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巻頭言 

 

学院長 𠮷田茂 

 

SSH 事業の第３期最終年である本年も科学教育のグローバル化を見据え、国内外の科学の祭典

JSSF,SKYSEF,MWITS Science Fair 等に積極的に参加するとともに、本学院主催 WaISES（Waseda 

International Science and Enegineering Symposium2014）を開催できたことは大きな喜びである。

昨年の第１回を超える海外５か国８校、国内８校の高校生と先生方をお迎えし「Dive into 

Diversity!」のテーマのもとプレゼンテーション、ポスターセッション、科学論文、「Air Plane コ

ンペ」等の部門での発表・競技が行われ成功裡に終えることができた。 

海外交流校の一つ、シンガポールの NJCとの Waseda-NJC Exchange Programme は本年で８回目と

なった。７月末からの NJC での研修では、「水力発電」の共同研究、「異形葉性植物」のデータ採取

等が行われた。共同研究の質の高さや両校生徒たちのパートナーシップ構築の面からも両校にとっ

て大きな意味を持っている。 

国内研修の、南三陸研修（７月 29 日～８月 31 日）では伊里前川での河川調査、さらに帰路の南

相馬市では原発事故当時の状況とその後の復興について講話があり、災害の大きさ、復興は半ばで

あること、だが逞しく復興の歩を進める方々の姿を目の当たりにして、生徒たちは深くて重い感懐

を持ったであろう。小笠原研修（８月 31日～９月 4日）では自己の研鑽を積むだけではなく、自分

たちの知見を地元の子どもたちに還元する「第４回母島こども科学教室」を実施した。年少の人た

ちに教えることによって、自分の知識の定着の度合いを確認するとともに、教授法の難しさを体験

できたことであろう。 

他にも定着した本庄市立藤田小学校への 10回にわたる出前授業、夏冬の 2回の親子スーパーサイ

エンス教室の実施等で地域への還元（恩返し）ができた。 

また、「これがサイエンスだ！」「これがデータ分析だ！」の連続講義のほか、早稲田大学創造理

工学部社会環境工学科榊原豊研究室のご協力で「世界の環境問題を考える」のテーマで 3 回の特別

輪講が行われた。 

上記の取り組みを総括し、成果の社会への還元と評価とを目的に 11 月 19 日ＳＳＨ成果報告会を

開催した。吉田信解本庄市長、松田巌東大准教授（本学院ＯＢ）らが列席されるなか、「Gifford 

MacMahon サイクルによる冷凍機」（富岡健太君）、「クワの異形葉性とプラントオパールの分布」

（坂本玲さん）、「マイクロ水力発電機の開発とその実用性の考察（発表は英語）」（尾林舞香、山

川冴子、市川なつみさん）の研究発表があった。また、本学院卒業生を招いて「なりたい自分になれ

たかな？」のテーマでパネルディスカッションが行われたが、これは高大接続の評価の一資料を提

供する点、さらに後輩たちへのキャリア教育の点からも意味のある企画であると思う。 

この間、SSH プログラムに参加する生徒の英語を中心とするコミュニケーション能力は確実に伸

びたと言える。また、英語科学論文にも挑戦しているが、いま少しのレベル向上が必要だと言う。そ

の根幹をなす、グローバル時代における、科学アカデミックリテラシー養成プログラムの開発が本

学院の次なる研究目標であることも付言しておきたい。 

 如上が本学院の SSH 事業の概要である。このような取り組みができたのは、国内外を問わず多く

の物心両面からの支援があったからである。本事業に関わったすべての皆様に心より感謝申し上げ

たい。同時に、さらなる支援の一つとして、本報告に対する忌憚のないご意見、ご指摘を賜りたく思

う。 

よろしくお願い申し上げます。 
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別紙様式１－１ 

早稲田大学本庄高等学院 指定第3期目 22～26 

 

 

❶ 平成 26年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約） 

 

 ① 研究開発課題  

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

知的資源の敷衍方法の研究開発」 

 ② 研究開発の概要  

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

育プログラムの開発と普及を行う。具体的には、次の項目を柱とする。 

１. 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

２. 探究活動を継続発展させるための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 

７. 運営委員会の実施 

８. 報告書の作成 

 ③ 平成26年度実施規模  

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

を行う。 

 ④ 研究開発内容  

○研究計画 

第1年次 

(ア) カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試みとして、1年時総合学習を利用した

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

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

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

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

開」を実施した。 

(イ) クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

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

(ウ) 科学成果の表現力を高める教育の研究 

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

導協力を得る、科学英語力養成の体制づくりの努力を行った。 

(エ) 連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

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

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

(オ) 本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価 

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

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

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

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

かった。昨年より範囲を拡大してちびっこ科学教室の実施した。 

 

第2年次 

(ア) カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試みとして、1年時総合学習を利用した

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

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

「複素関数論入門問題集」を改訂し、新しく「計算ノート ～物理・工学のための数学入門～」を作成した。

科学に対するモチベーションを向上させる試みとして大学・外部研究所の協力の元、実験教室や宿泊研修等

を行った。 

(イ) クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

今年度は 2011年 3 月 11日の大震災とそれに伴う原発事故を考慮し、放射線を正しく理解する基礎知識を

身につける取り組み（放射線線量計の制作と改良）を中心に行った。その他には透明標本・宇宙エレベータ

ー等新しいテーマへの取り組みを始めた。今年度は、非常勤講師および SSH 予算による定期的な外部講師の

指導を仰ぐことができ、部活動の活性化につながった。 

(ウ) 科学成果の表現力を高める教育の研究 

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

導協力を得る、科学英語力養成の体制づくりの努力を行い、ISSF、JSSF等英語による研究発表やポスターセ

ッション前の指導体制を充実させることができた。SISC、ISSF、IWF、JSSF等できる限り多くの場でSSH成果

を発表し、評価を得る努力を行った。 

(エ) 連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

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

グラムとして「NJCとのExchange Programme」を行い、教育効果を考察した。今年度の川プロは子供たちへ

の指導や市民大学の講師を務めた。今年度は、今まで漠然と河川生物調査として行っていた活動の目標を「メ

ダカとカダヤシの相互関係」「シジミの水質浄化作用」に絞って行い、ある程度の成果が得られた。NJCと

の交流では、共同研究や両校の研究成果を公開するWeb作成の議論がなされたが、目立った進展がなされな

かった。 

(オ) 本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価 

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

（カ）SSH事業成果の敷衍 

今までのSSH活動のまとめの１つとして昨年作成した物理教員用指導書を改訂した。継続実施しているち

びっこ科学教室であるが、今年度は本学院主催および他機関からの依頼を含め、6回行った。小笠原でも実

施した。市が生涯学習促進のために行っている市民総合大学の講師を2回務めた。その他、対外的に線量計

のワークショップや放射線に関する講義などを行っている。 

 

第3年次 

(ア) カリキュラム・プログラム・授業展開手法の研究 

中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試みとして、1年生の必要者に補講を行

った。高大接続のギャップ、特に大学入学時におけるギャップを解消する試みとして、3年次選択科目の充

実、オリジナルテキスト「複素関数論入門」「計算ノート ～物理・工学のための数学入門～」を改訂した。

物理授業において、放射線教育を強化したが、知識伝達ではなく数々の実験器具を使って実体験させること

を心掛けた。 

(イ) クラブ活動の充実とその効果に関する研究 

今年度は前年に続き、放射線測定器の開発を主テーマとして活動した。昨年はガンマ線検知器を作成した

が、今年度はα線を検知できるガイガー管の開発を行った。 

(ウ) 科学成果の表現力を高める教育の研究 

例年通り、マニュアルの改訂等、卒業論文の指導体制充実の努力をした。今年度は科学英語表現力を高め

る試みとして、英語科と数学科のコラボレーション授業を行った。英語と数学のコラボレーションがそれぞ



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 6 / 125 

 

 

れの分野の理解をどれだけ促進するのかの分析を行った。国内外で成果発表する努力を行った。その中で改

めてプレゼンテーション教育について検討を行った。特に国際高校生学会への参加が、その後の生徒の行動

に大きな影響を与えることがわかった。 

(エ) 連携プログラムの展開方法とその効果に関する研究 

地域連携においては、以前より継続している河川調査プロジェクトの中で地域小学校との連携、新プロジ

ェクトとしてマイクロ水力発電機の開発が始まり、プログラムの幅が大きく広がり、本学院生徒および連携

先にとって充実感がある1年となった。生徒・児童における影響について調査を行い、教育効果の高さがわ

かった。国際連携については、Singapore National Junior CollegeとのExchange Programmeを、日数を1日

増やす形で実施した。。 

(オ) 本庄高等学院SSHプロジェクト全体の外部評価 

学内・学外の指導委員会の他、SSH成果報告会を開催した。 

（カ）SSH事業成果の敷衍 

今年度は地域連携が広がり、活動の中で地域に対する普及・敷衍活動ができた。 

 

第4年次 

（ア）科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

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。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。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。 

（イ）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 

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た。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。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。 

（ウ）多様な連携プログラムにおける教育効果の研究 

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

Programme を行った。 

（エ）海外での研究発表活動における教育効果の研究 

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。 

（オ）SSH成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究 

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。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。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）。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。 

（カ）教育効果の評価システムの研究 

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。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。 

 

第5年次 

(ア) 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

(イ) 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研究 

(ウ) 多様な連携プログラムの開発発展 
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(エ) 海外での研究発表とその教育効果の分析 

(オ) SSH成果の普及・敷衍 

(カ) 教育効果の評価システムの開発 

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項  

特になし 

 

○平成26年度の教育課程の内容  

教育課程については報告書巻末付録２を参照 

 

○具体的な研究事項・活動内容 

（ア）科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

 前年度の輪講「これがサイエンスだ！」（3 回）に加え、「これがデータ分析だ！」（2回）を開始した。

若手海外研究者による、英語による輪講「世界の環境問題を考える」を行った（3 回、中国・インド・ベト

ナム）。2月に理系女子・理系男子を増やす試みとしてスプリングセミナーを行った。必要者への補講も継

続した（1学期）。 

（イ）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 

 当初の計画での本校教育プラットフォームを利用した、生徒の探究活動の成果を含めた在学中の作品を収

納し、教員が閲覧できるシステム、ポートフォリオシステムは、個人情報とセキュリティ管理の点で配慮す

べき点があることわかり、進展していない。 

SSHクラブ活動の充実を図った。 

（ウ）多様な連携プログラムの開発発展 

 平成 21 年度から継続している河川研究班の他、特別プロジェクトとして地域企業との連携による「麹菌

研究班」を立ち上げた。地域の NPO との連携により、今年度も南三陸研修を行った。小笠原研修を継続した。 

（エ）海外での研究発表とその教育効果の分析 

NJCとの連携では、今年度は特に共同研究の検討に多くの時間を割いた。タイで開催された MWITS Science 

Fairに初めて参加した。 

（オ）SSH成果の普及・敷衍 

 SSH 成果報告会を 11 月に開催した。特にパネルディスカッションでの OBの発言はフロアの生徒たちに大

きなインパクトを与えた。子ども科学教室（3 回）・市民シンポジウム（1 回）・藤田小での総合学習講師

（10回）等の場で SSH 成果の還元ができた。 

（カ）教育効果の評価システムの開発 

 ルーブリックチャート・テキストマイニング・主成分分析等により定量的・客観的な教育効果評価を目指

した。 

 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による効果とその評価 

 プレゼンテーション・英語論文に対する外部的な表彰をいくつか得ることができた。このことは、今

までの指導が功を奏したものとみている。 

 継続してきた課題研究を英文ジャーナルへ投稿した（結果はReject）。再トライを目指したい。 

 密度の高い、SSH成果の地域還元ができている。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

 昨年増加した理系進学者数は、今年度漸減した。 

 男子のSSHプログラム参加率が非常に低い。 

 ポートフォリオシステムについては、本校のプラットフォーム以外のシステム構築の検討が必要で

ある。 
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別紙様式２－１ 

 

 

 

❷ 平成 26 年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題 

 

 ① 研究開発の成果  

（ア）生徒の変化 

 SSH指定期間、生徒には多くの変化が見られた。特に22年～26年の間は、安定かつ継続的なSSHプログ

ラムの下、生徒たちが計画的に探究活動に取り組んだ時期といえる。このことから、長く時間をかけて

取り組んだ探究活動や環境改善活動が対外的な評価を受けることができた。 

また、第一期SSHにSSH特別講義が多すぎ色々な意味で負担が大きかった反省から、大幅に減少させて

きた。今期、改めて「手軽」かつ「科学が身近に感じられる」ように教員による輪講「これがサイエン

スだ！」「これがデータ分析だ！」を開催した。このことが、生徒の科学へのモチベーションを高め、

自分が日常的に学んでいる教員を再認識する機会となった。 

今期、コア枠・重点枠で3回実施した国際高校生シンポジウムSEES・WaISESは、スタッフ・プレーヤー

として理文を問わず多くの生徒が関わった。多くの国からのお客様が参加する中、英語でコミュニケー

ションを重ね、多様なアイデアや文化を知り、ホスト校としての「おもてなし」の心を尽くした。この

過程での生徒の変容は大きい。 

この間、蓄積された論文リテラシー教育、プレゼンテーション指導法等を元に、生徒は鍛えられた。

プレゼンテーションや論文でもいくつか賞を得るに至った。 

これら生徒の変化を以下に、「具体的な知識・技術面」「英語力」「その他の意識」面に分けて具体

的に述べる。 

 

＊具体的な知識・技術・探究活動の成果 

 以下は、この間に獲得した外部における賞である。 

本校では、SSH部や各プロジェクトにおいて積極的に対外的な発表の機会を得るように努力してい

る。 

 この表における参加イベントは規模・レベルとも様々であるが、参加し表彰を受ける過程で、

目標ができ、評価を受け、達成感と次なる目標を得ることができる。 

早稲田大学本庄高等学院 指定第三期目 22～26 
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 2013年度、教員間の教育法交換、外部の講師を招くよりも手軽に講座を開講すること、教員の専

門性を活かすこと、科学を身近に感じることを目的に、本校教員による輪講「これがサイエンス

だ」を開講した。2014年度はこれに加え、統計手法に特化した「これがデータ分析だ！」を開講

した。特に「これがサイエンスだ！」は、教室に入りきれないほど参加者が多い。 

 これらの試みは、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。 

 

＊英語力 

 英語によるプレゼンテーションやポスターセッションの場を増やすことにより、それが「当たり

前のこと」として受け止められている。英語以外の科目でも「英語のプレゼンやレポートもOK」

という授業が始まっている。 

 様々な授業におけるプレゼンテーション指導、本校独自のプレゼンテーションスタイルの導入
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により、プレゼンテーションレベルが年々高まっている。生徒たちもそれを感じ、誇りをもって

プレゼンテーションに臨んでいる。 

 論文においても、英語論文を作る取り組みを行い始めている。WaISESの論文部門でも、昨年3位

、今年度は2位と4位を獲得することができた。 

 英文ジャーナルへの投稿も行っている。この事は、関わった生徒の達成感と自信につながって

いる。 

 

＊その他の意識 

 多様な連携の主たるプロジェクトである「河川研究班」活動は2009年より継続している。この活

動は前半の「榊原研究室の下で修業した」期間、後半の「藤田小との連携を中心とし」期間に分

けることができる。 

 2012年度以降実施された藤田小学校との連携から、このプロジェクトの位置づけが少し変化し

、参加する生徒への影響も変わったように思われる。前半の、榊原研究室の下で河川環境の研究

方法を学んだ期間から、2012年度以降はその蓄積を活かしながら本校の持っているSSH成果として

の科学教育教材を藤田小に還元する方向にシフトした。 

 小高連携は日本の初等・中等教育において実例がない。年間の総合学習の授業を引き受けると

いう責任を背負っている自覚の下、事前には授業内容の予習やプレゼンテーションの練習を重ね

ていた。そのことが藤田小児童に与えた効果は、特にFig.2-9～Fig.2-12の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。 

 

 国際交流が当たり前のこととなり、海外の生徒と交流することに対して特別な意識をしなくなっ

ている。 

 特に、23年度コア枠で開催したSEES、25年度26年度重点枠で開催したWaISESの影響は大きい。

外で開催される国際高校生科学フェアに参加する場合は、3人程度の研究発表者に限られる。しか

し、ホスト校として開催する場合、理系文系を問わず多くの生徒がスタッフとして加わる。また

、学校内にインターナショナルな空気が流れ、関わっていない生徒も無形の影響を受けている。

具体的な影響は、2部3.2～3.6に述べている。 

 自校で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。 

 

（イ）教員の変化 

 この間、生徒のみならず教員もSSH事業を通じて大きな影響を受けている。その影響は大きく分けて、

「教材・教育方法の改善」「人的ネットワーク」「その他の影響」に分けられる。以下、それぞれの項

目について詳細に述べる。 

 

＊教材・教育方法の改善 

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

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

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

なわけでもないことを認識した。 

 他校・他国を訪問する機会も多くなり、多くの教材や教育方法に関する情報を得ることができ

た。 

 

＊人的ネットワーク 

 他校・他国との教員間ネットワークができ、科学教育に関する様々な情報交換や生徒間のコラボ

レーションができるようになった。サイエンスフェア等への招待も受けるようになった。 

 23年度コア枠で実施したSEES、昨年と今年度重点枠で実施したWaISESは、本校の教員のみなら

ず参加校の教員にとっても、ネットワークづくりに大きな意義があった。 

 

＊その他の影響 

 SSH事業がない場合、クラス・授業・クラブ活動が生徒と触れ合い知る機会であるが、SSHプログ

ラムの中で、それまでは知らなかった生徒の姿や能力を見出すことができた。 
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（ウ）学校の変化 

 以上（ア）（イ）以外の内容を記載する。 

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

られている。プログラム応募の競争率も上がり、選抜に苦労している。 

 

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

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

た。 

 

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

がわかっている。 

 

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

りSSH成果の社会還元・普及がなされている。地域における学校の深い理解につながっている。 

 

 ② 研究開発の課題   

 以下の事項が課題として挙げられよう。 

 

（ア）連携方策 

 大学との連携は定期的に行っているものとして、大々的に行っているサマーセミナー・進学セミ

ナーや研究室訪問などがあるが、地理的な距離も大きく、大学附属校としてやや有機的結びつき

が薄い感があるのは否めない。この間、大学教務部と密な意見交換を重ねてきている。 

 高大ギャップを埋めることを目的としてテキスト作成、探究活動へのシステマティックなアド

バイス体制づくり等、さらなる連携方策が求められる。 

 

 現在地域連携としては「河川研究班」の活動が行われている。26年度より「麹菌研究班」を発足

させた。産官学を巻き込んだ、より多様なプログラムと探究活動の深化が求められる。 

 地域連携における「産」の導入を図り、「産官学」連携した教育プログラムを検討する。「学

」は本庄学院である。具体的には、地域企業を巻き込んだ科学プログラムの充実を図る。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。 

 

（イ）国際化の進展 

 国際科学シンポジウムは、生徒の研究活動のレベルアップや教員の教材研究に有効であるが、国

際化を見据えたとき、日本の英語教育に何が足りないのかを知るきっかけにもなる。例えば、第2

部Fig.3-25、Fig.3-16のような分析を行ってみると、このような場における日本と海外生徒との英

語能力の差が浮かび上がってくる。 

 海外の生徒と一緒の場でしっかり踏ん張れる生徒を育てるためには、このような分析でわかっ

たことを英語指導に活かす必要がある。 

 

 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。 

 

 先の第二期SSH事業においては活発だった台湾との連携が薄くなっており、このテコ入れが求め

られる。おりしも、27年度5月には台湾国立建国中学の訪問を受け科学教育交流が行われることが

決まっている。改めて、姉妹校である国立台中第一高級中学との連携方策も検討しなくてはなら

ない。 

 

 SEES、WaISESの成果とリソースを活かし、アジアの科学教育のネットワーク構築を考えたい。 

 

（ウ）本校の科学教育の「キモ」の部分の再確認 

 第2部Table3-1、Table3-2などの分析で判明した事実を元に、改めて本校の論文リテラシー教育を

検討しなおす必要がある。 

 特に、今後は英語論文が書けることを視野に入れることが重要である。 
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 本校のプレゼンテーション教育は一応の成果を上げていると自己評価している。英語によるプレ

ゼンテーションを前提とした、より一層のプレゼンテーション指導のメソッドを開発したい。 

 

（エ）成果の還元方策 

 Webは情報化時代における有効な情報発信手段である。今までも積極的に教材の公開をしていき

ている。 

 さらなる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。 

 

 地域への還元活動として子ども科学教室が定着している。現在のような1回だけの単発の開催は参

加者にとっても主催者にとってもやりやすいが、一方で表面的な現象の面白さだけが伝わり、科

学の仕組みの理解につながっていないのではないか、という思いもある。 

 本来は日曜や週日の夜間に半年ほどかけた１つのテーマに対する連続的な教室開催が理想である

が、それが無理でも夏休み・冬休みに3日間ほどかけて課題や探究に取り組む科学教室も必要なの

ではないか。 
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❸ 実施報告書（本文） 

 

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

 

0.1 本事業の仮説 
 本事業は 5年間にわたり、以下の事業題目の下、各プログラムを実践した。 

 

事業題目 早稲田大学本庄高等学院における、「教育の国際化における、多様な連携と知的資源敷衍の方法の

開発」 

 

この題目を実行するために、以下の項目を目標にそれぞれ仮説を立ててその検証活動を行った。 

① 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

仮説：生徒の探究活動を活性化するためには好奇心を掻き立てるための、学校環境・地域環境を利用

し各教員の指導力を活かしたプログラムが効果的である。 

③ 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 

仮説：生徒の探究活動を継続発展させるためには、成果を継続的に蓄積させ、確認できるようなポー

トフォリオシステムを用いることが効果的である。 

④ 多様な連携プログラムの開発発展 

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

に有効である。 

⑤ 海外での研究発表とその教育効果の分析 

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

のみならず探究活動へのモチベーション向上に有効である。 

⑥ SSH成果の普及・敷衍 

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

果的である。 

⑦ 教育効果の評価システムの開発 

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

めに必須であるが、定量化・因子抽出などの技術を用いることにより効果的に評価をすることが可能

になる。 

⑧ 運営指導委員会の実施 

⑨ 報告書の作成 

 

0.2 本事業の実践の状況 
 本校 SSH事業の流れをわかりやすくするため、平成 14 年度指定時からの経過を以下の表にまとめた。 

 

0.2.1 本校 SSH事業全体の流れ 
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Table 0-1 

 
 この SSH期間 13 年間は、本校における実践状況を振り返った時大きく 3 つのカテゴリーに分けられる。 

 １つは、2002 年～2006 年の期間である。この間は、最初海外研修がまだ認められておらず、また SSH 事業

としてどのようなプログラムが考えられるのか試行錯誤を重ねた時代であった。本校でも、打ち上げ花火のよ

うに様々な取り組みを単発的に試行した期間である。SSH課外講義も月に 1度という頻度で行っていた。 

 次は、2007 年～2010 年の期間である。それまでの反省から学校の環境や教員・生徒の実情を踏まえた「身

の丈に沿った」プログラム・継続する意義のあるプログラムが確定し始めた時代である。また時代の国際化を

見据えて、2003年度以降の RSSF、ISSF等の国際高校生科学フェアで広がった教員間のネットワークを頼りに、

国際交流の相手校の検討を始めた。 

2005 年度～2006 年度には台湾への招待・台湾教員団の訪問を受け、台湾高瞻計画予定校との交流が始まっ

た。2007 年度台湾国立台中第一高級中学と Singapore National Junior College（NJC）との姉妹校協定を結

び、連携活動が開始された。また協定とは別に、多くの学校と関係を結ぶことができた。2006年度に特別枠予

算で実施した小笠原研修は、参加生徒に与えたそのインパクトを受け、2007年度から母島の植物観察を中心に

展開を始めた。SSH 部活動のプロジェクト研究も先輩から後輩への継続性ができた。現在本校の柱となってい

る SSHプログラムの多くはこの時期に確定している。 

 2011年～現代については、次の節に述べる。 
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0.2.2 2010 年～2014 年における SSH事業 

 現、SSH 期間において、特に 2011年～現在は、小笠原研修・シンガポール研修などのプログラムに加え、河

川調査活動・南三陸研修等地域連携を深めたとともに、連携先の多様化が図られた時期である。一方で、コア

事業・重点枠事業にも積極的にトライし、SEES・WaISES2 つの国際高校生シンポジウムを開催し、多くの高校

生に研究発表・国際交流の機会を与えるとともに、本校が培ってきた「論文リテラシー教育」の一旦を還元す

ることができた。プログラムが安定し、色々な形で、成果を社会へ還元し始めた時代である。 

 事業題目にある「多様な連携」を実現できている大きな柱の 1つが 2009年度より開始された「河川研究班」

の活動である。この活動は、当初国土交通省から清流ルネッサンス II 活動対象に指定された本庄市内 2 河川

（小山川・元小山川）の河川環境改善運動に加わるというものであった。この活動には、本庄市県土整備事務

所・早稲田大学創造理工学部社会環境工学科榊原研究室・地域 NPO「川・まち・人プロデューサーズ」・埼玉

県環境科学国際センター・藤田小学校の連携で推進されており、本校は後発としてこれに加わった形である。

加わってみて、この活動には極めて多様な内容が含まれていることがわかってきた。  

 当初は、河川調査の方法や道具がわからなかったため、榊原研究室の大学院生の指導を受けながら河川調査

をしたり、研究室のゼミに参加させてもらっていた。魚類を含む水生生物の同定については環境科学国際セン

ターの指導を受けることができた。同センターからは河川環境調査以外にも、水質浄化ろ過材の指導も受けら

れた。清流ルネッサンス II 活動が終了し、榊原研究室が研究の主体を本庄市から移した後、2012年に藤田小

との連携が始まり、この活動は新しいステージで行われることとなった。 

おりしも 2011 年 3 月に勃発した東日本大震災、それに付随する福島原発事故によって、環境に対する意識

が大きく問われ、私たちは今まで疑問を抱かなかった科学の方向に対して不信感を抱くに至った。そのような

中、2012年 4 月に NPOから、元小山川源流の導水部分にヘドロが蓄積されて流量が少なくなるため、貯水槽を

曝気するモータを回す動力のアイデアを求められた。この経緯については第一部 2.3.3 を参照されたい。この

依頼が現在の超マイクロ水力発電機の開発につながっている。このプロジェクトは、この間関わった生徒のみ

ならずその影響として、すべての生徒が改めて日本の国土事情に合ったクリーンなエネルギーの方向について

問題意識を持つきっかけとなっている。 

 市民シンポジウム、市民総合大学、こども大学等多彩な成果報告の場も得ることができた。ここでの、様々

な世代の市民との質疑により、昔の川にいた魚類、台風の後の魚類の変化など、調査だけでは得られない川を

巡る色々な知識を得ることができた。 

 NPO の縁で、東北で震災後の自然復興に取り組んでいる NPO 団体 E-TEC1様を紹介していただいた。当初は SSH

事業とは別に、生徒たちに日本人として東日本大震災被災地を自分の目で見る機会を与えたい、この震災や原

発事故が日本の方向の何を変えたのかを考えさせる機会を与えたい、何か復興の一助となりたいという素朴な

気持ちからであった。2013年、E-TEC 様との相談の上、南三陸研修を実施することができた。ここでは南三陸

町伊里前川河川調査を中心に、北上川ヨシ原再生事業現場訪問、津波の影響や復興事業に関するセミナーの他、

帰りには福島県で原発事故に関するセミナーを受講している。2014年も開催することができた。 

 地域連携の輪は少しずつ広がりを見せ、2014 年度は地元の麹屋さんの協力のもと、麹菌のもたらすうまみ成

分研究のプロジェクトを開始した。豆麹の研究をしている名城大学附属高校と連携し、麹文化の地域差を含め

た共同研究を現在検討している。 

 第二期から本校 SSH 事業の柱であった小笠原研修や NJC との連携活動も第三期に入り、さらに成熟を見せ

た。小笠原研修では、より直接的に小笠原の自然環境理解につながることを期待し、机上でのレクチャーをや

め、南島におけるワークショップを開催した。また、SSH開始以来成果の地域還元の一つとして行ってきた子

ども科学教室のノウハウを生かし、母島でも開催するに至った。NJCとの連携では共同研究ミーティングの時

間を大幅に増やし、より深い成果を求める方向に動きつつある。 

 

0.3 本事業の評価 
0.3.1 各仮説に対する検証 

① 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

仮説：生徒の探究活動を活性化するためには好奇心を掻き立てるための、学校環境・地域環境を利用し各

教員の指導力を活かしたプログラムが効果的である。 

 

                                                      
1 http://www17.ocn.ne.jp/~e-tec/ 
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  本校は、SSH 事業開始以来、SSH 事業の特色として広大なキャンパスの自然環境を利用した教材展開を、

授業や SSH部活動、プロジェクト活動で取り入れてきた。この第 3期 SSH期間においても、SSH部の中の「き

のこ研究班」、生物の授業、クワ異形葉性の研究、さらに 2013 年から暫定的に開始した「大久保山学」等で

ある。また、2013 年度から、教員の専門分野を活かす試みとして輪講「これがサイエンスだ！」を開始した。

初期の、SSH事業と異なり、学校環境・地域環境を利用し教員の指導力を活かし、無理のない形で SSH事業を

運営する方向にシフトしている。 

 このような活動の成果の 1 つとして以下のデータを上げたい。 

Graph0-1 は、早稲田大学理工系 3 学部進学者およびその中での修士・博士課程進学者の推移を示したもの

である。横軸は年ではなく、「卒業年度」を表すことに注意して見ていただきたい。例えば横軸の 2002 年度

については卒業生の内理工 3 学部進学者は 66名であり、その中の 32 名が修士課程に進学し、その中の 2 名が

博士課程に進学したことを示している。その下のグラフは、理工 3学部進学者数を 100とした時の修士・博士

課程進学者の割合である。 

 本校の場合、SSH指定以降必ずしも理工系進学者が増えているわけではない。それどころか、2002 年の指定

以降は減っているともいえる。2009 年以降全体として増えているように見えるが、それは 2007年の共学化に

伴い、1学年定員が 240名から 320 名に増えたことによる。 

 しかしこのことについて、私たちは SSH事業の効果が出ていないとは考えていない。むしろ、SSH指定以降

厳しい指導を施すようになったため、「生半可な」気持ちで理工系へ進学する生徒が減ったためと考えている。

むしろ、理工系進学者のミスマッチが減ったことを評価している。一方で Ghaph0-2 に見るように、修士・博

士課程進学者は漸増している。本校の SSH事業は、結果として理工系学部進学者を増やすことにはつながらな

かったが、長く科学に携わる研究者を増やしたという点で、この仮説を証明していると考える。 

 

 
Graph 0-1 

 

SSH 指定 

SSH 指定後最

初の卒業生 
共学化 

共学化後最初の卒業生 
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Graph 0-2 

  

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 

仮説：生徒の探究活動を継続発展させるためには、成果を継続的に蓄積させ、確認できるようなポートフ

ォリオシステムを用いることが効果的である。 

 

 この間の本校の探究活動継続のシステムとして、SSH 部活動の他にいくつかのチームプロジェクトを設け、

実施したことが特徴である。例えば、河川研究班（川研）、麹菌研究班、水力発電研究班などである。探究活

動を SSH 部活動のみに限ると、運動部等で活動しながら探究活動もしたい生徒の可能性を減じてしまうことに

なる（保険や公欠等の便宜を図るため、形式上 SSH 部に登録しているが、SSH部の活動にとらわれない）。こ

のシステムは生徒の探究活動の可能性を広げている。またそれ以前に、全生徒の義務となっている卒業論文の

存在が、探究活動が当たり前という意識を全生徒に持たせることにつながっている。 

 以上、本校では探究活動継続システムの基盤として卒論制度が、また SSH部を始めとするいくつかのシステ

ムがあったことにより探究活動が継続し深められているといえる。印象としては、探究活動の基盤が部活動だ

けでは足りないのではないか、と感じている。 

 そのような課外活動・特別活動の仕組みづくりとは別に、生徒の在学中における 3年間の探究活動を含む成

果・作品を整理・保管し、教員が閲覧・評価可能なポートフォリオシステムの開発を 4・5 年目に試みた。本

校の教育プラットフォームシステムである CourseN@vi 上に展開することを検討したが、生徒の個人情報・セ

キュリティ保護上の観点から現在進展していない。別のシステム構築が求められている。 

 

③ 多様な連携プログラムの開発発展 

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

効である。 
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 SSH 事業では連携先として基本的に大学あるいは研究機関が一般的であるが、本校の場合早稲田大学を基本

としながら、連携の軸として小笠原母島、そして地域諸機関と様々なつながりを維持し、改善を重ねてきた。

地域との多様な連携の大きな例が河川調査活動である。前年の反省を踏まえながら年を重ねる毎にプログラム

の密度が高まり生徒の教育効果が高くなっていると感じるとともに、連携相手への還元の質も上がっているこ

とを感じる。 

 

④ 海外での研究発表とその教育効果の分析 

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

ならず探究活動へのモチベーション向上に有効である。 

 

 本校は、生徒に研究成果発表の場を経験させることが、成果をまとめる機会になること、研究活動に対する

客観的な評価が得られそれが改善につながること、を期待し、SSH 指定以来積極的に対外的な研究発表の場に

参加してきた。特に海外での英語での研究発表については、その歴史を作ってきた 1校であると自負している。 

 国内外を問わず、研究発表を行うために自分たちの成果をまとめることは、改めて自分たちの探究活動を客

観的に見つめることにつながり、それだけで研究活動の推進に効果があるとともに、論文にまとめる・プレゼ

ンテーションにまとめる・ポスターにまとめる過程を経験することが、「研究とはどのような行為か」を体験

することができる。このことは生徒の将来において、良い経験となろう。 

 特に、海外で発表する機会を得ることは、英語で説明したりディスカッションしたりする経験になることは

もちろんであるが、広く多様なアイデアや研究のレベルに触れることができる貴重な場となる。海外研修に参

加した者は例外なく、次の機会にも参加しようとする。英語でのコミュニケーションがうまくいかなかったり、

プレゼンがわかってもらえず苦い思いをすることも多いが（実際に泣く生徒もいる）、帰ってきてから改めて

悔しい思いからの向上心や多くの生徒と交流できる意義を感じるのであろう。 

 コア枠・重点枠事業として行った SEES・WaISES もその効果の拡大を狙ったものである。 

 

⑤ SSH成果の普及・敷衍 

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

である。 

 

 SSH 成果の敷衍方策を目標に掲げた今期の SSH 事業において、当初の 2 年間は教材を冊子にまとめ各 SSH校

に送付することを行っていた。しかし、このような教材は作るときに要した手間の割には、本棚や倉庫に死蔵

されることの方が多いのではないかと考えた。 

 一方で、連携先が多様になるにつれ、子ども科学教室、市民シンポジウム、市民大学、藤田小での授業等地

域で成果を還元する機会が増えてきた（母島を含む）。これらの活動は定期的・精力的に行われ、リピーター

が増える・藤田小児童の変化等大きな効果が確認されている。 

また、Webを積極的に使い、イベントの都度に情報を公開した2。主たる連携プログラムには専用のサイト3も

設けた。使用した教材は著作権の問題がない限り、Web で広く公開している。 

 

⑥ 教育効果の評価システムの開発 

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

必須であるが、定量化・因子抽出などの技術を用いることにより効果的に評価をすることが可能になる。 

                                                      
2 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/index.htm  
3 例えば小笠原研修 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ogasawara/ogasawara.htm 、NJC との交流 

http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/njc/njc.htm 、藤田小との連携 

http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/fujita/index.htm 、開催したイベント 

http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm  
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 この間、本校では SSH プログラムの開発とともに、評価方法の工夫に取り組んできた。教育効果評価の方法

は難しい。試験による得点のように数字に表れる要素が少ないこと、同じプログラムを繰り返しても参加生徒

が毎年変化するなどの理由による。従って、アンケートによる評価がどうしても一般的になるが、ともすると

分析結果として「～のような感想が多かった」といった客観化されない評価で終わってしまう。アンケート評

価でもより客観化・数値化することを目指し、「ルーブリックチャートの積極的導入」「自由記述のテキスト

マイニング評価」「主成分分析等統計表化技術」等の導入を試みた。このことにより、評価の客観化・深い分

析を進めることができた。 

 

0.3.2 評価と反省 

 2010 年～2014 年における本校 SSH 事業においては、以下の事項が社会に向けた（本校生徒・教員にとどま

らない）主たる評価すべき点として挙げられよう。 

(ア) 地域連携先を積極的に求め、特に地域連携を強化し、生徒のみならず教員にとって多彩な教育効果を

獲得できたと同時に、本校の持つ SSH成果を還元することができたこと。 

(イ) WaISES を中心に、科学英語論文作成・プレゼンテーションスキルを含めたアカデミックリテラシー

を養成するプログラム作成に取り組み、使用した教材をすべて Web公開したこと。また、高校生科学

英語論文のフォーマットを独自に作ったこと。 

(ウ) NJCとの交流を通し、科学教育を軸とした国際交流の在り方を共に検討してきたこと。 

 

 また、以下の点が反省点・実施しきれなかった点として挙げられる。 

(ア) 英語科学論文のテキストを完成させたかったが、2回の WaISES の期間ではできなかったこと。 

(イ) 地域連携の主体が SSH 成果の還元（講義や科学教室等）にシフトし、探究活動（マイクロ水力発電・河川

環境調査等）を深めることが不十分だったこと。 

(ウ) 早稲田大学との連携活動を今一つ有機的なものにしきれなかったこと。セミナーの講師派遣や研究室訪

問、研究室の協力等は得られているが、例えば高大のギャップを埋めるため、大学の協力の元のテキスト

作成、論文マニュアル作成等の試み等である。 

(エ) SSH活動における成果のみならず、生徒が高校 3年間の成果をまとめ整理するとともに、教員が閲覧・評

価できるシステムとしてのポートフォリオシステムは必要だと考えている。この開発に際し、改めてシス

テム構築を検討したい。 
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１．平成 26年度研究開発の課題 
1.1 事業題目と事業の方法 
 平成 26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、「教育の国際化における、多様な連携と知的資源敷衍の方法の開発」 

 

1.1.2 事業の方法 

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

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

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

の開発を行う。大学全入の附属高校として、高大接続の可能性を検討する。 

具体的には、次の項目を柱とする。 

① 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

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成果の敷衍方策とその効果の分析 

⑥ 教育効果の評価システムの開発 

⑦ 運営指導委員会の実施 

⑧ 報告書の作成 

以上の取り組みを総括し、報告書を作成する。 

 

1.1.3 研究開発の実施規模 

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

行う。 

 

1.2 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）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。特に同校内教員による“身軽に開催できる”講座として 25 年度に開始し好評だった「これがサイ

エンスだ」を今年も継続するとともに、新しく「これがデータ分析だ」を開始した。 

 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。今年度は、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として理系女子（リケジョ）、理系男子を増やす試みとして理系に特化したキャリア教育

の試みであるスプリングセミナーを初めて 2月に行った。 

 

（イ）中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試み 

中高接続のギャップを埋める試みとして１年生必要者に対する補講を行った。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、多く

の帰国生も受け入れているため、中学時にその国や地域の宗教的あるいは文化的な理由により生物の進化論を



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 22 / 125 

 

 

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。

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ポートフォリオシステムの開発 

（ア）クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

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

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

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

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

めた。成果においては、積極的に外部評価を得る機会（JSEC 等コンテスト・外部発表の機会）をできるかぎり

義務付けた。 

 

（イ）生徒の高校生活における成果の整理・閲覧・評価システムとしてのポートフォリオシステムの開発 

  そのような課外活動・特別活動の仕組みづくりとは別に、生徒の在学中における 3年間の探究活動を含む

成果・作品を整理・保管し、教員が閲覧・評価可能なポートフォリオシステムの開発を 4・5 年目に試みた。

本校の教育プラットフォームシステムである CourseN@vi 上に展開することを検討したが、生徒の個人情報・

セキュリティ保護上の観点から現在進展していない。 

 

1.2.3 多様な連携プログラムの開発発展 

（ア）多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 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。26 年度は今まで実施している河川調査・市民総合大学講師・地域

小学生への指導の他、地域企業との連携として「麹菌のうまみ成分」の研究を開始した。 

 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、方向性を探った。 

 

（イ）海外との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

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

相互訪問して行う Exchange Programme が継続されており、今年度は特に共同研究テーマを巡って密なディス

カッションが継続されたことが特筆される。 

 

1.2.4 海外での研究発表とその教育効果の分析 

（ア）科学英語力養成の体制づくりの検討 

 本校では早くからプレゼンテーション教育・論文教育に取り組んできた。特に論文教育の軸となる卒業論文

制度は開校以来の伝統であり、14 年度の SSH 指定以降はカリキュラムに有機的に結び付けた論文教育を展開

しており、その研究成果発表を意識したアカデミックリテラシー養成の一環としてプレゼンテーションスキル

養成を継続してきた。特に、科学教育の国際化の必要性が感じられるようになってからは、英語によるプレゼ

ンテーション・論文指導に取り組んできている。 

 今年度は、その成果が表れつつあると感じられる場面がいくつかあった。１つは SKYSEF、WaISES における

プレゼンテーション部門で第 1位を獲得したことである。ここでは、本校で開発した独自のプレゼンテーショ

ンスタイルを実践している。もう１つは、WaISES における論文部門での 2位・4位獲得、および英文ジャーナ

ルへの投稿である。このことは、本校の英文論文指導の方向が成果を上げつつあることを示していると評価し

ている。 

 

（イ）SSH成果の対外的な報告と評価 
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 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する。 

 26 年度は、国内では SSH 生徒研究発表会・SKYSEF・JSEC・JSSF・WaISES 等、国際高校生学会として MWITS 

Science Fair に参加した。 

 

1.2.5 SSH成果の普及・敷衍 

（ア）本学院主催 SSH 報告会の実施・成果報告書作成 

 本学院主催 SSH報告会を実施し、本学院 SSHプロジェクト全体に対する評価とアドバイスを得る。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）連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍 

 「河川調査プロジェクト」は連携先を広げ、大きな活動となりつつある。特に、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。 

 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。 

 

（ウ）子供科学教室の実施 

 例年行ってきた子供向け科学教室は少しずつ地域を拡大しながら、今に至っている（25年度は本庄市・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。 

 

1.2.6 教育効果の評価システムの開発 

（ア）教育効果の評価方法の検討 

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

マイニング等の手法を用い、より定量的・客観的な評価ができるような方法の検討を行う。 

 

1.3 平成 26年度 SSH実施事項一覧4 
 以上の事業計画に従って本年度実施された科学教育関連のプログラムやイベントの主なものを以下の一覧

表にまとめる。 

 
月 事項 

4 
4/25（木）SSH特別講義第 1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 ―現代社会

を支える数学の秘密～」 

5 

5/8（水）藤田小で第 1回目講義「ランの花の不思議」 

5/24（土）小山川・元小山川河川調査 

5/26（月）SSH特別講義第 1回「これがデータ分析だ！～アンケート設問の基本～主成分分析の基本～」 

6 

6/4（水）藤田小で第 2回目講義「川にすむ生物」「河川調査に関する諸注意」「パックテストの使い方」 

6/8（日）足尾巡検 

6/10（火）SSH特別講義第 2回「これがサイエンスだ！ ～相対性理論入門 ―特殊相対性理論を知ろう！～」 

6/11（水）藤田小で第 3回目講義「プレゼンの名人になろう！（その１）」 

6/18（水）藤田小と合同河川調査（小山川・元小山川） 

                                                      
4 詳細は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm で閲覧可能 
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6/19（木）SSH特別講義第 1回「これがデータ分析だ！～テキストマイニングの基本～」 

7 

7/10（木）Sinapore National Junior College とのテレビ会議 

7/13（日）～19（土）SKYSEF に先立つ台湾研修（静岡北高校重点枠事業） 

7/20（日）子供科学教室 

7/21（月）～27（日）シンガポール研修 

7/29（火）～31（木）南三陸研修 

8 

8/6（水）～7（木）SSH生徒発表会 

8/9（土）～12（火）静岡北高校科学技術フォーラム（SKYSEF2014）（静岡北高校重点枠事業） 

8/23（土）WaISES国内参加校事前研修会 

8/30（土）～9/4（金）小笠原研修 

9 

9/10（水）藤田小で第 4回講義「ミクロの世界を覗いてみよう！ ～顕微鏡の使い方～」 

9/17（土）SSH特別講義「ここまできた。顔認証システムの最前線」（協力：日経新聞社、SECOM） 

9/24（水）SSH特別輪講「世界の環境問題を考える」、第 1回” Competition between Medaka (Oryzias Latipes) 
and Mosquitofish (Gambusia Affinis) under Different Temperatures”, Wang JingJing(China) 

10 

10/20（水）SSH特別輪講「世界の環境問題を考える」、第 2回” WATER POLLUTION PROBLEMS IN INDIA- HOW TO 

OVERCOME?”, Ranjusha V P(India) 
10/22（水）藤田小で第 5回講義「データから何がわかるんだろう？」 

10/28（火）NJCとのテレビ会議 

10/29（水）藤田小との第 2回合同河川調査 

11 

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

11/7（木）～12（水）立命館高校主催 Japan Super Science Fair 

11/8（土）藤っ子祭の講師を務める 

11/12（水）SSH特別講義第 3回「100万年前の虫を見る！」 

11/17（水）SSH特別輪講「世界の環境問題を考える」、第 3回” Endocrine disrupting chemicals. What are 
important chemicals and how to manage?”, VO HUU CONG(Vietnam) 

11/19（水）SSH成果報告会 

12 

12/16（火）～20（土）Waseda International Science and Engineering Symposium(WaISES2015) 

12/17（水）学外 SSH運営指導委員会 

12/25（木）親子科学教室 

1 

1/9（金）学内 SSH運営指導委員会 

1/19（月）SSH特別講義「クルマの未来」、日産自動車篠崎哲氏 

1/26（月）～31（土）タイ研修(MWITS Science Fair2014) 

2 

2/4（水）藤田小で第 6回講義「プレゼンの名人になろう！（その２）～エレベータープレゼンテーションにチャ

レンジしよう！～」 

2/12（木）藤田小で第 7回講義「プレゼンの名人になろう！（その３）～1年間の復習～」 

2/18（水）卒業論文報告会 

2/21（土）スプリングセミナー、第 1部「リケジョへの誘い」、第 2部「理系は楽しい！」 

3 

3/15（日）「麹菌の秘密」合同勉強会（於名城大学付属高校） 

3/21（土）本庄市民シンポジウム 

3/25（水）サイエンスエッジ（於つくば国際会議場） 

 

※受賞 

 SKYSEF、プレゼンテーション（エネルギー部門）第 1 位、2 年尾林舞香・山川冴子・市川なつみ 

 SSH 生徒発表会、ポスター賞「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 

 WaISES、プレゼンテーション部門（Venue2）第 1 位、3 年坂本玲・2 年尾林舞香・山川冴子 

 WaISES、論文部門第 2 位“Heterophylly of Mulbery and Relation The Phytolith and Leaves”、 3 年

坂本玲・2 年尾林舞香・山川冴子 

 WaISES、論文部門第 4 位“The Component Analysis with Sonoluminescence”、3 年新里真奈美・2 年

市川なつみ・1 年菊地環 

 MWITS Science Fair、ポスター部門優秀賞“Challenging to 70K ~Freezer Using Gifford McMahon 

Cycle”、1 年水越百香・飛知和志帆・野澤修矢 

 

２．平成 26年度研究開発の詳細 
2.1 科学的好奇心を活性化するプログラムの開発 
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2.1.1 課外講義「これがサイエンスだ！」「これがデータ分析だ！」 

背景・目的 

科学を身近に感じさせ、理系離れを食い止めるとともに、教員の専門分野を活かし生徒と教員の相互理解を

深める試みとして、昨年より「これがサイエンスだ！」を開講した。昨年は計 6 回実施したが想像以上に生徒

に好評であった。今年度も継続するとともに、新しく「これがデータ分析だ！」も開講した。これは、全校生

徒に対し、数学で扱っている以上の、卒業論文で使えるようなより高度なデータ処理技術を知らせ、卒論のレ

ベル向上に資することを期待したものである。 

 

 第 1回「これがサイエンスだ！」（4月 25 日（金）15:50～）「暗号・人工知能・データ圧縮・誤り訂

正 ―現代社会を支える数学の秘密―」 

本学院数学科齋藤翔太先生より、バーコードを間違いなく読み取るための仕組みやネットショッピング

で使われている暗号の理論的なお話をしていただいた． 

また，最後には先生自身の研究生活についてもお話しいただき，生徒たちは進路の参考になったようで

ある。 

 

 第 2回「これがサイエンスだ！」（6月 10 日（火）15:50～）「相対性理論入門 ―特殊相対性理論を

知ろう！―」 

本学院数学科中村充伸先生。相対性理論という大変名前の知れた理論であるために，他教室から椅子を

持ってこなければならないほどの盛況ぶりだった。 

「鏡を持ったまま光の速さで移動した場合，鏡に自分の顔は映るだろうか？」という問いかけから始ま

り，「ある条件のもとで時間は遅れ，空間は縮む」という日常とはかけ離れた理論を，映像を交えながら，

わかりやすく解説していただいた。 

最後に本学院 OB でもある先生から，本学院から理系進学する上でのアドバイスを話していただいた。 

 

 第 3 回「これがサイエンスだ！」（11 月 12 日

（水））「100万年前の虫を見る！」 

講師は本学院生物科墨野倉先生。マダガスカル

産のコハク（正確にはまだコハクに至っていない

コパル）を磨き、中に封じ込められている虫をルー

ペで観察した。 

表面が汚れた状態のコパルを磨いて透明化した

時に、中に封じ込められている虫や虫の糞、ゴミ、

樹皮などがわかる。せっかく磨いても中に何も入

っていない場合も多く、当たり外れがある。右画像

は、磨いたコパルの例である。3 センチほどの大き

なハチ（樹脂に覆われたときにもがいたためか腹

部がちぎれている）、左下にクモ、下部に虫の糞ら

しきものが見える。 

この日は、10 人の生徒が楽しそうにコパルを磨き、中の虫を確認した。 

 

 第 1回「これがデータ分析だ！」（5月 26日（月）15:50～）「アンケート設問の基本」「主成分分析

の基本」 

講師 半田亨（情報科）、参加生徒 16 名。 

今年初の取組である「これがデータ分析だ！」の第 1 回を開催した。これは、昨年度実施して好評だっ

た SSH 輪講「これがサイエンスだ！」にあやかり、話題を統計・データ分析に絞り、実際に学院生たち

がレポートや論文作成に活かすことを想定して実施したものである。様々な統計手法を紹介する予定であ

る。 

「データから何が見えるか？」は、レポートや論文を書くにあたって避けては通れないポイントである。

予め想定した仮説を裏付ける結果が得られたり、データを深読みした結果、想定していなかった面白いこ

とが見えたり、といった瞬間は研究における本当に楽しい瞬間であり、卒論を義務付けられている学院生

にもその過程で是非経験してほしいと思う。 

この日はアンケート設問の仕方の基本を確認した後、「総合力」を測る統計手法である主成分分析を、

ネット上のグルメ情報を教材に、体験してもらった。 

 
Fig. 2-1  

磨いたコパルに封じ込められていたハチ 
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 第 2回「これがデータ分析だ！」（6月 19 日（木）15:50～）「テキストマイニングの基本」 

講師 半田亨（情報科）、参加生徒 13 名 

テキスト情報の定量的分析手法であるテキストマイニングを扱った。テキストマイニングは、ネット上

のトレンドやクレーム、意見や批判、災害時のデマや必要情報の動向を定量的に分析する手法として、近

年脚光を浴びている。 

前半は、夏目漱石「こころ」の分析例、後半は、twitter 上のテキスト情報の分析を体験してもらった。 

紹介した手法をレポートや論文に活かすことを期待する。 

 

2.1.2 特別輪講「世界の環境問題を考える」講座の試み 

 早稲田大学創造理工学部社会環境工学科榊原研究室のご協力の下、3回に分けて、海外若手研究者による SSH

特別輪講「世界の環境問題を考える」を開催した。この講座は、日本で水環境を中心に研究活動をしている中

国・インド・ベトナムの研究者から、夫々の研究対象を中心に環境問題の現状と今後について話してもらうも

のである。 

 環境問題は現世界共通のテーマであり、最優先課題である。また、現生徒が社会に出た時には現在よりも深

刻化していることが予想される。そのような情勢を踏まえ、理系・文系を問わず、環境問題を考えるきっかけ

にしてほしいと考え、この輪講を計画した。また、国際化の中、英語に触れる機会を増やすことも考え、講義・

質疑はすべて英語で行なった。研究領域の話を聞くだけでなく、学院生のキャリア教育の視点から、広く研究

生活や海外で研究することの意義や苦労などの話も聞きたいため、質疑の会話に時間を割いていることも、こ

の輪講の特徴である。 

 

① ～Competition between Medaka (Oryzias Latipes) and Mosquitofish (Gambusia Affinis) under 

Different Temperatures～（9月 24 日（水）） 

 第 1回目は中国からの留学生 Wang JingJing 氏による Competition between Medaka (Oryzias Latipes) and 

Mosquitofish (Gambusia Affinis) under Different Temperatures である。Wang 氏は本庄市内元小山川でメ

ダカとカダヤシの生息環境の調査を行っている。カダヤシ（蚊絶やし）は 20 世紀初頭、ボウフラの駆除のた

めアメリカから持ち込まれた。同じ理由で世界各地に持ち込まれており、その環境適応力の強さで世界各地に

分布を広げている。元小山川では、2010 年から急激に増加し、一方でメダカが 2010 年を境に急速に減少して

いることが調査によりわかっている。Wang さんは、その現状と理由を在日 2 年間の調査研究を元に話した。 

 その後の質疑では、母国である中国と日本の河川環境の違い、カダヤシへの対策、日本における自分の研究

生活など、将来のことなど、学院生の質問に答え、長い時間語り掛けてくださった。 

 

②  ～WATER POLLUTION PROBLEMS IN INDIA- HOW TO OVERCOME?～（10月 20日（水）） 

 第 2回目はインドからの留学生 Ranjusha V P 氏による「WATER POLLUTION PROBLEMS IN INDIA- HOW TO 

OVERCOME?」である。インドにおける水汚染の状況を Surface water と日頃日本ではあまり意識されない

Groundwater の 2つの視点から報告した上で、その改善の方向について考察を述べた。 

 現在、地球上の淡水は水全体量のたった 2.5％でしかなく、利用できる水になると 1％しかない。世界中の

80 か国世界の人口の 40％の人間が水不足に悩んでいる。2025年には世界中が深刻な水不足に見舞われると考

えられている。このような世界が抱えている水への危機の紹介から、この日の講義は始まった。 

 日本では水は空気と同じで当たり前のものと考えられており、ほとんどの日本人に危機認識はない。参加し

た学院生がこの日のインドにおける水問題を切り口として、改めて世界が抱える水問題を認識するきっかけに

なればこの日の講義は、大きな意義があったと言える。 

 

③ ～Endocrine disrupting chemicals. What are important chemicals and how to manage?～（11 月 17

日（水）） 

 第 3 回目はベトナムからの留学生 VO HUU CONG 氏による Endocrine disrupting chemicals. What are 

important chemicals and how to manage? である。Vo氏は榊原研究室で河川における環境ホルモンの研究

とその浄化の研究を行っている。近年、世界中の河川における環境ホルモンの汚染が指摘されている。日本の
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河川も例外でなく、具体的には魚貝類のメス化が進行している。Vo 氏は、環境ホルモンの人体や生物における

影響とその仕組み、汚染の原因を話し、さらにこれを浄化する方法について述べた。研究レベルとしてはかな

り高度で、特に後半の浄化する仕組みの内容は聴講した学院生にはかなり難解だったと思われる。 

 Vo 氏はご自分が英文ジャーナルに書いた論文も生徒にハンドアウトとして配布して下さり、参加生徒には

研究生活の一端も知ることができた。 

 Vo氏はこのような汚染の進行が実はあまり知られていないことが大きな問題、と指摘した。参加した生徒た

ちには、環境問題に対する新たな視点・知識が得られたことと思われる。 

 

2.1.3  SSH 企画「足尾巡検」                     

① 目的 

足尾銅山の鉱毒事件は群馬、栃木の当事者のみならず、日本人全員に投げかけられた人災に対する問題提起

である。そのため、その事実を正しく認識して、このようなことを二度と起こさない社会の一員となることを

目的に研修を設定した。 

 

③  研修内容 

鉱毒事件の研究者から話を聞き、鉱毒の被害で禿山になった場所や銅山の坑道の観察をし、過去から現在に

渡り汚染に対してどのような方策がとられ、どのようにして自然を回復する努力が続けられているかを知る。

また、豊かな自然との比較をするため、ぐんま昆虫の森で里山を観察したり、埼玉から群馬、栃木の地形や地

質、農業に関する学習も行う。 

 

③ 実施計画 

実施日 ： 6月 8 日(日) 

訪問地 ： ぐんま昆虫の森、足尾銅山 

参加者 ： 30 名 

参加費 ： 2000円（団体割引料金、バス代一部負担） 

足尾銅山入場料（510円）、ぐんま昆虫の森入場料（160円） 

昼食  ： 自己負担（なるべく持参） 

持ち物 ： 筆記用具、雨具、帽子、カメラ 

引率教員： 理科 影森 徹、 新井 宏嘉  地歴公民科 高井 寿文 

行 程 ：（貸切バス） 

8 時 50分    学校     集合（ロータリー） 

9 時 00分    学校     出発（本庄早稲田駅立ち寄り） 

10時 30分   ぐんま昆虫の森 到着 

12時 00分   同       出発 

13時 00分   草木湖畔で昼食（雨天の場合は車中） 

15時 00分   足尾銅山   到着 

16時 30分   同      出発 

17時 00分   花崗岩露頭の観察（15分程度） 

18時 30分    学校     到着、解散 

 

④ 研修の結果、生徒が獲得したもの 

 本学院の生徒は都市部に居住する者が多く、この巡検を行うことで自然に対するものの見方を大きく変える

ことができた。具体的には、里山の動植物や鉱山周辺の露頭（地層・岩石の露出地点）を見学することで、自

然界におけるそれら本来の状態を理解し、生徒の知識の中に位置づけることができた。また、「公害が発生し

た」、「環境が破壊された」、「環境の回復をおこなった」という文面での事実だけでなく、現場を目の当た

りにすることで、事態の深刻さや重要性を改めて認識することができた。 
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⑤ 改善点および今後の課題 

 昆虫の森においては、博物館内で飼育されている生物だけでなく、敷地内の里山も見学している。しかし里

山の植物・動物生態系についての知識は館内の展示解説だけでは理解できておらず、昆虫や植物の観察が単発

的になってしまっている。 

 足尾銅山（観光坑道）の展示物や解説は、鉱山の歴史や発展、鉱夫の生活など、歴史的・環境社会学的観点

に主眼をおかれている。SSH 企画の巡検としては、なぜ足尾に銅山があるのか（なぜ地殻中で銅が濃集したの

か）、銅の採掘・製錬によりなぜ環境破壊を引き起こしたのかといった、より科学的な観点からの学習も望ま

れる。 

 今後は鉱床学および環境学の講義・実験を事前学習として行い、現地での見学の際にそれらの知識を相互に

結びつけられるよう改善する必要がある。 

 

2.2 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 
2.2.1 ポートフォリオシステムの開発 

 課外活動・特別活動の仕組みづくりとは別に、生徒の在学中における 3年間の探究活動を含む成果・作品を

整理・保管し、教員が閲覧・評価可能なポートフォリオシステムの開発を 4・5 年目に試みた。本校の教育プ

ラットフォームシステムである CourseN@vi 上に展開することを検討したが、生徒の個人情報・セキュリティ

保護上の観点から現在進展していない。別のシステム構築が求められている。 

 

2.2.2  クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

 
科学クラブの活性化について 

 

理工系のみならず、すべての生徒に開かれた科学クラブ（SSH クラブと呼ぶ）は、本年度も 30 名を超える

生徒が活発に活動をした。 

本クラブの設置の目的は、生徒個々が持っている疑問を科学的に追及する心を伸ばし、グループで討論しな

がら目的を達成する経験をさせることにある。そのため基本的には、年度初めに生徒それぞれが研究したいテ

ーマを提示し、顧問が許可をする形を採っている。しかし、1 年生に関しては、本学院内で何ができて何がで

きないか、研究にどれほどの時間が掛かるか、費用はどれくらいなるかが判断できないことと、生徒会に提出

する予算案の締め切りが 4 月中旬であることから、初めから無理をさせずにまずは、2，3 年生の研究に参加

し、途中で自分のしたい研究が見つかった時点で、独立して研究させている。 

また、このクラブの大きな特徴に海外の姉妹校との共同研究がある。実際に合流して研究を行うのは夏休み

中の 1 週間と、10 月下旬の 1 週間であるが、1 年を通して、メールやテレビ会議での情報交換を行い、お互い

の研究にアドバイスを与え合っている。 

 本年度のテーマは、 

(ア) 本庄市に流れる河川の水質調査と生態調査 （10 年間継続） 

(イ) 早稲田大学本庄キャンパスに自生するキノコの調査 （13 年間継続） 

(ウ) よりよいシャンプーやリンスの開発 

(エ) ギルバート・マクマホンタイプ冷却器での極低温への挑戦 

(オ) ランジュバン型超音波振動子で作った定常波による物質の浮遊実験 

(カ) 蛇の透明骨格標本作り 

(キ) 水中ロボットの製作と GPS に代わる絶対位置測定法の開発 

(ク) ソノルミネッセンスの発光を利用した溶存物質の分析 

(ケ) ペルティエ素子を利用した、スマホの充電器の開発 

であり、⑧と⑨が海外との共同研究である。それぞれの研究の概要を紹介する。 

①は、活動の一環として本クラブの部員が、ここで学んだことや調査結果を基に、近くにある小学校で総合

学習の講師を務めている（詳細は、2.3.3 を参照）。この活動は本年で 3 年目になり、小学校の先生方とも打合

せを重ね内容の濃い授業を展開できるようになった。 

 ②は、定期的にキャンパス内の里山に入り、キノコの生態調査を行っており、数年前にはキノコ図鑑を書き

上げた。今年度はキノコだけだはなく植物まで広げた植生調査を基に、図鑑としてまとめている。 
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 ③は、実際の美容室で研究されているシャンプーとリンスの効果を確かめるための研究である。パーマや染

色、脱色をした髪の毛を採取し、それぞれの髪の毛について、どのような薬品がどのような効果をもたらすか、

根気よく調べている。 

④は、超電導現象を、液体窒素を使うことなく観察できる装置の開発の一環として製作したものである。気

体の圧縮と膨張を繰り返し、熱交換器を通して徐々に冷却器を冷すのであるが、圧縮された気体は想像以上に

扱いが難しく、弁の開閉がうまくいかずに－35 度止まりとなってしまった。現在は、弁やコンプレッサーを動

かすインバータの再検討を行っており、目標値の－200 度に挑戦しているところである。 

 ⑤は、40kHz 程度の超音波で空気中に定常波を作り、節に物質（今回は発泡スチロール）を浮かせることに

成功した。また、定常波ができている状態で、ドライアイスの煙を吹きかけるとそれぞれの節に白い気体が補

足され、定常波を視覚化することができた。 

 ⑥は、3 年ほど前に魚の透明骨格標本作りに成功した時のノウハウを生かし、今回は爬虫類に挑戦した。ホ

ルマリン漬けした蛇を家庭用のハイターで脱色し、骨に色素を吸着させ、肉に入ってしまった染料を取り除く

とう作業を根気よく続けた。 

 ⑦は、昨年度朝日新聞の高校生科学論文コンテスト JSEC で、賞を取った研究の継続である。昨年は近くに

ある目標物を発見し近づくことが主な目的であったが、今年度は、水中での自分の位置の絶対座標を求めるプ

ログラムや、安定した潜水ができるようにするための機体本体の改良がおこなわれている。この間に習得した

プログラム技術は目をみはるものがあり、早稲田大学全学生を対象にしたアプリケーションコンテストで準優

勝するに至った。 

 

 

Fig. 2-2   

ランジュバン振動子 

Fig.2-3   

水中ロボット 

 

 ⑧は、液体中に溶け込んでいる気体を、超音波の定常波で発生するキャビティー（高圧、高温の気体の泡）

によるエネルギーで発光させる実験である。超音波振動子とファンクションジェネレータ、オーディオアンプ

と、共振コイルの組みあわせで発光に成功した。このエネルギーの密度は大変高いのであるが、総量としては

小さいため現在は、溶存気体の同定に向けた実験を行っている。 

 ⑨は、携帯電話の充電が終わってしまった時に、緊急のための 1 通話のみできる程度の充電を昼夜問わず行

える簡易充電器の開発である。ペルティエ素子は、気温と氷との温度差で作られる発電電圧が 100mV 程度で

電流は数 mA 程度である。また、携帯電話の充電電圧は 5V である。このため、発電された少ないエネルギー

の一部を昇圧の為に使い、残りを充電にあてることになる。このため、コンデンサーや昇圧用のデバイスを介

する必要があり、思うように充電できない状態である。今後は、複数の素子を組み合わせたり、高い温度差を

得られる仕組みを考案し、実現に向けた研究に取り組む予定である。 

 このような活動を通して、研究の楽しさを知った生徒の中多くは、本校独自の事業である卒業論文のテーマ

としてそれまでの研究を発展させている。 

本年度は卒業生に与える最も大きな賞である「早稲田大学本庄高等学院賞」を受賞する生徒もいた。ちなみ

に卒業論文には、320 名いる 3 年生全員が取り組むが、今年度の受賞者は 2 名であった。 

 

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、長い時間を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
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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。 

 

① 日誌 

今年は男子 2名（1 年）、女子 8名（1年 4名、2年 3 名、3年 1 名）、教員 4名の体制で実施した。 

 

8 月 30日（土） 

8:30 竹芝桟橋集合。一昨年は長蛇の列だったが、昨年、今年とも世界遺産ブームも一段落したのか、あるい

は日程が通常なら 2学期が始まるあたりのせいなのか、お客さんが少ない。 

10:00 出航、伊豆七島付近までは停滞している前線の影響か、やや揺れが大きかったが、本州から離れるに

つれて揺れも少なくなり、船酔いする生徒はいなかった。 

   

8 月 31日（日） 

5:09 早く起きて日の出観察 

11:20 父島二見港到着 

13:30 二見港出港 

15:50 母島沖港到着、宿に荷物を置き、急ぎ支度をして役場の大広間へ。2011年から始めている母島こども

科学教室であるが、今年のテーマは「100万年前の昆虫を観察しよう ～コハクの不思議～」である。学院生

はこれ以前に 2 回集まり、事前学習や教材準備をしてきている。一昨年の NHK 朝のテレビドラマ「あまちゃ

ん」でも取り上げられたせいか毎年の開催が地域に知られてきたのか、今年は過去最高の 26 名の親子が参加

登録をしていた（2011 年度 7名、2012年度 3名、2013 年度 12名）。 

16:30 母島こども科学教室開始。最初に宝石として売られているコハクを実際にルーペで見てもらった。自

己紹介の後、コハクとはどのようなものか、コハクを調べることで何がわかるのかについて学院生が説明をし

た。その後、6班に分け、コハク片・耐水性紙やすりを配布し、班毎に割り当てられた学院生が教えながらコ

ハク磨きをしてもらった。教員は、巡回しながら磨くにつれて見えてくる虫がなんなのかの説明をした。磨く

につれて内容物が単なるゴミだったり、木片だったりする場合もあり、そのときはコハク片を取り替えた。見

えてきた虫をルーペで観察してもらった。アリが一番多かったが、クモ・ハチ・小さな甲虫・カ、さらにはム

カデ（？）・ハサミムシ（？）等も見つけられた。全員で記念写真を撮影し、終了。 

18:00 夕食後、ミーティング。翌日のフィールドワーク行程の確認と、諸注意。 

20:00 アオウミガメの放流体験。アオウミガメの生態に関するレクチャーの後、タマゴから孵ったばかりの

アオウミガメの赤ちゃんを放流した。その後、その海岸で満天の星空の観察。他に明かりがないため、さそり

座、夏の大三角形、白鳥座などの有名な星座や天の川が本当にきれいに見えることに驚く 

   

9 月 1 日（月） 

6:00 散歩。小剣先山へ。一部生徒は長く継続しているシマグワの調査。 

7:30 朝食 

8:30 今年は 2 班に分けてフィールドワーク。6人の生徒は 2 名の教員とともに母島の最高峰乳房山における

ワークショップ。4名の生徒は 2名の教員とともに桑の木山におけるオガサワラグワの調査（国有林・保安林

入林、オガサワラグワ調査の許可取得済）。 

 乳房山は標高 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。海が近

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。熊谷出身のガイド梅野さんの説明の下、途中 2度ほど
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雨に降られたが、時折眼前に広がる絶景を見ながらフィールドワークを滞りなく終えることができた。 

 桑の木山は、その名が示すように戦前にはオガサワラグワが繁茂し、それを伐採する場であった。戦後、薪

炭材として移植されたアカギが繁茂し、純粋種のオガサワラグワは数えるほどしか見られなくなってしまっ

た。国立公園指定・世界遺産指定に伴い、国や都は生態系の維持に努めているようで、今年入山した時には以

前に入山した時に比べ、生態系を説明する看板や陸生貝類の天敵であるプラナリアを入れないようにする防護

柵、靴底の消毒薬などが入口に配置されていた。入林申請の際に指定したエリアにはすぐに行くことができた

ため、その後ガイドの茂木さんの案内で北港跡を見学した。北港は戦前、現在母島における唯一の集落である

沖港と同規模の集落のあった場所であり、現在は六指地蔵・小学校跡・桟橋跡など当時の人々の暮らしを物語

る跡がガジュマルの中にひっそりと残されている。思いがけなく、普段なかなか行けない場所に行き小笠原の

歴史を知ることができたのは、学院生にとってラッキーであった。 

16:00 2 コースの下山後少し時間が余ったので、近くの石次郎海岸で遊泳。 

18:00 夕食。ミーティング。翌日の海での海洋生物観察における諸注意。この日のフィールドワークの感想

を述べてもらう。 

20:00 有志で星空観察。 

   

9 月 2 日（火） 

6:30 散歩 

7:30 朝食 

8:30 海洋生物観察・サンゴの白化観察。お世話になるクラブノアでシュノーケリングの際の注意、チーム分

け、コースと内容の説明の後、乗船。途中、ハシナガイルカの群れに遭遇。最初は浅瀬の蓬莱根付近で説明を

受ける。この付近は戦跡も多く、海中に戦時中の残骸も見られる。続いて平島沖で 5メートル程度の海での観

察、最後は向島沖水深 15 メートル程度の地点で観察。水深が深くなると魚類の種類も圧倒的に異なり、群れ

を成す魚も多くなることに驚く。天気も良く、波も静かで、生物観察には絶好のコンディションであった。 

13:00 母島観光協会で、お弁当の昼食。 

14:00 沖港出港 

16:10 二見港到着 

18:00 夕食 

19:00 ナイトツアーに出発。オガサワラオオコウモリ・グリーンペペ・浜辺の小動物と星空の観察。オガサ

ワラオオコウモリは、至近距離で数匹の様子を確認することができた。グリーンペペ観察時には、同時に夜行

茸であるスズメタケも観察できた。 

22:00 ミーティング 

   

9 月 3 日（水） 

6:30 朝食。後、近くの川にシュモクザメが迷い込んだ、とのことで見に出かける。シュモクザメは子供で既

に死んでいた。 

8:15 本研修のハイライトの１つである自然保護区南島でのワークショップに出発。南島では、毎年お世話に

なっている吉井さんの説明で、南島の地形的特徴、環境保全の状況、植物・動物の環境等について理解を深め

た。 

13:00 お決まりの、クジラのモニュメント前での記念撮影。 

14:00 二見港出港、恒例の見送りを見学する。 

 帰路も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ることができた。 

  

9 月 4 日（木） 

15:30 竹芝到着、引率教員のコメントの後、解散。 

   

 今年の研修は、過去最高のコンディションに恵まれた。天候も良く波も静か、ここ数年恵まれなかったイル
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カとの遭遇も果たし、ナイトツアーで観察できたコウモリの数も過去最高だった。小笠原研修の歴史の中で初

めてスズメタケという夜光茸を見ることもできた。 

 

①  本研修の成果と期待 

 小笠原研修は今回で 9 回目を数えた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。昨年の

報告書の記事に追加する。 

 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。クワ研究の専門家に聞い

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。当初は「クワの葉の形に統計的な傾向が見つかると面白い」程度の興味から観察を開始した。小笠原

研修における植物調査のメインをしばらく、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、葉を顕微鏡で観察することを開始したところ、切れ込みの

部分に丸い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のではない

か？というメカニズムの可能性が浮上した。 

 2014 年度は、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いないこ

とを反省し、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った。冬芽の段階で既に切れ込

みが生じていることは筒井の観察でわかっていたが、坂本はそれにはプラントオパールが存在しないことを確

認した。また、その後の葉の成長を追いながら、芽吹いた葉・若い葉・年老いた葉と葉の成長に従ってプラン

トオパールを追っていくと、葉の老化に伴いプラントオパールの数が増え１つ１つが大きくなることがわかっ

た。しかも葉脈に沿って密度が高くなっている。坂本は、冬芽から年老いた葉まで実に 3000 枚の葉の観察を

行っている。つまり、プラントオパールは異形葉性には何も関係がなく、葉の成長に伴い「老廃物」のように

蓄積するということがわかった。一方、小笠原で興味本位に採取したアカギの葉を調べたところ、同じような

特異な物質があることがわかった。坂本はまた、若い葉を餌とした蚕の繭と年老いた葉を餌とした蚕の繭を比

較し、絹の差が生じるのかを確認しようとした。 

                                                      
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。 
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Fig.2-4  

プラントオパールの偏光顕微鏡写真（×400） 

Graph2-1  

葉を縦に切った状態の偏光顕微鏡写真（×100） 

 

 2015 年度は、尾林舞香と山川冴子が後を継ぎ、プラントオパールの大きくなる様子を調査し、なぜ花びら

のような特異な形状になるのか、そのメカニズムを調査する予定である。また、アカギの例を含め他の植物に

も同じような物質が存在するのかも調べる予定である。植物が根から養分を吸い上げ、それがどのように植物

の中を通るのかメカニズム解明につながることを期待している。また、蚕の繭の調査も並行して行う予定であ

る。このことが、絹の質の向上につなげられないかと期待している。 

 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、当初は思いも

しなかった色々な方向が見えてきているわけであるが、この過程から得たことは、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面白いものが見えてくるものだという実感である。ま

た、何も予備知識がない担当教員と生徒のコンビであったが故に、観察の方法を制限せず、面白いものが見え

てきたということが言えるかもしれない。 

 

② 小笠原研修の総括 

 本研修は小笠原母島を主フィールドにしていることが特徴である。母島は人口も少なく、回を重ねるにつれ

母島の人々との交流も深まり、盆踊り大会・花火大会・小笠原太鼓教室などにも参加している。母島観光協会

にも毎年研修内容の相談に乗ってもらっている。2011 年度からは、母島への恩返しになればと考え、子ども

科学教室を開催した。これも 2014 年で 4 回目を迎え、ようやく地域に定着したことを感じている。また、小

笠原を発つ最終日の午前中はレクチャーに充てていたが、2011 年からフィールドワークをしながらのワーク

ショップに変更した。机上で説明を受けるより現地で受ける方が、はるかにインパクトが高い。 

 小笠原研修は毎年 1 回の研修であり、遠いこととおがさわら丸しか交通手段がないことがあり、5 泊 6 日の

行程中、実際に島内で活動できるのは 3 日だけである。その間も、タイトなスケジュールを盛り込んでいるた

め、小笠原を題材とした課題研究テーマを探すことは難しいし、実際に能率的に研究を進めることはできない

だろう。 

その意味で本研修は、「小笠原の自然環境の中で行われる様々なプログラムの中から、何か啓発されるもの

が探せればいい」というスタンスで実行している。②で述べたクワの研究は長期にわたる課題研究として唯一

成果を下られそうなものであるが、それ以外にも世界遺産に指定されることの是非、環境保護の難しさ、生物

                                                      
6 該当作品なしで表彰のない年の方が多い。 

プラントオパール プラントオパール 
トリクローム 

糸状体 
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の進化の多様性、サンゴの白化への危機感、など様々な無形の収穫をこの研修は参加生徒にもたらしている。

実際に、OB・OG には、卒業後毎年小笠原の離島の清掃ボランティアに参加した者、小笠原研修後離島におけ

る経済活動に興味を持ち、現在沖縄の離島で NPO 活動を行っている者などがいる。 

 

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いる。 

 

① Waseda-NJC Exchange Programme7(9/Aug.~16/Aug.) 

日誌 

7 月 21日（月） 

9:00 羽田集合、11:30 の便で出国 

17:30 チャンギ空港着、出迎えを受け、NJC のドミトリーへ。 

 

7 月 22日（火） 

8:45 応接室でオリエンテーション。校長・副校長の挨拶。その後、両校による学校紹介、記念品の交換。キ

ャンパスツアー。 

10:00 5 つの共同研究班に分かれミーティング。微生物発電の班には、外部から専門家が 2名、指導のために

駆け付けてくれた。 

17:00 Welcome Dinner。昨年本庄学院を訪れた NJC生徒たちも駆けつけて、学院生たちに記念品をプレゼン

トしてくれた。 

19:00 Night Safari。童心に戻って楽しい時間が過ごせた。 

22:00 ドミトリー着 

 

7 月 23日（水） 

8:45 Morning Assembly（朝礼）。学院生が紹介を受け、新里真奈美さんが挨拶をした。朝礼は毎日行われる。

国旗と校旗を掲揚し国歌を歌い、胸に手をあて国家への誓いを唱える。日本と異なるこの光景は、参加した学

院生にとって「国家とは何か？」と考えさせられる時間である。その後、教員や生徒がその日の連絡事項を伝

える。生徒による伝達事項は、皆が注目してくれるよう、コント仕立てにしている。 

9:00 グループに分かれ共同研究に関するディスカッション。この日は、昨日の話し合いを受けて実験を行う

チームが目立った。 

16:00 各自バディと一緒にホストファミリー宅へ。 

 

7 月 24日（木） 

8:45 グループに分かれ共同研究を進める。例えば、水力発電の班は、羽の形状によって水の力をどの程度効

果的に受け止めるのかを調べるため、実際にいろいろな形状をした羽を作り実験を行った。また、異形葉性の

班は、近くの植物園へ行き、異形葉性植物のデータを採取した。 

16:00 クラブ活動参加。射撃部の活動に参加し、基本的な指導を受けた上で、ライフルとピストルの射撃体

験を行った。 

17:00 バディに連れられてホストファミリー宅へ。 

 

7 月 25日（金） 

8:45 サイエンスセンターで"Design Thinking"というテーマでワークショップ。与えられた素材を用いて如

何に機能的な仕組みを作るか、という課題について各自取り組んだ。 

13:00 NJCに戻り、各グループで共同研究の話し合いの成果を PPTにまとめる。 

15:00 各グループによる話し合いの成果と今後の方向についてのプレゼンテーション。その後、本研修の閉

会式。各生徒に Certification Sheet が配布された。 

17:00 ホテルチェックインの後、生徒は浴衣に着替え、バディと一緒に自由行動へ。 

21:30 ミーティング。本研修の感想・意見を出し合う。 

                                                      
7 本校が NJC を訪問する場合を Waseda-NJC Exchange Programme（7 月中旬）、NJC が本校を訪問する

場合を NJC-Waseda Exchange Programme（11 月初旬）と呼んで区別している。 
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7 月 26日（土） 

8:30 Singapore Botanical Garden でガイドによるツアー。 

11:00 Picnic Lunch 

13:00 ブギス周辺でバディと市内研修 

18:00 Farewell Dinner。プレゼントや寄せ書きの交換に、皆涙ぐんでいる。その後、外に出てみると独立記

念日に向けた花火が。花火を見た後、公園で各自がお礼の言葉を述べてホテルへ帰った。ホテルのロビーでも

別れを惜しみあっている。 

 

7 月 27日（日） 

5:00 ホテル発 

8:00 出国 

16:50 成田着、解散 

 

このように、今年のシンガポール研修は例年と異なり共同研究の推進が前面に出されたプログラムになった。 

 

③ NJC-Waseda Exchange Programme report（11月 1 日～7 日） 

日誌 

11 月 1 日(土） 

7:30 成田空港着。 

9:30～11:30 両国の江戸東京博物館前でバディと合流。 

12:00～14:00 お台場で昼食 

14:00～16:30 科学未来館見学 

18:00 オリンピック記念青少年センター着。夕食後、会議室でレクリエーション、オリエンテーション。 

 

11 月 2 日（日） 

終日バディと都内自由行動。 

 

11 月 3 日（月） 

10:00 早稲田大学西早稲田キャンパスツアー（研究室・実験室見学） 

13:30 本庄学院着、特別講義「高温超電導」 

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（火） 

9:00～12:00 バディと来校、ヤマキ醸造で工場見学・「醤油作り」Workshop 

12:30 上里ウニクスで昼食 

14:00～14:45 ガトーフェスタハラダ工場見学 

16:00 宥勝寺で茶道部主催歓迎お茶会 

17:30 ホストファミリーと合流、ホームスティ 

 

11 月 5 日（水） 

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）。アブラハ

ヤ・ジュズカケハゼ・ドジョウ・アメリカザリガニ・エビ・ヤゴ等を捕獲。シンガポールでは川に入る体験は

とてもできないらしい。その後、pH 計とパックテストによる水質調査。 

12:00 馬車道で昼食 

13:50～15:30 藤田小で交流活動。 

18:30 ホテルチェックイン、夕食。 

 

11 月 6 日（木） 

9:00～12:00 共同研究に関するミーティング 

4 時限目 学食で昼食 

13:40～14:30 NJC 諸君に対する特別実験教室。 
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15:00～17:30 共同研究に関するミーティング。 

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。 

 

11 月 7 日（金） 

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。 

 

④ NJCとの関係の総括 

 NJC との相互訪問交流は 2007 年度から 8 年目となる。この間、毎年 7 月に本校生徒約 10 名が NJC を訪

問、11 月に NJC 生徒約 10 名が本校を訪問している。双方の環境で最新の科学教育を行うことを目的に相互

訪問を継続している。その特徴の１つが共同研究を軸としていることである。この間、様々なテーマが取り上

げれられてきた。そのテーマの 1 つについては、11 月の NJC の本庄学院訪問の後、一緒に参加している JSSF

で共同で研究発表を行ってきている。 
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Table 2-2 

 

近年、共同研究に関しては、正直なところ間延びした感もあったが、NJC 側もそれを踏まえてか、今年度の

NJC 訪問では例年行われる授業参加もなく、ほとんどの時間が共同研究ディスカッション・実験およびその

報告プレゼンテーションに費やされた。NJC 側の共同研究にかける意気込みが改めて感じられた訪問であっ

た。今回、共同研究テーマに設定されたものは以下の通りである。 

(ア) マイクロ水力発電機の開発 

(イ) 異形葉性の研究 
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(ウ) ソノルミネッセンスの発光を利用した溶存物質の分析 

(エ) ペルティエ素子を利用した、スマホの充電器の開発 

(オ) 微生物発電 

 これらの項目は、NJCが11月に本校を訪問した折にも話し合いや実験がなされ、特に（ウ）については、立

命館高校主催JSSFで共同のプレゼンテーションを行った。 

 もう１つの特徴は、相互訪問だけでなく間にPolycomを用いたテレビ会議を最低年2回行っているというこ

とである。ここでは、相互訪問時のプログラムの要望や確認、共同研究テーマの相談、共同研究進展状況のプ

レゼンを行っている。 

 以上のような状況から、NJCとの交流関係は高校における理想的な１つの交流形態になっていると思ってい

る。 

 

 

Table 2-3 
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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 

 

 

Fig.2-5  

2015年1月22日付日本経済新聞首都圏面8 

Fig.2-6  

2015年冬季第39号【季刊】環境市場新聞 

                                                      
8 掲載許可取得済み、右新聞も同様。 
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 2012年度4月より地域NPOの要請9により、超マイクロ水力発電機10の開発に取り組んでいる。 

 昨年度は、水車型発電機における効率的な羽の数や形状の調査を行い、JSECで佳作を獲得した。また、朝

日新聞にも取り上げられた。 

 今年度はNJC側でもこの研究を行うこととなった。 

 昨年は漬物樽の蓋やアクリル板による羽で水車のモデルを作り実験を重ねたが、今年度はアルミや塩ビを用

いて堅牢なものを作り、実際の試験地に設置し、耐久性を調査する。また、自転車のダイナモでは発電量が小

さくとても実用には向かないため、発電機の検討を行う予定である。 

 

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6年目を迎える。 

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、地域との密で多様な連携

の中で活動が続けられていることおよび、本校SSH成果を継続的な形で地域に敷衍することにつながっている

である。本プロジェクトはこれまでに、NPO法人「川・まち・人プロデューサーズ」、埼玉県本庄県土整備事

務所、本庄市役所、早稲田大学創造理工学部社会環境工学科の榊原研究室から支援を受け、本庄市立藤田小学

校や海外姉妹校と連携しながら活動を続けてきた。特に、本庄市立藤田小学校とは2012年以来、5・6年生の年

間総合学習の時間（約8回）を高校生が連続して担当している。2014年度は藤田小の文化祭である「藤っ子祭」

の講師（2講座）も担当した。 

 

（イ）本年度活動の概要 

【小学校との連携に関して】 

藤田小学校における当該講座は、毎年3月末に両校教員により年間スケジュールの検討の上、実施している。

基本路線は以下の3点である。 

イ) 藤田小が継続してきている元小山川・小山川河川調査と結果分析における指導 

ロ) 特に科学・算数に対するモチベーションを喚起する授業 

ハ) 3月下旬に藤田小5・6年生全員が参加して行う市民シンポジウムを想定し、基本的なプレゼンテーシ

ョンスキルを身に付ける授業 

これらを踏まえ、2014年度の出張授業・合同河川調査は、以下のように実施された。 

 

○藤田小への出張授業11 

 5月7日 「お花の形の不思議 －ランの花はどうしてあんな形何だろう？－」12 

最初に、今年1年お付き合いをすることになる学院生たちの自己紹介から始まった。 

 この日のテーマは「ランの花の形の不思議」である。ランの花は、多様な色・形が特徴である。しか

し、その形は受粉を仲立ちする虫を想定して巧妙に作られている。ランの花の形の不思議を考えること

で、自然界の生物の形の不思議を見る視点を養うということが、講義の目的である。この講義のアイデ

アは、以前にNational University of Singaporeのワークショップで学んだ植物の形の多様性の講義

を原型としている。 

 最初は、花の形にいろいろなものがあることを示した後、ランの花の構造を説明した。ランは、ラン

のリップの部分に虫が乗った時リップが虫の重さに耐え、虫が花の奥の蜜を吸おうとした時、背中に花

                                                      
9 詳しい経緯は平成 25 年度成果報告書参照のこと 
10 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。 
11 使用した教材は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm で提供している。 
12 本庄市内モテギ洋蘭園様 http://www.motegiyouranen.com/ のご協力で、ランの花を無料で提供してい

ただいた。この場を借りて心より感謝申し上げます。 
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粉が付くような大きさの虫でないと受粉できないようになっている。ランの花の形や色は多用である

ため、それぞれに受粉をお願いする虫が固定されてしまう。 

 後半は、グループに分かれ、テーブルに置かれたランを解剖し、花の構造を確認するとともに、リッ

プに乗って受粉できるような虫の形状を紙粘土で作ってもらった。 

 この講義を通じて、自然界の形には理由があることと、その不思議に児童たちの興味が進むことを期

待している。 

 

 6月4日 河川調査事前学習「パックテストの使い方」「河川調査で注意すること」 

翌週の合同河川調査を想定して、前半に本庄市内の川の生物の紹介と川に入るときの注意、後半は水

質の基本と、あらかじめ採取した小山川・元小山川・男堀側の水を使ってのパックテストの実験(COD,

 NH3, pH)を行った。 

 

 6月11日 「プレゼンテーションの名人になろう！（その１）～色の使い方～」、「エレベーター

プレゼンテーション」 

本来、この日は藤田小児童が楽しみにしている小山川・元小山川での合同河川調査の予定であったが、

長く続く梅雨の雨のため小山川が増水しており、急遽通常の総合学習授業に振り替えられた。「プレゼ

ンテーションの名人になろう！」というテーマで2時間の授業を行った。 

 5時限目は、故スティーブ・ジョブズのプレゼンの画像を見せた後、特にスライドデザインにおける

色・フォント・画像の配置の効果について例を見せながら述べた。 

 6時限目は、近年脚光を浴びている「エレベータープレゼンテーション」について授業を行なった。

時間が足りなく、学院生＋藤田小の先生の「お手本」を見せただけで、藤田小の児童にやってもらえな

かったのが残念だった。 

 

 6月18日 小山川・元小山川合同河川調査 

この河川調査は、埼玉県環境科学国際センターの金澤先生・本庄市県土整備事務局・早稲田大学榊原

研究室の協力を得て行われるという、たいへん豪華なイベントである。 

 梅雨時で天候が心配されたが、一日薄曇りでコンディションは上々だった。ただし、これ以前の雨の

ため、小山川・元小山川とも増水していた。 

 最初国道17号沿い、小山川グラウンド付近の河川敷に集合し、4班までに分けられた。班毎にポイン

トを定めて魚類の調査を開始した。水質班と魚類班に分かれて活動を行った。増水していたため、透明

度は55cmと良くなく、pHも7.4と通常よりはやや酸性になっていた（今までの川研の調査では、生活

排水で石ケンや洗剤が流れ込んでいるためか、pH8程度になっている）。 

 次に、徒歩で元小山川へ移動した。ここも増水しており、調査ポイントの深いところでは学院生のお

尻まで達するところもあった。透明度44㎝、pHは6.6と弱酸性だった。小山川・元小山川とも増水して

魚類が流されてきているせいか、収穫は上々で、児童たちは捕獲した生物を同定し、数を数えることに

追われていた。通常は翌週に調査結果をまとめ発表するのだが、今年は先週の雨天で一週延期されたた

め、それができない。元小山川の土手で、班毎に急ぎ、模造紙に捕獲成果をまとめ発表を行い、埼玉県

環境科学国際センターの金澤先生の講評を受けた。 

 次回の河川調査は10月に行われる。1年間の調査結果の発表は3月の市民シンポジウムでなされる予

定である。 

 

 9月10日 「顕微鏡を覗いてみよう！」（SUMP法による気孔観察、プランクトン観察） 

この日は本校生物科の顕微鏡を持参し、藤田小児童にミクロの世界を体験してもらうことにした。学

院生が、最初と最後の挨拶、スライドグラスや顕微鏡を使うときの諸注意を述べ、グループ毎に使い方

の指導を児童たちにした。 

 藤田小へ行く前に、プランクトンネットを使い、元小山川からプランクトンを採取した。また、藤田

小校庭から気孔観察に用いる葉を採取した。 

 5時限目はSUMP法を用いて葉の気孔を見ることを試みた。採取した葉のサンプルがSUMP法で型を

取るには少々合わなかったのか、気孔が確認できたのは6班中1班だけだった。 
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 休み時間をはさんで6時限目はプランクトンの観察を行った。プランクトンネットで採取した水から

うまくプランクトンをスポイトで狙い、スライドグラスに垂らして観察して見た。特に動物プランクト

ン（エビやヤゴ、ボウフラを含む）が観察できた班からは「キモい～」「グロい～」などと歓声が上が

った。動いている小さな心臓や腸の中にある食べ物や糞が見られることに驚いたようである。観察した

ものは、ワークシートに記入させた。 

最後に、学院生が小さな世界を見ることの意義を話し、まとめとした。 

 

 10月22日 「データから何がわかるんだろう？」（データの見方） 

この日は第2回目の合同河川調査の日だったが、生憎の雨天のため、急きょ通常授業となった。急ぎ、

教材を用意した。この日は、次週に延期された合同河川調査とそのデータ分析を考え、「データから何

がわかるんだろう？」というテーマで講義を行うこととした。 

 5時限目はいろいろなグラフを見て、どう判断したらいいんだろう？という視点を中心に学院生たち

が講義をした。平均値を見て全体を判断してしまうことの是非、割合を見ないで実数で判断してしまう

ことの落とし穴、因果関係がないのにグラフで同じような変化をしているものを関係があると判断し

てしまうこと、などの話題を扱った。 

 6時限目は、仮想の河川調査の結果をワークシートにして、 そのデータから何がわかるんだろう？を

テーマにグループで話し合ってもらった。 

この講義が来週の河川調査結果の分析に活かせることを期待する。 

 

 10月29日 小山川・元小山川合同河川調査 

この日は河川調査には絶好の好天だった。いつものように、小山川（国道17号小山川グラウンド脇、

写真右）と藤田小近くの元小山川（写真下2枚）で生物調査・水質調査を実施した。 

 日曜夜の雨天のせいか、小山川・元小山川ともに流れが速く、水は濁っていた。そのためか、採取で

きた生物の種類・量とも今一つだった。児童たちには少々物足りなかったかもしれない。 

 最後に、採取した生物を班毎に模造紙にまとめ、環境科学国際センターの金澤先生の講評を得て終了

した。 

 

 11月5日 Singapore National Junior Collegeとの交流会 

 

 11月8日 藤っ子祭講師 

藤っ子祭は藤田小の文化祭にあたる。1年生から6年生まで20人程度の人数に縦割りにし、用意され

ている色々な授業に参加する形式である。藤っ子祭の講師を引き受けるのは今年が初めてである。 

 この日は生物科矢野・墨野倉をアドバイサーに、川研の学院生4名が2クラスの講師をするという形を

取った。テーマは「チリメンモンスターを探そう！」である。食卓にのぼったちりめんじゃこやシラス

を食べるときに小さなタコやイカを見つけたり、アサリの味噌汁を食べるときに殻の中に小さなカニを

見つけたことがないだろうか？以前に、新聞で「有毒のフグがちりめんじゃこから見つかった」という

記事13が掲載されたこともあった。シラスやちりめんじゃこは市販される際に、一緒に網にかかった他

の生物を取り除いた状態のものである。有毒のフグでなくても、ウニや棘のある魚が口の中に入った場

合、口内を傷つけるので危ないのだそうだ。しかし、網にかかったまんまのちりめんからは、何がいる

かを調べることによって海の環境がわかるので、現在理科の教材として特別に市販されている（食用で

はない）。ちりめんに入っているシラス以外の生き物は「チリメンモンスター（通称チリモン）」と呼

ばれ、生物の同定に役立てたり、発見したレアものを登録する「きみのチリモンをチェック」というサ

イト14まである。また、図鑑やカード・本も多数出版されている。 

 この日は、児童がちりめんじゃこの中からピンセットでシラス以外の生き物を探し、あらかじめ全員

に配布した図鑑で同定するという授業を2コマ行った。発見した生物を記録するシートは川研の溝口が

作成した。 

 このような形式の授業は子供の競争意識を掻き立てるらしく、1年生から6年生まで目を輝かして探

                                                      
13 2014 年 09 月 21 日朝日新聞朝刊 
14 http://www.chirimon.jp/ 
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していたのが印象的であった。 

 

 2月4日 講義「プレゼンテーションの達人になろう！その2」、「エレベータープレゼンテーショ

ン」 

3月21日、市民シンポジウムでの河川調査のプレゼンがあるため、それに対応するためにこの日はプ

レゼンスキルの徹底を目標に授業を行った。 

 5時限目はYoutubeでスティーブ・ジョブズ、ビル・ゲィツ、TED、滝川クリステルなどのいくつか

のプレゼンシーンを見せながら、共通するプレゼンスキルを問いかけた。その上で、「キーワードを強

調する」という目標に絞り、2つのプレゼンの例についてキーワードを考えてもらった。 

 6時限目は、「お手本」として（？）学院生・藤田小の先生に見本をしてもらった後、藤田小のみん

なにエレベータープレゼンテーションを体験してもらった。初めての体験にも関わらず、みんなうまく

まとめられることに驚いた。藤田小の子供たちのポテンシャルはすごい。 

 

 2月12日 講義「プレゼンテーションの達人になろう！その3」、「ジェンダーについて考えてみよ

う！」 

 この日は、5時限目「ジェンダーについて考えよう」というテーマで社会における性差を見つめる内

容の講義を行った。これは、これから中学に進学する児童たちに、今後男女お互いを認め協力しあうこ

との必要性を訴えたものである。社会のグローバル化が進展しているにも関わらず、近年国家・宗教・

民族間の差別問題が改めて増加してきている。そのような人権問題に目を向ける最初の段階として話

題を提供することを考えた講義である。 

 6時限目は、前回のエレベータープレゼンテーションの続きを行った。前回の手ごたえから、もう一

度行うとさらにスキルが向上するのではないかと考えた。 

 

（ウ）本年度活動の評価 

＊小学生対象のアンケート15より 

  

Fig.2-7  

児童感想自由記述共起ネットワーク 

Fig.2-8  

児童感想自由記述対応分析 

 どちらの図（最少出現数2）でも、5年6年の間に「面白い」「楽しい」「ありがとう」という言葉があり出現

回数も多い（バブルが大きい、線が太い）ことから、総じて好印象で迎えられていたことがわかる。 

 内容面を見てみると、「河川」「調査」「魚」「顕微鏡」「実験」が5年6年の間にあることから、河川調査

                                                      
15 2015 年 2 月 4 日依頼、2 月 12 日回収。5 年生 20 名、6 年生 23 名。 



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 44 / 125 

 

 

や顕微鏡による観察実験は、両学年とも好印象で捉えられていたことがわかる。このことは、下のグラフでも

裏付けられている。対応分析によると、6年生側に「プレゼン」が偏っている。下のグラフでもわかるが、プレ

ゼン指導は6年生側に評価されていることがわかる。「説明」「やり方」「丁寧」「経験」という言葉ととも

に、指導内容や方法に対する意見も書かれている。 

 小学校後半は思春期の最初に当たり、成長の個別差・学年差の大きい時期である。顕微鏡観察や河川調査の

ように「体験できる」「実際に確認・手に取ることができる」観察は年齢差を問わず興味深い。しかし、プレ

ゼン指導のように技術を教える場合、得られるものは自己内の無形の成長であり、それを実感することは難し

い。そのようなことを考えると、プレゼン指導に対する評価の学年差は、5年生と6年生の差を示すものとして

興味深く、また5年生と6年生をまとめて教えることの難しい点でもある。 

 

5年生 6年生 

  

Graph 2-2 Graph 2-3 

  

Graph 2-4 Graph 2-5 

  

Graph 2-6 Graph 2-7 
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Graph 2-8 Graph 2-9 

  

Graph 2-10 Graph 2-11 

  

Graph 2-12 Graph 2-13 

 全体を通して5年生6年生の違いが目立つ。教員側からの意見にも「理解できない児童がいるので、もう少し

簡単な内容にしてほしい」という記述があり、5年生から6年生になると理解力やコミュニケーション力が向上

することにより、好意的な評価が増えてくると考えられる。 

 １つ１つの講義の評価を見ても、5年生は「ラン」や「顕微鏡」「河川調査」のような体験型実験・観察に対

する評価が高いのに比べ、6年生は「プレゼン」や「シンガポール」の評価が高くなっている。このことは、5

年生より6年生の方が、体や心の成長に伴い、海外の文化に対する好奇心、コミュニケーション力やプレゼン

力のような「無形」の能力に対する意識が向上していることを示していると考えられる。 

 

＊小学校教諭対象のアンケートより 

本庄市立藤田小学校の全教員13人にアンケート16を依頼した。この結果を以下に示す。 

                                                      
16 2015 年 2 月 4 日依頼、12 日回収 
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Fig.2-9  

本校の生徒による出張授業の藤田小学校への教育効

果を書いてください、共起ネットワーク 

Fig.2-10  

本校の生徒による出張授業の藤田小学校への教育効

果を書いてください、対応分析 

  

Fig.2-11  

本校の生徒による出張授業に対する改善案や要望・

不満等をお書きください、共起ネットワーク 

Fig.2-12  

本校の生徒による出張授業に対する改善案や要望・

不満等をお書きください、対応分析 

 

【本校の生徒による出張授業の藤田小学校への教育効果を書いてください】 

 単語のネットワークが散乱しているのは、5・6年生以外の教員にもアンケートを依頼していることによる

ものと思われる。 

 共起ネットでは大きく2つの島が確認できる。青い円で囲った島は具体的な講義内容に対する意見を示し

ており、それは右上の「理科の興味を高めることにつながった」ことに対する全体的な評価、左下の「プレ

ゼン指導」に対する評価に分かれている。赤い円で囲った島は、高校生の小学生に対する対応への評価を示
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すものである。 

 

【本校の生徒による出張授業に対する改善案や要望・不満等をお書きください】 

改善案、不満に対する具体的な指摘はほとんどなかった。記載量が少ないため、ネットワーク図としては

あまり意味をなさない。具体的な要望としては、「5・6年生に対してだけでなく、他の学年にも講義をお願

いできるとありがたい」という記述が2件、「講義内容を理解できない児童がいるので、もう少し簡単な内

容にしてほしい」という記述が1件あった。 

 

（エ）藤田小との連携による成果と今後の課題 

＊本校生徒の課題研究 

まず、川研における課題研究については、目立った進展は見られなかった。河川調査活動の中で「エビにお

ける、外来種による遺伝子汚染の状況」について、今後観察を行うことになり、1名の女子が卒論のテーマと

して取り上げることになっている。進展が期待される。 

 

＊藤田小との連携 

 2012年度から継続している藤田小との連携活動は今年度で3年目を迎えた。この間、年2回の河川調査活動

とその結果分析、3月の市民シンポジウムでの藤田小児童の調査活動発表を想定してのプレゼン指導を軸とし

ながら、科学への興味を高めるコンテンツを充実させてきた。特に今年度は、生物科の協力により「顕微鏡観

察」、藤っ子祭における「チリメンモンスター捜索」を行うことができ、児童・教員の評判も高かった。201

5年度も継続することが決まっている。 

 一方で継続するにつれて検討すべき点も浮上してきている。 

 １つは、（エ）のアンケート結果の分析に書いたように、5年生と6年生の成長差への配慮である。両学年で

は明らかに興味の方向の変化が見て取れる。また、小学生は学年毎の理解力の成長が著しく、5年生と6年生で

も単語１つをとってもだいぶ理解差がある。2学年に対して「わかりやすく」教えることは意外に難しい。 

もう１つは、2学年をまとめて教えることに対する講義コンテンツの選択である。児童にすると2学年連続で

この総合学習を受講することになるため、同じコンテンツを毎年繰り返すとつまらないことになる。 

 

＊本校生徒・本庄学院の得るもの 

 連携関係においては”Win Win”あるいは”Give & Take”が原則である。片方のみが利益を得、片方は損失を

栗化しているようでは、その関係は長く続かない。そう考えたときに、藤田小との連携での本校のWinやTak

eは何であろうか？ 

 目に見えるものとしては、本校生徒のプレゼン力の向上があげられる。授業コンテンツを理解した上で、児

童にわかり易いように説明をしなくてはならない。これを繰り返すことにより、目に見えて人前で話すことが

うまくなっている。また、普段はできないこのような体験は、参加している生徒たちのキャリア教育や視野を

広げることにつながっていることは容易に想像できる。実際に、このことを意識し、今年度より4月の募集時

の要項には従来の「科学・自然環境に興味のあるもの」という項目に加え、「初等教育に興味のあるもの」と

いう項目を加えた。 

 より大きな視点では、SSH校として今まで蓄積したリソース（教材・器具および成果・ノウハウ）を地域に

継続的に還元し、改めて科学の芽を育てることにつながっていることである。このことは、本校の事業題目で

ある「成果の敷衍」を実現する大きなポイントとなっていると考えている。 

 

③ 南三陸研修 

2011年の大震災以後、被災地に何らかの形で貢献できないか、しかも生徒たちに被災地の現実を直視する経

験をさせたいと考えていた。このプログラムは NPO 法人 E-TEC17様の全面的なご協力により、2013 年度より実

施している。 

 

7 月 29 日（火） 

                                                      
17 http://www17.ocn.ne.jp/~e-tec/ 
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7:20 バスで本庄駅発、学校で荷物を積み、出発。 

14:30 大川小学校着、本プログラムをコーディネイトして下さっている NPO 法人環境生態工学研究所（E-

TEC)の櫻井さん・千葉先生と合流。黙祷後、近くの津波で地形の変化した場所、津波以前は日本 100 景に数

えられていたが津波により打撃を受けた北上川河口付近のヨシ原とその再生事業の様子を見学。 

17:00 南三陸町旧防災センター前で黙祷後、民宿下道荘に到着。夕食前に E-TEC スタッフ 4 名の方と学院

生が自己紹介を行う。その後、翌日の作業についてのミーティング。 

 

7 月 30 日（水） 

8:30 民宿発 

9:00 伊里前川で河川調査。最初に水質調査の仕方および対象種による漁法の違い（投網・タモ網・セル瓶な

ど）について千葉先生の講義の後実際に水質調査。その後、各自胴長とタモ網を持ち、2 班に分かれ魚類の採

取。得られる生物は本庄に比べると圧倒的に多く、また種類が異なっている。ハゼ類が多いが、鮎・藻屑ガニ

など本庄では絶対に見られないものも捕獲できた。同時に投網のコツも聞くことができた。採取後、得られた

生物の同定作業。魚を見分けるコツとこの川の生き物の特徴を丁寧に教えていただいた。以下は、この日の魚

類調査の結果である18。 

目名 科名 種名 
個体数 

下流 上流 

コイ コイ ウグイ 10  

サケ 
アユ アユ  32 

サケ ヤマメ  2 

スズキ ハゼ 

スミウキゴリ  47 

シマウキゴリ  18 

ビリンゴ 50  

マハゼ 33  

アシシロハゼ 2  

シマヨシノボリ  18 

アカオビシマハゼ 6  

ヌマチチブ  6 

ウキゴリ属 5 39 

カサゴ カジカ ウツセミカジカ（回遊型）  4 

フグ フグ クサフグ 4  

5 目 6 科 13 種 
総個体数 110 総個体数 164 

総種数 6 総種数 7 

Table 2-4 

  

山が海の間近に迫っている地形のため、流れが速く水温が低い。そのため、本庄の河川調査ではまったく確

認できないアユ・ヤマメがすぐ近くで採取できること、ハゼ科魚類の種類の多さ、フグが採取できることなど、

驚きの連続であった。伊里前川の特異な生態系が垣間見られた。 

 

12:00 レストラン慶明丸で昼食。このレストランは、津波以前に店の飾りとして使っていた浮き球がその後

アラスカで発見され、このことが新聞記事で取り上げられたことで知られている。店のオーナーの三浦さんが、

津波前後の南三陸町の変化、浮き球発見後の交流の様子を生徒たちに話して下さった。この後、E-TEC の佐々

木先生から津波前後の南三陸町周辺海域での海藻の植生変化についてお話があった。 

15:00 慶明丸出発 

                                                      
18 E-TEC 活動報告書参考 
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17:00 仙台着、夕食を含め自由行動 

21:00 ミーティング 

 

7 月 31 日（木） 

8:00 ホテル出発。 

10:30 南相馬市でお世話になる、NPO 法人「つながっぺ南相馬19」理事長の今野さんと合流。講義会場で、

原発事故当時とその後の南相馬市の状況、今後についてお話をいただいた。学院生への「災害時に自分の命を

守ることの大事さ」と「福島についてもっと知ってほしい」というメッセージは心に響いた。 

12:30 南相馬発 

18:00 本庄着、解散 

 

 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 19

名の生徒で行った。慶明丸のセミナーでは、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。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。 

 南相馬での講義では、原発事故直後の生々しい状況、復興の現状と問題点を知ることができた。 

 東日本大震災は日本の有史以来の未曽有の大災害であり、収束の気配を見せない原発事故は、特に福島県民

にいまだに大きな影響を与えている。このような現実を自分の目で見て、何が行われていて何が問題なのかを

理解することは、今後の日本の方向を考える上で必須のことであると考えている。 

 

④ 河川調査班活動の総括 

 本校の SSH事業は本年度が最終年度にあたるため、改めてこの河川調査活動（川研）の活動をここで総括

したい。 

 

Table 2-5 

 

 上記は、この活動が始まった 2009年から、主な活動内容が実施された年度を表にまとめたものである。 

 当初は、榊原研究室の指導を受けながら河川調査活動を行っていたため、大学院生ゼミに参加し大学の研

究内容に触れることができた。このことは当時の参加生徒にとっては刺激的であり、またこの間、水質調査

や魚類調査の仕方、河川環境研究の視点などについて勉強することができた。また、地域 NPOや本庄市の依

頼により、市民シンポジウムや市民大学で生徒が成果報告をしたり講義をしたりする機会を継続的に与えら

れた。このことは、川研生徒にとって「成果をまとめなくてはならない」きっかけとなり、ダラダラ盲目的

に活動することを回避できた。 

                                                      
19 http://www14.plala.or.jp/yamaki_farm/ 
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 2012年榊原研究室が河川研究の主体を小山川・元小山川に置かなくなったことにより、それ以前に藤田小

の河川調査指導をしていた大学院生も来る機会が減った。このことから、藤田小と本校との連携が開始され

た。藤田小と本校との事前相談により藤田小の 5・6年生の総合学習の年間講義を担当することになった。こ

の活動による成果については②（オ）に記載した。連携における河川環境改善活動は、2013年度日本水環境

学会関東支部から「水環境保全活動奨励賞」として川研メンバーが表彰を受けた。一方で、榊原研究室の指

導を受ける機会が減ったために、河川調査をテーマとする課題研究が停滞したことも事実である。そのよう

な中において、2013年度日本水環境学会関東支部から当時川研メンバーだった堤彩香が書いた論文「河川堰

の存在と水質（溶存酸素濃度）の関係」が「水環境研究奨励賞」を受賞した。この研究はさらに後輩によっ

て進められ、2013年 WaISES の論文部門（Venue1）で 3 位を獲得した。また、NPO 法人「川の日ワークショッ

プ」から「川の日ワークショップ関東大会」においてグランプリを受賞したことは特筆される。 

 2012年、地域 NPOより元小山川の環境維持に関し、導水部分における曝気装置の動力について相談を受け

た。元小山川の水源は田園地における湧き水であったが、近年その水量がほとんど得られないため、水質保

全と農業用水維持のため、水源近くを流れる農業用水路である御陣場川から元小山川に導水を行っている。 

導水部分のコンクリート層にヘドロやゴミが蓄積

され導水量が減るため、常時撹拌し導水量を平均

化する必要がある。拡販するモータを回すための

動力として、最初はソーラーパネルを設置した。

しかし、動力源として不足であり、また天候に左

右されるため、導水部分の水のエネルギーを使え

ないかということになり、超マイクロ水力発電機

の開発を目指すことになった。当初は周囲にまっ

たく専門家がいない中、書籍やネット情報を見な

がら手探りで実験を行っていた。2012年度は螺旋

型スクリューに取り組んだが、結果として螺旋を

作ることが実際にはかなり困難なため、2013年度

からは水車式に路線を変更した。この間、朝日新

聞に取り上げられた20ことが縁となり、早稲田大

学の宮川研究室の指導を得ることができた。ま

た、某県の方から「最初の実証実験は是非私の町

で」という嬉しい手紙もいただいた。決まった半径の水車の中で、最適な羽の数と形を確定する実験を繰り

返し行った。この結果をまとめ 2013年度の JSEC で佳作を得ることができた。この研究は、現在後輩に引き

継がれ、耐久性と発電機の向上を目標に行っている。 

 課題研究テーマとしては、2014年に「河川におけるエビの遺伝子汚染の状況」の調査を開始することとし

た。日本メダカとカダヤシの関係、在来種のカメとミシシッピーアカミミガメの関係、在来種のシジミとタ

イワンシジミの関係、ブルーギル・ブラックバスなどが在来種与える影響など、外来種が在来種に与えてい

る影響はよく耳にする。ヌカエビやスジエビなどの小型在来種エビを調べると今までになかったものが見つ

かる場合があり、どうも外来種らしいものとの雑種ではないかと言われているが、調査はほとんどなされて

いないとのことである。進展が期待される。 

 2013年からは、現地 NPOのご協力により、南三陸研修を開始した。本来の目的は、環境の違う河川と本庄

市内河川の比較研究であったが、被災地復興の一助となりたいという思いもあり、川研以外の希望者を募

り、20人の生徒を参加させている。実際のところ、川研メンバー以外の生徒にとっては、河川調査結果はほ

とんど意味のないものと思われるが、自分の目で津波被災地や原発被災地を視ること、地域の人々の抱える

問題を知ることが参加者たちに与える影響は大きい。 

 

2.3.4 大学との連携による、接続のギャップを解消する試み ～理工 3学部説明会および体験講座～ 

                                                      
20 2013 年 2 月 28 日付朝日新聞教育欄 

 
Fig.2-13  

御陣場川から元小山川への導水部分、左上が最初に設

置したソーラーパネル、導水部分で生徒がマイクロ発

電機の実験をしている場面 
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① 理工学部での講義・実習（6月 14日（土）） 

 A は喜久井町キャンパス 9:50 集合 

 B～D3 は、西早稲田キャンパス 10:20 集合 

 D4 は、河田町キャンパス（先端生命医科学センターTWIns）9:50集合 

  

A．ヒューマノイド・ロボット 創造理工学部 総合機械学科 菅野重樹教授 

 早稲田の二足歩行のヒューマノイド・ロボットが見られる。研究している先生及び大学院生から話を伺う。 

 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).           

 

B. 応用物理学科 先進理工学部 応用物理学科：青木隆朗教授                  

  計算速度が非常に速く、何でも一瞬に計算できる量子コンピュータや、原理的に絶対安全（盗聴が不可能）

な量子暗号などが期待される量子情報。その基になる研究をしている研究室である。原子にレーザー光線を当

て秒速数百ｍ/ｓで動いている原子の動きを数㎝/ｓまでに止めてしまってそれによって原子をマイクロケル

ビンにまで冷却する装置を実際に見ることができる。とても高価な装置であり、そのメカニズムを説明しても

らう。 

 

C．建築学科 創造理工学部 建築学科、長谷見雄二教授 渡邊大志専任講師             

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

11:20-11:50「研究室訪問」（計画系） 

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） 

建築学科で学生が作製した作品を見学する。またシニア体験では、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て頂きたい。 

 

D．電気・情報生命工学科   先進理工学部 電気・情報生命工学科 

D１．宗田孝之教授  「手のひらの静脈を見てみよう」       

人の目には皮膚内部の静脈等はほとんど見えない。ところが、人の目には見えない長い波長の光を用いると、

静脈の構造を画像化することができる。この体験を通して、光と物質の相互作用は波長によって変わることを

理解してもらう。 

 

D２．大木 義路教授 光の吸収と物の色          

どうして、物には色がついて見えるのか？それには、物がどういう光を吸収するかということが関係してい

る。この体験教室では、こういったことを学ぶ。少し発展して次のことを考えてみる。「三原色」について知

っている。白色光を作るには三原色が必要と聞いたことがあるだろう。でも、これは「ウソ」だ。２色、いや

少しトリックを使えば、たった１つの色（勿論「白色」ではない）で白色光は作れる。 

 

D3．村田 昇教授  筋電位の仕組みと測定          

筋肉は電気的な信号を使って細胞の状態を変え，自在に伸縮することができる．この信号は微小なものだが，

簡単な電気回路によって増幅することにより，オシロスコープなどの装置を通して観測することができる．実

際に自分の体から出る電気信号を測定して筋肉の変化を観測してもらう． 

 

D4．岡野俊行教授 「遺伝子を取り出して調べてみよう」   

我々ヒトを含めて、ほぼすべての細胞の核には遺伝情報である DNAが含まれている。身近な生物材料から目

で見える形で DNAを取り出し、さらに PCR法によって遺伝子を増幅して確認する。この方法は、犯罪捜査や病
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気の診断にも使われている方法である。 

 

② 感想（事後アンケート） 

A ロボット 

 ほとんどの生徒が「とても興味深く、とても楽しかった」全員が「学科選択の参考になった」と答えている。 

 

印象に残ったこと（自由記述） 

 実際にロボットのデモンストレーションや体験をさせてもらったこと。 

 研究内容だけではなく、生活や授業の様子を教えてくれたこと。 

 顔のついたロボット 

 表情のあるロボット 

 骨盤の動き 

 二つのクレーンを持つ機械を操縦したこと 

 ロボットに実際にさわれた。 

 実際の人の生活現場にロボットが入ってくることが現実的になってきた。 

 人の歩行動作に近い動作をするロボット。 

 いろいろな機械があってすごかった。 

 研究室で勉強している学生が楽しそうだった。 

 実際に機械を操縦したこと 

 早稲田のロボットがどれくらいすごいのか 

 歩行ロボットに興味を持った 

 

 いろいろと実際に体験できたことに非常に感激したようだ。また 院生の姿にも感銘を受けたようだ。 

 

B 物理 

 とても興味深かった（多数） 

 学科選択の参考になった（多数） 

 楽しかった（多数） 

 レーザーを反射する鏡が感動的だった 

 予想より装置がコンパクト（素子やミラー）であることに驚いた 

 実験室を自分の目で見られたよかった 

 レーザー冷却が印象的だった 

 ノーベル賞級の大きな研究でも、ドップラー効果などの高校レベルの現象が密接に関係していることに驚

いた。 

 光ファイバーが実験に利用されていることが印象的だった 

 光を集めるのにレンズを多数設置していたところが印象的だった 

 実験室に入れてもらって、感激した。 

 大学の雰囲気がつかめた 

 すごいことをやろうとしていて、おもしろかった 

 偏光の話が面白かった 

 

C 建築 

  ほぼ全員が「とても興味深かった」、全員が「とても楽しかった」、ほとんどの生徒が「学科選択の参考

になった」と答えている。 

 

 印象に残ったこと（自由記述） 
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 研究室をみてまわったこと。研究室の雰囲気 

 研究室の見学で模型をみたこと 

 ゼミを見られたこと 

 大学院生の作業風景を見ることができた 

 研究室内の模型 

 建築は構造や力のことをやる印象だったのですが、芸術系の印象が強くなった 

 建築には歴史が重要 

 島の町づくりや会社と連携して町づくりをしたりする所に魅力を感じた 

 美術の話が出てきて その手の話は大好きなのでとても楽しかった 

 ハーバード大学の敷地の広さ 

 

  高齢者体験 

 妊婦、車いす、高齢者の疑似体験等普段体験できないことを体験させて頂いた 

 そのような人々の目線からものを見ることができた 

 インスタントシニアの体験 

 

D１ 手の静脈 

 「とても興味深く、とても楽しかった」「学科選択の参考になった」という回答が大部分。 

 

印象に残ったこと（自由記述） 

 見たことのない機械が見られた。 

 自分が想像していたのと違う研究室の様子 

 目に見えない波長の光を使った。 

 研究室の学生が学科について、いろいろと教えてくれた。 

 

D2 光の吸収 

 学科選択の参考になりました（多数） 

 興味深かったです（多数） 

 研究室の中が見られて、とてもよかった。 

 白色校を作るには 3原色を合わせなくてはいけないといわれているが、2 色でも作れる、ということに驚

いた。 

などの声が寄せられた。生徒たちは、研究現場に触れることができ、今後（大学進学後）だけでなく、現在の

学習についてもモチベーションを高めた様子である。 

 

D3 筋電位 

 全員が「とても興味深く、とても楽しかった」と答えている。 

 

印象に残ったこと（自由記述） 

 自分の筋肉の筋電圧を調べられた。 

 実験が楽しかった 

 筋電位についてはじめて知った。 

 目の周りの電位差が変わったのを感知するとＰＣの矢印が動いたこと。２名 

 クリックもできるようになると 手が使えなくても PC を扱うことができるようになるのではと思った。 

 頭に装置を付けた光景がすごかった。 

 行きたい学科が変わって、電生に興味をもつきっかけになった。 
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D４ 遺伝子 

 時間は もっと長いほうが良かった ３名、ちょうど良かった ３名 

 とても興味深かった 全員 

 とても楽しかった 全員 

 学科選択の参考になった 全員 

 

印象に残ったこと（自由記述） 

 遺伝子を取り出す過程 

 ＤＮＡを取り出すにあたって様々な最先端の機械をみせていただいた事 

 様々な機材が国立の大学よりも使えること 

 TWIｎｓの 実験道具の豊富さ 

 TWIｎｓ中がすごくきれいだった。  

 TWIｎｓの中をじっくり見学できたこと。 

 

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 APCYS(Asia Pacific Conrerence of Young Scientists)の開催日程が本学院

の他行事と重なり、参加を見合わせた。招待を受けたタイの Mahidol Wittayanusorn School Science 

Fair(MWITS Science Fair 2015)は、昨年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が、今年度初めて参加することができた。 

 以下にその様子を述べる。 

 

タイの Mahidol Wittayanusorn School（MWITS)で国際高校生サイエンスフェア MWITS Science Fair2015 が

1 月 27日～30日の日程で開催された。本校は招待を受け、3名の生徒が参加した。参加国 11か国、30 校、130

本の研究プレゼンテーションが行われる規模の大きなフェアであった。 

 

1 月 26日（月） 

9:20 成田空港集合 

11:45 離陸 

16:45 スアンナプール空港到着、ドミトリーで受付。今年 WaISES に参加した生徒がバディで、再開を喜ぶ。 

 

1 月 27日（火） 

8:00 朝食後ポスター展示 

9:00 開会式（校長挨拶、来賓挨拶、基調講演"Chemistry and Global Sustainability"、模範プレゼンテー

ション 2 本紹介、歓迎パフォーマンス） 

10:30～12:00 ポスターセッション 

13:00～14:30 ポスターセッション 

15:00～17:00 Science Zone-Collaborative Competition（膨らし粉と酢を動力とするロケット開発）---

Teacher's Session（各校事例報告） 

17:30～21:00 歓迎夕食会＆文化交流 

 

1 月 28日（水） 

8:30～14:30 研究プレゼンテーション、本庄学院は"Challenging to 70K ~Freezer using Gifford McMahon 

Cycle（-200℃への挑戦 ～ギフォード・マクマフォンサイクルを用いた冷却器）"のテーマで発表 

15:20～16:00 ポスターセッション 

16:00～17:30 Astoronomy Theater 

19:00～21:00 Student Session "Collaborative Problem Solving Competition"、Teacher's Meeting（国際
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高校生フェアのあり方についてのディスカッション） 

 

1 月 29日（木） 

8:30～17:00 コンペの続き、チーム毎の成果発表（教員は、午前：MWITS 校長による学校紹介と校内施設見

学、午後：博物館見学） 

17:00～21:00 閉会式、表彰式（本庄学院は物理ポスター部門で優秀ポスターセッションで表彰（4本/36本）、

この頃になると MWITS の生徒・参加国生徒ともども打ち解けており、大変な盛り上がりを見せた閉会式であっ

た。主催側も進行をよく把握しており、最後の Farewell Movie で高揚した気持ちを落ち着かせ、全員１つの

輪になって蛍の光に合わせて踊る演出は見事であった。 

 

1 月 30日 

8:00 この日は、International チームによる遠足。"The Grand Palace and The Temple of Emerald Buddha"

ルートと"Rattanakosin Exhibition"ルートに分かれて行われた。本庄学院は前者。 

19:00 MWITS出発。バディと別れを惜しむ。 

23:45 離陸 

 

1 月 31日 

7:45 成田空港着、解散 

 

 この間、海外からの参加者はドミトリーのゲストハウスに寝泊まりした。すべての食事が用意され、しかも

毎日間食も用意された。歓迎夕食会・閉会式の食事はサッカー場にステージとテーブルを設え、全校生徒が参

加し、料理も大変豪華だった。MWITS がこのイベントにかける意気込みが伝わるようであった。生徒一人一人・

教員にもバディが付き、面倒を見てくれた。アコモデーションとホスピタリティは素晴らしいものがあった。 

 ポスターセッション・研究発表プレゼンテーションを見る限り、総じて研究のレベルが高く、参加生徒・教

員とも大きく刺激を受けたものと思われる。プレゼンテーションスキルも高かった。このようなサイエンスフ

ェアは、世界的な科学教育へのニーズの高まりの下、漸増であるが数を増やしてきている。このような場が参

加校教員の情報交換の重要な場となっており、生徒のいい刺激の場になっている。2002 年の SSH 事業開始以

来、このような国際的なサイエンスフェアを注視してきているが、最初は研究レベルやプレゼンスキルの差が

大変大きかった。10年後の今、いろいろなフェアを見るに、レベルがかなり向上し、差異も小さくなってきて

いる。このようなフェアが果たした大きな成果であり、開催校の尽力に敬意を払いたい。 

 今回のフェアでは教員セッションの場が 3 回用意されていた。1 回目は各校の事例報告、2 回目はこのよう

なサイエンスフェアのあり方に対するディスカッション、3 回目は MWITS 校長による学校紹介と質疑、施設見

学であった。様々な国際フェアに参加するに、以前ならば生徒の引率のみが教員の仕事だったものが、近年は

教員の勉強の場でもあるという認識に変わりつつあることを感じる。これは、当たり前の動きで、このような

場を通じて得られる教材や指導法、人的ネットワークの意義は大きい。 

 

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21を立ち上げた。ここには、2013年度「川クイズ」として藤田小児童に向けた教材を置い

た。また、藤田小における出張授業で用いた教材を Web サイト22に置いた。 

 開始以来の小笠原研修23とシンガポール研修24の記録を Webサイトに置いた。 

                                                      
21 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/fujita/index.htm 
22 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm 
23 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ogasawara/ogasawara.htm 
24 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/njc/njc.htm 
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 また、重点枠事業として実施している WaISES のサイト25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、26 年度は以下のよ

うに実施した。 

 7 月 20日 親子科学教室 

【午前の部】 

ひこうきを作ってとばそう（初級編） 20 名 

空中衝突実験装置を作ろう      18 名 

【午後の部】 

磁石を使ったおもちゃを作ろう    20 名  

紙飛行機を作って飛ばそう（上級編） 20 名 

 

 8 月 31日 母島子供科学教室（東京都小笠原村母島）「100 万年前の虫をみよう～琥珀磨き～」 

26 名 

 

 12月 25日 親子科学教室 

小学生低学年を対象とした、紙で作ったゼンマイで動くおもちゃを作る「いろいろなおもちゃを作

ろう」、小学生高学年を対象としたゴム動力のおもちゃを作る「ゴムで動く不思議なおもちゃを作ろ

う」の 2 講座を午前・午後開催した。募集は、各講座親子 20組で、どの講座も一杯だった。 

 また、本庄市等の要請により、以下の市民シンポジウムで生徒が講師・アシスタントを務めた。これも例年

通りである。 

 27年 3月 21 日 本庄市民シンポジウム（NPO法人 川・まち・人プロデューサーズ、早稲田大学 PJ

水環境の復元・再生研究所/榊原研究室、公益社団法人本庄早稲田国際リサーチパーク主催） 

 

2.5.3  SSH 成果報告会（11 月 19日（水）） 

 11月 19日（水）13:40～16:30、本庄高等学院主催 SSH 成果報告会を開催した。この会は、すべての SSH 校

に対して、SSH成果の社会還元と評価を目的として義務付けられているものである。この日は、遠く九州の高

校・山梨の高校、そして都内の高校からもご参加いただいた。OBである吉田信解市長、東大の松田巌先生もか

けつけてくださった。以下は、この日のスケジュールである。 

１．開会の挨拶 学院長 吉田茂 

２．来賓ご挨拶 本庄市長 吉田信解 

３．報告「早稲田大学本庄高等学院の SSH 事業」 SSH 委員長 半田亨 

４．特別企画：パネルディスカッション「なりたい自分になれたかな？」 

パネラー：大谷崇人・小林亘（先進理工学研究科電気情報生命専攻）、春田かすみ（基幹理工学研究科

情報理工情報通信専攻）、黒岩千尋（創造理工学研究科建築学専攻）（以上 2009 年度卒業）、内田丈

博（創造理工学部環境資源工学科、2011 年度卒業）、筒井音羽（政治経済学部国際政治学科、2013 年

度卒業） 

５．掲示ポスターの紹介（エレベータープレゼンテーション） 

"Air Radiation Dose Reserch"「自律型無人潜水機（AUV)の開発と水底堆積物のγ線量測定」「マムシ・

魚の透明標本について」「 キノコ研究班活動報告」「ソノルミネッセンスによる試薬分析への応用」

「温度差発電による iPhone の充電」「NXT を用いた段差を登るロボット製作」「本庄市河川の水質と水

生生物」「Gifford MacMahon サイクルによる冷凍機」 

６．研究プレゼンテーション 

                                                      
25 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/index.htm 
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＊「Gifford MacMahon サイクルによる冷凍機」、3年富岡健太 

＊「クワの異形葉性とプラントオパールの分布」、3年坂本玲 

＊"Creating Micro Hydroelectric Generator and Studying Its Practicability（マイクロ水力発電

機の開発とその実用性の考察）"、2 年尾林舞香・山川冴子・市川なつみ 

 

 OB・OGによるパネルディスカッションでは、「良く成長したな」と思えるような「光る言葉」が随所に出て

きて、いい企画だったといえる。会終了後の参加生徒によるアンケートでも、先輩が発した言葉に対する感想

が書かれていた。 

 エレベータープレゼンテーションは、この日いきなりポスターの生徒たちに振ったのだが、どの生徒もそつ

なくこなせて、驚いた。口頭発表も、どの生徒もプレゼンテーションがうまく、特に最後の会話形式の英語に

よるプレゼンテーションは秀逸だった。 

 最初の吉田市長のご挨拶、最後の松田先生の講評も、後輩に向けたメッセージの感じられる心温まるもので

あった。 

 改めて学院生たちのポテンシャルの高さを実感した日でもあった。 

 

2.6 教育効果の評価システムの開発 
 ある教育プログラム実施に対する教育効果を測る場合、試験の点数による以外はアンケート質問紙が中心と

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、円グラフや棒グラ

フを書き、教育効果があったと判断する例が多い。 

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

ート」の考え26を様々な点で活用してきた。昨年度は、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」27と、全体としての「総合力」を測る統計手法である「主成分分析」の利用を試

みた。今年度も、この方法をいくつかのプログラムの分析に役立ててきた。本報告書では特に第2部のWaISESの

分析に多く用いているのでご覧いただきたい。 

 

2.7 他校の重点枠事業（連携校として） 
 重点枠人材育成事業が実施されて以来、他校プログラムの連携校としてその教育的恩恵にあずかる場面が増

えた。自校で繰り広げるプログラムにはない視点、交流の機会が増えることによる生徒への教育効果、教員の

人的ネットワーク拡大など多くの収穫が得られている。今や、SSH事業も以前のように「自分の学校で何がで

きるのか？」ではなく「学校間のネットワークの中で何ができるか？」、が問われる時代になっていることを

感じる。このような事業が広まりつつある今、SSH事業におけるこの教育効果と留意点を考えてみる必要があ

るだろう。 

ここでは、改めて１つ章を設けて学校間ネットワークの中における SSH事業の展開とその方向を考えたい。 

最初に、今年度連携校として参加した他校の重点枠プログラムを紹介する。 

 

2.7.1 静岡北高校重点枠事業 

 SKYSEFに先立つ台湾研修レポート（7月13日（日）～19日（土）） 

この研修は、SSH校である静岡北高校の重点枠事業として8月9日～12日の日程で開催される国際高校生フ

ォーラムSKYSEF（Shizuoka-Kita Young Scientist & Engineer Forum)に先立つ事前プログラムとして、

連携校である名城大学附属高校・本庄学院の3校で実施されたものである。静岡北高から6名、名城・本庄から

それぞれ2名の生徒が参加した。台湾側からは、ホスト校の麗山中学・建国中学・彰化中学の3校の生徒が参加

した。 

                                                      
26 http://www.nichibun.net/classsupport/rubric/ 
27 第 2 部「重点枠 SSH 事業について」3.1.3 参照 
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7月13日（日） 

12:30 羽田集合、14:30の便で台北松山空港へ。 

17:15 松山到着後、バスで夕食レストランへ、後ホテル。ホテルで簡単なミーティング。 

 

7月14日（月） 

9:00 台北市立麗山中学到着。歓迎式典後、バディによるキャンパスツアー。驚くことに、2008年日本SSH・

台湾HSP計画交流事業に本庄学院が招待を受け、麗山中学でワークショップ「エコな住居を作ろう」で台湾・

本庄学院生徒との合作が展示されていて驚いた。 

10:30 10分間の研究発表のプレゼンテーション。本庄学院からは"Creating Micro Hydroelectric Generato

r and Studying Its Practicability"の発表を行った。 

12:00～13:30 ブッフェの昼食、教員は昼食をしながら、台湾側教員団と今回のプログラムについてのミーテ

ィング。 

13:30～17:00 台湾・日本、シャッフルして8チームに分かれて、課題に取り組む。課題は与えられた材料を

使って「大きさの異なる3種類のビー玉を識別するフィルターと通過した玉の数をカウントする仕組みを作る」

というもの。与えられた材料はモータ・電池・ストロー・段ボール・スチレンボード・割りばし・輪ゴム・カ

ッター・糊など。台湾の大学生であるOBたちが、自分たちの作成したモデルを使って例を示してくれた。作

品のイメージができた後、チーム毎に分かれどんなものを作るかディスカッション。早いチームは始まって3

0分くらいしたらもう作り始めている。教員側の希望により急遽教員チームが作られることになった。 

17:00 バスでホテルへ。地下鉄で飲茶のレストランへ行き夕食。 

 

7月15日（火） 

9:00～12:00 麗山中学着。昨日の作業の続き。 

13:30～15:00 作業の続き。 

15:00～17:00 各チームのデモンストレーションと作品についてのプレゼンテーション。全てのチームが「斜

面でビー玉を転がして、ビー玉の大きさに応じた穴に落とすか、スリットの幅を徐々に広げて落とす」タイプ

であった。ただ、単なる斜面だと転がる速度が速くなり、穴やスリットを通過しやすくなるため、如何に転が

る速度を制御するかに、各チームとも頭を絞っていた。各チームとも玉の数をカウントするセンサーには取り

かかったようであるが、実際に機能するセンサーを作ったのは1チームだけであった。このチームのアイデア

は素晴らしく、落ちるボールをシーソーの片側で受け、シーソーの軸としてモータを用い、上下運動で軸が少

し回転して発声する微細な電流を、ヘッドホン端子を通じてフリーの音声編集ソフトであるAudacityで読み

込むとノイズとして反映されることを、落ちる球のカウンターとして用いていた。参加者全員による評価でも、

このチームが1位であった。ちなみに、この1位を脅かしたのは2位の教員チームであった。 

18:00 レストランで夕食後、ホテルへ。 

 

7月16日（水） 

9:00 台北市立科学教育館で台湾側3校生徒と合流。 午前中、8チームに分かれ、博物館の見どころをワーク

シートに記入する作業を行う。 

13:30 麗山中学に戻り、チーム毎に午前中記入したワークシートの内容をポスターにまとめる作業。 

15:30～17:00 ポスターのプレゼンテーションと講評 

18:30 この日の夕食は麗山中学保護者会による招待夕食会 

 

7月17日（木） 

9:00～12:00 この日の午前中は、英語コミュニケーションの応用技術についてのワークショップ。同じ主張

を強く主張する場合、柔らかく主張する場合、自分を主体に主張する場合、他人を主体に主張する場合等、の

技術を生徒たちが実践を通して学んだ。 

13:30～17:00 午後は、「動物実験の是非」についてチーム毎に意見をまとめるワークショップ。問題の論点

を整理し意見をまとめる作業を促進するプリントやカードが配られる。最後にチーム毎にプレゼンテーショ

ン。 
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18:00 レストランで夕食後、ホテルへ。 

 

7月18日（金） 

9:00 台北市立天文館で麗山高校生徒と合流。午前中、5チームに分かれ、博物館の見どころや「売り」をワ

ークシートにまとめる作業を行う。 

12:00～13:30 教員は今後のこの台湾研修について、台湾側教員とミーティング。 

13:30～15:30 午前中のまとめから、この博物館のポスターを作る作業をチーム毎に行う。 

15:30～17:00 チーム毎にプレゼンテーションと講評。この日が最終日のため、記念写真撮影。涙ぐんで別れ

を惜しむ生徒もいる。 

19:30 台湾料理店でお別れ夕食会。 

 

7月19日（土） 

7:00 台北松山空港でチェックイン。台湾の生徒たちがお別れに来てくれた。 

9:00 離陸、12:50 羽田着、解散 

 

 SKYSEF2014（8月9日（土）～12日（火）） 

静岡北科学技術フォーラム(SKYSEF)2014は、これまでの「高校生国際みずファーラム」から名称を変えて

3年目となる高校生学会である。このフォーラムでは各国から高校生が参加し、Energy、Environment、Bio

diversityの3つの分野で発表をしたり、共同研究をしたりして、将来の科学技術の在り方を考える催し物とな

っている。今年も本庄高等学院はこのイベントに参加した。本稿では生徒の様子の報告を通じて、生徒たちが

何を得たのか、ということを探りたい。 

 

第1日（8月9日） 

 生徒たちは清水市のホテルにチェックインし、発表資料を持って、会場である「清水テルサ」へ移動した。

本庄の学院生の一部は、7月の台湾研修にも参加しているので、その時のメンバーとの再会も果たしている。

教員の中にも本庄学院で行われる国際高校生学会WaISESに参加した方がいらっしゃったので、再会を喜んだ。

このように、少しずつ教員のネットワークが広がるのはSSHプログラムの魅力である。このような人的交流

が、お互いの生徒を育て、また、地域にも還元されていくことが、SSHプログラムでは重要である。 

 歓迎レセプションでは文化発表も行われ、本庄学院からは「折り紙」のデモンストレーションを行った。単

純にやり方を見せるのではなく、観客も巻き込んで、簡単な競争をしてもらって、早く折れたグループには折

り紙で作った景品も渡す手の込み様であった。本学院の生徒たちは、SSHでの交流を通じて、サイエンスだけ

でなく、以下に仲間を取り組むか、ということを学んでいる。これは、結果的に、サイエンスのフィールドで

重要な、仲間を取り組む（involve）能力につながると考える。 

 宿舎では、各自発表練習を行った。翌日は研究発表の本番である。このような直前の練習が、英語力や発表

力だけでなく、科学的な思考力も一番伸びる時間である。SSHプログラムでは、生徒を土壇場で「伸ばす」舞

台を用意できるのが、重要である。生徒たちは何度も自身のプレゼンを確認していた。 

 

第2日（8月10日） 

 本学院からは「Creating Micro Hydroelectric Generator and Studying Its Practicability（小型水力発

電装置の作成とその実用性の研究）」というタイトルで口頭発表とポスター発表を行った。口頭発表では本庄

高等学院で開発された「対話形式」の発表が注目されていた。複数人の発表者が単純に自分の担当の箇所を発

表するのではなく、対話形式で話を進めていくことにより、柔軟な印象を与え、また聴衆の集中力も持続する

ことを狙っている。本庄学院からの参加者は何十回という練習を積み、堂々と発表していた。この発表で、E

nergy1部門の1位に輝いた。ポスター発表では、実に多くの人が本庄高等学院の発表を見に来ていた。本庄学

院からは水力発電の模型を持参していたので、LEDが発光することにより実際に発電されていることがわか

りやすく伝わっていた。参加者は2時間半のポスターセッション時間を「短い」と感じていた。それぐらい、

密度の濃い時間を過ごしていたようである。 

 

第3日（8月11日） 



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 60 / 125 

 

 

 この日は朝から場所を静岡理工科大学に移し、国際共同プロジェクト（SIJP）を行った。SIJPは、各国の

生徒を5人程度ずつのチームに分け共同研究を行う、というものである。今年のテーマは「car race by usin

g Mini 4WD」であった。わかりやすい導入レクチャーがあり、実習・競技に臨んだ。500グラムの重りを積

むこと、できるだけゆっくり／早く走ること、など様々な条件下で競技をする。参加者たちは、重量バランス

を考えたり、組み立て方を工夫したりして、夢中で時間を過ごしていた。このように実際に手を動かして試行

錯誤することが、工学的なセンスの向上につながる。 

 その後、バスで清水に戻り、ホテルで簡単なミーティングをしたのち、夕食を摂って解散した。ミーティン

グでは「研究については自信を持てたが、英語をもっと頑張りたい」など、感想が寄せられた。ちなみにこの

日は教員同士の研修も行われ、本庄学院の教員が招待講演を行っている。このことは、これまでの静岡北高校

と本庄高等学院との連携の成果とも言え、教員のネットワークが広がることにより科学教育プログラムの深化

が見られることがSSHプロジェクトの醍醐味である。 

 

第4日（8月12日） 

 この日は先述のSIJPの続きを行った。新しい条件でのレースをしていた。昨日に作ったチームであったが、

すでに皆打ち解けており、英語で積極的にコミュニケーションを取っていた。解散時には、サイエンスプロジ

ェクトを共に推し進めた仲間との別れを惜しんでいた。このようにSSHプロジェクトは、人と人とのつながり

の中で進んでいく。生徒の成長に必要な人のつながりを学んだことが確認できる時間であった。 

 

 全日程を振り返って、参加した学院生は皆、積極的な科学交流をすることができたようである。ある意味で

閉ざされた空間で、「やるしかない」という環境が与えられることで、成長できることがある。その過程でい

ろいろと悩んだことは、今後の学院生活に生かしてほしい。そして、今回SKYSEFに参加できなかった学院生

にも、今回得た経験を直接的・間接的に伝えることで、学校全体で生徒が成長していくことになると考える。 

 

2.7.2 立命館高校重点枠事業 

 東京・筑波研修  

日程 2014年 7月 18日(金)～7月 20日(日)  

場所 東京科学未来館、物質・材料研究機構、産業技術総合研究所他 

 

日誌 

7/18日 

12:40 日本科学未来館前にて集合 

13:00 未来館会議室にて英語で自己紹介、学校紹介の後グループ分け。 

14:00 未来館の見学研修。学院生は同グループの他校や BUDI MULIA DUA（以下 BMD）の生徒と積極的に話し

ていた。 

17:00 未来館発、バスで筑波へ 

19:30 つくば駅付近で先のグループ毎に夕食。宗教により食事の選択に各班気を使った様子。 

21:30 宿（つくばデイリーイン）食堂にてミーティング。予定が遅れたため翌日のガイダンスのみ。 

22:00 就寝 

 

7/19 

7:00 起床。各自食堂で朝食。 

8:30 グループ毎にワークショップ先へ移動。午前中はそれぞれ研修、実習を行い、午後はワークショップ先

で午前中の内容についてのプレゼンテーションの準備を行った。学院生は一名が物質・材料研究機構（NIMS）

での“Biomimetics 植物表面から技術を学ぶ”、もう一名が産業技術総合研究所（AIST）での“ナノワール

ド”に参加。NIMSでは実験室周辺から自分達で採取してきた植物について、その表面を走査型電子顕微鏡で観

察すると共に、表面の疎水性を水滴とハイスピードカメラを用いて調べた。学院生は得られた結果の応用方法

について BMD 生とよくディスカッションしていた。AIST ではナノテクノロジーについて、それを可能とする

技術や実験室環境について学んだ。特に Photolithography に関する内容が興味深かったらしい。学院生は非
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常に良くスタッフの方に質問をしていたという報告を他校の引率教員から頂いた。その他のワークショップは

AISTでの地質標本館見学、CYBERDYNE でのロボットスーツ見学。 

17:00 宿（つくばデイリーイン）に集合後つくば駅付近で夕食。前日の経験から食事の選択は問題なかった

様子。 

19:00 翌日のプレゼンの準備。 

22:00 就寝。ただしほとんどの班が遅くまでディスカッションとスライド作成に取り組んでいたため、最終

就寝時刻を 24時前に設定し解散。 

 

7/20 

7:00 起床、各自宿食堂で朝食。 

8:30 AISTへ徒歩で移動。 

9:30 AIST会議場にて発表会開始。学院生は英語でのプレゼンをしっかりとこなしていた。 

12:00 BMD 生によるインドネシア文化発表。インドネシアの伝統舞踊の披露もあり日本の高校生には印象的

だった様子。その後解散のため、生徒同士別れを惜しみ写真撮影や連絡先の交換をしていた。 

 

成果と課題 

 本研修に参加した学院生はこの研修を通じて最先端の科学技術について理解を深めることが出来た。教室で

は難しい、自分から情報を得に行く、得た情報を発信するという過程を体験したことは有益であったと言える。

またその過程で、文化の異なる国の同年代の生徒と積極的にコミュニケーションを取らざるを得ない環境にお

かれ、また実際に取ったことは貴重な経験である。特に共通の話題（今回は科学技術）を足掛かりにすること

でインドネシアの高校生ともコミュニケーションが取れるということがわかったという感想も出ており、その

点でも本研修は学院生にとって有意義なものであったと言える。 

また本研修に参加した学院生 2 名は 12 月に行われたタイでの研修にも参加しており、本研修が学院生の意

慾を刺激し高めるものであったことが伺える。 

 最終日の英語でのプレゼンテーションについて、その英語表現の仕方に力点が置かれ、内容そのものは聞き

手にその科学技術の面白さを伝えられるレベルのものに到達していない印象を受けた。プレゼン作成は生徒達

が自力で行ったため、内容面での未熟さは仕方のないものであるが、最後のまとめのプレゼンとしてどういっ

たものが相応しいか、というところまで考えさせられるようにすることが今後の課題である。 

 

 JSSF(Japan Super Science Fair 2014)  （11月 7日～12日） 

JSSF は、本庄学院と同じ第一期の SSH 校である立命館高校が主催する世界的にも最大規模の国際高校生科

学学会である。2003年度の開始当初は国内校 2校（本庄学院含む）海外校 3校だけだったが、年々規模を大き

くし、今年は 19 か国、41 校、200 名を超える生徒教員が参加するとても大きな会となった。今年度は本庄学

院から 3 名（2 年女子 2 明・3 年女子 1 名）が参加した。研究発表では、女子 2 名が大気中の線量の調査につ

いて("Air Radiation Dose Reseach")、女子 1 名と NJC 女子 1名が液体に決まった振動数を与えると発光する

現象について("Checking the emission of light in the luminescent phenomenon using an ultrasound 

transducer(Langevine type)")行った。 

 

11月 7日（金） 

15:51 新幹線で、JSSF に参加する NJC 生徒 3 名教員 1 名とともに一路 9 月より新校舎となった立命館高校

へ。 

21:00 立命館高校到着。合宿用の宿泊棟でオリエンテーション。配布されたプログラムを確認すると、放射

線量の発表が翌日のため、夜プレゼンの練習を行う。 

 

11月 8日（土） 

9:00 バディと対面、ポスター展示。立命館高校は今年の 9月より新校舎に移転しており、ポスター展示は校
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舎中央の広い吹き抜けスペースで行われる。このスペースは天井がガラス張りで太陽光を取り入れるようにな

っており、1Fが図書室、2F 以上が大きなホールという構造になっている。 

10:00 開会式。クオリティの高いオープニングムービー、基調講演、主催校挨拶、来賓挨拶、ブラスバンド部

のウェルカムパフォーマンスと、ゴージャスなオープニングセレモニーであった。 

13:20～16:00 分科会に分かれて研究発表、オーラルプレゼンテーション。本庄学院は「物理」分科会の 2番

目にプレゼンを行った。 

16:30～18:00 Science Zone。このプログラムは毎年 JSSFの１つの目玉である。「スパゲティの麺を使って

なるべく強度の高い橋を作る」「蛇のロボットを制御するプログラムを作る」など、7部門に分かれ、国をシ

ャッフルした 3～4 名のチームで与えられた課題に取り組む。 

 夕食後、ドミトリーロビーでは、翌日の Brushbot Olympics（歯ブラシと小型モータで作ったロボットのス

ピード競争）の国内予選が行われた。本庄学院は記録上 1位で予選通過した。 

 

11月 9日（日） 

9:30 研究発表 2日目。物理分科会 4番目に NJC と学院生の共同発表。 

12:00～13:30 ランチパーティ 

14:00～15:30 Science World。このプログラムは参加者の興味に応じて、科学に関する 8講座のうちの 1つ

を受講するものである。 

15:50～18:30 Science Zone2 日目。 

 

11月 10日（月） 

9:00～10:00 Brushbot Olimpics。各国記録 3 位までがリレーチームを形成し、3 名各自の Brushbot でリレ

ーをトーナメントで競う形式。学院生を含む Japan チームは順当に勝ち上がり、圧勝で優勝した。本庄学院か

ら参加した片亀さんへの優勝賞品は巨大歯ブラシであった。 

10:40～12:00 Science Zone。 

13:20～16:00 ポスターセッション。 

16:30～18:00 文化交流、参加校から 10 校がパフォーマンス。民族ダンス形式が多かったが、フロアの高校

生に呼びかけ一緒に踊る姿が印象的であった。NJCはシンガポール独立記念日の歌とダンスを披露したが、市

川さんがチャイナ服を着て友情出演した。 

 

11月 11日（火） 

9:00～11:30 企業見学。本庄学院は全員プラスチック製品取り出しロボットで世界的シェアと技術を誇るユ

ーシンを訪問した。社長さん自らが記念写真に応じ、ご挨拶して下さった。 

12:30～15:30 全員で昼食の後、清水寺見学及び付近でショッピング。 

15:30～19:00 京都市内で自由行動 

 

11月 12日（水） 

9:20～11:30 各 Science Zone でのチーム毎の作品発表会 

12:00 帰路 

 

本来 12日はこの後、文化交流と閉会式だった、午前中の活動終了後帰路に着いた。 

 この国際高校生学会の素晴らしさは、その規模の大きさ・参加校の多さにもあるが、今まで参加した OB が

集まり、ボランティアをしているところが驚きである。今まで本庄学院のバディだった学生、他の SSHプログ

ラムで一緒に研修した学生などから頻繁に声を掛けられ、懐かしい思いをしている。 

 

 タイ Mahidol Wittayanusorn School 研修 

日程 2014年 12月 11 日(木)～12月 19日(金) (7泊＋機内 1泊 9日間) 
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場所 Mahidol Wittayanusorn School（MWITS） 

 

12/11 

（時間は全て現地時間） 

9:30成田空港集合 

11:45 成田空港発 

16:45 バンコク着、関空から来たグループ、MWITS スタッフと合流 

17:30 空港発 

19:00 学校着、夕食。バディと顔合わせ後、ゲストルームに移動。 

20:30 ミーティングを行い翌日の予定を確認。 

 

12/12 

06:30 起床、各自カフェテリアでバディと共に朝食。カフェテリアスタッフには英語が通じないためバディ

の助けを借りつつメニューを選択。 

07:20 全校生徒での朝礼。日本からの研修参加者を壇上でご紹介頂いた。 

08:00 MWITSの沿革、カリキュラム等紹介して頂いた後校内見学。教室、実験室、図書室、工作機械室、体育

館ジムプール等多様で充実した施設に皆驚いていた。 

11:30 カフェテリアで昼食。まだメニューの選択に慣れない様子。 

12:30 英語の授業。英語のレベルは日本の高校生の中上級程度らしく丁度良かった様子。 

15:10 体育の授業。キックボクシングを体験。生徒達は初め緊張していたが最後は楽しそうに取り組んでい

た。タイは徴兵制があるため MWITS 生は体育の授業で格闘技や軍事教練もするという話に生徒は驚いていた。 

16:00 当夜からのホームスティの準備。 

17:00 MWITS校長先生と食事。生徒達はさすがに緊張していた様子。 

18:00 各自バディと共にホームスティ先へ出発。3名程度（3 家族）が同じ場所に宿泊出来る様にして下さっ

た。 

 

1/13-14 

生徒達はホームスティ先でショッピングやレジャーに連れて行ってもらったとのこと。バディやその家族が大

変親切にして下さり、話も進んだとのこと。14日夕方、各自バディと共に MWITSに戻った。 

 

1/15 

7:00 起床、各自カフェテリアでバディと共に朝食。だいぶ慣れたようでメニュー選択時も余裕の様子。 

8:00 タイ宮殿とエメラルドブッダの寺院の見学へ出発。 

9:00 見学開始。 

12:00 メコン川沿いにて昼食 

14:20 MWIST にてバディと共に授業に参加。英語のクラスでは生徒のプレゼンテーションとそれに対する他

の生徒及び教員による改善案の提示が行われていた。学院生の一名も急遽プレゼンを求められたが、17日に発

表予定のものの一部を堂々とプレゼンしていた。歴史の授業はタイ史であったため学院生はかなり困難を要し

たようだが、バディが逐次英語で教えてくれたとのこと。 

16:00 バディとともに放課後を過ごした。 

18:00 カフェテリアにて夕食。 

20:30 ミーティング。体調のチェックや翌日の予定の確認を行った。 

22:00 就寝。 

 

12/16 

6:30 起床、各自カフェテリアでバディと共に朝食。 



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 64 / 125 

 

 

7:20 朝礼。生徒会による小さなイベントや報告など。 

8:00 バディと共に Physics の授業に参加。重心の位置に関する授業で、理論的な説明の後、紙を様々な形に

切りその重心を計算する実習を行っており、学院生は積極的に授業に臨めたとのこと。 

9:50 バディと共に Mathematics の授業に参加。10 以上の積分公式をプリントで提示され、それに則り次々

と計算演習を行っていた。日本の他校の生徒からは、すさまじい公式の詰め込みだったという感想が聞こえた。 

11:30 カフェテリアにて昼食。 

13:40 Rattanakosin Exhibition Hall の見学。タイの歴史を、王室史を中心に学習した。タイ国民の王室へ

の敬意の念は日本の高校生にとって驚きのものであった様子。 

18:00 MWISTカフェテリアにて夕食。 

20:30 ミーティング。翌日の研究発表の打ち合わせ。 

22:00 就寝 

 

12/17 

6:30 起床、各自カフェテリアでバディと共に朝食 

7:20 朝礼。 

8:00 バディと共に Chemistry の授業に参加。化学量論について金属と金属酸化物の酸化還元反応の実験を通

して学習。 

9:50 タイの伝統舞踊の授業。伝統衣装の一部も借り、タイの文化について学んだ。 

12:30 カフェテリアでの昼食後、Sampran Riverside Park へ移動。ゾウ使いと伝統舞踊の見学他タイ文化に

ついて学んだ。 

16:30 カフェテリアでバディと夕食。 

18:00 SSH研究発表会。学院生は Air Radiation Dose Research というテーマで埼玉県本庄市内と東京の地

下鉄駅での放射線量と花崗岩の関係に関する研究発表を行った。発表は分かりやすく、MWIST 生も興味深そう

に質問し、学院生はそれに適切に応じていた。その後ネットゲーム、原子力発電等のテーマについて日本、タ

イ両国の高校生入り混じってのディスカッションを行い、生徒たちは積極的に交流し意見交換していた。 

21:00 ミーティング。翌日の帰国に備えての段取り確認。 

22:00 就寝 

 

12/18 

6:30 起床、各自カフェテリアでバディと共に朝食 

7:20 朝礼にて帰国の挨拶。日本の生徒を代表して二名（うち一名は学院生）が全校生徒の前でスピーチ。 

8:00 タイ語の授業。MWIST の定期試験前日ということで、急遽他の授業への参加が見送られた。生徒達は、

この授業を先にやって欲しかった、という感想を漏らしていた。 

11:30 バディ達と送別会を兼ねた昼食。手書きの手紙の交換など、かなり仲良くなった様子で別れを惜しん

でいた。 

13:30 ミーティング。本研修の感想、まとめなど。 

14:30 MWISTを出発し、空港近くの大型商業施設でお土産の購入と夕食。 

19:45 バンコク国際空港に到着。各校でチェックインし、関空組とはここで解散。 

23:55 バンコク発 機内泊 

 

12/19 

7:35 成田空港着 

8:00 成田空港にて解散 

 

成果と展望 

 本研修を通じて学院生が得た最大の成果はタイの同年代のトップレベルの生徒達との交流である。MWIST は
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タイが国を挙げて注力しているトップ校であり、そこで学ぶ生徒達の姿は日本の高校生に強い刺激を与えたよ

うだ。実際生徒の感想には、MWIST 生がタイの将来を考えていること、彼らが自分達はタイに何ができるかを

考えていることが衝撃的であった、と書かれていた。 

そのような MWIST の生徒の視野を、研修に参加した日本の高校生が自分たちの高校に持ち帰り何らかの形で

周囲に伝え、研修に参加していない生徒にも刺激を与えられるような機会を設けることが重要と考えられる。 

 

2.7.3 重点枠事業（人材育成）の教育的意義 

 このような重点枠事業に連携校として関われることは、以下の理由で教育的意義が高いと感じている。 

 

① 教育プログラムに多様性をもたらすこと 

第一の意義は、夫々の学校内で閉じたSSHプログラムでは得られない、多様な視点・アイデア・教材・指

導方法が得られることである。このことは、教員・生徒どちらにとっても同様である。 

今回海外研修で訪問した学校は、本校にとっても縁のある学校であり、訪問する機会は今までもあった。

しかし、それにしても、本校1校で訪問するとしたら、このような多彩なプログラムとはならないし、多様

な人間と知り合うこともできないであろう。まして、海外に縁のある学校が少ない学校にとってはなおさ

らである。 

また、自校のSSHプログラムでは経験できない教育プログラムを経験することができる。さらに、他校の

教員からの指導を受けることができるため、学校にいては指導されていない点を改良することができる。 

 

② 今後の科学教育活動の方向性を決定づけること 

 一方で、国際性に対する日本の科学教育へのニーズは大きい。それは、中等教育も例外ではない。「科

学教育の国際化」を考えるとき、短絡的に「英語で表現すること」とイコールだと考えてはいけない。「何

故、科学を英語で考えなくてはならないのか？」と考えるべきである。すると「英語で考えることにより、

日本以外の世界中の高校生のアイデアを知ることができる」「世界中の論文を検索できる」「世界中の先

生の指導を仰ぐことができる」というように、日本語だけだった状態に比べ、格段に世界と可能性が広が

ることがわかる。しかしながら、１つの高校だけでは国際交流をする機会はまったくない、あるいは限ら

れてしまう。その時に、このような重点枠事業が交流の可能性を広げてくれる。 

 

この2点から、このような重点枠事業は1校で科学教育を展開する場合に比べ、大きく教育効果を高めること

がわかる。SSH事業にとどまらず全ての教育内容において教えるべきコンテンツが増えている現在、自校だけの

閉鎖空間で教員が教えられる内容は限られている。 

科学教育においては、大学などの研究施設のみならず、ネット上に転がっているビッグデータも含め、地域

の有識者・企業・国内外の高校と幅広く連携を広げ、教育の可能性を広げなくてはならない時代である。その

意味で、このような重点枠事業は今後のSSH事業において教育の機会とその成果の拡大をもたらす大きな可能性

を秘めているといえよう。 

 

2.7.4 留意すべき点 

 一方で留意すべき点もいくつかある。一つは、連携校として「享受する側」に回らないことである。このよ

うな連携プログラムは、参加校生徒が積極的に関わり、教員が自校の生徒を超えて参加生徒に指導することで、

大きな効果を発揮する。もう1つは、可能であれば連携校教員間でプログラムの改善のため、事前事後に意見を

出し合える場があるといいと思われる。その意味で、今回の立命館のプログラムは、（主催者側には大変手間

だったと思うが）何度か東京での連携校会議を開催し、参加校の意見を求める機会を作ったことを大変評価し

ている。 

 

３．平成 26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 
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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。 

生徒の探究活動を活性化するためには好奇心を掻き立てるための、学校環境・地域環境を利用し各教員の指

導力を活かしたプログラムが効果的である。 

 

② 研究内容・方法 

本仮説検証のため行った試みとその内容の概略は以下の通りである。 

 

 最新科学の情報に触れる機会を増やす試み 

 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。理系学部進学者、特に理系女子を増やす試みとして 2013 年度開始した、校内の環境で無理せ

ずに、生徒の科学的好奇心を高める試みである、学内教員による輪講「これがサイエンスだ！」を今年

度も 3度実施した。 

 また、データ分析・統計処理に特化した輪講「これがデータ分析だ！」を開始し、2回実施した。こ

れは、より良い論文を書いてもらうために、アンケート質問紙の作り方、主成分分析、テキストマイニ

ング、基本的な統計処理の知識とパッケージを提供することを目的としている。 

 さらに、最新の環境問題の現状とそれを巡る科学技術を知ってもらうこと、および留学を前提とした

研究生活について知る機会として、早稲田大学若手留学生にお願いし、特別輪講「世界の環境問題を考

える」を 3回実施した。講義・質疑ともすべて英語である。 

  

 理系進学者を増やす試み 

 2015年 2月 21日（土）に、理系進学者を増やす試みとしてスプリングセミナーを開催した。特に前

半は、理系女子を増やす試みとして実施した。 

 

 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 

 理工系進学者数はどうなったか？ 

 ５．関係資料付録１Graph5-1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、2013年に大

きく増加し、今年度はやや減少した。Graph0-1、Graph0-2によると、学部進学者によらず、大学院へ行く率が

漸増していることがわかる。本校の SSHプログラムが自己の科学への適性を考えることにつながり、その結果

理工系学部への進学者は必ずしも増えてはいないが、却ってミスマッチがなくなっていることを示している。 

 

以上、このような状況から判断し、科学的好奇心を活性化するプログラムの努力は行ったが、理工系進学者

は増えていないという意味では仮説は棄却された。しかしながら、長い目で見たときに、本校の SSH事業の在

り方は間違っていなかったと言える。 

 

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。 

生徒の探究活動を継続発展させるためには、成果を継続的に蓄積させ、確認できるようなポートフォリオシス

テムを用いることが効果的である。 

 

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。 

 

 ポートフォリオシステムの開発 

生徒の在学中の探究活動を含む成果物を整理・保存し、教員が閲覧・評価できるシステムとしてのポ

ートフォリオシステムの開発を検討した。本校の教育プラットフォームに設置しようとしたが、生徒

の個人情報・セキュリティの点から、運用が困難であることが判明した。現在、他のシステムの構築

を検討中である。 
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 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。本校の継続的な探究活動の特徴は、部活

動だけでなく、必要に応じてプロジェクトを立ち上げ公募で参加生徒を集めている点である。既存の

河川調査班に加え、今年度は麹研究班を立ち上げた。 

 

③ 検証 

 探究活動を長い期間にわたって継続させることは、データの蓄積・評価を得て改良を行うには時間が必要で

あることから、重要である。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。卒業論文や自由研究等個人レベルの課題研究は例えそれがいい内容であっても単年

度で終わってしまう。そのため、探究活動を継続させるための仕掛けづくりが必要になる。クラブ活動が一番

設置しやすく運営しやすい方法である。また、授業に組み込む方法もあろう。 

本校でも SSH 指定初年度から SSH 部を設置し、継続的な探究活動を行ってきた。活動の特徴として毎年 5

つ程度のプロジェクトチームを作り「必ずチームで活動を行うこと」「定期的に活動報告を全員の前で行うこ

と」「対外的な成果発表を行うこと」を義務付けている。また、本校の場合、SSH 部活動とは別に、特定のプ

ロジェクトに対して公募の形で毎年 4 月に希望者を募集する形態をとっていることがユニークである。例え

ば、河川研究班（毎年 8 名程度募集）、麹菌研究班（3 名）等である。これらは、継続的に同じテーマで活動

するが、大部分のメンバーは 3 年間在籍する。この方法は、SSH 部の活動日に縛られないため、運動部等と

兼部することができ、SSH 活動に関わる生徒の数を増やすことにつながっている（公欠や保険の都合上、SSH

部員として登録している）。 

本校は、今までも多いとは言えないが、SSH 指定以来継続的に対外的な賞を受賞している28。これらはすべ

て上記の活動の成果であり、うまく機能しているものと評価できると考えている。 

 

仮説については、検討できていない。 

 

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。 

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

 

②研究内容・方法 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 多様な連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 地域との連携プログラムとして、毎年実施している小笠原研修、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ている。河川調査は本庄市・地域 NPO・早稲田大学等多様な連携先からなるプ

ロジェクトであり、特に河川調査は一昨年より藤田小学校との関わりを深めている。また、津波で大

きな被害を受けた南三陸研修も昨年より継続して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”Checking the Emission of Light in the 

Luminescent Phenomenon Using an Ultrasound Transducer(Langevine Type)”のテーマで共同プレゼ

ンテーションした。 

 

 大学との連携プログラムの教育効果・影響の分析 

 本年度もサマーセミナー・進学セミナー等、早稲田大学から講師をお招きし、実施した。6月には理

工系進学希望者に対し、学部説明会・研究室訪問プログラムを行った。 

  

③検証 

                                                      
28 9 ページ表参照 
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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。 

連携先ができることにより参加している生徒は、連携先に対して恥ずかしい行動はできないという責任意識

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充実がもたらされる。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、4年前より母島こども科学教室を

開催した。 

河川調査活動では、常にアイデアや要望が関連団体・研究施設から持ち込まれる。水力発電に関する要望も

その１つであった。これから開始する「淡水エビの遺伝子汚染の状況」の研究も環境科学国際センターの金澤

先生のアドバイスによるものである。これらの助言が探究活動のテーマ設定につながり、活動の中身を濃くし

ている。 

 NJC との交流・小笠原研修・河川調査活動は本校 SSH 事業の大きな柱であるが、毎年前年の反省をもとに再

検討を重ねており、プログラム自体も充実してきていることを感じている。 

 

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。 

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

究活動へのモチベーション向上に有効である。 

 

② 研究内容・方法・検証 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 SSH成果の対外的な報告と評価 

 今年度は、国内での発表の機会として SSH生徒研究発表会・SKYSEF・JSEC・JSSF・WaISES 等に参加

した。海外では MWITS Science Fairに参加した。予定していた APCYS は開催日程が定期試験日程と重

なり、参加できなかった。 

  

③ 検証結果 

校外での発表の場を経験した生徒が、それをきっかけに様々な点で成長を見せるということは多い。例えば

第 2 部 Fig.3-15、Fig.3-16、Fig.3-19、Fig.3-20 を見ると、参加した生徒（研究発表・コンペに参加した生

徒、スタッフは除く）たちが WaISES に参加してどのような獲得感・達成感を抱いているのかがわかる。Fig.3-

15 によると「本当に」「経験」「良い」「たくさん」といった線で結ばれていない大きなバブルとともに、「辛

い」「取り組む」という単語を軸として「高い」「レベル」「プレゼン」「論文」などが連なる塊が存在して

いることは、多くの生徒が「他の研究のレベルの高さに驚きつつも、参加してよい経験が得られた」という意

見を持っていることがわかる。海外生徒では少々傾向が異なり Fig.3-19 を見ると、一般的に「楽しかった」

「参加してよかった」「感謝の気持ち」に終始していることがわかる。 

このように、対外的な発表の場に参加することは、自分の研究を見つめる・評価を得る意味でも、多様なア

イデアを得る意味でも重要である。 

いずれにしても、仮説は妥当であることが言える。 

 

3.1.5 SSH成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究 

①仮説５ 
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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。 

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

 

②研究内容・方法・検証 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

 本学院主催 SSH 報告会の実施 

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

詳細は 2.5.3に述べている。  

  

 Web教材の作成 

 昨年、本校 SSH 事業の Web サイトを全面改定した。今年度はさらにコンテンツを追加した。特に強

調したい点は以下の２つである。 

 9年に渡る小笠原研修の歴史をたどるサイト29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、8 年に渡る NJCとの交流をまと

め、Weｂ上で公開した。 

 著作権上問題がないオリジナルな教材については Web 上でダウンロードできるようにした。特に、

WaISES30と藤田小との交流の紹介31でご確認いただきたい。 

 

 連携活動を通した SSH 成果の還元・敷衍 

 本校は地域連携の中で、市民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するとともに科学の楽しさを伝える授業

を展開してきた。 

 

 こども科学教室の実施 

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

 

③ 検証結果 

 本校は SSH 元年である 2002 年度から指定されている最古参校である責任を自覚し、事業題目として「今ま

で積み重ねてきた SSH 成果の敷衍普及」を掲げた。その目標に対し、当初印刷物や Webにまとめた配布・公開

を考えていたが、実際にはあまり手ごたえがつかめなかった。 

 Web はネットワーク時代における情報発信の主たる手段であるが、教材や教育メソッドの普及手段としてど

れだけ機能しているかは疑問である。良いコンテンツが利用しやすいようにパッケージ化されていても、多く

の人が利用するということは少ないのではないか。書籍も手元に置くことができ、Web と違ってネット環境が

なくても読むことができるという利点があるが、Web同様に送られてきたものを熟読するかというと、実際は

そのような場合は少ないだろう。 

 この間、結果として成果普及のための一番手ごたえがある手段は、地域における市民との地道な活動である

ことがわかってきた。年 2回程度の講座でも興味を持てばリピーターとして聞きに来てくれる。こども科学教

室も同様で、面白ければリピーターとしてまた来てくれる。実際に、リピーター率は極めて高い。藤田小の講

義では、Fig.2-9が小学生に与えた効果を示している。 

本仮説は妥当であると言える。 

 

3.1.6 教育効果の評価システムの研究 

① 仮説６ 

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。 

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

が、定量化・因子抽出などの技術を用いることにより効果的に評価をすることが可能になる。 

 

② 研究内容・方法・検証 

 上記仮説の検証のために実施した研究とその概要は以下の通りである。 

                                                      
29 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ogasawara/ogasawara.htm 
30 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/ 
31 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm 
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 教育効果の評価方法の検討 

 アンケートやプログラム効果の評価をより客観的にするためにルーブリックチャートを導入するこ

とは以前より行ってきた。昨年度より導入しているテキストマイニング・主成分分析の手法を用いた

分析を行った。 

 

④  検証結果 

 教育効果の客観的・数値的な判断は難しい。どうしてもアンケート質問紙に頼らざるを得ないが、それで

あればアンケート質問紙の分析がより客観的・数値的になるように工夫するしかない。そのように考え、ル

ーブリックチャートとともに、アンケートの自由記述をより視覚的に分析する手法としてテキストマイニン

グを取り入れてみた。このことにより、なかなか視覚化できないアンケート回答における単語間の関係がわ

かるようになった。このことは、特に自由記述内容がカテゴリーによってどう傾向が異なるのかを調査する

ときに有効であることがわかった。例えば、第 2 部 Fig.3-25を見ると、国内生徒と海外生徒の間における英

語表現の差が一目瞭然である。この分析から、日本の英語教育における必要な教育内容の一端が見えてく

る。 

 このように、仮説は妥当である。 

 

3.2 実施の効果とその評価 
 今年度の SSH 事業は、基本的に例年同様の形でほとんど滞りなく実施された。変化があるとすれば、「こ

れがデータ分析だ！」「世界の環境問題を考える」の２つの輪講を設置し、より身近に科学を感じ、環境へ

の問題意識を持つ試みをしたことである。特に、後者では思い切って講義・質疑ともにすべて英語で行った

ことに意義を感じている。参加生徒は 3回とも 15名程度であり、3回とも若手研究者によるかなりレベルの

高い内容であった。恐らく参加者のほとんどは内容を理解できていなかったろう。そもそも専門用語がま

ず、わからない。それでも、このような試みは、英語でのプレゼン、英語での論文作成とともに今後、あた

りまえのこととして機会を増やしていかなくてはならないだろう。 

 

４．SSH中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況 
 指摘事項 1：「現在までの取組は学校全体での取組となっているとは言えないことから、その原因分析

を行うとともに、分析結果を踏まえた早急な改善を図ること」 

 上記の指摘を受け、本校では専任教員全体の SSH事業に関わる Effort 値を定義32し、計算した。この調査

では SSH 特定の教員が関わっていることがわかった。一方で、本校なりの特徴がある。本校では基本的に

SSHプロジェクトの引率は SSH 委員が主体になっている。これは、SSHプログラムでは専門性やプレゼン等の

指導力が必要となることを考えてである。その教員が不在の間、発生する部活動や委員会活動等校務分掌、

代講の負担は SSH事業に直接関わっていない教員が担っている。また、倫理で科学倫理を扱う、国語で科学

評論文を扱う、家庭科や体育で栄養や運動機能をより科学的な視点から扱うなど、他教科が科学教育に関わ

る努力をしてきた。 

 とはいえ、SSH事業を効果的に進めるためには、教員が自分の学校の SSH 事業を理解した上でより積極的

に関わる姿勢が必要である。SSH 事業を進めるにあたって、いろいろな教員がそれぞれの持ち味を生かし、

積極的に関わることが必要である。今まで本校は上記のような教員の関わり方をしてきた。このことを踏ま

え今後は「情報交換」「引率負担分担」「会議・懇談会」に関わった時間、授業でも SSH を意識して科学の

話題を積極的に扱った時間も Effort 値として改めて定義し、数値化可視化する努力を行い、その平準化を目

指している。 

 ただ、例え結果として多くの教員がなんらかの形で SSHを裏側から支えていたとしても、SSH活動の理解

の面では反省点があったと思われる。そのことを踏まえ、教諭会や始業式終業式等の場で、SSHに関する生

徒の活躍やプログラムの計画・様子を報告し全校でそれを確認するとともに、生徒の変化の様子を情報交換

するように努めてきた。このことにより、教員間の SSH 事業に対する理解は以前に増して深まっていると思

う。 

  

 指摘事項 2：「教員相互の授業参観など指導観の相互理解のための取組を行うなど、教員の意識や指導

力の向上を図ること」 

                                                      
32 この場合の Effort 値の定義は「SSH プログラムに費やす時間の、全勤務時間に対する割合」 
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 本校ではほとんどの教員が学会に所属しており、研鑽を行っている。また紀要「教育と研究」を年 1回発行

しており、教員相互にお互いの専門領域や研究内容を知っている。また、教諭会の場で「今度、このような授

業を行いますから、よろしければ参観して下さい。」という案内が少ないながら時折ある。 

 ただ、そのような高い専門知識や授業法をより効果的に情報交換する余地は残されていると考えられる。こ

の指摘の後、早稲田大学教員学生の Portal サイトである CourseN@vi 上に参観授業の案内、および相互評価結

果を共有できる「教員スペース」を設けた。また、教員の専門性を活かし、特別に講師を外部から招かなくて

も手軽に行う特別講義「これがサイエンスだ！」を 25 年度から、「これがデータ分析だ！」を 26年度から輪

講の形で開始した。手軽に行うべく、朝の授業開始前の短い時間でも行っている。他教員が聴講したり、チー

ムティーチングを行う場として活かされ効果を上げている。 

 

 指摘事項 3：「理系分野への大学進学者が減少するなど、理系人材育成に課題があることから、その原

因分析を行うとともに、分析結果を踏まえた改善を図ること」 

 Graph5-1に見るように、本校の理工系学部進学者数は必ずしも増えているとは言えない状況にある。2013

年度に回復したが 2014年度は漸減した。一方で Graph0-2によると修士以上の進学者数は漸増している。SSH

指定以降、プログラムに深くかかわった者は成果発表等厳しく指導されるため、よくわからず進学する生徒

もいた時代から、ある程度理系への適応の手ごたえをつかんだ状態で進学する生徒が多くなったのではない

かと判断している。学部進学後のミスマッチが少なくなっていると考えている。 

 しかし一方で、生徒の科学に対する才能を広く見出す・あるいは大事に伸ばすことは必要である。すそ野

を広げることにより、進学後に才能を開花させる人材を増やすことにつながるとともに、本校学内でも進学

学部のバランスをとる必要があるため、理系進学者を増やす努力が必要である。 

 理工学術院からは「特に理系女子を増やす協力を惜しまない」との回答を得ている。大学教務部との連携

を強化し、相談を重ねている。キャリア教育にも力を入れており、生徒が参加している SSH成果報告会にお

ける積極的な OB・OGの協力要請（昨年、今年とパネルディスカッションを実施）、理工系に特化したキャリ

ア教育の試みであるスプリングセミナーを開講した。 

 

 指摘事項 4：「生徒が行う課題研究については、現状では教員の視点（関心）に基づくものに偏ってお

り、これを生徒の視点（関心）に基づく自主的な科学的探究活動を促進するものに改善し、より深化・

発展させること」 

 本校における SSH探究活動のフィールドは大きく 3つに分けられる。１つは、全生徒が取り組む卒業論文

である。ここでは生徒個人個人がテーマを探し担当教員のもとで探究活動を行う。まったくの教員の専門外

では指導できないので、教員は予め生徒に担当できる領域の案内を提示している。テーマ設定は生徒の意思

でなされている。2 つ目は、SSH 部による活動である。SSH 部では年度当初生徒教員でディスカッションし、

その年のプロジェクトテーマを 5本ほど決めている。探究活動は長く行う必要があるため、先輩から歴々と

継続しているものもある。3 つ目は特別プロジェクトとして年度当初公募されるテーマである。「河川研究

班」「水力発電班」「麹研究班」などである。ここではある程度活動を明らかにして募集するため、探究活

動のテーマはある程度確定される。 

 本校では、この指摘を受け改めて校内で検討を重ね、広い里山のキャンパスを活かしてオリジナリティか

つ独創性の高い探究活動の素地を作ることを目的とした「大久保山学」を立ち上げた。現在、生物科・地理

歴史科等の授業内で展開されているが、さらにシステマティックにするため、2015 年度新入生からは総合学

習としてカリキュラム化することを決めている。 

 

 指摘事項 5：「高大連携の取組は行われているものの、高大接続に向けての高等学校と大学との間の組

織的な取組が不足していることから、大学の付属校としての強みを生かした取組の改善を図ること」 

 本校では、大学との連携活動として多くの講師を招いて行うサマーセミナー・進学セミナーを実施すると

ともに、特に SSH活動では理工 3学部説明会・研究室訪問・実験教室を行ってきた。研究室訪問の効果は大

あり、今年度はたとえば 2014 年度では、物理学科の研究室を訪問した学生のうち 8 人が物理学科・応用物理

学科に進学する、という大きな実績を残している。 

また、SSH部や卒論の探究活動において研究室の指導や実験設備の協力を得るということを行ってきた。河

川調査班活動では長く研究室の指導を受けている。WaISES では、早稲田大学オープン教育センターの全面的な

協力の元、英語科学論文教材を制作した。ただ、附属として大学との有機的な連携という点では印象が弱い感

は否めなかった。また、同キャンパスにあった大学院研究施設が撤退したため、研究室との連携も以前よりは

しにくくなっている。 
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 この件は指摘を受ける以前から、地理的に大学から離れている本校の案件でもあった。これ以降、大学教務

部と密な打ち合わせを繰り返している。現在検討を考えているものとしては「卒論マニュアル改訂作業におけ

る大学の協力を得る体制づくり」「卒論指導における大学の協力を得やすくするシステム作り」「特に大学院

生 OB・OGとの連携を得るシステム作り」である。 

 

 指摘事項 6：「運営指導委員会を外部評価を行う機関として位置付けるとともに、構成員に教育評価の

専門家など、教育改善に資する指導・助言を行うことのできる委員を含めること」 

 本校では、21 年度に再指定に向けてのヒアリングの際、審査官から「運営指導委員が学内教員で構成され

ているが、多様な意見を得るため、学外からも委員をお願いすべき」という指導を得た。それを受け、22年

度再指定時に 5 名の学外の方に運営指導委員をお願いし、学内指導委員会・学外指導委員会と２つの委員会

体制で、多様な意見が得られるようにした。2011 年度に 1名の方が辞退、2名の方の追加を行った。この度

の中間評価を受け、教育評価・教育現場に詳しい東京学芸大学教育学部新田英雄教授に委員をお願いした。 

 

５．校内における SSH組織的推進体制 
5.1 SSH推進組織体制 
 本校 SSH事業は以下の体制で行われている。 

 
 

 

 

 

 
 

 SSH 事業では国際交流が必須であるため、平成 14年の SSH 指定以降 SSH 委員会の負担軽減と理系文系問わ

ず広く交流関連業務を扱うために、国内外交流委員会を設置した。SSH業務の中で、WaISES 等の国際シンポ

ジウムや海外校との交流時に国内外交流委員会へ役割分担を要請している。SSH委員会は学院長＋教務担当

教務 2名＋理科 3名＋情報科 1名＋英語科 1名＋数学科 1名で構成されるため教科が限られる。国内外交流

委員会は教科を限っていない。このことは結果として、多くの教員が分掌として国際交流に携わることにつ

ながっている。 

 進路指導委員会とは、特にキャリア教育に関わる部分での連携を密にしている。今年度実施した理系女

子・理系男子増加を目指したスプリングセミナーは進路指導委員会の発案・コーディネートである。 

 学年とは、SSHクラス編成の検討・SSH成果報告会の生徒動員・キャリア教育プログラム・学年行事等の連

携を行っている。 

SSH委員会より委員会・
学年への要請等

学校としての事業に関す
る統括・裁可

教務部からのアドバイ
ス・指導
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学院長・教務担当教務
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国内外交流委

員会

他委員会

特に進路指導
委員会
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生徒 教員 保護者

募集・連絡・案内・評価 フィードバ

ック・要望 



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５年次 

 

 73 / 125 

 

 

 

5.2 SSH担当以外の教員の理解・協力を得るために行った取組 
 特に中間評価以降、以下の取組を積極的に行った。 

(ア) 教諭会での SSH 計画・プログラムに関する報告（委員会等報告）、特に生徒の活躍の報告 

(イ) 始業式・終業式での生徒の活躍の報告 

(ウ) SSH新聞・WaISES TIMES・これがサイエンスだレポート等実施報告のプリントの配布 

(エ) SSHの Webサイトの充実（SSH プログラムの様子や生徒の活動の様子をそれ以前よりも見えやすいよ

うにした） 

(オ) 電子掲示板を用いての SSHプログラムの案内 

 特に（ア）は資料も充実させ、すべての教員が具体的なイメージと参加生徒が把握できるように心がけ

た。 

 

６．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 
6.1 研究開発実施上の課題および今後の方向 
① 男子のプログラム参加率向上 

 男子の SSHプログラム参加率の低さは 2007 年の本校共学化以来の悩みである。例えば、今年度のシンガポ

ール研修、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。WaISES のチームメン

バーは 6 名ぜんぶ女子であった。バディ・スタッフも全 29 名中男子は 7 名だけである。本校では、このよう

な研修プログラム参加者は公募が基本である。その時点で女子の応募者が圧倒的に多いのが実情である。 

 

② 理系進学者を増やす努力の継続 

 2013年度の理系進学者増から今年度は漸減した。一方で、第一部 Graph0-2に見るように大学院生の漸増

のデータもある。SSH指定以来、理系を希望する者が指定以前よりも様々な科学の話題に接することができ

る機会が増えた。そのことが知らぬ間のキャリア教育につながっているものと思われる。学部進学後のミス

マッチは少なくなっていると思われる。その上で、科学者の素養を持った生徒の才能を開花させるため、理

系進学者を増やす努力は必要である。 

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。 

 

6.2 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 では昨年度 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 9年間・NJCとの交流の 8年間の成果をま

とめた。また、いくつかの教材もダウンロードできるように公開した。 

 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。 

 

❹ 関係資料 

 
付録 1 学部進学先の推移 
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Graph 5-1  

2009～2014理工系学部学科進学者の推移（合計については、右側第 2軸を参照のこと） 

 

付録２ 教育課程表 
２０１４年度（平成２６年度）入学生 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Ｂ  ２ ３   

古典Ｂ  ２ ２   

地理歴史 

世界史Ｂ ２ ２    

日本史Ｂ  ３    

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    
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数学Ⅲ     ５ 

数学Ａ ２     

数学Ｂ  ２    

理科 

物理基礎  ３    

物理     ３ 

化学基礎 １ １    

化学  １   ２ 

生物基礎 ２     

地学基礎   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     

コミュニケーション英語Ⅱ  ４    

コミュニケーション英語Ⅲ   ３   

英語表現Ⅰ ２     

英語表現Ⅱ  ２ ２   

英語Ⅲ    ２  

家庭 家庭基礎 ２     

情報 情報の科学 １ １    

総合的な学習の

時間 
総合的な学習の時間 １  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   

Table 5-1 

 

備考  

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

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

ばならない。 

 

 別表１－２ 選択科目 

教科 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、日本生活文化史、アジア学入門、日本中近世史 

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、政治学基礎演習、国際関係論基礎演習 

数学 

▲数学Ⅲ 応用確率統計、解析学入門、文系のための数学Ⅲ、記号論理学入門、数 

理生物学入門、物理・工学のための数学入門、複素関数論入門、微分方程式入門、数

学Ⅲα、数学Ⅲβ、数学Ⅲ（文系） 

理科 ▲物理、化学 地球環境、農業と環境、食品と化学、科学リテラシー、生物、生物化学 

芸術  デッサン、陶芸、ア・カペラ、合唱、石膏像のデッサン 
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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、Intermediate English 

家庭  食文化 

情報  情報と映像、情報と文化、情報サイエンスⅠ、情報サイエンスⅡ 

Table 5-2 

 

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は５単位、物理は３単位とし、それ以外は１科目当たり２単位と

する。 

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。 

 

 別表１－２ 選択科目（※「SSH」はやや高レベルな内容） 
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Table 5-3 

 

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 

 

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  

オブザーバー：村上公一、本間敬之，本田恵子，井上文人 

委員：大石進一，菅野重樹，竹内淳、加藤尚志、山中由也、神蔵正、輿治文子、滝川洋二、長谷部孝、吉

田正 

高等学院：山西学院長、橘孝博，加藤徹，多ケ谷卓璽，中島康、有澤哲郎、原光一郎，中山匡、柳谷晃、

竹田淳一郎、加藤陽一郎，小川慎二郎，神代瑞希，高橋圭三、中村仲 

本庄学院：吉田学院長、影森徹，半田亨、矢野健治郎，望月眞帆、山崎賢一郎、真野達也 

４． 記録者 真野達也（本庄高等学院） 

５．議事録 

 

凡例：＊運営指導委員、△高等学院委員、□本庄学院委員 

本庄学院吉田学院長 

開会あいさつ 

本庄学院は 2002 年より第一期より指定を受けている。今年度は第 3 期の最終年度になる。昨年 11 月に成果

報告会、12 月には WaISES を開催した。それを受けていろいろ課題もあるが、再申請を考えている。本日は

たくさんの先生から我々の取り組みに対してご指導いただければ幸いである。 

 

資料確認 

 

高等学院 SSH 事業報告 

 

本庄高等学院事業 SSH 報告 
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質疑 

 

＊（本庄学院 WaISES 論文集に関して）とても高校生が書いたと思えない論文である。 

最近の英語の語学講座は問われたことに反応する条件反射に期待するものが多い。授業の中で、特に実験をネ

ィテブに指導してもらうのはいい機会である。近隣の海外の学生と英語でコミュニケーションをせざるを得な

い状況を作るのは素晴らしいことである。私立と公立・国立の違いを同時に見たとき、国立は海外との交流が

容易である。私立はどうしてもやりにくいところがある。両校には入試がないメリットを生かし、アメリカ英

語のまねではなく、英語を使わざるを得ない状況を作り、教育をしてほしい。 

 

□アメリカ版の Yahoo の知恵袋の文章をまねさせることを指導した。早稲田大学グローバルエデュケーショ

ンセンターの協力を得て、指導している。その上で、最後は英語の先生にチェックしてもらっている。 

 

△ネィテブ教員と組んでやっている。ネィテブも理数の専門家なので、自分で科学を教えられる。生徒に好評

なので今後も続けたい。 

 

＊同じ世代の子と接触させて刺激を受ける、それを継続することが財産になる。3 割 4 割の子がそういうネッ

トワークを作れれば成功という程度の見方でどんどん継続してほしい。大事なのはどうやって自分がやったこ

とを相手に伝えるか。このような機会には、コミュニケーション能力を身に着けたい人は文系理系を問わず参

加してちょうだい、というスタンスがいい。国際教育センターに人材があるので、積極的に活用してほしい。

「独創的な研究能力を持つ生徒の育成」は生徒の資質を意識することが重要。七五三の理系離れをなんとかし

てほしい。 

 

＊今の英語の話を聞いていると、そのあと大学に入って実際に大学が提供するカリキュラムとギャップを感じ

る生徒が出てくることが考えられる。いろいろ聞いたところによると、高校でこれだけ密にやられていると、

大学の教育レベルを超えているところがたくさんある。大学に入った後授業が「つまらないな」ということで

ギャップを感じる。このプログラムの延長線上にフォローアップがあるといいと思う。 

 

△生徒は、大学に入るとすぐに最先端の研究ができると思っている者が多い。大学に華やかさを求めている生

徒も多い。地道に紙と鉛筆で研究するという意識を持っている者が少ない。 

 

＊両校でグローバルな人材育成をしている。科学オリンピックに出てしまうと大学の授業が面白くないという

事例がある。しかし、オリンピックで知り合った友達と自主ゼミをしているという事例がある。高校時代に得

た仲間と研究を継続できるという意識を持っていると、大学に続いていく。生徒自身がどんなふうに、自分が

受けたものを感じているのか、がわかるとよい。 

 

＊OB・OG を使った事例をを紹介してほしい。 

 

△SSH 成果報告会では、OB・OG を呼んでパネルディスカッションをしている。高校時代に SSH 活動でどの

ような経験をしてどこが良かったか、どこが嫌だったか、をディスカッションさせると、「自分で何かテーマ

を探して乗り越える力がついた」という生徒が多い。今回、呼んだ OB に英語でスピーチをさせたらちゃんと

できた。高校 1 年の時に参加した SSH プログラムで悔しい思いをし、その後も SSH プログラムに参加した

ために英語が身についたと言っている。 

 

□SSH 活動を共にする仲間に対する意識付けは大事。SSH 活動を経験した者は、ドクターに進むケースが多

い。それをデータとして示したい。 

 

＊その話に共感するところが多い。大学１・2 年をどう通過させるか。SSH 活動をした生徒で、大学でくさっ

てしまう学生がいることはしかたない。自分が大学にいたときに、見慣れない学生がいつもいるということが

あった。ゼミ生に、その学生のために机を置かせたらそのままいついてしまった。よく聞いたら大学の先生の

子供で、大学生活では研究室が大事だと教わっていた。高校時代にそういう植え付けをしておいて悪いことは

ない。 
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□AO 入試や中学入試をする生徒は SSH をよく意識している。そのような生徒を育てたいと思っている。本

校では理科室を開けっ放しにして自由に這入れるようにしている。理科が身近なものであるということを意識

させることも必要。 

 

＊12 月に SSH 発表会にうかがって、かなり面白い研究をしている、楽しそうだなと感じた。かなりの生徒が

地学オリンピックにチャレンジしている。一つ取り組むと、ほかのことに対しても取り組み方がわかってくる。

学校としてみんなが挑戦しやすい環境を作ることが重要。校舎も、みんなで放課後残って研究している様子が

見える。そういう生徒に問題意識を持たせて研究させる、そのプロセスは学校全体としてどのように組まれて

いるのか？その課題が本当に面白いものなのか、教師はどのように工夫しているのか？ 

 

□全員が卒論を書くので、文理を分けて論文の書き方を教えて、総合学習でアプローチの仕方を教えている。

担当教員が 10 人程度の生徒を持っている。卒論ではもちろんレベルの低い者もいる。いい研究を出すために、

それぞれの科が他の仕事にも頑張っている中で、その数を増やすことは容易ではない。卒論があるから、課題

研究やりたい子にはやらせやすい。中学部ができてから 6 年かけてゆっくりできる。中学ができた効果は高

い。 

 

△本庄の場合は、4 月の段階で教員がテーマを設定する。卒論では担当教員と生徒が一か月くらいかけてテー

マを絞らせる。 

 

＊卒論にはかなり専門的な中身が入っている。高校の教員には限界だなという場合がある。高校の教員が生徒

の問題意識をしっかりつかんで大学の教員に相談する、アドバイスのシステムができることが重要である。指

導するのは高校の教員が中心だが、その先生をサポートするシステムができるといい、大学の教員にとっても

自分の研究に近い生徒が入学するということはありがたい。 

 

＊ある高校の SSH プログラムの指導を相談されたことがあったが、それは丸投げだったために断ったことが

ある。高等学院はやったことがないことを一緒にやろうとしているところが好感を持てる。 

 

□丸投げはしないように、できるところまで指導はしたいと思っている。 

 

高等学院山西学院長 

閉会の言葉 

両校の話を聞いて大変有益だった。系統的学習の時代は終わりを見せている。ソフトの部分がクローズアップ

されている。体系的な知識の蓄積では済まない時代である。ハードからソフト、ハードとソフトという時代に

変わりつつある。まだわからないものを見つける作業は、大勢の人と話し合う中で初めて出てくる。教員には、

文化祭をマニュアル通りきちっとやってうまくいったね、というタイプと試行錯誤で生徒と一緒に一生懸命一

緒にやるというタイプがいる。新しいものを作る中において、あまりにマニュアルにしたがって答えが決まっ

ている先生がいると、それは生徒の発達を阻害する。ともにわからないことを一緒にやるという営み、立場の

違う人と一緒にわからないものを知っていく。そういうものを尊重する学校のシステムが重要である。七五三

の後に１とか 0.5 が来るのではないかと思っている。その意味で、科学では生徒のすそ野を広げるということ

が必要である。ピークを高くするかすそ野を広げるか。そのようなことに関し、これからもよろしくご指導い

ただきたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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５年次 

 

 81 / 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2部 

 

科学技術人材育成 

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 

 

 

❺ 平成 26 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 8 校（各校生徒 3 名、教員 1~2 名）国内 SSH 校 8 校（各校生徒 3 名、教員 1 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・知識の養成を主たる目標とする。 

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26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6名、関われる人

数を増やすことを目的にこのシンポジウムを運営するバディ・スタッフを広く募る。連携校は国内外各8校

各チーム3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「科学英語論文」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 

昨年度行った、一口で科学研究リテラシーと呼んでいる能力の整理、高校生に SSH プログラムとして教

えるべきエッセンスの精選を元に、改めて再確認する。 

 

②科学研究リテラシー教育方策の確定 

上記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

策を再検討する。また、マニュアル化し、英語化を行う。検討した方策に従い、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。 

 

③Web による英語科学論文リテラシー養成教材の公開 

 Web で、上記②の教材を含む、英語科学論文フォームや要項等を積極的に公開し、参考に供する。 

 

④Peer Reviw の実施 

 より良い論文への改良と参加生徒が刺激を受けること、WaISES 中の研究発表の理解につなげることを

目的として、事前にお互いがお互いの論文を見て評価を行う Peer Reviw を実施する。 

 

⑤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)、昨年度の WaISES2013 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
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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。また、論文・プレゼ

ンテーション・ポスターセッション・コンペティション・文化交流については第三者による評価を行い、そ

の結果をフィードバックする。 

 

⑥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。 

 

 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。昨年作

成した、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今年度

はコンテンツを充実させるとともに、若干の見直しを行った。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、査読者の評価が研究活動の改善に活かすことを期待し、各参加者に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 参加者において、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判断できる。本シンポジウムは、22 年度コア枠で開催した 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。 

今年度は「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 Peer Reviw を導入した。しかし、これは様々な事情が重なり、参加校を混乱させ、不徹底に終わって

しまった。論文の第一次提出から Peer Reviw の間の時期的な検討（時間の余裕）が求められる。 

 

③本プログラム全体の評価 

 2 年間の期間を見たとき、概ね効果的にプログラムを進行できたと判断している。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・科学英語論文フォーム・評価シート

の試案を作成し公開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

にも大きな意義があった。 

 また、Table3-1、Table3-2、Fig.3-25、Fig.3-26 のように、教育評価分析により高校生における科学英語

論文指導で留意すべき点、英語指導において留意すべき点が浮かび上がってきたことは副産物であった。 

 

○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、Peer Reviw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

IntroductionとConclusion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 

 

 

 

❻ 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、昨年度・今年度の本事業における各イベントの流れと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、Peer Reviw、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効果を得ているこ

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。 

 

３．日本と海外の科学教育有名校との国際的な交流の場を提供できたこと 

 本校においても、参加校においても、WaISESは人的ネットワークを広げる貴重な機会になったと考える

。生徒にとっても、特にコンペにおけるディスカッションなど、１つの目的に向かって議論する貴重な機

会になったであろう。 

 ② 研究開発の課題   

 課題として以下の点があげられる。 

 

１．Peer Reviwの効果的な実施 

 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、Peer Reviwを導入した。今年度は何も指示せずに行ったが、こ

れが初体験である高校生にとっては、大まかな評価の着眼点を書いたシートを準備した方が効果的かも

しれない。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ながるであろう。また、今年度の反

省から、時間的余裕をもっととらなくてはならない。 

 

２．科学英語論文作成力養成教材の充実 

 実施2年目にして、Introduction、Coclusionを整備した。より充実させ、教材のパッケージとして公

開したい。 

 

３．評価シート・評価方法の再検討 

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。そのためには、アンケート質問紙の内容の精査、評価

方法の充実と評価結果のフィードバックのシステム作りが必要である。 

早稲田大学本庄高等学院 22～26 
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❼ 科学技術人材育成重点枠実施報告書（本文） 

 

１．研究開発の課題 
1.1 研究開発のテーマ 

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 平成 26年度の研究開発の内容 
① 効果的な科学研究リテラシー教育方法の研究 

 科学論文執筆を軸とした科学研究リテラシー教育 

 今年度も科学論文執筆を軸とした科学研究リテラシー教育の方法を開発する。以下の項目②「効果的な高校

生科学シンポジウム展開の研究」でも述べるが、科学論文執筆の経験をシンポジウム活性化に生かせるように

する。 

 

 なぜ科学論文なのか 

 論文を書くことで、先行研究を深く調査し、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」が身につくはずである。そしてその経験は、

他者の研究を深く理解するスキルにも直接つながる。英語での科学論文執筆の力を高めることは、将来、国際

的に活躍できる人材の育成に直結している。。 

 

 ピア・レビューの実施 

特に今年度に試みることは、科学論文リテラシーの増強のために、Peer Reviw を実施することである。Peer 

Reviw とは科学者同士で論文を審査し合うことを言うが、高校生にもその体験をさせることにより、これまで

に全くなかった形式での科学コミュニケーションができる。今年度はその方法の開発および効果の評価を行う。 

本学院では、一般の研究者が行っている「論文採択の可否を決める Peer Reviw」を行うことは想定していな

い。論文の背景や内容のわかりやすさ・妥当性について、事前に感想を言い合うことができるような機会を作

ることにとどめる。各々が攻撃し合うのではなく、わかりやすい表現法を模索する経緯で、Peer Reviw が効果

的になるようにする。また、Peer Reviw をすることによって、執筆者にとっても Reviwer にとっても研究の論

点が明確になるようにする。 

 

 全体的な科学リテラシーの醸成 

 論文執筆以外にも、口頭発表・ポスター発表準備などシンポジウムへの参加準備で行うべき事は多々ある。

この経験を通して、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を本年度も開発する。 

    

② 効果的な高校生科学シンポジウム展開の研究 

 メインプログラム 

 国内外から参加校（それぞれ生徒 30 名程度）を募った中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、中規模なシンポジウムにすることにより、一同が大部分の研究発表

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の検討 

 論文指導方針と評価基準を引き続き検討する。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。今

年度も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。 

 

 Peer Review のプロセスの開発 

 提出された論文は、Peer Review の対象にする。Peer Review では、生徒同士が論文内容やその背景・結果

の意義についてのわかりやすさや妥当性について感想を言い合えるようにする。Reviewer は匿名とし、主催者

側は電子メールにて、その連絡を手助け・媒介する。その際、興味を持つ分野に近い論文を Review させる、

単に攻撃的（否定的）な Review にならないように呼びかける、など主催者側の働きかけも工夫する。 
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 論文集の作成 

 最終的に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。 

 

 シンポジウムの実施 

 12月中旬にシンポジウム（4泊 5日を予定）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。 

 

③事業の評価 

 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。 

 特に、当該年度は、2年間の重点枠事業の 2年目である。そのため、継続実施による効果を評価することを

意識して評価作業を行う。 

 

④運営指導委員会の開催 

運営指導委員会の評価を受け改良点を整理する。 

 

⑤報告書の作成 

 本事業の経過と評価、考察を成果報告書にまとめる。 

 

⑥成果の公表・普及 

 本事業の成果を Web、対外的な報告の場等で公表・普及を図る。 

 

２．研究開発の経緯 
上記の目的の下で、実施した主たるプログラムを以下に述べる。 

今年度の連携校（WaISES 参加校）は以下の通りである。 

 海外校 

 Center for Young Scientists (Indonesia) 

 St. John's School (USA(Guam)) 

 Mahidol Wittayanusorn School (Thailand) 

 Hwa Chong Institution (Singapore) 

 National Lan-Yang Girl's Senior High School (Taiwan) 

 National Taichung First Senior High School (Taiwan) 

 Tzu Chi Senior High School Affiliated with Tzu Chi University (Taiwan) 

 Kaohsiung Municipal Rueisiang High School (Taiwan) 

 

 国内校 

 Ritsumeikan High School（京都） 

 Shizuoka Kita High School（静岡） 

 Waseda University Senior High School（東京） 

 Meijo University Senior High School（愛知） 

 Kumagaya High School（埼玉） 

 Seishin High School（茨城） 

 Tokyo Gakugei University Senior High School（東京） 

 Waseda University Honjo Senior High School（埼玉） 

 

 国内連携校向け事前学習会（8月 23 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
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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、Web33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、Web34上に公開した。同時に評価用ルー

ブリックチャートの検討を開始した。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。 

 

 Peer Review の実施 

より良い論文作成仕掛けづくりの試みとして、今年度より Peer Review を実施することとした。 

専門性の高い論文に対し、それを読みコメントすることは大変なため、ランダムに海外校・国内校そ

れぞれ 1 対 1 の対応を作り、それぞれの論文の Peer Review を担当させることとした。Peer Review

シートを作り、それに記載してもらった。 

記載内容を当該校に返送し、当該者が必要と思われる場合には、論文を書き換えてもらうこととした。

シートをどう扱うかは、強制ではない。 

 

 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35で

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 8 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 16日～20 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フィードバックした。 

 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）・大学生・院生がプレゼンテー

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 17 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 17 日に、参

加生徒の研究報告を見た上で、運営指導委員会を開催した。 

 

３．研究開発の内容とその評価 
3.1 実施内容 
 本事業の経過を簡単に整理すると以下の通りである。2年間の事業であるため、2年分を掲載する。 

年度 日時 内容 

25 年度 4 月初旬 交流のある海外校に向け Invitation Letter の送付、参加可否の打診 

5 月下旬 国内校に向け 1st Announcement の送付 

6 月下旬 海外参加校に向け、1st Announcement の送付。6 校枠のうち 1 校が決まらず。 

8月 25日（日） 国内参加校対象研修会を開催 

9 月初旬 残り 1 枠の海外参加校が決定、全校に 2nd Announcement 送付。生徒スタッフ募

集、体制決定。 

11 月中旬 論文提出締切。論文の Web掲載。 

12月 17日 WaISES 開催、18日運営指導委員会 

                                                      
33 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/ 
34 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/ 
3535 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/、ただしパスワード制限有。 
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～21日 

26 年度 4 月初旬 前年度参加の海外校に対し Invitation Letter で参加を確認。6 校から 8 校へ 2

校枠を増やしたため、新規校に参加の打診。 

5 月下旬 国内の参加校決定。国内外参加校に 1st Announcement の送付。海外の参加校に

ついては、本校と台湾との今までの交流の経緯および SEESの経緯から、2校を台

湾から募ることにし、高瞻計画事務局に依頼。 

6 月上旬 生徒スタッフ募集案内 

7 月下旬 台湾の 2 校が決定。1st Announcement を送付。 

8 月 23日 国内校事前研修会を開催。 

9 月上旬 すべての参加校に 2nd Announcement を送付。生徒スタッフ体制決定。スタッフ

の発案でスローガンを掲げることに決定。スローガンは”Dive into 

Diversity!36” 

10月 25日 論文提出締切。Peer Review の要請。 

11月 15日 Peer Review 提出締切。 

11月 29日 論文再提出締切。論文の Web 掲載。 

12 月 16 日～

20 日 

WaISES 開催、17日運営指導委員会 

 

3.1.1 教員向け研修会 ～実験講習会について～ 

 参加校教員間の情報交換・勉強の場として 12 月 18 日に Teachers’ Session を設けた。自己紹介、4 校か

らの事例報告、Workshop である実験講習会を開催した。ここでは、実験講習会の趣旨と意義について述べる。 

 

１．実験講習会の目的 

いろいろな学校の教員が集まり実験に関する研修会を開くことは日本以外でもよく行われていることのよ

うである。しかし、多くは同じ科目の教員が集まる研修会であり、異なる科目の教員が同じ実験を討論する機

会はそれほど多くはない。 

そこで、どの理数科の教員にもわかりやすく、感激してもらえそうな題材を考え、各自が作って持ち帰れる

ものを用意することにした。 

 

２．磁場の様子を体感できる検知器 

 磁場の様子は磁力線で表すが、人間がその磁力線を感じるには磁石を近づけるか、電流が受ける力を観察す

ることが多い。しかし、どの向きにどれくらいの力が加わっているのかを知ることは困難であり、力の代わり

に LEDなどを点灯させる実験が主流になっている。 

 そこで今回の研修会では、100ターンの円形電線を作り、ファンクションジェネレータで作った振動を、ス

テレオアンプで増幅した交流電流を流し磁場を作った。その磁場の様子を知る装置として、ボルトにホルマル

線を巻き付けたコイルに、携帯電話用のバイブレーターと、共振用のコンデンサーをつけたものを使用した。 

 

３．磁場の体感 

 教科書に記述されているように、円形電流が作る磁場はその内部ならばどこでも同じ強さで同じ向きを向い

ているのであろうか？こんな疑問は誰しも持つものである。そこで、今回は自作の「磁場探知機」を使用し、

手ごたえから、その答えを導いていただくことにした。 

 

４．教員の反応 

 今回参加している教員はみな好奇心旺盛で、手ごたえで磁場の様子を観察できることがわかると、次には共

振周波数を変える人も出てきた。このことは我々も想定していたので、オシロスコープを教員の数だけ用意し

ておいた。中には、コイルの巻き数を変えたり、周波数を変えるなど、学生に戻って楽しんでくれた人もいた。

高価なものは何も使わず、高校の教科書から少し背伸びする程度の教材はどの参加校でもほしがっていた様子

で、国に戻ったら早速作ってみたいと言ってくれる人もいた。また、物理の教員のみならず数学や化学など他

の教員が興味を示してくれたことは準備した側にとってたいへんうれしい結果であった。教科や科目の壁を越

え、誰にでもわかる科学教育はどの国でも目標とするところである。 

                                                      
36 「多様性の海に飛び込め！」という意味を込めている。 
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Science for All. これからもこの言葉を忘れずに、多くの国の教員と交流を続け切磋琢磨すべきであると

改めて感じた。 

 

3.1.2 コンペティション 

１．コンペの目的 

「なぜ理科を勉強しなければならないの？」、「難しい数学が何の役に立つの？」などの学ぶ側から湧き出

す疑問は、教える側に教育を見直す大変良い機会を与えてくれる。前回に続き今回もコンペを開催することに

したのは、このような疑問にストレートに答えを与えたいと思ったからである。 

そもそも、子供たちがこのような疑問を持つのは、学校で学んでいることと日常生活との関連性が見えず、

学んだ知識や経験を生活の中で生かすことができていないからだと考えられる。なぜこのような疑問を持たせ

てしまうのか。それは、普段の授業の目的が教科書に書いてあることを理解させ覚えさせることになってしま

っているからではないだろうか。 

では、どのようにしたら、「なぜ理科を勉強しなければならないの？」という疑問に答えられるのだろうか。

その答えの一つは、心理学者のニハイ・チクセントミハイ（Mihaly Csikszentmihalyi）が提唱している「フ

ロー理論」に基づいた授業を構成することであると思われる。フローな状態とは、「忘我の状態」である。つ

まり、我を忘れて何かに没頭している状態をさす。人をこの状態にさせるには、その人にあった明確な目的や

環境を与える必要がある。そして学習指導要領にもあるように、個々の知識や能力に応じた観察や実験などを

させ、その結果を分析し解釈して自らの考えを導き出し，それを人に伝え議論する状況を作ってあげることで

ある。この過程を楽しんだ子供たちは、全身を使い、頭を使うことに楽しさを見出し、いろいろな事柄にそれ

までの経験をあてはめ、思考し判断し表現するようになる。そして、直面する課題に果敢に取り組む姿勢が身

についていく。まさにこれは、文部科学省が目指している生きる力が身につける有効な手段である。この力が

身についたと実感することで「なぜ理科を勉強しなければならないの？」という疑問の答えを知るのである。 

このようなことを念頭に置き、コンペを立案した。困難に立ち向い、考える楽しさや作る楽しさ、討論する楽

しさを経験し、将来の人生に役立てられるようないろいろな力が少しでもついてくれたらこのコンペは成功と

いえる。満足感や充実感が得られれば、これが科学の始まりとなるのではないだろうか。 

 

２．コンペの設定 

 今回のコンペのテーマは、大型飛行機である。身近にある材料を使い、規定に沿った飛行機を作り、飛距離

を競うものである。参加者は、事前に各班 4 人で 13 のチームに分けておき、には以下のミッションを与え、

昼休みを含め 6 時間で製作してもらった。 

① 競技 

ア） 階段から投げ下ろし、止まった地点を飛距離とする。飛距離が長いチームが優勝。 

イ） フラットな廊下で投げ、止まった地点を飛距離とする。飛距離が長いチームが優勝。 

② 飛行機の規格 

・主翼の長さは 80cmから 90cmとする。 

・与えられた材料のみで作る。 

・モータなどの動力はつけてはいけない。 

③ 材料 

発砲ポリスチレン板 900×450×5mm 5枚 

はさみ、カッターナイフ、両面テープ、カッティングマット、１ｍ定規、 

胴体部の設計図（翼は各班で設計）、重心調整用のボルトとナット、筆記用具 

④ パソコン 

インターネットが自由に使える環境を用意し、翼の設計や揚力を出すための工夫など先人の知恵を利用でき

るようにした。しかし、事前に我々が調べた限りでは今回と同じコンペは開催されていないため、紙飛行機

や大型飛行機の揚力に関しての話は検索でヒットするが、１ｍ前後の飛行機の製作方法の詳細は見つからな

いことがわかっている。紙飛行機や大型飛行機の理論がどこに使え、どこで使えないかを知ることも大切な

学習だと思い、パソコンの使用を認めることにした。わからなければすぐにネットで検索してしまえという

安直な考えでは新しい課題へは取り組めないということも知ってほしかった。 

⑤ 製作環境 

日本人ばかりのグループになることはさけ、異なる学校からの 4人でグループを編成した。理科実験室の 4

人掛けの机をそれぞれのグループに与え、基本的にはそこで活動させた。昼食は決められた時間にとり、そ
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れ以外はグループごとに時間配分を考えさせた。理科室にはコンペスタッフが常駐し、参加者の要望に応え

られる体制を作った。 

 

３．競技会 

 ア）イ）ともに、各班は 2 回飛ばすことができる。静止した飛距離とする。2回投げたうちで、飛距離が長

いほうをそのグループの飛距離とする。 

   

以上の内容でコンペを実施した。製作過程や競技会では、それぞれの生徒が試行錯誤を加えながらグループ

内で議論し、飛行機を作り上げる様子がみられた。 

 

3.2 英語力と WaISES 
WaISES 終了から約一か月が経った 1 月 26 日、スタッフとして参加した本庄高等学院の 1～2 年生を対象

に事後アンケートを実施した。時期的に、3 年生と一部の 1～2 年生には実施できなかったが、1 年生 11 人、

2 年生 11 人から回答が得られた（参加した WaISES スタッフは、1 年生 14 人、2 年生 15 人、3 年生 7 人）。

またアンケート結果の 4 にあるように、WaISES におけるどの役割の生徒からもアンケートを取ることができ

た。 

 今回のアンケート結果から、非常に多くの生徒が「英語への興味」から WaISES に参加していることが分か

る（アンケート結果 3）。そして実際に WaISES 期間中に多くのスピーキングやリスニングをこなすことで、

それらの能力が伸びたり自信がついたりしたという声も多い（アンケート結果 5、10）。しかし、１週間のシ

ンポジウムでつけられる英語の能力には限りがある。そこで重要となってくるのが、こうしたシンポジウムを

軸として行う事前・事後の学習活動である。その点で、WaISES 終了後一か月を経た時点で、多くの生徒が新

たな英語学習を始め、継続していることは特筆すべき点である（アンケート結果 11）。WaISES を経験し、自

分の英語力と必要となる英語力のギャップに気づくのは良くあることだが（アンケート結果 7、14）、そうし

た動機が新たな学習行動に実際に繋がっているのは、WaISES の大きな教育効果である。 

事前の学習活動も重要である。実際にアンケート結果 6 を詳しく見てみると、WaISES において自分の

Speaking 力が十分だと感じた生徒のうち、帰国子女ではない生徒の全てが事前に司会などの準備を重ねた生

徒や、これまで SSH のプログラムに参加した経験のある 2 年生であり、WaISES に至るまでに「前段階」が

あることが分かる。 

また今回のアンケート結果から、この事前学習活動で最も焦点を当てるべき項目が語彙指導であることも

分かった。WaISES 期間中に最もつまずきを感じた項目として、多くの生徒が Vocabulary を挙げた（アンケ

ート結果 6）。アンケート結果の 7 の自由記述でも自分の英語力に関して語彙不足を挙げた生徒が一番多い。

また、WaISES 終了後に新たに始めた英語学習でも、語彙の学習を挙げた生徒が最多であった（アンケート結

果 11）。このことから、事前の語彙指導が今回のような「実践の場」で非常に重要であることが分かる。 

語彙指導とは言っても、ただ闇雲に語彙サイズを増やせばいいというわけではない。語彙には深さ（個々の

単語の知識が様々な文脈に対応できるレベルになっているか）や運用レベル（語彙処理プロセスが活性化、自

動化されているか）、使用される分野など様々な面がある。WaISES のような場では、日常的な会話に加え、

発表される科学分野の語彙が必要となる。日常的な会話には既に持っている語彙の運用レベルを高める指導、

発表される科学分野関連の理解には、事前に関連した文章に目を通させるなどの指導があれば、今回のような

シンポジウムにおける生徒のつまずきを大幅に減らすことができる。 

WaISES のようなシンポジウムには、「実践の場」に生徒を放り込むことでその後の生徒のやる気を引き出

す役割と共に、生徒が事前準備や学習を行うことで、本番でのつまずきを最小限に抑えて、一定の達成感を味

わう場としての役割もある。事前学習を充実させることで、こうしたシンポジウムが「自分の英語でも十分や

っていける」といった英語への親近感や達成感を得られる機会であって欲しい。 

 

【参考】WaISES 事後アンケート結果（2015 年 1 月 26 日実施、回答数 1 年生 11 名、2 年生 11 名） 

1. 海外経験： 

①海外経験３年以上（帰国子女） ②海外経験１か月以内 

6 16 

 

2. 英語力 

①初級（英検３級くらい） ②中級（英検準２級～２級くらい） ③ 上級（英検準１級～１級くら

い） 
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3 16 3 

 

3. WaISES に参加した主な動機を以下から選び、○をつけてください。（複数回答可） 

 

4. WaISES における役割と具体的な仕事内容：（延べ人数） 

WaISES における役割 回答者 参加者 

プレーヤー 3 6 

国内バディ 4 6 

海外バディ 9 16 

取材班 5 6 

コーディネイト班 6 6 

メディア班 2 3 

司会班 5 7 

 

5. WaISES に参加中、最も使用した項目を下記の中から上位２つ（◎が最も使用したもの、○が次に使用した

もの）を選び、それぞれ記号を記入してください。また、どのような場面で使用したのかを簡単に書いて下さ

い。下記とは別の項目が必要な場合はその他に項目を追加して記入してください。（◎を 2 ポイント、○を 1

ポイントとして集計） 

Reading（資料などの読解力） 1 

Listening（発表者や交流での聴解力） 23 

Speaking（発信や発言する際の英語力） 30 

Writing（事前に準備する原稿などの作文力） 4 

Vocabulary（読解や聴解における語彙力） 4 

Grammar（読解や聴解に必要な文法力） 0 

その他（              ） 0 

 

6. WaISES に参加中、下記の項目の中から最も困難を感じた項目を２つ（×が最も困難を感じたもの、△が次

に困難を感じたもの）、英語力が十分だと感じた項目を上位２つ（◎が最も十分だと感じたもの、○が次に十

分だと感じたもの）を選び、それぞれ記号を記入してください。また、どのような場面でそれを感じたのかを

簡単に書いて下さい。下記とは別の項目が必要な場合はその他に項目を追加して記入してください。 

（◎と×を 2 ポイント、○と△を 1 ポイントとして集計） 

 困難を感じた 十分だと感じた 

Reading（資料などの読解力） 9 6 

Listening（発表者や交流での聴解力） 9 7 

Speaking（発信や発言する際の英語力） 14 12 

Writing（事前に準備する原稿などの作文力） 5 4 

Vocabulary（読解や聴解における語彙力） 21 1 

Grammar（読解や聴解に必要な文法力） 1 5 

その他（              ） 0 0 

 

7. WaISES に参加して、自分の英語力に関してどのように感じましたか？詳しく書いて下さい。（以下、類似

した意見は一つにまとめた。集計は延べ人数） 

 語彙が圧倒的に足りないと感じた。専門的な言葉は理解するのが難しかった。（９名） 

 全然足りない。自分のレベルの低さを感じた。（８名） 

 日常的に問題なく使える英語力を持っていると感じた。勇気を出せば割と伝わるなと思った。昨年よ

り英語力が落ちているのではないかと思ったが、そうでもなかった。中学英語しか覚えてなくても日

常会話なら十分だと思った。（帰国子女３名、国内生２名） 

 コミュニケーション能力がない。積極的に話しかけられなかった。（２名） 

①科学分野への興味 ②英語への興味 ③イベントが好き ④その他（先生から勧め

られた） 

3 17 5 3 



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 92 / 125 

 

 

 聞き取りが難しかったため、会話に苦労した。（１名） 

 発音の仕方を覚えるのが大切だと思った。（１名） 

 会話表現をもっと知りたいと思った。（１名） 

 とっさの反応に困った。（１名） 

 

8. これまでの自分の英語の学習方法のうちで、WaISES で役に立ったというものはありますか？ある場合、

どのようなものですか？詳しく書いて下さい。（集計は延べ人数） 

 役に立ったと思うものはない。（６名） 

 海外の現地校での経験/ネイティブスピーカーとの対話が役に立った。自分１人で Speaking や普段

から発音していることが役に立った。（帰国子女４名、国内生２名） 

 教科書の Listening が役に立った。（２名） 

 普段から教科書を読んだり shadowing をしたりしていたことが役に立った。（２名） 

 ラジオ英会話で出てきた表現などが実際に使われていて良かった。（１名） 

 基本的な英会話のフレーズを見直したりしたことが良かった。（１名） 

 英語で特定の課題についての文章を書くこと。（１名） 

 英語の動画・ラジオ・Podcast などを聞いていたことが良かった。（１名） 

 

9. WaISES で様々な英語に触れたと思いますが、英語という言語に対しての考えは変わりましたか？変わっ

た場合、どのように変わりましたか？詳しく書いて下さい。（集計は延べ人数） 

 英語の重要性を改めて実感し、家庭学習の英語に充てる時間が増えた。もっと英語を上達させたいと

思った。（５名） 

 特に変わらなかった。（５名） 

 中国語が分からなくても中国の子とコミュニケーションできる点が素敵だと思った。英語圏以外の

人と交流できる手段だということを認識した。（３名） 

 海外交流に参加したいという意欲が大きくなった。（１名） 

 相手に伝えることを優先させるのが大切だと思った。（１名） 

 ジェスチャーを使ったりすることで、意志はつたわるのだなと思った。（１名） 

 英語が身近な言語になった。（１名） 

 失敗するだけ向上すると分かった。（１名） 

 英語で苦労しているのは日本人だけではないという印象を持った。（１名） 

 

10. WaISES に参加して、特に英語力の面で伸びたと思うことはありましたか？あれば、どのような要素が延

びたと思いますか？詳しく書いて下さい。（集計は延べ人数） 

 人に言いたいことを伝えることが少しできるようになった。積極的に話しかける勇気が持てた。人前

で英語を話す自信が持てた。（１０名） 

 英語を聞き取る能力が少し伸びた。聴かないと会話が成り立たないから、そのプレッシャーが良かっ

た。（９名） 

 特に伸びたとは感じない。（３名） 

 言いたいことを、日本語から変換するのではなく、直接英語で出てくるようになった。（１名） 

 会話でよく使うフレーズを学ぶことができた。（１名） 

 

11. WaISES 終了後に、英語に関して新たに始めたことや、日々の英語の勉強方法に変化はありましたか？ま

た、WaISES からおよそ一か月経ちますが、それらを実際にやってみましたか？（集計は延べ人数） 

【実際にやった意見】 

 単語を覚えなおしている。単語帳を開いて日々覚えようとしている。（８名） 

 英語のみでドラマや映画を見て、リスニング力をあげることを続けている。洋楽を聴いたり、発音に

も気を付けるようになった。（５名） 

 WaISES で出会った海外の子たちとメールや facebook などで連絡を取るようになった。（４名） 

 発音を意識するようになった。（２名） 

 日常的なことを英語で表してみるようになった。（１名） 

 Shadowing をしている。（１名） 

 TOEIC の勉強をしている。（１名） 

 BBC ニュースを見ている。（１名） 
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 ラジオ英会話を始めてみた。（１名） 

 英語で日記を書いている。最初はほぼ毎日書いており、今でも毎日ではないが続けている。（１名） 

 話してみるようにしている。（１名） 

【実際にやっていない】 

・ 特になし。（５名） 

・ もっと英語の本を読んだり、映画を英語で観たりしようと思った。（２名） 

・ 単語力やスピーキングに力を入れようと思った。（２名） 

・ 難しい理系の単語が分からず困ったので、論文を読んでみようと思った。（１名） 

・ 英語のドラマや映画を見る。（１名） 

 

12. 次に同じようなシンポジウムに参加する場合、英語に関して事前学習プログラムがあるとすれば、どのよ

うなプログラムに参加したいですか？（集計は延べ人数） 

・ 英会話プログラム。よく使うフレーズなどの事前学習。話す時のコツの講座（１２名） 

・ 正しい発音の練習。発音の強化。（３名） 

・ 参加国の文化に関する講座。（２名） 

・ リスニング力の強化。（２名） 

・ 自分が何を言いたいのかを整理して人に説明できるスキルを教えてくれるプログラム。自分の研究の

簡単な英語での説明を教えてくれるプログラム（２名） 

・ 実際に当日使う英語をシュミレーションしたプログラム。（今回もあった）（１名） 

・ 色々なところに行って、学習するプログラム。（１名） 

 

14. その他、英語に関することで感じたことは何でも自由に書いて下さい。（集計は延べ人数） 

・ 自分が思っているよりももっと英語を頑張らなければと思った。（３名） 

・ 会話力を身に着けることの難しさを改めて感じた。英語は難しい。（２名） 

・ アジア圏以外の国の人も呼べば色々な発音が聞けて勉強になる。（１名） 

・ またあれば、リベンジしたい。（１名） 

・ 英語を使うことができて、英語力の維持・改善ができてよかった。（１名） 

・ 海外校でも自分と同じくらいの英語力の生徒がいて、一緒に会話するのは大変だったけど、楽しかっ

たし、自分も頑張ろうと思った。（１名） 

 

3.3 事後アンケート 

 WaISES 最終日 12月 20日閉会式後、閉会式会場にてアンケートを実施した。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。 

 

3.3.1 スタッフ（バディを含む）アンケート37結果 

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。2013年

度と 2014 年度が比較できるよう、一部に 2 つのデータを掲載する。2014 年度分スタッフ向けアンケートは、

テキストマイニングを使うことを想定し、自由記述だけにし、質問事項を若干変えたため、2013年分データの

ない質問項目もある。 

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（2013 年度資料は 3）で行っている。

この分析を利用するため、アンケートはすべて自由記述とした。ツールとして KH Coder38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

                                                      
37 バディ（国内外）回答数 28、スタッフ回答数 18 
38 樋口耕一（立命館大学産業社会学部）、http://koichi,nihon.to/psnl 
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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39。 

 以下、本アンケートの自由記述の定量的分析のために、頻出語の共起ネットワーク分析40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 3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。」41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。」42「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。」43バブルの大きさは意見量に比例している。 

 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。 

 

＊スタッフをしてよかった点 

  

                                                      
39 樋口、KH Coder 2.X チュートリアル p1、2012 年 12 月 12 日 
40 Ward 法を用い、距離は Jaccad 係数処理を用いている。 
41 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 
42 「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 
43 樋口、KH Coder 2.X チュートリアル p13、2012 年 12 月 12 日 

A 
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Fig.3-1  

2014年度、スタッフ、良かった点共起ネットワーク 

Fig.3-2  

2014年度、スタッフ、良かった点対応分析 

 2つの図を見てわかることは、海外バディ・国内バディ・取材班、それぞれにおいて「良かった」と思える

ポイントが異なるということである。特に、円内Ａの部分に単語がないということは、国内バディのみが得ら

れる利点がないことを示している。取材班には「使える」「話せる」「学べる」（カメラ技術・インタビュー

による英会話等の話題）、海外バディには「機会」「司会」「友達」「学ぶ」「多く」「外国」（英語による

コミュニケーション、友人が得られること、司会などの機会を通じて英語力を増加できた、等）の項目から、

それぞれが意義を感じていることがわかる。 

 三者の共通として、共起ネット・対応分析の原点付近には「英語」「様々」「海外」「経験」「同年代」な

どの言葉が存在している。概ね、記述内容が想像できそうであるが、実は海外バディ・取材班と国内バディは

英会話の機会の点で異なる感想を挙げている点に注意しなくてはならない。国内バディには「貴重な経験が得

られた」ことに対する評価意見もありながら、「英会話の機会が少なかった」という意見から「英語」「経験」

という単語が抽出されている場合がある。 

 

＊スタッフとして感じた改善点 

  

Fig.3-3  

2014年、スタッフ、改善点共起ネットワーク 

Fig.3-4  

2014年、スタッフ、改善点対応分析 

 これはアンケート設問の問題でもあるが、2つに分けて分析する必要がある。１つは自分に対する反省、も

う１つは WaISESのシステムに対する改善意見である。 

 前者の視点で見た場合、海外バディ・国内バディ・取材班に共通する意見は「英語力不足」に対する実感で

ある。この点については、3.2.2 で述べているように、そのことを実感した生徒における WaISES 以降の動きは

望ましい方向であり、「自分の英語力の再認識」は WaISES の意義の１つとしてとらえていいであろう。 

 後者の視点で見た場合、海外バディ・国内バディに共通する単語として「指示」「準備」「連絡」がある。

これは、今回の WaISES では教員体制をうまく作れなかった、特にバディミーティングが十分に開催できなか

ったため、連絡や役割分担・マニュアルが不徹底だったことを示している。 

 個別の指摘としては、取材班の「初日」「TIMES」「ミス」は特に初日の WaISES TIMES にミスが多発したこ

とへの反省を示している。 

  

＊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。 
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Fig. 3-5  

2014年、スタッフ、自由記述共起ネットワーク 

Fig.3-6  

2014年、スタッフ、自由記述対応分析 

  

Fig.3-7  

2013年、スタッフ、自由記述共起ネットワーク 

Fig.3-8  

2013年、スタッフ、自由記述対応分析 

 2013年の図では、S（スタッフ）のカテゴリーが必ずしも「取材班」だけではない（バディでなかった生徒

全てを含めている）ことと、アンケート質問紙の質問の順番を変えている（自由記述のテキスト分析を中心に

分析したかったため、質問の先頭に置いた。他の質問事項は同様）ため、2013年と 2014年を一律に比較する

ことはできない。 

 共起ネットでは、国内バディ・海外バディ・取材班（スタッフ）の間に「参加」「思う」「本当に」という

キーワードが共通であり、周囲にも同様な単語がちりばめられている。昨年今年ともスタッフとして関わった

生徒たちには同じ印象で WaISES が捉えられていることがわかる。 

 一方、対応分析では、2013 年度に見られた海外バディに特有の単語（図中青○内）が 2014年度はなくなり、

ほとんどの単語が国内バディ・海外バディ・取材班三者の間に点在するようになっている。青○内の単語は種



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５年次 

 

 97 / 125 

 

 

類も多く、当時の海外バディが多彩な言葉で感想を述べていることがわかる。単語は異なるが青○内の「充実」

「実感」「コミュニケーション」「感じる」は、2014年「達成」「本当に」「英語」「思う」という表現で三

者の間に存在している。 

このことの背景には、今年のスタッフの事情が反映していると思われる。今年度は、スタッフ募集を昨年度

よりも 2 か月早い 6月に始めたにも関わらず、応募が昨年よりも少なかった。今年から卒論提出締切が昨年ま

での 1月冬休み明けから 12 月 22日に変更されたことにより 3 年生の参加者が激減したこと、学年の特性から

か 2年生の参加者が予想より少なかったことが理由としてあげられる。しかも応募者のほとんどは海外バディ

希望であったため、改めて 9 月に取材班と国内バディを再募集している。結局、すべてのバディは海外・国内

とも司会・コーディネート・メディア班等と掛け持ちする形になっている。また、取材班も、昨年の反省から

今年度は、積極的に参加生徒へインタビューをするようにさせた。 

このようなことから、多くのスタッフが同じような経験をすることができたというのが、2014 年度と昨年度

の対応分析におけるバブルの分布の違う理由と考えられる。スタッフ事情は昨年より良くなかったが、そのこ

とにより全員が忙しくなり、多様な経験ができたということである。 

 また、2014年度対応分析の赤〇の部分は、取材班メンバーが毎晩遅くまで WaISES TIMES 制作に関わってい

たことへの感想である。 

 

3.3.2 教員アンケート44 

 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。 

 

WaISES それぞれのイベントに対する評価 

 国内外教員の WaISES 全体に対する評価は以下の通りであった。選択肢は”agree”, “partially 

agree”, ”partilally disagree”,”disagree”の 4 通り。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 

  

Graph 3-1 Graph 3-2 

                                                      
44 回答数国内校 7 名、海外校 11 名 
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Graph 3-3 Graph 3-4 

  

Graph 3-5 Graph 3-6 

  

Graph 3-7 Graph 3-8 
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Graph 3-9  

2014年、国内校教員による WaISES に対する評価 

Graph 3-10  

2014年、海外校教員による WaISES に対する評価 

  

＊記述意見 

 回答数が少ないため、最少単語数 2で設定している。そのため、テキストマイニングで傾向を見るには、一

人二人の回答でネットワークの状況がすぐに変化しうるため、参考としてご覧いただきたい。 

  

Fig.3-9  

2014年、国内教員による感想の対応分析 

Fig.3-10  

2014年、海外教員による感想の対応分析 



SSH report 2014, Waseda University Honjo Senior High School 

 

 100 / 125 

 

 

  

Fig.3-11  

2014年、国内教員による感想の共起ネットワーク図 

Fig.3-12  

2014年、海外教員による感想の共起ネットワーク図 

  
Fig.3-13  

2013年、国内教員による感想の共起ネットワーク図 

Fig.3-14  

2013年、海外教員による感想の共起ネットワーク図 

 

 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。 

 

3.3.3 生徒アンケート45 

国内生徒 

                                                      
45 国内校 29 名、海外校 27 名 
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 今年度のアンケートは、自由記述感想の欄を、テキストマイニングすることを前提にしっかり書いてほしい

ため、前年度のアンケートと設問の順番を変え、一番先頭に置いた。そのため、昨年・今年と単語の最少出現

数は 3で同じであるが、今年はバブルの数が大幅に増えている。 

 共起ネットは複雑でいくつかの島や単体の単語が見られるが、対応分析ではほとんどのバブルがみちっと原

点付近に集中している。つまり、多くの生徒がこれらの単語を含む複数の文章を書いてくれていることを示し

ている。大変、ありがたいことである。プレゼン・ポスターセッション・文化交流・コンペ等それぞれのイベ

ントに対して好意的に評価してくれていることがわかる。 

  

Fig.3-15  

2014、国内生徒自由記述感想、共起ネットワーク 

Fig.3-16  

2014、国内生徒自由記述感想、対応分析 

  

Fig.3-17  

2013、国内生徒自由記述感想、共起ネットワーク図 

Fig.3-18  

2013、国内生徒自由記述感想、対応分析 
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海外生徒 

  

Graph 3-11 

 2014、国内生徒、 

プレゼンテーションに対する意見 

Graph 3-12  

2014、国内生徒、コンペに対する意見 

  

Graph 3-13 

 2014、国内生徒、遠足に対する意見 

Graph 3-14 

2014、国内生徒、各イベントに対する意見 

 

Graph 3-15  

2014、国内生徒、WaISES 全体に対する意見 
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 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。昨年とほとんど単語数が変

わっていない。共起ネットではいくつかの島があるが、対応分析では、原点近くにみちっとバブルが固まって

いることにより、ほとんどの生徒が同じような単語を使って複数の文章を書いてくれていることがわかる。 

 

  

Fig.3-19 

2014、海外生徒自由記述感想、共起ネットワーク 

Fig.3-20 

2014、海外生徒自由記述感想、対応分析 

  

Fig.3-21 

2013、海外生徒自由記述感想、共起ネットワーク図 

Fig.3-22 

2013、海外生徒自由記述感想、対応分析 
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Graph 3-16 

2014、海外生徒、プレゼンテーションに対する意見 

Graph 3-17 

2014、海外生徒、コンペに対する意見 

  

Graph 3-18 

2014、海外生徒、遠足に対する意見 

Graph 3-19 

2014、海外生徒、各イベントに対する意見 

 

Graph 3-20 

2014、海外生徒、WaISES 全体に対する意見 
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3.4 国内校向け事前学習会 

3.4.1 概要 

8 月 23日（土）、国内 WaISES 参加校 8 校による事前学習会を、本庄学院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・清真学園・学芸

大学付属高校、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。昨年は午前中に基調講演を入れ、若手研究者から英語論文の必要性を話してもらったが、

ワークショップの時間が短く不十分だったという反省から、今年度は一日ワークショップとし、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、実際に作業をしても

らう「科学論文の書き方～実践編～」が行われた。また、昨年は Introduction のみを扱ったが、今年度は教

材を蓄積させる意味と実際に書く論文に活かしてもらうために Conclusion も含めた。 

以下は当日のタイムテーブルである。 

11:00 開会・趣旨説明 

11:10～12:00 「英語科学論文の書き方 ～理論編～」 

12:00～12:50 昼食休憩 

12:50～13:50 「英語科学論文の書き方 ～実践編 1～」 

13:50～14:00 休憩 

14:00～15:00 「英語科学論文の書き方 ～実践編 2～」 

15:00～15:20 事務連絡・アンケート・閉会 

 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

では本庄学院教諭矢野が予め準備した研究結果としての「強光下での光合成の限定要因の解明」の実験データ

を使い、実際に英語論文の Introduction と Conclusion 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。 

 

3.4.2 「科学英語論文の書き方」教材 

 大野先生による教材「科学英語論文の書き方 －理論編－」を用いて、午前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。その後、午後に昨年

も行った「序（Introduction）」に加え「結論（Conclutsion）」の部分を、Laurence Anthony の論文(2011)

を教材に実際にワークシートに書いてみるというワークショップが行われた。 

 WaISES におけるこの国内校向け研修会のワークショップは、「研究をしていたら１つの大きな発見があった

（昨年は「振り子の等時性」、今年度は「強い光における光合成の傾向」）という仮定のもと、その成果を英

語論文にまとめるためにはどうするか？という極めて現実的かつ基本的でわかり易い展開となっていること

が特徴である。しかも、大野先生のご協力のもと、PPT 教材やワークシート46がしっかり整備されているため、

後日自分一人でも復習が容易である。 

多くの日本の高校生にとって、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、科学英語論文教育の教材を整備した意義は大きいと考えている。 

 

3.4.3 アンケート結果 

 以下に、研修事後に行ったアンケートの結果を紹介する。記述回答については、意見の傾向を見てほしい目

的とページの都合上箇条書きに直した。お礼の部分は省略した。また、同様の意見はまとめた。 

＊凡例 １：大いにそう思う 2：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 

 

                                                      
46 教材は大野先生の了解のもと、http://www.waseda.jp/honjo/honjo/waises/ からダウンロード可能なよう

にしてある。 
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生徒 教員 

  

Grahp 3-21 Graph 3-22 

  

Graph 3-23 Graph 3-24 

 

 

 

  

Graph 3-26 Graph 3-27 
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Graph 3-28 Graph 3-29 

  

Graph 3-30 Graph 3-31 

 

3.5 論文フォーム 

3.5.1 スタンダードフォームの提供 

 2013 年度、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。フォームや要領はネッ

ト上で公開している47。 

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、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、

（内容は別問題）どこに出しても恥ずかしくない。」という、高校の科学論文教育におけるスタンダードなフ

ォームを目指し、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。もちろん、論

文はその分野毎にフォームや作法が少しずつ異なることは承知している。あくまでも、英語科学論文の導入教

育としてのスタンダードフォームである。 

 

3.5.2 フォームの順守 

このフォームの順守については、2014年度は 11月上旬の第一次論文提出段階で一度受付側でチェックを行

い、Peer Review シートにその旨を記入し相手校に送付している。Peer Review の内容についてどう反応する

かは各校の判断であるが、フォームの順守だけは事務局から強制して実行してもらった。論文フォームは、少

し留意すれば守ることは難しいことではない。が、3.6.1 の２つの表を見る限り、論文誌に掲載された段階で

も必ずしも十分な結果にはなっていない。 

 

3.6 レフェリーによる生徒論文評価から見た論文リテラシー教育の課題 

3.6.1 レフェリー評価の分析 

                                                      
47 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 
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 以下の表は、WaISES の論文査読レフェリーチームによる評価結果である。評価は各々の項目に対してなるべ

く客観的にレフェリーによる採点のブレ（評価に厳しいレフェリーと甘いレフェリー等の問題）がないように、

独自のルーブリックチャートを評価シートとして用いて採点している。１つの論文に対して複数のレフェリー

が評価している。今年度は前年の反省を受け、若干評価項目を変えている。 

2013 年度 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 

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 

              

Table 3-1 

 

 昨年度の提出論文に対する評価をまとめると、 

 アブストラクト・Introduction・図、表、グラフの見せ方に１が存在している。アブストラクト・

Introduction では評価の高いところと低いところの差が目立つ。 

 図、表、グラフの見せ方に不足が感じられる。Introduction と引用の仕方もややその傾向がある。 

 

Table 3-2 

 

 今年度の傾向を見てみると、 

 QJ は、文章の読みやすさ（ルーブリックの評価項目では「冗長な表現が多く、英語ミスも多い」）がも

ったいない。 

 Introduction は前年同様、評価の高低が目立つ。RJについてはこのポイントがもったいない。 

 図表・レイアウトの工夫は、まだ全体として低い。 

 結果・結論のわかりやすさ、引用の仕方も全体として低い。 

  

 2年間の評価を見て言えることは以下の通りである。 

① アブストラクト、Introduction、引用については、少し指導がなされるだけで大きく向上する部分であ

る。また、指導がないと、まったく書き方がわからない部分でもある。 

② 日本の学校において、少し英文指導があるともっとポイントを挙げたであろう論文があり、もったいな

いことである。 

③ 2013年度のＡ校、2014 年度の Y3校は同じ学校である。科学論文としてきわめてレベルの高い論文を提

出し続けていることに驚かされる。 

①②とも、少しの論文指導で大きく改善されうることが期待される。 

 

3.6.2 各校論文に対するレフェリーアドバイス 
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 WaISES の良いところの１つは、各校から提出された論文に対し査読レフェリーのコメントをプリントアウ

トしてフィードバックしている点にある。これは、自分たちが苦労して作った論文のどこが良くてどこが悪い

のかを理解し、さらに良い論文作成に結び付けてほしいからである。 

 今回の査読レフェリーのコメントを機械的に共起ネットと対応分析で表現してみた。最少出現数は 3 であ

る。 

  

Fig.3-23 

論文に対するレフェリーアドバイスの 

共起ネットワーク 

Fig.3-24 

論文に対するレフェリーアドバイスの対応分析 

 共起ネットでは多くの細かい島に分かれていることが特徴的である。これは、専門的な話題に対するコメン

トの場合、その論文だけの話題になってしまうからである。特に、共起ネット・対応分析とも”cell””calcium”

の含まれる島は、レフェリーがその単語を多く用いてコメントしたことを示している。注目すべきは青い円内

で 、 ”future””next””serious””clear””scientific” と い っ た 形 容 詞 と と も

に”understand””improvement””help”とあることから、「次回は」「次は」もっと「はっきり」「科学的

に」といった多くの論文に共通するアドバイスであると思われる。 

 対 応 分 析 で は ほ と ん ど の 単 語 が 原 点 付 近 に 集 中 し て お り 、 例 え ば そ こ

に”figure””table””abstract””title”などの単語があることから、表や図の見せ方、アブストラクト、

タイトル、フォームなどは多くの学校に共通する指摘であることがわかる。 

 

3.7 Peer Review 

3.7.1 Peer Review の実施 

 今年度、より良い論文作成の仕掛けづくりの試みとして Peer Review を実施した。今回は、一旦提出された

論文に対し、国内外一対一で Peer Review を行う学校を対応させた。例えば、国内Ａ校－海外Ｐ校を対応させ、

それぞれがそれぞれの論文を見て Peer Review を出し合う、という形式である。Peer Review シートを作り、

各校のメンバー全員に 1枚ずつ記入してもらった。回収できた Peer Review シート内容を事務局が改めて 1枚

の Peer Review シートにまとめ、相手校へ送付した。Peer Review シートの内容をどう扱うかは各校の判断で

あり強制ではない。が、フォームの順守だけは事務局から依頼した。 

 

3.7.2 Peer Review の効果と反省点 

 結果として今回の Peer Review をうまく運営できなかった。その理由の１つには、当初 10 月 25日〆切を予

定していた論文の一次提出において、〆切がなかなか守られなかったことがある。結果として 11月 18日まで
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提出を待ち、提出された学校間で Peer Review の対応を作り、11月 25日 Peer Review 提出締切として、Peer 

Review してほしい旨の要請を行った。しかし、この時期は国内校であれば 2 学期の中間考査にかかるあたり

であり、Peer Review 提出の強制はできなかった（にも関わらず多くの国内校から提出が得られたことには、

ご協力に対し心から感謝申し上げる）。 

また、海外校においても依頼から提出までの期間が 1週間しかなかったため、提出できなかったり〆切後に

提出されたりした。提出した学校からは自分の学校の論文に対する Peer Review の催促もあった。いずれにし

ても、かなりの混乱を参加校に与えてしまう結果となった。当然、Peer Review 受け取りから論文再検討まで

の時間も短かったため、実際にはフォーム以外の点で Peer Review の結果がうまく反映できていないものと思

われる。 

 

3.7.3 Peer Review 内容の分析 

  

Fig.3-25 

Peer Review 内容の共起ネットワーク 

Fig.3-26 

Peer Review 内容の対応分析 

 上記は各校から送られた Peer Review の内容を単純にテキスト分析にかけたものである（最少出現数 3）。

D は国内校が書いた内容（対象論文は海外校）、Oは海外校が書いた内容（対象論文は国内校）である。 

 国内校・海外校それぞれ用いている単語に共通するものが少ないことが興味深い。対応分析では国内側の単

語と海外側の単語がはっきり分かれている。海外校では 

”grammatical””theory””problem””example””table””theory””sample”など恐らく具体的な内

容について記述しているのであろうことが想像される単語が多いのに比べ、国内校ではそのような単語が少な

く 、 ”very””many””more” な ど の 簡 単 な 強 調 語 が 目 立 ち 、 願 望 や 思 い を 表 す 表 現 で

も ”want””think””understand” な ど 単 純 な も の が 多 い の に 比 較 し て 、 海 外 校 で

は”opinion””consider”improve”など科学論文で用いられる表現が使われている。 

 国内校に「you」が多く使われ、海外校にない理由を分析してみる。海外校の Peer Review の記述を調べて

みると主語に You を用いず、物質主語あるいは形式主語の It を用いている場合が多い。長い文はカンマ、接

続詞、toでつないでいるため、Youは多用されていない。結果として、主語を特定する直接的な強い表現が避

けられ、柔らかい丁寧な言い回しになっている。 

 また、国内校に understand が多く、海外校に少ない理由を考える。国内校が understand 一単語で示してい

るところを、海外校では”I can feel how hard ~””I could get the point ~””I could get information 

from ~””We had known/We all know ~”のように簡単な単語を組み合わせ用いている。このことにより、

understand とは似た意味であっても、より微妙なニュアンスを持った客観的で具体的な表現になっている。ま
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た、海外校の共起ネットで大きなバブルがない、つまり特定の単語が多用されていない（国内校は大きなバブ

ルがあるため、多用している特定の単語がある）理由もここにあるものと思われる。 

 このように、決まった単語を画一的に使って表現するのではなく、簡単な単語を自在に組み合わせ多様な主

語を用いることにより、微妙なニュアンスや文章の柔らかさを醸し出すことが可能になる。このような英語表

現の違いが浮かび上がった。 

 このような結果は今後の英語教育に役立てられよう。 

 

3.8 Facebookを用いたコミュニケーション活性化の試み 

 WaISES 参加者の声、特に評価を広く吸い上げるとともに、ネット上にもコミュニケーションの場を作ること

を目的に、Facebook を作った。結果としてほとんどコミュニケーションはなされなかった。また、画像等の更

新も、スタッフの仕事量の問題もありうまくできなかった。 

 

４．仮説と検証 

4.1 本研究の仮説 
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ることを否定する者はいないだろう。 

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。 

 

4.2 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、2 年間のプログラムを進めてきた。 

この 2 年間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。 

 Table3-1、Table3-2 によると、2013 年に比べると 2014 年度は少々改善されているように思われる。

2013 年度のフィードバックが効果を上げているのかもしれない。 

 

 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、Journal 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。 

 この点については少し注意すればできることであるが、Table3-1、Table3-2 によるとまだ徹底でき
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ていない（良くはなっているが）。 

  

 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。研究ノートを付けていく習慣が求められる。 

 

 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。 

 少しの留意でこの点もクリアできると思われるが、Table3-1、Table3-2 によるとまだ不十分である。 

 

 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。 

 

 論文、特に Introduction と Abstract 

 Introduction と Abstract は、指導があると大きく向上する部分である。国内校事前学習でも触れて

おり、論文指導ではまずここを完成させるようにしたいところである。 

 Table3-1、Table3-2 によると参加校毎に評価の高低差が目立つ。 

  

 このことと同時に、上記を活かす環境として 

 

 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、2013 年度は（ア）「国内校事前研修会」→（イ）「論文提出フォームと要項の策

定」→（ウ）「論文提出」→（エ）「論文評価ルーブリックチャートの策定」→（オ）「研究成果発表の場と

してのシンポジウム WaISES の開催」→（カ）「評価のフィードバック」という一連のプログラムで実施し

た。今年度は（ウ）の後、論文のレベル向上を目指し、（ウ’）「Peer Review」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 200 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、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。 
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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、表彰とフィードバックの制度

を入れている。 

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、2 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してい

る。 

 

4.3 仮説の検証 
① 事前研修会アンケートから 

 3.4.3 の、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。 

 一方で「まずは、日本語（母語）による論理的な思考・作文能力の強化」「科学的手法の理解・発想・構想

の方法の行う」等、建設的な意見をいただいた。 

 

② WaISES事後アンケートから 

 Fig.3-9～Fig.3-14の教員アンケートによると、海外と国内ではやや評価ポイントが異なっていることがわ

かる。国内教員が「発表」「論文」「英語」等具体的な内容を指摘し、その上で参加したことへの感謝を述べ

ているのに対し、海外教員の場合は”hospitality””enjoy””successful”等概観的に感謝を述べている。 

 Fig.3-15～Fig.3-22 の生徒アンケートによると共起ネット・対応分析とも国内外同じような内容になって

いる。 

 

③ 論文査読レフェリー側から 

 3.6 の Table3-1、Table3-2 は、査読レフェリーからのルーブリックチャートをもとにその評価傾向をまと

めたものであるが、「フォーム」と「内容」の２つの視点から見ることができる。フォームに関わる、「論文

既定の尊重」「引用の仕方」は少しの指導と論文作成者の留意でクリアできる点である。 

 また「内容」については、「Introduction、Abstract」とその他の部分を分けて考えたい。前者については

事前研修会でも触れており、また教員の指導で時間をかけずに改善できる点である。後者について、特に「図・

表・グラフの見せ方」は科学論文ならではのポイントで、見せたい図をわかりやすく明確に示す工夫とスキル

が必要である。いずれにしても、「内容」に関わる評価は、学校ごとのポイント差が高くなっている。 

 

④2013年度・2014 年度の一連の結果から、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

員に査読評価をフィードバックとして配布した。 
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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

くするための基本的ツールが「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、指導者が留意し、フォームを守ることの必要性

を生徒に指導することが求められる。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。 

今年度は、特に Peer Review をうまく運営できなかったことが悔やまれる。が、上記①②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があったと判断している。ルーブリックチ

ャートやアンケート質問紙の質問項目や評価段階ももっと精査すると主成分分析等よい分析に活かせるであ

ろう。 

以上の考察から、「科学研究リテラシーを身に付けるためには、“正しい”英語科学論文にまつめることを

経験することが効果的である」という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。 

 

５．実施の効果とその評価 

5.1 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 

 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、2011 年度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48、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 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 や名札、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。SEESに比べ、WaISES ではすべての司会を生徒に任せ

ているが、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。 

ただ、昨年の WaISES に比べ今年の WaISES の運営が順調だったかは必ずしもそうではない。今年度は 3 年生

の卒業論文提出〆切が WaISES 直後だったため、3年生の参加がほとんどなかった（2 名）。また、学年の特色

なのか、今年度の 2年生の交流プログラム参加率が低いこともあり、スタッフ募集が順調ではなく、また少な

い数で会を運営しなくてはならなかった実情がある。 

このように関わる時間が増え苦労はしたが、結果として昨年の WaISES よりも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。そのことは、Fig.3-5、Fig.3-6を見るとわかる。 

 スタッフたちの経験は英語の授業のみならず、情報スキルやプレゼンテーションスキルとして様々な場面で

活かされるであろう。またその達成感・充実感は口コミとして次の国際シンポジウムを望む声になる。 

 今年度は、昨年の反省で「せっかく作ったものを多くの人にできるだけ長く見てほしい」という声があった

ことから、コーディネイト班が作成する Welcome Flag を 11月に掲揚した（昨年度は 12月から）。このこと

は、校内生徒が「よくわからないが、大きな国際イベントがうちであるらしい」という仄かな昂揚感を抱くこ

とにつながるとともに、来校する保護者や受験生に特色ある教育をアピールすることにもつながっている。 

 今年度は、積極的に保護者にも PRし、参観を促した。 

                                                      
48 詳細は平成 24 年度成果報告書を参照のこと 
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5.2 英語科学論文リテラシー教育実践教材および評価方法の開発とその意義 

 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。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。こ

のことに対して、英語論文リテラシー教育の一助となればと考え、WaISES 実施と同時に教材および評価シート

整備、評価方法の検討に取り組んだ。 

 

5.2.1 英語科学論文教材の開発と公開 

 早稲田大学の大野真澄先生の協力を得、昨年は Introduction、今年度は Introduction と Conclusion 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。この部分の教材はすべて Web上で公開

し、ダウンロードできるようにしている。論文作成の動機づけのための科学発見の想定（2013 年度は振り子の

等時性、2014 年度は強光下での光合成）で論文作成の必要性を生徒に感じさせ、Introduction と Conclusion

を与えられた教材シートに沿って実習するという綿密な Workshop 教材である。 

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。 

 

5.2.2 本校オリジナル英語科学論文フォームの作成 

 様々な科学論文フォームを突合せ検討し、本庄学院オリジナル英語科学論文フォームを作成した。WaISES に

提出する論文は、このフォームに沿って書き換えていくだけでコンテンツ、フォントもポイントも守られるよ

うにできている。 

 それぞれの学会や分野でそれぞれのフォームや作法が存在することは承知している。しかし、高校生が科学

英語論文に慣れるための第一段階として、「このフォームで書ければ（内容はともかく）どこに出してもおお

むね通用する論文になる」というものを目指した。 

 このフォームも Web 上で公開している。 

 

5.2.3 評価シート・評価方法の検討 

 論文にはまだ慣れていない高校生から出された論文を、できるだけ客観的に数値として評価でき、フィード

バックも容易な評価シートの検討を 2013 年から行った。ルーブリックチャートを用いることとした。WaISES

を評価するためのアンケート質問紙の検討も行った。記載されたものをできるだけ視覚的・数値的に評価する

ために、テキストマイニングや主成分分析を取り入れた。 

 

６．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。 

 

6.1 論文リテラシー教育の観点から 
 昨年・今年の 2年間に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「Abstract・Introduction におけるモ

デル・資料提示」の必要性が認められている。 

 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 
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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。特に以下 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。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 Scholar49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。 

 

6.2 論文を評価するシステム作り 
 本事業は 2年計画のものであり、1年目は準備期間が少ない（例えば、初めての催しのため、参加校の募

集に時間がかかった）ため、「まずはやってみる」というスタンスで臨んだ。2年目の今年は、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「Peer Review」を行った。 

 この試みは 3.7に前述したように、時間的な設定の悪さでうまく運営できなかった。また、仮に時間的に

余裕があったとしても、これを成功させるためには、特に Peer Review 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示しておく必要があったのではないかと思ってい

る。このガイドライン作りがうまくいき、Peer Review が成功すれば、参加者の論文リテラシーおよび研究

レベルがさらに全体的に向上することにつながったであろう。 

 

6.3 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 昨年度の「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。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。」という判断で、今年度は 1チーム 3 名にし、学校数を増やした。このこと

は、成功であった。 

② ポスターセッションは概ね活気があった。今年度は新校舎に全部集中させたが、ポスターセッション

会場は狭かったという意見が多かった。 

③ 今年度は、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こ

とを心掛けた。これは成功であった。 

④ 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。 

 

 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。 

 

6.4 WaISESを含めた高校生国際シンポジウムの方向 
 現在、世界中で WaISES のような高校生国際学会・シンポジウムが開催されている。この動きは、特に科学

教育の分野で目立つ。 

 これらの会は、現在学校単位の参加が一般的であり、研究発表も学校で行われた探究活動の成果が通常で

ある。しかし、国際化・ネットワーク時代において、今後は積極的に海外の学校との共同研究の参加を煽っ

てもいいのではないかと考えている。このような動きがさらに生徒のコミュニケーションや科学のアイデア

                                                      
49 http://scholar.google.co.jp/ 
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のやり取りを活性化するであろう。共同研究で論文を書くということは、特に日本の生徒にとっては英語の

勉強としても大変効果的であろう。 

 

7．評論 
7.1 英語で科学研究の発表や論文を書くための指導 

 早稲田大学本庄高等学院 影森徹（物理） 

 

① キーワード 

「目的の共有」、「研究仲間」、「指導者」、「居場所」、「帰国生」、「パソコンスキル」、「発表の

機会」 

 

② 準備及び指導 

上記のキーワードが、生徒たちが自主的に研究をし、論文を書き、英語で発表し、会場で出会った仲間と

コミュニケーションをとるために必須のものであったように思っている。そのため、キーワードごとに考え

を述べる。 

 

(ア) 目的の共有 

英語で論文を書く理由や発表する理由を生徒に理解させ納得させることは、それ以降の生徒の活動に大き

な影響を及ぼす。そのため、生徒募集にあたっては、説明会を開き以下のことを理解してもらい、志望理由

書を提出してもらっている。また同時に、研究とはどのようなものであるか、どの程度の内容が期待される

か、発表までにどれくらいの日数や時間を費やさねばならないかを、それまでに発表した論文やポスターを

提示し説明している。 

 

イ) 多くの人に自分の研究を知ってもらうためには、世界の共通語である英語で書く必要があるこ

と。 

ロ) 世界中に教えを乞う価値のある先生や研究者がいること。 

ハ) 研究は世界中の人のためになるべきであり、それぞれの国の状況がどのようになっているか、経

済状況がどうなのか、どんなニーズがあるのかなどを知るには英語である必要があること。 

 

 志望理由書には、交流に何を期待しているのか、今までにどんなことをしてきたのか、交流が終わった後

にどのような活動をしていくつもりかなどをなるべく具体的に 1500字程度で書いてもらっている。この文章

を作成する過程で、英会話の練習の為や、いろいろなことを経験したいなどの自分のためになることばかり

考えるのではなく、自分は相手のために何をすることができるかを考えさせたいと思っている。 

 

（イ） 研究仲間 

 大多数の研究は、共同研究者や研究仲間がいて、切磋琢磨しながらより良いものを作り上げている。これ

は自然な形であり、バランスの取れた考えのもとに内容の濃い研究をする最適な方法だと考えている。その

ため、すべての研究は 2から 3人程度のグループで行わせている。研究テーマはメンバーがそれまでに行っ

ているものを継続するか、新たに本人たちが考えるか、教員が与えるテーマのいずれかを選択させている。

活動日はそれぞれのグループのメンバーの都合に合わせ週に 2 から 3 回程度のペースで発表当日まで行わせ

ている。グループが決まると自然に役割分担が決まり、それぞれのメンバーの得意な分野で力を発揮できる

ような人間関係ができているようである。教員が提案するテーマはなるべくその時代の話題にタイムリーな

ものを選ぶようにしている。例えば、放射線汚染の問題が取りざたされた時には、学校の周辺とシンガポー

ルの姉妹校の周辺での放射線量を調べ、線量が強いところがあった場合にはその原因を考えさせる取り組み

を行わせた。また、水質の問題が取りざたされた時には、川に流れ込む肥料や農薬に含まれる物質の濃度を

調べ、人体にどのような影響を及ぼすのか考えさせ、その危険性を考えるきっかけを作ることを提案した。 

 

（ウ） 指導者 

 研究の過程で、我々教員だけでは太刀打ちできない難題に遭遇することはたびたびあることである。その

ようなときには外部の指導者を頼み研究を深めさせる必要がある。学校外のかたに依頼することは簡単では

なく、早稲田大学の教員や、本学院の卒業生、教員の個人的な知り合い、懇意にしてくださっている他の高

校の教員などいろいろなかたに指導をお願いしている。特に大学の先生方には英語で書いた論文のチェック
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などをしていただくこともあり大変ありがたく思っている。生徒たちは外部からの来てくださる先生方に大

変感謝をしており、その先生方のためにも良い論文を関背させたいという気持ちが強くなり、まさに寸暇を

惜しんで研究をする姿が見られる。 

 

（エ） 居場所 

 いつも異なる場所で活動していると、その日の研究に集中するまでに時間がかかり、限られた時間内で満

足な結果が得られないことが多い。また、そこに行けば仲間に会え、会話ができる居場所があることは、効

率的でありかつ安心感をもたらす。そのため、各グループには集まれる場所を提供しそこで活動ができるよ

うにしている。ただ、その場所は実験室やゼミ室等であるため、実験装置などはその都度片づける必要があ

る。このことは散らかりっぱなしの部屋で研究するよりはかえって良い結果をだすことにつながっているよ

うに思っている。研究ばかりでなく英語の勉強もここで行っていることが多い。そこには次に述べるキーワ

ードの「帰国生」の活躍がある。 

 

（オ） 帰国生 

 本校の生徒が、英語での研究発表ができるのは、各クラスに 5人ほどいる海外の現地校出身の生徒の存在

が大きい。これは筆者の個人的な考えであるが、使われていない英語表現はいくら文法が正しくとも相手に

伝わらない。そこで研究している生徒たちが自分で書いた英語が正しいか否かを気軽に適時的に質問できる

相手が帰国生である。帰国生の中には 990 点満点の TOEIC で、満点をはじめ 900点台の得点をとる生徒がい

るため、的確な表現を教えてもらえることが多い。加えて、英語でのインターネット検索を容易に行えるた

めに、WEB上で的確な表現を探し提案している場合も多い。しかし、科学の専門用語に精通している帰国生

はいないため、英語表現のアドバイスが中心的になっているようである。 

 

（カ） パソコンスキル 

 今や、論文作成やポスター作成に欠かせないスキルに、アプリケーションを使いこなすスキルがある。本

学院では 2年次の情報の授業で徹底的にパワーポイントのスキルを身に着けさせている。生徒の中には指導

する教員も舌を巻くほどのスキルを身に着け、パソコン検定に挑戦するものもいる。そのような環境下で生

徒たちは切磋琢磨しているため、文章を指定の体裁で仕上げることや、相手に知らせたい情報を的確にポス

ターで表現することができる。このことは、論文を書き終え清書をする作業やポスターに仕上げる作業の時

間を短縮させ、研究に集中する時間を増やすことにつながっている。 

 

（キ） 発表の機会 

 生徒が活躍できる場を見つけ提供することは、教員に与えられた大切は仕事である。その一つが研究発表

会や国際交流である。SSHが始まって以来、学会主催の高校生向けの研究発表会や SSH校が集まって開かれ

る研究発表会が催されるようになり急激に高校生の発表機会が増えた。本学院は 13 年前から SSH に指定され

ているが、すでに翌年から英語での研究発表をする生徒がでている。はじめての機会は中国で開かれた APEC

で開催された高校生研究発表会であった。日本から 8名ほどの高校生が選ばれたが本学院からは 2名選ば

れ、運よくひとりが金賞、もう一人が銀賞を受賞することができた。この大会の次の日が SSH全国発表会で

あったが、その 2人は中国から直接会場に駆けつけ、SSH全参加校の前で英語による研究発表を行った。こ

れは、SSH指定校の生徒の大舞台でのはじめての英語での発表であった。これ以降、英語で発表することを

文部科学省も要求するようになり、現在のようにあちらことらで英語での高校生研究発表会が開かれてい

る。 

 ここで特筆すべきは、立命館高校の実践である。立命館高校は SSH 指定前から海外への修学旅行や研修会

を実施していて、世界各国に交流校があった。そのコネクションを利用し開催された立命館高校生科学技術

フェアは、海外での実践を参考に独自にアレンジされたものであり、10年前より行われている。運よく本学

院はそれ以前からいろいろな機会で立命館高校とは交流があり、第 1 回目から招待され参加している。ま

た、ここに参加しているアジア各国の学校から自国でも同様な催しをしたとの声が高まり、現在ではアジア

各国の学校が持ち回りでサイエンスフェアを開いている。このフェアに本学院は常に参加するようにしてお

り、これまでにのべ 100名近くの生徒が参加している。また、アジアでは台湾が日本の SSHを参考に独自の

教育システムを構築し、大きなサイエンスフェアを開いている。同様にシンガポール、インドネシア、タイ

など各国がこぞって科学技術コンテストを開催している。この背景にはアメリカで行われているインテル主

催の科学コンテストであるインターナショナル サイエンス アンド エンジニアリング ファエーの存在

が大きい。参加者が全世界から 1000名を超える超巨大なサイエンスフェアは毎年アメリカで行われ、約 1週
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間の会期中、街自体がお祭りのようになっているといわれている。このフェアへの参加資格は各国のもっと

も権威のある科学コンテストで上位に入賞することであり、どの国も威信をかけて参加生徒のスキルアップ

を図っている。 

 話がそれてしまったが、本学院は上記の立命館の主催のもの、海外からの招待のは極力生徒を派遣するよ

うにしており、参加者から次の参加者へ会場の雰囲気や、日本でやっておくべきこと、当日までのスケジュ

ール管理などを教わることができる。 

 生徒から生徒へのこのバトンの受け渡しは、隠れたカリキュラムともいうべきもので、新しく加わった学

校ではできないことのように思っている。 

 これに加え、待っているだけでは本学院の生徒の一部しかその恩恵にあずかれないという認識から本学院

主催のサイエンスフェアを 3 回開催した。 

 主催校は、その準備段階から多くの高校生がスタッフとして参加し、教員とタッグを組んで主体的に会を

作り上げている。その過程では英語を使うことが多く、参加者として参加する生徒と同様に長期間にわたり

生きた英語を学習する機会を持つことになる。この裏方が次の年には参加者となり、よりよい循環になって

いると思っている。 

 

③ 付録 

理科の教員としてこれまでに行ってきた英語で研究発表をするために行ってきた指導 

 

これまでに行った指導（毎回すべてを行っているわけではなく、目的や生徒のレベルをみてアレンジして

いる） 

＊プレゼンをすることが決まってから 

 

イ) 英語の聞き取り力の指導 

英語の聞き取り力を高める方法は、ネイティブに近い発音で、多くの文章を音読することであると

考えている。そのため、発音練習のビデオを視聴させ、特に子音の発音の練習をさせる。子音を強調

する理由は、母音はそれぞれの国や地域で独特の発音があり、まさにマザータンといえるものであ

り、それをにわかに変えることは難しい。特に英語は腹式呼吸と言われ、発声の方法が異なってい

る。しかし、英語の子音は練習すれば完璧ではないものの、多くの国の人が間違えずに聞き取れるレ

ベルまで習得できる。子音を習得することにより、自分自身の英語に自信が持てるようになる。 

また、日本人は Rと L の発音に極端に注意を払いたがるが、キーボードの配列を見てもわかるよう

に頻繁に使われる子音は、人差し指と中指の位置にある Tや F や Nや Gという文字であり、破裂音や

こすれる音を練習するほうが通じる英語を習得する早道と考えている。とくに Rと Lの区別は L の練

習をさせることが効率的であると考えている。 

このような練習である程度、文章を英語らしい発音で読めるようになったと後に、「英語で授業を

受けてみる」（The Japan Times）のような実際の授業などで使われている英語を聴き、聞き取れるよ

うになったか確認する。この段階ですぐに聞き取れる生徒は少ないため、聞き取りの訓練をする。こ

の訓練は、①まず、印刷物を見ないで CDを聴き、②次に、教員が聞き取りにくいと判断した単語やイ

ディオムを白く塗りつぶした授業の原稿を読む。このとき意味が分からない単語は調べ、すべての内

容を理解する。③このあとに、もう一度 CDを聴き、抜けている部分がどんな単語がはいるのか、聞き

取る練習をする。この時、例えば、auxiliary という単語が白く塗られていたら、まずは聞こえたと

おりに、聞き取れた部分だけを書きだす。もし生徒が[ogzegialy]と書いたら、あっているところを教

え、もう一度聞かせる。3度くらい聞かせた後に正解を教え、その音がどんなスペルだったのかを覚

えさせ、その通りの発音をさせる。このような訓練を積むうちに、Tや P、Rや Lの音が単語の中でど

のように変わるかを覚えさせる。このような練習を家でもするように CD を貸し出すこともある。 

このような練習と合わせて、単語と単語がつながって発音されると音が変化するリエゾンの例を、

日常会話で構成されているビデオを見せて、できる限り慣れさせる。 

 

ロ) 英語らしく話すための指導 

教員である私が、プレゼンの会場で予測される会話をできる限り想定し、そのための準備をさせ

る。例えば、質疑応答では、問答を考え、プレゼンで話す内容よりも多くの情報を与える。問答は英

語であることが予測されるので、事前に部員や参加者同士でプレゼンしあい、質疑応答の練習をさせ

る。このとときに、発音をきちんとさせる訓練が必要である。友達どうして練習しているとどうして
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も日本語的な母音の強い発音になっていしまいがちであるが、どんな時でもきちんと発音させること

が必要ようである。きちんと発音するために訓練として英語の早打ち言葉はうってつけである。帰国

生と一緒に楽しみながら練習することにより、短期間で習得ができるように思っている。 

 

ハ) インターネットのアメリカのサイトで検索させる 

 正しい英語表現や、専門的な文章は実際にネィテブが書いている文章を参考にすることが必要であ

る。そのためにはアメリカやイギリスのサイトを見ることが大切である。どのサイトを見れば生徒た

ちが必要としている情報が取り出せるかを事前に調べるのも我々教員の仕事であり、そのあとは生徒

だけで検索しちょうどよい文章表現を見つけられるようになる。このことにより、教師の英語の指導

時間が削減でき、研究への指導時間を増やすことができる。 

 また、自分で書いている文章が正しいかをチェックした時にも検索サイト役にたつ。自分が書いた

身近文章を検索サイトに入力し検索をかけると似たような表現がヒットする。それを参考に英文を書

けばより英語らしい表現になる。 

 

7.2 本庄高等学院のプレゼンテーション教育とその方向 
半田 亨（SSH委員長、情報科） 

 

① プレゼンテーション教育の必要性 

 今年度、本校は参加した SSH関連イベントにおけるプレゼンテーションで、SKYSEF で第 1位（Energy 部

門）、WaISESで第 1位（Venue2）を獲得した。本校は 1982年の開校以来卒業論文制度に取り組んでいる

が、2002 年の SSH指定以来、プレゼンテーション指導にも取り組んでいる。 

 2002年の新教育課程施行時、（おそらく）どの高校でも新教科「情報」と「総合的な学習の時間」につ

いて、何をやろうかと悩んでいたことと拝察する。本校では、ちょうど SSH 校に指定を受けたこともあり、

卒論の制度を SSHの課題研究に有機的に結び付ける方向を決めていた。論文と並んで成果報告の形態として

今後絶対に必要となる技術と考えた。指導要領の内容を踏まえつつ、論文リテラシーとプレゼンスキルを含

めた、基本的な「アカデミックリテラシー」養成を 1年時の情報科50の目標とすることとした。以下は具体

的な 1年間の内容である。すべて英語での提出・プレゼンも可としている。 

 

(ア) 基本的なプレゼンスキル養成 

課題「私が一番夢中なもの」について PPT でスライドを作成。全員に 3分間のプレゼンテーショ

ンを義務付ける。スライド作成技術（レイアウト・色彩・画像加工・著作権）、プレゼンテーシ

ョンスキルを指導。 

 

(イ) 基本的な論文リテラシー養成 

課題「身の回りの？なもの」について Wordで A4 版 4枚のレポートを作成。全員に具体的な評価

結果をフィードバック。論文のフォームへの配慮、画像加工、知的財産への配慮、資料検索方法

などを指導。 

 

(ウ) 基本的なデータ処理技術及びデータを見る視点の養成 

課題「Tipping Point の秘密を探る」について Wordで A4 版 4枚以上の小論文を作成。Excel によ

るデータの統計処理、テーマ設定・仮説とその検証・考察といったリサーチデザイン、総務省統

計局などのデータベース等の指導。 

  

 本校では、情報の授業だけでなく、政経・英語等多くの科目でプレゼンが実施されている。また、卒論

報告会や SSH成果報告会等、授業以外でもプレゼンの機会は多い。SSH事業の方針としても、積極的に外

部でのプレゼンを経験することを生徒に求めている。 

                                                      
50 本校では SSH 校であることを考え、「情報の科学」（2002 年当時は「情報 B」）必修 2 単位を 1 年時 1

単位、2 年時 1 単位に配分。また、より深い情報関連の内容を履修したい生徒に向けて 3 年時選択科目（2 単

位）に「情報と文化（メディアリテラシー）」「情報と映像（映像発信技術）」「情報サイエンス I（C++を

中心としたプログラミング）」「情報サイエンス II（発展的な統計処理）」を設置している。 
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 その後の高校現場の動向を見るまでもなく、この方向は間違いではなかった。また、長い時間をかけて

きたことで、学校に「良いプレゼンをしたい」という空気が醸成されていることを感じる。 

 

② 1 年時情報科におけるプレゼンテーション教育 

 1年時の情報科におけるプレゼンテーション教育でおいているポイントは以下の 3点である。 

(ア) スライドから発せられる視覚情報を効果的に行うこと 

(イ) 肉声から発せられる音声情報を明確にすること 

(ウ) デリバリーを効果的に行うこと 

 そもそも、プレゼンテーションで物事を伝えることは上記（１）～（３）の総合として論じられなくて

はならない。特に（１）（２）はお互いが補い合う関係であり、例えば話術に秀でているならば、スティ

ーブ・ジョブズのプレゼンのようにスライド情報を１つのキーワードやイメージだけに留めて行うことも

できる。 

が、特に科学成果の発表では、仕組みや構造を理解してもらうためのデータや画像がどうしても必要と

なるため、なかなかそのようなわけにはいかない。1スライドに盛り込める情報量は、オーディエンスが

限られた時間で理解できる量でなくてはならず、テキストや画像を精選する必要が出てくる。”One 

slide, one message”はスライドづくりの原則であるが、one message が的確に伝わるようにするために

は、精選されたスライド情報を補う肉声による音声情報が重要になる。 

また、プレゼンを通して、オーディエンスに飽きさせず集中してもらうためのデリバリーが必要であ

る。1 年時 1 学期課題のプレゼンテーションではこの部分を強調し、具体的なスキルを与えている。 

 

③ 研究発表・コンテスト等用のプレゼンテーション教育 

2002年の SSH指定以来、いろいろな場面で課題研究プレゼンの場面が増えていった。2005 年第 2期 SSH

以降は、海外で発表する場面も増えた。このような機会が増えるにつれて、1つの疑問が次第に湧いてき

た。それは複数人で行うプレゼンテーションの形態である。 

通常大人の世界の学会等における研究発表は、共同研究の場合でも主研究者や代表一人によって行われ

る。高校生の場合、クラブ活動やグループ活動による課題研究が主となるため、研究発表でも複数で行わ

れる場合がほとんどである。教育的な意味もあり、貴重な研究発表のチャンスをなるべく多くの生徒に経

験させたいため、プレゼンも研究に関わった全員で行われるのが普通である。その場合、スライドを前

半・後半、あるいは自分が作ったスライドと機械的に役割分担をする場合が多い。 

しかし、できるだけわかり易く伝えることがプレゼンの目的であるとすれば、グループの中で話術に長

けている人間にプレゼンすべてを担当させるのが一番効果的である。教育的な事情によりメンバー全員に

プレゼンを経験させたいとすれば、なるべく効果的になるような仕掛けづくりを努力すべきである。 

このように考え、至った１つの形態が”Conversation Style”のプレゼンテーションであった。ここで

心がけたことは次の 2 点である。 

(ア) オーディエンスにとってプレゼンをわかりやすいものとするために、オーディエンスの疑問に対

して応えるような形態をとること。 

(イ) オーディエンスにとってプレゼンがエキサイティングで飽きないような仕掛けづくりをすること 

（ア）については、複数人いる生徒に Roll Play を意識させることとした。つまり、複数人の内の一人

をオーディエンスが抱くであろう疑問を代弁させる係とさせるのである。（イ）については、複数人の生

徒が会話調でプレゼンを行うことにより、常に刺激的で飽きさせない効果を狙えないかと考えた。 

このスタイルを初めて実行に移したのが 2012 年 5月にカナダで行われた ISSF である。このときは、3

人の生徒によるプレゼンであった。初めての経験であり、役割分担の意識も徹底できず、生徒側もどのよ

うなプレゼンなのかイメージが持てなかったため、結果として十数枚のスライドを複雑に役割分担した印

象で終わってしまった。結果として、担当スライドを機械的に役割分担したプレゼンよりも忙しくわかり

にくい結果となった。 

次に表舞台でチャレンジしたのが、2013年度の JSSF であった。このときは、これに先立つ立命館高校

の重点枠事業で台湾で 3度プレゼンをする機会があったが、このときは通常の枠割り分担で行った。11 月

の JSSF本番の 2週間前、改めてこのプレゼンスタイルを実践したいと考え、プレゼンする藤井すみれ・萬

羽里映 2 名の生徒と相談をし役割分担の台本を検討したうえで、実践してみることとした。練習の時間が

ほとんどなかったにも拘らず、私の想像をはるかに上回るできでプレゼンを終えることができた。このと

き、改めてこのスタイルに自信を抱いた。 
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2014年、SKYSEF の場で改めてこのスタイルを尾林舞香・山川冴子・市川なつみの 3名に実践させた。プ

レゼンテーション（Energy 部門）1位を獲得することができた。WaISES の２つのプレゼンでもこのスタイ

ルを実践させた。プレゼンテーション部門(Venue2)で 1 位を獲得することができた。WaISES におけるプレ

ゼンテーション評価は、研究内容を問わず、純粋にプレゼンテーションとして「わかりやすいか」「誤解

なく伝わったか」を問うもので、参加した教員・ゲスト・大学生以上の学生によって行われる。評価者に

よって採点がぶれることを防ぎ、より客観性を高めるため、ルーブリックチャートで行っている。そのた

め、1 位と評価されたことは、研究発表としてのこのスタイルに効果があったものと思っている。MWITS 

Science Fair でも飛知和志帆・水越百香・野澤修矢の 3 名がこのスタイルを実践した。 

 

④ エレベータープレゼンテーション 

 本来研究発表のプレゼンテーションは自

分の長く関わってきた「愛着のある」内容

をオーディエンスに伝えるのであるから、

台本などなくても自分で語ることができる

はずである。とはいえ、実際の高校生の場

面としては、先輩から引き継いだ成果をプ

レゼンしたり、自分の成果でありながら緊

張してうまく表現できないなどいろいろな

事情がありうる。そのため、通常は事前

に、成果を「スライドにまとめ」、「台

本」を作り、それを元にプレゼンの練習を

行うのが一般的である。ここで避けなくて

はならないのは、本番でも台本に頼ってし

まうことである。最悪の場合、台本通りの

説明ができないことを恐れ、オーディエン

スの視線を避けるため、台本だけを見て棒読みになってしまう。 

プレゼンの第一の基本は「自分の発見したことを伝えたい」という情熱である。オーディエンスに語りか

け、常に理解できているか確認するのでなければ、まずこの大原則が崩れていしまう。本番に台本を持参す

る時点で、既に台本に頼ろうとしていることであり、プレゼン中には必ず目線を台本に向けることになる。

本校では、基本的に台本の持参を禁止している。 

 しかし、本来プレゼンが「自分の好きなことを人に伝えること」ということであるならば、台本はあくま

でもプレゼンの筋を確認し、セリフの参考とするに留めるべきである。スライドにおける one message に沿

って、オーディエンスの様子を確認しながら、その時その時の臨機応変の言葉で語りかけるのが理想的であ

る。この時に重要なのが、オーディエンスの「層」をプレゼンの前に分析し、プレゼンテーターとオーディ

エンスの間に必ず生じる、得られる情報の「ギャップ」をなるべく少なくするよう努力することである。 

例えば、大人の学会であればオーディエンスは皆その道の専門家である。しかも、自分の研究の糧とする

ために、交通費や宿泊費、場合によっては参加費を払ってまで聴きに来ているため、その分野の基礎知識は

有しているし、プレゼンへのモチベーションも高い。一方、高校生科学フェアの場合は参加している生徒た

ちに必ずしもその分野の専門知識があるわけではないため、基本用語や概念の説明が必要となる。また、必

ずしもモチベーションが高いわけではないため、集中力を維持する仕掛けづくりも必要となる。そのため

に、それぞれのプレゼン練習の前に以下のように「目的」”What”、「対象」”Whom”、「分

析」”Why”、「方法」”how”を確認させ、その上でスライドと台本を作らせている。 

 スライドの message に対して台本によらず、オーディエンスの様子を確認しながら臨機応変に説明でき

る力が必要だと前述した。そのための訓練メソッドとして近年本校で取り入れているものが「エレベータ

ープレゼンテーション（エレベーターピッチ、エレベータートーク、エレベータースピーチ）」である。

このプレゼンテーションスタイルは日本では、「～（前略）～まだまだ浸透していませんが、アメリカで

は、30秒間で確実にビジネスコネクションの布石を打つテクニックとされ、自己プロデュースのパワーツ

ールとして重視されています。51」本校では、3 年選択科目「情報と文化」選択者に対して年間 3 回、第 1

回目はテーマを一瞬見せた後 Thinking Time30 秒、第 2 回目は 15秒、第 3回目は 0秒と厳しくしていって

                                                      
51 引用、「エレベーター・スピーチでビジネス英語のレベルが一気に上がる」、p5、David A. Thayne、ア

スコム、2012 年 10 月 4 日 

 
MWITS Science Fair でのプレゼンの様子 
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いる（プレゼンタイムはどれも 1分）。2015年度は英語のプレゼンにもトライする予定である。地域連携

で行っている藤田小でのプレゼン指導でも 2013年から導入している。本校主催の SSH成果報告会でも

2013年度から披露している。 

 

⑤ 国際化の中でのプレゼン教育の方向 

 スライドで伝えたい message に対して台本によらず、オーディエンスの様子を確認しながら臨機応変に

説明できることは理想であるが、特に母語でない英語になった時には現実問題としてかなり難しい。結果

として、本人が持つ総合的な英語力をアップするしかないということになるが、そのためには英語科の授

業だけでは難しく、他の授業でもできるだけ英語を使う場面を作る、授業外でもできるだけ英語を使わな

くてはならない状況を学校として作っていく環境が必要となる。このことが、日本の高校教育の国際化に

向けて必要なことであろう。 

 2002年度の SSH指定より、本校は積極的に国際科学フェアや国際コンテストに参加してきた。その間

の様子を見るに、最近はよくなってきたとはいえ、まだまだ日本の高校生のプレゼンテーション能力、デ

ィスカッション力は、母語が英語でない他の国の高校生に比べても差がある。SSH 校の中では英語プレゼ

ンテーションが当たり前のものになりつつあるが、一度各校が指導方法や教材を持ち寄って共有する場が

必要と思われる。 

 

❽ 関係資料  
運営指導委員会議事録 

 

12月 17日（水）12:00～13:30 於早稲田大学本庄高等学院大会議室 

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） 

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） 

影森 徹 （早稲田大学本庄高等学院 SSH 委員，理科主任）  

新井 嘉 （早稲田大学本庄高等学院 SSH 委員） 

半田 亨 （早稲田大学本庄高等学院 SSH 委員長、情報科主任） 

峰 真如 （早稲田大学本庄高等学院前 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 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 

 

□今回の WaISESにおける研究発表について詳しく教えてほしい。 

■現在、何故本校がプレゼンの他にコミュニケーション技術が高いのかと取材を受けている。私が考えるに、

１つのキーワードは帰国生である。１つのクラスに現地校の生徒が 6 人くらいいる。その生徒に頼れるという

というのがある。また、コンピュータスキルが非常に高い。したがって教師や友人を頼らなくてもレベルの高

い PPTスライドを一人で作れる。居場所があることも大きい。メディアルームにたまって作業をしている意義

が高い。外部のいい指導者がいる。本校の生徒は、発表自体には自信を持っている。最後に、研究仲間がいる

ことである。基本的に課題研究には、必ずグループを組ませている。そのため、研究内容が長く継続すること

に耐えるような、しっかりしていることが重要である。発表だけが目的ではなく、交流のコミュニケーション

までが本シンポジウムの目的である。 

□本庄学院の SSH事業を見ていると、年々ゴールのレベルが高くなっていることを感じる。 

■1年生は大体、プレゼンを失敗して泣く。それで次はリベンジしてやる、という意思を持つことで成長する。 

□本庄学院ではいくつかの研究プロジェクトが並行して走っているが、違うプロジェクト同志で話題交換をし

ているのか？ 

■SSH 部員が誰でも、文化祭でお客様に聞かれたときに全部のプロジェクトの紹介できる程度には指導してい

る。 

□そういう予備知識があると、いろいろな発表を聞いてみようかという気になる。だから、他人の発表が終わ

った後に質問ができる。 
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■本校ではいろいろなプレゼンテーションの場でもそのような指導をしている先生が多い。無理してでも質問

をさせる指導もしている。 

■シンポジウムでは、むしろ質疑の時間が大事である。 

□その意味で、この WaISES でもよく質疑の場ができていたと思う。 

■ただ、いろいろな指導に手が回らないのも現状。私自身は理科ではない。今回の WaISES では司会者のトレ

ーニングにわずかに関わった。分科会の司会係には、Q&Aの際、何もないというのは礼儀としてよろしくない

という指導をした。バディをしている生徒は文系がほとんどである。もし何も質問が出なかったら、司会の子

にはせめて、何か言ってあげてという指導をした。 

■今回の司会も、サッカー部を引退した男子が立候補するなど、モチベーションが高い。 

□そのようなことは受験のない学校の特権。受験校だったらそんなことは到底できない。 

■ある生徒は-200℃まで冷やせる冷蔵庫を作っている。今のところ-100℃までしかできていない。液体 He を

使わないで超伝導現象ができないかとチャレンジしている。 

□聞いていて、本当に参加者の英語力がすごいと思った。私の今後の人生を大きく変えそうだ。生徒たちのコ

ミュニケーションの輪が広がりつつあるのを感じた。質疑の時間で、質問されて困った時に、海外ならば大き

くボディランゲージをとって大きくふるまう、日本人はどうしようと横を見て小さくなってしまう。こんなこ

とに気が付くだけでも、このような場は意義がある。 

■そのような多様な刺激を受けさせたいので、スタッフは全校生徒に公募している。教員もこのような場では、

無理して英語を話すよう努力せざるを得ない。 

□大学では、英語で授業ができることを採用条件にしているところが多くなっている。 

■高校でも、海外では最近そのような動きがある。すべての授業を英語で行っているところが多くなっている。 

■プロの科学者にとって、Q&A や研究発表の準備などに際して、どのようなトレーニングをしているのか？ 

□プロの現場では心底納得するまで徹底的にディスカッションをする。そうすると、理解が深まり当事者もだ

んだん言い訳などがうまくなっていく。学会の発表よりも就職の面接が難しい。学会は 5 分間機械的に話して

いれば終わるが、就職の面接ではちゃんと見ている人もいる。相手がどこまでのレベルを求めているのか？を

見極め、質問に回答する以外で何かアピールできないか？と考えることが大事。今回のクワの葉の研究では、

今やっている研究が本当に一流の雑誌に投稿できるのかを試してみたかった。指導する側も研究を進める生徒

もみんな忙しい中で、一流の研究者に対抗して勝てるかやってみよう。昨年のこの委員会でも論文の話が出て

来たので、参考までにそれ以降のプロセスをこのレジュメに書いてみた（別紙参照）。SSH活動がただの教育

ではなく高校生でも世界に挑戦できることを院生に示し、そして世間にも知らしめたかった。海外の高校では

先端装置を持っているもののあるが、それがないから SSH研究として負けるというのはとんでもない話で、そ

の程度のモチベーションではいけない。 

■プラントオパールが何故存在するのか？それはレンズとして機能し、それを作ることによって光合成をしや

すくなるという仮説を現在、研究している生徒は立てている。 

□匂い、歯ごたえ、のど越しを蚕は好むらしい。シリカの存在はのど越しを良くするらしいという研究もある。 

■表面に石が出てくる植物はたくさんある。 

■クワの研究をしている生徒が偏光顕微鏡を借りに来る。毎週毎週下校時刻まで残っている。そのような情熱

は伸ばしてやりたい。いかに生徒をのせるかが大事である。 

■英語の分野から生徒に興味を持たせたいと考えている。 

■先生方からアドバイスいただきありがとうございます。ことしは SSH 最終年度であり、改めて再申請の方向

を検討しなくてはならない。また、現在申請を検討している SGHとどうからめて SSHを維持するのかもポイン

トとなろう。 
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