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巻頭言 

 
学院長 兼築信行 

 

2013年度ＳＳＨ事業の成果を報告する。 

 中間評価の厳しい結果を受け、ＳＳＨに取り組む学校体制の再構築と新たなコンセプトの

確立を行なった。当事業の初年度から指定を受け続けた本学院は、特に期待される高大連携

の緊密化などの課題に、必ずしも顕著な展開が示し得ていなかったのも事実である。折しも

本学院を設置する学校法人早稲田大学は、 2012年 11月に、20年後（創立 150周年）へ向

けての中長期的将来計画「Waseda Vision 150」を策定、2013年度はその計画着手が強く勧

められた。こうした動きと連動し、大学本部の教務部や理工学術院等の助言および全面的な

支援を受けながら、本学院が目指し、切り拓くべき真にユニークな科学技術教育とは何か？

を自問しつつ、諸課題に取り組んできた次第である。 

 具体的な成果は以下の諸報告をご覧いただきたい。地に足のついたものとして、河川プロ

ジェクトに関係する研究が高い評価を受け、受賞の栄に浴したほか、地元小学校との連携で

は着実な貢献を果たしている。成果報告会も中間評価の指摘を踏まえ、全校的な参加を慫慂

する工夫を行なった結果、盛会裏に閉会することができた。 

 特筆すべきは WaISES 2013(Waseda International Science & Engineering Symposium 2013)

の開催であろう。国内外参加校からの生徒が交流し、この間、すべて英語による運営を行な

い、国際展開を確かなものとすることができた。本職は特に、国を越えて科学技術分野の課

題に協力して取り組むプログラムが、このシンポジウムにおいて展開された点を強調してお

きたい。こうした取り組みは競争原理、勝劣といった面が強調されがちである。それを

WaISES 2013では、アジアの優秀な生徒同士の協力が全面に打ち出されていた。参加引率し

たインドネシアの校長から、数学オリンピック参加などとは別の次元での、科学技術教育に

おける重要な理念が、このシンポジウムには横溢していたとのコメントを頂戴したが、今後

本学院が目指すべき方向に示唆を与えるものだと 考える。 

 まだまだ課題は多く、不十分な点も多々存するが、この報告に対し、忌憚のないご意見、

ご指摘をいただきたいと思う。 
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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 25年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約） 

 

 ① 研究開発課題  

 早稲田大学本庄高等学院における、「教育のグローバル化・国際化の状況を踏まえた、多様な連携方策と

知的資源の敷衍方法の研究開発」 

 ② 研究開発の概要  

 過去の SSH指定期間における反省と収穫を活かし、教育のグローバル化・国際化の流れを踏まえた科学教

育プログラムの開発と普及を行う。具体的には、次の項目を柱とする。 

１. 科学的好奇心を活性化するプログラムの開発 

２. 探究活動を継続発展させるためのポートフォリオシステムの開発 

３. 多様な連携プログラムの開発発展 

４. 海外での研究発表とその教育効果の分析 

５. SSH成果の普及・敷衍 

６. 教育効果の評価システムの開発 

 ③ 平成25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 

１．科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

２．探究活動を継続発展させるためのシステムの在り方の研究 

３．多様な連携プログラムにおける教育効果の研究 

４．海外での研究発表活動における教育効果の研究 

５．SSH成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究 

６．教育効果の評価システムの研究 

○教育課程上の特例等特記すべき事項  

特になし 

○平成25年度の教育課程の内容  

教育課程については報告書巻末付録２を参照 

○具体的な研究事項・活動内容 

１について 

（ア）地域の特性や環境を活かした問題発見型教育活動の試み 

広大なキャンパスの環境を利用し、生徒のテーマ発見と調査活動のきっかけを作る試みである「大久保山

学」を開始した。 

（イ）最新科学の情報に触れる機会を増やす試み 

 例年の SSH課外講義や大学教員によるセミナーに加え、今年度から学内教員による輪講「これがサイエン

スだ！」を開始した。 

（ウ）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年生必要者に対する理科の基礎知識の補講を今年度も実施した。 

２について 

（ア）生徒の探究活動を継続的に記録するポートフォリオシステムの開発 

 本校生徒教員の情報プラットフォームである Course N@vi 上に、生徒の活動成果の蓄積と閲覧が可能なポ

ートフォリオシステムの構築を検討しているが、うまく展開できていない。 

（イ）高大接続のギャップを解消する試み 
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本校の SSH活動 OB・OGとの連携の活発化を図るため ML を作った。また、例年実施している大学の研究室

訪問等の連携活動を行った。 

（ウ）クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

 SSH クラブ活動では、今年度いくつかの外部からの賞を得ることができた。 

３について 

（ア）多様な連携プログラムの教育効果影響の分析 

 今年度も地域連携として「小笠原研修」「河川調査」を行った。河川調査活動では、昨年から開始した藤

田小との連携の他、宮城県の NPOの協力により南三陸研修を実施することができた。研究機関との連携とし

て「海洋研究開発機構研修」を行った。 

（イ）海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 近年度もシンガポールの National Junior College との Exchange Programme を行った。 

４について 

（ア）科学英語力養成の体制づくりの検討 

 今年度は特筆すべき動きをしていない。 

（イ）SSH成果の対外的な報告と評価 

 予定していた３つのイベントに、定期試験日程の都合や現地の政治的情勢により参加できなかったことは

残念であった。参加できたシンポジウムは台湾での SEES のみであった。 

５について 

（ア）本学院主催 SSH 報告会の実施・成果報告書作成 

 11月 20日に SSH 報告会を実施した。成果報告書を作成した。指導要領変更によりなくなる「理科総合」

に対する考えと教材をまとめた報告書を作成した。 

（イ）Web教材の作成 

SSH活動を紹介する Webサイトを更新した。特に藤田小との連携ページにおいて連携の成果を教材として

まとめた「川クイズ」を置いた。 

（ウ）連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍 

 生徒が地域の市民大学・子供大学の講師を務めた。藤田小の 5・6 年生の総合学習を 1 年間生徒が担当し

た（計 8 回）。 

（エ）子供科学教室の実施 

 今年も、本校・本庄市中央公民館・母島・中之条町で 4回実施した。 

６について 

（ア）教育効果の評価方法の検討 

 教育効果評価のためにルーブリックチャートを導入するとともに、テキストマイニング・主成分分析の手

法を試した。 

（イ）授業・教材の評価とその結果を共有するシステムの検討 

 本校の教員プラットフォームである Course N@vi 上に、授業方策・教材とその評価を共有するシステム「教

員スペース」を構築運用した。 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による効果とその評価 

 理工系進学者の数が増加に転じた。また、外部的な表彰をいくつか得ることができた。このことは今年単

年度の現象かもしれないが、教員の地道な情報提供や指導が功を奏したものとみている。 

○実施上の課題と今後の取組 

 上記の効果が継続できるかどうかがカギである。指導体制を緩めないとともに、大学との連携の上、より

適切な進路情報の提供とキャリア教育が求められよう。特に、リケジョを増やすことは必須である。 
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別紙様式２－１ 

 

 

 

平成 25 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 

 河川調査プロジェクトは昨年度開始された藤田小学校との連携から、その位置づけが少し変化し、

生徒への影響も変わったように思われる。小高連携はあまり実例がない。年間の総合学習の授業を

引き受けるという責任を背負っている自覚の下、事前には授業内容の予習やプレゼンテーションの

練習を重ねていた。そのことが藤田小児童に与えた効果は、特に藤田小教員のアンケートに見るこ

とができる。「教える立場」になることの影響が大きいことがわかる。 

 

 本校教員による輪講「これがサイエンスだ」は、2つの点で生徒に影響を与えた。１つは、普段の授

業ではあまり知ることができない教師の専門について知ることによる教師を見る目が変わること、

もう１つは日頃の授業からあまり離れない位置にある事例を見ることにより、授業で教わっている

内容がどう応用されているのかがわかり、身近なものに感じられることである。理系進学者漸減の

対策として始めた本講座であるが、「頑張れば手の届く」範囲の内容にとどめていることが、「す

ぐに消える興味」ではない興味を与え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、それが「当たり前

のこと」という雰囲気ができ始めている。英語以外の科目でも「英語のプレゼンやレポートもOK」

という授業が始まっている。 

 

 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、今年度重点枠で実施したWaISESの影響は大きかった。ホスト校として国際シンポジウ

ムを開催することの、教育効果の大きさを実感している。 

 

 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。今年度重点枠で実施したWaISESは、ネットワークづくりに大きな

意義があった。 

 

 教材や教育方法を整理し見直すきっかけになった。今年度から実施した「これがサイエンスだ」は

、生徒への効果もさることながら、気軽に同僚の授業を覗くことができるという効果をもたらし、

学内の授業メソッドや教材の共有に大きな効果を与えた。SSHの講義に必ずしも専門家が必要なわけ

でもないことを認識した。 

 

(ウ) 学校の変化 

 SSHプログラムにより学校が活性化した。いくつかのプログラムは年中行事化して生徒に受け止めら

れている。プログラム応募の競争率も上がり、選抜に苦労している。 

 

 国際交流が特別な事でなくなり、海外生徒をゲストとして受け入れることの違和感がなくなった。

国際交流プログラムに参加希望する生徒も大幅に増え、テレビ会議も特別なことではなくなった。 

 

 SSHプログラム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わかっ

ている。 

 

 子供科学教室・川プロジェクト・市民大学講師等を通じ、地域における科学教育の文化拠点となり

早稲田大学本庄高等学院 22～26 
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SSH成果の社会還元・普及がなされている。 

 

 ② 研究開発の課題   

 次年度はSSH指定の最終年度にあたることを考え、以下の点に留意した展開をしなくてはならない。 

 

 科学的好奇心を活性化する取り組みとして行った「これがサイエンスだ」は生徒への影響のみなら

ず、教員間の教育メソッドや教材の共有に効果が高いことが分かった。これを充実させるとともに

、レポートや論文に活かすスキルを高めることを目的として「これがデータ分析だ」を開講する。

また、端緒についた「大久保山学」の充実を図る。 

 

 今年度ほとんど進行させることができなかったポートフォリオシステムの運用を開始する。 

 

 昨年実施できなかった、地域連携における「産」の導入を図り、「産官学」連携した教育プログラ

ムを検討する。「学」は本庄学院である。具体的には、地域企業を巻き込んだ科学プログラムの充

実を図る。また、マイクロ水力発電プロジェクトにも、企業の協力を仰ぎ、実用化を目指す。 

 

 NJCとの連携では、「国を超えた共同研究の在り方」を改めて両校で検討したうえで、共同研究テ

ーマの再検討を行う。 

 

 教育プログラムに対する評価方法の検討を深める。 

 

 特にWebによるSSH成果発信のため、コンテンツを充実させる。特に「図鑑」「博物館」「クイズ

」など、Webを用いた教材の可能性を探る。 
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１．平成 25年度研究開発の課題 
1.1 事業題目と事業の方法 
 平成 25年度は、1.1.1の事業題目を掲げ、1.1.2で紹介する事業の方法に従って本事業を展開した。 

 

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 

過去の SSH指定期間における反省と収穫、および 2011年度 3月 11 日の東日本大震災および福島原子力発電

所事故から得られた科学教育への要求を分析し、これからの中等科学教育の方向を考える。同時に、教育のグ

ローバル化・国際化の流れを踏まえた科学教育プログラムの開発・普及を行うとともに、教育効果の評価方法

の開発を行う。大学全入の附属高校として、高大接続の可能性を検討する。 

具体的には、次の項目を柱とする。 

① 科学的好奇心を活性化するプログラムの開発 

② 探究活動を継続発展させるためのポートフォリオシステムの開発 

③ 多様な連携プログラムの開発発展 

④ 海外での研究発表とその教育効果の分析 

⑤ SSH成果の普及・敷衍 

⑥ 教育効果の評価システムの開発 

 

1.1.3 研究開発の実施規模 

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

行う。 

 

1.2 実践結果の概要 

1.2.1 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

（ア）地域の特性や環境を活かした問題発見型教育活動の試み 

中高接続のギャップを埋め、生徒たちの科学的好奇心を喚起するとともに、発見した身近なテーマを探究す

る道しるべとなることを目的として、キャンパスや近隣地域の環境を利用したアクティビティ「大久保山学」

を開始する。この活動では、様々な教員がそれぞれの専門領域から「科学的」に探究する姿勢を教えることと

なる。例えば、1 年次「生物」では植生や動物の生態系の調査を行い大久保山の環境の理解につなげる、2 年

次「物理」では放射線量の分布を調査し、放射線に対する正しい理解につなげる、といった展開が考えられる。 

生徒の活動成果は②で述べる「ポートフォリオ」に記録するとともに、担当教員が確認を行い、適宜アドバイ

スを行う。 

 

（イ）最新科学の情報に触れる機会を増やす試み 

 最新科学に関する情報や研究生活の様子を知ることは科学への興味を喚起することにつながるのみならず、

キャリア教育・進路指導にもつながる。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。研究室等の訪問を行う場合もある。 

 現在まで、毎年 6 月頃に理工系研究室訪問を理工系希望者に対し、12 月にキャリア教育プログラムである

ウィンターセミナーを実施している。今後は、このことに加え、大学教務部・理工学術院と連携の上、理系進

学者を増やす試みの検討を早急に行う。 

 

（ウ）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 
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中高接続のギャップを埋める試みとして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

時代の学習が国数英に偏り、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。 

入学直後から 1 学期にかけて中学理科の知識を補う補講を、毎週 1回放課後を利用して行うとともに、この試

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。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。 

 

1.2.2 探究活動を継続発展させるためのシステムの在り方の研究 

（ア）生徒の探究活動を継続的に記録するポートフォリオシステムの開発 

 生徒が例えば①（ア）で述べた在学中 3 年間にわたる「大久保山学」に関してフィールドワークから始まる

多様なアクティビティの成果を随時保存しておくことは、自分自身の探究活動の向上に役立てるとともに、教

員が生徒の活動を把握するために有効である。そのことは教員による生徒一人一人の活動の理解につながり、

ひいては指導要録や調査書の記載に役立てることができる。 

このような目的から、生徒自身の探究活動を継続的に記録するポートフォリオシステムを早稲田大学の教育

ポータルシステムである CourseN@vi の中に構築する。このシステムの運用状況の分析を行い、次年度以降シ

ステムの改良に役立てる。 

 

（イ）高大接続のギャップを解消する試み 

本学院は大学附属校であり、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。大学進学後を

見据えた教材展開は、ある程度高度な内容になるが、このことは結果として生徒の探究内容を論文等の成果物

にする際の理論的裏付けとなる。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。 

試験・レポート・アンケート等による評価を行う。 

 

（ウ）クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

 探究活動を継続し発展させるためには、特にそのモチベーションを持つ生徒に対して、望む活動が自由にで

きる環境を整備することが必要である。このためには、クラブ活動や特別プロジェクトにおける課外活動とし

て、適切な指導の下、必要な時間がかけられ、機材が使える環境を与えることが必要である。 

この取組の過程を通し、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。成果においては、積極的に外部評価を得る機会（JSEC 等コンテスト・外部発表の機会）を与えるものと

する。 

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。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。 

 

1.2.3 多様な連携プログラムにおける教育効果の研究 

（ア）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。25 年度は 24 年度に行った河川調査・市民総合大学講師・地域小

学生への指導の他、教員同士の環境教育に関する連携や地域企業との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。 
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 このような連携活動における教育効果と生徒への影響を、⑥で述べる評価シートを用いて分析する。 

 

（イ）海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 23 年度コア SSH 事業として行った SEES の後、生徒の大きな変化が認められた（平成 22 年度 SSH 研究開発

実施報告書第 2 年次記載）。海外の生徒たちとの交流プログラムに参加することは少なからぬ教育効果がある。

このときは、関わった生徒が多かったため、一人一人の獲得したものの和として際立って見えたと考えられる。 

 シンガポールの NJC とは前述のように共同研究を軸にした有機的で継続的な交流を行ってきている。両校を

相互訪問して行う Exchange Programme が継続されており、国際交流における科学教育の在り方の事例研究と

して教育効果の分析を行う。本学院国際交流のもう一方の軸であった台湾高瞻計画校との連携プログラムは

24 年度に目立った成果を上げることができなかった。姉妹校である台中一中との連携を軸に、改めて方向性

を検討する。 

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⑥で述べる評価シ

ートにより追跡調査する。 

 

1.2.4 海外での研究発表活動における教育効果の研究 

（ア）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る点の１つが、科学英語表現の指導である。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限界がある。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。24 年度は、同キャンパス内にある大学院留学生との連携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。 

 英語表現力の評価については、今まで同様積極的に海外連携プログラムや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。 

 

（イ）SSH成果の対外的な報告と評価 

 生徒の研究成果は適切な評価とアドバイスを得るために、積極的に外部発表の機会を求めなくてはならない。

国内における成果発表の機会を利用することはもちろんのこと、可能な限り海外における成果発表を行うこと

により、多様なアイデアや評価を得る機会としたい。これらの成果発表の場に参加することによる教育効果に

ついて分析を行う。 

 25 年度は国内では SSH 生徒研究発表会・交流会・JSEC 等、国際高校生学会として Shizuoka-Kita 

International Science & Engineering Fair・Japan Super Science Fair 等を予定している。 

 

1.2.5 SSH成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究 

（ア）本学院主催 SSH 報告会の実施・成果報告書作成 

 本学院主催 SSH報告会を実施し、本学院 SSHプロジェクト全体に対する評価とアドバイスを得る。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。 

 また、1年間の成果を報告書にまとめ、公開する。 

 

（イ）Web教材の作成 

生徒が、学校での学習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。 

ネットワークと Webを利用した科学教育の可能性を探る。 

 

（ウ）連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍 
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 「河川調査プロジェクト」は連携先を広げ、大きな活動となりつつある。特に、24 年度から開始された小

学校との連携において、総合学習の年間講師を務めている。河川環境調査や環境改善活動を軸としたこれらの

連携活動を継続するとともに、25年度は 24年度に開始したマイクロ水力発電を実用化し、エネルギー環境改

善において成果還元できることを目指したい。 

 参加している生徒に対する調査はもちろんであるが、関連する地域・機関への調査を行い、この連携活動の

影響を調査する。 

 海外連携先である NJCとの活動においても、生徒交流活動の一方で、教員間の連携を深め、国際的な科学教

育を考えるネットワークづくりの検討を行いたいと考えている。 

 

（エ）子供科学教室の実施 

 例年行ってきた子供向け科学教室は少しずつ地域を拡大しながら、今に至っている（24 年度は本庄市・群

馬県六合・小笠原母島で実施）。また、22 年度より生涯教育を目標とする市民総合大学の講師を生徒が務め

ている。このような試みは地域における科学教育推進はもちろんその目的の１つであるが、アシスタントとな

る生徒が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。今年度は市民に対して、放射線に関する理解を深める機会も提供したい

と考えている。 

 受講者とその保護者に対するアンケート調査を行う。 

 

1.2.6 教育効果の評価システムの研究 

（ア）教育効果の評価方法の検討 

 教育効果を評価するために用いる主たる手段であるアンケートにおいて、ルーブリックチャート・因子分析

等の手法を用い、より定量的・客観的な評価ができるような方法の検討を行う。 

 

（イ）授業・教材の評価とその結果を共有するシステムの検討 

 教員の授業や教材の改善に資することを目的として、他教員による授業・教材の相互評価結果を共有し、フ

ィードバックできるシステムの構築を行う。 

 具体的には、教員間の相互授業参観をオープン化するとともに、授業・教材の相互評価結果を共有・可視化

できるシステムを早稲田大学の教員ポータルシステムである CourseN@vi に構築する。 

 このシステム運用の反省を行い、次年度以降の改良に活かす。 

 

1.3 平成 25年度 SSH実施事項一覧1 
 以上の事業計画に従って本年度実施された科学教育関連のプログラムやイベントの主なものを以下の一覧

表にまとめる。 

 
月 事項 

3～

4 

4/25（木）SSH特別講義「水中ロボット」、東京大学研究員増田殊大氏 

4/26（金）河川調査班第 1回ミーティング（始動） 

5 
5/8（水）藤田小で第 1回講義（「科学と算数に親しもう ～数当てゲーム・目の錯覚～」） 

5/29（水）台湾国立台中第一高級中学来校・交流 

6 

6/5（水）藤田小で第 2回講義（「河川調査に関する諸注意」「パックテストの使い方」） 

6/9（日）足尾巡検 

6/10（月）WaISES説明会（バディ・スタッフ募集要領） 

6/11（火）SSH特別講義、第 1回「これがサイエンスだ！」～ゲーム理論～ 

6/12（水）藤田小と合同河川調査（小山川・元小山川） 

6/15（土）早稲田大学理工 3学部研究室訪問 

6/19（水）藤田小で第 3回講義（「河川調査からわかったこと」） 

6/20（木）WaISES第 1回生徒ミーティング 

                                                      
1 詳細は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm で閲覧可能 
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6/22（土）日本水環境学会関東支部による「水環境奨励賞」授賞式 

7 

7/5（金）小笠原研修説明会 

7/8（月）南三陸研修説明会 

7/9（火）SSH特別講義、第２回「これがサイエンスだ！」～トポロジーの世界～ 

7/11（木）シンガポール研修説明会 

7/20（土）子供科学教室 

7/27（土）～29（月）南三陸研修 

8 

8/3（土）～6（火）静岡北科学技術フォーラム（SKYSEF）2013 

8/6（火）放射線課外授業（於首都大学東京）、東大准教授飯本隆志氏 

8/8（木）シンガポール研修ミーティング 

8/10（土）～16（金）シンガポール研修(Waseeda-NJC Exchange Programme) 

8/16（金）～20（火）日台科学教育交流シンポジウム SEES2013 

8/24（土）夏休み子供科学教室（本庄中央公民館主催） 

8/25（日）WaISES国内参加校事前研修会 

8/26（月）水力発電班、早稲田大学宮川研究室訪問 

8/27（火）～9/1（日）小笠原研修 

8/31（土）～9/1（日）水中ロボットコンベンション 

9 

9/11（水）藤田小で第 4回講義 

9/13（金）NJCとのテレビ会議 

9/18（水）SSH特別講義、第３回「これがサイエンスだ！」～本庄キャンパスの炭素循環を探る～ 

9/21（土）SSH特別講義「AR（拡張現実）を活用した学習コミュニティ創造の可能性」、中京大学宮田義郎教授 

9/27（金）SSH特別講義「放射線測定器について」、アドフューテック（株）山田隆志氏・福原隆宏氏 

10 

10/19（土）マイコン研修会、ルネサス（株）鹿取祐二氏 

10/21（月）・23（水）SSH特別講義、第４回「これがサイエンスだ！」～質量はどこから来た？ノーベル物理学賞

解説～ 

10/23（水）藤田小との合同河川調査 

10/30（水）藤田小で第 5回講義 

10/31（木）WaISESスタッフミーティング 

11 

11/1（金）～7（木）NJC生徒教員が本庄学院訪問(NJC-Waseda Exchange Programme) 

11/3（日）4（月）MAKER FOIRE 出展（水中ロボット）（於日本科学未来館） 

11/4（月）SSH課外講義「科学の最前線、超電導を体験しよう」 

11/7（木）～12（火）Japan Super Science Fair 

11/9（土）10（日）サイエンスアゴラ出展（放射線教育について）（於都立産業総合研究所） 

11/13（水）福島県石川町巡検（岩石調査） 

11/19（火）SSH特別講義、第５回「これがサイエンスだ！」～πからの数値解析超入門～ 

11/20（水）SSH成果報告会 

12 

12/7（土）8（日）JSEC（於日本科学未来館） 

12/10（火）SSH特別講義「クルマは如何に人間に近づけるか？」、日産自動車篠原哲氏 

12/17（火）～22（日）WaISES 

12/25（水）親子科学教室（中之条町役場六合支所）・第 1回高校生による島嶼科学交流会（於清真学園高等学校） 

1 1/10（金）学内 SSH運営指導委員会 

2 

2/5（水）藤田小で第 6回講義 

2/9（日）稲門 Jr科学研究発表会 

2/12（水）藤田小で第 7回講義 

2/17（月）SSH特別講義、第６回「これがサイエンスだ！」～暗号・人工知能・データ圧縮・誤り訂正～ 

2/19（水）卒業論文報告会 

3 

3/15（土）本庄市民シンポジウム 

3/21（金）サイエンスエッジ（於つくば国際会議場） 

3/23（日）関東近県合同発表会 

 

※受賞 

 第 9 回川の日ワークショップ関東大会グランプリ、1 年佐藤裕友・2 年清水皓裕・1 年尾林舞香、11 月 2

日～3 日の全国大会に参加 

 （社）日本水環境学会関東支部主催「水環境保全活動奨励賞」、早稲田大学本庄高等学院河川調査班（3

年川平みつる・藤井すみれ・筒井音羽・石原景太・浦野貴之・2 年清水皓裕・1 年佐藤裕友・尾林舞香）、

藤田小学校との連携活動を通しての本庄市内小山川・元小山川河川環境調査、環境改善教育に対する評価 
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 （社）日本水環境学会関東支部主催「水環境研究奨励賞」、早稲田大学本庄高等学院堤彩香（現早稲田大

学 1 年生）、論文「河川堰の存在と水質（溶存酸素濃度）の関係」への評価 

 JSEC 審査員奨励賞、「自律航行ができる無人型潜水機（AUV）の開発と水底堆積物のγ線量測定」、1

年斎藤喬介・白石篤至・辻雄太 

 JSEC 佳作、「日本の小河川環境に適した小型水力発電機の開発」、3 年藤井すみれ・萬羽里映 

 

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 科学的好奇心を活性化するプログラムの開発 
2.1.1 放射線への正しい理解につなげる教育の継続 ～歴史教育としての放射線教育～ 

１．はじめに 

本学院では、放射線に関する教育として 2 年次に履修する「物理基礎」で線種や透過力、半減期などの物理

的な側面からの教育を行っている。これは、新聞に書かれていることが読み取れるようになることを目指して

設定してきた経緯があるためである。 

しかし、放射線教育は、単に物理的な側面だけではなく、歴史教育としての重大な側面を持っている。その

歴史は、破壊という鮮烈なデビューから始まるが、その後はエネルギー開発という流れに乗り、正の遺産とな

りつつあった。しかし、アメリカ、旧ソ連、日本で原子力発電所の事故が起き、世界的な環境問題に発展して

いる。このように人類史上に多大な影響を与えている放射線の歴史を正確に学習するためには、物理的な側面

だけを理解しているのでは不十分であり、理科と地歴科、公民科などの連携が必要であることは論を待たない。 

そこで、唯一の被爆国であり、かつ原子力発電所の事故を起こしてしまった日本で生活する人間としての放

射線リテラシーを模索するために、第 2 次世界大戦中の原子爆弾開発をめぐる日本の動きや、1953 年のアイ

ゼンハワー元米大統領の国連での「原子力の平和利用(Atoms for Peace)」と題した演説後の、日本の原子力開

発の歴史を授業に盛り込み、放射線が作ってきた人類の歴史を考えさせることにした。 

 

２．教材の開発   二号研究 

 第 2 次世界大戦中に日本が陸軍（二号研究）、海軍（F 研究）別個に原子爆弾の開発をしていた事実は、多

くの資料で証明されている。しかし現在、高校のどの教科でもこの事実は取り上げられていない。原爆を投下

したアメリカだけが原爆の開発を行っていたという間違った認識をさせてしまう恐れがあり、当時の世界の様

子を正しく伝えられない可能性がある。 

 しかし、そのことを授業で扱うには、歴史家たちが確認した資料に基づいて授業案を作ることが必要であり、

雑誌などの断片的な話を積み重ねたものではいけないと考えていた。この構想は 4 年ほど前から考えており、

折をみて資料集めを行っていた。 

 陸軍が理化学研究所に委託して開発していた原子爆弾の歴史は、1979 年に読売新聞福島県版で取り上げら

れて以来、何度も報道され 2006 年にテレビ朝日が報道１）し、多くの人の知るところとなった。しかし、まと

まった資料は公開されていなかったため、われわれ一般市民がその資料にたどり着くには大変な労力を要した。     

そこで本学院教員と協力者は、当時ウランやトリウムを採掘したとされている福島県石川町に何度も足を運び、

当時学徒動員でモナザイトやサマルスキーなどを掘らされていた本人にお会いすることができた。そのかたの

証言から、採掘現場に行くことができ、そのズリ（採掘した岩石のくず 図１）を分けていただくことができ

た。その岩石を早稲田大学教育学部地球科学教室に持ち込み、成分を分析した結果、まさにその成分中に当時

理化学研究所が探し求めていたウランやトリウムがあることを確認することに成功した。 
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図１ 動員学徒が採掘したズリ 図３ 岩石の電子顕微鏡写真 表１ 分析結果（成分含有率） 

                          

 図２は、岩石に電子線をあて、検出された X 線のエネルギーから、成分を分析した結果である。その結果を

表にまとめたものが表 1 である。図３は原石の電子顕微鏡写真である。 

 この結果より、O、Si、P、Ca、Fe とともに Th が検出されていることがわかる。モナザイトの組成は、化

学組成(Ce,La,Nd,Th)PO4 であり、カッコ内の重金属はすべてが含まれていることもあるが、トリウムが入っ

ている場合は他の重金属が含まれていない場合もある。このことより、この岩石はモナザイトと同定すること

ができた。この岩石以外にもジルコンがみつかり、ウランが含まれていることも確認できた。 

 このウランもトリウムも岩石中に含まれる割合は極少量で、授業で使用してよいとされている 7000Bq をは

るかに下回るものであったため、ズリ自体を教材として扱うことにした。この採掘現場に近い私立石川中学（当

時）には、戦闘機から弾が撃ち込まれ、先生がなくなっているという事実がある。私たちが採掘しているその

時に、上空には自衛隊の飛行機が飛び、当時飛行機の音に怯えながら穴を掘り続けた学徒たちの心境を察する

ことができたような気がした。 

 
図２ X 線スペクトル 

 このズリとともに教材として重要なものに当時の資料がある。2013 年秋には運よく、石川町立歴史民俗資

料館において、「ペグマタイとの記憶-石川の希元素鉱物と『二号研究』のかかわり-」と題する特別展が開か

れていた。そこには、当時の軍部の文章や町の写真などが展示されており、本物の資料を目にすることができ

た。その時、同資料館が精力的にまとめた冊子「ペグマタイとの記憶-石川の希元素鉱物と『二号研究』のか

かわり-」２）を同町役場で頒布していただいた。この冊子は 270 ページにわたり石川町の希元素区物採掘の歴

史と原爆開発の歴史とがまとめられている。この本 1 冊に私たちが 4 年間かけて集めた資料すべてが網羅され

ていた。 

元素 質量濃度 原子数  

    [%] 濃度[%]  

O K 34.59 77.98  

Si K 7.23 9.29  

P K 2.27 2.64  

Ca K 1.29 1.16  

Fe K 0.98 0.63  

Th M 45.03 7.00  

U M 8.61 1.31  

    

ﾄｰﾀﾙ 100.00   
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 この冊子と、テレビ朝日のアーカイブにある「幻の原子爆弾開発」と、動力炉・核燃料開発事業団が昭和

29 年から 34 年にかけて国産の原子力発電用燃料であるウランを発掘調査した東濃のウラン鉱（図５）を資料

として、本年度は授業を構成した。 

 

３．授業構成 

今回行った放射線に関する授業は、３時間であり、授業

をする前に宿題として公益財団法人日本科学技術振興財団

発行の「放射線って何だろう」３）を読ませ、課題プリント

を解かせておいた。 

授業構成 

1 時間目 教科書と「放射線って何だろう」を使用した物

理的な側面からの放射線教育 

2 時間目 はかるくん（放射線測定器）および特性実験セ

ット４）を使用した実験 

3 時間目 福島原発からの放射線飛散状況と本庄市近辺の実測データに基づく線量の現状、および第 2 次世界

大戦の時の日本軍の原爆開発の歴史をもとにした、人間の倫理観や今後の電力政策を含めた核の利

用に対する討論 

  

４．生徒の討論 

 原子力開発や放射性物質を扱う人間の倫理観に関しての討論では、同学年に福島県出身の生徒もいることも

あり、慎重論が主たるものであった。この授業を行う前月に政府内でも原子力再稼働に関して意見が分かれて

いるとの報道があり、最終処分方法が決まっていない核廃棄物の問題を棚上げにして再稼働や増設などを行っ

た時の心配をする声が多かった。しかし、一方では日本経済や世界経済の今後を考えると「つなぎ」としての

エネルギーは必要で、新エネルギーが開拓されるまでの使用はやむを得ないとの少数意見もあった。 

  

５．おわりに 

今回の授業は「物理基礎」の一環として行った。知識を教える授業では新聞や報道が理解できるようにさせ

ることを念頭に授業を進めた。歴史や倫理観を扱う授業では討論の形式をとったが、最終的な正解が出せない

討論であり、テレビでの話題になった白熱授業のようなオープンエ

ンドの授業であった。この形式の授業は物理の授業ではなかなかで

きないため、授業者が不慣れなこともあり、的をえた質問や話題を

提供することができなかったという反省が残る。しかし、放射線に

関してはどの生徒も自分のこととしてとらえており、健康面や生活

面へどのような影響が出るのかに高い関心があることがわかった。

加えて、多くの生徒は原子力の安全性に疑問を持っており、汚染水

の問題で顕在化された核廃棄器物の問題に大きな関心があること

もわかった。 

今後は本年度の授業をもとにし、何のために何を討論させるかを

明確にし、授業者がファシリテーテーとしてふるまえるよう事前準備をしておく必要性を感じた。 

 

１）ザ・スクープスペシャル 幻の原爆開発計画 

http://www.tv-asahi.co.jp/scoop/update/toppage/060806_010.html#movie 

２）ペグマタイとの記憶 石川町教育委員会発行 平成 25 年 8 月 30 日 

３）公益財団法人日本科学技術振興財団 放射線って何だろう 

  http://www.radi-edu.jp/siryos/detail/haifu 

４）はかるくん 一般財団法人 大阪科学技術センター 

https://hakarukun.go.jp/ 

 

2.1.2 課外講義「これがサイエンスだ！」 

１．背景・目的 

我々は今年度より「これがサイエンスだ！」（以下，本講義という）と銘打った課外講義を実施した．本講

義を設置した背景は，1) 理系進学者が漸減していることを各方面から指摘されたこと，2) 日頃の授業と関連

がある課外講義を設計したかったこと，の 2 点である． 

 
図５ 東濃（岐

阜県）産のウラン含有岩石 
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1) 本学院では 1 年次に理系進学を希望しているものの，3 年次の理系選択時，または学部選択時までに理系

進学への動機付けが薄れてしまうことが見られ，志望者が漸減している．その原因はさまざま考えられるが，

まず我々は 1 年次から理系進学についての意識づけをする必要があると考えた． 

 

2) これまで SSH のプログラムとして課外講義を実施してきたものの，それらに系統性や一貫性に欠けるとい

う指摘を受けた．特に日頃の学習と大学での研究との橋渡しを意識したものが必要であると我々は考えた． 

そこで我々は「勉強の先の科学を！」をキャッチフレーズに，主に 1 年生を対象とした本学院の教員によるリ

レー講義を実施することとした． 

 

２．検討事項 

（１）1 年生を対象とした講義によって，理系進学への意識を持続させることができるか 

（２）授業との関連を意識した課外講義を実施することで，理系への興味が増すか 

（３）本学院の教員（非常勤講師を含む）が講師となることのメリット 

（４）本講義の運営方法 

 

３．本講義の実際 

 本講義は本学院の教員が順番に講師を務める．テーマは講師となる教員の専門分野を基本とする．参加対象

は理系進学を希望する 1 年生とした．勿論，2, 3 年生の参加や理系進学希望をしない生徒の参加も認める． 

 

（１）講義内容 

回次 タイトル 日時 講師 

第 1 回 ゲーム理論 6/11 放課後 数学科非常勤講師 

第 2 回 トポロジーの世界 7/9 放課後 数学科非常勤講師 

第 3 回 本庄キャンパスの炭素循環を探る 9/18 放課後 生物科非常勤講師 

第 4 回 質量はどこから来た？ノーベル物理学賞解説 10/21, 23 始業前 物理科教諭・数学科教諭 

第 5 回 πからの数値解析超入門 11/19 放課後 数学科教諭 

第 6 回 暗号・人工知能・データ圧縮・誤り訂正 2/17 放課後 数学科非常勤講師 

 

（２）講義の様子2 

第 1 回，第 2 回のゲーム理論，トポロジーの講義では，高校数学では扱わない分野であるため，生徒の目に

は新鮮に映ったようである．特にゲーム理論は社会科学にも応用されるということで，受講者が多かった．第

3 回炭素循環の実習では，生物で光合成を扱い教科学習に関連したタイムリーな話題であった．さらに本学院

の広大な土地を活かしたものとなった．第 4 回ノーベル賞解説は，社会的にタイムリーな話題であるヒッグス

粒子についての解説を行った．特に早稲田大学にヒッグス粒子の研究をしている先生がいることを本学院の教

員が語ることで，研究が身近に感じられる点が効果的であった．第 5 回数値解析では，円周率πの近似という

代数的問題を，確率や級数という数学の中での異なる分野を用いて議論する様子を見たことが印象的であった

ようである． 

 

４．考察および展望 

 先に述べた検討事項について議論するために，我々は参加生徒および教員へ質問紙調査を実施した． 

 

（１）1年生を対象とした講義によって，理系進学への意識を持続させることができるか 

参加生徒に対し，2013 年 4 月時点と 12 月時点では進路をどのように考えているのかを調査した．特に 1

年生の結果について，次の表のとおりである（回答数 27）： 

実施前＼実施後 理系志望 迷っている 文系志望 計 

理系志望 13 名 3 名 0 名 16 名 

迷っている 1 名 8 名 0 名 9 名 

文系志望 1 名 1 名 0 名 2 名 

計 15 名 12 名 0 名 27 名 

                                                      
2 講義の様子は本学院 HP 上にも掲載されている．http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm 



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４年次 

 

 17 / 89 

 

 

 

これより 1) 理系志望者が受講し，そのまま理系に進学しようと考えている3，2) 文理で迷っている生徒に

対して，本講義が理系進学へ促すきっかけになっているわけではない4，ことがわかる．これから我々の目的

は達成できたこととなる．それを踏まえ今後は，進学に迷っている生徒が理系への意識を強めるための内容や

本講義の運営方法（（４）にて述べる）を検討したい． 

 

（２）授業との関連を意識した課外講義を実施することで，理系への興味が増すか 

生徒の感想では「新しい数学の考え方に触れられた」，「科学が役に立つことがわかった」などの声が多か

った．授業ではそれぞれ別の話題として語られるものを「串刺し」にしたり，新しい考え方に触れるような講

義を設定したりすることで生徒の興味を喚起させやすいだろう．また第 1 回のゲーム理論にもあるように，社

会科学系の話題を積極的に取り入れてもよいだろう．「科学に対する興味が増したか」という問には，生徒ア

ンケート回答者 56 名のうち 52 名のが「はい」と回答した． 

 

（３）本学院の教員（非常勤講師を含む）が講師となることのメリット 

教員へのアンケートから，1) 生徒と距離を近く，タイムリーな話題を話すことができる，2) 教員相互の研

修の場ともなりうる，3) 非常勤講師によって現在進行形の研究を語ることができる，という利点がある． 

 

1) 本学院の教員が本講義を担当することで，生徒らがどのようなことに興味があるのかをタイムリーに知る

ことができる．つまり効果的な講義の設計が可能となる．講義を聞いてさらに発展的なことを知りたくなった

生徒に対して，事後のフォローがしやすい．それにより卒業論文や SSH の課題研究に深みを持たせる可能性

をもっていると考えられる． 

 

2) 教員のアンケートでは負担感を感じずに授業見学ができるという声があった．教員が講演者となることで，

どのようにわかりやすく伝えるか，興味を引き付けるかを考えることでスキル向上が望める．聴講した教員に

とっては，負担感を感じずに授業見学ができ，他教員の生徒対応やアクティビティの入れ方に刺激を受けるこ

とができる．また数学科主催の講義に社会科の教員が参加するなど，本講義が教科を越えた連携ができる機会

となりうる可能性ももっていることがわかった．これらより本講義が昨年文科省より指摘を受けた教員相互研

修の必要性への回答の 1 つともなるだろう． 

 

3) 本学院は非常勤講師が多いが，理科・数学科では早稲田大学の大学院生が非常勤講師となっている割合が

多い．そこで本学院の状況を知っており，現在進行形で研究を行っている非常勤講師から早稲田大学の学問を

語ってもらうことは，生徒に具体的な理系の研究を伝えるうえで非常に効果的である．さらに生徒へのアンケ

ートによれば，（早稲田大学の教授に次いで）研究者の話を聞きたいという生徒が多かった．そこで今後は研

究者の講義とそれを補足するための本学院教員からの講義という 2回 1セットの連続講義という形を模索する

ことも面白いだろう． 

 

（４）本講義の運営方法を検討する． 

本講義は放課後を中心に実施した．放課後に実施するというのは一般的なことであるが，本学院が附属校で

あるということから，生徒らは部活と本講義を天秤にかけるということがしばしばある．1 年生にとっては，

4～5 月のうちは参加しやすいだろうが，夏あたりを過ぎると部活での中心選手となり，参加しにくい雰囲気

があるだろう．そこで，試験的に始業前の時間帯の講義も行った．この時間帯は部活動をしている一部の生徒

にとっては，参加しやすいものであった．そこで同じ内容を別の時間帯に複数回実施したり，放課後以外の時

間帯で開催したりすることを模索したい． 

また，本学院はコース分けをしていないため，対象を絞って宣伝することが難しい．広く情報を伝達しなく

てはならない．実際，第 2 回以降の講義に初めて参加した生徒の中に，これまで本講義が実施されていること

すら知らない生徒も居た．今後は本講義の開催通知は，HR での連絡，ポスター掲示および当日の放送によっ

て行った．その結果参加人数は第 1 回からそれぞれ 61 名，23 名，7 名，18 名，13 名であった（第 6 回は本

稿執筆時点では未実施）．さらなる生徒の動員をかけるため，授業担当者からの宣伝や学期集会での宣伝など

                                                      

3 適合度の検定による． 01.,377.17)2(2  p　 ． 

4 適合度の検定による． 01.,668.12)2(2  p　 ． 
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を考えなくてはらない．生徒からのアンケートでも，「もっと宣伝が必要である」との声があった．これは講

義に満足した生徒からの本講義へのエールであると捉えたい． 

 

2.1.3 キャンパスを利用した科学教育の試み 

本学院は埼玉県本庄市の南の郊外にあり、「大久保山」と呼ばれる山が、学校の敷地となっている。そこで、

この地形を生かし、各教科が有機的に連携し、また生徒の実体験を生かした教育体制を模索している。これを

本学院では「大久保山学」と呼んでおり、新しい時代の教育のあり方として期待される。 

さて、一方で、本庄高等学院 SSHの目指す生徒像は、「身近なところにモチベーションを見出し、多様な連

携のもと、真に科学的な力を増強させる生徒」である。その生徒像を現実のものとするためには、まさに実体

験に基づき、いろいろな人と関わり合いながら、様々な教科で学んだことを活かせるようになることが重要で

ある。 

このように、学校全体が目指す教育方針と、本庄高等学院 SSH の目指す生徒像は、一致している。このこと

から、今後ますます学校全体の取り組みとして本庄高等学院 SSH事業が推進されていく見込みがある。 

さて、今年度は、「大久保山学」と「本庄 SSH」との関わりとして、以下の取り組みが挙げられる。 

 大久保山に自生する菌類（特にきのこ）の調査を行い、その結果を成果報告会にて発表した 

 大久保山の近くを流れる河川の水質調査を行い、その地域による特色などを考察した。 

 英語を用いた数学の授業を行った（シンガポールの姉妹校の来校時）が、これも「教科連携」という

意味では大久保山学の考え方に関連するものである。 

 SSH課外講義で、「大久保山の炭素循環」というテーマで講演会を開催した。 

さて、これによる効果であるが、一貫して、生徒の理解度の定着がよかった。というのも、実体験があり、

場合によって他者への説明の必要が生じるからである。また、自然に英語等を学習する必要も生じることも有

意義であると言える。 

このように、本学院の掲げる「大久保山学」は、今後ますます SSHとの連携を深め、効果を上げることが期

待される。 

 

2.2 探究活動を継続発展させるためのシステムの在り方の研究 
2.2.1 生徒の探究活動を継続的に記録するポートフォリオシステムの開発 

ポートフォリオとは、生徒の学習の成果物を蓄積し、教員で共有するものである。 

ポートフォリオについては、その教育効果を鑑みたとき、多くのコンテンツを蓄積することも必要であるし、

またできるだけ大勢の教員で情報を共有することも重要である。 

さて、今年度の成果についてであるが、コンテンツの蓄積、という観点では、情報科の授業で、成果物を多

く蓄積することができた。また、大勢の教員で情報を共有することについてであるが、これにはウェブなどの

コンテンツ作りが必要である。既に今年度は学校全体の会議でもその話題を共有し、前向きに進めている。 

本学院には既存の情報共有システムがあるが、ポートフォリオには直接対応していない。既に改善検討は進

めているが、具体的な進展に向けて、今後も準備を進めていきたい。 

 

2.2.2 高大接続のギャップを解消する試み 

①SSH 活動 OBたちとの連携システム 

 かねてより、本校在学中に深く SSH 活動に関わり、現在大学でさらに研究を深めている OB・OG たちと連携

を深め、必要な際に在校生への指導を仰いだりアドバイスが得られるようなシステムの必要性を感じていた。

趣旨に賛同してくれた OB・OG との間で ML と LINE のグループを作った。このことにより、以下のことが簡単

になると考える。 

 大学院生に対して TAや講師依頼のアンテナ・ネットワークが広がる。 

 本校の SSH事業の情報を流すことが容易になり、OB・OG たちの学校の活動に対する理解が深まる。 

 生徒の課題研究や進路に対するアドバイスが容易に求められる。 

 特に 3 番目の点については、大学生活や授業の情報が入りやすくなることにより、進路のミスマッチをなく

すことや大学生活への不安を解消する効果があるものと考えている。うまい運用を検討したい。 
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②大学との連携による、接続のギャップを解消する試み ～理工説明会および体験講座（6 月 15 日（土）10：

00～12：30）～                                                          

A．ヒューマノイドロボット、応用物理：橋本研究室、総合機械：高西、菅野、藤江、小林研究室、人数：約

25 

 ロボット関係 早稲田のヒューマノイドロボット。研究している先生及び大学院生から話を伺った。 

○これまでの早稲田のヒューマノイドロボットについてムービーや実物を見せながらの説明. 

○現在研究しているロボットや取り組んでいるテーマの説明. 

○ロボットのデモンストレーション(可能な範囲で).           

 ３グループに分かれて見学した。 

 

B. 応用物理学科、応用物理：大島研究室、約15名       

ナノ領域の電子について。電子に関する今までの大島研究室の幾つかの研究含む話題の後、電子の波動・粒

子のニ重性について説明。 

研究室には、真空、磁場、に関する実験装置、電子顕微鏡等他では見られない非常に高価なものもある。実

際の研究の現場を見学した。 

 

C．.建築学科、建築：古谷、長谷見研究室、約１５名 

10:30-11:15「設計スタジオでの模擬講義」（古谷先生、スタジオ見学も兼ねて） 

11:20-11:50「研究室訪問」（大学院生、古谷研究室） 

11:50-12:30「インスタントシニア体験」（長谷見先生、55号館アトリウム） 

高齢者などの擬似体験ができる用具、車椅子などで「70歳代後半の自分」、「身体障害社になった自分」な

ど、今の自分と違う人間を擬似体験することを通じて、これからの建築や都市をどのようにしていく必要があ

るかを考えるきっかけにした。 

 

D．環境資源工学科、所千晴研究室、約15名 

携帯電話などの小型家電を回収し、その中に含まれるレアメタルを含む有用金属を再資源化するための「小

型家電リサイクル法」がこの4月から施行されるなど、循環型社会を目指す動きは益々活発となっている。本

実験では、廃携帯電話を対象に、破砕および物理選別といった有用金属回収フローの前処理を模擬体験した。

具体的には、オリエントミルと呼ばれる破砕機により廃携帯電話を破砕した後、磁選や静電選別といった物理

選別法を利用して、各有用金属ごとに選別される様子を体験した。 

 

E．電気・情報生命工学科、石山、井上、宗田、岡野研究室 

E１．石山敦士（超伝導応用）研究室：約６名 

超電導・リラックス時の脳波（α波）を見てみよう！超電導を研究している研究室で、生体に関することを

超電導を用いて研究している。 

                             

E２．井上真郷（確率的情報処理）研究室：８名 

「醸(かも)すぞ～」をプログラムしてみよう！内容は，ライフゲームをC#というプログラミング言語で作っ

た。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。

プログラムは難しいところは予め作っておくことにして、一番重要な増殖，死滅のルールの部分をif文などを

組み合わせて作った。 

 

E３．宗田孝之（光物性工学）研究室：手のひらの静脈を見てみよう！、約６名 

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

ことを体験した。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

利用できるか考えた。 

 

E４．岡野俊行（分子細胞生物学）研究室：遺伝子を取り出して調べてみよう！、約18名 
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 PCRによる遺伝子の検出は、研究分野において日常的に行われる実験手法であり、犯罪捜査や親子鑑定、あ

るいは遺伝子診断などでも広く使われている。 動物のゲノムDNAから特定の遺伝子を増幅し、さらに、増幅

された遺伝子をアガロースゲル電気泳動法によって観察した。わずかな量の試料から遺伝子が増幅されるとこ

ろを体験した。 

 

F 生命医科学科、朝日研究室、約15名 

蛍光抗体法で可視化した細胞小器官と、遺伝子導入によって発現させたＧＥＰ付きタンパク質を実際に観察

する。生命科学系の研究で使用される技術を実際に体験した。ＴＷｉｎｓの施設見学。学科説明、本校卒業生

が案内。 

 

2.2.3 クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

①科学クラブの活性化について 

１．はじめに 

 初めて SSH に指定されてから、12 年が経った。本学院の SSH クラブ（科学クラブ）は、指定された

その年に創部し、これまでに 130 以上の研究や工作を行ってきた。 

 この間に蓄積した、ノウハウを生かし今年度も 8 つの研究を行った。その中には全国レベルの賞を受

賞する研究もあり、生徒たちのモチベーションも上がっているように見受けられる。本章では生徒たち

が研究する意義などをのべ、活性化につながる方策を述べたい。 

 

２．科学クラブの生徒に身につけてもらいたい力 

 本学院の科学クラブは実験をしただけ、ものを作っただけにならないように、必ず発表をすることを

条件に参加を認めている。 

 発表する機会は、教員が作ったり見つけてくるが、報告書やポスターは必ず生徒に作らせている。ま

た、本学院の教員だけでは知識不足で指導できない分野は、外部から講師を招き、研究内容を充実させ

るよう心掛けている。 

 このような環境下で行う研究は、なるべく生徒が自発的に探してきたものを大切にしているが、中に

は教員が見つけてきたテーマに参加者を募ることもある。 

 科学クラブで身に付けてもらいたことは、たくさんあるが、ひとつ挙げるとすれば、「未知の事柄を

追及する楽しさを味わってもらいたい」ことになる。 

 

３．発表の機会 

 研究している生徒が輝ける場面を設定することは、研究を続けるモチベーションを増幅させることが

できる。本年度は、生徒の研究内容やレベルに応じた国内外の発表を以下のとおり設けた。 

 シンガポール研修            7 月（英語） 

 SKYSEF 静岡北科学技術フォーラム    8 月 

 SSH 生徒研究発表会           8 月 

 SEES 日台科学技術シンポジウム      8 月（英語） 

 稲稜祭（学園祭）            9 月 

 Maker FAIRE TOKYO                   10 月 

 JSSF 日本高校生科学技術フェア      11 月（英語） 

 本庄高等学院 SSH 報告会        11 月 

 サイエンスアゴラ            11 月 

 JSEC 朝日新聞科学技術コンテスト     12 月 

 WaISES 早稲田国際科学技術シンポジウム  12 月（英語） 

 白梅科学コンテスト            12 月 

 稲門 Jr.早稲田大学付属系属高校研究発表会  2 月 

 サイエンスエッジ               3 月（英語） 

 REHSE 環境とリスクに関する自主研修活動    3 月  

 藤田小学校の総合的な学習の時間での講師    通年 
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４．今年度取り組んだ研究 

 本クラブは、いくつかの研究グループを作り、それぞれ別個の活動を行い、定期的に活動報告会を開

き、仲間の活動を知りお互いにアドバイスを送りあうことにしている。 

 本年度は以下の研究を行った。 

 近隣の川の生態系調査および水質調査 

 水中ロボットの製作 

 近隣の照射線量および岩石中の放射性物質の特定 

 雷の軌跡のシミュレーション 

 細管を通る音速の変化の研究 

 LEGO を使ったロボットコンテストへの挑戦 

 藻を発酵させ糖分を回収する研究 

 キャンパス内のきのこの生態調査 

 マイクロ水力発電機の研究 

  

５．生徒のモチベーションを高める方策 

 高校生が研究していくうえで、モチベーションの維持は大切な要因の一つである。本学院では、モチ

ベーションを高める方策を以下のように設定し実行している。 

 高度な専門知識を有した外部講師を招へいする 

 実験実習の環境を整える 

 適切な時期に発表の機会を設ける 

 他の高校生と科学を題材にした交流をする 

 論文を書かせる 

 見学など外部機関での研修をする 

 自分の研究が他人の役に立っているという実感をさせる機会を設ける 

   

最後に挙げたものは、具体的には子供向け科学教室や、小学校での講師、社会人大学校の講師などが

ある。これらは我々教員だけが計画して実施になったものではなく、近隣の NPO 法人の方や、公益財団

法人の方など地域の人々の助けがあってこそ実現したものである。 

 

６．生徒の進路 

 本年度は在籍していた科学クラブの 3 年生は男子 4 名女子 5 名であった。このうち男子は全員が理工

系に進学し、女子は 3 名が理工系に進学した。 

 

７．科学コンテストでの受賞 

 いくつかの研究が科学コンテストやコンペで賞を受けることができた。 

 JSEC 審査員奨励賞 「水中ロボットの製作と水底堆積物の放射線測定」 

 JSEC 佳作     「日本の河川環境に適した小型水力発電機の開発」 

 川の日ワークショップ関東大会 「グランプリ」 

 （社）日本水環境学会関東支部主催  「水環境保全活動奨励賞」 

 

８．今後の展開 

 本学院の文化系クラブの在籍者は、他の部活動と兼部しているものが多く、長い時間かけじっくりと

研究する生徒が少ないことが課題になっている。これまでの経験では、兼部をせずに集中して研究した

グループはよい成果を収めている。いろいろなことに目を向け、いろいろなことをしてみたいと思う気

持ちはもちろん尊重したいが、深い内容を追及する生徒も育てたいという気持ちも強い。そのためには、

教員がどのような支援体制を構築すればよいのかこれまで以上に方策を練る必要があると感じている。 

 

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

 本学院 SSH事業の継続プログラムの 1つである小笠原研修について報告を行う。 
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①日誌 

8 月 27日（火） 

9:00 竹芝集合。並んでいる人を見ていると行列が小さい。昨年一昨年は長蛇の列だった。小笠原の世界遺産

熱も一段落したのだろうか。実際に 2等船室は空席が目立つ。 

10:00 出航。 

11:00 ミーティングで明日の行動を確認。特に明日の「母島子供科学教室」の役割分担を確認。その後は、

自由。台風 15号の影響か、やや揺れが大きい。広い 2 等船室内は寝ている人がほとんど。 

8 月 28日（水） 

12:00 予定より 30分遅れて父島二見港到着。 

13:30 母島丸出航。ははじま丸桟橋で本庄市在住の T さんと再会する。T さんは母島の魅せられ、毎年この

時期に 2 週間、母島で時間を過ごす方であり、小笠原研修の際に何度かお会いしている。 

16:00 母島沖港到着。急ぎ、宿に荷物を置いた後、小笠原の民俗資料を集めたロース記念館見学。 

16:30 母島公民館で第 3 回母島子供科学教室開催。第 1 回である一昨年は 7 名、昨年は 3 名、今年は事前に

4 名と伝えられていたが、開始してみると直前の参加申し込みが多く、小学生 7名、保護者 3名、旅行者 1名

（成人）、観光協会 1 名の計 12 名であり、大変盛況であった。実験道具を 10名分しか用意しておらず、あわ

てて 2 名分を学院生たちの試作品でまかなった。今年度は「ドローディオ（Draw Audio)」を扱った。抵抗・

コンデンサー・IC・コイル・スピーカーを組み合わせて作る簡単な電気回路で、鉛筆でなぞった線の長さに応

じて異なった音程の音を出す。最初に学院生・参加者自己紹介の後、諸注意（「電池のショートに気を付ける」

「基盤に深く差す」等）を行い、抵抗値の見分け方、コンデンサーの役割等を説明しながら、参加者 1名に対

し学院生 1名が補助について、組み立て作業が開始された。組み立てたものがどうしても音を出さない、とい

う児童もいたが、基盤への差込が甘い場合がほとんどで、結果として全員、音を出すことができた。記念撮影

をして終了。 

夕食後、ミーティング。 

20:00 クラブ・ノアによる、ウミガメの生態に関するレクチャーと子ウミガメ放流活動参加。 

終了後、近くの海岸で星空の観察。照明が少ないため、見上げると文字通り満天の星空である。さそり座や北

斗七星などの有名な星座が眼前に迫ってくるようである。このような星空は到底内地では見ることができな

い。緯度が低いため、北極星の位置が内地と異なることも面白い。 

8 月 29日（木） 

6:00 散歩。小剣先山へ。一部生徒は卒論のためのシマグワの調査。 

9:00 母島の最高峰乳房山におけるワークショップ。長くこの日は、石門あるいは桑の木山でのオガサワラグ

ワの調査を行っていたが、「参加者全員に対して興味深い内容で、小笠原の自然環境の理解につながる内容の

方がいいのではないか」という考えから、今年度は初めて乳房山登山を計画した。 

この山は標高 463メートルであるが母島の小さな面積を考えると、かなり傾斜がきついことになる。膿が近く

急峻である地形から山頂付近は雲霧帯ができ、湿性高木林を形成している。乾性低木林が主な父島とは植生が

大きく異なる。登山の道中、小笠原のほとんどの固有植物を確認でき、さながら自然の植物園の様である。特

別天然記念物の母島メグロもそこかしこに見られる。 

傾斜がきついため標高 500メートル弱の山にしては、けっこう体力的に応える。生徒も教員も最初から汗だく

だくである。ガイドの茂木さん・柴崎さんが、見どころで質問形式で解説を行う。一方的に話す解説とは異な

り、これは結構効果的。体力的には厳しい登山であったが、視界が開けたところどころで絶景が広がり、歓声

が上がる。モチベーションも上がり、なんとか持ちこたえることができた。 

3 年生徒 2名は下山後、自分の卒業論文のための取材に出かける。 

19:30 夕食後、ミーティング。後、小笠原太鼓教室に参加、手ほどきを受ける。親しくなった地域の高校生

も来てくれた。 

8 月 30日（金） 

6:30 朝の散歩で月岡神社へ。境内で天然記念物のアカガシラカラスバトに遭遇。人が近寄っても逃げない。
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これではノネコに襲われるとひとたまりもないであろう。 

9:00 生徒が楽しみにしている、海洋生物観察の日。今年度の小笠原近辺は、水温上昇により赤潮が発生して

おり、水質の状況はあまりよくないとのことであった。加えて台風 15 号のうねりにより実施も不安視された

が、当日になってみるとうねりも少なく、なんとか実施することができた。近年は海水温の温暖化に伴う珊瑚

の白化現象の確認も内容に入れている。クラブ・ノアで諸注意の後、船で平島沖へ。 

平島沖で、水深 3 メートル・10 メートル・15 メートルと 3 つの地点で観察を行う。地域としてはすぐ隣であ

るが、それぞれの場所で大きく魚の様子が異なることに驚く。深くなると群落を作る小魚が現れ、それを狙う

大型魚も登場した。大きなエイやサメも近くを泳いでいる。 

14:00 母島出港。今年は仲良くなった地元の高校生二人と中三の女の子、科学教室に参加した子供たちと保

護者の方が見送りに来てくれた。大きくＷと書いたオリジナルの鯉のぼりを振って見送ってくれている。母島

とのお別れにはいつも涙してしまう。 

16:30 父島着 

18:50 夕食後、ナイトツアーに出発。天然記念物オガサワラオオコウモリの観察、グリーンペペの観察、東

京天文台の電波望遠鏡の見学、天然記念物のオカヤドカリとツノメガニの観察を行った。 

22:00 ミーティング、この日は宿に泊まる最後の夜となるため、連絡事項の他、本研修参加の感想や改善点

を述べてもらった。 

8 月 31日（土） 

 今日は、本研修ハイライトの１つである南島のワークショップ。 

8:30 南島は厳重な自然保護区であるため、靴底を洗ってから船に乗り込む。鮫池から上陸、一度高台に登り、

全体を見ながら、南島の成り立ちと植生の講義を受ける。その後、扇池のヒラベソカタマイマイの群落、アオ

ウミガメの赤ちゃんの死体、カメの産卵地の目印のところで解説を受ける。陰陽池を見た後、扇池で遊泳。 

この日は天候も良く、雲一つない青空で、コントラストの強い日光の下、扇池の真っ白な砂と青い海、周囲の

緑、陰陽池の赤い水の色彩的な組み合わせは、見る人にとって本当にインパクトの強い美しさであった。 

13:00 毎年定宿にしている民宿たつみのおばあちゃんと涙のお別れ。「あんたたちは本当に孫の様で…」と

涙ぐむおばあちゃんに、みんなもらい泣き。 

14:00 父島出航。今や小笠原観光における必須アイテムである見送りをしばらく見ながら、短かった小笠原

研修に思いをはせる。 

帰路、台風 15 号の影響が懸念されたが、船が大きく揺れることもなく、生徒たちは順調に船上生活を送った。 

9 月 1 日（日） 

15:30 竹芝到着、引率教員のコメントの後、解散。 

 

 このようにして今年度の小笠原研修は終了した。今年度のプログラムで例年と異なるものは、乳房山におけ

るワークショップだが、登山中で見られる絶景とともに小笠原の自然環境の特異性を理解する上では効果的な

のではないかと思われた。また、今年度は例年に増して、特に母島との交流の絆の深まりを感じることができ

た。子供科学教室には 12 名の方が参加して下さった。これは予想を大きく上回り、嬉しい驚きであった。一

人の生徒の卒業論文に関する取材活動がきっかけとなり、地域の方々、特に高校生・中学生と知り合うことが

できた。このことは改めて母島における本庄高等学院の活動を理解してもらうことに繋がった。 

 

②島を科学する「第１回 高校生による島嶼科学交流会」2013 年 12 月 25 日於清真学園高等学校 

生徒 3 名，引率教諭 1 名にて参加した．島に関する研修や研究についての各学校から報告，伊豆諸島を中心

のフィールドとしている科学者の講演があった． 

このような機会を通じて生徒らは，他校の研究に触れることでさまざまな視点で見ることや違う方向からの

調査をしてみたいと感じたようだ．特に交流会中には，生徒らは本学院と同様に小笠原諸島へ研修をした学校

の生徒とのディスカッションを活発に行っていた． 

 

③本研修の成果と期待 
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 小笠原研修は今回で 8 回目を数える5。SSH 校の中には小笠原を訪問している学校がいくつかあるようであ

るが、本学院の場合母島を活動の中心としていることが特徴である。回を重ねる毎に母島の人々との交流も深

まっていることを感じる。 

 この研修は参加者に多くの意義をもたらしているのであろうが、ここでは１つの成果を紹介したい。 

 2006 年に当時の特別枠予算のプログラムとして開始した小笠原研修は、2007 年に母島における固有植物の

観察をメインに実施し、2008 年から的をオガサワラグワに絞り、調査観察を行った。2009 年からはシマグワ

によるオガサワラグワの遺伝子汚染状況の調査観察に的を絞った。2010 年に、純粋種のオガサワラグワの葉

はきれいな心臓型であるが、シマグワや遺伝子汚染されたオガサワラグワの葉には切れ込みが入り、そのパタ

ーンが多様であることを発見した。このようなクワにおける異形葉性の性質は、クワを扱っている人には当た

り前の事であり、また「クワは異形葉性の性質が強い」ことが周知の事実であることを後で知った。とはいえ、

同じ樹のしかも同じ枝にさえ、多様な形の葉が存在することは我々の興味を引いた。クワの専門家に聞いたと

ころ「クワの異形葉性は当たり前のことであるが、それを調べた研究はないのではないか」ということであっ

た。私の専門は数学であるため、クワの葉の形に統計的な傾向が見つかると面白い、程度の興味から小笠原研

修における植物調査のメインをここに置くこととした。同時に、このテーマを卒業論文とした生徒と学校の近

くでも調査を行った。小笠原でも内地でも純粋種のクワには異形葉性が見られないが、養蚕用に品種改良され

たもの、交雑種、接ぎ木をしたものには切れ込みが発生することがわかった。しかも、1 つの葉に切れ込みが

1 つの場合もあれば、20 もある場合もあり、その差が激しいこともわかった。 

 2011 年、卒業論文のテーマとしてこのことを調査していた服部桃子は、同じ樹の中でも枝ごとに切れ込み

の数の傾向が異なることを発見した。2012 年、服部の跡を継いだ長谷川加奈は、枝の根元からの距離と切れ

込みの数の間に相関関係が見いだせることを発見した。 

 2013 年、長谷川の跡を継いだ筒井音羽は、品種ごとに切れ込みの数が異なることを考え、3 品種に絞って

長谷川の行った調査を継続した。その結果、若い枝（今年できた枝）に切れ込みが多いこと、同じ枝の中では

先端の葉に切れ込みが多いことを見出した。一方で、葉を顕微鏡で観察し、切れ込みの部分に透明なガラス質

の物質が多いことを発見した。東京大学物性研究所松田巌准教授のご協力により、この物質の分析が可能とな

り、プラントオパールであることが分かった。つまり、クワの成長過程で若い葉に蓄積された物質がプラント

オパールを形成し、これが葉の成長を部分的に阻害するために切れ込みが生じるというメカニズムの存在が浮

上した。この研究成果は、英語でジャーナルに投稿する予定である。 

 現在、顕微鏡による調査は切れ込みの最も多い「一之瀬」というクワの品種でしか行っておらず、筒井の跡

を継ぐ坂本玲が、他の品種の葉について同様の調査を行い、切れ込みの生じるメカニズムに対する仮説の検証

を進める予定である。 

 2010 年に素朴な興味から始めたこの研究は、方法もわからず資料もない中手探り状態で、ともすると途中

でやめてしまおうと何度も思った。それを思い留まったのは、何かわかることを信じて熱心に調査を進めた生

徒の情熱である。研究が受け継がれていく毎に少しずつ傾向がわかるようになってきた。2013 年度の筒井の

卒業論文は、その年の最優秀作品に与えられる卒業時の表彰6を受けることとなった。 

 このように、オガサワラグワの葉に対する素朴な疑問に対する研究を何年か継続したことで１つの成果にた

どり着こうとしているわけであるが、このことから得たことは、まったく行く末が見えないテーマでも長く時

間をかけて当たっていくとそれなりに見えてくるものだという実感である。 

 

2.3.2 Singapore National Junior College との連携プログラム 

 シンガポールの National Junior College とは 2007 年度に姉妹校協定を結び、以来双方を訪問し、それぞ

れで可能な先進的科学教育を施す Exchange Programと共同研究を軸として学術交流活動を継続してきている。 

 

①Waseda-NJC Exchange Programme(9/Aug.~16/Aug.) 

日誌 

8 月 9 日（金） 

 一部生徒が成田空港近くに前泊。 

8 月 10日（土） 

8:45 成田空港第一ターミナル集合 

                                                      
5 今までの歩みをWebサイトにまとめた。http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ogasawara/ogasawara.htm

を参照願いたい。 
6 該当作品なしで表彰のない年の方が多い。 
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10:00 離陸 

18:00 チャンギ空港着。ShanShan 先生・Goh 先生の出迎えを受ける。 

20:00 ドミトリー着。お弁当の夕食。夕食後、学校紹介ファイルの確認、プレゼンテーション練習、ミーテ

ィング。 

8 月 11日（日） 

8:00 ドミトリーでバディと対面。学院生は少々緊張気味。 

9:00 バスで Marina Barrage へ。ここは、水の時給を目指すシンガポールがメインテーマとして行っている

雨水資源利用のための施設である。ここの屋上は９の字型の巨大な芝生になっている。ここで、NJC生徒が用

意したゲームや凧揚げ等で、初対面のぎこちなさを解消する。 

11:00 講師による Workshop。シンガポールの水事情、この施設の仕組みについて、一応の理解を深めること

ができた。 

12:30 昼食の後、Gardens by theBay, Flower Dome & Cloud。昨年も訪問したが、よくぞこれだけ植物を集

めたと驚嘆させられる。特に、湿地や高山に生息する植物を集めた Cloudの、頂上付近の食虫植物のコーナー

が圧巻である。 

17:00 夕食の後、Forest OCBC Garden Rhapsody @ Supertree Grove(Light & Sound show) 

ホームステイ 

8 月 12日（月） 

7:45 全校朝礼で挨拶 

8:30 オリエンテーション、学校紹介・お点前・諸注意。最初に Cheng 校長が熱く、NJC と本庄学院との関係

の歴史を語ってくださった。その後、持参したお茶道具で、Cheng 校長へお点前。その後、双方の学校紹介、

記念品贈呈、諸注意。 

9:45 キャンパスツアー 

11:00 豚の目玉の解剖実験。本来は心臓の解剖の予定だったが、心臓が入手できなかったとのこと。それで

も、日本ではなかなか解剖実験を行う機会がないので、生徒たちはバディと恐る恐るながら目玉を切り開いて

いく。 

13:00 共同研究ディスカッション。今年度は「数式を用いた自然現象のシミュレーション」「マイクロ水力

発電」「菌類の抗菌作用」の 3部門に分かれ、ディスカッションを行った。これとは別に「地表から離れるに

伴う放射線量の変化」についても NJC生徒が関わることとなった。 

15:00 ホームステイ宅へ 

8 月 13日（火） 

8:00 授業参加、バディのクラスの授業に参加する。教員は物理授業の参観。 

13:00 部活動（CCA)参加（エアライフル部）。ロッククライミング・スカッシュ等日本では考えられない、

クラブ活動がある。今回は、エアライフル部の活動に参加した。 

16:00 ホテル移動 

18:00 China Town で夕食およびショッピング。例年、出発日前の夜の Farewell Party に浴衣を着て参加し

ているが、今年は帰りが夜便のため、それができない。このときに全員で浴衣を着ることとした。夕方の China 

Town を浴衣で歩いていると、珍しいのか、通行人の注目の的である。通行人から記念撮影のお願いを何度か

うける。 

22:00 ホテルでミーテイング 

8 月 14日（水） 

8:30 サイエンスセンターへ出発、途中 NJCでバディと合流。 

10:00 サイエンスセンター見学 

13:00 River Safari。ここは、昨年開業した、シンガポール Zoo、Night Safari とならぶ、河川環境に生息

する動物を集めたスポットである。特にアマゾン川の環境を再現した水槽は、下から、上から、横からと様々

な角度から観察できるように作られており、また大変大きく、圧巻である。河川環境にあまり関係のないパン

ダがいるのはご愛嬌（？）。それでも、さすがにパンダ舎の中は人だかり。17:00 Vivocity で夕食・自由行

動 

21:00 ホテルでミーティング・フルーツパーティ 

8 月 15日（木） 

9:45 チェックアウト 

11:00 共同研究のディスカッション、共同研究の内容・目的・方向性を各パートでプレゼンテーションスラ

イドにまとめる。 
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12:30 イタリア料理店でピザの Farewell Lunch、一人一人が感想とお礼を述べる。 

15:00 Special Interest Lecture from WASEDA。本庄学院側が 3 本、現在進行している研究「乱数を用いた

稲妻のシミュレーション」「マイクロ水力発電機の開発」「菌類のきゅうりウドンコ病に対する抗菌効果」の

発表と質疑応答を行う。 

16:00 Closing Ceremony。午前中作った共同研究計画に関するプレゼンテーションの後、この 6 日間の思い

出をまとめたムービーで盛り上がった。学院生から Lee Shan Shan 先生へ色紙の贈呈。 

17:00 私服に着替えた後、毎年恒例の朝礼台での記念撮影。その後、生徒たちはいつ果てるともなく、校庭

で写真を取り合い、別れを惜しんでいた。 

18:30 Changi空港へ、空港到着後、バディと抱き合い別れを惜しむ。 

21:30 Changi発 

8 月 16日（金） 

6:00 羽田着、解散 

 

 このような日程で今年のシンガポール研修、Waseda-NJC Exchange Programme は終了した。例年どうしても、

日本人同士で固まってしまう時間ができてしまうのだが、今年の参加者は常にバディと一緒で、日本人同士で

固まらず、よく英語コミュニケーションに頑張っていたと思う。特に、共同研究に関するディスカッションの

時間は、専門用語も多く、大変苦痛だったと思うが、引かずに限られたボキャブラリーで奮闘する場面が見ら

れた。また、NJCの生徒たちも一緒に楽しむために、いろいろなゲームや遊びを配慮してくれていた。 

 

9 月 13日・10月 21日 共同研究に関するテレビ会議 

 

②NJC-Waseda Exchange Programme report（11月 1日～7日） 

日誌 

11 月 1 日（金） 

5:30 羽田空港着。この後、博物館開館までの時間を使って、皇居（二重橋）・迎賓館・神宮外苑の散策を行

う。 

9:30～11:30 領国の江戸博物館前でバディと合流。3 班に分けて博物館のガイドツアー。 

12:00～14:15 お台場で自由行動 

14:30～16:30 科学未来館見学、15:30～16:30 実験教室 "Extraction DNA from the liber of chicken"  

18:00 オリンピック記念青少年センター着、オリエンテーション 

11 月 2 日（土） 

10:00 国立科学博物館、上野の杜散策 

12:00～14:00 浅草で自由行動 

16:00 オリンピックセンターで ESS+有志のバディと合流、夕食後レクリェーション 

11 月 3 日（日） 

午前中 バディと都内自由行動 

13:00 一部生徒は都内ホストファミリーと合流、ホームスティ、残りはバスで本庄へ 

16:00 ホストファミリーと合流、ホームスティ 

18:00 NJC 教員の Welcome Dinner 

11 月 4 日（月） 

9:00～11:00 バディと来校、オリエンテーション、共同研究ミーティング、キャンパスツアー 

12:00 昼食 

13:00～16:00 高崎経済大学中村友夏先生による「高温超電導」実験教室 

16:00 ホストファミリーと帰宅 

11 月 5 日（火） 

9:00～11:00 河川研究班と一緒に小山川、千本桜橋付近で河川環境調査（生物調査・水質調査）。どうした

ことか、魚が一匹も捕獲できず、アメリカザリガニ・エビ・ヤゴのみ。NJC 諸君を喜ばせることができなか

った。 

12:00～14:00 長瀞で浸食地形の見学。その後昼食も含め自由行動。ちょうど天気に恵まれ、紅葉とともに長

瀞の風景は大変美しく、お土産屋さん街から階段を下りて目の前にその光景が広がった時には、一斉に歓声を

上げていた。 

15:30～18:00 学院近くの宥勝寺で茶道部主催、歓迎お茶会。蹲から入りお点前を体験してもらった。 
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19:00 夕食 

11 月 6 日（水） 

午前中授業参加 

1 時限目 ２H 物理授業に合流 

2 時限目 １G 情報の授業に合流。双方の学校紹介・高校生気質紹介を行った。 

3 時限目 女子は 3A/B 体育（ゴルフ）、男子は１H 数学に合流。 

4 時限目 学食で昼食 

13:00 藤田小学校へ出発 

14:00～15:30 藤田小学校との交流7。最初に、藤田小児童が組体操でホテル・ベイ・サンズを作るサプライ

ズがあった。その後、NJC 生徒によるシンガポールの紹介、藤田小児童との計算対決・握力対決、最後にグ

ループに分かれ、おはじきやトランプ、「たけのこ・たけのこ・ニョッキッキ」などの子供遊びを楽しんだ。

最後に NJ 生徒によるシンガポール観光ソングの振り付けの指導が行われたが、みんなで楽しく踊っている姿

は大変微笑ましかった。記念撮影が終わり、教室に戻るように急かされても、児童たちは NJC 生徒にサイン

をねだってなかなか戻ろうとしなかった。 

18:30～20:00 お好み焼き屋さんでバディと一緒にお別れ夕食会。涙でお別れしているペアも。 

11 月 7 日（木） 

9:00～11:30 群馬富岡自然史博物館で講義と見学。 

12:00～14:00 ららん藤岡で昼食と自由行動 

その後、京都の JSSF 参加者は学院からの参加者と合流し、15:51 の新幹線で京都へ。帰国班はバスで成田空

港へ。 

 

③本研修成果と課題 

 NJCとの相互訪問交流は 2007年度から 7年目となる。この間、例年同じような形式で交流を続けてきたが、

近年ルーティンな状況になっているきらいもある。本交流事業のポイントの 1 つは両校間の共同研究である。

2007 年度開始時から 2009 年度までは、「熱帯温帯の菌類の比較研究」を行い、その過程で得られた成果を本

校教員が NJC 教員と共同でシンガポールの学会で発表することができた。また、シンガポール政府教育部の

Web サイトでも紹介されたりした。その後、毎年共同研究に適した題材を両校間でテレビ会議、および訪問

時に議論するが、なかなか継続できない状況が続いている。国を隔てた共同研究継続の難しさを感じている。 

 今年度は NJC 側からの提案により、2014 年 2 月中に NJC 側 2 本、日本側 2 本の共同研究テーマ案を持ち

寄り、テレビ会議を行うことになっている。ただ、両校間の交流活動の在り方は国際交流活動の中では１つの

モデルケースと考えている。「双方の環境で考えられる先進的な科学教育を施す」という本 Exchange Program

の趣旨の成果は、いずれ日本かシンガポールの教育学会等で報告する価値があるものと思っている。 

 

2.3.3 地域との多様な連携 

①超マイクロ水力発電機の開発 

 2012年度4月より地域NPOの要請8により、超マイクロ水力発電機9の開発に2名生徒が取り組んでいる。 

 昨年までは螺旋（スクリュー）タイプの発電機に取り組んでいたが、螺旋を作ることが難しいこと、ある程

度の水流の速さがないと回らないことから、我々が求めている「どんな水環境でも使える」発電機とは異なる

と考え、今年度から水車方式に切り替えて活動を行った。 

                                                      
7 交流の様子は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/fujita/index.htm。藤田小のブログも御覧ください。

http://fujita-e.blog.ocn.ne.jp/ 
8 詳しい経緯は平成 25 年度成果報告書参照のこと 
9 通常「マイクロ水力発電機」というと、ある程度の規模があり余剰電力を売電するようなものを指すことが

多い。ここではコンパクトでポータブルな、携帯端末やラジオの充電、LED の点灯等に使える程度の単機能

で閉じた発電機を目指しているため、「超マイクロ水力発電機」として区別している。 
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2013年2月28日付朝日新聞朝刊教育欄記事10、写真左下が設置依頼のあった取水口部分（流量40ℓ/s）、 

コンクリートの部分が、曝気の必要がある貯水槽 

 

(ア) 活動の目的 

 NPOから依頼された内容は「御陣場川から元小山川への取水口部分の貯水槽を撹拌し曝気するためのエネ

ルギーを取水口部分の水流から得ることができないか」というものである。 

この依頼と前後し、2013年度立命館高校の重点枠「世界に通用する科学プレゼンテーター育成プロジェク

ト」の連携校となったこともあり、このプロジェクトで発表する成果としてこの依頼内容を利用することを考

え、2名生徒を公募した。 

 研究に携わる生徒2名決定の後、本研究の方向についてミーティングを行った。2011年3月の福島原発事故

が収束する気配を全く見せない中、日本のエネルギー政策の方向を考えるものにしたいと考えた。そこで、単

に依頼のあった取水口の環境に沿うだけのものではなく、日本の小河川環境の中で簡単にカスタマイズが可能

で、緊急時や災害時に役にたてられるポータブルな発電機の製作を目的とすることとした。 

                                                      
10 掲載許可の確認済 
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2013年早稲田学報118月号記事12 

 

(イ) 実験の方法 

 エコなエネルギーの代表として太陽光（ソーラー）発電が脚光を浴びるが、夜や雨天曇天には発電できない、

四季がはっきりしていて冬季や梅雨時に効率が落ちることに加え、盛夏時ソーラーが熱せられた状態では発電

効率が落ちる等の弱点が指摘されている。 

 その点、国土が狭く山地が多い日本の環境では、流れの速い小河川が多く、水力発電機は日本の環境に合っ

た発電方式である。雨どいから落ちる水のエネルギーも含め、様々な水エネルギーの状況に対応できることを

目指し、カスタマイズする上でのスタンダードを考えることを目指した。 

 発電機として入手しやすい自転車のハブダイナモを利用した。水車の枠としてホームセンターで漬物樽の蓋

を利用した。ホームセンターで入手できるアクリル板で水車の羽を作った。その上で、以下の実験を行った。 

 羽の数と発電量の関係（羽の数が多い方が発電量が多いのか） 

 羽の形と発電量の関係（羽に「受け」を作った方が、発電量が高まるのか） 

 水車の半径と発電量の関係 

 ハブダイナモを複数つないだときの発電量 

 それぞれの実験において、流量ごとに計測を行った。流量は水道の蛇口によって調整した。 

 

(ウ) 活動の成果 

 羽の数については水流に応じて、最適と思われる数があることがわかった。 

 羽の形も水流に応じて、効率的な形があることが分かった。 

 半径は、実験数が少なく確度の高い結論は見いだせていない。 

                                                      
11 早稲田大学校友会雑誌 
12 掲載許可の確認済 
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 ハブダイナモを複数利用する際には、3個以上は構造的に連結できない。2個の場合は流量に応じて直列に

回路を作るか並列にするかで発電効率が変化することが分かった。 

 これら成果をまとめ2013年度JSECに応募し佳作を受賞した。成果の詳細についてはJSTのSSHサイトに課

題研究として要旨をアップしているので参照願いたい。 

 

(エ) 今後の方向 

 現状のハブダイナモを用いたモデルでは如何に回転数を上げたとしても発電量が期待できない（定格６V）。

一方で依頼を受けた曝気の電力としては100Vが期待される。現在実験をしているポータブルなシステムでは

水車の半径やそれに想定している河川環境から100Vは無理としても、ハブダイナモに頼らない効率的な発電

機の開発が必要である。このことについては学校環境では無理であるので、企業等との連携を検討する必要が

ある。2014年度はこのことに的を絞って活動を進めたいと考えている。 

 

(オ) 本プロジェクトの特徴と意義 

 新聞・校友会誌への掲載後、いくつかのコンタクトがあった。例えば、某県の方からは「是非最初の実証実

験を私どもの地域で」というメールをいただいた。また、早稲田大学の水力発電機の研究室から「一度研究室

に遊びに来てください」というお誘いをいただいた。夏休みに生徒と一緒に訪問し、水力発電に関わる基本的

な知識を教えていただくとともに資料もいただいた。このことは、手探り状態で継続していた本研究に対して、

専門的な視点を加える大きなきっかけになった。 

 本プロジェクトの特徴の大きな１つは、これが生徒や学校の発想で開始されたものではなく、地域のニーズ

で始まり、地域をまきこんだ多様な連携の中、継続しているということである。研究成果や再生可能エネルギ

ーの重要性については本庄市民総合大学の講師として、生徒が市民に向けて2度講義している。 

「河川」を中心とした活動は2009年から本学院SSHプログラムのメインの１つとして開始継続しているが、

その間、地域の小河川であっても水利権や漁業権といった様々な権利が存在しているということも知った。こ

のような知識の獲得とともに、実験の前提となる河川利用のハードルがクリアしやすくなることも、連携の大

きなメリットであった。 

 

②本庄市立藤田小学校とのコラボレーション ～河川調査プロジェクト～ 

（ア）本プロジェクトの背景とねらい 

本学院の河川調査プロジェクトは2009年に始まり、今年で5年目を迎える。真のサイエンスとは何か、とい

うことを考えたとき、「身近なところにモチベーションがある」ということが1つのポイントと考えた。 

埼玉県は川に囲まれた地域であり、川遊びの経験のある地元住民も多い。このように川に囲まれた埼玉県で

あるが、本学院がある本庄市に流れる2つの河川「小山川」と「元小山川」は国土交通省の定める「清流ルネ

ッサンスⅡ」にて水質改善計画が設定された、いわば「汚れた河川」であった。本庄高等学院の河川調査プロ

ジェクトは、このような地元の河川環境を改善すべく、活動を続けている。 

 本プロジェクトは、本庄高等学院SSHのねらいを具現化した一面がある。それは、多様な連携の中で活動が

続けられていることである。本プロジェクトはこれまでに、NPO法人「川・まち・人プロデューサーズ」、

埼玉県本庄県土整備事務所、本庄市役所、早稲田大学創造理工学部社会環境工学科の榊原研究室から支援を受

け、本庄市立藤田小学校や海外姉妹校と連携しながら活動を続けてきた。特に、本庄市立藤田小学校では、小

学校の総合学習の時間を高校生が連続して担当している。このような多様な連携の中で行われる高校生の科学

プロジェクトが他にあるであろうか。このような多様な、しかし必然的な連携の中で、自然に沸いてくるモチ

ベーションの下、徹底的に調査・研究を行う。これこそが、本学院の河川調査プロジェクトの目指すところで

あり、理想とする研究者像である。 

 

（イ）本年度活動の目標 

本年度活動の目標の1点目は、研究活動の深化である。前年度に研究した「河川堰の存在と水質（溶存酸素

濃度）の関係」の研究については、大きな成果が上がったが、これについても、科学的観点で見れば、より深

い解析が必要である。さらに、継続研究である「マイクロ水力発電」の研究も推し進めた。また、水質改善の

方策についても、調べることは尽きない。そこで、研究活動をより深める事を目指した。 

2つめの目標は、小学校との連携の深化である。SSH事業では、科学的な知識・技能の周囲への敷衍が重要
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なポイントとして挙げられているが、先述したとおり、高校生が小学校の総合学習の時間を連続して担当する

のは全国でも類を見ない。このような形式の連携は、今年で2年目を迎える。そこで、本年度は、昨年度の活

動の反省を生かし、「小高連携」のあり方をより深く分析することを目指した。 

3つめの目標は、活動内容を効果的に広報することである。本プロジェクトは今年で5年目を迎えるのだが、

5年と言えば1つの節目として考えてよいだろう。そうであれば、この河川調査の活動を振り返り、内外にアピ

ールすることも重要である。 

以上3点を目標として、本年度の活動を行った。 

 

（ウ）本年度活動の概要 

【研究活動に関して】 

 研究活動に関しては、昨年度の成果である「河川堰の存在と水質（溶存酸素濃度）の関係」をより深めるこ

とを行った。具体的には、前年度の研究に関する誤差の解析や、実用性の評価である。枝葉末節の部分かもし

れないが、科学研究の質の向上という観点では、大変重要な進歩を遂げた。ポイントとしては、誤差の影響を

考えても、それ以上に肯定的な結果が出ていることが確かめられたことになっていた。この研究は、12月に本

学院で行われたWaseda international Science and Engineering Symposium 2013における論文部門にお

いて、第3位を獲得した。 

また、「マイクロ水力発電」の研究では、水車型の水力発電機について、羽の形状や枚数を変化させながら

最適な条件を探すことを行った、こちらも大きな成果が上がり、高校生科学技術チャレンジ （JSEC）にて佳

作を獲得した。 

さらに、家庭排水に焦点を当てて手作りの浄水器を作り、その効果を評価する研究においても大きな成果が

上がった。この研究では、材質の粒の大きさによって効果が異なってくることを見出し、今後の実用面につな

がる議論が展開できた。 

以上のように、SSHプロジェクトの「基本」ともなるべき課題研究において、大きな成果が多く上がったの

は特筆に値すべき事であろう。 

 

【小学校との連携に関して】 

藤田小学校への出張授業や合同河川調査は、以下のように行った。 

○藤田小への出張授業 

 5月8日 「科学って面白い！」・・・算数パズルや目の錯覚にちなんだ遊び 

 6月5日 「河川調査の事前学習」・・・水質、水生生物、安全対策 

 6月19日 「河川調査の事後学習」・・・河川調査からわかったこと 

 10月30日「河川調査の事後学習」・・・前回調査も含めた比較 

 11月6日 「シンガポールの仲間と交流しよう」・・・姉妹校との交流 

 2月5日 「河川に関するプレゼンをしよう」・・・外来種の対策と、川クイズ 

 2月12日 「プレゼンテーションの名人になろう」・・・導入と実践 

○藤田小との合同河川調査 

 6月12日、10月23日に、小山川および元小山川にて行った。 

 

【本プロジェクトの成果発表・広報活動について】 

 本プロジェクトに関する成果発表・広報活動は以下の通りである。 

 （社）日本水環境学会関東支部 主催  「水環境保全活動奨励賞」、小学校との連携が、特に評価され

た。 

 （社）日本水環境学会関東支部 主催  「水環境研究奨励賞」、本学院卒業生の早稲田大学1年堤彩香、

本学院在学時の研究「河川堰の存在と水質（溶存酸素濃度）の関係」に対してこの賞が贈られた。 

 NPO法人「川の日ワークショップ」実行委員会主催「第9回 川の日ワークショップ関東大会」グラン

プリ、本プロジェクトの佐藤裕友・尾林舞香（1年生）、清水皓裕（2年生）が受賞した。 

 

（エ）本年度活動の評価 

（１）研究活動に関して 
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先述のように研究に関しても活動報告に関して多くの賞を得られたのは大きく評価できる。 

 

（２） 河川研究に参加した高校生への教育効果について 

 本事業では年度末に参加生徒へのアンケートを行った。変化を分析する意図から、3年間連続で同じ質問を

している。回答数は8（全員から回答）であった。 

凡例：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、から選択 

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…7、②…1、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） 

 私は中学校でも水の研究をしていたが、この高校に入って河川の調査をしたことによってさらに多くの

知識を身につけることができたから。 

 自分自身の研究については成果があまり大きくないものの、藤田小での授業など全体の活動では普段は

関わることのできない方々とのサポートや連携によって地元の川の調査や高いレベルのプレゼンを行

うことができたから。 

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…4、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…6、②…2、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…5、②…3、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…5、②…2、③…1、④…0、⑤…0、⑥…0 

Q7. 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…6、②…2、③…0、④…0、⑤…0、⑥…0 

Q8. Q7の理由を教えてください（回答より抜粋） 

 普段の河川調査なら魚を自分たちで捕って観察して終わるか、水生生物が1匹も捕れずに終わってし

まうが、NPOに協力していただくことでこの生物がどういった経緯でこの川環境に生息しているか、

どうやったら捕獲しやすいか学習することができたから。 

 NPOの方々のご協力により、水力発電やこども大学に参加させていただき、地域のために自ら行動

する志や姿勢を学ぶことができました。これからは、自分がその姿勢を受け継げるように頑張りたい

です。 

 Q10. 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…2、③…0、④…0、⑤…0、⑥…0 

Q11. Q10の理由を教えてください。 

 教える立場を経験することで、今まで知識の曖昧だった部分を調べて、きちんと理解できるようにな

りました。 

 私は、自分よりも年下の子供たちとあまり接したことがなかったので、経験できる良い機会となった

からです。また、小さい子供に説明するためのプレゼンテーション能力も鍛えられたと感じているか

らです。 

 

【高校生へのアンケートから見えてくるもの】 

 経年比較によってわかったことだが、今年は特に生徒の達成感が強いことがわかる。また、例年、特定の活

動にだけ参加する生徒もいたが、今年は、NPOとの連携も藤田小との連携も、河川研究班のすべての生徒が

かかわることができたことも確認できる。 

 生徒の感想からも、本学院が力を入れている「多様な連携体制」について、肌で感じている生徒がいること

が分かる。実際に、NPOの方々と関わることで深い志を学んだり、小学生と関わったりすることで小学生向

けのプレゼンの仕方を学んだ者もいた。特に小高連携については、高校生が苦労しながらも慣れていっている
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様子がうかがえる。このことから、小高連携は一朝一夕にはできないのだ、ということも改めて気づかされる。

今後も連携を継続させることで、より深い取り組みができるものと期待できる。 

以上のように、継続してプロジェクトを推進しているからこそ到達できるレベル、というものに生徒たちが

達しているのは意義深いことであるといえるだろう。 

 

（３）小高連携のあり方に関して 

小学校との連携に関しても、前年度の反省を生かし、十分準備をして取り組むことができた。小高連携につ

いては、全国を見渡してみても十分なロールモデルがあるとは言えない。そこで、本節ではこの「小高連携」

の評価について重点的に述べる。 

以下、取材等の方法により明らかになったことを述べる。 

 

＊小学生対象のアンケートより 

 小学生に「高校生の授業は面白かったですか？」と聞いたところ、100%の児童が、「とても面白かった」

または「面白かった」と回答した。また、「授業はわかりやすかったですか？」という質問に対しても、100％

の児童が「とてもわかりやすい」または「わかりやすい」と答えている。このことから、小学生の満足度は非

常に高いことがわかる。 

 中でも小学生が興味を持った内容が、「数当てゲーム・目の錯覚」に関する授業である。この授業では、ゲ

ームや工作をしながら、2進数に触れたり、目の錯覚を体験したり、という授業であった。また、合同河川調

査への興味も高かった。 

 児童に感想を聞いた際も、例えば「エレベーター・プレゼンテーション」など、具体的に学んだことを答え

ていたりした。これは、単に楽しい場ではなく、学びの場として十分機能していたことを示唆する。 

 

  

Fig.1 藤田小生徒による感想の共起ネットワーク Fig.2 藤田小生徒による感想の対応分析 

 Fig.1 共起ネットワーク13は回答数が少ないため、単語の最少出現数を２にしている。小学生が回答者のた

め、回答数以前に単語のバリエーションが少ない。「授業」を中心に、「楽しい」「面白い」「ありがとう」

「優しい」「高校生」「教える」がネットワークのキーワードとなっていることから、回答全体の様子が見て

取れる。 

 一方、Fig.2 より単語は相関が強いもので「ありがとう」を中心とする固まり、「優しい」を中心とする塊

に分かれる。「ありがとう」を中心とする塊は原点中心にあり、回答全体にこの塊の部分が中心単語となって

                                                      
13 共起ネットワーク・対応分析の意味については第 2 部 3.1.3 参照。 
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いることがわかる。 

 この分析より、藤田小児童の自由回答は、本校生徒が行った授業に対し、「感謝」「面白い」「優しい」と

いう印象で捕えていることがわかる。 

 

＊小学校教諭対象のアンケートより 

本庄市立藤田小学校の教諭で、小高連携に関わった6名の教員にアンケートを依頼した。この結果を以下に

示す。 

 

【本事業でねらいとしていた効果に関する回答】 

 小学生の、河川に対する興味・関心が向上した。プレゼンの仕方を理解した。 

 小学生は、（教員や大学生に比べて）高校生を身近に感じるので、高校生が授業をすることにより、

関心が高まった。 

 

【本事業で想定していなかった効果に関する回答】 

 高校生の「意欲」による小学生への刺激が大きい。 

 小学生による高校生への「憧れ」が、将来の夢・希望につながっている。 

 年齢の近い高校生が授業をすることにより、小学生が自らやってみる気持ちの高揚が見られた。 

 高校生が小学生の実態を把握した上で授業準備をしていたので、興味・関心がより大きく向上した。 

 高校生が自ら学んだことを生かして教える姿を見せることで、児童も学ぶことの意味を見出している

ようであった。 

 この出張授業の結果、他の小学生向けの科学教室への参加者も増えたように感じる。 

 

【改善点】 

 より易しい言葉で話して欲しい。 

 説明だけに偏らないように、作業や体験を増やして欲しい。 

 全校児童への授業もお願いしたい（注：現段階では小学5，6年生のみを対象にしている） 

以上の結果から、小高連携では大きな成果が上がり、また想定していた効果も見られた事がわかる。 

 

（４）活動の広報に関して 

普段の姿勢から、活動のアピールを意識していたところ、先述のように多くの成果も上がり、満足いくもの

であると言える。 

 

（オ）次年度へ向けて 

 まず、課題研究については、「河川堰と水質の関係」の研究も、「家庭排水を対象とした浄水器の開発」に

ついても、一つの節目を迎えた。今後は、「マイクロ水力発電」の研究を深化させ、また、プランクトンに着

目した水質研究も推し進めることとしたい。 

次に、小学校との連携については、アンケートからもわかるとおり、小学生の満足度は高い。しかし、「本

物の（生々しい）サイエンスを、小学生に届けられたか」という点では、反省が残る。高校生の研究成果を、

工夫しながら小学生にもわかるように紹介する時間があると、より深みのある連携になる期待がある。 

 また、教員負担の点でも課題は残る。授業・部活動・会議などを抱えながら、連続して小学校へ出張するこ

とは大変なことである。もちろん、今年度も学校の理解を得られたおかげで本活動が遂行できたことを忘れて

はいけないが、その上で、教員の連携体制についても、よりよいものを模索できるとよいと考える。 

 また、事業最終年度にも関係して、活動内容を広く内外にアピールすることも続けていきたい。今後も各方

面からの助言・協力を期待する次第である。 

 

③南三陸研修 

 河川調査で連携している地域 NPO の紹介により、宮城県南三陸町での河川調査を実施した。 

2011 年の大震災以後、被災地に何らかの形で貢献できないか、しかも生徒たちに被災地の現実を直視する
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経験をさせたいと考えていた。このプログラムは NPO 法人 E-TEC14の全面的なご協力により実施することがで

きた。 

 

7 月 27日 7:30バスで出発 

15:00 南三陸町集合後南三陸防災対策庁

舎前にて黙とう 

16:00 民宿到着、各自荷物をおろした後に

セミナー開始。セミナーのテーマは以下の通

り。 

１．「自然再生 干潟を巡る２・３の話題」

（東北大学大学院教授西村修） 

２．「伊里前地区の復興計画推進の課題につ

いて」（養殖漁業者千葉拓） 

３．「南三陸町伊里前川河口付近の生物環境

調査について」（NPO法人環境生態工学研究

所佐々木久雄） 

7 月 28日 7:00 朝食 

8:00 現地に向けて移動 

9:00 歌津集合、伊里前川と伊里前湾の調査開始（調査の詳細は右表） 

12:00 昼飯 

13:00 歌津発 

14:00 北上川河口着、大川小学校前で黙とう、北上川河口ヨシ原現地見学 

15:00 北上川河口発 

 

 本研修は、被災地を訪問する貴重な機会であると考え、河川調査班に加え希望者の中から選抜された計 20

名の生徒で行った。初日の３つのセミナーでは、津波が自然環境に与える影響、復興計画の進展と問題点など

その場でないと聞くことができない問題について考えることができた。翌日の伊里前川・伊里前湾の調査では、

日常本庄市内で行っている河川調査結果とは大きく異なり、下流の河口付近でも上流と同様に水質がよく上流

に生息する生物が観察されることに驚いた。河川が短く、上流と下流の高度差が大きいため、上流と下流の環

境がほとんど異ならないことによるとのことである。同時に、市民の方から津波当時の状況を伺うことができ

た。 

 午後に予定していた北上川河口でのヨシ原再現地の視察は、生憎続いていた長雨による北上川の増水でヨシ

原が冠水しており、実施できなかった。 

 

2.3.4 研究機関との連携 ～海洋研究開発機構研修～ 

１）実施概要 

実施日：2013 年 12 月 16 日（月）～17 日（火） 

施設 ：日本海洋研究開発機構（JAMSTEC）横須賀本部 

参加者：生徒 17 名 引率 2 名 

 

２）研修内容 

【１日目】 

・講義 

潜水艇の歴史・深海生物と熱水噴出孔・圧力・日本の領海と海底資源・しんかい 6500 の開発や性能につい

て、元しんかい 6500 の船長を務めた方からの講義を受けた。生徒は強く興味を持って聞いている様子で、講

義後には質問をする生徒も見受けられた。 

                                                      
14 http://www17.ocn.ne.jp/~e-tec/ 
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・施設見学 

 しんかい 6500 コックピットの原寸大レプリカや深海生物の標本、海洋研究に関する解説ポスターなどの展

示を見学した。解体整備のためしんかい 6500 の実物が海洋研究開発機構の整備場内に帰ってきており、元船

長の方の様々な実体験に基づいたエピソードや裏話を交えた説明を聞きながら見学した。カバーが外された実

物の潜水艇の内部構造や、浮力維持の仕組みについて関心を持った生徒は多く、積極的に写真やメモなどの記

録を取りながら聞いていた。 

 

【２日目】 

・高圧体験 

 空気を送り込むことで４気圧まで加圧できる密閉された部屋に入り、人体や様々な物が気圧によって受ける

影響を体験した。耳抜きをしないと耳が痛くなる事や、段々と自分の声が高くなるにしたがって生徒からは驚

きの声が上がった。団扇で仰ぐときの抵抗が変化することや、テニスボールや菓子の袋が潰れる様子を観察す

ることで気圧変化を実感した様子であった。体験後には圧力室で実際に行われていた医学的な実験や実験中の

エピソードに関する説明を聞いた。 

・潜水体験 

 スノーケルやボンベといった潜水器具を身に着け、実際に水深 3 m のプールで潜水体験を行った。ほとんど

の生徒が未経験であったが、各器具の取り扱い方法や水中での動作の仕方といった基礎的な潜水技術について

専門家の方から十分な指導を受けることができたので、全生徒が自力で潜水できるようになり、基礎的な潜水

技術を習得することができた。体験終了後に生徒からは、潜水技術の講義の実線になったという感想や、耳の

痛みなどで水圧を実感できたとする感想が多く寄せられ、生徒同士でも盛んに意見を述べ合っている様子であ

った。 

 

研修全体を通じて寄せられた生徒の感想としては、見学や体験に関する感想はもちろん、講義や事前指導が印

象に残っていたことを述べているものも多かった。中でも、講義などで圧力に関する知識を得た直後に実際に

水圧や気圧について身をもって体験できたことで、強く印象に残ったとする感想も寄せられていた。 

 

３）生徒の感想（要約） 

・ダイビング中に体にかかる圧力が、自分の動きによって変化することが非常に刺激的だった 

・しんかい 6500 の、人が入る耐圧殻以外の部分に水が満たされているという設計に驚かされた 

・講義で知識を得てから、それを生かせる体験がすぐにできるというところに研修の意義を感じた。 

・潜水技術とその歴史や圧力について学んでから実際に高圧体験や潜水をすることができた 

・潜水艇の造船技術が廃れつつあることを知り、それを未来につなぐために、技術者になるのも１つの道だと

思い始めた。 

 

４）研修中の様子 

 
分解整備中のしんかい 6500              浮力材の見学 
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カップラーメンの容器を加圧して潰す実験        高圧体験中の様子 

 
潜水体験 

 

2.4 海外での研究発表とその教育効果の分析 
 本年度は参加を予定していた SISC(Singapore International Science Challenge)と APCYS(Asia Pacific 

Conrerence of Young Scientists)の開催日程が本学院の定期試験と重なり、参加を見合わせた。また、その

後招待を受けたタイの Mahidol Wittayanusorn School Science Fair は、バンコク市内の反政府側デモの状況

が怪しくなったため、直前で参加できないこととなった。これらは貴重な、海外での英語による成果発表と評

価の機会であり、大変残念であった。今年度参加できた海外での発表の機会は以下に紹介する SEES のみであ

る。 

 

2.4.1 2013 SEES・台日科学教育交流シンポジウムの教育的効果 

１．はじめに 

日本の SSH が始まって数年後，台湾でも同様の事業「高瞻（せん）計画 HSP」が開始された。日台の SSH，

台湾の HSPの交流は 2 年ごとに日本と台湾で持ち回りで開催する約束になっており，6年目にあたる本年度は

台湾での開催となった。  

 当日は，日ごろの研究の成果を発表するコンペティションと，科学交流会，学校訪問，施設見学など盛り沢

山な企画が用意されていた。  

 本学院の生徒 4名の研究は，校舎の窓を覆っている金網は，電波を遮蔽する効果があるはずなのになぜ携帯

の電波を教室で受信できるかを追究したものであり，厚みのある金網では，表面での反射による侵入があり，

わずかではあるが校舎内部に電波が入ることができることを突き止めたという内容であった。  

 コンペのほか，高雄市立瑞祥高級中学との科学交流会や，台北市立大同高級中学を訪問しての模擬授業，科

学工芸館や故宮博物院での研修など，日本ではできない多くの体験をし，科学を学ぶ楽しさ，研究の楽しさ辛

さ難しさ，そして英語でのコミュニケーションの必要性など身を以て体得することができた。  

 

２．この研修で生徒に期待していたこと 

①研究論文を仕上げる 

②それを英語で発表する 

③来場者と意見交換すること 

④同年代の高校生との交流を通して，日常英会話だけではなく，学問的なことを英語で 
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話したときに，自分はどこまでできていて，何が足りないかを自覚させる 

 

３．開催地・日程 

場所 台湾 高雄市 国立科学工芸博物館  

台北市 大同高級中学，故宮博物院  

発表 「Relationship between Structure of Wire mesh and Mobile phone Reception」  

参加生徒 3年 3名，2年 1 名 （日本からの参加は，本学院と秋田県立横手清陵の 4名） 

日程 8月 16 日 台湾 高雄市への移動 

17 日  国立科学工芸博物館にて，研究発表  

18 日 科学交流会（高雄市立瑞祥高級中学と），博物館見学 

 19日 台北市立大同高級中学での交流（ライフサイエンスの授業に参加） 

 20日 故宮博物院での研修 帰国  

   
 

４．参加者の選考 

 今回参加した生徒は，3 年 3 名，2 年 1 名の 4 名であり，全員女子であった。選考方法は公募制とし，LHR

で研修の概要を伝え希望者を募り，希望者全員になぜこの研修に参加するのかを書いたレポートを提出させた。 

 レポートは SSH委員会の教員が読み，目的意識がはっきりとしている，意欲がある，過去に SSH の費用で海

外研修をしていないなどの選考基準に基づいた審査を行い参加者を決定した。 

 

５．事前準備 

 参加が決まった生徒と研究内容を決めるにあたり，生徒が取り組みたいと考えている研究テーマを提出させ，

議論を交わし，最終的には生徒のアイデアに教員がアドバイスを加えた折衷案で研究を進めることになった。 

 その結果，当初考えていた，金属製の防鳥フェンスによる電波の入りにくい校舎への改善点を考える「携帯

の電波が入りやすい学校の構造」というテーマは，実験を重ねるにつれ，想定していたほどの障害は起こらな

いことがわかってきた。 

 そのため，「なぜ金属製の防鳥フェンスは障害が起こりにくいのか」にテーマを変更し，その原因が金網の

厚みや表面の角度などによることを突き詰めることができた。 

 この試行錯誤により，生徒は知的好奇心を刺激され研究の楽しさを味わうことができた。その後，理論的な

裏付けを付け加え研究は完成し，英語での論文執筆に取り掛かった。夏休み中は，実験の補足や英語への翻訳，

発表の練習などで，３週間をその時間にあてた。 

  

６．研修当日 

 １日目は，台湾の高校生と全く同じ形式でポスター発表を行った。日本人の生徒と同様に台湾の生徒にとっ

ても，英語での発表を聞いたり，英語で質問をすることは不慣れであるため，初めのうちは人が集まらなかっ

たが，発表内容が身近なことであること，本学院の生徒が懸命に呼び込みをしたことなどが功を奏して大変な

盛況になった。ポスターだけでは説明が困難なところは，日本から持参した手作りのモデルをうまく活用し，

相手に伝える努力をしていた。このポスター発表だけでも準備段階では予想もしていなかった大きな成果が出

ていたと思われる。 

 ２日目は，英語での博物館ツアーと，高雄市立瑞祥高級中学との科学交流があった。科学交流はすべて英語

で行われた。筆者（本学院教諭）が持参した電子部品を組み立て，鉛筆で描いた絵が電子楽器になる「ドロー

ディオ」を製作し，その原理を学び一緒に合奏を行った。 

 とても不思議な電子楽器であるが，原理は高校生で学習するコンデンサーの充放電であるため，音をだすご

とにその原理を確かめるようにして，音色を聴いていた。ここでは本学院の生徒１人に対して，３人の台湾の

高校生がグループになり，とても活発な討論が行われていた。 
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 ３日目は台北に移動し，台北市内で屈指の進学校の大同高級中学で授業を受けさせていただくことができた。

この学校は日本でいうところの普通高校であるのに，ライフサイエンスという「技術」のような科目があり，

コンピュータでデザインした立体物を，３Dプリンタやサンドブラスタ，カッティングシートなどで具現化す

る授業が展開されていた。ここでも本学院の生徒たちはペアーを組んでくださった生徒とできる限りのコミュ

ニケーションをはかり，時間がたつのを忘れて作品作りに取り組んでいた。 

 

７．総括 

 今回の研修では生徒に日本ではできない４つのことを期待した。参加した生徒は積極的に応募してきた生徒

ということもあり，初めから最後まで精いっぱいの努力をし，それらを達成したと考える。研修が終わったあ

と，感想を聞く機会を設け，この研修に対する思いを聞いた。やはり話の種，つまり，ひとに話せる研究を持

って行ったことはこの研修会を成功に導いた要因であることは間違いない。また，事前に発表場面などを想定

した英会話の準備や，ポスター作りは，当日の自信につながり，満足度の高い発表に導いたといえる。 

 本学院はこのような研修を 10 年ほど続けており，その経験をもとにこれまでも本学院主催の国際交流会を

開催してきた。今後もこの宝物とも言えるネットワークを太いものにし，ノウハウを生かし世界に羽ばたく人

材の養成に力を注いでいきたい。 

 

2.5 SSH成果の普及・敷衍 
2.5.1 Web教材の作成 

 今までの藤田小学校との連携活動をまとめ、この間の小山川・元小山川両河川調査における成果の社会報告

を目的に Web サイト15を立ち上げた。ここには、「川クイズ」として藤田小児童に向けた教材を置いてある。

今後は、さらに充実させたいと考えている。 

 また、重点枠事業として実施している WaISESのサイト16には、この事業の主目的である英語科学論文に関す

る教材を置き、広く参考に供している。 

 

2.5.2 子供科学教室・こども大学本庄・市民講座・市民シンポジウム 

 SSH 指定時から地域への SSH成果還元を目的として実施している子供科学教室であるが、25 年度は以下のよ

うに実施した。 

 7 月 20日 親子科学教室 

 8 月 24日 夏休み子供科学教室（本庄中央公民館主催） 

 8 月 28日 母島子供科学教室（東京都小笠原村母島、右写真） 

 12月 25日 親子科学教室（群馬県中之条町六合支所） 

 また、本庄市等の要請により、以下の市民大学等で生徒が講師・アシスタントを務めた。これも例年通りで

ある。 

 9 月 21 日 こども大学本庄（早稲田大学、リサーチパーク、公財本庄早稲田国際リサーチパーク、

本庄市青少年育成市民会議、埼玉県教育局、児玉郡内各市町村教育委員会生涯学習課主催） 

 11月 9日 市民総合大学（本庄市生涯学習課主催） 

 本庄市民シンポジウム（NPO 法人 川・まち・人プロデューサーズ、早稲田大学 PJ 水環境の復元・

再生研究所/榊原研究室、公益社団法人本庄早稲田国際リサーチパーク主催） 

 

 

2.5.3「理科総合 B の授業報告まとめ」の発行 

カリキュラムの改訂にともなって 2014 年度からは理科総合 B の授業は行われなくなる。本学院では、今後

は地学において近い内容の授業が行われる予定であるが、それはあくまでも「地学」の一分野として行われる

のであり、本科目のように、広範囲な科目・教科との連携が全面に出ているものではない。理科総合 Bという

科目の終了にあたり、現場での実践の記録を残しておき、今後の参考とすることができるようにする必要があ

ると考え、授業内容のメモと生徒配布資料、実験についての説明、生徒の提出物の回答、および、定期試験、

                                                      
15 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/fujita/index.htm 
16 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/index.htm 
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等の授業関係資料をまとめてみた。 

目次をみれば明らかなように、理科総合 Bと言う科目は、ヒトという生物種が社会生活を営む環境が、自然

環境の中のどうような位置に置かれているかを、自然科学的な視点から見ていく科目である。特に、日本とい

う国は、地震・火山・気象等、自然災害の影響を受けやすい状況に置かれている。残念ながら、我々ヒトの力

はそれ等の災害を止めるまでには至っていない。しかし、かつて寺田寅彦が言ったように、「防災・減災」は

可能である。そのためには、ヒトの社会が自然環境の中でどのような状態に置かれているのかを知ることが必

要である。その意味で、物理・化学・生物・地学の理科科目のみならず、数学や社会科の内容をも包括した「理

科総合」という科目は、自然環境の中でヒトの社会をいかに構築していくか、を生徒に考えさせるにはもっと

も適した科目であった。 

 先年の東日本大震災の例や、近年の気候変動、今後予測される大地震の「防災」という意味でも、この「理

科総合 B」という科目がなくなってしまうのは、非常に残念であるが、この精神は少しでも理科の他科目の中

に生かしていかねばならないと考える。今までの授業の資料をまとめることによって、高校理科教育の中での

「防災」教育に役に立てる可能性があればよいと願っている。 

 理科総合 Bに限らず、過去に行われている高校現場での授業が記録されることなく失われていることに危機

感を覚える。肯定するにしろ、否定するにしろ、授業を作るということは、過去に行われていた諸先輩方の成

果の上に考えなくては、進歩はありえない。現在、各高校現場で行われている授業を広範囲に記録する何等か

の手段をとらないと、貴重な情報が失われていくだけではないか。 

 

2.6 教育効果の評価システムの開発 
2.6.1 教育効果の評価方法の検討 

 ある教育プログラム実施に対する教育効果を測る場合、試験やTOEFLなどの点数による以外はアンケート調査

紙が中心となることが多い。特に、研修活動やフィールドワークの場合、教育効果の可能性は多岐にわたり「点

数」という形では見えないため、アンケート調査で定量的・客観的な判定を行うことは難しい。例えば、自由

記述では回答に記述が多かったセンテンスを抜き取って「～のような意見が多かった」ことを述べ、教育効果

があったと判断する例が多い。 

 本校では、アンケート回答や授業評価がより客観的・定量的に分析できるツールとして「ルーブリック・チ

ャート」の考え17を様々な点で活用してきた。今年度は、それに加え、最近話題になっているテキスト分析の方

法である「テキストマイニング」18と、全体としての「総合力」を測る統計手法である「主成分分析」19の利用

を試みた。 

 正直なところ、必ずしも分析結果が「目からうろこが落ちたようにわかる」という効果はまだ感じられない。

その理由として、これらの分析方法を効果的にするためのアンケートフォームにおける設問方法の工夫がまだ

不足していることが挙げられる。今年度は、必ずしもそれぞれのアンケート設問に対し十分な時間をかけて検

討することができたわけではない。次年度は、アンケートフォームの工夫と分析方法に因子分析を導入する等、

発展を図りたい。 

 なお、生徒の課題研究にも役立てるため、「アンケート設問を作るときの基本的な考え方」「テキストマイ

ニング手法の基礎」「主成分分析の基礎」は、教材として希望者に配布している。 

 

2.6.2 授業・教材の評価とその結果を共有するシステムの検討 

ここでは今年度我々が実施した教員の指導力向上，相互理解に向けた取り組みについて述べる． 

 

１．授業参観研修「ピア・レビュー」20 

                                                      
17 http://www.nichibun.net/classsupport/rubric/ 
18 第 2 部「重点枠 SSH 事業について」3.1.3 参照 
19 上記 14 に同じ 
20「ピア・レビュー（peer review）」という名称は上武大学看護学部の授業参観研修からの引用である．片貝

智恵ら，「看護学部の FD 活動におけるピアレビューの現状と課題」，『上武大学看護学部紀要』，6(1)，2010． 
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 本学院では授業を学内外問わずさまざまな方に見学する門戸を開いており，元来より公開性は高い．だが授

業参観を通じての研修システムは存在していなかった．そこで我々は今年度，授業見学研修の設計および成果

の蓄積・評価の活発化のための仕組みづくりを行い，それを実践することとした．実践にあたり，早稲田大学

で運用されている情報プラットフォーム Course N@vi を活用した． 

 

（１）研修システムの設計 

 我々の目標は授業参観を通じた相互理解，コミュニケーションの場の設定である．そのため「研修」という

強固な型に教員をはめ，教員の負担を増やすことは趣旨からそれているだろう．その上で 1) 参観する側の研

修であること，2) 授業評価をしない研修であること，の 2 点を我々は意識した． 

 

1) こうした研修は授業者を対象としたものが多い．我々は立場を変えて，参観者が主体となる研修を模索し

たい．つまり参観者が授業見学から学び取る研修があってもよいと我々は考える．教案作成などに時間をとら

れることで授業者の負担を増えることは避けるべきであり，こうした時間を教員同士のディスカッションの時

間に当てたほうが，より我々の目的に合致すると考えられるからである．勿論，ディスカッションを通じて結

果的には授業者の研修にもなるだろう． 

 

2) 教員の相互理解という点から，数値を用いて評価するということは望ましくないと考える．なぜなら教員

の抵抗感を増やしたり，教育観の押しつけや欠損診断となったりする恐れがあるからである．それは本学院が

これまで培ってきたのびのびとした自由な教育活動を妨げるものであると我々は考える． 

 

（２）運営と「授業記録シート」（以下，シートという）の作成 

 研修における参観者の流れは以下のとおりである：①授業者に見学の許可を得る②シートに本時の前提条件

を授業者とのやりとりによって記入する③授業参観④記入したシートをもとにミニディスカッションを行う

⑤シートを Course N@vi にアップする．これから授業者は，研修に向けて授業準備のみを行えばよいことに

なる． 

 ここで「授業記録シート」について触れたい．シートに記入する内容は①本時の前提条件②授業へのコメン

ト（優れている点，質問事項）③授業の流れである．①，③によって見学記録を付けることで教案を参観者が

作るという形になる．②では数値などで評価せずに，自由にコメントを記入する．また授業中にとった方策に

ついて質問があれば記入し，それをミニディスカッションに生かすこととなる．シートをこのような形にした

のは，評価するためのシートではなく，ミニディスカッション（その後のコミュニケーション促進）のための

記録シートであることを我々は意識しているからである． 

 

（３）研修の実際 

今回の研修のために，早稲田大学の情報プラットフォーム Course N@vi において，「本庄高等学院 教員

スペース」という場を設定した．そこでは情報の蓄積や BBS によるディスカッションが可能である． 

今年度は 13 件のシートがアップされている．シートを記入していない例もあるため，見学自体はこれ以上

実施されている． 

 シートのコメントによれば，研修に参加した教員は，授業運営方法の共有や各教員の授業への取り組み方に

ついて相互理解を深めることができた．特に見学した授業方法を自らの授業へ活かしたり，テキストの補足内

容について刺激を受けていたりする例が見られた．また，附属校ならではの教育とは何か，ディスカッション

を通じて，非常勤の先生にわかってもらい，かつ専任教員もそれを再確認する機会となった． 

 

（４）評価 

 前項において授業参観研修によって授業運営方法の共有や各教員の授業への取り組み方の相互理解するこ

とができると述べた．これは授業参観自体によるものではなく，それをきっかけとしたディスカッションのた

めであろう．つまり授業参観を通じた相互理解，コミュニケーションの場の設定という我々の目標は達成でき

たと考えてよいだろう．運営面では，非常勤講師は特定の曜日のみに出講することがあり，1 日の中にほとん

ど空き時間はない．だが今回のように授業者に負担の少ない研修を設定することで，時間のとりづらい教員で

も気軽に参加できる企画となったと言えるだろう．今後は研修の理論づけを構成することを考え，システマテ

ィックかつロジカルに運営できる方法を模索したい． 

 

２．課外講義を通じての研修機会の増加 
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 今年度より課外講義「これがサイエンスだ！」を実施した．それは生徒への情報提供の機会でもあるが，教

員の研修の機会にもなることがわかった．特に教員にとっては，講演者となることで，どのようにわかりやす

く伝えるか，興味を引き付けるかを考えることでスキル向上が望める．聴講した教員にとっては，負担感を感

じずに授業見学ができ，他教員の生徒対応やアクティビティの入れ方に刺激を受けることができる．こうした

課外講義の実施も教員研修の場となるうることがわかった．詳細は 2.1.2「これがサイエンスだ！」の項を参

照のこと． 

 

３．学外での活動 

 本学院の教員は学内だけではなく，学外（教育学会やシンポジウム）にて発表を行っている．研修という意

味では，広い視野で研鑽を積んでいることがわかる．ここでは一例を紹介する． 

 “Academic Thesis by Students - How to improve the skill of writing thesis? –”，Shizuoka Kita Youth 

Science Engineering Forum 2013，2013 年 8 月 5 日（月）． 

 “電子回路「DRAWDIO」を用いたコンデンサーの充放電教材の開発”，物理教育研究会，2013 年 6

月 1 日（土）． 

 “アプリケーションソフト「多重露光」を用いたモーショントレースの実践”，物理教育研究会，

2013 年 6 月 1 日（土）． 

 “IT Zone / Create a fact ?”，Japan Super Science Fair（立命館高校）Science Zone，2013 年 11 月 8 日

（金）～11（日）． 

 “歴史教育としての放物線教育”，科学教育セミナー（名古屋大学），2013 年 12 月 11 日（水）． 

 “One of the main aims of WaISES 2013 - How to improve the students’ skill of writing thesis? –”，

WaISES2013，2013 年 12 月 20 日（金）． 

 

 SSH に関連したサイエンスフェアでの発表がある．以上のように，我々は国内に限らず海外の高校との議

論をもつことができた．4 点目は科学フェアでの生徒向けワークショップの運営である．これは日頃の研究成

果を発信することとなっている 1 点目の発表では，高校生への論文指導について，聴衆である各国の教員

の反応を確かめることができた．特にオーストラリアの West Moreton Anglican College の教員とは，1 時

間にわたる深い議論ができた．West Moreton Anglican College では，長文の課題研究レポートを高校生に

課しているが，どのように計画的に指導するかについて，有意義な意見交換ができた．発表者にとって

この経験は，実際にその後の自校での指導に役立っている． 

以上のように我々は，学内にとどまらず学外においても本学院の科学教育について問う機会を自らも

っていることがわかる．そこでの議論を本学院に持ち帰り，フィードバックしている． 

 

３．平成 25年度研究開発の内容（研究内容・方法・検証） 
3.1 研究テーマ毎の実施結果分析 
3.1.1 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

①仮説 

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。 

生徒の科学探究へのモチベーションを高め、理系学部進学者を増やすためには、様々なレベルで科学的好奇

心を活性化するプログラムが必要である。 

 

②研究内容・方法 

本仮説検証のため行った試みとその内容の概略は以下の通りである。 

 地域の特性や環境を活かした問題発展型教育活動の試み 

 本校のある里山キャンパスを利用して知的好奇心を喚起し、身近なテーマ探究のきっかけとする試み

である「大久保山学」を開始した。当初予定した教科横断・教科を有機的に結びつけた展開というわけ

にはいかなかったが、始めの年としてはこのようなものか、という感触もある。このプランは早稲田大

学 150 周年の区切りに学校法人の方向を見つめなおす”Waseda Vision 150”の中に掲げる方向の１つ

であり、展開の拡大が求められる。 
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 最新科学の情報に触れる機会を増やす試み 

 例年、早稲田大学との連携の下で、研究室訪問・実験教室・講師を招いてのサマーセミナー等を行っ

ているが、昨年度中間評価で指摘を受けた「理系進学者漸減への対応」への特効にはならないと考えた。

そこで、今年度は上記に加え、校内の環境で無理せずに、生徒の科学的好奇心を高める試みとして、学

内教員による輪講「これがサイエンスだ」（以下、“これサイ”と略）を開講した。この詳細は 2.1.2

に詳しく述べた。 

  

 中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試み 

 毎年開催している、1年生必要者への基礎知識の補講を今年度も実施した。 

  

③検証 

 生徒の科学的好奇心は活性化されたのか？ 

 「これサイ」については、2.1.1（２）によると、科学に対する興味の喚起において一定の効果はあったと

判断できる。が、一方で（１）の結果にあるように「文理の選択に迷っている者に対して、必ずしもこの試み

が理系進学を促すきっかけとはなりえていない」こともわかった。また（３）にあるように、本校の非常勤講

師は早稲田大学大学院で研究活動を行っている者が多いので、最先端の科学に触れるという効果も及ぼしてい

る。 

 「大久保山学」については検証を行っていない。1年生の必要者への補講は例年軌道に乗った形で行われて

いる。 

 

 理工系進学者数増加の理由 

 ５．関係資料付録１Graph1 によると、本校の理工系進学者は 2009年度以来漸減していたが、大きく増加し

た。Graph2、Graph3 を照らし合わせてみると、割合としては女子の増加が目立つ。「これサイ」は基本的に 1

年生対象であり、「大久保山学」はまだ軌道に乗っていない。補講は継続して実施してきているが帰国生対象

であり、理工系進学者増加の大きな要因とは思えない。その理由の一番大きなものは、実は一昨年の中間評価

で「理工系進学者数減」についての指摘を受けた後、本校の教員たちが LHR 等で地道に PR してきた結果では

ないかと思っている。 

 

以上、このような状況から判断し、仮説の妥当性については継続した調査が必要である。 

 

3.1.2 探究活動を継続発展させるためのシステムの在り方の研究 

①仮説 

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。 

探究活動は継続発展させることがその内容の深化のために必要不可欠であるが、そのためには継続発展させ

ることが容易となるシステム作りが必要である。 

 

②研究内容・方法 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 生徒の探究活動を継続的に記録するポートフォリオシステムの開発 

 「ポートフォリオシステム」については、当初早稲田大学の教学プラットフォームである Course 

N@vi を利用し、この中に設置する予定であった。が、生徒や教員のメールアドレス等個人情報管理に

おいてシステム運営上例外措置が必要となることがわかり、現在サイト運用の在り方を検討中である。

一部授業での運用に留まっている。教員間の教材や評価を共有するサイトは 2.6.1 でも述べているが、

運用が開始されている。 

 

 高大接続のギャップを解消する試み 

 「高大連携」のスムーズ化については、例年同様大学の協力の下、研究室訪問やセミナーを開催し

た。3 年生 SSH 指定授業21のいくつかではオリジナルテキストを用いて高大連携をスムーズにする取

り組みをしている。 

 また、在学中に深く SSH 活動に関わった OB・OG たちの持つ知的資源を利用することを目的に

                                                      
21 ５．関係資料付録２教育課程表別表 1-2 選択科目参照 
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ML、LINE を使って情報を密にする取り組みを開始した。このことは、外部運営指導委員からも指摘

があった「OB を循環させる試み」に通じる。 

 今後の効果が期待される。 

 

 クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

 今年度も SSH 部内でいくつかのプロジェクトを推進した。今年度は、今年度はこの中の「水中ロボ

ット」「河川調査」「マイクロ水力発電機」班に対して、対外的な評価が得られ表彰を受けることが

できた。また、クラブ活動ではないが、小笠原研修から始まった継続研究としての「クワの異形葉性」

に対する研究成果をある程度まとめることができ、学内の表彰を受けることができた。 

 

③検証 

 今年度は、何年もの継続研究を重ねてきている「河川調査」「マイクロ水力発電機」に対して外部からの表

彰が得られたことは、長年指導してきた教員にとってはたいへんうれしいことであった。「クワの異形葉性」

は学内の評価であるが、英語にまとめジャーナルへの投稿を検討している。これらの研究に共通して言えるこ

とは、まず「長年継続してきたこと」である。データを積み重ね、成果の客観性を高めていくためには、やは

り何年もの時間が必要だということである。2 つ目に、これらが自分だけで進めているのではない、部活や連

携先があり活動のシステムに組み込まれることにより、「自分の背負っている責任を果たさないといけない」

ということを感じながら関わることが着実な継続につながっていると思われる。3 つ目は、2.2.2 で述べられ

ているように、必ず成果発表や報告書など、「成果をまとめる」ことが義務付けられていることである。JSEC

の審査員奨励賞を受賞した「水中ロボット」は今年から始まったプロジェクトであるが、連携して指導を受け

る相手があったこと、対外的に発表する機会が多かったことが、背面からその成果の深化を支えたと言える。 

 

以上のことから、仮説は妥当であると判断される。 

 

3.1.3 多様な連携プログラムにおける教育効果の研究 

①仮説 

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。 

教育プログラムはその連携方策を工夫することによって教育効果を高めることができる。 

 

②研究内容・方法 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 地域との連携プログラムとして、毎年実施している小笠原研修、昨年度より実施しているマイクロ

水力発電機の開発、2009 年度より実施している河川調査プロジェクトを継続した。マイクロ水力発電

と河川調査は本庄市・地域 NPO・早稲田大学等多様な連携先からなるプロジェクトであり、特に河川

調査は昨年より藤田小学校との関わりを深めている。また、この連携の伝手により津波で大きな被害

を受けた南三陸町の河川調査も実施することができた。 

 

 海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 本年度もシンガポールの National Junior College との相互訪問プログラムを実施した。11月の立

命館高校主催 JSSF では NJC との共同研究として実施した、市街地の放射線量が変化する理由について

の研究成果を共同プレゼンテーションした。 

  

③検証 

SSHのような専門性の高いプログラムでは、学校内の教員体制だけでこなそうとすることには専門性や実験

設備が限られることから無理がある。専門知識の指導や適切な標記のためには、外部の専門家・専門機関との

連携が絶対に必要である。連携をすることにより、その連携先に応じたメリットが得られる。例えば、NJCと

の連携では、お互いの生徒が双方の教員の指導を受けられる、双方の教育を体験できるなどのメリットがある。

河川研究活動では、連携している箇所が多いため、河川環境を巡る科学的な側面以外にも、行政、市民活動、

河川における権利、歴史等河川を取り巻く様々な知識を得ることができている。 
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3.1.2②でも述べたが、連携先ができることにより参加している生徒は自分の行動に対して責任意識を感じ

るようになる。このことにより活動の継続と成果の深化がもたらされる。連携が教育効果を高める理由の１つ

である。 

 そのため、連携方法や形態の検討は教育効果に関わってくるため、重要である。連携先とプログラム内容に

ついて検討を重ねることが必要である。例えば、小笠原研修は 2006 年より継続しているが、その間母島・父

島観光協会、ガイドの方と連絡を取り合い、プログラムを毎年検討してきた。主体的に関わる生徒を増やし、

同時に SSHリソースの社会還元を目的として、母島観光協会と相談を重ね、3年前より母島こども科学教室を

開催した。この教室が生徒たちと母島の方々との触れ合いを急速に進めるきっかけとなったことは驚きであっ

た。 

 

以上のことから、仮説は妥当であるが今後とも連携方策について双方で検討を重ねることが必要である。特

に、NJCとの連携では共同研究の在り方がポイントとなる。 

 

3.1.4 海外での研究発表活動における教育効果の研究 

①仮説 

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。 

研究発表活動の場を設けることは、科学研究活動の推進に有効である。特に、海外でのそれはより教育効果

を高める。 

 

②研究内容・方法・検証 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 科学英語力養成の体制づくりの検討 

 この件に関して、今年度は特に主だった動きができなかった。 

 

 SSH成果の対外的な報告と評価 

 予定していた SISC、APCYS の開催日程が定期試験日程と重なり、参加できなかったことは残念であ

った。昨年秋に招待を受けたタイの科学フェアもバンコク市内における反政府側デモの状況が思わし

くなく、開催直前で参加できなかった。今年度、高校生学会として海外で発表できたのは台湾高雄で

開催された SEESだけであった。 

  

③検証結果 

経験的に、海外の高校生学会に参加した生徒が、それをきっかけに様々な点で成長を見せるということは、

他校の SSH 活動に関わる教員からも指摘がある。今回、SEES に参加した生徒にもそのような点が見られた。

しかし、今年度はデータ量が少なく、仮説に関して論じるには至らない。 

 

3.1.5 SSH成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究 

①仮説５ 

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。 

地域連携の中で行われる科学プログラムが最も効果的な知的資源の敷衍方策である。 

 

②研究内容・方法・検証 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 本学院主催 SSH 報告会の実施・成果報告書作成 

 この催しは、SSH成果の社会還元と広く本学員 SSH事業に対する意見・アドバイスを求めるために、

毎年開催している．例年は基調講演も含め、１日かけて行っていたが、今年度は学院生にも広く SSH

事業について知ってもらうことを考え、午後半日のコンパクトな形にした．例年行っている生徒の研

究発表プレゼンテーションもやめ、OB・現役学院生のパネルディスカッション、ポスターセッション

発表者 17名のエレベーター・プレゼンテーションの後のポスターセッションを軸に、実施した． 

1.     開会の挨拶（羽田教務主任） 

2.     本庄学院の SSH事業説明（SSH委員長峰） 

3.     連続講義「これがサイエンスだ！」報告（成瀬） 

4.     SSHプログラム紹介「多様な連携がもたらすプログラムの深まり」（半田） 
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5.     パネルディスカッション（OB：2009 年度卒春田かすみ・細田幸佑、現役学院生：3年皆

川萌佳・黒沢佑太郎・2年清水皓裕、司会峰） 

6.     ポスター発表者エレベーター・プレゼンテーション 

7.     ポスターセッション 

8.     閉会の言葉（兼築学院長） 

この日は、他校の先生 3 名、大学教務部から 2名、科学技術振興機構、吉田本庄市市長、本庄学院

SSH運営指導委員の先生方、また学院生約 150名の参加者であった．特に、ポスターセッションでは、

学院生は飽きることなく長い時間参加しており、このような形式の発表会も効果的であると実感した。 

  

 Web教材の作成 

 本校 SSH紹介の Web サイトを全面改定した。特に強調したい点は以下の２つである。 

 藤田小との連携のサイト22に連携活動の中で一緒に作成した「川クイズ」を入れた。これはまだ小規

模であるが、今後藤田小以外の小学生も参考にできる博物館サイトのようなものにレベルアップした

いと考えている。 

 8年に渡る小笠原研修の歴史をたどるサイト23を新しく立ち上げた。ここには今後、今までの成果で

ある植物・オガサワラグワの図鑑を設置したいと考えている。同様に、7 年に渡る NJC との交流をま

とめ、科学教育上の成果を紹介するサイトも現在作成中である。 

 

 連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍 

 本校は地域連携の中で、本庄市民大学やこども大学本庄の講師を生徒や教員が務めてきた。 

 また、藤田小との連携の中では、児童たちと一緒に河川環境保護活動をしてきた。この活動が認め

られ、日本水環境学会関東支部より「水環境保全活動奨励賞」を授与された。 

 昨年より開始したマイクロ水力発電機の開発は、実用化し、実際に機能するものとして成果還元を

したかったが、まだそれまで先は長いようである。 

 

 こども科学教室の実施 

 例年いくつかの地域で開催しているこども科学教室であるが、今年度は 4 地域のべ 4回開催した。 

 

③検証結果 

 本校は SSH 元年である 2002 年度から指定されている最古参校である責任を自覚し、今季 SSH 再再応募をす

るに際し、事業題目として「今まで積み重ねてきた SSH 成果の敷衍普及」を掲げた。その目標に対し、Webや

印刷物（書籍）等様々な形態の敷衍を検討したが、実際にはあまり手ごたえがつかめなかった。 

 Web はネットワーク時代における情報発信のメイン手段であるが、教材や教育メソッドの普及手段としてど

れだけ機能しているかは疑問である。良いコンテンツが利用しやすいようにパッケージ化されていても、多く

の人が利用するということは少ないのではないか。書籍も手元に置くことができ、Web と違ってネット環境が

なくても読むことができるという利点があるが、Web同様に送られてきたものを熟読するかというと、実際は

そのような場合は少ないのではないか。恐らく、人によって多少の差異はあっても、ネット・書籍・新聞・雑

誌・テレビ・ラジオ・口コミ等情報の伝達手段それぞれについて、個々の人々はそれらから「どのような種類

の情報を期待するのか」に無意識に基準を設け、使い分けているのだと思われる。 

 この間、結果として成果普及のための一番手ごたえがある手段は、地域における市民との地道な活動である

ことがわかってきた。年 2回程度の講座でも興味を持てばリピーターとして聞きに来てくれる。こどっも科学

教室も同様で、面白ければリピーターとしてまた来てくれる。実際に、リピーター率は極めて高く、なるべく

多くの人に平等に機会を与えるための選抜に気を使う。結果として、先着順になってしまっている。 

本仮説の妥当性については特に、2.3.3②の「小学校教諭対象のアンケート」結果がその妥当性を保証して

いる。 

 

3.1.6 教育効果の評価システムの研究 

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。 

                                                      
22 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/fujita/index.htm 
23 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ogasawara/ogasawara.htm 
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教育プログラムはその評価方法やシステムを工夫することにより、その質を高めることができる。 

 

②研究内容・方法・検証 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 教育効果の評価方法の検討 

 アンケートやプログラム効果の評価をより客観的にするためにルーブリックチャートを導入するこ

とは以前より行ってきた。今年度は、アンケートの択一式回答の評価に対して主成分分析、自由回答

の評価に対してテキストマイニングの手法を用いることを試みた。因子分析も試みたかったが、果た

せなかった。 

 

 授業・教材の評価とその結果を共有するシステムの検討 

 教員の授業や教材改善に役立てるため、他教員からの相互評価結果を共有しフィードバックするシ

ステムの試案「教員スペース」を、本校の教員のプラットフォームである Course N@vi 上に構築し、

運用を始めた。 

 一方で、本来生徒の科学への興味を喚起し理系進学者を増やすために始めた「これサイ」は、外部

講師をものものしく招くのではなく「手軽に開催できること」や「教員の専門を活かせる話を」との

考えから非常勤講師・専任教員の輪講の形で始めた。ところが、他教員が聴講することにより、それ

ぞれが教材や授業展開を学び合う場として機能するという、副産物を生みだした。 

 

③検証結果 

 「教員スペース」の利用が教員の授業展開や教材にどの程度影響を与えるかについては、運用を開始してま

だ事例が少ないため、未知数である。仮説はもちろん妥当であろうが、評価方法やプラットフォームの利用形

態については、今後ともデータの蓄積が必要である。 

 

3.2 実施の効果とその評価 
 今年度の SSH 事業を概観した時、目立つ評価としては以下の 2点が挙げられる。 

(ア) 理工系進学者が急増したこと 

(イ) 表彰される研究成果が増えたこと 

 （ア）については５の付録１でデータを記載しているが、割合として24女子の伸びが目立ち、24 年度中間

評価で文部科学省から指摘を受けた「理系進学者、特に女子進学者を増やす努力」については結果を残せた

形となった。ただ、このことは今年単年度であり、しかも昨年が極端に低かったため次年度以降の推移を見

守る必要があり、手放しに喜ぶわけにはいかない。 

 （イ）については、継続してきたいくつかの調査研究活動が運よくちょうど同時にある程度の到達点に達

しただけ、という見方もできる。 

 ただ、本校では 24年度中間評価で文部科学省から 6項目の指摘を受けて以来、教員間の協力の下で始まっ

た「これサイ」をはじめ、生徒の学校生活の様々なレベルで科学に触れ合う機会や情報が得られる機会を設

けるようにしてきた。このような日常的な努力が影響したのではないかと考えている。 

 また、重点枠で開催したシンポジウム WaISESの開催準備のため、1 年を通して校内に終始、科学活動をし

ているという雰囲気があったことも、遠因ながら影響しているのかもしれない。 

 

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 
① 「大久保山学」「ポートフォリオシステム」等の充実 

 今年度、キャンパスを舞台に教科を横断した研究のテーマ発見や研究方法の教育プログラムである「大久保

山学」を立ち上げた。しかし、単発的にいくつかの小プログラムがキャンパスを利用して行われただけであり、

学校活動の中でシステマチックに行われる状況にはまだ遠い。本プログラムは社会に公開している Waseda 

Vision 150 の中でもうたわれており、学校としてシステム化された展開が求められる。 

 ポートフォリオシステムは、上記「大久保山学」とペアで運用された場合、その成果を蓄積し教員がそれを

確認し評価し合える場として機能する予定であった。現在、個人情報管理上の点で開発が停滞している。両者

が有機的に結びついた運用が期待される。 

                                                      
24 本校は男女比２：１ 
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② 男子のプログラム参加率向上 

 男子の SSHプログラム参加率の低さは 2007 年の本校共学化以来の悩みである。例えば、今年度のシンガポ

ール研修、小笠原研修とも女子 8名に対して男子 2名である。女子だけの年度もある。SEESは 4 名ぜんぶ女

子であった。本校では、このような研修プログラム参加者は公募が基本である。その時点で女子の応募者が圧

倒的に多いのが実情である。 

 

③ 理系進学者を増やす努力の継続 

 今年度の理系進学者増は今年だけの単年度の現象という可能性がある。今後とも地道な、科学に触れられる

機会および情報の提供の継続が求められる。 

 

4.2 成果の普及 
 成果普及は二つの方向で考えて行かなくてはならない。 

 １つは Web、印刷物、成果報告会等公に発表するという形態の普及である。Web では今年度 SSHのコーナー

をリニューアルし、特に藤田小学校との交流成果、小笠原研修の 8年間の成果をまとめた。次年度は、NJCと

の交流の成果をまとめるとともに、藤田小との交流サイトにおいて河川環境に関する教材サイトの整備、小笠

原研修のサイトにおいて植物図鑑等の整備を考えている。 

 2つ目は、交流という人とのかかわりの中で伝える成果である。次年度も藤田小との交流は継続されること

が確認されており、児童たちへの成果還元を継続したい。また、今年度同様、市民講座やこども科学教室を通

して、地域の広い世代への成果還元を図りたい。 

 

５．関係資料 
付録 1 学部進学先の推移 

 
Graph1:2009～2013理工系学部学科進学者の推移 
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Graph2；2009～2013、男子の理工系進学者数の推移 
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Graph3:2009～2013、女子の理工系進学者数の推移 

 

 

付録２ 教育課程表 
2013 年度（平成 25 年度） 教育課程表 

別表１（第 20 条関係） 

 

教 科 

学  年 

科  目 

第１ 第２ 第３   

学年 学年 学年 文系必修 理系必修 

国語 

国語総合 ４     

現代文  ２ ３   

古典  ２ ２   

地理歴史 

世界史Ｂ ２ ２    

日本史Ａ  ２    

地理Ａ   ２    

近現代の世界Ⅰ      

近現代の世界Ⅱ      

近現代の世界Ⅲ      

近現代の世界Ⅳ      ２以上  

近現代の世界Ⅴ      

近現代の世界Ⅵ      

近現代の世界Ⅶ      

近現代の世界Ⅷ      

公民 
倫理 ２     

政治・経済  ２    

数学 

数学Ⅰ ３     

数学Ⅱ  ３    

数学Ⅲ     ３ 

数学Ａ ２     

数学Ｂ  ２    

数学Ｃ     ２ 

理科 

物理基礎  ３    

物理Ⅱ     ３ 

化学基礎 １ １    

化学  １    

化学Ⅱ     ２ 

生物基礎 ２     

理科総合Ｂ   ２   

保健体育 
体育 ３ ２ ２   

保健 １ １    

芸術 
音楽Ⅰ △２     

美術Ⅰ △２     

外国語 

コミュニケーション英語Ⅰ ３     

オーラルコミュニケーションⅡ  ２    

英語表現Ⅰ ２     

英語Ⅱ  ３    

リーディング   ３   

ライティング   ２   

英語Ⅲ    ２  
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家庭 家庭基礎 ２     

情報 
情報Ｂ  １    

情報の科学 １     

総合的な 

学習の時間 
総合的な学習の時間 １ ２ １ 

  

選択科目（■） 
    

１０ ４ 

 

特別活動 ホームルーム １ １ １   

合計  ３２ ３２ ３２ 

 備考  

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

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

ばならない。 

 別表１－２ 選択科目（※「SSH」はやや高レベルな内容） 

教科 科目 学校設定科目 

国語  源氏物語を読む、平家物語を読む、和歌を読む、日中比較文学、明治の文

学を読む、批評を読む、早稲田大学と文学、近代文学、古典入門 

地理歴史 

 近現代の世界Ⅰ、近現代の世界Ⅱ、近現代の世界Ⅲ、近現代の世界Ⅳ、近

現代の世界Ⅴ、近現代の世界Ⅵ、近現代の世界Ⅶ、近現代の世界Ⅷ、イス

ラーム史、古代エジプトの歴史と文化、中国前近代史、日本史Ⅰ、地理学

演習、地理学概論、人物でたどる中国の歴史 

公民 
 経営学入門、国際関係論入門、法学基礎演習、政治学入門、経済演習、倫

理、現代社会論、日本経済論、法学入門、企業探求 

数学 

▲数学Ⅲ（SSH 授業

有） 

応用確率統計（SSH）、解析学入門（SSH）、文系のための数学Ⅲ、記

号論理学入門（SSH）、数理生物学入門（SSH）、複素関数論入門（SSH）、

物理・工学のための数学入門（SSH）、微分方程式入門（SSH） 

理科 
▲物理Ⅱ（SSH 授業

有）、化学Ⅱ 

生物Ⅱ 

地球環境、農業と環境、食品と化学、科学リテラシー 

芸術  デッサン、陶芸、ア・カペラ、合唱 

外国語 

 

 

●英語Ⅲ、時事英語、英語学術発表基礎、英文講読演習、英語リーディン

グ演習、英文読解演習、英語リスニング演習、ディスカッション、速読速

聴 英 語 、 Advanced English 、 Advanced English Conversation 、

Intermediate English 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 

家庭  食文化 

情報 
 情報と映像（SSH）、情報と文化、情報サイエンスⅠ（SSH）、情報サ

イエンスⅡ（SSH） 

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 

2013年度 両高等学院合同 SSH運営指導委員会 
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１． 開催年月日 2014 年 1 月 10 日 18:30～20:30 

２． 開催場所 早稲田大学 大隈会館 N301, 302 

３． 出席者  

委員：橋本，深澤，紙屋，大野，後藤，大鹿，加藤尚，山中，興治，滝川，山西，兼築 

学院：橘，加藤徹，多ケ谷，原，加藤陽，小川，神代，三枝，中村 

本庄：羽田，高井，影森，成瀬，峰，望月 

４． 記録者 成瀬政光（本庄高等学院） 

５．議事録 

 

凡例：■運営指導委員、□両高等学院教員 

（開会のことば） 

本日委員会の流れの確認 

（あいさつ） 

SSH の意義とは外部との関わり，学校体制の刷新となりうることである．内部から変わっていかなくては

ならないという自覚を持たせてくれることである．新しいことを始めていきたい． 

（あいさつ） 

 昨年文科省の中間評価では C 評価であった．今日は，それを受けて改めたところを見てほしい． 

 一方で基礎的な学力を高めることも本庄高等学院（以下，本庄）の問題として挙げられ，その点の見直しが

必要であると認識している．また，統計的に数値で情報を出す必要がある．例えば，SSH クラスの生徒が 220

人居たが，理工へ進学したのは約 50％であった．これは文理コースなどで分けないというポリシーも関係し

ているかもしれないが． 

（高等学院（以下，学院）の取組報告） スライド，レジュメに沿って説明が行われた． 

（本庄の取組報告） スライド，レジュメに沿って説明が行われた． 

■両学院ともいろいろな取組をしていることがわかった．楽しみである．その中で質問がある．学院について

は，高校生特別聴講制度や SSH の特別講義を実施しているが，参加した時の単位認定，学習状況の評価など

の扱いはどうなっているか？試験は行っているのか？ 

 

□高校生特別聴講制度は大学生に交じって授業を受け，試験を受けている．単位は先取りということで認めら

れている．一方で，SSH 特別講義は，授業とは別に実施しており，試験や単位認定はしていない． 

■講演会だけをやるだけではもったいない．ぜひ，振り返ったり，定着させたりする機会を設けてほしい．本

庄については，高校全体の取組として SSH へ参加している生徒以外の生徒の取組はどうなっているか？こう

した生徒に浸透しているのか？ 

□すそ野は広がっていると思うが，課題もある．教員も含めて情報公開を意識して行っている．例えば，教員

への広報誌の作成や全生徒に向けて夏休み研修の報告会を行った．そのため，教員や生徒の認知度は着実に増

えていると思う． 

■本庄の中心となっている生徒の生活パターンはどうなっている？のか．クラブ活動にプラスアルファでSSH

活動を行っているのか？ 

□クラブ活動として SSH 活動をしている生徒がメインである．運動部との両立は難しいと思われる．そのほ

か，課題研究に携わっている機会は卒論である． 

■文科省の中間評価に対して，何をどう改善したのか？ 

□学校全体としての取組となるように，できるところから始めた．そのほかに，理系進学者の数の増加，教育

評価の専門家を指導委員に入れることが課題として挙げられたが，いずれもすでに対応している． 

■質問は３点ある．１点目は，現在の大学教育の話題として，MOOC と反転学習が挙げられる．MOOC には

英語のコンテンツがあり，日本語でも JMOOC というものがある．中世史やコンピュータサイエンスの講義

がある．４週間で完結するものであるため，こうしたものを利用することを考えてはどうか？また発表を聞い

ていると，「何をやらせたか」が多いという印象である．その上を目指してほしい．２点目は，特別聴講制度

で困った例がある．本来は入門コースから履修するべきであるのに，高校生がいきなりアドバンスコースから

履修している．そのため，大学教員が対応に困っている．そこで高校の教員がこれらを理解し，履修について

のアドバイスをしてほしい．３点目に，鴨川での研修を行っていたが，ウニは捕ってよいのか？ 

□サザエ等はダメであることは確認している．ウニについては再確認する． 
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■先ほど卒業生がどのような進路を進んだかという話があったが，昨今，科学イノベーション，分野間を超え

た研究が求められている．研究境界や領域を融合するという発想をもって，新しいものを提供するクリエイテ

ィヴな機会を与える必要があるのではないか．次に，取組はすばらしいのだが，すべての生徒ができているの

か？ついていくのが厳しい生徒がいるのではないか？そういう生徒へのフォローはどうなっているか？ 

□課題研究については，卒論指導という形で２年次から書き方を含め指導している．卒論は担当教員が居るた

め，その教員からのフォローがある．特別講座については参加自由である．多くの人に参加してほしいという

アピールであり，来た人に理系をアピールする．理系選択人数は２年次で 48％，３年次で 41％，学部進学で

34％である．２年次で理系を選択する人数を増やしたいと考えている．特別講座はそのための方策である． 

■研究体験等で学院の生徒を受け入れることがあるが，学院とそのほかの高校では提供の仕方が異なる．学院

は早稲田大学に進学することが前提であり，キャリアデザインという位置づけで接している．教育の理学科に

来ると，理工学部だけじゃないんだと生徒は少なくない．また最先端のサイエンスを見せることで，大学院へ

行かせることをイメージさせるように意識している．一方で他校に対しては，いろんな学びがあることを見せ

ることにとどまっている．また SSH の最終的な評価は他校と比べてどうなっているか？両学院ならではのウ

リは前面に出ているか？ 

□卒業研究では，研究のロールプレイがしやすいため，それを経験した生徒は研究者として博士まで行く率が

高い．それを数値で出すという課題は残る．また生物オリンピックなどに挑戦させることで，受験に必要な学

力がつき，本選では実験があるので，実践的な能力が両方つくことが期待できる． 

■キャリアデザイン教育という部分では，どうか？ 

□早稲田大学にある研究室を紹介する．医学部進学については，生徒はあまり真剣に考えていないようである． 

■SSH の評価との関連はどうか？ 

□理系に行く人数を増やすという観点から，学部はこだわっていない． 

□昔は，文科省は人数については言わなかった．しかし今では，数を求めるようになってきた．文科省の求め

るものが変わってきた．キャリア教育という点では，５月に OB を呼んでキャリアプラン講義がある． 

□本庄でもウィンターセミナーという形で同様のものを行っている． 

□課外講座の半分は大学院生に依頼している．生徒に研究というものを実感してもらうためである． 

□TA として大学院生や留学生にお願いすることを計画している． 

□文科省についての背景について，当初はカリキュラム改革について求めてきたが，現在は海外進学を求めて

きている．そのため国際バカロレアや TOEFL について推進している．それが，スーパーグローバルハスクー

ル設定の背景となっている．また進学について，文科省は女子の理工進学について予算をつけるようになって

きた． 

□前回の文科省評価を受け，本庄に視察が来た．課題は２点である．１点目は理系進学者の数を増やすことが

至上命題である．２点目は取組が体系的にできているかである．これは理工学部からも指摘されたことである．

基礎を伸ばすことができているか．例えば，大学１，２年次に単位取得ができていない．それを受け，本庄で

は課外講義などを実施し，すそ野を広げている． 

■興味をひかせるような取組としては十分であるが，それにより，基礎をきちんとやっていこうと生徒に意識

づけができているか？また取組に純粋科学が多いので，イノベーティヴな現場を見せることが必要，エンジニ

アリングな課題を見つける器を持っていてもよいのではないか．３つ目としては，教員の負担があるのではな

いか？SSH がなければ，これだけの負担はなかったのではないだろうか？ 

□SSH 委員長は大変である．それは文科省からも広く学校全体で実施するべきであると指摘されている．現

在は直接理系でない教員も関わっている． 

□英語にもプレッシャーがある．英語では基礎力充実が課題であるが，プラスアルファとして SSH にからも

うとすると，しり込みしてしまう部分がある．一方で，数学と英語のコラボレーションを実施したりしている．

学内の広報を強化したことで，例えば今回の WaISES で英語科の非常勤のサポートが得られている． 

□高校教員はエフォートが特殊である．部活動の兼ね合いもある． 

□疲弊しないようにしてほしい．SSH をやることで学校が元気になるようにしてほしい． 

□元からやってきたものに，SSH が乗ってきただけであるので，負担感は感じていない．予算の調整がある

ものの，研究成果を発表する場が増えた．一方で運動部に積極的に関与しにくくなるため，学内からの風当た

りもあるが，SSH に誇りをもって取り組むべきであると考えている．また，事務的処理が大変である． 

□ほとんど関係ない先生も「やってるな」と思ってくれるようになってきた．誇りに思ってくれることが大事

ではないか． 
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□SSH があることで，教員や生徒のモチベーションは高くなっている．生徒も SSH だから来ていることもあ

る．また，本庄では放物線教育に力を入れ，平和教育や歴史教育にも触れることとなっている．やっているこ

とと将来が具体的に見える活動となっている． 

□発言をしていない先生で，意見はあるか？ 

■過去の取組で中高生研究講座を行った．それはノーベル賞の第一歩へと企画されたものである．生徒のアイ

ディアを高めることを目的としており，東急ハンズで材料を購入するなど自分で研究をデザインしている．発

表も，最初は日本語から，英語，最終的には英語論文では発表した．SSH では研究テーマの決め方が難しい

と思う．大学の研究テーマを行うには，そこまでの道のりが長い．そこで高校生の完成を活かし，その一歩上

を行くために，大学のネットワークに組み込むような実践ができるとよいのではないか？ 

□中学生の実践例で，そのようなケースがあった．研究のために，早稲田大学の研究室に相談やディスカッシ

ョンをしてもらい，最終的には電子顕微鏡を使わせてもらった．しかし，コストがかかることが課題である． 

■原点に戻って，理系進学者の数に注目したい．１つはなぜ理系が増えないのか，大学として何をしていくの

か，である．２つ目に，博士課程まで確実に進学する生徒を両学院には期待している． 

□現在は，２年生で理系選択を決めるため，理系が段階的に減少することとなる．それは理系進学のために教

える内容が多く，１年次に敬遠する生徒がいるためである．敬遠する理由は，理系は留年率が高いからという

ことだそうである． 

□理系離れは両学院だけではなく，全国的にそうであろう．また小中学校に理科教員が少ないことも問題であ

ろう．こうした議論は視野を広くみるべきである． 

■学院には，一流の科学者になる生徒が多い．いい加減さがそうさせているのでは？SSH によって，減って

しまうことはないか？ 

□あまり言い過ぎないように気を付けている． 

□女子が理系に行かない理由は２つある．１年生のころは「リケジョ」はかっこいいと思っている．しかし１

つに数学が難しく挫折した，２つに保護者から就職などで将来の見通しのよいところに進学しなさいと説得さ

れたということがある．資格がとれるのかが気になるようである． 

■学部でも同じ印象である．優秀な女子が大学院に進学しない．女子生徒に工学系でも満足なキャリア形成が

できることを学部からも伝えていきたいと思っている． 

□早稲田でも「リケジョ」特集をしてほしい． 

■男女共同参画の観点から，理工に伝えておく． 

□（閉会のあいさつ） 

 

SSH外部運営指導委員会 

開催年月日 2013年11月20日 16:30～18:00 

開催場所 早稲田国際リサーチパーク（埼玉県本庄市） 

出席者（運営指導委員は五十音順、敬称略） 

大竹 淑恵 （理化学研究所チームリーダー，運営指導委員） 

新田 英雄 （東京学芸大学教育学部教授，運営指導委員） 

室谷 心 （松本大学総合経営学部教授，運営指導委員） 

松田 巌 （東京大学物性研究所准教授，運営指導委員） 

田辺 新一  （独立行政法人科学技術振興機構 主任調査員） 

兼築 信行 （早稲田大学本庄高等学院学院長） 

羽田 一郎 （早稲田大学本庄高等学院教務担当教務主任，SSH委員）  

高井 寿文 （早稲田大学本庄高等学院教務担当教務副主任，SSH委員）  

影森 徹 （早稲田大学本庄高等学院SSH委員，理科主任）  

中野 公世 （早稲田大学本庄高等学院SSH委員） 

成瀬 政光 （早稲田大学本庄高等学院SSH委員，数学科主任） 

半田 亨 （早稲田大学本庄高等学院SSH委員，情報科主任） 

峰 真如 （早稲田大学本庄高等学院SSH委員長） 

望月 真帆 （早稲田大学本庄高等学院SSH委員） 

記録者 峰真如・半田亨（早稲田大学本庄高等学院） 
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凡例：■運営指導委員・JST、□本庄学院教員 

■中間評価を顧みて、「国際性」「高大接続」「理系への進学数の増加」「小学校や中学校との連携」を重点

的に考える必要を感じた。本庄高等学院の教育内容を見ると、生徒が立派に成長しているように見えた。特別

講義「これがサイエンスだ」は、大学の学習内容につながっている、という観点で良いと思った。 

全体的に見ると、ポスター発表などを見て、「自然科学とは何か」ということをもう少し深めたらよいのでは、

と感じた。「何を持って科学的といえるか」ということである。その点、1960年代にアメリカで発達したche

mical bond approachを参考にしてみてはどうか。また、数値シミュレーションに長けた人へのニーズが今後

高まることが予想されるので、その点も意識してみてはどうか。また、SSHに関わる生徒を増やし、理系進学

者増加につなげるのであれば、学内への広報のしかたも工夫してみるとよい。アートやデザインに長けた生徒

にも協力を仰いで、SSHのイメージを良くしてみてはどうか。 

■パネルディスカッションは面白いと感じた。ポスターの内容も、受け答えもよかった。生徒が素直に育って

いて、また、育て甲斐もありそうだ。付属校の利点は、受験にとらわれず3年生までSSHプロジェクトに参加で

きること。全校体制にするためには、ボトムアップ体制で事業を作っていくとよいと思う。「SSHプロジェク

トの、学内への宣伝が足りない」という懸念があるのなら、全校体制にすることで改善される部分は大きいと

思う。また、いろいろな教科が連携するような授業があるとよいと思う。 

■男の子元気になった。一分の発表が大変良かった。自立してやっているような印象があった。藤田小の取組

も男子が入っているか?これは早稲田のいいところと思うが、生徒間のつながり、生徒同士で意見交換・批判

ができる、つながりができるといい。英語はいいが、国語の先生が入ってポスターの表現をもっと検討すると

良い。毎回思うが、先生方の努力が素晴らしい。多くの生徒が集まっていたのは健全。 

■毎回面白い発表がある。研究内容が出来すぎだな、と思っても、ポスターで高校生と話してみると、高校生

らしい受け答えをしていて安心する。本当に良くご指導なさっている。この時代なのでもっと情報系の話があ

ってもいい。社会学系のシミュレーションも現象が見やすく易しい。統計も意識すると良い。平均とゆらぎ、

奇跡は起こらなくても偶然はある。情報系のオタクっぽいシミュレーション、社会学系のシミュレーションを

やると社会の先生も参入できる。放射能のシミュレーションで年代測定から歴史の先生の協力を得る。異分野

交流。普段やっている授業と関連しているのか?普段の授業でアップアップしている生徒が、これが励みにな

って普段の授業がもっとできるようになると良い。水質調査の話は継続することが重要。地道にやることが高

校生っぽい。マスコミは呼ばないのか。マスコミに流しておくとよい。 

■今回のようなパネルディスカッション、しかもOBを出したのは新鮮だった。川越高校でもOBを循環させる試

みをしている。内容も面白いものが多く、深めるといいものが一杯あった。計画書を見て感じたのは、トータ

ルで見たとき、どういう人物を育てたいのかがぼんやりしている。それがはっきりすると、それをやるために

海外へ、行くなどプロジェクトが生きてくる。人物像がはっきりすると動きやすくなる。やっていることが、

体系化される。こんなに素晴らしい生徒がいるのだから、調べ学習的なものを文系と一緒にやらせると、文系

がおなじ仕切りのところに降りてくる。そのような工夫をしている学校もある。全校体制は校長の力添え次第。

どうしても理科と数学が中心になる。一つの工夫として理数以外から主任をさせ、いろいろな部分でSSHにか

らむような工夫をしているところがある。全校体制はどの学校も課題。それぞれ学校に実態に合わせて工夫し

ている。本当に生徒の様子が素晴らしく、のびのびとしている。それでいて、受験がないから遊ぶわけでもな

く、学問に対する姿勢が伺え、好感を持てる生徒が多い。それは教員の指導の賜物である。 

□昨年暮れに説明会の校長部会に参加し、岡山の高校の取組を訊いた。大学自体も新しい方向性を出してきつ

つある。基盤教育として英語や統計教育が要求されている。早稲田はグローバルエデュケーションセンターで

そのようなことを行っているが、連携する方向が必要。 

■教員研修会で英語プレゼンのお願いをした。英語のプレゼンができるようになることが狙いではなく、グロ

ーバルな社会でどのような力が必要かを考えたかった。理科と英語がつくのはかなり学校に負担。早稲田の場

合は、留学生がいるので負担が減らせる。負担を減らして水準を上げる。資産があるのだから、工夫はできる。

先生方の志、使命感によるところが大きい。 

■留学生TAは双方にとってとても良い取り組み。 

□留学生に謝礼が出せない規則がネック。現在払える方を中心にお願いしている。今回のWaISESでも大学院生

に論文査読をお願いしている。 
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□論文査読を家でやることが認められない。これが苦労しているところ。以前に留学生にお願いしたところ、

「こんなに立派で頑張っている留学生がいる」と生徒が感動していた。 

 

付録４ 学生からの寄稿 
「SSH が自分の人生に与えた影響」 

早稲田大学創造理工学部環境資源工学科 2 年 内田丈博 

 

「環境×ビジネス」、これは私の活動軸です。特に水環境に特化し、ビジネスの力を使って社会に貢献でき

る人材になれるよう、日々活動をしています。このような考えを持つようになったのも、SSHの活動で数えき

れない貴重な体験をすることができたからです。 

 私は、高校 1年生の時に、「川の研究班」という本庄市の河川環境を考えるプロジェクトメンバーになりま

した。主な活動内容は、本庄市を流れる河川の水質調査とその分析、水質改善の提案です。活動を通じて様々

な生きた知識、分析手法、プレゼン力、論理的思考力などを学ぶことができました。SSH の活動は、川の研究

班だけではなく、その他たくさんのプログラムに参加させていただきました。 

私が早稲田大学本庄高等学院を卒業して早 2年、当時の活動を振り返ると 2 点、大きく変わったことがあり

ます。それは「好奇心旺盛で主体性に取り組む姿勢」と「こだわりを持って成果を楽しむ」というということ

です。 

1 点目の好奇心旺盛で主体性に取り組む姿勢とは、多分野に貪欲に興味を示し、自ら率先して取り組むこと

です。高校 2年生の時にシンガポール研修に参加させていただき、シンガポールの文化に触れること、現地の

学生との交流を通じて、良い刺激をいただきました。勉強に対して非常に前向きでひたむきに取り組んでいる

海外の生徒を見て、私の学習は受動的なものから能動的なもの変わりました。それ以来、高校の勉強はもちろ

ん、自分の興味のある水分野の書籍を読んだり、大学の教授とお話しする機会をいただいたり、卒業論文のテ

ーマを本庄市の河川環境にしたり、主体的に取り組むことが出来たと感じています。現在もその姿勢を大切に

し、環境、ビジネス両面で自分を高めています。 

2 点目の成果を楽しむ性格とは、多少の労力は惜しまず、自分の取り組んでいることに対して成果にこだわ

る、ということです。SSH 活動では高校生でありながら、学会、報告会に参加できる機会に恵まれています。

自分の研究を持っていれば、相手により正確にわかりやすく伝えたいですし、コンペティションでは表彰され

たいという思いも非常に強いです。そのような競争心も SSHの活動を通じて育まれたと実感しています。 

SSH活動の魅力は、質の高い経験を優秀な先生方のご指導のもと、多感な学生時代に、仲間と共に体験でき

るということです。私はこの学校に入学し、様々な経験をさせていただきました。将来について以前より多角

的に判断できるようになったと思っていますし、活動に必要なスキル、取り組む姿勢を学ぶことが出来たと思

っています。高校時代で学んだものは一生大切にし、今後に生かして理想の自分実現に向けて取り組んでいき

ます。 

最後に、このような貴重な機会を提供してくださった皆様に感謝の意を込め、厚く御礼申し上げます。あり

がとうございました。 

 

SSHが私の人生に与えた影響 

早稲田大学政治経済学部 2年 服部桃子 

 

 私は現在、政治経済学部国際政治経済学科に在籍しています。いわゆる文系の学生です。しかし、本庄高等

学院の SSHプロジェクトが文系の学生にも門戸を開いてくれていたおかげで、幸運なことに SSH に携わること

ができ、私は今、SSHのおかげで人生が豊かになったと感じています。 

 私は高校入学当初から文系学部への進学を志していました。文系学部への進学を志した理由は、文系の学問

の方が自分の能力が発揮できると考えたこともありますが、経済的に理系進学が厳しかったということもあり

ます。理系の学問への興味が全くないわけではない中で文系学部への進学を希望していたため、入学当初は煮

え切らない思いを抱えていたのですが、それを払拭してくれたのが SSHでした。 

 SSH プロジェクトを通じて、私は多くの経験をしました。小笠原諸島で固有種の絶滅の危機を身近に感じ、

他国の学生とある課題について議論し、毎朝桑の成長と変化を記録したこと。SSH プロジェクトでは、学問を

楽しいと感じさせる様々な工夫が施されていたため、もっと学びたい、研究してみたいという知的好奇心が自

然と深まり、私はプロジェクトに没頭しました。高校時代を振り返る時、修学旅行や文化祭よりも先に出てく

る SSHプロジェクトでの様々な経験は、私の大切な財産です。 
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 いくつかの研究を重ねていく中で、私は自身の興味の対象が環境問題に向いていることに気が付きました。

しかし、文系学部への進学を志す中、環境問題に関わることはできないと半ば諦めかけていた、そのような時

に、ある研究を通じて出会った方に言われた一言が、心に強く残っています。 

「経済学に進んだとしても環境経済学という学問があり、政治学に進んだとしても環境問題には多くのアプロ

ーチができる。文系の学部に進んでも環境問題について研究することはできる。」 

 私は現在、政治経済学部で学ぶ中で、政治学の視点から環境問題にアプローチすることを専門分野にしたい

と考えています。理系の学部でなくとも、理系分野の研究や環境問題に関わり続けることはできる。このよう

に学問の幅が広がったのが、SSH のおかげであることは間違いありません。 

 私は文系の学生です。しかし、SSH のおかげで、理系分野の学問への関心を捨てないまま、文系の学問に繋

げることができています。また、知的好奇心を深めること、また自分が専門としたい学問の方向性を見出すこ

ともできました。そして何より、SSH プロジェクトを通じて得られた様々な経験は、今の私を形作る大切な財

産となっています。 

高校時代に SSH に携われたおかげで、私の人生は間違いなく、より豊かものとなりました。SSHに大変感謝し

ています。どうも有り難うございました。 
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第 2部 

 

重点枠 SSH事業について 
 

～海外連携～ 
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別紙様式１－３ 

早稲田大学本庄高等学院 22～26 

 

 

平成 25年度科学技術人材育成重点枠実施報告【海外連携】（要約） 

 

 ① 研究開発のテーマ  

 早稲田大学本庄高等学院における「国際社会で通用する科学研究リテラシーを養成する次世代型科学教育

プログラムの研究開発」 

 ② 研究開発の概要  

海外校 3 校程度（生徒 30 名、教員数名）国内 SSH 校 5 校程度（生徒 30 名、教員数名）を招き、科学教

育シンポジウムを行う。内容は生徒研究発表・ポスターセッション・課題コンペ・遠足・教員ワークショッ

プ等をイメージしているが、このシンポジウムの目的を「科学研究リテラシー養成」におき、その特色とし

たい。具体的には「科学論文リテラシーとその周辺スキル・知識の養成である。 

ここでは、科学技術研究の専門家育成を目的として、シンポジウム参加準備・シンポジウム中・シンポジ

ウム後を通し、参加生徒が「研究活動とはどのようなものか」を知るとともに、参加教員にとっても「科学

研究リテラシー教育」に対して理解を深めるようなプログラムとしたい。この過程を通し、プレゼンテーシ

ョン教育・科学教育プログラムの検討とともに、教育評価の検討・論文リテラシーの教育方法の検討などを

行う。 

 ③ 平成25年度実施規模  

校内では、希望者を対象として教育プログラムを展開する。プレーヤーとして2チーム分10名、関われる

人数を増やすためバディ・スタッフを広く募る。連携校は国内外各6校各チーム5名生徒教員1～2名の参加を

想定している。 

 ④ 研究開発内容  

研究の到達点を「論文」と位置づけ、いい研究論文を書くためにはどのような要点を押さえる必要がある

のかを中心ポイントとし、先行研究の調査、論文を書くためのリサーチデザイン、論理立て、客観性や説得

力を高める工夫、著作権への配慮などを含めた研究活動全般に関わる能力である「科学研究リテラシー」養

成を目的とする。 

 

①効果的な科学研究リテラシー教育方法の研究 

科学研究リテラシーの整理 

一口で科学研究リテラシーと呼んでいる能力を整理し、高校生に SSH プログラムとして教えるべきエッ

センスを精選する。 

科学研究リテラシー教育方策の確定 

上記（ア）で精選したリテラシー要素それぞれについて、本プログラム内において高校生に養成する効果

的な方策を検討する。また、マニュアル化し、英語化を行う。検討した方策に従い、テレビ会議・Web・連

携参加校が集まっての研修（国内校）等によりシンポジウムまでに、科学研究リテラシーを高める教育を連

携校間で具体的に展開する。 

 

②効果的な高校生科学シンポジウム展開の研究 

平 成 23 年 度 に コ ア 枠 で 実 施 し た TaiwanHSP/Japan SSH Science Education Exchange 

Symposium(SEES)の経験と反省事項、および他国際高校生学会参加の経験を含め、教育効果の高い高校生

科学学会の在り方を検討、実施する。具体的には、通常国際高校生学会におけるプログラムの標準となって

いる、オーラル研究発表・ポスターセッション・課題研究・遠足（校外研修）、教員研修（ワークショップ）

等における効果的な展開方法とその教育効果を評価する。 

 

③本プログラム全体の評価 

 評価シートの結果、指導による論文の変化の追跡調査等を元に、本プログラムの反省と評価を行う。運営

指導委員会において意見を求めるとともに、その成果を報告書にまとめ公開する。 

 事後、基礎枠⑥で検討した評価シートおよび国内校・海外校（1 校）の取材を通し本プログラムの評価を

行い、次年度のプログラムに活かす。 
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 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による効果とその評価 

①効果的な科学研究リテラシー教育方法の研究 

特に英語科学論文が書ける力、論文リテラシー養成を本事業の中心にすえ、指導方向を検討した。その結

果、論文リテラシー養成用教材、英語科学論文のフォーム、論文評価用ルーブリックチャートを作成した。

提出された論文については公開し評価を得るとともに、生徒の刺激になることを考え、論文集を作成すると

ともに、Web でも発信した。論文については、査読者の評価をフィードバックした。 

  

②効果的な高校生科学シンポジウム展開の研究 

事後アンケートによると、WaISES 参加者の参加意義を感じる気持ちは高い。その点、開催した意義は

十分にあったと思っている。本シンポジウムは、一昨年コア枠で開催した SEES の経験を活かし、よりコ

ンパクトで教育効果の高いシンポジウムを目指したものである。プログラムの配置、生徒バディやスタッフ

の動員、論文査読体制等十分に配慮されていたと自負している。 

次年度は、これに加え目的である「論文リテラシー養成」効果を高めることを目指し、論文を早めに提出

させたうえで、参加者によるピア・レビューの導入を考えている。 

 

③本プログラム全体の評価 

 1 年目としては、概ね効果的にプログラムを進行できたと思っている。特に、本格的な研究者を育てるた

めに必須である英語論文作成のための教材・論文フォーム・評価シートの試案を作成できた意義は大きい。 

 同時に、シンポジウムにおいて参加国内校の教員が海外校教員とのネットワークを作る場を提供したこと

も意義はあったと思う。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

 大きなポイントは次の２つである。 

 １つは、英語科学論文と発表の場という、科学者であれば経験しなくてはならない２つの場を高校生のう

ちから体験させることにおいて、「科学リテラシー」を獲得するためのより効果的な仕掛けづくりを考え、

一連の成熟した教育プログラムにすることである。その要は、今年度実施したメインの２つのイベント、、

事前学習会とWaISESに加え、ピア・レビューをうまく機能させることである。 

 もう１つは、教材・論文フォーム・評価シートの完成度を高めることである。特に、教材においては今年

度Introductionの部分を実施したが、可能であれば論文全体の章に関するコンテンツを完成させたい。 
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別紙様式２－３ 

 

 

 

平成 25 年度科学技術人材育成重点枠の成果と課題【海外連携】 

 

 ① 研究開発の成果  

 本事業における主たる成果は以下の２つである。 

 

１．科学研究リテラシー向上を促すプログラム進行 

１つは、今年度のイベントの流れとWaISESのプログラム構成が、参加生徒教員にとって、参加意義の高

いものであったこと、つまり、国際的な科学教育プログラムとして１つのスタンダードになりうること。

具体的には、英語科学論文提出という流れの中に、英語論文作成のワークショップである事前学習会、成

果発表の場としてWaISESというシンポジウムを実施したことである。WaISESにおいては、参加した生徒教

員のみならず、裏から支えた生徒バディやスタッフにも別の意味で高い影響を及ぼしており、国際シンポ

ジウムの開催校は学校全体として大きな教育的影響を得ていることがわかる。このような一連のプログラ

ムの流れが、参加した生徒たちの科学研究リテラシー向上を促すことにつながっている。 

 

２．英語科学論文作成のための教材・書式等の試案作成 

 もう１つは、本事業の主たる目的である「英語科学論文リテラシー涵養」という目的を達するための、

教材・論文フォーム・論文評価シートの試案を作ることができたことである。日本のSSH活動の中で、英語

によるプレゼンテーションは様々な場面で行われるようになってきている。しかし、英語論文の方はまだ

まだ敷居が高いのが現状ではないだろうか？自分の調査研究成果を論文にまとめることは、研究作業にお

いて必須の事項である。科学論文には科学論文の「作法」や「フォーム」がある。それらは無意味な「し

きたり」ではなく、守ることにより読み手には読みやすくなり、書き手にはまとめやすくなるという利点

がある。その意味で、英語科学論文に関する一連の教材や書式の試案を出せたことの意義は大きいと自己

評価している。 

 ② 研究開発の課題   

 上記①で述べた2点についてもっと完成度を高めるため、26年度は以下の点を課題として検討を行う。 

 

１．ピア・レビューの導入 

 参加者全員でシンポジウム以前に論文を確認し、参考にするとともに他人の評価を自分の論文のレベ

ルアップにつなげることを目的として、ピア・レビューを導入する。評価シートを準備し、評価結果を

各自が参照できるWeb上のシステムを作る。評価を再度自分の論文に活かすことにより、質の向上が期

待できるともに、このようなことを経験することにより「大人の研究者の世界」を垣間見ることにつん

ながるであろう。 

 

２．教材・書式等の整備 

 今回実施した教材・書式・評価シートに対して出された意見やアンケート結果・手ごたえ、査読結果

等を合わせ、完成度を高めることが必要である。 

 

  

早稲田大学本庄高等学院 22～26 
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１．研究開発の課題 
1.1 事業題目 
 早稲田大学本庄高等学院における「国際社会で通用する科学研究リテラシーを養成する次世代型科学教育プ

ログラムの研究開発」 

 

1.2 事業の方法 
1.2.1 研究の概要 

海外校 3 校程度（生徒 30 名、教員数名）国内 SSH 校 5 校程度（生徒 30 名、教員数名）を招き、科学教育

シンポジウムを行う。内容は生徒研究発表・ポスターセッション・課題コンペ・遠足・教員ワークショップ等

をイメージしているが、このシンポジウムの目的を「科学研究リテラシー養成」におき、その特色としたい。

具体的には「科学論文リテラシーとその周辺スキル・知識の養成である。 

ここでは、科学技術研究の専門家育成を目的として、シンポジウム参加準備・シンポジウム中・シンポジウ

ム後を通し、参加生徒が「研究活動とはどのようなものか」を知るとともに、参加教員にとっても「科学研究

リテラシー教育」に対して理解を深めるようなプログラムとしたい。この過程を通し、プレゼンテーション教

育・科学教育プログラムの検討とともに、教育評価の検討・論文リテラシーの教育方法の検討などを行う。 

 

1.2.2 実施方法 

 研究の到達点を「論文」と位置づけ、いい研究論文を書くためにはどのような要点を押さえる必要があるの

かを中心ポイントとし、先行研究の調査、論文を書くためのリサーチデザイン、論理立て、客観性や説得力を

高める工夫、著作権への配慮などを含めた研究活動全般に関わる能力である「科学研究リテラシー」養成を目

的とする。付随して、教育効果の評価方法についても考察を行う。 

 以下は本研究開発の具体的なイメージである。 

 

国内外から参加校（それぞれ生徒 30 名程度）を募った小規模なシンポジウムをメインのプログラムとする。

海外校を招く理由は、広くアイデアや評価意見を募るためと、科学教育の国際化に対応するためである。また、

多くの参加校による大規模なものとせず、小規模なシンポジウムにすることにより、一同がすべての研究発表

を見ることができる、落ち着いて議論ができる、密な交流ができるなどの効果があるものと期待される。 

論文指導方針と評価基準を検討する。英訳の上、Web 掲載し、そのガイドラインに沿った論文を作成させ

るようにする。国内校については夏休みを利用し、生徒および教員の研修会を設ける。この方針と基準に従い、

生徒たちに論文を書いてもらい、提出させる。 

提出された論文は論文集にまとめる。論文集は事前にパスワードをかけた Web により参加校に提示し、事

前に読めるようにする。 

12 月中旬にシンポジウムを開催する。ここでは、生徒研究発表（オーラル・ポスターセッション）、研究

リテラシー指導、課題コンペ、遠足研修等を行う。また、なるべく広くこの事業を社会還元すべく、教員ワー

クショップの場を作り、教員にも学習する場を設ける。 

研究開発に関する評価を行う。この評価に際しては、より客観的で定量的なものにすべく、ルーブリックチ

ャートや因子分析の手法を用いるなどの工夫を行う。また、参加校（国内校、海外校は 1 校）に対して直接取

材を行う。 

各校の評価、運営指導委員会の評価を受け改良点を整理し、次年度に活かす。 

本事業に対する評価を成果報告書・Web 等で公開する。 

 この事業イメージに基づき、以下の研究開発について検討を行う。 

 

①効果的な科学研究リテラシー教育方法の研究 

科学研究リテラシーの整理 

一口で科学研究リテラシーと呼んでいる能力を整理し、高校生に教えるべきエッセンスを精選する。 

 

科学研究リテラシー教育方策の確定 

上記（ア）で精選したリテラシー要素それぞれについて、本プログラム内において高校生に養成する効果的

な方策を検討する。また、マニュアル化し、英語化を行う。検討した方策に従い、テレビ会議・Web・連携参

加校が集まっての研修（国内校）等によりシンポジウムまでに、科学研究リテラシーを高める教育を連携校間

で具体的に展開する。 
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②効果的な高校生科学シンポジウム展開の研究 

平 成 23 年 度 に コ ア 枠 で 実 施 し た TaiwanHSP/Japan SSH Science Education Exchange 

Symposium(SEES)の経験と反省事項、および他国際高校生学会参加の経験を含め、教育効果の高い高校生科

学学会の在り方を検討、実施する。具体的には、通常国際高校生学会におけるプログラムの標準となっている、

オーラル研究発表・ポスターセッション・課題研究・遠足（校外研修）、教員研修（ワークショップ）等にお

ける効果的な展開方法とその教育効果を評価する。 

 

③本プログラム全体の評価 

 評価シートの結果、指導による論文の変化の追跡調査等を元に、本プログラムの反省と評価を行う。運営指

導委員会において意見を求めるとともに、その成果を報告書にまとめ公開する。 

 事後、基礎枠⑥で検討した評価シートおよび国内校・海外校（1 校）の取材を通し本プログラムの評価を行

い、次年度のプログラムに活かす。 

 

２．研究開発の経緯 
上記 1.2.2①の科学研究リテラシー教育のポイントを精査し、年間のプログラムに配置するとともに、②③

の事業を行った。以下は実施した主たるプログラムである。 

 

 国内連携校向け事前学習会（8月 25 日） 

 ここでは英語科学論文に慣れていない国内校生徒教員に向けて、基本を講義するとともに一方的な知

識供与にならないように、ワークショップ形式にして参加生徒教員に実践してもらった。また、本学習

会の教材は今後の参考としてもらうべく、講師大野真澄先生の許可のもと、Web25上に公開した。 

 

 WaISES論文提出要領の発信および論文評価用ルーブリックチャートの検討 

 9 月に論文提出要領と例を参加校にメールで送るとともに、Web26上に公開した。同時に評価用ルー

ブリックチャート27の検討を開始した。今回は、「科学英語論文をまとめる」力を育成するという教育

目的を重視すること、および「提出されたすべての論文内容に対して、適切な専門的評価ができる評価

チームをそろえることは難しい」という判断から、評価シートにおいては研究内容の深読みを控えるこ

ととした。 

 評価結果は表彰に活かされるが、「評価シートを守れば内容はともかく評価される」と受け取られ論

文の研究内容がおろそかにされることを懸念して、評価シートは公開しないこととした。 

 

 論文集作成と論文評価 

 提出された論文は、広く評価の場を得るとともに、生徒が他の論文から刺激を得ることを期待して、

論文集にまとめ WaISES 受付時に参加者に配布した。また、WaISES 開催以前 11 月末に Web 上28で

も公開した。 

 提出された論文は大学院生を中心とした査読チーム 13 名が評価シートに従い、評価を行った。 

 

 WaISESの実施と生徒表彰（12月 17日～22 日） 

 評価結果により WaISES 最終日の閉会式に表彰を行った。表彰に際して、全体的な講評を読み上げ

るとともに、今後より良い論文作成に活かしてもらうことを期待して、各論文に対して査読者のコメン

トをまとめたシートを発表者に渡した。 

 プレゼンテーションについては、参加教員・ゲスト（運営指導委員）がプレゼンテーション評価用評

価シートで採点をした。それぞれの分科会最優秀プレゼンテーション 2 本を表彰するとともに、最終日

に優秀者プレゼンテーションとして全体の前で再度発表をしてもらった。 

 

 運営指導委員会の実施（12月 18 日） 

 WaISES 会期中の、特にオーラルプレゼンテーション・ポスターセッションの行われる 18 日に、参

加生徒の研究報告を見た上で、夕方運営指導委員会を開催した。 

                                                      
25 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/ 
26 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/ 
27 2.1 参照 
2828 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/、ただしパスワード制限有。 
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３．研究開発の内容 
3.1 分析 
3.1.1 レフェリーによる生徒論文評価からみる論文リテラシー教育の課題 

◆この項の目的 

 WaISES 2013 では英語の科学論文リテラシー向上を目的の１つに掲げた。教育の手段としては、口頭発表

を英語の論文にまとめたものを事前に提出させてＨＰに載せ、参加者に会期前に目を通しておくよう求めると

いう手立てをとった。８月下旬には日本の参加者を対象に論文ワークショップを実施した。提出された論文１

３本は 13 人のレフェリーが査読、審査した。審査は論文１本につき３人のレフェリーが合議し、ルーブリッ

ク上の８つの観点に各４段階で評点をつけた。評点の上位３本を優秀論文として表彰したほか、レフェリーか

らのコメントを提出者に渡した。 

WaISES 2014 では論文リテラシー教育をさらに充実させるため、参加者同士が会期前に論文を読み講評し

あう「ピア・レビュー」の導入を構想している。英語論文のピア・レビューは高校生にとって未経験で負荷も

高いことが予想される。実施のうえではどんな観点でレビューを求めるか、丁寧なガイドライン提示が必須で

ある。高校生による英語論文では特にどのような点の向上を計るべきなのか。教員が論文作成をサポートする

際、特にどのような点を入念に指導するべきか。この項では今年度のレフェリーが生徒の論文から受けた印象

を整理し概観することで、来年度の論文リテラシー教育の方向性を論じる。 

 

◆レフェリー代表からのコメントと４段階評価の分布の呼応 

 WaISES 2013 最終日には優秀論文表彰とあわせて、レフェリー代表の大野真澄先生（早稲田大学オープン

教育センター）から審査対象論文の講評をいただいた。大野先生には８月の論文作成ワークショップの講師も

務めていただいている。大野先生はまず、WaISES 参加者がオリジナルな研究を実施しきちんと整った英語論

文にまとめた労を称えてくださったあと、 “some tips for further improvement”として以下の４点を挙げら

れた。 

① 図や表は必要な情報をすべて盛り込んで適切なタイトルをつけ、見やすいレイアウトを工夫する。 

② 「結果」と「考察」の項は、図表に示されたデータや先行研究事例にも言及しながら深く論じる。 

③ 複数の実験を実施した場合、研究の目的とそれぞれの実験のつながりを読者に明確に伝える。 

④ “Introduction”の項は、その研究を追及する価値やその分野での立ち位置を読者に明確に伝える。 

 13 人のレフェリーがそれぞれの論文につけた項目ごとの評点は、大野先生が述べられた４つの改善点と呼

応している。表１は 13 本の論文（Ａ～Ｍ）を評点の合計点が高い順に並べたものである。評価用のルーブリ

ックの各項目の記述は、４点（その項目が十分満たされている）、３点（軽微な瑕疵はあるがその項目は満た

されているといえる）、２点（瑕疵が多く読解に負担がかかる）、１点（その項目が相当不足している）とい

う基準をその項目にあわせて表現してある。評点の分布を見ると、概観として次のようなことが言える。 

 

(1) 英語の文章はおおむねよく書かれている。ＡとＫだけが英語が日常生活で使われている国の出身者に 

よる論文だが、この２本だけが英語表現の質が高いということではない。 

(2) アブストラクトと introduction の項に評点１が集中している（表の★の欄）。大野先生のコメント④と呼

応する。レフェリーが期待する内容と生徒の理解とのギャップが大きく、論文作成時に教員の指導・支援 

が必要な項目だと推測される。 

(3) 図・表の見せかたと、それらを用いた説明に物足りなさを感じたレフェリーが多かった（表の⇒の欄）。 

大野先生のコメント①、②と呼応する。得られた結果を図・表で提示するのみにとどまっていることが 

推測される。 

 

Table１ WaISES 論文の４段階評点の項目別分布 

観点 / 各論文（下付き J は日本の高校） A B CJ DJ EJ F GJ HJ IJ J K LJ M 

論文規定の尊重 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 

アブストラクトの内容               ★ 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 2 

Introduction の内容（先行研究との関連づけ）★ 4 3 4 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 

結果の明瞭な提示                ⇒ 
4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
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論文全体の構成 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

文章の明瞭さ 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 

図、表、グラフの見せ方             ⇒ 
3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 

引用の仕方 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

 

◆レフェリーから各論文著者への提言の内容分布 

 審査終了後、レフェリーグループは各論文へのコメントを合議で書いた。論文の筆者には評点は知らされな

いが、コメントは原文のまま伝えられた。すべてのコメントは、まず研究の視点や取り組みへの感想（賛辞）

で始まり、次に論文の質向上のための提言が数点ずつ書かれていた。この提言の傾向を見ることで、来年度の

論文リテラシー教育の方向性のヒントが得られるのではと考え、各コメントの要点を表２に整理した。 

 表２の第１コラム作成にあたっては、研究の内容に関するコメント（実験方法や考察の視点など）と論文の

形式や表現方法に関わるコメントを分け、さらに形式に関わるものは論文の流れに沿ってアブストラクト→

introduction→実験方法→結果→考察→参考文献の順番で項目を並べた。その上で、各論文に寄せられたコメ

ントの内容を分類し記載していった。 

 Ａ～Ｍの 13 本を表１の４段階評点の分布をもとに上位群｛Ａ～Ｄ｝、中位群｛Ｅ～Ｊ｝、下位群｛Ｋ～Ｍ｝

に分け、その区別を表２に当てはめてコメントの分布を見ると、以下の傾向が大まかにみられる。 

 

(4) 囲みア：研究の内容に関わるコメントをもらえたのは主に上位群。 

(5) 囲みイ：アブストラクト、introduction はどのレベルにおいても質向上の必要性が指摘されている。 

(6) 囲みウ：実験デザインや略語の定義づけなど、論文前半での詳細説明の不足を指摘されていたのは 

主に上位群。 

(7) 囲みエ：実験結果の図表の不備や説明不足、考察の論じ方の不足を指摘されていたのは主に下位群。 

(5)～(7)の傾向は大野先生のご指摘と呼応し、さらに表１の評価の分布とも呼応しているといえよう。 

 

 論文のレベル別にコメントの傾向の違いがみられた理由を、論文の読まれ方から考察してみる。より完成度

の高い論文は「結果」と「考察」の内容がレフェリーに十分伝わり、レフェリーが別の着眼点からの分析を提

案するなど、著者と読者の間で科学本来のディスカッションが誘発された。同時に、結果が得られた過程をよ

り正確に把握したいという意識がはたらき、実験デザインの説明不足などの瑕疵に意識が向けられた。しかし

完成度の低いレベルの論文では、どのような結果が出てそれを筆者がどう解釈しているかが必ずしも伝わりき

っていない可能性がある。レフェリーからは結果の把握に手間がかかった歯がゆさが提言となって表明された

が、実験方法の議論など内容のディスカッションまでは至らなかったと考えられる。 

 アブストラクトと introduction は論文に接することが少ない高校生にとっては把握しづらい項目であろう。

アブストラクトは良いモデルを提示することで質の向上が図れるが、introduction で提示すべき研究課題の重

要性やその課題の立ち位置の示し方は、特定分野の研究の状況の知識がないと難しい。読むべき資料の提供も

含めた教員からの支援が必要な項目と思われる。 

論文とは学問上のコミュニケーションのツールのひとつであり、論文の形式は研究成果をより効率よく伝え

るために整えられてきたものである。論文を書き読む行為とは、問いの着眼点や仮説の発想、実験デザインの

吟味や結果に対する考察など、内容に関わる議論が成立してはじめて目的が達成されたといえよう。 

 以上の概観を踏まえ、今後の論文リテラシー教育は以下の点の向上を図る企画にすることを提案したい。 

① アブストラクトと introduction の項の作成では、教員からモデルや資料の提示を含めて支援する。 

② 実験デザインの説明は読者の追実験が可能なように詳細部分にも注意をはらって作成させる。 

③ 「結果」と「考察」はデータや先行研究との関連づけて丁寧に説明し、必要な図表は説明と相互補完

する 

ように入念に工夫して作らせる。 

以上３点の向上により、研究自体の質向上につながる意見交換より多く導き出されることを期待する。 

 

Table２ 各論文へのレフェリーによるコメントの内容の分布 

 

コメントの内容 / 各論文 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

 

K 

 

L 

 

M 
上位群 中位群 下位群 
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【内容に関わるコメント】 

実験データ量の不足 

実験データ分析の方法改善（詳細） 

結論の分析方法向上への提言 

発展的内容への示唆 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形式に関わるコメント】 

Abstract：内容の追加要 

Introduction：先行研究の紹介要 

形式全般を投稿規定に順ずる必要性 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

本文内容の不備（物質の影響の説明不足） 

本文体裁の不備（図の位置） 

本文体裁の不備（記号・用語の説明） 

仮説：目的との関係説明不足 

実験器具・試薬の説明不足（詳細） 

実験手順説明の不足 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数式の解説不足 

結果の解説不足Ｉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表の体裁（見づらさ） 

図表を使った解説不足 

考察：結果の背後にある理由の説明不足 

結論の内容の不備（introduction との呼応） 

結論の内容の不備（応用への言及不足） 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

英文の向上要・誤字脱字      X X X    X  

引用文献：言及のしかた不備 

引用文献：文献リストの体裁不備 

  

X 

 

X 

X 

X 

  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

 

 

 

3.1.2 コンペティションの教育的効果 ～ホバークラフト滑走コンペを通して～ 

１． はじめに 

 国際交流に限らず、実験教室などでものを作るときには、できる限りコンペティションをすることにしてい

る。設計図通りに、または、創意工夫を凝らしてものを完成させたとしても、それは自己満足になりがちであ

るからである。同じものを同じ条件下で作り、その出来栄えを他人のものと比べてこそ、改善や、向上心につ

ながると考えている。 

 そこで、今回は、ホバークラフト作りを通して、将来の科学者に必要な力を身に着けるきっかけを作ること

にした。 

 

２． 目的 

 今回のホバークラフトの滑走コンペは、以下の力を身につけてほしいと考え企画した。 

(ア) 設計図通りに作る力。 

(イ) 試行錯誤して最良なものを作る力 

(ウ) 与えられた材料から最善のものを作る力 

(エ) 決められた時間内で完成させる力 

(オ) 実験や推論を通して科学的に結論を導き出す力 

ア 

エ 

ウ 

イ 
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(カ) 仲間と討論して自分の考えを深める力 

(キ) 一度完成したものを、また最初から作り直せる力 

(ク) 機材のスペックを読み取れる力 

(ケ) 競い合うことによって、最高のものを作ろうとする力 

(コ) １０．自分の考えを論理的に簡潔にわかりやすく伝える力 

(サ) １１．英語でのコミュニケーションをする力 

(シ) １２．助け合う力 

(ス) １３．長時間集中する力 

(セ) １４．自分の考えを文章で表現する力 

 

３． 事前準備 

上記の目的を達成すべく、コンペの形式を考え、ルール作りを行った。 

① スタッフ 

今回のコンペは本学院からの参加者にも企画が漏れないように、3 人という少人数のスタッフ構成とした。

この 3 人は、国際交流を成功させたいと考え、自ら志願してきた生徒である。（２年生 女子３名） 

② 物品購入等 

手始めに、6 時間程度で完成できるホバークラフトを試作した。なるべく安価で手に入りやすい物品で

作りたいと考え、部品の大部分は 100 円ショップで購入した。しかし、モーターに関してはパワーが足り

ないことや、品質が揃っていないことから、田宮の玩具「ミニ四駆」に使用されているモーターを使用す

ることにした。 

③ 競技会のルール 

競技は、自作したホバークラフトで参加することとし、

トーナメント形式でチームごとの勝ち点の合計点で勝敗

を決めた。 

製作時間は６時間とし、その間はグループごとに分か

れ、課題を解いたり、討論を繰り返しながら、最良のも

のを作ることにした。 

コースは、階段に設置し、試走は自由にできるように

し、最低限必要な部品は供与し、高性能な部品はクイズ

に答えて、獲得することにした。 

 

A. How to make the Hovercraft 

1. One hovercraft for each player 

2. Must make the centrifugal fan each 

3. Smaller than 14cm×20cm 

4. Motors can be used not more than two 

5. Battery can be used not more than two 

6. You can choose the battery from AA, AAA or N 

7. You can't exchange the battery once you had 

chosen. 

8. You need the points to get the motor, you can 

get points from answering 

the question. 

(normal = 1 point, powerful = 2 points, strongest = 3 points) 

 

B. About the race 

1. The format of the race is in tournament 

2. 3people in each race 

3. The course of the width is 90 cm and the length is about 5.4 meter 

4. When hovercraft touches the blue board , which is at the end of the 

course , it is finished. 

5. If the hovercraft is out of the course , you are eliminated from the race 

6. The first one in the race can go to the next race 

7. If the three players are eliminated in the first race, there would be no 
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play over and no one can go to the next race 

 

C. Score 

1. 1 point will be given to the winner of each race 

2. This is a group competition, so the group which has the highest total 

Score is the champion group 

 

４．チーム構成および実施方法 

なるべく国籍が重複しないように、ランダムに選んだ４人グループを 12 チーム作った。教室に４チームず

つ割り振り、各教室で工作や討論を行わせた。 

設計図は、日本語のものと英語のものとを配り、討論や質問等は英語で行わせた。その時、回路や電池に関

するいくつかの質問を用意し、それを回答することで、事前準備とした。問題は図の通りである。 

１に関しては、どの国でも学習していないと思われる、「電池の出力」に関しての問題であり、電池の大き

さにより、電圧は同じでも、出力できる電流の大きさが異なることを考えさせる問であった。 

２に関しては、並列と直列でどちらが早く回るかを問う問題であり、どの国の生徒もほぼ正解していた。 

１に関して、実際に実験する前に書いた予想のいくつかを記述する。 

 

正解例   

A さん 

 AA is the highest, so AA has the best [A]. 

B さん 

All [V]s are same. [I] of AA is the biggest. So [a] of AA is the biggest. 

C さん  

The voltage is the same for all batteries, but they differ in electronic currents. The AA cell battery has 

the greatest electronic current and thus produces the greatest amount of amperes and will turn the 

propeller the fastest. 

    

誤答例 

D さん 

 All of the batteries have the same voltage, but N has the lowest resistance. 

E さん 

 The AA cell is the largest battery and has the highest voltage. Hence it turns the propeller the best. 

F さん 

All batteries have the same output voltage, so the fan generates the same speed. 

The difference is the duration. 

 

この問いの答えは、①の AA つまり単３電池である。 

以下、回答数を記載する 

 ①単 3 正解  15（33％） 

②単 4     3（6％） 

③単 5    17（37％） 

④すべて同じ 11（24％） 

 この結果より、④に関しては、オームの法則や電力に関しての知識はあっても、エネルギー（化学反応）に

関する知識が不足しているか、或は、学校で物理と化学を別々に扱っているため関連付けができなかったこと

が理由であると思われる。 

 ③に関しては、小さい電池は内部抵抗が大きいと考えことが原因であるため、④の誤答より一歩進んだ解釈

が加わっていたと考えられる。 

 この結果よりエネルギーに関して、より実生活に密着した授業をしないと、生徒たちの知識は断片的なもの

になり、活用できないままになってしまうと考えられる。その意味でも今回のホバークラフト作りは、総合的

に考えることの必要性を感じてもらえたとおもっている。 

 

５．コンペを終えて 

 今回のサイエンスフェアが終了した後、全生徒にアンケートを行った。アンケートの参加生徒のコンペ部分

の回答結果を以下に掲載する。 
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Graph1. 国内生徒によるコンペ感想 Graph2. 海外生徒によるコンペ感想 

  
 

 参加生徒が書いた感想を見る限りでは、コンペは、英語でのコミュニケーションをする絶好の機会であった

ことがわかる。参加生徒の中には、コンペを初日に置き、打ち解けてからポスターセッションや発表などをす

れば、より活発なフェアになったのではないかと意見をしてくれた。 

 事故やけががなく終了できたことは、スタッフとして裏方で頑張ってくれた生徒や、何度も予備実験を手伝

ってくださった実験助手さんたちの陰の支えがあったからである。 

 

3.1.3 事後アンケートの分析 

 WaISES 最終日 12 月 21 日閉会式後、閉会式会場にてアンケートを実施した。開会時に資料と一緒に入れて

おき閉会時に回収、あるいは事後送付してもらうという形式では回収率が悪くなることを考え、多少時間は取

るがその場で配布しその場で回収することとした。 

 アンケートは各種プログラムの評価方法として手軽に実施できるが、その評価がちゃんと定量的客観的なも

のとするためには、回収数や設問が問題となる。今回、回収数を確保することはできたが、設問に関して事前

に時間をかけて検討することができなかったことが反省点である。 

 ここではページの都合上、アンケートの設問紹介を省略する。 

 

回答の分析 

①スタッフ（バディを含む）アンケート29結果 

  

バディ スタッフ 

  

                                                      
29 バディ（国内外）回答数 28、スタッフ回答数 18 
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Fig1. WaISES に対するスタッフ・バディの意識調査の主成分分析結果30 

凡例：緑は海外バディ、赤は国内バディ、青がスタッフ 

 

 

                                                      
30 国内バディ・スタッフは「あなたの相手への国に対する理解は深まりましたか？」の質問回答は、便宜上１

（まったくそう思わない）にしている。また、スタッフとバディを兼任している場合はバディとしての記述を

優先している。 

海外バディの領域 

国内バディの領域 

スタッフの領域 
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スタッフ・バディの意識調査の主成分分析 

主成分分析は「総合的評価」を統計的に判断するために用いられる手法である。今回、アンケートの分析に

際し、この手法を導入することを考えた31。 

累積寄与率が 58.2%とあまり高くなく、表の Proportion が比較的均等に分かれていることから、この目的

変数「WaISESの参加意義」の説明変数として設定した「英語力は高まったか？」「英語への意欲は高まった

か？」「科学知識は高まったか？」「科学への意欲は高まったか？」「相手国への理解は高まったか？」「バ

ディ・スタッフとしての達成感」それぞれにおいて、特に強く影響している要素がないことがわかる。 

 そのような中であるが、ドットの分布を見ると、緑の点が比較的横軸右側にあることから、海外バディが比

較的強く「WaISES の参加意義」を感じていることが見て取れる。赤い点は比較的原点中心に集中しているこ

とから、国内バディは海外バディほど強く参加意義を感じていないことがわかる。青い点が比較的左側にある

ため、スタッフは参加意義を感じていない層も存在することがわかる。これは、仕事内容によっては、ほとん

ど裏方に回り、海外生徒等と接する機会がなくなる事例があるからだと思われる。 

 

WaISES の改善点 

アンケート回答のテキスト情報に対する共起ネットワーク化、対応分析したものを以下に掲載する。抽出語

の選択に関しては、図が煩雑になることを考え、最低出現数２で行っている。 

  

                                                      
31 ツールとして http://hoxom-hist.appspot.com/pca.html を使っている。 
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Fig2. WaISES改善案に対する共起ネットワーク図 Fig.3 バディ・スタッフによる 

WaISESの改善意見の対応分析 

 

関連語探索結果32 

仕事属性によって結果が異なることを予想して、属性

を DB:国内バディ、S：スタッフ、WB：海外バディに分

けてある。 

 アンケートにおける自由記述部分をより詳細に分析する試みとして、テキストマイニングの手法を利用した。

ツールとして KH Coder33を用いている。 

 アンケートの自由記述やマスコミ・ネットワーク上の文章データ、あるいは文学作品の言葉の分析において

は通常、分析者がそれを一読し「こんな傾向がある」と判断したり、言葉の一部を引用しながら自分の解釈を

加えるという「主観的」「直感的」なやり方が取られる。テキストマイニングはテキストデータをできるだけ

「定量的」「視覚的」にしようとする試みであり、樋口は「社会調査によって得られるデータには、大きく分

けて量的データと質的データの 2種類がある。このうち質的データとは、数値の形になっていないデータ全般

であり、例えば新聞・雑誌記事、アンケートにおける自由記述、インタビューのトランスクリプトなどがある。

従来、こうしたデータを分析するに当たっては、データの一部を切り出して引用し、そこに分析者の解釈や考

察を付け加えるという方法が多く用いられてきた。それに対して「計量テキスト分析」では、質的データにあ

る種の数値化操作を加えることで、計量的に分析することを提案している。」とし「計量的分析を行う目的は

主に２つで、客観性の向上と、データ探索である。」と文字情報の分析の方法を述べている34。 

 以下、本アンケートの自由記述部分の定量的分析のために、頻出語の共起ネットワーク分析35と対応分析の

手法を用い、回答文章の意味的な解釈と合わせて利用することを試みる。このことにより、回答の質的な判断

に加えて量的で視覚的な裏付けが得られると考える。この冊子のアンケート分析で何回か登場するため、ここ

で簡単にこの 2 つについて説明する。ただ、今回のアンケートでは回答数が多いとは言えないため、単語の最

少出現数を基本的に 2 に設定している。そのため、一部の意見に共起ネットワークや対応分析が影響されてし

まう可能性もある。 

 

共起ネットワーク 

 「出現パターンの似通った語、すなわち共起の程度の強い語を結んだネットワーク（中略）単に語がお互い

に近くに布置されているというだけでは、それらの語の間に強い共起関係があることを意味しない。重要なの

は線で結ばれているかどうかであって、近くに布置されているだけで線で結ばれていなければ、強い共起関係

はない点に注意が必要である。」36バブルの大きさは出現数に比例し、線の太さは共起関係の強さを表してい

る。原点を通るように縦軸横軸を置いた場合、横軸縦軸にそれぞれ意味づけができて概念的カテゴリーに分け

られる場合がある。そのカテゴリーがアンケート回答の属性に依存する場合、カテゴリー毎の意見の傾向を見

ることができる。 

 

対応分析 

 対応分析は、「相関の強いものどうしが隣接するように並び替えを行う分析手法である。」37「出現パター

ンに取り立てて特徴のない語が、原点（0,0）の付近にプロットされる。（中略）原点から離れている語ほど、

（中略）特徴づける語であると解釈される。」38バブルの大きさは意見量に比例している。 

                                                      
32 数値は Jaccard の類似度測度（WaISES 自由記述感想も同様） 
33 樋口耕一（立命館大学産業社会学部）、http://koichi,nihon.to/psnl 
34 樋口、KH Coder 2.X チュートリアル p1、2012 年 12 月 12 日 
35 Ward 法を用い、距離は Jaccad 係数処理を用いている。 
36 樋口、KH Coder 2.X リファレンス・マニュアル p55-56、2013 年 3 月 27 日 
37 「R によるテキストマイニング入門」、石田基広著、森北出版株式会社、p163 
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 バブルの大きい語のかたまりが不満や意見の場合、その記述は改善案として今後に活かすことが求められる。 

 

 共起ネットワーク図を見ると、海外バディ（WB）は主として遠足、特に富岡製糸場で英語のガイドが欲しか

ったこと・時間（自由時間）が足りないこと・インドネシアからの参加者への対応（祈祷室やハラル）に対す

る意見が多い。このことは対応分析で原点近くが WB であり、密集してこれらの単語が固まっていることから

も読み取れる。国内バディ DB、スタッフ S、WB の間にある単語は、DB と S、WB と S を掛け持ちしている生徒

が多いことにもよるが、双方の属性の生徒に共通している単語を表している。ネットワークが、S、DB、WBそ

れぞれが正三角形を描き、共通する単語もあれば、それぞれの属性のみの単語もあることがわかる。 

他の意見としては、「リハーサル」の必要性、「スタッフ」不足、「コンペ」の準備不足、それら全体の説

明不足を訴えるものが多いことがわかる。 

 次年度の検討材料として受け止めたい。 

  

自由記述感想 

以下は自由記述回答に対する共起ネットワークと対応分析結果である。 

 

  

Fig4. 感想意見の自由記述に対する 

共起ネットワーク図 

Fig.5 感想意見の自由記述に関する対応分析 

 

関連語探索結果 

仕事属性によって結果が異なることを予想して、属性

を DB:国内バディ、S：スタッフ、WB：海外バディに分

けてある。 

 

 自由感想意見は、共起ネットによると、上記改善案と異なり、多くの単語が 3つの属性に共通であることが

わかる。それらは「参加」「ありがとう」「本当に」「思う」などの単語に対して線が太いことから、関わっ

                                                                                                                                                                                  
38 樋口、KH Coder 2.X チュートリアル p13、2012 年 12 月 12 日 
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た多くの生徒が、その属性に寄らず参加意義を深く感じていることが読み取れる。対応分析で多くの単語が原

点を取り囲むように大きな円で集まっていることからもそれがわかる。 

注目したいのは、そのこと以外に共起ネットワーク図の上方にある、WB 生徒に特有に強い単語が多いこと

である。「SEES」[充実]「仲良く」「自分」などの単語は WB に強く、対応分析では円が小さいながらもみっ

ちり固まっていることから、これらの単語の相関関係が非常に強いことがわかる。これらは具体的には「SEES

時に比べ自分が成長したこと」「英語のコミュニケーションが楽しかったこと」などを述べている。参加した

3 年生海外バディは全員 SEES バディ経験者である。1年生の時のうまくバディとしてコミュニケーションをと

れなかった時の悔しさから、自分の成長を感じ取っていることを示している。 

 

②教員アンケート39 

 海外と国内教員で傾向が異なっている可能性が予想されるため、分けて分析を行う。教員は回答数が少なく

アンケート結果から統計として傾向を見ることにはやや無理がある。またページ数の都合もあり、ここでは特

に WaISES全体に対する評価とテキスト項目について分析を行いたい。 

 

国内教員 

 国内教員の WaISES全体に対する評価は以下の通りであった。詳しくは下記の主成分分析の部分で述べる。 

凡例：４ agree, 3 partially agree, 2  partilally disagree,1  disagree 

以下、海外教員、国内生徒、海外生徒の事例でも同様。 

国内教員 海外教員 

  

  

Graph15. 国内校教員による WaISESの 

各々のイベントに対する評価 

Graph16. 海外校教員による WaISESの 

各々のイベントに対する評価 

 

＊記述意見 

Fig.6 国内教員による感想の共起ネットワーク図 Fig.7 海外教員による感想の共起ネットワーク図 

                                                      
39 回答数国内校 6 名、海外校 10 名 
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海外教員 

 国内校教員・海外校教員ともに主催者側への感謝の意が中心になっている。大人であるため、生徒ほど不満

やリクエストをストレートにあらわさない。左右反転されるが、特に縁で囲った部分が国内・海外が同じよう

なネットワークになっていることが興味深い。 

 

③生徒アンケート40 

国内生徒 

国内校生徒 海外校生徒 

  

  

Graph17. 国内校生徒による WaISESの 

各々のイベントに対する評価 

Graph18. 海外校生徒による WaISESの 

各々のイベントに対する評価 

 

                                                      
40 国内校 27 名、海外校 26 名 

生徒
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 「ありがとう」というキーワードの元、WaISES 参加に対する感謝や意義に関する語群の他に、コンペや教

室移動に対する意見、自分の英語力や研究に対する課題意識を述べる小さな語群がある。「ありがとう」の語

群は原点と外れているため、それぞれの語群は独立に述べられていることがわかる。 

 

海外生徒 

  

Fig.10 海外参加生徒による感想の 

共起ネットワーク図 

Fig.11 海外参加生徒による感想の対応分析 

 海外生徒はアンケートに対して本当に「良く書いてくれる」という印象である。意見や批判よりも感謝の意

を長く書いてくれる。日本語とは言語の仕組みが異なるため、簡単には比較できないが、共起ネットを見ると

「Waseda」「friend」「country」「meet」「they」を中心に多様な単語でネットワークを作っていることが
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Fig.8 国内参加生徒による感想の 

共起ネットワーク図 

Fig.9 国内参加生徒による感想の対応分析 
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わ か る 。 Honjo-Waseda の 共 起 関 係 の 強 さ は 当 然 と し て 、 特 に Waseda-friend 、

country-(different)-meet-(give)-(experience)の関係が強く、参加生徒の感想の全体像が見て取れる。 

 対応分析を見ると、ほとんどの言語が very, be, I, have の語を中心に原点周辺にびっしり固まっており、

ほとんどの意見が WaISESに対する感謝や意義を述べていることが見て取れる。 

 

④具体的なイベントに対する評価 

 Graph15～18を見ると国内教員よりも海外教員、国内生徒よりも海外生徒の方が好意的に評価しているよう

に見える。これは「わざわざ招待してもらった」という意識が働いているのかもしれない。そのような中、科

学プログラムとしてポスターセッション、コンペティションに Agree が比較的少ないことを次年度の検討課題

として受け止めたい。 

 近年ほとんどの科学フェアでポスターセッションが取り入れられる。教員側からするとできるだけ多くの生

徒に研究発表の機会を与えたいが、オーラルプレゼンテーションだけだと量がこなせない。ブースを細かく区

切って同時に行うポスターセッションは、多くの研究成果を発表する手段として望ましい。一方で、最初だけ

ブースがにぎわっても後半は会場全体がだれてしまう、ブースによって訪問人数が偏るなどの難しい点もある。

ポスターセッションは会場全体のモチベーションに左右されるため、今後ポスターセッションを行う場合には、

参加者全員が１つ１つのポスターに敬意を払いながら必ず訪問するという仕掛けづくりが求められる。 

 コンペティションでは、アンケートによると不満は 2 つの点によると判断される。１つは課題発表時に英文

のマニュアルが全員に配布されなかったため要領が掴めなかった層が存在したこと、もう１つはどうせチーム

を組むのであればチームで 1 つの作品を作る方が盛り上がったのではないかという指摘である。 

 

3.1.4 国内校向け事前学習会 

 8 月 25 日（日）、国内 WaISES 参加校 6 校による事前学習会を、本庄学院校舎第一情報処理室で開催した。 

参加校は連携校である立命館高校・名城大附属・熊谷高校・静岡北高校・早稲田大学高等学院、そして早稲田

大学本庄高等学院生徒である。 

 WaISES は、目的である科学リテラシーの中で特に「科学英語論文を書く基礎力」を身につけることを最大

の目的として開催する。この日は、そのための導入として、芝浦工業大学システム理工学部助教の木村元先生

による基調講演「研究生活における論文の位置づけについて～私の体験～」、早稲田大学オープン教育センタ

ー助手の大野真澄先生による講義「科学論文の書き方～理論編～」と、ワークショップ「科学論文の書き方～

実践編～」が行われた。 

 木村先生の講演では、前半、ご自分の専門領域である量子力学の紹介、後半は高校生に対するメッセージの

穴埋めの形式で英語で研究論文を書く意義をお話しくださった。 

 大野先生の講義では、実際の英語論文を分析しながら、英語論文の「作法」について触れ、ワークショップ

では本庄学院教諭峰が予め準備した研究結果としての「振り子の等時性」の実験データを使い、実際に英語論

文の序を、大野先生のワークシートを用いて書く実習を行った。 

本学習会は、国際化が期待される日本の中等教育における科学教育の中で、まったく国際的に遅れている英

語表現に関わる部分、特にプレゼンテーション教育に比して遅れている論文リテラシー教育に関わる試みとし

てたいへん意義深いものであると自負している。 

 

I.「科学論文の書き方」教材 

 大野先生による教材「科学論文の書き方 －理論編－、－実践編－」を用いて、午後の最初をこの理論編の

講義にあてた。この中では、「科学論文とは何か？」「科学論文の全体構成」がまず紹介された。紹介の後、 

当日は時間も限られており、特に「序（Introduction）」に的を絞って、Laurence Anthony(2011)の論文を教

材にワークショップが行われた。 

日本の高校生のほとんどにとって、科学英語論文どころか日本語による論文もまだ書いたことがないという

場合がほとんどであろう。そのような中で、日本語・英語に関わらず論文構成のイメージがつかめた意義は教

員も含めた参加者にとって大きいといえる。 

 

II. 「科学論文の書き方 －実践編－」ワークショップ 
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 理論編の講義が終了した後、小休止をはさみ実際に論文の序を書いてみるワークショップを行った。「全員

がガリレオ時代に戻ったという前提で、『振り子について実験してみたら“紐の長さℓと周期Ｔの間には、Ｔ

はℓの平方根に比例する”らしいということがわかり、“振幅Ａと周期Ｔ、重りの質量ｍと周期Ｔの間には関

係がない”らしいということがわかった。つまり、   √  が成り立つようだ。』ということがわかった。」

という研究成果を紹介する科学論文を作る実習である。 

振り子の研究成果の PPT は本学院教員が作成した。この PPT を元に、大野先生はワークシート41（科学論文

の書き方、表１、練習１）を作成し、生徒に実施した。 

 

III．アンケート結果 

教員 

 

＊木村先生の講義に関する感想 

 ６つのメッセージのまとめ方が参考になった 

 未来について若者たちへの希望を投げかける言葉が良かった 

 先生ご自身の体験を踏まえて科学と英語に対する取り組み方を紹介していただき研究のモチベーシ

ョンが向上できた 

 順序立てが大変わかりやすく、生徒にとっても聴きやすい内容だったと思う 

 木村先生ご自身のお話を含めながら説明していただき、様々なことが身近に感じられた。心に残るメ

ッセージを伝えていただいてよかった。 

 

＊大野先生の講義に関する感想 

 論文の構成について項目を示していただいたのがとても参考になりました。すぐに活用したいと思い

ます。 

 生徒の様子を見る限り、すぐに使える内容だった。 

 科学論文の意義・心得・全体構成などを一から説明していただき、とても参考になりました。論文の

書き方の具体的な手順を示していただいたので生徒たちも取り組みやすかったと思います。ワークシ

ート形式で書き方を身につける手法は是非参考にさせていただきます。 

 なかなかこのような場面がなかったので大変興味深かった 

 基本的なことを丁寧に教えていただき整理して理解することができた。 

 本校の生徒にとってほぼ初めての取り組みで非常に刺激をうけ、有益なものになったと思います。 

 

＊実習に関する感想 

 思っていたより内容のレベルが高かったです。参加生徒の条件を英検 2級以上、などと制限する方が

よりまとまりのある取組になるかもしれません。学力の高い生徒がさらに高みをめざす（他校生とチ

ームになって）取組になると面白そうです。 

 高校生が日常あまり取り組む機会のない英語論文に焦点を当てた研修会は、常々習得させたいと思っ

ていたテーマであり、とても有意義でした。今回のような研修会に参加させていただきありがとうご

ざいました。 

 

生徒 

 

                                                      
41 ワークシートは WaISES サイト http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/でダウンロード可 
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Fig.12 木村先生の講義に関する感想の対応分析 

  

Fig.13 大野先生の講義に関する感想の 

共起ネットワーク 

Fig.13 大野先生の講義に関する感想の対応分析 
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Fig.14 英語論文作成実習に関する感想の 

共起ネットワーク 

Fig.14 英語論文作成実習に関する感想の対応分析 

3.1.5 論文フォームの試案 

 この学習会を踏まえ、9月に WaISES に投稿する論文の基本フォームの要領を SSH委員会で作成した42。この

要領は、現在見られる様々な論文誌・ジャーナルにおける投稿要領を踏まえ、本学院高校生向けとして独自に

策定したものである。高校生向けとはいえ、フォームとして「このフォームを守って書いた科学論文であれば、

（内容はともかく）どこに出しても恥ずかしくない。」ことを目指し、世界に出回っている科学論文の最大公

約数的な観点から検討した結果である。 

 このフォームを論文提出要領で紹介した。その後提出された論文では、 

 ページ数（A4版 4ページ）をオーバーしているもの 3本 

 ヘッダー（タイトル・著者・アブストラクト・キーワード等）に不足があるもの４本 

 量の大幅な不足（4 ページのところ 2ページ以下）2本 

 行間が広いもの 7本 

 その他、細かい点では 

段落番号や図番号がついていない。 

フォント・フォントサイズが指定サイズと異なる。 

サブセクション無しに、いきなりサブサブセクションがある。 

Table の横軸の数字がつながっていて読めない。 

Figureがどこから引用されてきたかわからない。 

表なのに、Graph として番号が振られている。 

Keyword の位置がおかしい 

などの要項に従っていないものがあった。それは必ずしも国内校に多いわけではないが、特定の学校が複数守

っていない事例があり、論文に慣れている教員からの指導体制の有無がその理由として大きいと想像される。 

一方で参加生徒のアンケートの自由記述にもあるように、4ページでは研究内容のコンテンツを書ききれな

いという場合もあり、次年度の WaISES に向けて「高校生国際シンポジウムにおける最適な論文フォーム」の

スタンダードについては今後再検討が必要である。 

 

3.2 仮説と検証 

3.2.1 本研究の仮説 

                                                      
42 基本フォームと見本は WaISES サイト http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/でダウンロード可 

英語

論文

実感

自分

勉強

書く

思う

書ける
教える

聞く

違い

難しい

細かい

実際

少し

形

0 1 2 3

-4
-3

-2
-1

0
1

成分1 (24.07%)
成

分
2 

(1
5.

62
%)

英語

論文

自分

実感

勉強

違い書く
思う

書ける

教える

聞く

難しい

細かい

実際

少し

形



SSH report 2013, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 82 / 89 

 

 

論文が研究成果を社会に公開するもっとも重要な形態であり、研究成果を分析整理し、論文にまとめ、対外

的に発表し、評価を得る、という一連のプロセスを経験することで科学研究リテラシーが身に付くという視点

から「科学研究リテラシー」養成の核心として「英語科学論文」をすえ、「科学研究リテラシーを身につける

ためには、“正しい”英語科学論文にまとめることを経験することが効果的である。」ことを仮説に掲げる。 

 

3.2.2 仮説を検証するための取組 

 この仮説の妥当性を検証するために、以下の取組を行った。 

 

効果的な科学研究リテラシー教育方法の研究 

①科学研究リテラシーの整理 

この仮説の元「良い英語科学論文を書ける力」を養成すべく、1 年間のプログラムを進めてきた。 

2013 年度における一連の事業内容で、科学研究リテラシーとして指導上重点を置くべきと考えたポイント

は以下の通りである。 

まず、生徒に対する指導として、 

 

 調査研究データからわかることをしっかり伝えられるような「いい図」が表現できること 

 このことは運営指導委員会や論文査読チーム内意見でも指摘されている。図やグラフは特に科学論文

においては、調査研究データを伝える大事な要素であるにも関わらず、適切なものが使われてない例が

多い。図やグラフが好ましくない事例は今までの経験上、2 つに大きく分けられる。１つは文字や画像

が圧縮や印刷の都合上不鮮明になっている場合、もう１つは適切な統計処理が使われておらず、その図

からは必ずしも主張が妥当なのか判断しにくい場合である。前者は情報処理上の知識、後者には統計処

理上の指導が必要である。 

 

 指定された論文フォームを遵守すること 

 研究者の世界では指定されたフォームを守っていない場合、ジャーナルに受理してもらえない。フォ

ームは読む人にとって内容の理解を助けるためのスタンダードであり、また書く側にとってもこれがあ

るから研究成果が書きやすくなるはずである。今後、様々な場で高校生たちは与えられたフォームに従

って提出することが求められていくことになる。このような姿勢はしっかり指導しておかなくてはなら

ない。 

  

 論文の客観性と再現性を高めること 

 科学の基本は誰が見てもそうだと思えるような「客観性」と誰がその方法で検証しても同じ結果にな

る「再現性」である。客観性を高めるためには、信用のおける多くのデータを適切な方法で分析処理す

ることが必要である。再現性を高めるためには、実験の方法やその時のコンディションまたはデータの

母集団や収集方法をしっかり記載することである。データ収集時に上記の内容を記録しておくことが重

要である。 

 また、高校生は参考引用資料としてネット情報を頻繁に用いるが、ネット情報は誰が記載しているか

わかりにくいことと、情報が逐一更新されるため記載されている情報を後に参照できない場合があるこ

とから、信用が保障されているサイト以外は資料として利用することは望ましくない。Wikipedia はそ

の最たるものである。先行論文や書籍にあたるべきである。 

 

 自分のものと他人のものを区別すること 

 論文内で自分の意見・データ、他人の意見・データを区別することは最優先にされるべき姿勢である。

今さら言うまでもなく、これをおろそかにした場合、社会的地位のはく奪や損害賠償にも通じる。引用・

参考に関する著作権への配慮はしっかり指導されなくてはならない。 

 

 プレゼンテーションで要点をしっかり伝えられること 

 論文にまとめた成果をプレゼンテーションで第三者に伝えることも、科学研究リテラシーとして重要

である。論文の中からエッセンスを抽出し整理する作業が必要とされ、改めて自分の研究を振り返り整

理する作業が必要となるからである。 

  

 このことと同時に、上記を活かす環境として 
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 論文やプレゼンテーションを評価する場を作ること 

 研究成果は外部から適切な評価を得ることにより、さらにレベルの高いものになる。特に教育の場に

おいては、生徒たちが自分の論文やプレゼンテーションのどこが良くてどこが悪かったのかを見直すこ

とができる。 

 

②科学研究リテラシー教育方策の確定 

 上記の内容を包括して、「英語科学論文学習会」→「論文提出フォームと要項の策定」→「論文評価ルーブ

リックチャートの策定」→「研究成果発表の場としてのシンポジウム WaISES の開催」→「評価のフィード

バック」という一連のプログラムを実施した。WaISES については以下に詳しく述べる。 

 

効果的な高校生科学シンポジウム展開の研究 

国内 SSH 校の増加、国際的な科学教育熱の高まりを受け、近年世界各地で高校生による模擬学会やシンポ

ジウム・フェアが開催されている。このようなイベントは規模に応じて 3 段階に分類できそうである。 

1 つは、立命館高校主催の Japan Super Science Fair（JSSF）や各国持ち回りの International Student 

Science Fair（ISSF）などのような参加が十か国を超え参加者が 100 人を超えるような大規模なものである。

このような会は、参加者が多彩であり様々な文化や考え方を知ることができるが、主催者側の準備は大変であ

る。 

2 つ目は、自校と相手校 1 対 1 あるいは自校を含む国内校 2 対海外校 2 程度の規模で行う小規模なものであ

る。このレベルでは、学校対学校として交流レベルが密になるとともに主催側の負担が小さいが、多様な文化

や考えに触れることが制限される。 

3 つ目は上記の間の規模である、今回の WaISES や静岡北高主催の SKYSEF、一昨年インドネシア政府主

催で始まった Asia Pacific Conference of Young Scientists のような参加国が 5～10 程度の中規模なものであ

る。この規模だと華やかさは欠けるが、双方のいいところをとることができる。 

WaISES では、JSSF や ISSF にはない「競い合い」と「表彰」の制度を入れているところが特徴である。

「オーラルプレゼンテーション」「ポスターセッション」「論文」「コンペティション」「文化発表」の 5 部

門を設けている。実際に科学プログラムとしての評価は前者である 4 部門であるが、それぞれに「いいものを

知ってほしい」「自分の成果のどこが良くてどこが悪かったのかを知ってほしい」「この会に参加することが

１つの目標となり、表彰制度が参加者の達成感の向上につながること」を考え、表彰の制度を入れることとし

た。 

また、中規模シンポジウムながら国をシャッフルしたチームによるコンペティション、3 ルートの遠足、文

化交流などコミュニケーションやアイデア交換、異文化への理解を可能な限り進められるような工夫を行った

つもりである。 

 

3.2.3 仮説の検証 

①事前学習会アンケートから 

 3.1.4の IV、教員および生徒のアンケート結果を見ると、このような論文の基本的なフォームをイメージさ

せながら字際に論文作成を経験することが殆どの参加者にとって初めてであり、その機会を与えただけでも実

施した効果があったと判断できる。 

 特に Fig.13 によると、大野先生の講義に対する感想では原点周辺「思う」「論文」「非常」という語に対

して「英語」「思う」「見る」「知る」「読む」「構成」の語がかたまり、そこから島を作るように様々な単

語の塊が広がっている。 

 Fig.14 の英語論文作成実習に関する感想の対応分析では、「書ける」「思う」「難しい」「書く」「実際」

「書く」「論文」「英語」「細かい」「勉強」「教える」「少し」が原点付近にみしっと固まり、他にはほと

んど単語がない。つまり、ほとんどの生徒の回答にこれらの単語が使われており、それらはほどんど同じ文章

内で使われていることを示しており、すべて同じような回答であるということである。 

 

②WaISES 事後アンケートから 

 3.1.3の②教員アンケート、③生徒アンケートとも、「研究発表の準備・参加を通して」に対して「科学に

関する知識意欲は向上したか？」「英語に関する知識・意欲は向上したか？」「ネットワークを広げるのに行

こうだったか？」「進路設計に役立ったか？」はいずれも「agree」が殆どとなっている。このような回答に
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は“社交辞令”が多いことが予想されるが、一方で共起ネットワーク・対応分析結果を見ると感動の周辺に単

語が散らばっており、「参加して良かった」という達成感や収穫感がその根底にあることが見て取れる。 

 

③提出論文査読側から 

 3.1.1では、査読レフェリーからの提言をもとに、提出された論文に対する課題を指摘している。また、3.1.4

の IIIでは、提出された論文のフォームの不備を上げた。ここに共通する内容は、多くの学校の生徒が論文作

成に慣れておらず、また論文に慣れた教員の指導を受けていないという事実である。 

 

④2013年度の一連のプログラム結果から、仮説に対して何が言えるのか？ 

 本事業の２つの柱である「論文作成（研究内容の表現）」→「WaISES（研究発表と評価の場）」は、研究活

動を活性化し推進する「仕掛け」であるといえる。この２つは研究活動を進めるにあたっての「目標」であり

「目安」である。 

スポーツの世界において、練習それ自身で技術が上がるということはあるだろうが、インターハイ、オリン

ピックという大会の存在が練習による技術レベルの目的や基準を示すことにより、練習効果を高めひいては、

練習だけの場合よりも技術レベルを上げることにつながっていることを否定する人はいないだろう。 

「論文」や「プレゼンテーション」も同じである。特に論文は、精緻に読まれるため、まとめようとすると

客観性を向上させるために観測データを増やさなくてはならないし、再現性を高めるために場合によっては観

測時の気温や水温等のコンディションを記録しておかなくてはならない。実験や分析の仕方も工夫しなくては

ならない。興味だけで野山の植物や川の魚を観察しているだけならいいが、「論文」という目標ができること

で一挙に学術的なレベルが上がる。さらに、論文にまとめた成果を広く発表することにより、多くの人が同じ

内容について考え、批判や意見を得ることにより、さらによい研究に昇華することができる。WaISES では単

に論文を出しっぱなし、プレゼンテーションをやりっぱなしにしない仕掛けとして、優秀者には評価を与え、

全員に査読評価を配布した。 

書く際には、読み手に趣旨が伝わるように書かなくてはならない。読み手に読みやすく、書き手に書きやす

くするためのツールが「提出フォーム」である。提出されたもののフォームについては、今年度 3.1.4の III

に述べたような守られていない点があった。これらは、指導者がフォームを守ることの必要性を生徒に指導す

れば回避できることで、簡単なことである。守ることで読み手に自分の主張が伝わりやすくなり、適切な評価

と改善案が得られるようになる。 

今年度の事前学習会、WaISES におけるアンケートでは、設問を詳細に検討する時間をかけられなかったた

め、仮説に対する教育効果を十分に浮き上がらせることができなかったことが悔やまれる。が、上記①②③よ

り、参加教員生徒のほとんどが事前学習会、WaISES に対して参加意義・達成感を感じていること、および前

述したプログラムの仕掛けから、参加生徒に対する大きな科学リテラシー向上の効果はあったと判断している。 

以上の考察から、仮説は妥当であるが、浮き上がったいくつかの課題に留意してプログラムを進行すると、

さらに仮説の妥当性が高まると考える。 

 

４．実施の効果とその評価 

4.1 国際シンポジウムを開催することの主催校に及ぼす教育効果 

 今回、WaISES を中心とした本事業を重点枠として申請した背景には、一昨年コア枠事業として開催した台

湾との科学交流シンポジウム Taiwan HSP/Japan SSH Science Education Exchange Symposium(SEES)開催後の

生徒の変化が大きく、このような国際交流シンポジウムを主催校として開催することには大きな教育効果があ

ることがわかり43、改めてその教育効果を確認したいと思ったことがある。 

 SEES 後に感じられた生徒の大きな変化の１つとして、海外交流 SSH プログラムへの応募数の急増が挙げら

れる。実際に SEESを経験しているのは現 3 年生だけであるが、「SEESという楽しいイベントがあったんだよ」

という口コミが下級生に伝えられている場面に何度か遭遇している。 

SEESではなるべく多くの生徒を関わらせることを考え、スタッフ・バディ生徒の「わがまま」を許し、1 日

だけの関わりも可能にした。このことは、事後「バディされる側が、バディがしょっちゅう変わるため親しみ

                                                      
43 詳細は平成 24 年度成果報告書を参照のこと 
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にくい」「責任ある仕事を頼みにくい」「事務局にとって、誰が今何をしているのか把握が大変」などの反省

が出されたことから、今回は募集の際に、開催前準備も含め全期間参加できることを条件とした。 

SEES 時には会場のデコレーションや配布物にあまり時間をかけなかったため、WaISES の仕事量より格段に

少ない。WaISES におけるスタッフの仕事量は、校舎エントランスに掲げた Welcome Flag やコミュニケーショ

ンを活性化させる仕掛けづくりとしての名札の中に入れた化学反応ビンゴなど１つ１つの仕事のクオリティ

は大変高い。特に、Daily Times は SEES時に比べ大幅に質が向上している。また SEES時の経験を踏まえ、司

会希望生徒に対しても綿密な指導を行うことができた。SEES に比べ生徒が司会する場面も多かったが、その

クオリティも格段に高くなっている。 

このように WaISES の環境を作る様々な事項の質は SEES 時に比べて高くなっている。このことは、SEES 時

にも参加した Lan Yang Girls Senior High School の Lim教諭からも指摘されている。この理由として、１つ

に SEESを経験している生徒が、当時のノウハウを元に下級生を指導していること、教員側としても SEES時の

経験と反省を踏まえて計画することができたからといえる。つまり、このようなイベントは回を重ねる毎に質

の高いものになっていくため、連続して開催することが実施する意義を高めている。 

このように関わる時間が増え苦労はしたが高

い質の仕事ができたことが、関わった生徒の達

成感収穫感を大きく向上させていることが、

Fig.5 の対応分析を見るとわかる。対応分析にお

いては、原点周辺にあるバブルは記述内容全体

として現れる言語と解釈できる。また固まって

いることは各々の言語の相関が強いこと、バブ

ルの大きさはその言語が記述されている量を示

している。原点周辺に「WaISES」「ありがとう」

「たくさん」「本当に」「参加」「経験」など

達成感を修飾する言語が集中している。 

 

参加した 3年生は全員 SEES バディ・スタッフ

経験者である。Fig.4 の共起ネット図における

SEES 部分のネットワークからわかるように、

SEES当時の自分からの成長を訴えている。 

 

4.2 英語科学論文リテラシー教育実践教材の開発とその意義 

 本事業における「形」としての大きな成果として、高校における英語科学論文リテラシー教育用教材、論文

提出フォームおよび論文評価のためのルーブリックチャートの試案を作ることができた、ということが挙げら

れる。課題研究成果をまとめる形態として論文を書かせている SSH校は多いが、英語による科学論文を書くこ

とを実践している例は少ないのではないか。一方で、科学教育の国際化が進む中、英語によるオーラルプレゼ

ンテーションはポピュラーなものとなりつつあるが、論文はまだまだ高校生にとって敷居の高いものとなって

いる。 

 今回、早稲田大学の大野先生の協力を得、イントロダクションの部分のみであるが、ワークショップを展開

できた意義は大きいと考える。また、SSH 委員会を中心として論文評価のためのシートを作った。これらの教

材は、連携校の教育に役立ててもらうため、すべて WaISES の Web上でダウンロードできるようにした。 

 次年度は、これらの教材、フォームの不足部分を補い、さらに充実させることになる。 

 

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 

 次年度の本事業を、本年度の経験を踏まえさらによいものにすべく、今まで挙がったいくつかの事項を整理

する。 

 

5.1 論文リテラシー教育の観点から 

 

Graph1. 学年別性別 WaISES 参加者 

（バディ・スタッフ・プレーヤー） 
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 今回提出された論文の査読や運営指導委員会の指摘から、明らかになった点がいくつかある。その中で論文

リテラシー教育の充実に向けて強調していくべき内容として、以下の点が挙げられる。 

 まず、指定フォームを遵守させることが必要である。その中で特に「アブストラクト・イントロダクション

におけるモデル・資料提示」の必要性が認められている。この点については、改めて教材や見本を検討すると

ともに、Web や事前学習会で扱うこととなろう。 

 コンテンツ面では 

 実験デザインに対して再現性を明瞭にさせること 

 分かりやすい図・グラフの展開および説明と相互補完できるようにすること 

 「結果」「考察」はデータや先行研究と関連付けて丁寧に説明すること 

の 3点が挙げられている。このいずれもが高校生にとっては教師の指導が必要である。特に下 2点については、

多様な内容を包含しており簡単ではない。 

 「わかりやすい図・グラフ」を作るためには、基礎的な統計処理の知識が必要である。その上で画像レイア

ウト、画像圧縮の知識が必要となる。これらの内容についてはこの重点枠事業での対応は無理で、各校におけ

る日常的な授業内容でその都度取り上げていくことが求められる。 

 「結果・考察」については、「今まで何がわかっていて、何が分かっていないのか」という研究の前提を明

確にするための先行研究と結びつけた議論をするために、まずは先行研究となる論文の検索の仕方を覚えなく

てはならない。具体的には CiNii や J DreamIII、Google Scholar44等学術情報検索システムを利用できる情報

環境と使いこなせるスキルが論文作成には必須である。その上で、先行研究内容を踏まえ、自分の研究の特徴

を明示する説明の仕方をモデル化する必要があろう。並行して、著作権への配慮の作法もモデル化することに

なる。 

 

5.2 論文を評価するシステム作り 
 今年度はすべてが初めての事であり、必要と思われることをとりあえずやってみたという感がある。本事業

は 2年計画のものであり、計画の当初から 2年目には論文リテラシーを高めるとともに自分の研究レベルを上

げる試みとして、論文の正式投稿の前に参加者がお互いの論文を読み合い評価を義務付ける「ピア・レビュー」

を行うことを計画している。 

 この試みを成功させるためには、特にピア・レビューが未経験である高校生たちに対し、他人の論文を見る

視点と評価のポイントのガイドラインを与えることが必須となろう。このガイドライン作りがうまくいき、ピ

ア・レビュー成功すれば、参加者の論文リテラシーおよび研究レベルが全体的に向上することにつながるであ

ろう。 

 

5.3 WaISESを教育効果の高いイベントにするために 
 以下は、WaISES終了後の SSH委員会やアンケート内容で指摘のあった WaISES 運営に対する意見の中、教育

効果を高めることにつながると思われる点である。 

 

① 論文リテラシー中心のイベントであれば 1 チーム 5名の必要はない。5名にして必ずしも全員が論文に

関わっていたり、ポスター発表するわけでない現実がある。参加した生徒を深く関わらせるため、1チ

ーム 3名に絞って、参加校を増やし、文化面・アイデアの交流において多様さを持たせるべきである。 

② ポスターセッションに対して、発表者・訪問者それぞれにおいて積極的に関わるような仕掛けを作る必

要がある。 

③ コンペについては、マニュアルを丁寧にすることとチームとして 1作品を作る方向が求められている。 

④ 準備をもっと早くから実施し、デコレーションを早め、学校としての盛り上がりを作る。 

⑤ バディ・スタッフとして参加しない生徒にも講演や研究発表に参加しやすいような雰囲気・仕掛けづく

りが求められる。 

⑥ スタッフ・バディとして男子の参加を増やす工夫が求められる。 

 

 現在参加校 6 校各 5 名、計国内外各 30名の生徒が参加している。①については、各校の参加者を 3 名に絞

った場合国内外各 10校が参加できることになり、現在の予算枠の中で文化交流や意見交換においてより多様

性を持たせることができる。 

                                                      
44 http://scholar.google.co.jp/ 



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４年次 

 

 87 / 89 

 

 

 大人の学会のポスターセッションと異なり、高校生のそれは発表者が他のポスターを見ることも勉強になる。

仮に各校の参加者を 3 名に制限して 3名ともポスター発表した場合、発表者が他の研究を見ることができない

とともに、各ブースを巡る見学者が大幅に少なくなってしまう。そのため、ポスターセッションを 2部構成に

して、半分ずつに分けて発表させるというやりかたが考えられる。また、多くの学校に機会を提供するため、

参加校以外の学校にもポスターセッションだけの参加を呼び掛けることも検討されるべきである。 

 ③については、次年度のコンペ課題の選定とともに、どのような目的をそこに持たせるのかを合わせて検討

したい。 

 ④⑤⑥については主催校の課題として検討したい。特に⑥については、通常枠 SSH事業においても SSHプロ

グラムに対する男子生徒の参加率の悪さが指摘されており、合わせて考えたい。 

 

６．関係資料  
運営指導委員会議事録 

 12月 18日に開催された、本重点枠事業に関する運営指導委員会の議事録を以下に記載する。 

開催年月日 2013年 12月 18 日 15:00～16:00 

開催場所 早稲田国際リサーチパーク（埼玉県本庄市） 

出席者（運営指導委員は五十音順、敬称略）  

青木 義満 （慶應義塾大学理工学部 准教授，運営指導委員） 

大塚 岳史 （NPO 川・まち・人プロデューサーズ 理事，運営指導委員） 

大竹 淑恵 （理化学研究所 チームリーダー，運営指導委員） 

新田 英雄 （東京学芸大学教育学部 教授，運営指導委員） 

室谷 心 （松本大学総合経営学部 教授，運営指導委員） 

松田 巌 （東京大学物性研究所 准教授，運営指導委員） 

吉田 信解 （本庄市長） 

羽田 一郎（早稲田大学本庄高等学院 教務担当教務主任，SSH委員）  

高井 寿文 （早稲田大学本庄高等学院 教務担当教務副主任，SSH委員）  

影森 徹 （早稲田大学本庄高等学院 SSH委員，理科主任）  

中野 公世 （早稲田大学本庄高等学院 SSH 委員） 

成瀬 政光 （早稲田大学本庄高等学院 SSH 委員，数学科主任） 

半田 亨 （早稲田大学本庄高等学院 SSH委員，情報科主任） 

峰 真如（早稲田大学本庄高等学院 SSH委員長） 

望月 真帆 （早稲田大学本庄高等学院 SSH 委員） 

山崎 賢一郎 （早稲田大学本庄高等学院 事務長） 

記録者 峰真如・半田亨（早稲田大学本庄高等学院） 

 

凡例：■運営指導委員、□本庄学院教員 

■昨日の歓迎夕食会にも参加したが、このように地元に各国の高校生、そして国内からも新進気鋭の高校生を

招くことができたのは喜ばしいこと。地元として歓迎したいし、今後の発展も期待している。 

■口頭発表も、ポスター発表も、レベルが高いな、という印象を受けた。それと同時に、英語でないとコミュ

ニケーションが取れないことは、高校生にとってハードルになっていることも感じた。アジア圏内で協力して

発展していくことを意識することも重要だと感じた。 

■若い人も、世界に目を向ける人と、海外を避ける人とで、二極化している。もっと若い時から海外の生徒と

触れることは大変いいこと。それがきっと大学の先々に生きてくる。5 件くらいしか回れていないが、研究を

通してコミュニケーションや論理的に考えることを育てているということだが、学生によってばらつきがある。

自分のやっていることの意義や目的をきちんと自分の中で設定して取り組んでいるかという点で個人差があ

る。その辺、海外の学生の方ができているという印象。 

■国によって気合の入れ方がちがう。タイとシンガポールはかなり先生が面倒を見ているという印象。ぼくら

プロでやっている、仕事上論文で使わなくてはならない表現を今から使うことはいかがか。グアムは施設がそ

ろっていないということで身の回りのものでふくらませる、ということで限られた中でよく考えている。早大

本庄は来るたびに楽しくサイエンスしているという印象。理系のセンスを持って理解しようとしているところ

が面白い。台湾の学生はキャリアパスとしてドクターコースへ行く、ということをしているが、日本の学生は
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本当に面白いことをしたくて研究している。それぞれの国の事情、国の気合いの入れ方が分かって面白い。論

文については、英作文よりも難しいのでいい試みである。 

■科学論文はちょっと分野が違うと全然わからない。人の発表の専門用語がわからないのではないか。予習さ

せるともっとディスカッションができたのではないか。論文集を事前に読ませても良かった。ポスターセッシ

ョンはよく回っていてよかった。ホスト校なので、もっとギャラリーがいても良かったのではないか。 

■交流をするというのは難しいと感じた。時間的に難しいとは思うが、オーラルで議論をすると深まる。ポス

ターは全体にアピールするのは難しい。ポスターの人たちにも 1分や 2分でプレゼンさせるという取り組みは

どうだろう。一人でやりたい生徒が交流する機会が少なくなる。 

■英語論文の指導はどうしているのか？ 

□8月 25 日の特別講義の説明。海外は指導できていない。 

■いい図を作ることから始まる。英語はもともと苦手だからそれで説明しようとしてはいけない。今回の図は

みな拙い。もっとも肝心なところがおろそかになっている。イントロダクションについては、我々はこれを最

後に書く。論文の効率の良い書き方というのを意識すると良い。いい図を書いて、英語はそれを説明するとい

うスタンスで考えた方がいい。 

□お勧めの本はありますか? 

■まずは日本語で論文がしっかり書けるということ。日本語以上の論文は英語で書けない。研究が一段落する

と、それを論文にするまでのお決まりのやりかたがある。そこにコツがある。説得力のある絵を描けること。

自分の実験データについてちゃんと表現できる絵を描くこと。 

峰：もし 2 年前の SEES にお越しいただいた先生で、その違いをご指摘いただけるとありがたい。また、日程

についてアドバイスを得たい。 

（本シンポジウムの日程：昨日は開会式と学校紹介。今日は研究発表。明日はフィールドトリップ。4日目は

コンペティション。最終日は優秀者プレゼンテーションと閉会式。） 

来年はピアレビューを行いたいと考えている。 

■2年前は台湾だけだったが、今回はいろいろな国があり、それぞれの事情に立脚した研究でいいなと思った

が、国が増えている分、それぞれの違いが割と際立っている。国によってはその国の友達としか話していない

例も見られたので、かき回す仕掛けも必要。台湾の時は女子が目立ったが、今回は男の子も頑張っている。 

■2年前よりも国内は女の子が増えた。オーラルの議論が盛り上がっていた。今回は大きなレクチャールーム

で口頭発表をやったせいか、議論が盛り上がらなかった。 

影森：混ぜるということだが、コンペは国を混ぜる。教科書では教えていない実践的な内容を考えさせたい。

台湾からは白黒はっきりするものにしてくれと言われている。 

■パンフレットで普通の会議だと分野別に分類するが、学校毎だと見にくい。ピアレビューはうまくやらない

とうまくいかない。経験のない高校生がやるにはよほど準備しないといけない。 

■レフェリー基準を決めてあげた方がいい。査読されるとけっこう傷つく。そのケアも気にした方がいい。 

■遠まわしにでも「こんなことをやって意味があるのか」と言われると傷つく。 

■レビューの結果を何に使うのか？ 

□レビューの結果によって論文がどう変わるのか、ということを分析したい。 

■ジャーナルの場合はリジェクトとアクセプトがある。読んで「この表現は難しい」「動機が不鮮明」等のア

ドバイスならいい。 

■最近は点数をつける制度もある。リジェクトはないが一番いい人を評価する制度。 

□レビューアーを経験した結果、口頭発表で聴講している際に何か言いたいという気持ちになる。 

■しかし英語で書く場合、意外と時間がかかるかもしれない。 

■やっているとレビューアーからまた返事が来る。 

■レビューアーが学生だから、読んでくれた人に自分の主張を返したいということはまじめな子も出てくるだ

ろう。 

■1回でいいが、一往復をすることを認めると教育効果がある。 

□TAはすべて大学院生。評価するのは紙媒体のみ。 

■オーラルとポスターの振り分けはどうしているのか？ 

□オーラルは各校 1個、それと同じテーマで論文を書く。ポスターは人数分まで自由。 

□今日はありがとうございました。 
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