
担をすることがわかりやすくすることに効果があるとは思えない。むしろ、片方がオーディエンスの疑問を代
弁し、もう片方がその疑問に対して答える形が効果的ではないかと考えるようになった。プレゼンテーション
の進行とともに聴衆が抱え始める疑問を、プレゼンテーターが代弁するロールプレイ形式である。ちょうど、
中間試験を間に挟んでいたため、JSSF までの間、練習時間が十分に取れなかった。それでも、二人の生徒と
ともにオーディエンスの心理状況を考えながらそれぞれの役割を詳細に検討し、新しいプレゼンテーション形
式に臨むことにした。11 月の JSSF では、このプレゼンテーション形式についてコメンテーター（3 名、外国
人）から高い評価を得ることができた。
５．高校におけるプレゼンテーション教育の方向
国際化が進む中で日本人が最も欠けている力は Presentation 力であるという声を耳にする。確かに、ISSF・
SISC 等国際高校生学会に参加してみると、参加国の中で日本人がプレゼンテーションやディスカッションに
おいて劣っていることは明らかである。他国の生徒は台本を見ずにいかにも楽しそうに発表しているのに対し、
日本の生徒のそれは台本を見ながら訓練されたであろう形式に沿っていかにも窮屈である。質疑応答になると
差は明らかで、日本生徒の場合笑ってごまかす場面もよく目にする。これは日本の英語教育の問題でもあるが、
そこだけに原因を押し付けることは解決につながらない。英語によるプレゼンテーションが当たり前のことと
なりつつことを含め、主体である情報科と他教科との連携がおろそかにされていた結果でもある。以下に、改
めて今まで述べた反省点をまとめる。
① その必要性が叫ばれる中、日本人特有の律義さで、形式的なスキルをこなすことに固執し過ぎた。
② PowerPoint が主流となる中で、その特性に合わせたテキスト主体・紙芝居形式のプレゼンテーショ
ンが主流となってしまった。
③ 専門的なプレゼンテーション教育指導ができる教員の養成がおろそかになってしまっていた。
④ 情報科と英語科を始めとする他教科との連携がおろそかにされてきた。
PowerPoint は既に世界的な標準ソフトとして普及しており、その実態はおいそれと変えられないのでしか
たがない。そのことを含め、プレゼンテーション教育については改めてその必要性を確認するとともに、指導
の在り方を再検討する時期に来ている。
自分の考えを他人に分かってもらう喜びを、プレゼンテーションをする時間の中で感じ取れるようにしなく
てはならない。プレゼンテーションを行う場面場面で聴衆とのギャップを分析し、如何に伝えたら効果的なの
かを考え、TPO に合ったプレゼンテーションが求められる。発表側が分かってもらった喜びを、オーディエ
ンス側が新しいことを知る喜びを、同時に感じられるプレゼンテーションでありたい。

2.4

連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究

2.4.1 川プロジェクトの展開とその影響
１．調査の概要
2009年度より河川研究を開始して4年目を迎えた河川調査プロジェクトでは、身の回りの河川に着目し、その
河川の水質を調べ、そこに生息する水生生物の種類・分布を調査している。このプロジェクトの究極的な目標
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」ことである。調査・研究
は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。特に本年度は、NPO法人「川・まち・人プロデューサーズ」の協力のもと、本庄高等学院の高校生が本
庄市立藤田小学校への出張授業を担当した。出張授業は年間を通じて総合学習の時間内に行われたが、このよ
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うに総合学習の時間を高校生が連続して担当する例は非常に珍しいといえる。
２．今年度の取り組み
例年行っている水質の研究に加え、先述の藤田小学校との合同調査、そして今年度より開始した河川におけ
る水力発電の研究を中心として活動をした。
水質研究では、今年度は「河川における堰と、溶存酸素濃度の関係」というテーマで調査を行った。その結
果、(i) （堰に限らず）水と空気が触れる面積が大きいほど、水中に溶け込む酸素の量も多いこと、(ii) 堰の
存在によって河川水の溶存酸素濃度は向上すること、(iii) 堰の形状によっても溶存酸素濃度の向上の度合い
は異なること、などが分かった。
また、藤田小学校との合同調査では、小山川、元小山川には様々な水生生物が生息していることがわかった。
特に、カダヤシが見つかる時期が6月と早く、カダヤシの生息地域がより広がっていることが示唆された。
水力発電の研究では、水車部分の予備工作をし、その性能を調べた上で、実際の発電用の水車を設計し、組
み立てた。現在、河川水での発電には成功していないが、現在、河川での実装に向けた改良を続けている。
藤田小への出張講義や、児童との合同河川調査の実施日は以下の通りであった：
【藤田小への出張講義】

5月9日・・・水質検査のやり方について（環境学習の観点から南極の自然の話もした）

5月30日・・・本庄に生息する水生生物について

11月7日・・・シンガポールNational Junior Collegeの生徒による講義（シンガポールの紹介と、シ
ンガポールの河川環境の紹介）
白神山地の保護について（「自然保護の方法」の観点から）

2月6日・・・プレゼンテーションのやり方について
【合同調査】

6月6日、10月31日・・・小山川と元小山川の調査
３．今年度の成果
静岡北国際科学技術フォーラム2012（8月26日~29日、場所は静岡北高校）にて口頭発表「The relation bet
ween the existence of the dam of the river and the value of DO」が" Environment 2" 部門1位となった
（発表者：堤彩香）。また、同フォーラムでの課題研究コンペティション「国際共同プロジェクト」で "Envi
ronment" 環境部門1位（堤彩香）となった。
４．生徒たちの感じていること
アンケートを2月中旬に行い、回答数は9であった。質問内容は、例年のものと敢えて同じにすることで、変
化があればその分析をすることを狙っている。
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…6、②…3、③…0、④…0、⑤…0
Q2. Q1の理由を教えてください。（以下、回答からの抜粋）
・ 様々な団体と共に活動することも多く、意見交換も盛んにできたから。
・ あまり日ごろ触れ合わない小学生とのコミュニケ―ションをする機会が増えたから。
・ 藤田小の子供たちと調査し、新たな発見をしようとするのが楽しかった。
・ 川の活動を積み重ねたおかげで、魚も少しずつ見分けられるようになったと思います。また、前日の
天候による川の状態の変化（例えば、雨が降った次の日は水量多め、水が澄んでいる、魚が堰の下へ
移動）を理解できるようになった。
・ やっていたことは小学生が安全にできるかどうか見ていることだったので、あまり本格的に調査する
ことはできなかった。
・ 本庄市の環境を知ると共に環境への興味が増した。
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）
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①…2、②…4、③…3、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…4、②…5、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…5、②…2、③…1、④…1、⑤…0、⑥…2
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…5、②…1、③…1、④…0、⑤…0、⑥…2
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…6、②…0、③…1、④…0、⑤…0、⑥…2
Q8. Q7の理由を教えてください。 （以下、回答からの抜粋）
・ 高校生にして、大学のゼミの様子を見ることができた。
・ 研究室の方の英語が聞き取れなかった。
・ 水力発電の研究に対して、「小さい模型で成り立つ法則が、本物のスクリューで成り立つのか確かめ
るべきだ」「発電機を回すのに必要なトルクを調べなければならない」といった、実験の精度を高め、
目的をはっきりさせた「正式な研究」に近づけるためのアドバイスをくださった。
・ 日本語だけでなく英語でもプレゼンを聞くことができ、学びが多かったから。
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…6、②…0、③…0、④…0、⑤…0、⑥…3
Q10. Q9の理由を教えてください（⑥選択者以外。回答より抜粋）
・ 水力発電のプロジェクトで、自然の力で電気を作り、利用するシステムを教えてくださいました。ま
た、私たちの知り得ない昔の本庄の川の状況をお話してくださり、川の歴史や事情を詳しく知ること
ができた。
・ 河川に対する意見交換に限定されずに、人との交流が生まれたから。
Q11. 藤田小学校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…6、②…3、③…0、④…0、⑤…0、⑥…0
Q12. Q11の理由を教えてください。
・ 分かりやすい説明をするコツをつかめた。人の興味をさらに引きつけることが大切だと学んだ。
・ 小学生を通じて多くの知識を得た。
・ 小学生への伝え方を考えなければならないから。
・ 小学生と接することで、コミュニケーション能力が向上したと思う。
５．児童たちの感じたこと
1年間の出張授業の最終日（2月6日）に、児童へのアンケートを行った。以下、その結果の概要を示す。
・ 「高校生の授業が とても面白かった・面白かった」と答えた生徒・・・全体の98%
・ 「高校生の授業が とてもわかりやすかった・わかりやすかった」と答えた生徒・・・全体の98%
・ 「高校生が とてもやさしかった・やさしかった」と答えた生徒・・・全体の94%
8割以上の生徒が「楽しかった」と答えた授業や活動は、以下の通りであった。
・ 南極の話（98%）
・ プレゼンテーションのやりかたについて（88%）
・ 一緒に河川調査をしたこと（80%）
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児童の感想（抜粋）：
・ 高校生はとてもやさしかったし、とくに、＊＊さん（実名が入る）がわかりやすい発表をしたり、や
さしくしてくれたのでよかったです（6年生男子）
・ 高校生の話で個人の話などをプレゼンテーションなどで話したことが心に残りました（6年生男子）
・ 特に南極の授業がおもしろかったです！これからも頑張って下さい！（6年生女子）
・ 高校生と一緒にやった河川調査とても心に残りました。（6年生女子）
６．アンケート結果から見えて来るもの
まず、高校生がプロジェクト内容に大きな充実感を持っていることは明白である。そのうえで、昨年に比べ
意識にばらつきがあることがわかる。昨年に比べて、参加回数にもばらつきが多かったので、その影響と考え
られる。また、Q4~Q6で、「強くそう思う」と答える生徒の割合が増加した。これは、連携によりプログラムが
多岐にわたったため、学ぶことが増えたからだと考えられる。
また、小学生の児童の満足度が大きいことも明白である。さらに、高校生を名前で覚えていることからも、
関係が密であったことが言える。また、高校生が、心に残る授業ができていることも、特筆に値するであろう。
小学生は親しみを持って高校生と接しており、高校生から多くのことを学んでいることがわかる。
７．高大連携の視点から
多様な連携の中で、高大連携の視点に立つことで、何が言えるかを述べたい。
本庄市立藤田小学校への出張授業は、もともと早稲田大学大学院の榊原豊研究室が行っていたものを、仲介
し、譲り受けた形となっている。このことにより、(i) 榊原研究室が距離的な障害を越えて藤田小を訪れる負
担が減り、(ii) 小学生にとって、年の近い高校生と触れ合い、近い目線での出講講義を受けられ、(iii) 高校
生にとっても人に「教える」という新しい体験から多くのことを学ぶことができている。もちろん、専門性な
どの面でデメリットもあるのだが、その点を、大学院との連携により解消していることで、よりよい連携の形
を模索できるのではないだろうか。
まとめると、「大学や大学院の、地域に対するアウトリーチを高校生が手伝うこと」で、そこに関わる人々
に対して様々なメリットがあり、そのことにより連携が長続きする期待がある、ということである。従来、SS
H指定校は大学や研究機関から指導・助言を受ける立場にあり、一方的に利益を享受してきたと言っても過言で
はない。このことを反省し、お互いに助け合えるような連携の形態をとり、連携を長続きさせる方策を模索す
ることも、本学院SSHに課せられた研究開発課題となり得るだろう。
８．課題
従来から挙げている教員の負担の面で、課題が残る。小学校への出張授業の時期が、部活動の繁忙期と重な
っている。また、連携が多い分だけ、連絡事項も多く、１つ１つの準備にかける時間も多くなる。幸い、NPO
「川・まち・人プロデューサーズ」が連携の仲立ちをしてくれているが、それでも連絡に費やす時間は膨大な
ものである。このような連絡の仲立ちをする教員の負担を減らし、ネットワークの「ハブ」になってくれる人
の重要性を皆が認識することが、よりよい連携に結びつくと考えられる。
2.4.2 その他の早稲田大学との連携プログラム
①理工説明会および体験講座（6 月 16 日（土）10：00～12：30）
理系選択の３年生を対象に以下の要領で体験学習を行なった。生徒たちは、選択肢の中から事前に一つ選ん
で参加している。
A．ヒューマノイドロボット
早稲田のヒューマノイドロボットを研究している大学院生から直接ロボットを見せてもらい、ロボットのデ
モンストレーションをしてもらい、話を伺う。
B.

建築学科

早稲田大学創造理工学部 建築学科の研究室を訪問する。環境を含めた建築学について講義を受け、特にこ
の研究室で活発に研究されている住空間の快適さやエネルギー問題について、詳しい説明を受ける。
C．環境資源工学科
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「資源循環の基礎技術（有用回収資源を分ける）」具体的には、「磁選＋湿式テーブル選別＋浮選による鉄・
銅・2 種プラスチックの分離試験」：各 5mm 程度の鉄ペレット、銅ペレット、2 種プラスチック（種類別に 2
色に色分けしたペレット）の混合試料を用い、磁選で鉄を、湿式テーブル選別で銅を、浮選でプラスチック同
士を選別する実験を体験する。
D．電気・情報生命工学科
◆「不思議な超電導現象を体験しよう！」
内容：「超電導現象」はある種の物質をマイナス 200℃くらいの極低温に冷却すると電気抵抗がなくなる現象
として知られている。この「電気抵抗ゼロ」のほか、「マイスナー効果」や「ジョセフソン効果」と呼ばれる
特異な特性も持っています。これらの不思議な現象を実体験する。そしてどんなことに利用したらよいか皆で
考える。
◆「醸(かも)すぞ～」をプログラムしてみよう！
内容：ライフゲームを C#というプログラミング言語で作ってみようというもの。オリジナルのライフゲーム
は，一種類の生物の増殖，死滅を簡単なルールでシミュレートするが，それを，複数の生物種に拡張して，食
物連鎖や，生存競争による個体数の周期的変動が見られるようにしたものを作る。「醸す」というのは，真菌
の発酵を指しているが，このような生物活動も，上記の枠組みでシミュレーションを行う予定である。
◆宗田孝之研究室：「手のひらの静脈を見てみよう！」
内容：手のひらから反射される光を分光することで、肉眼では直接観察できない皮下の静脈パターンが観察で
きることを体験する。実験を通して静脈パターンの個人差の有無を判断してもらい、個人差がある場合それが
どう利用できるか考える。
◆岡野俊行研究室：「遺伝子を取り出して調べてみよう！」
内容：試料（ニワトリレバー）より DNA を抽出・精製して観察する。さらに、特定の遺伝子を PCR によって増
幅し、電気泳動して確認すると同時に、複数の未知試料のうちどれがニワトリの試料かを判別する。
2.4.3 地域との連携（小笠原研修、8月26日～8月31日）
石門地区におけるオガサワラグワの観察、ナイトツアーにおける絶滅危惧種の観察、サンゴの白化観察、南
島におけるワークショップ等の他、2 回目の母島における子供科学教室を実施した。
小笠原の自然や風土の与えたインパクトは大きかった。自然の持つ魅力もさることながら、誰にでも挨拶を
交わしてくれる母島の人々から感じ取ったものも大きかったはずである。また、世界遺産指定の裏側で様々な
問題を抱える小笠原の姿も見たはずである。高々賞味 3 泊 4 日の研修だったが、その感動や問題意識が、参加
した生徒の今後の人生に何かしら影響を及ぼすことを期待する。
フィールドワークによって得られる教育効果
内野

郁夫（総合学習科）

毎夏、小笠原研修に参加しています。これは本校における SSH 事業のひとつ。また、普段の授業では３年選
択科目「農業体験を通して環境問題を考える」（通称：農業と環境）、部活動ではスーパーサイエンスクラブ
菌類研究班（通称：キノコ班）を担当しています。いずれも野外での観察・調査であるフィールドワークが大
きなウエイトを占めている点が共通といえるでしょう。
敷地面積約 85ha。その多くが雑木林に覆われた豊かな自然環境にある本校において、フィールドワークは
とりわけ生物・環境系分野の学習に欠かせない手法と考えます。それぞれの学習活動の現場でのフィールドワ
ークがもたらす教育効果を確認してみたいと思います。
１．小笠原研修
小笠原諸島は本土から 1000 ㎞離れた大洋に位置しています。過去に一度も大陸と繋がったことのない海洋
島であるが故に、ここでしか見ることのできない動植物が数多く、独特の生態系が築かれています。一昨年、
世界自然遺産に登録されました。
小笠原での研修は昨年で７回を数えます。２年目以降は母島での固有種・オガサワラグワの調査を継続して
いますが、他にも様々なプログラムを用意しています。近年は観光協会を通じ、母島の子ども達との科学教室
も実施。単なる調査で終わるのではなく、地元に暮らす方々との交流を図りたいとの思いからです。
この研修を通して印象に残るのは、何より生徒達の表情です。透明なサンゴの海と白い砂浜、緑深い森、ク
ジラやイルカ、アオウミガメを初めとした様々な生き物との出会い…。すべてが生徒達に新鮮な感動を呼び起
こします。彼ら、彼女らの目の輝きを見れば、それが分かります。こんなにいきいきとした表情を見せること
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は、日常生活の中ではそうはないでしょう。小笠原の美しい自然に身を投じることで、生徒達はこの島々が真
実かけがえのないものであることを実感します。外来生物による影響が著しい現状であればこそ、この貴重な
自然がこれからいつまでも存続することを強く願う気持ちが芽生えてくるようです。
それだけではありません。この経験が翻って身近な自然を見つめ直すことにつながるという点がさらに重要
です。研修後「学校の自然をもっと知りたい」「ぜひ校内の森を歩く観察会を実施してほしい」との要望が多
く寄せられました。自然・環境問題を他人事ではなく、自らのものとして捉えようとする姿勢。室内の学習だ
けでは得にくいことでしょう。来年度は校内観察会を実施し、生徒達の要望に応えたいと考えています。
２．３年選択科目「農業と環境」
先述したように本校の森は昔の人々が暮らしのために利用・維持してきた雑木林であり、大部分はコナラや
クヌギ、ヤマザクラなどの落葉広葉樹に覆われています。埼玉の美林にも選ばれているアカマツ林も存在し、
これ以上望めないほど恵まれた自然環境の中にあります。これを活かさない手はありません。
授業の軸は「農業体験」と「環境問題」。畑は学校で用意していただきました。環境問題を考えていくため
の恰好の教材もすぐ目の前に揃っています。
①農業体験
新学期の初めはシイタケ、ヒラタケのほだ木づくり。畑では開墾から、播種、植え付け、水やり、間引き、
収穫まで。学期末には自分たちで育てた野菜を使っての調理実習が待っています。
農業体験といっても本業の農家に比べればままごと程度の作業ではありますが、それでも都会育ちの生徒達
の目には新鮮に映るようです。「こんな小さな種から、あんなに大きい白菜や大根ができるのか」、「種まき
して次の週に畑に入ったらもう芽が出ていた」、「畑でつくった野菜は新鮮で美味しい」、「キノコは売られ
ているものとは全く別物」、
「食べ物を残してはいけないと強く思いました」等々の感想が寄せられています。
畑づくりから調理まで。実際に体験してみなければ解らないことは多々あります。実習を通し、作物という
もの、その生育過程、これまで接することのなかった農業という労働の価値や苦労、私達は何によって生かさ
れているのかを生徒達は以前よりも身近に感じとっているようです。
②環境問題
講義では「森林の生態・効用」「雑木林の成り立ちと自然保護」「帰化生物」「小笠原諸島の自然と抱える
問題」「植物の進化」「足尾鉱毒事件」「栽培植物と野生植物」等を扱っています。いずれも学校の自然環境、
私が参加した小笠原研修、足尾巡見を中心に据え、フィールドワーク→室内講義、室内講義→フィールドワー
クといった流れを組むようにしています。まずは身近で親しみのある自然のかけがえのなさ、そこに潜む問題
を実感してもらいたいとの意図からです。それが将来、より大きな環境問題を考えていくときの核になればと
願っています。
２学期最後の授業で世界自然遺産・白神山地の DVD を観たあとの生徒の感想を紹介しましょう。
とにかく純粋に「美しい」「足を運んでみたい」と感じた。あんなにきれいな自然が失われるのはあっては
ならないし、保全活動をするのは当然のことだと思う。ただただ「環境問題」とか「地球温暖化」といって、
ゴミを減らすとか排気ガスの削減とかのようなある意味形式的なことばかりを叫ぶよりも、人間が及ぶことの
できない自然の仕組みや、美しさ、尊さそのものに触れて、自発的に自然を守りたいと思う気持ちを養うこと
のほうが大切なのかなと思った。
３．菌類研究班
校内には季節ごとに多種多様なキノコが発生します。これまで判明しているものだけでも 120 種あまり。詳
細に調べれば 300 種以上は記録できるのではないでしょうか。
2009 年、姉妹校であるシンガポール・ナショナルジュニアカレッジ(NJC)との共同研究のテーマとして「キ
ノコ」が採用されました。互いの地のキノコの種類や特徴、発生要因を調査するために結成されたグループが
現在の菌類研究班に繋がっています。部員は現在 13 名。キノコを調査するのですから、当然のことフィール
ドワークが中心となります。
キノコを含む菌類は植物、動物とともに生態系を形づくる上で重要な地位を占める生物。生徒達は森の中を
歩きながらキノコを通じ学校の自然、生態系というものを少しずつ理解していきます。本学院は高校でありな
がら卒業論文が課されますが、その最も優れた作品に与えられる「学院賞」に選ばれた生徒も過去にはいまし
た。テーマはもちろんキノコです。さらに、2011 年度にはこれまでの集大成として「大久保山キノコ図
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鑑」を作成。これを授業等で有効に利用できたらと考えています。
余談になりますが、キノコは意外にも生徒達、とりわけ女子生徒に人気があります。マイナーなイメージで
はありながら、可憐さと怖さをともに秘めた怪しげな魅力がその理由なのかもしれません。
学問は論理から成り立っています。しかし、人は論理のみによって動かされることはありません。人をして
強く行動へと駆り立てるものはむしろ、論理以前の心の奥底にひそむ感情ではないでしょうか。学問はその土
台の上に堅固に築かれるべきと考えます。心柔らかく感受性に富む高校時代に自校の森に愛着を持ち、自然へ
の畏敬の念を育むこと。それが将来、社会人としての生き方、ひいては環境問題に真摯に関わっていくため
の素地をつくることに繋がっていく。きっかけを設け、その上で正しい知識を教員が生徒に与える。さながら
農家が作物に水や肥料を施すように。あとは作物が自身の力で強く、大きく育っていくことでしょう。
2.4.4 海外との連携プログラム Singapore National Junior College（NJC）との連携の経過
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。Polycom4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(7/20～26)
例年に比べ期間を 1 日延長したが、例年よりも共同研究に関するディスカッションの時間がたいへん多くと
られているのが特徴的だった。Cheng 校長が学院生に対してくださったメッセージにもあったように、NJC
側が本庄学院との共同研究に改めてかける意気込み・意思を感じ取ることができた。授業交流における解剖実
習（豚の目玉の解剖）のような実験は、日本ではなかなか経験できず、このような実習の教育効果を感じ取る
ことができた。
（イ）NJC-Waseda Exchange Programme（11/3～9）
来日に際して、学院生のバディを募ったが、今回は希望者が多く、交流活動に関わる教員たちにとっては大
変嬉しい限りであった。今回は例年よりも 1 日長いこともあり、また 3 日～4 日連休時の ESS 諸君のバディ
参加やプログラムの充実（ワークショップや実験教室の増加、藤田小との交流等）により密度の濃いスケジュ
ールとなった。
National Junior College (NJC) との交流合宿
望月

真帆（英語科）

この項では 2012 年 11 月の NJC 一行来校時の交流プログラム内に組み入れた「合宿交流会」（11 月 3 日～5
日）の意義についての一考を述べる。
NJC 生徒９人と本校生 33 人が東京で合宿交流を行うというアイデアは、
本校生徒から出てきたものである。
この企画への応募状況と実施中の生徒の行動の観察を通し、過去の SSH 企画で観察された事象は状況設定やメ
ンバーが変わっても共通してみられることを報告する。
１ 経過報告
◆企画の背景
NJC 一行の今回の来校スケジュール（11 月３日～９日）は、初日と２日目が学校の休日にあたったため最初
の２日間を東京滞在とした。当初は都心のホテルを NJC 一行の宿舎とし、数人の本校生徒（NJC 交流参加経験
者または NJC との共同研究参加者がメイン）が「通い」で都内の科学共同学習をする構想だった。しかし、NJC
の生徒と交流できる機会を広げてほしいという意見が複数の本校生徒からよせられたため、企画内容の見直し
を行った。
生徒が交流参加の人数拡充を求めてきた主な理由は以下のようなものである。

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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 2011 年 12 月のSEES5の時のバディー合宿がとても印象深く、人生観が変わった。
 さまざまな SSH 企画にとても関心があるが、部活動の練習や試合の日程と重なり応募できない。
 SSH 企画に何度も応募しているが、受け入れ枠が少なく落選を繰り返している。
 SSH クラブメンバーのような特定の研究テーマがないので SSH 企画に興味があっても応募できない。
 国際交流にはできるだけ参加したいが、昨年は NJC が来ていること自体を知らなかった。
企画の見直しにあたっては、科学の共同学習に参加できる人数は SSH 予算で決まっているため、自由行動時
間のみの参加形態を検討した。幸いオリンピック記念青少年センターが宿舎として確保できたため、２泊パタ
ーン（科学共同学習＋自由行動時間に参加）と１泊パターン（自由行動時間のみ参加）に分け、１・２年生を
対象に繰り返し募集の広報をした。この広報は NJC のホストファミリー募集と同時期に行っている。
◆応募状況
合宿交流には 34 人（２年生 21 人、１年生 13 人）が応募した。またホストファミリーは９人の枠に対して
12 人（１年生４人、２年生７人、３年生１人）の応募があった。ホストファミリーに応募した１～２年生は
全員、合宿交流にも応募している。
ホストファミリーおよび合宿交流に参加した過去の SSH 企画等への参加歴をみると、33 人中 26 人が何らか
のプログラムに参加していた。学年別では、２年生 21 人中 18 人、１年生 12 人中９人に参加歴がある。下の
表は過去の参加歴を概観したものである。
11～12 年度
11 年度 NJC の
SEES 2011
ＳＳＨ企画
その他国内外
合宿交流参加者
NJC 訪問
ホストファミリー
バディー
積極的参加
交流企画参加
２年生（21 人）
5人
2人
11 人
11 人
８人
１年生（12 人）
2人
該当せず
該当せず
2人
７人
合計 （33 人）
7人
2人
11 人
13 人
15 人
この状況から、特に 2011 年 SEES 実施の波及効果の一端がみられるといえよう。
◆合宿交流会 実施状況
合宿交流会は教員側で大枠の日程を作り、交流ミーティングと都内自由行動の内容は生徒に任せた。下の日
程表の太字の部分が生徒に企画の内容を委任した時間帯である。
日時
11 月３日（土、祝）
10:00-11:30
12:00-15:00
15:00
16:00 頃
18:00
19:00-22:00
11 月４日（日）
07:00
09:00

20:00

内容
（NJC メンバーは 07:40 成田着、貸し切りバスで都心へ）
２泊メンバー集合 科学技術館で NJC メンバーと対面、科学技術館見学
お台場で自由行動
1 泊メンバー 宿舎に集合、チェックイン、打ち合わせ
ＮＪＣ＋２泊メンバー宿舎着、チェックイン、入浴など
夕食（宿舎内レストラン）
交流ミーティング（会議室）
朝食（宿舎内レストラン）
１泊メンバーチェックアウト
交流ミーティング後 都内自由行動
＊昼食、夕食を含む。１泊メンバーは適宜現地解散
自由行動終了時刻
入浴、荷物整理、歓談など

2011 年 12 月に早稲田大学本庄高等学院コア SSH 事業として実施した TaiwanHSP/JapanSSH Science
Education Exchange Symposium2012 の略称。台湾高瞻計画校 11 校、日本 SSH 校 10 校を招待し（各校生
徒 3 名教員 1～2 名）、研究発表・ポスターセッション・課題コンペ（ロボット制御）・One Day Tour・文化
交流等を行った。本庄高等学院生徒から台湾生徒バディ（宿泊）・裏方スタッフ・司会・記録等生徒（宿泊）
がのべ 100 名ほど参加した。）
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11 月５日（月）
07:00
09:00
10:00-12:00
15:00
15:30
15:45-17:30 頃

朝食（宿舎内レストラン）、部屋の清掃
チェックアウト
科学未来館（お台場、科学ワークショップ参加）、終了後バスで本庄へ
学院着、NJC 荷物を校内の指定の場所へ
＊２泊メンバーの合宿日程はここで終了
ホストファミリーと対面
NJC＋学院生希望者の超伝導実験教室
終了後滞在先の家庭へ

合宿交流の発案自体は理科よりも英語を使って交流をする方に関心が強い生徒たちによるものだが、計 42
人の合宿で自発的にリーダーシップをとっていたのは、SSH 企画での NJC との交流の経験者、および２ヶ月前
の９月にインドネシア・カリマンタン州の科学フェアに行った生徒たちだった。パートナー校や来日生徒への
親密度や、多国籍のメンバーが集う交流会の経験の有無の差とも考えられる。
２

感想および考察
NJC との今回の合宿交流会は年度当初から予定したものではなく、日程上可能になったので生徒の希望を容
れる方向で組み込んだものである。したがってプログラムの効果を事後に検証するための事前準備は経ておら
ず、科学教育推進を直接目指したものでもない。しかし簡易な形で実施したものであっても、生徒の行動に現
れた事象は過去の SSH 報告書で記述された考察を裏付けるものとなっている。
◆国際交流企画の波及の仕方
異文化交流行事の効果は半年・１年といった長い単位で変化（進化）し、表面にあらわれてくる。年度ごと
の成果ではわからない部分にも着目し、3 年ごとくらいのスパンを見据えた企画の方がより多くの高校生を育
てるには適している。成長はチャレンジ→反省→再構築→チャレンジのサイクルをとる。理科のコンテンツの
教育に着目するだけでなく、学際的な教育学からの知見も取り入れるべきだと考える。
また、特に学生の学術交流には「遊び」の時間も大事という識者の指摘がある＊注１。「遊び」を含んだ敷居
の低い企画参加から科学交流の魅力にふれていく事例は SEES2011 でも確認されている＊注２。英語の検定教科
書でも、水問題、エネルギー、ＡＩ、温暖化、遺伝子組み換えなど入試に出そうな話題は必ず入る。必修教科
のレベル程度の科学リテラシーは誰にも必要なので、敷居の低い交流行事などで易しい科学の発表を見聞する
ことは長い目で見て効果がある。「遊び」の時間も含めた「交流費」という名目で予算を立てるのは、コミュ
ニティ（学校、国）全体のリテラシーの底上げをするのに必要な投資と考える。
◆プログラムの複線化の必要
負荷の高い科学交流プログラムと、間口の広い科学リテラシー導入＋国際交流プログラムの複線化の必要は、
SSH 委員会の中では一定の認識があるが＊注３、多くの教員に共有されているとはまだ言いがたい。
今回は日程上可能だったのでより多くの生徒が参加できるよう間口を広げられ、LHR や全校集会の場を借り
て繰り返し募集の案内をすることで、SSH 企画と関わらない教員にも NJC 来校日程の最低限の認知はしてもら
えたと思う。しかし、国内外交流委員会の協力を依頼するまでの時間がとれなかったため、合宿交流会引率で
は SSH 委員長の仕事の負担をさらに増やすことになった。
より多くの生徒教員が関わる道筋をつけるため、過去の交流企画の進歩と反省点に基づいて、目的を精選し企
画を練ることの必要性を改めて認識している。
注１ 『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１年次』（平成 23 年 3 月）』 p. 99
注２ 『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』
（平成 24 年 3 月）
』 pp. 126-127
注３ 『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１年次（平成 23 年 3 月）』 pp. 100-101

2.5

本庄高等学院 SSH プロジェクト全体の外部評価

従来、運営指導委員会メンバーは早稲田大学教員のみで構成されていた。SSH 再々指定に際し、より広く
客観的な意見を求めるべく、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。
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2.6

SSH 事業成果の敷衍

2.6.1 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
以下に、今年度実施した子供向け科学教室を時系列で掲載する。カッコ内（組）は親子。
 7月22日（日）美里町科学教室（於遺跡の森公園）
午前「よく飛ぶ飛行機を作ろう」（15組）、午後「望遠鏡を作ろう」（５組）
 8月5日（土）親子科学教室（於本庄学院）
午前「本物そっくりの風力発電機を作ろう」（20組）・「万華鏡を作ろう」（20組）
午後「カリンバを作ろう」（20組）・「はんだ付けをしよう」（20組）
 8月8日（水）本庄市こども実験教室（13:30 ～15:30、於本庄市中央公民館）
「身近なもので風力発電を体験しよう」（36名）
 8月27日（月）母島こども科学教室（16:30～17:30、於小笠原母島）
「ミニ風力発電機を作ってみよう」（3組）
 12月16日（土）親子科学教室（於本庄学院）
午前「本物そっくりの風力発電機を作ろう」（20組）・「センサーの仕組みを知ろう」（10組、中学生）
午後「おもちゃを作って遊ぼう」（40組）
 12月25日（火）六合小放課後子ども教室（於群馬県中之条町六合支所）（13:30 ～15:30）
「身近なもので風力発電を体験しよう」（12名）
②地域連携と成果の普及
2.4.1で述べたように、今年度川プロジェクトにおける地域連携は深まりを見せた。このことの副産物として
SSH成果の普及と地域貢献ができるようになったことは喜ばしいことであった。詳細は、3.1.6で述べる。

３．平成 24 年度研究開発の内容（研究内容・方法・検証）
3.1

研究テーマ毎の実施結果分析

3.1.1 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
3 教科入試・帰国生入試による入学時の基礎知識のブレを解消する試みとして対象 1 学年生徒への補講を継
続した。学部授業への接続をスムーズにするべく今年度もオリジナルテキスト改訂等 3 年次選択科目（特に
SSH 科目）の充実を図った。早稲田大学理工系学部説明会や研究室訪問等、OB を招いてのキャリア教育等付属
校ならではのプログラムの充実を図り、進路に対するミスマッチを減らす努力を行った。この部分については、
小試験やアンケートで検証を行った。
科学の世界を垣間見させ現在どのような研究が行われているのかを理解し、科学への興味を喚起させるきっ
かけにするため、早稲田大学・企業・研究室の協力を仰ぎ、いくつかの特別講義を開催した。
③検証結果
 入学時、欠落している基礎知識は補えたのか
本学院は 3 教科型入試であるため、中学時の理科知識の少ない生徒が多い。また、帰国生を別枠で募集して
いるため、理科の基礎知識の偏りが大きい。そのような知識の欠落が、進学後に授業が理解できないことにつ
ながっている。このことへの配慮として、1 年生の希望者（現地滞在の長い帰国生等一部は強制）へ基礎知識
の補講を実施している。
2.1.1 に記載した生徒のアンケートからは理科の全分野をオールマイティに履修する日本に比べ、以下のよ
うな帰国生の履修上の問題点が確認された。
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履修する内容の偏りが大きい、あるいは全体として薄い。
国や地域、学校形態（現地校やインターナショナル等）によって履修する内容の差異が大きい。
宗教上の理由により「進化」を扱わない、親が反対すると「生殖」は扱わない、など教育的に必ずし
も合理的でない理由により扱わないということが起こりうる。

日本の地理に関する知識の欠落が大きいため、気象や環境などの話題の理解に支障がある。
参加への強制力を持たないため、例年「サボる」生徒が多かったが、今年度は予備テストを行い、基準点以
下の生徒に強制したことにより、出席率がかなり改善された。この補講制度も数年を経ており、蓄積された帰
国生の履修状況の問題点がある程度判明している。また、運営方法も改善されてきた。欠落知識の確認とその
フォローというシステムが完成しており、補講の目的は達成されていると考えられる。一方、日本の地理に対
する知識の欠落が理科の内容の理解を阻害するという事例のように、他教科との連携が必要とされる場面の整
理も求められている。


学部の授業にスムーズに接続できるのか
本学院は早稲田大学全入の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
必須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。特に「複素関数論入門」に例を取り、効果と来年に向けての改善案について 2.1.2 に述べた。今年度は履
修者が少なく傾向の信憑度として不安な点もあるが、改訂の努力により、テキストの使用方法が多様化したこ
と、復習しやすくなったことが見て取れる。学部進学に対する良い影響や高大のギャップの緩和に効果がある
といった意見もあるが、傾向として言えるかということは今回の資料からは断言できない。
3 年次選択科目は高大間のギャップをなくすために効果的と考えられる、
本庄学院独自のシステムであるが、
近年、高度な内容のSSH科目が軒並み閉講 6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、現在分析と対策を行っている。
以上、このような状況から判断し、仮説は正しいと思われるが、特に高大接続についてはより多くの科目の
分析が必要である。
3.1.2 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
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伸長する効果的な手段である。本学院 SSH クラブは SSH 指定時に
創設され、年度ごとにプロジェクトチームをいくつか設定し、グループ活動を基本に活動を行ってきた。同時
に、積極的な外部発表を奨励している。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。
指導体制が学校内教員によるだけでは分野が限られ限界があるため、23 年度から外部研究施設・企業との
継続的な連携を試みている。分野は制約されるが高校では教えることのできない専門的な知識や方法・実験を
生徒に経験させることができたと評価している。特に福島原発事故以来、授業とともに放射線に対する正しい
理解を深める努力を行ってきた。23 年は簡易放射線検知器の製作、今年度は、新規テーマとして「α探知機
の開発及び安全に関する研究」7「ウドンコ病に対する菌類の抗菌作用の研究」8「LEGOロボットを使用した宇

6 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
7 2.2.1 で紹介
8 Singapore National Junior College との共同研究テーマ
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宙エレベータの研究」9等の活動を行った。また、地元NPOの協力の下「マイクロ水力発電機の製作」10を行っ
た。
③検証結果
それぞれのテーマについて 2～数人で探究を進めている。モチベーションが高く数が少ないことで、機動力
が向上し、議論が深まりやすい（逆に、意見の多様性は少なくなる）。実験においても、教員が管理しやすく、
安全性が高まる。このように高いモチベーションを持った生徒の探究活動のレベルを上げるためには、部活動
における少人数の活動が効果的である。
特に指導者が専門家の場合、指導効果が高い。23 年度 24 年度と SSH 予算により専門家に連続講義で来て
もらい、放射線検知器、α線検知器の製作を行っている。学内教員だけの指導では限界があり、このように外
部研究者からの指導体制を作ることにより、成果のレベルが向上することがわかる。
巻末付録４「保護者に対するアンケート結果」Graph6 によると、データ数は少ないながら、部活動に対し
て特に女子の満足度が高いことがわかる。また、設問⑥により男女とも部活動に参加することが他の SSH プ
ログラム参加への意思を強くすることにつながっていることもわかる。一方で、男子については他項目につい
て必ずしも満足が得られていない様子があり、また Graph9 によると「影響力」という点で他プログラムに劣
っている。科学的資質を持った生徒育成のためには適切な専門家の指導の下、部活動という形式をとることの
妥当性は正しいが、現在の部活動の在り方についてはより検討が必要といえよう。
3.1.3 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
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。今年度も例年同様、論文マニュアルの改訂を行うとと
もに、情報科授業や総合学習を利用した論文リテラシーを高める試み、慶應湘南藤沢高等部とコラボレーショ
ンで卒業論文報告会を行った。
一方で、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った。昨年度から開始した大学院留学生
の指導を得るシステム作りの他、新しい試みとして数学科と英語科のコラボレーション授業を行った。
仮説の検証手段としてアンケートを用いた。
③検証結果
 成果表現の場を作ることは研究レベル向上につながるのか？
務めて外部で評価される場を得るように努力した。例えば、巻末付録４「保護者に対するアンケート結果」
Graph3 を見ると、総じて他プログラムよりも棒グラフが高い。また Graph9 によるとインドネシア（APCYS）、
ISSF、「世界プレゼン」の影響力が飛びぬけて大きいことがわかる（JSSF は、そこの発表者が「世界プレゼ
ン」とダブっているため低いと考えられる）。要は、保護者の目には、これらのような大きな研究発表の場を
経たことが大きな影響を与えていると映っていることである。今回は、家庭生活から見たことになるが、その
視点からは仮説が妥当であると言える。
余談であるが、海外プログラムにおけるプレゼンテーションでは日本では考えられない実験設備を使ったレ
ベルの高い内容が多く、刺激される事例が多い 11。しかし、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少ないのではないかと、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。
APCYS2012 で特別賞獲得
25 年 2 月 28 日付朝日新聞全国版朝刊教育欄「電気手作り、生徒挑戦 川の水で動けポンプ」で取り上げ
られた。
11 国や学校の事情により大学や研究施設と日本では考えられないような高度な連携を行うことができている
場合もあり、背景の環境を理解せずに研究レベルに驚くことは慎む必要があると思っている。
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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。


成果表現方法を教えることは研究レベル向上につながるか？
論文リテラシー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継続しており、次第にその効
果が根付いてきていることを感じる。教員からは「論文とはどのようなものか？」「論文の作法」についてバ
リアが低くなっていることの指摘がなされている。つまり、章立てがきちんとしていて文献引用の仕方がしっ
かりしている論文が増えている。また、情報の授業や総合学習で頻繁に小論文を書かせるため、書くことに対
するハードルが下がっているという指摘もある。また、3 年生になって卒論に取り掛かるとき、Excel や
PowerPoint、Word 等基本ソフトに既に習熟しているため、卒論指導で無用なスキルを教えることで時間を割
かれることがないという点の指摘もある。一方で、課題としては、「もっと手本となる論文を、生徒の手元に
届ける必要があるのではないか」という指摘もなされている。論文リテラシーと並行してプレゼンテーション
スキルも情報科を始めとして様々な科目で扱っている。プレゼンテーションでは論文と異なり限られた時間で
自分の主張を理解してもらう必要があるため、準備をする段階で発表したい内容のポイントを整理する必要が
ある。研究成果を論文やプレゼンテーションという形で公開することの必要性は今さら断るまでもない自明の
ことであるが、まとめ方がわかることで研究の矛盾点や欠点を整理することになり、研究レベルの向上につな
がるという相乗効果がある。つまり、論文リテラシーやプレゼンテーションスキルは探究活動と並行して養成
することが効果的であり、後半の仮説は妥当である。


英語による科学表現力養成と仮説
今年度から開始した数学と英語のコラボレーション授業の事後アンケートからいくつかの興味深いことが
分かり始めている。2.3.2 で述べた内容からいくつかをピックアップしてみる。対象が高１であるということ
を前提とした上で、

中学までの内容において、日常にどう数学が利用されているかという科学的な側面を持った教材に対す
る興味が深い。

この実践では数学が元から好きである生徒に対しては興味を持たせられたが、そうでない生徒には興味
を持たせることにつながらなかった。

数学が好きであれば、英語が絡んでもチャレンジしようと思う傾向が強い。この傾向は、数学が好きな
生徒ほど、英語が苦手であってもいえる。
一方、英語による表現力を高める新しい試みとして行った「数学と英語のコラボレーション」の試みは回数
こそ多くはこなせなかったが、細かいアンケート分析からいくつかのことがわかった。この実践からは「英語
の表現力が高まることが、科学へのモチベーションを高めることにつながる」という本仮説に対する肯定的な
解釈はできなかった。データ蓄積を継続することが求められる。
3.1.4 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
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つのポイントを重視している。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。
今まで小笠原村の協力のもとで実施している小笠原研修に加え、平成 20 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。この活動は、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。今年度は同じ活動をしている市内の藤田小学校
の総合学習の年間講師を務めることになった。また、NPO の依頼により、河川浄化に関わる曝気装置を動かす
ための電力確保のためマイクロ水力発電機の開発を行うこととなり、一気に活動が多彩になった。
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した。今まで密であった、
台湾との連携については 23 年度にコア SSH 事業として行った TaiwanHSP/JapanSSH Science Education
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Exchange Symposium(SEES)が、今年度台湾高雄市で開催され、参加したがこれ以上の活動は行えなかった。シ
ンガポールの交流姉妹校である National Junior College とは、例年双方のキャンパスで行っている Exchange
Programme を、日数を拡大して実施した。また、関わる生徒数と関わりの深さを増やす努力を行った。
これら２つの連携形態について、アンケートを用いて仮説検証を行う。
③検証結果
 川プロジェクトの及ぼした影響
川プロジェクトにおける今年度の藤田小学校とのコラボレーションは、本庄学院・藤田小学校双方の生徒に
大きな影響をもたらした。特に、2 月 6 日最後の授業は感動的であった。その間授業の前には教材を準備し、
役割分担を決め、練習や確認を行った。この過程は本学院生徒たちにとって、教えるための知識を再確認する、
同時にプレゼンテーションとは異なる「教える」ということを経験する意味で効果的であった。しかし、生徒
への取材によると一番の効果は「子供たちを好きになったこと」であるという感想が多かった。年間を通して
7 回だけの交流であったが、その間でこれだけ打ち解けていたことは意外であった。
藤田小学校竹内教務主任からは、事後アンケートによると連携による成果として「94.8%児童が理科好きに
なった」「表現力・発表力が向上したと回答した者は、職員 100%、児童 87.8%であった」「学力向上（全クラ
ス平均）が見られた」との報告がなされている。本プログラムとの因果関係は必ずしも明確ではないが、藤田
小において少なからぬ影響があったことは事実のようである。
このように多様な連携を経て、生徒が多種多様な学びの場を享受できていることは明白であり、それがアン
ケートに見える意識向上や、受賞に見える成果につながっている。一方で、教員にとっての効果は、(i) 河川
の捉え方への幅が広がると、教育者の視野が広がること (ii) 高大連携の在り方を模索する場を享受している
こと、である。詳しく述べるが、(i) については、例えば一言で川といっても、研究者はサイエンスの対象と
して川を捉え、連携の中で知り合ったエンジニアは、水車を動かす機能として川を捉えている。もちろん、地
域の住民は、洪水など生活と結び付けて川を捉えている。このように、多様な連携をすることで、教員は価値
観の多様性を再認識し、自らの教育活動に生かすことができるのだ。また、(ii) については、2.4.1で述べた
とおりである。本プロジェクトは、本学院が大学附属高校であることを意識し、その役割を考える上での重要
な手掛かりになっている。この2点から、仮説は検証されたと言える。


海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析
巻末付録 4「保護者に対するアンケート」Ghaph4 によると、他のグラフと比べ棒グラフがあまり高くないこ
とがわかる。このことは、他グラフのプログラムに比べ、必ずしも厳しい研究発表や課題研究、調査活動を必
要とするプログラムでないためでもあると考えられる。しかし、Graph9 によると参加したことの影響は低く
はない。
一方、23 年度コア SSH 枠で実施した SEES の影響が大きかったことは、その後の生徒たちの動向から、多く
の教員により指摘がなされている。Graph5 でもある程度の評価が得られているが、2.4.4 における望月の指摘
にもあるように、SEES 以降、本学院で開催される大小さまざまな国際交流プログラムや SSH プログラムにア
プライする生徒の数が大幅に増えた。参加者を絞るための選抜作業が大変になった。
教員においては、貴重な英会話の場面であることはもちろんであるが、広く教材や教育方法が交換できる場
であり、国内校との交流では得られない情報が得られることも多い。
このような点から、今回のアンケート調査結果だけではわかりにくいところもあるが、海外との連携プログ
ラムの教育効果は低くないと言える。教員にとっては大変高い。
「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。
3.1.5 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
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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。特に 22 年度より従来の学内
教員による運営指導委員会に、外部有識者による運営指導委員会を加え、広く貴重な意見を聞くことができる
ようになった。
広く意見を求める意味で、本学院の SSH 成果報告会は地域にも公開している。
③検証結果
 運営指導委員会
学内・外部指導委員会の意見 12をまとめると以下のように集約できよう。
学内委員会

生徒の興味・好奇心を引き出すような指導の必要性。

単なる国際交流や実験体験ではなく、ミッションを持って取り掛かることの必要性。

単発の研究活動ではなく、先輩から後輩へ引き継ぐ継続深化の必要性。

生徒の成果を公開するとともに、継続研究の場となるような施設の必要性。

特に女子の理系進学率向上への協力体制の強化
外部委員会

理系女子を増やすための方策

日本の科学教育への危機感

本庄市の中における本庄学院の位置づけの変化

生徒の課題研究に対する意見

本庄学院の英語教育の方向性、SSH と連動させた英語教育のアイデア
例年行っている学内委員会は、大学理事会へ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。今年度は、特に女子の理系進学率の低さへの指摘
があり、協力強化の確認がなされた意義は大きい。
外部の有識者による委員会は今年度新メンバー2 名を加え（旧メンバー1 名が辞退）た。全 6 名の中 1 名欠
席で開催された。外部委員会は、大学との連携方策が話題の中心となる学内委員会と異なり、多様な話題が出
される点が特徴である。今年度は特に、理系女子を増やすための方策として「エンジニアへ興味を向けさせる
こと」「キャリア教育の必要性」などの意見を聞くことができた意義は大きい。


SSH 成果報告会
例年 11 月中旬に実施している本学院主催 SSH 成果報告会は、今年度 30 周年記念式典などの都合から 2 月
13 日（水）に開催した。今年度は初めて統一テーマ「連携がもたらす教育効果」を掲げ、地域連携、国際連
携の 2 面から科学教育における教育効果を報告した。関連して、連携活動をしている藤田小学校、NPO 団体
からの報告も得られた。また、午後の生徒発表においては、藤田小学校全 6 年生児童、本庄学院の指導を受け
た他高校生の研究発表も行われた。例年のような一方的に主催側が報告し聴衆が受け取る形式ではなく、聴衆
もなんらかの形で質疑に関わる雰囲気があり、本学院の SSH 事業について理解を深める意味でも、フロア全
体で１つの話題について議論する意味でも、効果的だったのではないかと考えている。
成果報告会は限られた時間であり、限られた制約の中で密度の高い報告会にするためには、テーマを絞って
行うことが１つの効果的な方法であることを知った。
本仮説の妥当性については問題ないであろう。運営指導委員会においては、特に学内委員会では高大連携方
策について、学外委員会においては広い視点からのフリーアドバイスが話題の中心となる。それぞれ、話題の
視点が異なるため、２つに分割した意義は大きいと考えている。
3.1.6 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
12

巻末付録 3 参照
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役立てることができる。
②研究内容・方法・検証
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 170 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無駄のない形で実施できるよ
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。
地域への SSH 成果敷衍という意味では、24 年度は従来継続して行ってきた子供科学教室（出張も含む）の
ほか、生涯教育を目的とした市民総合大学講師、埼玉県子供大学の講師を務めた。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った。また発展途上ながら Web による子供向け教材の発信を行った。
震災や原発事故をきっかけとした科学教育内容の見直しについては、特に放射線に的を絞って教育プログラ
ムを検討することを、既に震災直後の 23 年 4 月より実施している。また、クラブ活動においても簡易型線量
計制作実習や複数の特別講義を通し、正しい放射線の理解を得る努力をしてきた。今年度はこの活動を発展継
続させα線の線量計制作を行うとともに、地域にも還元する努力を行った。
③検証結果
 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、というものである。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。現在、連携先である藤田小学校からのコンテンツを元に試作品をアップ 13しており、今後改善と評価
を待ちたい。


子供科学教室の実施
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、今年度は埼玉県美里町、本庄市中央公民館、
小笠原母島、群馬県中之条町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、その考えを実現しつつあることを感じている。
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、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を昨年の報告書で述べた。
担当教員から参加生徒のモチベーシ
今年度の冬の科学教室では初めて 14中学生の教室を開講したが、
ョンの低さの指摘があった。PRの仕方が求められる。

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 2 回目の実施に至ったが、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。



地域への貢献・敷衍
2.4.1 や 3.1.4 で述べたように、川プロジェクトにおける地域連携は大きく広がりを見せた。その副産物
として、地域への SSH 成果の普及や貢献がなされつつある。例えば、2.4.1 で述べたように地域小学校への
成果普及が役立っていること、河川調査活動が環境向上に役立ちつつあること、地域企業の協力を仰ぎなが

http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/
実は平成 14 年度 SSH 指定初年度にも、夏に中学生を対象とした講座を複数開講したが、人数が集まらな
い、参加者のモチベーションが低いという理由から対象を小学生に絞ることとした経緯がある。
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ら進めているマイクロ水力発電機の開発が今後何らかの役に立つだろう、等の事例である。特に、マイクロ
水力発電機の開発については、25 年 2 月 28 日朝日新聞朝刊教育欄で、原発事故以降の全国的な持続可能エ
ネルギー開発の動きとともに取り上げられた。日本のエネルギー問題に小さな一石を投じることを期待して
いる。


世界の科学教育への貢献
今年度、NJC との交流の中で「世界の科学教育ネットワークを作れないか」という話題が出された。ISSF や
JSSF 等高校生学会を中心としたネットワークはいくつかできつつあるが、それらを包括しながら情報交換や
教材の交換等がスムーズにできる世界的なネットワークができるといいなと考えている。SSH 事業成果を世界
的なレベルで貢献できないものか。
SSH 事業成果の普及といえば書籍・印刷物や Web 情報によるものと考えていたが、今年度の地域連携の様子
を振り返り、実際にそのような一方的な成果展開の在り方はあまり効果的ではないのではないかと考えるよう
になった。インターネット技術が実用化された 1990 年代前半「インターネットの普及により世界の情報を簡
単に得ることができるようになり、日本人の国際化が大幅に進む」ことを期待する論調が多くみられた。しか
し、インターネットを使うためのネットワークインフラの普及がもたらしたものは、想像に反して海外よりも
地域理解の深まりであった。つまり、ニーズがないのにわざわざ海外の情報を得ようとしない。しかし、ネッ
トワークにより地域の情報を得たり、町おこし等の運動に関わることが容易になった、という背景である。
この事例と同じように、本学院 SSH 事業も自然な形で地域に深く貢献しつつある。その意味で、仮説の「広
く敷衍する」ことにはまだ至っていないため、仮説の妥当性が論じられない。

3.2

実施の効果とその評価

ここでは特に、2 月に実施した SSH プログラム参加生徒の保護者に向けて調査したアンケート結果（巻末付
録 4 保護者に対するアンケート）の分析結果について考察をしたい。
① 男女の差
Graph1～6 を見ると、男女差が歴然としている。男子の保護者の評価が辛口に見えるが、本学院ではオープ
ン参加にした場合、男子の参加率が悪いため、参加プログラムの偏りによるものとも考えられる（例えば、
Graph1 で男子の設問 7～9 の評価が悪いのは男子の国際交流プログラム参加者が少ないため）。また、高校男
子の方が女子に比べて家庭であまり話さないため、参加状況が分かりにくいということもあるのかもしれない。
男子のプログラム参加率が低い問題は大きな問題である。理由として男子の方が運動部参加率が高いため、部
活動を休みにくいため、という指摘がなされている。
②

プログラム実施形態の差
Graph9 は保護者が子供に対して最も教育効果（与えた影響）があったと思うプログラムを、長期宿泊を伴
うもの・継続的な内容のものから洗い出したものである。インドネシア（APCYS）・ISSF・世界プレゼンにつ
いては参加者の保護者が全員もっとも教育効果が高かった、と答えている。これらは総じて英語による本格的
なプレゼンテーション・ポスターセッションや課題研究を含む密度の高い国際交流プログラムであり、しっか
りした英語力や意思疎通を行う気持ちがないままで参加すると恐らく逃げ出したくなる、厳しいプログラムで、
参加者も少人数（1 校 3 名程度）である（JSSF は同様のプログラムであるが、参加者のほとんどが世界プレゼ
ンや WNEP にも参加しているため、そちらに優先順位を付けたと思われる）。
つまり、このような厳しいプログラムに参加することは与える教育効果も確実に大きいということである。
事実、Graph3 によると、JSSF における教育効果も設問 5①を除いて全体が他のプログラムよりも高い。逆に
言うと、このような厳しい内容にすると生徒に与える効果も高い、ということであるが、反面このようなプロ
グラムは限られた中、学内でセレクトされた（通常 3 名）生徒だから付いてこられる面もあり、なかなか一般
化はできないと思われる。
③

プログラムの内容の問題
Graph1～9 からは、本学院 SSH プログラムにおける「痛い」側面も暗示している。例えば、どのグラフを見
ても設問 5 の①「理数教育のレベル」に対して満足度が低いということは検討を要する内容である。プログラ
ム経験者の保護者がそのような指摘をするということは、そのプログラムに参加した生徒が参加の結果「理数
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教育のレベルに満足できない」と家庭で親に訴えているということである。このような、プログラム経験者に
おける理数教育への「不足感」に対して、早急に分析をする必要がある。
④ 記述内容の指摘
評価する意見・批判の意見と様々であるが、主たる意見について考えを書く。
(ア) SSH 部活動の活発化とテーマに対する要望
SSH 部活動の活発化に対する要望が複数あるが、真摯に受け止めたい。本学院の部活動は基本的に
生徒の自主性を重んじ、教員が必要以上口を出さない伝統がある。その意味で、生徒が自主的に活動
を深められる仕掛けづくりを改めて検討する必要がある。
(イ) プログラム内容の偏りに対する要望
プログラム内容分野の偏りに対する指摘がいくつかある。多くの生徒のニーズに対応できるよう、
他分野のテーマを導入することは理想ではあるが、実際には指導体制や教員の専門もあり、必ずしも
自然科学すべての分野をフォローできるわけではない。
すべてをフォローしようとすると無理が生じ、
SSH 各校の環境や指導体制に即して「その学校なり」のプログラムを行うことが SSH プログラムにと
って自然であると考える。本学院のプログラムも 11 年余りの SSH 事業の中で淘汰されてきたもので
あり、分野が偏ってしまうのはしかたがないことであり、それが各 SSH 校の特色であると考える。
(ウ) プログラム参加募集公募に対する要望
本学院では SSH やその他課外プログラムについて年度末に次年度プログラムの募集概要を書いた
プリントを生徒に配布するとともに Web 掲載を行っている。また、当プログラムの募集締め切りが近
づくと LHR で再確認を促している。本学院のプログラム参加者は基本的に公募であり、以上のような
募集方法をとっている。応募人数が募集人数を超えた場合は、課題レポートを元に SSH 関連教員で審
査を行っている。この方法で、問題はないと考えている。

４．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
4.1 研究開発実施上の課題および今後の方向
24 年度中間評価において本学院は文部科学省より 6 項目の指摘を受けた。その指摘を受け、25 年度事業に
おいていくつかの改革を行うこととした。改革は大きく以下の 3 点に分けられる。
(ア) 早稲田大学 150 周年に向けて大学が社会に向けて発表した改革プラン WASEDA VISION 150 における本庄
学院改革プランと連動させた、キャンパスおよび周辺環境を利用した「大久保山学」の SSH プログラム
への連動
(イ) 早稲田大学成績・教材管理システム Courese N@vi を用いた、生徒の成果管理およびポートフォリオシ
ステムおよび教員の相互評価管理システムの構築と利用
(ウ) 理系進学者、特に女子理系進学者を増やす努力
（ア）は、特に生徒たちの科学に対する好奇心と探究心の涵養を、キャンパスと周辺の自然環境における
フィールドワークの中で行うことを目指した活動である。様々な教員がそれぞれの専門を活かした指導を行
い、卒業論文のテーマ設定や研究とはどのような行為なのか？ということを知るために役立てるとともに、
地域に対する理解を深め、結果として SSH 成果の地域普及・還元につながることを期待している。
（イ）では、（ア）のフィールドワークから始まり、校内外活動におけるレポート・ポスター・受賞歴等
から卒業論文に至るまで、高校時代における成果物を整理して当該生徒・教員が確認できるポートフォリオ
が作成できるシステム、および教員間の教材や授業の相互評価が閲覧できるようなシステムをネットワーク
上に作る。このことにより、生徒活動の様子が教員にとって管理しやすくなり、その都度適切な指導ができ
るようになること、生徒にとってもレポート等をやりっぱなしにするのではなく、積み重ねていく状態が確
認できることにより、評価を次の成果に活かすことができるようになることが期待される。
（ウ）については、特に近年社会的に不況で就職に有利だとされる理系進学者の増加が報道される中、本
学院では逆に減っている状況が続いている。その理由の１つとして平成 19 年度から実施した共学化の影響を
指摘する声もあるが、巻末付録 4Graph2 に見るように男子だけでも減少している。特に基幹理工学部および
建築学科の減少が目立っている。また、女子の理系進学数は Graph3 に見るように年度ごとの変化が激しい。
女子は全対数が少ないため少数の増減がグラフに大きく反映されるが、それにしても傾向がなさすぎる。年
毎のちょっとの情報の差異や学年の雰囲気に影響を受けているように見える。
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このように男子と女子では理由が異なる。共学化が始まってまだデータが少ないため、分析にはまだ時間
が必要であるが、深刻な問題として対策が求められている。
4.2 成果の普及
今年度は成果の普及において、新しい局面を見た年であった。河川調査プロジェクトの広がりの中で、藤田
小学校との連携やマイクロ水力発電プロジェクトの開始により、地域の様々なレベルで本庄学院のSSH事業に
ついて理解や協力を得るとともに、SSH成果を普及し地域貢献することができた。以前より子供科学教室や市
民大学において地域貢献の努力をしてきたが、単発ではなく継続的な活動がもたらす影響力について改めて驚
かされた形となった。また、水質浄化に興味を持つ藤田小学校OBである他高校生に対して論文・ポスター指導 15
を行うとともに、SKYSEFやSSH成果報告会などの成果発表の場の斡旋や提供を行った。
今まで、SSH 事業の成果普及は書籍・冊子等の印刷物、Web 発信、成果報告会等が主体になるものと思って
いたが、地道な地域連携が最も効果的な成果普及・貢献になるのだということに気付かされた。
次年度以降は、この方向を継続するとともに、より広く地域の小中高へ何かしらの形で貢献する努力をした
いと考えている。

５．関係資料
付録 1

学部進学先の推移

Graph1:2009～2012 理工系学部学科進学者の推移

15

日本学生科学賞埼玉県北部審査金賞、日本学生科学賞埼玉県審査銀賞を受賞
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Graph2；2009～2012、男子の理工系進学者数の推移

Graph3:2009～2012、女子の理工系進学者数の推移
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Graph4:2009 年度男子学部進学先割合

Graph5:2009 年度女子学部進学先割合

Graph6:2010 年度男子学部進学先割合

Graph7:2010 年度女子学部進学先割合

Graph8:2011 年度男子学部進学先割合

Graph9:2011 年度女子学部進学先割合
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Graph10:2012 年度男子

付録２

Graph11:2012 年度女子

教育課程表

2012 年度（平成 24 年度） 教育課程表
別表１（第 20 条関係）
学
教 科
国語

地理歴史

公民

数学

理科

保健体育
芸術
外国語

科

目

年

第１
学年

国語総合
現代文
古典
世界史Ｂ
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

第２
学年

第３
学年

文系必修

理系必修

４

２

２
２
２
２

３
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
３
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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

家庭
情報
総合的な
学習の時間

３
３
２
２
２
１

総合的な学習の時間

１
２

１
１０

選択科目（■）

４

特別活動
ホームルーム
１
１
１
合計
３２
３２
３２
備考
① 芸術（△）は、音楽・美術から１科目を選択し、第１学年において履修しなければならない。
② 選択科目（■）として、別表１－２から理系進学希望者は４単位、文系進学希望者は１０単位を選択し、履修しなけれ
ばならない。

別表１－２ 選択科目
教科
国語
地理歴史
公民
数学
理科
芸術

外国語

家庭
情報
人間科学

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 地球環境、農業と環境、食品と化学、科学リテラシー
Ⅱ、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
基礎心理学、マルチメディア

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：2013 年 1 月 11 日（金） 18:30～19：30
場所：大隈会館３階 N301・302・303 会議室
出席者：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）、
大鹿智基（早稲田大学 MNC 教務主任、商学学術院准教授）、楠元範明（早稲田大学教育・総合科学学術
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院教授）、山中由也（早稲田大学理工学術院教授）、神蔵正（関東学院大学工学部准教授）、山西廣司（早
稲田大学高等学院長）、兼築信行（早稲田大学本庄高等学院長、文学学術院教授）
（高等学院）
橘孝博（教務主任）、加藤徹（SSH 委員会委員）、多ケ谷卓爾（SSH 委員会委員）、中島康（SSH 委員
会委員）、中山匡（SSH 委員会委員）、原光一郎（SSH 委員会委員長）、竹田淳一郎（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（教務主任）、髙井寿文（教務副主任）、影森徹（SSH 委員会委員）、半田亨（SSH 委員会委
員長）、峰真如（SSH 委員会委員）、大澤研一（事務長）、原口千代子（職員）
(教務部)
首村努（付属・系属校プロジェクト推進室課長）
運営 本庄高等学院
司会 影森徹（本庄高等学院）

１．両学院長挨拶
＊本庄高等学院（兼築）
昨年 9 月から学院長になった。この間、連絡会などいくつかの SSH 関連の会議に出てきた。手元の資料は、
先般の文部科学省から中間評価として出されたものである。これについては、いろいろ反省点もあるが、この
場で改めてご指導いただきたい。昨日の教諭会では、協力体制をとって再構築しようということを確認した。
よろしくご指導ご鞭撻をお願いしたい。
＊高等学院（山西）
年末に SSH の情報交換会に出たが、そこでの印象は、学校全体の取り組み、国際化を強調していたという
ことである。高等学院でも、いくつか国際化の計画を始めている。そのようなことを含めご指導いただきたい。
２．資料確認
３．高等学院の 2012 年度 SSH 事業報告
４．本庄高等学院の 2012 年度 SSH 事業報告
５．質疑応答・指導助言（〇は運営指導委員、●は両高等学院）
〇多様なことをやっていることは毎年この場で聞いて知っている。
JSEC の審査員をやっているが、あのような賞を狙うという意味では、卒論の取り組みをその主体と考える
のでは遅いと思う。そのようなことにフォーカスできるような仕組みを作ってほしい。
今日の報告を聞いていて、生徒自身の「これを知りたい」という意思が増えてきているのか、がわからなか
った。今年の JSEC を見ていると高度な内容が大変多い。それらを見ていると本当にその子が知りたくてやっ
ているということが見える。高度な装置を大学と連携して使っているのもわかる。生徒の好奇心が表に出るよ
うな指導が必要。
気になるところを申し上げると、高度なものを見せたり本物を見せるということは重要である。本物とは難
しいことをやることではない。生徒が自分で理解できる、自分で知ることができる、ということが重要。現象
や実験に驚いた次に生徒がインスパイヤされないといけない。体験ができる、国際交流ができるというだけで
は SSH 事業は立ちいかない。その先どうなったということが問われている。海外交流でもミッションを与え
て、それがどうなったかということを考えないとむずかしい。
文科省の指摘については思い当るところがあるのか?
●文部科学省の指摘項目に対する回答の報告
●連絡会議の場で、ある高校はすべての教員が参加している様子を報告していた。SSH 事業は、全体の底上
げよりも尖がった生徒を作ることに特化している印象もあり、それぞれの学校の教育理念との摺合せのむずか
しさも感じる。それであっても、教科同士・教員同士の連携が必要だと思っている。分析の仕方の問題もある
だろう。
〇授業ではなく、生徒が自主的になにかやるということは活発に行われていると考えていいのか?
●いろいろなものを用意して、それに興味のある生徒が課外活動で参加できるという体制を作っている。
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〇JSEC で強い学校を見ていると、先輩の研究が引き継がれて下地があり、いい流れができている。研究が醸
成されている。そのような工夫が必要だろう。
●卒論の取り組みの例の報告
●本庄学院の SSH 事業は卒論が１つの軸になっているが、卒論を出させる時期の問題があり、外部の評価を
得る機会が少なく、賞に結び付かない。現在、卒論について提出時期を早め、ブラシアップさせる仕組みを作
る努力をしている。
〇大学の場合、研究室での研究の上に卒論ができるが、高校生の場合興味だけで書いたものでもいいと思う。
後輩に引き継がれる仕組みも作ってほしい。
●本校の場合、卒論を書くためのカリキュラム上の流れがある。SA、TA を雇える仕組みがあるが、現在は情
報系のヘルプをするだけに留まっている。今後は情報系だけでなく、プレゼン指導・語学指導等広げた形でア
シスタントを雇うことはできないか。
〇それは検討させていただく。
●研究テーマの引継という点でいうと、テーマや取り組みが外から見える形がいい。そのような今までの研究
成果を紹介する場所があるといい。旧校舎の一部をそのような形で使えないか?部屋があれば、使わせてもら
いたい。
〇既存の建物をうまく活用することをご相談させていただきたい。
〇学年の違う人が同じテーマを一緒にやることは重要で、その点、本庄学院の河川研究などやりやすいと思
う。
○その先がどうなっているかという観点から考えて卒業生の指導が組み込めないか?
●ハワイ巡検では数年前から卒業生を TA として使っている。教えることで自分たちの地質学の腕を上げてい
る。
〇両校いろいろなことをやっているが、生徒から見てどのような効果があるのか、生徒にとって系統だってわ
かるようなものが必要ではないか。
理工系で、知識もさることながら実際に手足が動くことは我々が望んでいる像の１つ。
共学だから理系進学が下がるという話題があったが、現在理工でも 20%の女子がいる、女性教員も増やそう
としている。我々としてももっと宣伝をさせてもらった方がいいという気がしている。理工というと女子にと
ってとっつきにくいところがあるかもしれない。
〇ハワイ巡検のお手伝いをしている。卒業してからも TA として戻る学生がいるということは、教育効果が高
く成功している証拠だと思う。このような巡検は参加できる人数が限られるので参加できない生徒への波及効
果を考えなくてはならない。層を厚くすることが、教育効果を上げるための重要なポイントである。
〇両校とも、さらにつめていただければもっとよくなるという気がする。不思議だと思ったテーマに対して自
主的に参加できる、ということは大事で、そのための環境ができていることが長い目で見ると重要である。理
工だけでなく、教育学部の理系など、そのような部署も含め、大学として協力できるところは協力したい。
□外部 SSH 運営指導委員会（2013/2/13、16:00～）
場所：早稲田大学本庄コミュニケーションセンターN303 会議室
外部運営指導委員：室谷心（松本大学総合経営学部教授）、大塚岳史（NPO 法人「川・まち・人プロデューサ
ーズ」理事）、大竹淑恵（理化学研究所研究員）、吉田信解（本庄市長）、松田巌（東京大学物性研究所准教
授）
本庄高等学院：兼築信行（学院長）、影森徹（物理科）、中野公世（物理科）、成瀬政光（数学科）、峰真如
（数学科）、望月真帆（英語科）、半田亨（情報科）
１．自己紹介
２．学院長挨拶
中間評価などでもいろいろ問題点を指摘されており、内部でもいろいろ改革案も考えている。この機会に、
忌憚のない厳しいご意見をいただけるとありがたい。
３．質疑応答[●SSH 運営指導委員、〇本庄学院]
〇中間評価の報告と次年度以降の SSH 方向性についての説明
〇外部資金を得るためには外から見てきちんと成果が評価されることが重要。理工学部からは「枠があるのに
充足率が低い。」という指摘も受けている。理系人材を輩出する上でどうなのか、人材の排出と言うところで
52 / 57

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３年次
社会の期待に沿っていないところが、厳としてあるといえる。かなり抜本的に考えないといけないという意識
もある。個々のプログラム・プロジェクトは頑張っていると思うが、全体として見て学校としてのポリシーや
情報発信について反省点もある。来年度は少し、新しいコンセプトの活動、本庄学院の「自ら学び、自ら問う」
サイエンスリテラシーを、フィールドを利用して高めていきたいと考えている。
●本庄学院は長くやっているので、社会的な要求レベルは高くなっていると思う。理科系はサイエンスとエン
ジニアに分けられるが、社会的に機械電気系のエンジニアへの進学が増えているので、女子のエンジニアを育
てることが必要。高校生の掘り起こしの可能性はあると思う。
〇今日発表していた生徒はみんな理系に進むわけではない。
●それはある意味、健全であるといえる。
〇今年 OB で公認会計士になったのが 3 名いるが、
その 2 名は理科系である。
どの分野へその素養を使おうと、
適応できる柔軟性のある科学の素養を育てるのが我々の仕事だと思っている。
〇本庄学院は文理コースを分けない、何か教科に特化したものを求めていないスタンスでやってきた。
●毎年いろいろ新しいことをやっているので素晴らしいと思っている。特に午前中の英語の先生の発表は印象
に残った。エンジニアリングに関しては、私のやっていることは理論物理だが、今やっていることは非破壊検
査の技術につながっている。そのようなわけで、昔はまったく関係がなかった機械関係のの研究者と話をする
機会が多くなった。女子の生徒を理系に進学させるようにするには、研究室レベルでお願いして、女子の大学
院生がいるところと関係を密にすることが効果的かもしれない。大学の理系に進んだらどうなるか？というイ
ージが女子には見えていないのではないか。
〇薬や医系に行ける可能性も作るかということも考えている。魅力に感じるようなシステムを作らなくてはい
けない。。
●日本のメーカーは現在、国際的にマニュファクチュアリングでぼろ負けである。海外のエンジニアと付き合
っていて、一番勢いを感じるのがインド人と中国人である。上昇志向がその背景にある。能力以上のことを発
揮しているという印象がある。そういう人々と伍していく科学者・エンジニアを育てることは本質的な課題で
ある。それと比較すると、日本のエンジニアと話をしていて「小さい」と思ってしまう。モチベーションが低
く、ハングリーな国のエンジニアと比較すると、日本の科学立国は本当に今後大丈夫かと思ってしまう。目の
前の技術者の数を増やせばいい、という簡単な話題ではない。うちの NPO の特別会員になってもらっている
子供たちのプリミティブなモチベーションは大変大事だと思っている。SSH の情報発信をもっとやりたいと
思っている。「川の日ワークショップ」の話も OB が経営する同窓会 Web サイトに告知をしてもらった。何
人か反応があった。OB は面白い活動が本庄で起こっていることを知らない。ここで面白い活動が行われてい
るということをもっともっと伝えていくべき。OB を使っただけでもかなり面白い研究ができる。藤田小との
例では、本庄市民と早稲田大学がこれほど近づいたのは初めてではないか。小学生にとって本庄学院生はロー
ルモデルになるような存在になっている。
●改めて私も本庄学院には感謝している。地元の一人として見ると大変うれしい。しかし、学院の中でどのよ
うなことが行われているか、正直わからない。プログラムに参加する生徒募集はどうしているのか？推薦や一
本釣りなのか？
〇これと思う生徒へプログラム参加を勧めることはしている。
〇一般的には、生徒全員へ案内を行い、公募と言う形にしている。定員を超えたときにはレポートや課題によ
る選考を行っている。
〇本庄学院は昔から、一般の高校とは違う「カレッジ」と言う雰囲気があったが、高校であるからもっと教育
するという雰囲気が必要なのではないかと思っている。私の高校時代を考えても先生の一言・学院長の一言が
結構影響を与えている。単にサイエンスに興味のある子だけでなく、もっと「すべての分野に対して理系の必
要性」をすべての生徒に訴えていくべき。理系に行きたいという気持ちをもっと発掘していくべき。共学にな
って理系進学女子が少ないという批判を受けているということは、新しい組織を作ってある程度熟成してくる
とまた壁ができてくるという世の中の常。今、その壁を突破する時期に来ているという印象を持っている。女
子学生にとって本庄学院で学ぶということにはどのような意味があるのか、意義・意味を訴えてほしい。初代
学院長の講義が印象に残っている。なんのために勉強をするのか、なんのために自分はここにいるのかを実感
させてほしい。
●教育に関しては、僕の在学当時に比べると良くなっている。卒論にしても、具体的に発表する場がある、具
体的に自分の研究がどのような影響があるのかという分析ができる場ができていることがうらやましい。女子
に関しては、東大も女子率が少ない。女子は高校時代に将来展望がはっきりしているため、将来がはっきりし
ている方向に行きたがる。キャリアパスの具体例を見せるのも必要ではないか。一方、理系の現場ではドクタ
ーは多いが、専門性が高すぎて職につぶしがきかないところもある。広い分野に通じる「優秀」な人材育成が
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望ましい。一方、普通の学校では学ばないこととして、研究では「プロデュース力」も必要で、それを実体験
で学んだのが卒論。今回、全体のプレゼンを見て、高校生としてはよくできているといえるが、いまいち個々
の研究目的がはっきりしていないように見えた。自分はこういうことをしたい、具体的な達成目標があって、
自分のやり方ではここまで進んだ、という達成度を客観的に見れることも必要。プレゼンは非常に上手と思っ
たが、大学でもプレゼンを１・2 回やらせるとどの学生もうまくなる。それをわざわざ高校でやらせることの
意味は何か？一方で、プレゼンは苦手教科を克服するきっかけという見方もできる。プレゼンが及ぼす教育効
果を研究しても面白いのではないか。
〇プレゼンするには発表する内容を理解していないといけない。これを別のフェーズから考え、英語力をつけ
るためには一日全部英語で生活する日を作る、等の検討も必要ではないか。
●そのためには前提条件が必要で、絶対的な単語力と文法力が必要である。若いうちに英語をたくさん覚える
ことは必要。高校時代友人が皆、英検準一級を持っていた。定期試験の後が検定を取るのにいい時期と言われ
ていた。検定等資格は、取らなくてはいけないという周りの雰囲気がなんとなくあった。一方、本庄学院で獲
得できなかった英語力は英作文力である。単語も大事だが、例文をそのまま覚えることは効果的である。
〇自分自身こだわりがあって、英語のプラクティスでなくプレイにこだわりたいと思っている。今日の藤田小
の発表は元気がいいし、よくまとまっている。例えば、顔を出さずに音声とファイルを Web にアップして、
英語翻訳を学院生に作らせる、という手もあるかな？と思った。現地校で育っていて英語力がある子で理科が
できない子も多い。そのような子たちに英語バージョンを作らせることで、理科補講の代わりにならないだろ
うか。今日の基調講演での「美とサイエンス」と言う切り口は新鮮だった。
●今日のポスター発表を見ていると、学生たちは最先端に携わりたいのだなと言う気がする。川の魚類調査の
ようなフィールドワークも最先端につながるような指導の仕方をすると生徒のモティベーションも変わるの
ではないか。

付録４

保護者に対するアンケート結果

以下は、25 年 2 月、SSHプログラム（宿泊を伴うもの、又は単発でないもの、講演等は含まない）に参加し
た生徒保護者に実施した（回答数 56、男子 38、女子 18）アンケート結果の一部である。ページ数が限られて
いるため全体の結果は改めて、本学院WeｂサイトのSSHコーナー16に掲示する。
以下のグラフは「男子」「女子」「参加した SSH プログラム（特に 1 週間程度のもの、あるいは SSH 部に絞
った）」という属性が、アンケートの設問５の選択肢に与えている影響を見ようとしたものである。
【アンケート設問５】
全員にお聞きします。お子様が入学して、本庄学院が SSH 校であることの利点が何かありましたか？あった
ように感じますか？以下の項目に沿って選択してください。
① 理数教育のレベル（５．大いに満足している、４．満足している ３．普通 ２．不満 １．大いに不満）
② 情報教育のレベル（５．大いに満足している、４．満足している ３．普通 ２．不満 １．大いに不満）
③ 理数への興味（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．わからない）
④ 情報技術への興味（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．わからな
い）
⑤ プレゼンテーション力（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．わか
らない）
⑥ SSH プログラムへの参加の意思（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．
わからない）
⑦ 英語コミュニケーション力（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．
わからない）
⑧ 英語習得への興味（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．わからな
い）
⑨ 国際交流への興味（５．大いに高まった ４．高まった ３．変わらない ２．減退した １．わからな
い）
なお、設問６では参加 SSH プログラムについて以下のような聞き方をしており、回答した保護者が子供に対
して教育効果が一番大きかったと回答した項目について設問５のデータを整理するという方法をとっている。
16

http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/index.htm
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【アンケート設問６】
お子様が参加したプログラムをご存知でしたら下記の選択肢から選んでください（複数選択可）。複数ある
場合、お子様に教育的効果が大きかったと思える順に数字を書いてください。
選択肢は「海洋研究開発機構における水圧実験研修」「小笠原研修」「JSSF」「シンガポール研修（NJC 訪
問）」「シンガポール NJC 生徒受け入れ行事に関わった」「シンガポール NJC 生徒のホストファミリーを務め
た」「昨年度本庄学院を会場として実施した SEES」「今年度台湾で開催した SEES」「APCYS」「ISSF」「世界
に通用するプレゼンテーター育成プロジェクト」「SSH 部」「キノコ研究班」「河川調査プロジェクト」「早
大理工キャンパスの実験教室」「子供科学教室」「本庄学院 SSH 成果報告会」「課外講義」

Graph1:母集団全体から設問５を見たとき（男子 18、女子 32）

Graph2：小笠原研修参加者から設問５を見たとき（男子 3、女子 6）

Graph3：Japan Super Science Fair 参加者から設問５を見たとき
（女子 6）

Graph4：シンガポール研修参加者から設問５を見たとき（女子 7）

Graph5 ： TaiwanHSP/JapanSSH Science
Programme 参加者から設問５を見たとき
（男子 2、女子 9）

Graph6：SSH 部員から設問５を見たとき（男子 4、女子 2）

Education

Exchange
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Graph7：本庄学院が SSH 校であることは高校決定の要素となった
か？

Graph8：入学以前に感じた本庄学院が SSH 校であることの魅力（複
数可）
①子供が理科数学に興味を持っていて伸ばしてくれると考えた
②子供が自然観察活動やものつくり活動、探究活動をしていて、よ
い形で継続できると考えた
③子供が理系進学を希望している
④高度な理数教育が期待できる
⑤他校では考えられない多様な経験が期待できる
⑥国際交流が盛んなので、実践的な英語力を向上させることが期待
できる
⑦国際交流が盛んなので、国際性を身につけることが期待できる
⑧理数を好きにさせたかった
⑨人間的な成長が期待できる
⑩子供が是非参加したいという希望を持っているプログラムがあっ
た（小笠原 6、シンガポール 2）
⑪その他
Graph9：保護者が子供に対して最も教育効果（影響）があったと思
える SSH プログラム（1 週間程度の宿泊を伴うもの、継続的なプロ
グラムを抜粋。様々なプログラムを比較した上での意見としたかっ
たので、複数プログラム選択者について教育効果の順番として１を
付けた割合を％で計算したもの）
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平成24年度スーパーサイエンスハイスクール
研究開発実施報告書
第三年次
編集責任・発行 早稲田大学本庄高等学院
平成25年3月26日
編集 早稲田大学本庄高等学院SSH委員会
発行 早稲田大学本庄高等学院
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