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巻頭言 
 

早稲田大学本庄高等学院長 𠮷田 茂  
 

2002 年度から続く SSH 事業が本学院に大きな功績をもたらした。それは学院内に科学探究の雰囲

気を形成したばかりでなく、科学を学び続け、有為な科学者になろうとする学院生を少なからず産

み出したと思うからである。そして、この雰囲気の形成や科学を志す学院生の誕生は、本学院の新

たな校風を醸成したようにも思う。流行の言葉で言えば、本学院にイノベーションをもたらしたの

である。その陰には特に理数科教員の不断の努力、それはあたかも自らの生活を犠牲にするかのよ

うな凄まじい努力であるが、それとともに自らの科学的疑問に解を与えようとする学究心溢れる本

学院生の弛まぬ努力があったことは言うまでもない。 

今春本学院を卒業する中川慎一朗君の『慶應義塾大学日吉紀要 自然科学 60』（2016．9）に掲載

された「電気解析法を用いたセシウムイオン分離に関する研究」の論文も、本人の卓抜した発想や

継続して研究を続けようとする真摯な姿勢、さらに彼の研究を支援し共同執筆された母里彩子、井

上浩義両氏のご支援があればこそだが、それに加えて前述した本学院の雰囲気と、教員や学院生た

ちの努力とが後押ししたのではないかと思っている。 

本年も国内外の科学の祭典である JSSF2016 や TISF2017 などに参加し研究成果を発表した。 

現地で「母島こども科学教室」を開催する小笠原研修が台風のために実施できなかったのが残念

であったが、地域貢献の意味合いとともに、高校生が小学生に教えることで自らの科学的知見と教

授法を高めることを目的に始められた本庄市立藤田小学校での講義は本年度も計 8 回、加えて合同

の河川調査を実施することができた。この河川調査、すなわち本庄市内を流れる小山川、元小山川

の調査及びその環境保全活動が評価され、藤田小学校とともに本学院の SSH 河川研究班が「平成 28

年度彩の国埼玉環境大賞」の優秀賞を受賞できたのは本学院にとって嬉しいニュースであった。ま

た「第 9回いい川・いい川づくりワークショップ in備中高梁」では、同研究班の 3年玉手萌衣・久

保田怜奈さんが環境技術・環境研究の第一人者であった森清和（1942～2004）を記念してできた「森

清和賞」を受賞した。 

これまで学院生を対象に行われてきた「これがデータ分析だ！」「これがサイエンスだ！」の講義

も継続実施され、本学院恒例の講義となっている。 

本年度、JST のプロジェクトである「さくらサイエンスプラン」に採択され、「シンガポールと日

本の水事情から、世界の水問題を考える」というテーマで NJC-Waseda Exchange Programme を 10 月

24 日から 31 日まで実施した。この NJC との交流は本年で 10年目を迎え、両校にとって共同研究の

場として、生徒たちの交流の場として極めて重要な意味を持つ。さらにその一か月前の 9月 26 日か

ら 10 月 3日まで、タイの Mahidol Wittyanusorn School(MWITS)の生徒 10名が初めて本学院を訪問

した。これまで本学院の生徒が MWITS を一方的に訪問するかたちであったが、今回の訪問を機に今

後両校の定期的な交流とその発展が期待される。 

最後に、グローバル時代における科学アカデミックリテラシーの養成、そしてそれを保持し世界

で活躍できる人材をどのように育てるか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 27～28 

 

 

❶ 平成 28 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仕掛けづくりの開発 

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28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 

（ア）科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

例年の SSH課外講義に加え、特に 1年生に向けて理系志向のきっかけをつくるために、今年度も学内教員

による輪講「これがサイエンスだ！」を実施する。インストラクショナルデザイン・反転授業等授業改革の

試みを行う。 

（イ）探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発 

例年同様、SSH部の活動の他、クワ研究・河川調査・水力発電などプロジェクトベースの探究活動を継続

する。成果については、可能な限り外部発表の機会を作り、評価を得る努力をする。 

（ウ）多様な連携プログラムの開発発展 

地域連携として「小笠原研修」「河川調査」を行う。河川調査活動では、藤田小との連携の他、宮城県の

NPOの協力により今年も南三陸研修を実施する。シンガポールの National Junior Collegeやタイの Mahidol 

Wittayanusorn School との間で相互訪問を行う Exchange Program を行い、共同研究を進めるとともに、教

員研修を行う。 

（エ）海外での研究発表とその教育効果の分析 

Thainand International Science Fair2017などの国際高校生科学フェアに参加し、研究発表を行う。ま

た、その教育効果を分析する。 

（オ）SSH成果の普及・敷衍 

SSH報告会を実施する。成果報告書を作成する。子供科学教室を本校・母島で実施する。本校 SSHリソー

スを社会的に還元するための様々な機会を得る努力を行う。 

（カ）教育効果の評価システムの開発 

教育効果評価のためにテキストマイニングなどの手法を試すとともに、教育効果評価方法の検討を行う。 

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項  
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特になし 

 

○平成28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 

 輪講「これがサイエンスだ！」（5 回）を実施した。インストラクショナルデザインや反転授業の試みを

行った。 

（イ）探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発 

 例年同様、SSH 部の活動の活性化を図った。今年度は特に、古い繭の座繰り機の分析と 3D プリンターを

用いた再現を目指した。失われつつある伝統技術の継承に一役担うことを期待している。プロジェクト活動

では「クワ班」「河川調査班」「麹班」「水力発電班」で探究を進めた。クワでは論文“光学・電子顕微鏡

によるクワの葉プラントオパールおよびその不均一分布の観察”がジャーナル誌に掲載された。河川調査班

では特に河川エビの研究を韓国および岡山で発表した。岡山の発表では森清和賞を受賞した。2012 年から

継続されている本庄市立藤田小学校・地域 NPO との本庄市内河川環境保護活動が評価され、彩の国埼玉環

境大賞優秀賞を受賞した。卒業論文マニュアルの改訂および指導システムの検討・評価シートの検討を行っ

た。 

（ウ）多様な連携プログラムの開発発展 

 河川研究班の他、地域企業との連携による「麹菌研究班」を継続した。南三陸研修は参加人数不足のため

断念した。小笠原研修は直前の台風による船の欠航で断念した。NJC との連携では、今年度は 3 本の共同研

究を進め、Kelvin Wake に関する研究成果を JSSFで共同発表した。MWITS との定期的な連携が開始された。 

（エ）海外での研究発表とその教育効果の分析 

7 月に日韓青少年水フォーラム、1月に Thailand International Science Fair2017に参加した。感想を

分析すると、このような国際的な研究発表の場に参加することは、特にモチベーション（英語や勉強の必要

性）面において影響力が高いこと、会期中のプログラムが多岐に渡るため、学校間交流とは異なる多様な収

穫があることが分かる。 

（オ）SSH成果の普及・敷衍 

 SSH 成果報告会を 11 月に開催した。子ども科学教室（学校 2 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 

 テキストマイニング・主成分分析・統計的検定により定量的・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 

 卒業論文マニュアルの改訂等、論文指導方策の検討により、論文の質の向上を目指した。課題研究が

査読付きジャーナル誌掲載に至った。 

 密度の高い、SSH成果の地域還元ができている。特に藤田小との連携による本庄市内河川環境保護活

動が評価され県の表彰を受けたした。地域伝統技術への貢献を目指した。 

 NJCに加え、MWITSとの定期的交流が開始された。２校との連携の中で、未来的国際交流の在り方を検

討した。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

 理系進学者数は、今年度増加に転じたがまだ不安定である。特に、１年次の段階で理系志向のある生

徒を取り込めていない現実がある。科学的好奇心を活性化するプログラムについては、輪講や課外講

義、授業システムの改善等を含め総合的に再検討する必要がある。 

 男子のSSHプログラム参加率がまだ低い。 

 MWITSとの交流は始まったばかりであり、連携方策の在り方の検討が必要である。 

 平成28年次に科学課題探求（2年）、29年時にキャンパス環境を生かした課題テーマ探求「大久保山

学」が開講される。一連のカリキュラムを卒業論文を頂点とした、課題探求活動に有機的に結び付け

ることが求められる。 
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別紙様式２－１ 

 

 

 

❷ 平成 28 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、生徒には大きな変化が見られた。特にSSH第3期である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。今年度は経過措置2

年目であるが、昨年同様予算額が少ない中で、例年とほとんど同様の内容を行った。 

この間、多くの国際交流プログラムが実施された、あるいは参加した。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。また、論文が専門ジャーナルに掲載されるに至った。 

これら生徒の変化を以下に、「具体的な知識・技術面」「英語・コミュニケーション」「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 

 今年度は以下の賞を獲得することができた。 

2012年から継続している藤田小との本庄市内河川環境保護活動における連携に対し、彩の国埼玉

環境大賞優秀賞、本庄市内河川における小型河川エビの外来種汚染状況の調査活動について、森

清和賞を受賞した。論文の査読付きジャーナル紙掲載を現実化（2本）することができた。 

 

＊英語・コミュニケーション 

 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」

という授業を行っている。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。 

 一度SSHプログラムで英語のプレゼンテーションに臨んだ者は、その後授業や課題研究の場でリー

ダーシップを発揮する例が多い。 

 国際交流活動が多いため、英語で話すこと・英語でプレゼンテーションすることが当たり前とい

う学校の雰囲気が出来上がっている。 

 

＊その他の意識 

 2012年度以降実施された藤田小学校との連携から、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2.3.3に見ることができる。 

 

 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。昨年までに重点枠予算で実施したSEESやWaISESといった国際シンポジウムの影響が、ま

だ学内に残っている。また、相互訪問する国際交流プログラムや海外校の訪問を受けることも多

い。国際交流プログラムに参加した生徒は、その大部分が、その意義や自分に残した効果を知り

、リピーターとなり、他の在校生によい影響を与えている（3.1.1参照）。 

 

（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。 

早稲田大学本庄高等学院 指定第三期目 27～28 
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＊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。2013年度より実施している「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の講義に必ずしも外部専

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

。特に、シンガポールのNational Junior College（NJC）昨年度から定期交流を開始したタイの

Mahidol Wittayanusorn School（MWITS）との間では、教育方法や教材の意見交換を行っている。 

 

＊人的ネットワーク 

 国内外学校間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。 

 MWITSとは教員交換プログラムを検討している。 

 生徒は、国際交流プログラム参加後もSNS等で連絡を取り合っている。課題研究のアイデアのやり

取りにつながっている。 

 

＊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。このことはミスマ

ッチの少ない進学学部進路指導にもつながっている。 

 

（ウ）学校の変化 

 以下に（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。地域における本校に対する理解につながっている。

地域伝統技術継承発展の取り組みも開始されており、地域連携の深まりとともに地域還元できる

ことが期待される。 

 

 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。 

 

 大学との地理的なハンデがあるため、探究活動を深めるためには地域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。 

 

（イ）国際化の進展 
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 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。定期交流が始まったMWITSとは教員交換を含めた新たな国際交流形態を

検討する。両校との交流形態が、未来的国際交流の世界的スタンダードになることを期待する。 

 

 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。昨年より、台湾国立建国中学の訪問を受けての研究発表を軸とした交流も始まっている

。また、河川調査の舞台を台湾に求めることも現在検討中である。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。 

 

 平成26年までの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 

 28年度より2年生必修課題探究「科学探求」が開始された。29年度からは3年生必修でキャンパス

を利用したオムニバス形式の課題テーマ探究「大久保山学」が開講される。また、同時に地域伝

統文化技術を積極的に課題学習のテーマに取り込み、地域連携を進めながら文化技術保護と改善

という点で地域貢献する試みが始められている。本校で課題探求の最終目的である卒業論文にこ

れらを有機的に結び付けること、および指導方法・論文の評価方法を含め、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。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。 

 

 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。エレベータープ

レゼンテーション・レディメイドプレゼンテーションなどの教材および指導法を一旦整理すると

ともに、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）成果の還元方策の広がり 

 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。 

 

 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事業取組の概要（平成 22年～26年、27年 28年経過措置） 
 早稲田大学本庄高等学院 SSH事業の最終年度にあたり、第三期事業の総括を最初に行う。 

 

0.1 本事業の仮説 
 本事業は 5年間（加えて経過措置 2年）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、「教育の国際化を踏まえた、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、以下の仮説を立ててその検証活動を行った。 

① 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 生徒の探究活動を継続発展させるためには、課外活動やプロジェクト活動がうまく運用される仕掛けづく

りをすることが必要である。 

③ 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。 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑥ 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、評価シート・テキスト分析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。 

⑦ 運営指導委員会の実施 

⑧ 報告書の作成 

 

0.2 本事業の実践の状況 
0.2.1 本校 SSH事業全体の流れ 

 この SSH 期間 15 年間（経過措置を含む）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。当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 1 度という多い頻度で行っていた。SSH 部は指定

当初から活動を始めた。 

 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。また当初から時代の国際化を見

据え、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・台湾教員団の本校訪問を受け、台

湾高瞻計画予定校との交流が始まった。2007年度、国立台中第一高級中学および Singapore National Junior 

College（NJC）と姉妹校協定を結び、連携活動が開始された。また協定とは別に、多くの海外校と関係を結ぶ

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、生徒教員に与えたそのインパクトの大きさを

受け、2007年度から母島の植物観察を中心に展開を始めた。現在本校の柱となって毎年実施しているプログラ

ムの多くはこの時期に確定している。 

 

0.2.2 2010 年～2014 年における SSH事業 

 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。他方、コア事業・重点枠事業にも積

極的にトライし、2011年の SEES、2014年 15年の WaISESと 3 回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」のリソース
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の一旦を参加校に還元することができた。このとき作成した教材は現在でも本校 Webサイト1に掲載してある。

プログラムが安定し、これまでに蓄積されたリソースを色々な形で社会へ還元し始めた時代である。 

 

 
Table 0-1 早稲田大学本庄高等学院 SSH事業の歴史 

 

 事業題目にある「多様な連携」の大きな柱の 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・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

                                                      
1 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/waises2014/index.htm 
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まれていることがわかってきた。2012年に藤田小との連携が始まり、この活動は 2013年に水環境保全活動奨

励賞、2016年に彩の国埼玉環境大賞優秀賞を受賞した。 

おりしも 2011年 3月に勃発した東日本大震災と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日本の科学が進もうとしている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。この依頼が現在の超小型水力発電機の開発につな

がっている。この研究は 2013 年 JSEC佳作、2015 年に JSEC優等賞を受賞した。 

 

 
Table0-2 2010年以降の SSH事業における主たる表彰等 
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 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、より深い共同研究成果を求める方向に動きつつある。 

 
0.2.3 2015 年度・2016年度における SSH 事業 

 2015 年度・2016 年度は経過措置校として SSH 事業を実施した。予算が少ない中 SSH 事業整理の努力をした

が、多くの事業に連携先があり、生徒自己負担額の増加にご理解いただく・学校予算配分の見直し等の努力を

し、結果としてほとんど前年度並みの事業を行った。2015年からは、かねてより断続的に交流があったタイの

Mahidol Wittayanusorn School（MWITS）との間で定期的な交流活動が開始された。MWITS とは、教員研修を含

む未来的な学校間国際交流の在り方を検討している。 

  

 以上のような本校 SSH活動の成果の 1つとして以下のデータを上げたい。 

付録 1の Graph2 は 2011 年からのは、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。Graph3 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。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おり、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 Ghaph3 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 SSH活動の成果があったと評価している。 

 

0.3 本事業の評価 
0.3.1 各仮説に対する検証 

① 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。 

 SSH 事業開始以来、本校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。また、後半は多様な連携活動の中で SSH プログラムにおける教育効

果を高め、かつ成果を社会還元することを目指した。 

25 年度から、教員の専門分野を活かし理系へ生徒を取り込む試みとして輪講「これがサイエンスだ！」を開

始した。また、新 1 年生のカリキュラム改変に際し、初めての試みとして、全新入生に対する理科学力試験、

およびその結果基礎学力が足りない生徒に対して補講を実施した。授業改革としてインストラクショナルデザ

インや反転授業の試みを実施した。28年度はネット上の教育システムを利用する試みを行った（2.1.2） 

関係資料付録 1 で見るように、理系学部学科進学者数はこの間上がってはいない。むしろ下降気味である。

このデータを見る限り、仮説は棄却されるが、仮説の妥当性をより高めるためには以下の要素が必要であるこ

とがわかっている2。 

 新入生の理科に関する基礎知識を早い段階で揃えた上で、探究心を養うこと。 

 理系進学を迷っている生徒に科学への興味を持たせるようなプログラムの開発 

 早い段階で大学の理系の様子がイメージできるようなプログラムの実施 

 ネット上の教材や教育システムをうまく活用することで、高校ではできない教材の広がりを持たせ

られる。 

  

② 生徒の探究活動を継続発展させるためには、課外活動やプロジェクトがうまく運用される仕掛けづくりを

することが必要である。 

                                                      
2 平成 27 年度成果報告書経過措置 1 年目、2.1.1 参照 
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 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、地域を基盤としたチームプロジェク

トを設け、実施してきたことが大きな特徴である。探究活動を SSH部活動に限ってしまうと、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。このシステムは生徒の探究活動および地

域連携の可能性を広げている。 

SSH部やプロジェクト活動では、探究活動が単年度ではなく先輩の成果を継続することができるため、成果

を深め、結果としてジャーナル誌への掲載や JSEC 等の評価につながっている。また、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ている。 

 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あり、また SSH部やいくつかのプロジェクト活動が

あったことにより探究活動が継続し深められている。以上より仮説は妥当であるが、さらに仮説の妥当性を高

めるためには以下の要素が必要であることがわかっている。 

 有機的な指導体制を維持すること。現在 SSH部では毎週月曜日に出校するコーチ、河川調査では外部

専門家や大学研究室の指導を受けている。単発ではない継続的な指導体制がカギとなる。 

 継続的な生徒の活動を維持し、発表評価の場を与える努力をすること。 

 生徒が自由に実験観察できる環境（たまり場）を作ること。 

 

③ 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。 

 SSH 事業の連携先としては、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、海外の高校と様々なつながりを維持し、プロ

グラムの改善を重ねてきた。 

地域との多様な連携の大きな例が河川調査活動である。本校と大学は地理的に遠いため、特に地域連携が、

本校の継続的で密な SSH活動の背景となっている。この活動は何度か表彰を受けている。活動の評価について

は、2.3.3を参照されたい。また、海外連携における生徒への効果については 3.1.1 を参照されたい。 

以上より、「継続的な活動が促進される」「指導体制が増える」「多様なアイデアやアドバイスが得られる」

という点で生徒の探究活動や科学へのモチベーションが促進されており、仮説は妥当であるが、より生徒活動

を活性化し、地域貢献するために以下の点を抑えることが重要である。 

 地域連携・海外連携を問わず、総花的でなく「目的」を絞ることが結果として教育効果が大きい。 

 

④ 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 指定以来対外的な研究発表の場に積極的に参

加してきた。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。 

 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、ディスカッションする貴重な経験になること

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場となる。海外研修に参加し

た者はほとんど、次の海外研修の機会に参加しようとする。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、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。3.1.1 によると海外での研究発表プログラムに参加

した、生徒たちの行動の変化や感想を見ることができる。現場では大変な思いをしても「楽しい」と思えるこ

と、英語や研究へのモチベーションの変化が見て取れる。このようなことから、この仮説は裏付けられる。 

 

⑤ 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。 
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 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3、地域文化や技術の継承発展等大きな効果が確認されている。このように地域を

対象とすることが SSH 事業成果の還元の方法として、継続しやすく最も効果的であると考えている。2.3.3 よ

り以下の課題も浮かび上がった。 

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4。主たる連携プログラムには専用のサイト5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。 

 地域連携では、2.3.3 より連携する地域を広げること、および広報の努力が必要である。特にテーマ

が「環境問題」である場合は、その意義を高めるために広報活動が必須である。 

 

⑥ 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。 

 この間、本校では教育効果の高い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、アンケート評価における「評価シートの開発」「自

由記述のテキスト分析」「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・

分析を進めることができた。 

 

0.3.2 評価と反省 

 2010 年～2014 年および 2015 年 2016 年の経過措置における本校 SSH 事業においては、以下の事項が主たる

評価すべき点として挙げられよう。 

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

が獲得できたと同時に、本校の持つ SSH成果をそれぞれの連携先に還元することができたこと。 

(イ) 2011年に重点枠で実施した Taiwan-Japan Science and Education Exchange Symposium(SEES)、2014 年

2015年に人材育成重点枠で実施した Waseda International Science and Engineering Symposium(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 との交流を通し共同研究を軸とした国際交流の未来的スタンダードを共に検討してきたこと。MWITS

とは教員交換を含めた新しい国際交流の在り方を健闘する。 

(エ) ジャーナル誌への論文掲載を通し、記録に残る成果を加えられたこと。 

(オ) 地域に、環境保護・科学指導・伝統文化技術継承発展の点で大きな貢献をしたこと。 

 

 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。 

                                                      
3 2.3.3 参照 
4 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/index.htm  
5 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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(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) 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、大学教員や研究室が卒論指導に関われるシステム作り等である。 

(ウ) 反転授業やインストラクショナルデザイン等授業改革の試みを開始したが、新しい授業進行形態を取り入

れる努力がまだ不十分であったこと。 

(エ) ネットワークやモバイル端末を使った未来的な教材展開の試みを試みたが、進められなかったこと。 

 

１．平成 28年度研究開発の課題 
1.1 事業題目と事業の方法 
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（仮説 1に対する検証） 

② 探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発（仮説２に対する検証） 

③ 多様な連携プログラムの開発発展（仮説３に対する検証） 

④ 海外での研究発表とその教育効果の分析（仮説４に対する検証） 

⑤ SSH成果の敷衍方策とその効果の分析（仮説５に対する検証） 

⑥ 教育効果の評価システムの開発（仮説６に対する検証） 

⑦ 運営指導委員会の実施 

⑧ 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 

 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 年度に開始している「これがサイエンスだ」を今年も継続する。 

（イ）授業方法の改善の試み 

 生徒が基礎知識を得ると同時に、受け身ではなく能動的に授業参加する授業方法改革を行う。 

（ウ）中高接続のギャップ、入学時における生徒間の知識差を解消する試み 

中高接続のギャップを埋める試みとして例年通り理科の基礎学力が不足している新入生に補講を行う。 

 

1.2.2 探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発 

（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で、適切な指導の下、
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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となる。成果においては、積極的に外部評価を

得る機会をできるかぎり義務付ける。 

 

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 

 連携先が多様になることのメリットは、研究の切り口が多様化すること、多くの人の意見や指導・評価を求

めることができることである。今まで実施しているいくつかの地域との連携活動を継続実施し、方向性を探る。 

（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う。タイの MWITS との

連携活動の在り方を検討する。 

 

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、英語によるプレゼンテーシ

ョン・論文指導に取り組む。 

（イ）SSH成果の対外的な報告と評価 

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

今年度は、国内では SSH 生徒研究発表会・JSEC・JSSF・各種学会の Jr部門、国際高校生学会として Thainand 

International Science Fair、日韓青少年水フォーラムに参加する。 

 

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。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 

 特に地域連携活動を通した SSH成果の還元・敷衍を図る。 

（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。今年度も夏冬 2回行う

とともに、母島こども科学教室等出前授業も行う。 

 

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 28年度 SSH実施事項一覧6 
 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 実施事項 

4 4/25（月）台湾台北市立建国高級中学が本庄学院訪問 

5 

5/7（水）元小山川・小山川の河川予備調査 

5/23（月）第 1回「これが―データ分析だ！」 

5/25（水）藤田小で第 1回目講義「ランの花の形の不思議」 

5/27（金）第 1回「これがサイエンスだ！」～地震発生の仕組みと法則性～ 

6 6/1（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」 

                                                      
6 詳細は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/2013/index.htm で閲覧可能 
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6/8（水）藤田小と合同河川調査（小山川・元小山川） 

6/11（土）早稲田大学西早稲田キャンパス 3学部説明会および研究室訪問 

6/15（水）藤田小で第 3回目講義「河川調査からわかったこと」 

6/17（金）第 2回「これがサイエンスだ！」～平面代数曲線の特異点とその解消～ 

7 

7/8（金）第 3回「これがサイエンスだ！」～反物質とは？～実験で探る素粒子～、NJCとのテレビ会議 

7/29（金）子供科学教室 

7/24～8/1 BeiHang Experimental School INTERNATIONAL SCIENCE FAIR 2016（立命館高校人材育成重点枠事業） 

7/26（火）～29（金）日韓青少年水フォーラム 

7/29（金）～8/7（日）シンガポール研修(Waseda-NJC Exchange Programm) 

8 
8/9（火）～11（木）SSH 生徒発表会 

8/26（金）～8/31（水）小笠原研修（台風のため中止） 

9 

9/9（金）～11（日）いい川・いい川づくりワークショップ in備中高梁 

9/14（水）藤田小での第 4回講義「コハクの不思議 ～100万年前の虫を観察しよう！～」 

9/21（水）第 4回「これがサイエンスだ！」～理科が苦手な人にこそ知ってほしい 物理屋さんの頭の中～ 

9/26（月）～10/3（月）MWITS-Waseda Exchange Program 2016（MWITSの本庄学院訪問） 

10 

10/16（水）藤田小との第 2回合同河川調査（NJC合同） 

10/24（月）～10/31（月）NJC-Waseda Exchange Programme 

10/31（月）～11/5（土）JSSF(Japan Super Science Fair 2014) 

11 

11/9（水）藤田小での第 5回講義「河川調査からわかったこと」 

11/9（水）第 5回「これがサイエンスだ！～速報！ノーベル生理医学賞解説～」 

11/5（土）藤っ子祭「チリメンモンスターを探そう！」 

11/16（水）SSH成果報告会、学外 SSH運営指導委員会 

12 
12/21（水）～24（土）台湾高雄研修（立命館高校人材育成重点枠事業） 

12/27（火）親子科学教室 

1 

1/5（木）～10（火）Thailand International Science Fair 2017 

1/13（金）学内 SSH運営指導委員会 

1/21（土）特別講座「麹の秘密」 

1/24（火）～31（火）タイ研修(MWITS Science Fair2016 参加および MWITSとの交流活動) 

2 

2/1（水）藤田小で第 7回講義「プレゼンの達人になろう！（その１）（その２）」 

2/8（水）藤田小での第 8回講義「プレゼンの達人になろう！（その３）」 

2/22（水）卒業論文報告会 

3 

3/11（土）本庄市民シンポジウム 

3/18（土）いい川・いい川づくりワークショップ関東大会 

3/28（火）日本水産学会春季大会 

Table 1-1 2016 年度実施した主たる SSH 活動 

 

受賞 

 いい川・いい川づくりワークショップ in備中高梁、河川名「小山川」、入選・森清和賞、3 年玉手萌衣・

久保田怜奈 

 平成 28 年度彩の国埼玉環境大賞、「多様な連携で地域の川『元小山川』の清流復活に取り組む」、優秀

賞、本庄市立藤田小学校・早稲田大学本庄高等学院河川研究班・NPO 法人川・まち・人プロデューサー

ズ、3 年垣鍔結衣・荻野結衣・玉手萌衣・久保田怜奈・高崎航平・畑蘭乃、2 年小泉悠登・沓掛理美・清

水理愛・鈴木未来乃、1 年熊谷琴葉・中村華英 

 

特記事項 

 「電気解析法を用いたセシウムイオン分離に関する研究」、中川慎一朗、母里彩子、井上浩義、慶應義塾

大学日吉紀要 自然科学 60（2016．9） 

 ジャーナル「表面科学」Volume37 、No.10 、pp.504-509、掲載、「光学・電子顕微鏡によるクワの葉プ

ラントオパールおよびその不均一分布の観察」,  

坂本玲・筒井音羽・菊地環・吉田鈴奈・尾林舞香・山川冴子・半田亨 

 

２．平成 28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 
2.1.1 課外講義「これがサイエンスだ！」 
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本校では 2013 年度より課外講義「これがサイエンスだ！」(以下、本講義)を実施している。本講義の設置

の目的は、生徒らに科学を身近に感じさせ、理系離れを食い止めるためである。また、本講義をきっかけとし

て普段授業を受けている教員の専門分野を知り、卒業論文のテーマ選択の一助となることも期待している。今

年度実施した講義は次の通りである。 

回 タイトル 日時 講師 参加人数 

1 地震発生の仕組みと法則性 5月 27日（金）16：00～ 地学科専任教員 85人 

2 平面代数曲線の特異点とその解消 6月 17日（金）16：00～ 数学科専任教員 32人 

3 反物質とは？～実験で探る素粒子～ 7月 8日（金）16：00～ 物理科専任教員 47人 

4 物理屋さんの頭の中 9月 21日(水) 13：50～ 他大学教員 7人 

5 速報！ノーベル賞解説 10月 19日(水)13：40～ 生物科専任教員 24人 

Table2-1 実施した「これがサイエンスだ」一覧 

 

第 1 回ではまず地震の発生のメカニズムについて解説し、その後サイコロを用いた碁石シミュレーションに

よって、マグニチュードと回数の法則（GR 法則）に関する実験を行った。第 2 回では射影平面と代数曲線に

ついて解説し、その後特異点解消の方法を説明して、実際に手を動かし計算を行った。また特異点解消される

前の曲線とされた後の曲線の形を比較した。第 3 回では反粒子とはいったいどのようなものか？またどのよう

して作り出されるのかを解説するとともに、自身の CERN での実験の話や海外での研究活動において気を付

けるべきことなどを話した。第 4 回では前半は、フェルミ推定を中心に、問題集の問題ではなく、手がかりの

ない問題への取り組みの仕方を話していただいた。「この宇宙には何種類宇宙人がいるのか？」「シカゴには

どれだけピアノの調律士がいるのか？」「日本には何本電柱があるのか？」といった問題へ、生徒が取り組ん

だ。後半は具体的な研究として、放射線を用いた原子炉や火山の透視、がんの診察について実際の映像や画像

を用いて説明していただいた。第 5 回ではオートファジーに関する基礎的な性質や先行研究を紹介した後、大

隅良典教授のノーベル生理学・医学賞受賞を受賞した研究に関する解説を行った。 

 

2.1.2 QuarkNetを利用した宇宙線計測における高校生の実験法学習に向けた取り組み 

① 背景 

QuarkNet とは高校の物理教育を発展させるための

アメリカのプログラムであり、フェルミ国立加速器

研究所、CERN(欧州原子核研究機構)とのコラボレー

ションも行っている。このプログラムでは教員養成

プログラムや生徒、教員への講習会を行っており、ま

た、オンライン上で生徒が測定したデータを処理し

たり、LIGO(レーザー干渉計重力波天文台)等の最先

端の実験データに生徒がアクセスできる e-Lab とい

うシステムがある。QuarkNet を用いた実験を取り入

れている日本の高校もすでにある(仙台第一高校な

ど)。 

 

② 目的 

素粒子の測定実験を生徒自らがデザインし行うことによって、理論の学習だけでは気づかない、実験をする

上での大切な点(測定対象のオーダーに留意した機器の選定、データの誤差の見積もりなど)を実感させ、問題

を解くことに偏りがちな高校物理に対する新たな視点を生徒に得てもらいたい。また、同じ手法、e-Lab上で

違う地域で測定した実験データを比較することで、実験結果の違いはどちらかが間違っているというではなく

差異に対する考察が結論の基となるということを理解させたい。 

 

③ 期待される効果 

 

Fig.2-1 QuarkNet 授業の様子 
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典型的な実験ではあるが装置の配置の変更等が容易であることから生徒の意見を反映でき、高校生ならでは

の視点によって研究に値するオリジナルな結論を得ることが可能であると思われる。そして、生徒自らが実験

法検討、改善することにより生徒の考察力の訓練になり、また、生徒に｢どうしてこの実験はこの測定法なの

か｣という視点を持たせることができる。さらに、基本的な実験の広範でのデータ比較は高校生でも取り組め

る分かりやすさと実験規模の大きさを両立しており、高校の授業と大学研究の橋渡しにもなると考えている。 

 

④ 計画の概要 

(ア) 宇宙線、測定法についての簡単な講義を行う。

(QuarkNet の方による講習会もあわせて行いた

い。) 

(イ) プラスチックシンチレータと PMT(光電子増倍

管)を取り付けたもの(図 1)を 4セット用意し、

シンチレータに入射した宇宙線μ粒子が落と

したエネルギーを PMTで電気信号に変換し、DAQ

ボードを介してμ粒子の入射数と時間情報を

計測する(図 2)。また、GPSを用いて実験地点の

情報を記録する。 

(ウ) シンチレータの配置を変えて同様の計測を行

う。(ここでは生徒の提案を採用したい。また、

余裕があれば無機シンチレータ等でも観測を

行うことも検討。) 

(エ) QuarkNet のホームページ内の Cosmic Ray e-

Lab(http://www.i2u2.org/elab/cosmic/home/project.jsp)に測定データを入力し、①②で測定したデー

タの解析を行う。時間とカウント数の関係、シンチレータ A～D で同時に信号が観測されたもの組み合わ

せとカウント数の関係などを調べ、結果をアップロードする。また、得られた宇宙線データと天体の活動

など他の現象との関連についても考察する。 

(オ) e-Lab 上にある他の国、地域、グループとの解析結果の比較を行い、解析法や結果の共通点・相違点につ

いて他校とのディスカッションを行う(Web 上)。 

(カ) ディスカッションの内容を反映させるように実験法についても再検討し、必要であれば再び実験、解析を

行う。 

 

(キ) 実験・考察結果をポスター等にまとめ e-Lab上や学会などで発表する。 

 

⑤ 実施概要 

＊生徒対象のワークショップ 

Quarknet から Kenneth Cecire 氏を講師としてお呼びし、宇宙線や素粒子物理に関するワークショップを

本校の物理実験室にて行った。 

 

<対象者> 

1 年生全員、2 年生理系のうち希望者 20 名程度 

 

<内容> 

・最先端の研究の話題を交えた宇宙線や素粒子についての講義 

・実際にシンチレータと PMT を用いた宇宙線の計測 

・スイスの研究所の実験で取得されたオンラインデータの解析     

 

＊仙台一校とのウェブディスカッション 

仙台第一高等学校の SSH 部の生徒と、卒論テーマが宇宙線に関連する本校の生徒でスカイプによるウェブ

会議を行った。仙台一高の SSH 部は長く宇宙線についての研究を行っており、実験の紹介、本校の生徒から

の質問に対し、熱心に説明を行っていた。また、今後の計画として仙台一校と本校との宇宙線同時測定による

共同研究についても議論した。 

 

Fig.2-2  

シンチレータと PMTの組み立て、および実験計測系の模式

図 

図 1 シンチレータとＰＭＴの組み立

て模式図(右) 

 

図 2 実験計測系の模式図(下) 
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お互いに顔を突き合わせて議論できることは少人数ならではの利点であり、このことは生徒の理解を深める

にとどまらず、生徒に自らが研究を行う当事者であるという意識を育み、実験に積極的に関わる助けになると

思われる。 

 

＊日本国内での共同研究に向けたネットワーク作る目的で教員対象のワークショップ(東大にて)に参加し各校

が連携しやすくなるような環境作りについて話し合った。 

 

◆その他成果 

宇宙線と気象の関係をテーマにした卒論を書いた生徒が学内の卒論発表者として選出された。 

 

◆今後の計画 

海外校との共同研究もプロトタイプ的に行いたい。 

 

2.1.3 アクティブラーニング式授業を構成する具体的方策 

① はじめに 

「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。アクティブラーニングの具体的な方法のひと

つであるインストラクショナルデザインという教授方法は、上述のような疑問を生徒が持たずにすむ、満足度

の高い効果的な授業の方法である。本稿では、インストラクショナルデザインとその効果について述べる。 

 

② 授業に疑問を抱かせてしまう原因は何か 

生徒たちが上のような疑問を持つのはなぜか。その原因の一つは、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ないでいるからではないか。では、なぜ授業

では、学習したことと日常生活との関連性や実用性にあまり言及しないのか。それは、教科書や問題集に書い

てあることを理解させ覚えさせることがその授業の目的になってしまっている場合が多いからであると自己

反省を含め感じている 。 

また、授業内容と日常生活との関連性に言及しないもう一つの理由は、我々教員が、学問としてのピュアな

物理や数学の楽しさを知ってほしいという思いのあまり、いろいろな場面での活用の仕方を提示していないの

ではないのか。学問としての楽しさを伝えることは重要だが、こればかりだと理科や数学の楽しさや必要性を

多くの生徒に伝えることは難しいと思われる。 

 

③ どのような授業をすればよいのか 

では、どのようにしたら、生徒の好奇心を満たし、生徒の満足度の高い授業を展開することができるのか。 

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である。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。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なのだ。加えて、

アメリカや日本の教育研究で、教師が一方的に授業をする伝統的講義に比べ、Tutorial や Group Problem 

Solving、Workshop Physics などの教授法のほうが定着率の良いことが、物理授業改善のための学習効果測定

試験（石本、木村）１）などで明らかになっている。 

 

④ インストラクショナルデザイン（以下 ID）とは 

 インストラクションとは単に教えることをさしているのではなく、教わった人が教えてもらったことを理解

したり、できるようになるところまで考えた教授方法である。また、デザインとは理論と実践をつなぐ仕組み

である。つまり ID は、心理学の中の行動分析学、認知心理学、状況学習論や、コンピュータなどの情報技術

などを総動員して、生徒に満足度を与えられる授業を構成し実践することである。このとき、経験則や人生論

などになるべく頼らないようにしている。そして授業は、生徒ができるようになったか、または、理解したか

否かのみで評価し、これをもって効果的な授業とする。もちろん、生徒の満足度の低い授業は論外ということ

になる。最終目標としては、教わったことを日常生活で活用するようになることを目指す。授業を準備すると
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きに「授業準備シート」を作り、このシートをモディファイすることでよりよい授業を構築することができる。

準備シートに記入する内容は図１の通りである。 

                       

⑤ 授業の導入部の重要性 

授業で一番気を使うべき部分は、導入部である。生徒た

ちは、必ずしもこれから始まる授業で何を学べるのかを知

っているわけではない。理数が苦手な生徒にも、興味がな

い生徒にも授業を聞いてみようと思わせる期待感やわく

わく感を与える必要があるからである。それができないま

でも、その授業のストーリーを描かせる必要があると思っ

ている。そのためには導入部で、その授業で何が理解でき

るようになるのか、何を身につけることができるのかをし

っかりと示すことが重要である。 

具体的には、実験や写真、映像を使用して、その日の授

業のハイライトを見せたりしながら、このことの仕組みが

わかるようになる、このことができるようになるなど、そ

の時間で獲得できることを説明する。例えば、自由落下の授業では、プロ野球の一場面を見せながら「プロ野

球のピッチャーが投げたボールがキャッチャーに届くまでの時間と、机の上の消しゴムが床に落ちるまでの時

間はどちらが長いと思いますか？今日の授業をしっかり身に着ければそれを計算で求めることができるよう

になりますよ」と言いつつ、消しゴムを落として見せるというものである。この導入部は、生徒に向かって約

束を宣言する意味もある。というのは、学力を保証するということは、日々の授業で教える内容を宣言し、そ

れを実行していくことであるからである。 

ID では、この宣言した内容を生徒が獲得したことをもって効果的な授業とする。つまり、一生懸命教えて

も、生徒が何かを獲得できなければ、その授業は失敗ということになる。これが先にあげた自己満足の授業と

いうことである。「意図的教育」は必ずしも生徒が何かを獲得するに至る「成功的教育」ではないということ

である。 

次に、ID で、どのようにして、わかる授業を構成するのか述べる。 

 

⑧ 授業でのフィードバック 

 授業は、導入から始まりいくつかのステップを経て、生徒が目的のものを獲得することによって終了する。

前述のように冒頭でその授業のゴールを知らせておくことも重要であり、一つの話を 15 分程度にとどめ、逐

次、生徒にフィードバックを与えながら進める。フィードバックには、できたことをすぐに肯定する即時フィ

ードバックや、グループディスカッションなどの際に出てきた生徒個々の考えに対して、より考察が深まるよ

うな知識や情報やヒントなどを与える KR 情報フィードバック（knowledge of result）、グループワークが上

手くおこなわれていることを教えてあげるコミュニケーションとしてのフィードバックがなどあり、適宜活用

することが必要である。 

 

⑨ 授業の進め方 

このように構成した授業を具体的に進めるには、適当な発問や、実験、実習、討論などを程よく織り込んで

いく必要がある。発問に関しては、多くの先生方が研究されている論文等を手本にして授業で活用することも

よい方法である。また、討論の時間も大切である。小グループでの討論は手軽で効果が高いことが多い。討論

は質問してからすぐに始めさせるのではなく、個々で考える時間を設けて、その後参加させる。生徒によって

は討論よりじっくり考えるほうがより考えが深まる人もいる。そのことを妨げない意味もある。討論する人数

は２から４人で、討論の時間は３分程度、長くても５分がよく、討論のあとに、グループ内で発表し合う方法

もある。 

 討論した後には、必ず教員からコメントを述べることが重要である。疑問点を共有するときや、発見したこ

と、理解したことを共有するときには、教師が主導して授業を進めるべきである。例えば、生徒が自ら話し合

いの中で発見したことでも、本当に正しいのかという不安があるかもしれない。そのとき、教師がそれを肯定

することによって、その答えはオーソライズドつまり認定されることになり、発見した生徒は喜びを感じ、発

 

Table2-1 授業準備シート 
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見できなかった生徒でもそれまでに行ったディスカッションを顧みる機会を与えられることになると考えら

れる。 

 

⑩ 生徒に人に教える方法を教えてきたか 

本学院では小学生向け科学実験教室を 15 年以上続けている。2016 年８月に実施した「子ども大学」という

科学教室のあとに送られてきた保護者の感想が、本学院の教育の足りない部分を指摘していた。以下は母親か

ら寄せられた感想である。「略、この他にも楽しい実験をしたようでしたが、話を聞いてもイマイチわかりま

せんでした。会話がうまくまとめられる講義もお願いします。」 

子供たちは、親に自分のわくわくした楽しさを人に伝えようとしたが、伝えられないもどかしさを強く感じ

ていたと考えると大変申し訳ない気持ちになった。我々教員は、ものごとを理解するには、人に教えるのが一

番良いということを考えているが、相手に自分の考えを伝える方法を丁寧に説明することを怠っていた。 

授業で討論をさせる前に、人に伝える技術を身につけさせることをしっかりとしなければならない。 

 

⑪ 終わりに 

インストラクショナルデザインは、生徒を満足させることのできる授業作りの理論と実践方法が融合した学

問分野である。しかし、ID が効果的といっても、誰かの授業のまねをして、今までの教え方をがらりと変え

ることは、現実的ではないと思い。また、これがよい授業方法だという決まった形もない。ただ、現在の自分

の授業の評価方法の物差しを少し変えると見えてくることがある。その授業が終えたら終わりではなく、終え

た授業から次の授業のことを考え、実践に基づいた教育理論をもとに授業を作り上げることが、生徒の満足度

を上げる一番よい方法かもしれない。 

 

⑫ 参考文献 

１）例えば、物理授業改善のための学習効果測定試験、高知工科大学紀要 2005.3 石本美智ら 

２）第３回学習基本調査報告書 ベネッセ 2002.3 

  小学生版 p19、中学生版 p21、高校生版 p17 の授業の理解度参照 

 

インストラクショナルデザインに関しては、例えば、 

 インストラクショナルデザイン、2008.12、米田出版、島宗理 

 インストラクショナルデザインとテクノロジ、2013.9、北大路出版、R.A.リーサーら 

 はじめてのインストラクショナルデザイン、2008.8、ピアソンエデュケーション出版、ウォルター・ディ

ックら 

 

2.2 探究活動を継続発展させるための仕掛けづくりの開発 
2.2.1  クラブ活動の推進 

 科学クラブでは、これまでの活動に加え、新たに地

域の伝統文化を保存、発展させる取り組みを行ったの

で報告する。 

本校の位置する埼玉県北部地域は４世紀以前から

多くの人が住み、本校の敷地内にも奈良時代のたたら

製鉄所跡や、100 基近い古墳が見つかっている。その

ころからこの地域で栄えた文化は、神事や産業、文学

など日常生活と密接に関係し発展継承されたものが

多い。それらの、芸術・工芸・文芸などの伝統文化を

知り、地域の人々とともに保存、継承し、発展される

ことはこの地で学習する本学院の生徒にとってとて

も大切な社会貢献活動でもあると考えている。 

そこで、本年度のクラブ活動のひとつの柱として、

本校が位置する埼玉県本庄児玉郡市地域で江戸時代

から盛んに行われていた絹の生産方法である座繰製

 
Fig.2-3 座繰り 
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糸法について学習し、図１のような座繰り呼ばれている手動の機械を現代のテクノロジーである 3D プリンタ

ーで作製し、実際に生糸を紡いでみることにした。 

この取り組みに、世界遺産「高山社」を所有する群馬県藤岡市も興味を示してくださり、地元の小学生に絹

産業の歴史やその技術を教えるための教材として活用していただけることになっている。また、海外からの観

光客や英語アシスタント教員など日本の文化に興味のある外国人に英語で座繰りのことを説明し、実際に生糸

を紡ぐ体験をしていたくことになっている。 

このような活動を通し生徒たちは、自分たちの活動が社会に役立つことを知り、世界遺産である絹産業の普

及活動に貢献できることを実感できると思われる。人に役立つ研究とはどんなことか、日本の文化を世界に紹

介することはどんな価値を生み出すのかといったことを学ぶ機会になることを期待している。 

 最近、ユネスコなどでは、日本の文化に世界遺産の称号を与える件数が増えている。このことは、日本の文

化を保ち、構成に伝えてほしいという願いも込められていると思われる。そのためにも、次世代を担う高校生

に日本の良さを知る機会も与えられるものと思っている。                       

 生徒たちが地域の歴史に目を向け、産業を復興させる方法を考え、科学的なアプローチで文化の伝承に貢献

できれば、科学という学問の真の価値が生徒に実感として学び取ってもらえると確信している。そして、社会

に役立っていることを実感しながら進めることにより、研究というものが精神的に大きな満足度を与えてくれ

ることの気づいてくれることを期待している。 

以下、座繰りの再現方法のプロセスを述べる。 

〇再現のプロセス 

利用ソフト  

３D キャドソフト：FUSION360、AUTODESK 社 

３D プリンター：ダビンチ Jr1.0W、XYZ プリンティグジャパン社 

 

① 座繰りの分解 

② すべての部品の寸法の測定 

③ 上記の 3DCAD ソフトを使用し、3D プリンターで部品の作製 

図２は、カム部分の部品であり、図３はギアである。 

④ 大きな部品は木で作成 

⑤ すべての部品を組み上げる 

その後、地元の座繰製糸経験者から、座繰りの操作方法を学び、実際に生糸を巻き取ることになる。現時点

では指導者の都合で実地指導を受けていないが、今年度中には生糸を紡ぐ予定になっている。 

   
Fig.2-4 ３D プリンター Fig.2-4 座繰り部品 カム Fig.2-5 座繰り部品 ギア 

 

2.2.2 特別プロジェクトの推進 

 本校では、SSH事業の目的とする探究活動の深化、多様な連携活動および SSH 成果の敷衍を実現するため、

SSH部活動とは別にいくつかの特別プロジェクトを設け、毎年 4月に公募している。これは、部活動と並行し

て探究活動を継続したい者、地域貢献活動をしたい者を対象としている。どれも先輩の成果を後輩が受け継ぐ

という形で探究活動を深めている。卒業論文のテーマに取り上げる者も多い。 

 ここ数年間継続しているプロジェクトは以下のとおりである。 

 

 クワ研究班（2010年より） 

毎年 2名程度。当初はクワの異形葉性の研究から端を発した。その後、2012 年からプラントオパールの観察

に転じ、光学顕微鏡・電子顕微鏡による観察および元素分析とその分布傾向を述べた論文”Light and SEM 
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observation of opal phytoliths in the mulberry leaf”, O. Tsutsui, R. Sakamoto, M. Obayashi, S. 

Yamakawa, T. Handa, D., Nishio-Hamane and I. Matsuda が、2015年オランダの植物ジャーナル Flora にが

掲載された。2016年には、プラントオパールの成長と分布の様子を述べた論文「光学・電子顕微鏡による桑の

葉プラントオパールおよびその不均一分布の観察（坂本玲・筒井音羽・菊池環・吉田鈴奈・尾林舞香・山川冴

子・半田亨共同執筆）」が、ジャーナル「表面科学」に掲載された。 

 2015年からは、プラントオパールが蚕の作る繭に与える影響を調査している。 

 河川研究班（2009年より） 

毎年 10 名程度。2009 年に地域 NPO の誘いにより、本庄市・地域 NPO・早稲田大学榊原研究所・埼玉県環境

科学国際センターとの連携で、本庄市内河川環境の調査活動を開始した。当初は、調査方法や生物の同定方法

がわからなかったため、榊原研究室の指導の下で活動を行っていた。 

 2012年、同じ活動を榊原研究室の指導の下で行っていた藤田小学校との連携を開始した。連携内容の詳細は

2.3.3 に記載している。この活動における環境改善活動が評価され、2016年彩の国埼玉環境大賞優秀賞を受賞

した。 

 2015年、環境科学国際センター金澤氏よりサジェスチョンを受け、本庄市内河川における小型河川エビの分

布状況の調査を開始した。この成果は 2016 年「いい川・いい川づくりワークショップ」において森清和賞を

受賞した。川エビの調査のほか、タイワンシジミ・マシジミの分布調査を行っている生徒もいる。 

 水力発電機研究班（2012年より） 

毎年 2名程度。2012 年、地域 NPOの依頼を受け始まった。詳細は 2.3.3に記載している。2013 年、JSEC で、

水車における羽の数・形が回転数に与える影響の研究で佳作、2015 年羽の表面における撥水性と回転数の関係

の研究で優等賞を受賞した。 

 2016年に 3Dプリンターが使えることになったため、これからは羽の形状が回転数に与える影響を調査しよ

うとしている。 

 麹研究班（2015 年より） 

2015年、地域 NPOのサジェスチョンを受け、開始した。市内の麹屋との連携で麹の旨み効果に関する講義を

開催しているとともに、生徒の卒論のアドバイスもいただいているが、まだ生徒の継続的な活動には至ってい

ない。 

 

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） 

 台風でおがさわら丸が欠航となったため、中止とした。 

 

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。 

 毎年 2 月頃からその年の共同研究テーマを教員同士がメールで出し合う。テーマが継続される場合もあれ

ば、新しいテーマを採用する場合もある。例年 3つほどのテーマを決定する。最も成果があったテーマは、そ

の年の秋の JSSFで共同発表している。 

 

① Waseda-NJC Exchange Programm (シンガポール研修、7月 16日～23 日) 

参加者：生徒 9 名（男子 1名、女子 9名）、引率教員 2 名 

 

7 月 29日（金） 

9:15 羽田発 

15:40 チャンギ空港着 

17:00 ドミトリーチェックイン 

 

7 月 30日（土） 

8:30 ドミトリーのエントランスでバディと対面。キャンパスツアー。 
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9:00 共同研究開始。チームを編成し、それぞれのグループで研究テーマを確認する。今年の研究テーマは「船

の Kelvin Wake」「簡易な水のろ過器設計」「3D プリンターを用いた水力発電機の羽のデザイン」である。 

 

7 月 31日（日） 

ホームステイ 
 

8 月 1 日（月） 

7:40 Morning Assembly。国旗掲揚・国歌。生徒による紹介の後、生徒が朝礼台に並び、代表生徒が挨拶。 

8:00 Opening Ceremony 校長先生の挨拶の後、記念品贈呈、NJC 側の学校紹介が行われた。 

9:30 共同研究ミーティング 

17:00 ボタニカルガーデン。 

18:30 Welcome Party 

10:00 ドミトリーでミーティング 

 

8 月 2 日（火） 

7:00 朝食 

8:00 K-Wake研究班は校外のプールの実験に出発。 

8:30 他の 2研究班はΣラボに集合、共同研究ミーティング。 

13:00 共同研究ミーティング 

15:00 Caldecott Broadcast Centre スタジオでテレビ番組”Christmas Lecture”の撮影。内容は宇宙船打

ち上げに関わるいろいろな技術の紹介。 

18:30 寮の食堂で夕食。 

 

8 月 3 日（水） 

8:30 Σラボでミーティング。 

16:00 クラブ活動に参加。 

19:00 ドミトリーで夕食。 

 

8 月 4 日（木） 

8:30 共同研究ミーティング。 

15:00 NUS(National University of Singapore)に新しくできた Lee Kong Chian Natural History Museum 見

学。 

18:30 ドミトリーからホストファミリー宅へ。 

 

8 月 5 日（金） 

7:30 センブリー（朝礼） 

8:30 共同研究ミーティング 

12:00 昼食後、翌日の閉会式でのプレゼンテーションに向けて、共同研究成果をまとめる作業に入る。 

18:00 生徒はホストファミリー宅へ。教務主任が合流し、Ang 校長を交え、次年度以降の協定書の内容検討の

会議を行う。NJCとの交流は今年度で 10周年を迎える。次年度以降の未来的国際交流活動が期待される。 

 

8 月 6 日（土） 

9:00 共同研究成果のまとめ作業。 

10:00 閉会式。最初に Sandar 先生のあいさつの後、班毎に共同研究成果を発表。そのあと、本庄高等学院の

学校紹介プレゼンテーション。Certification Sheet 授与の後、研究活動主任の Harman 先生からのメッセー

ジで締めくくられた。 

12:00 生徒たちは、バディと一緒に自由行動。 

18:30 Farewell Party。会の終わりに全員がショートスピーチを行う。 

21:00 ミーティング。 

 

8 月 7 日（日） 

5:00 ドミトリー発。 
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8:10 出国 

16:50 羽田空港着 

 

② NJC-Waseda Exchange Programme（10月 26日～11 月 1 日） 

2007 年度より開始された、双方の学校を訪問するこの交流プログラムは今年度で 10 回目の記念年度にな

る。今年度のこのプログラムは、科学技術振興機構 JST のさくらサイエンスプラン予算を使って実施された。 

 今年度は、生徒 9 名（女子 8 名男子 1 名）教員 2 名が本庄学院を訪問した。 

 

10 月 24 日（月） 

7:30 成田空港着、そのままお台場へ。 

11:00 お台場フジテレビ前広場で学院生と合流。その後 14:00 まで昼食を含めた自由行動。 

14:00 科学みらい館見学 

17:00 NJC 生徒はお台場のホテル着、チェックイン。 

 

10 月 25 日（火） 

10:00 早稲田大学西早稲田キャンパスで学院生と合流。創造理工学部社会環境工学科榊原研究室のゼミに参

加。その後、榊原研究室の留学生のガイドによるキャンパスツアー。 

13:00 東京大学駒場キャンパスへ移動。 

14:00 東大大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系松田准教授研究室を訪問。その後、キャンパ

スツアー・研究室訪問。 

 

10 月 26 日（水） 

8:00 スクールバスで登校。 

9:10 歓迎式典および交流十周年記念式典。10 年間の思い出ムービーの後、両校紹介、新しい MOU（交流協

定）調印、両校教員代表あいさつ、生徒代表あいさつ。この後、キャンパスツアー。 

13:00 本校河川調査班および有志と一緒に、藤田小との合同河川調査に参加。 

16:00 宥勝寺で茶道部主催、歓迎お茶会。 

18:30 歓迎夕食会 

 

10 月 27 日（木） 

9:10 共同研究ミーティング。 

14:00 神泉のヤマキ醸造。醤油作りの工程の説明の後、実際に醤油作りのワークショップ。 

17:00 軽井沢セミナーハウス到着。 

 

10 月 28 日（金） 

10:00 群馬自然史博物館見学。 

14:00 サンデンフォレスト到着。最初会議室で企業紹介・サンデンフォレストの取り組みをビデオで見た後、

工場およびフォレスト見学。 

18:30 夕食会 

 

10 月 29 日（土） 

9:10 共同研究。3D プリンター班は NJC 側が作ったタービンの試作品を実際の川で検証。 

13:30 ミニシンポジウム"Understanding of the situation of water of Singapore and Japan"。双方から、両

国の水事情をプレゼン。シンガポール側からは「水道水・工業用水の構成がマレーシアからの輸入・雨水海水

からの精製水・下水からの NEWater の 3 種類あること。自給を目指していること。節水に取り組んでいるこ

と。」の報告があった。日本側からは「古くから川や地下水を生活用水や輸送移動、醸造などに使っており、

水に親しんでいること。水は無尽蔵にあるタダのようなものと思われていること。」の紹介がなされた。双方

まったく視点が異なっていることは興味深かった。その後、質疑とディスカッション。 

14:30 発表に向けて共同研究のまとめ作業。その後、ホストファミリーと一緒に解散。 

 

10 月 30 日（日） 

NJC 生徒はホストファミリーと一緒に行動。教員は教員研修活動。 
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10 月 31 日（月） 

9:10 体育授業に参加。男子はソフトボール、女子はサッカー。 

10:10 実験教室 

13:20 共同研究成果発表。閉会式。 

15:00 JSSF 参加者は新幹線で京都へ、帰国者はバスで、長瀞で荒川による浸食地形見学の後、羽田空港へ。 

 

 この後、JSSF で NJC との共同研究成果として"Investigation of Kelvin Wake"の口頭研究発表およびポス

ターセッションを行った。 

 

2.3.3 タイMahidol Wittayanusorn School(MWITS)との連携プログラム 

 タイのMWITSには2004年以来、断続的に訪問を行ってきている。2014年、本校の人材育成重点枠事業とし

て実施したWaISESにMWITSを招待後、MWITS側からMWITS Science Fairへの招待状が届き、その後MO

Uの締結に向けて動き始めた。2016年度よりNJCと同様、10名程度の生徒の相互訪問を開始した。 

 

① MWITS-Waseda Exchange Program 2016（9月26日（月）～10月3日（月）） 

9月26日（月） 

17:00 成田空港で出迎え。宿泊先のオリンピック記念青少年センターへ。 

19:00 オリンピックセンターロビーで、学院バディと自己紹介。オリエンテーション。 

 

9月27日（火） 

10:00 早稲田大学西早稲田キャンパスで、この日参加のバディと合流。社会環境工学科榊原研究室訪問。榊

原先生のお話、大学院生・留学生による研究内容の紹介の後、研究室見学を行う。 

13:30 国立科学博物館見学。 

20:00 オリンピックセンター着。 

 

9月28日（水） 

10:00 日本科学未来館見学。 

15:00 本庄学院着。 

15:45 茶道部による歓迎お茶会。 

18:00 歓迎夕食会。 

20:00 ホテル着。 

 

9月29日（木） 

8:30 本庄駅南口集合 

10:30 さいたま水族館着。11:00からザリガニに関するワークショップ。 

15:30 小山川千本桜付近で河川調査。 

17:30 軽井沢セミナーハウス着 

 

9月30日（金） 

8:45 軽井沢セミナーハウス発。 

9:45 火山博物館見学、その後周囲の鬼押し出しを散策。 

14:00 ヤマキ醸造で醤油づくりワークショップ。醤油の醸造原理と過程を、タイのナンプラーを例に出しな

がら行った後、実際にもろみから醤油を絞る過程を体験。 

18:00 バディと夕食会 

20:00 宿舎着 

 

10月1日（土） 

午前中授業参加 

14:00 ブラスバンド部・グリー部によるWelcome Concert、文化交流、研究発表。研究発表は本庄学院2本、

MWITS3本がなされた。MWITS側の研究は、さすがにどれもレベルが高かった。 



平成 22年度指定早稲田大学本庄高等学院 SSH成果報告書経過措置第 2年次 

 

 27 / 50 

 

 

16:30 物理実験室に戻り、実験教室。この日のテーマは”DRADIOを作ろう”。 

17:30 ホストファミリー宅へ。 

 

10月2日（日） 

MWITS生徒はホストファミリーと自由行動。教員は宇都宮の大谷資料館見学。 

 

10月3日（月） 

10:00 長瀞で浸食地形の見学。 

15:00 成田空港でお別れ。 

 

② Waseda-MWITS Exchange Program 2016（タイ研修（1月24日～31日）） 

1月24日（火） 

11:45 成田空港発。 

17:05 タイ、スワンナプーム空港着。 

20:00 MWITS到着。昨年9月に本校を訪れたバディたちが校内で出迎え。再開を喜ぶ。夕食。 

21:30 ミーティングおよび研究発表プレゼンテーションの練習。 

 

1月25日（水） 

6:30 朝食。 

7:20 朝礼。学院生全員が前に立ち、校長先生から紹介を受ける。その後、記念写真。昨年崩御された前国王

の喪中であり、基本的にMWITSの教職員は喪服、生徒は黒いリボンを左肩に付けている。本校教員は喪服、

生徒もシャツ・ブラウスは白、スカート・ズボンとリボン・ネクタイは黒や紺を基調としたもの、とした。 

8:00 オリエンテーション。滞在中のスケジュール説明の後、キャンパスツアー。 

9:50 タイ語の授業に参加。 

11:45 市内レストランで校長先生主催歓迎昼食会。 

15:00 校外研修 

18:00 調理室でタイ料理をバディと一緒に作って食べる夕食会。 

21:00 ミーティングおよびプレゼンテーション練習。 

 

1月26日（木） 

7:20 朝礼 

8:00 生徒はバディのクラスの授業参加。教員は数学のカリキュラムおよび教材に関する説明を受ける。 

9:50 学院生の研究2本のプレゼンテーション。MWITSの生徒および教員が聞いて質疑する形。 

11:30 校外研修 

15:00 校外研修 

18:00 3Dシアターで映画鑑賞。 

21:00 ミーティング及びプレゼンテーション練習。 

 

1月27日（金） 

7:20 朝礼。 

8:00 学院生による研究発表を1本行う。その後、物理の授業に参加。 

9:50 生物の授業に参加。 

12:30 美術の授業に参加。 

14:20 クラブ活動参加。希望に沿って、クッキングクラブ（タイ伝統スィーツと餃子作り）、音楽クラブな

どに分散した。時間が余ったので、その後夕食まで、体育館でバディとバスケットボール。 

 

1月28日（土）～29日（日） 

8:00 生徒はホストファミリーとアユタヤへ出発（右画像）。その後、一泊二日のホームステイ。 

29日18:00 ドミトリー集合。 
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1月30日（月） 

9:30 校外研修 

16:00 Farewell Partyの準備 

17:30 Farewell Party。食事の後、茶道部員による校長・教頭先生へのお点前披露。本校生徒のパフォーマ

ンス。その後、MWITS校歌をタイ語で歌う。MWITS側からは思い出ムービー。本校学校紹介の後生徒代表あ

いさつ、校長先生のお言葉。記念撮影。 

 

1月31日（火） 

4:00 MWITS出発 

8:00 スワンナプーム空港出発 

15:50 成田空港着 

 

③ MWITSとの交流活動について 

 MWITSとの定期的な交流活動は昨年1月にMWITS訪問、9月にMWITSが本校訪問、今年の1月にMWITS訪

問と、まだ歴史が浅い。両校間で連携方策の在り方の検討が必要である。 

MWITSは世界中にMOUを交わしたパートナースクールを持ち、定期的な交流を行っている。しかしながら、

双方の国・学校環境や生徒の状況の下で、その交流事業の目標を定めて、交流プログラムを検討することが重

要である。この点、MWITSとはさらに検討を重ね、未来的かつ世界の国際交流プログラムの理想となるよう

な交流活動を実現したいと考えている。MWITS校長からは、生徒だけでなく教員の定期的な交換プログラム

もご検討いただきたいとの意見もいただいている。 

今回参加した中で、数学カリキュラムに関する懇談、および数学授業視察を行った。ゼミ形式の授業は専門

論文の講読であり、大学のゼミのようで非常に高度な内容だった。物理の授業内容は「バネの単振動」であっ

たが、導入で「天井で回っている扇風機にどんな物理教材がちりばめられているか？」を全生徒に言わせたり、

バネ振動の重りを水に入れるとどのような振動になるか？を想像させたりと、「身の回りのことを当たり前に

とらえない」という点が強調され、授業に生徒を参加させる工夫が見られた。生物の授業は「循環器システム」

だった。生徒を4人ほどのグループに分け、平常時、運動直後、等いくつかのポイントで1分の脈を測らせ、グ

ループ毎にグラフにし、わかったことを発表させるという内容であった。一人一人が自分のデータを測定しグ

ラフ化する全員参加型の授業で、大変興味深かった。近年、生徒全員が“能動的”に授業に参加する"active l

earning"が頻繁に取りざたされる。「生徒が能動的に参加する」授業の一例を見たように思えた。 

 以下は、今回参加した生徒の意見をまとめたものである。今後のプログラムの検討に役立てたい。なお、（ア）

についてプレゼンの技術を挙げる生徒が多いのは、今回ほとんどの参加者にとって英語による研究発表が初め

てだったため、事前にかなり厳しくプレゼン指導を行ったことが影響している。なお、その後のアンケートに

よるテキスト分析結果は3.1.1を参照のこと。 

 

(ア) 参加して得られた収穫は何か？ 

 今まで自分は英語が聞き取れない場合流していたが、そのような自分が克服できた。聞き返すことは恥ず

かしいことではない。会話が広がる。プレゼンするときに強調する言葉、デリバリーで自分を大きく見せ

る。自分のプレゼン力が向上した。 

 授業の形態が自分を外に出すディスカッション・アクティブラーニング型授業で、自分の意見を持つこと

が大事だとわかった。どんな意見でも尊重されるので自信になった。 

 日本にいるときはまったく意識しなかったが、プレゼンでは「間」が大切であることがわかった。難しい

言葉を使うことより、分かりやすい言葉を選んだり強調したい言葉の前に「ため」を入れて、引き付ける

技術を学んだ。 

 プレゼンの聴衆が少人数だったため、周りを見ながら発表できた。相手がわかっているか確認しながらプ

レゼンすることができた。タイの授業の形態を知ることができた。 

 物理の授業に参加して、英語で英語を学ぶのは簡単だが、英語で科学を学ぶのは、MWITSの生徒たちが

テクニカルタームを理解してという点ですごいと思った。さらなるレベルアップをするためには、テクニ

カルタームの理解が必要だとわかった。 

 物理の授業を英語で受けて、隣の席の子に聞きまくって説明してもらって理解できた。昨年参加した時に
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はそんなことはできなかった。2回参加して、自分なりの成長を感じることができた。 

 日本人は無宗教だが、タイ人は仏教について詳しく知っていて、宗教に対する考え方がわかった。コミュ

ニケーションでは積極性がなにより必要だと思った。積極性があれば英語が下手でも会話が広げられる。 

 仮説と検証タイプの授業の良さがわかった。授業中の困ったときに自分から声をかけると教えてもらえて

うれしかった。 

 MWITSの生徒たちが、授業でいろいろなことを知っていて、刺激を受けた。 

 

(イ) 反省点は何か？ 

 授業に参加した時に、基礎知識として知らないことが多かった。 

 プレゼンの質疑時に、自分の考えで応答できなかったことがくやしい。 

 物理・生物の授業の時に、わかるわけがないとあきらめて自分から英語で聞く努力が足りなかった。プレ

ゼンの質疑で相手が何を言っているかわからないとき、その場を流したくなり、相手が納得していない状

態で次に行こうとした。 

 授業の時に質問したが、バディの回答に対してわからないにも関わらずわかったふりをした。 

 去年参加した時の反省で英語力を上げると宣言したが、実際は教えてもらうことが多くて悔しかった。 

 いろいろなクラスに参加して、質問を振られてすぐに答えられない。自分の意見を言えるように訓練しな

いといけない。 

 今回のプレゼンは原稿を暗記して言うだけだったが、今度やるときは内容を理解して、ただ暗唱するので

はないプレゼンをしたい。 

 プレゼンの原稿を暗記して読んで発表でなく、もっと自分で理解してアレンジするプレゼンをしたい。授

業の形が自由で、質問が飛び交う授業だった。自分が積極的に参加するともっとよかった。 

 プレゼンはやるからには万全の準備で迎えなくてはならないのに、完璧でなかった。 

 

(ウ) より良い交流活動実現のため、今回のプログラムの改善点を述べてください。 

 もう少し多くの授業に参加したかった。バディだけでなくいろいろな人と知り合える。 

 ホームスティを経験したかった（今回のホームスティは、ホストファミリー全員とホテル滞在というプロ

グラムだったため）。タイの生活スタイルを知りたかった。 

 私たちがタイの人たちに学力を披露する場がプレゼンしかなかった。プレゼンについてもっと多くの時間

をとってほしかった。 

 もっとたくさんの人の前でプレゼンをしたかった。 

 NJCとの交流のように共同研究を軸にした方が、密度が高まる。 

 バディの子とは触れ合えたが、もっと共同作業的なプロジェクトをすることによって、お互いに理解を広

げられるのではないか。 

 せめて参加授業のPPTは英語にしてほしかった（タイ語で展開される授業があったため）。もっと、サイ

エンスの授業を受けたかった。あらかじめ授業の範囲を知っていれば予習できた。 

 授業にもっと参加したかった。 

 

2.3.3 地域との多様な連携 

① 本庄市立藤田小学校とのコラボレーション ～河川研究班プロジェクト～ 

（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8年目を迎える。本プロジェクトは、本庄高等学

院SSHのねらいを具現化している。地域との密で多くの連携の中で活動が続けられていることおよび、本校S

SH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。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10回）を本校生徒が担当している。 

 

（イ）本年度活動の概要 

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。
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基本路線は以下の3点である。 

 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 

 特に理科・算数に対するモチベーションを喚起する授業 

 3月下旬に藤田小5年生全員が参加して行う市民シンポジウム参加に向けて、基本的なプレゼンテーシ

ョンスキルを身に付ける授業 

これらを踏まえた4月3日のミーティングの上、2016年度は以下のように実施された7。 

 

藤田小への出張授業8 

 5月25日（水） 「ランの花の形の不思議 ～ランの花はどうしてあんな形なんだろう？～」 

 6月1日（水） 河川調査事前講義「川の生物」「河川調査で注意すること」 

 6月10日（水） 「第1回合同河川調査」 

 6月17日（水） 「河川調査からわかったこと」 

 9月14日（水） 「コハクの不思議 ～100万年前の虫を観察しよう！～」 

 10月28日（水） 「第2回合同河川調査」（NJC生徒も一緒） 

 11月5日（土）藤っ子祭「チリメンモンスターを探そう！ ～チリメンジャコから海の環境を探る～」 

 11月9日（水） 「河川調査からわかったこと」 

 12月7日（水） 「算数教室 ～循環小数の不思議～」「表面張力の不思議」 

 2月1日（水） 「プレゼンの名人になろう！（その１）」「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月8日（水）「プレゼンの名人になろう！（その３）」 

 

（ウ）本年度活動の評価 

＊小学生対象のアンケート9より 

 昨年と同じ問題項目であるので、昨年の5年生と今年の6年生を比較してみよう。同じ児童が答えているため、

単語に成長の様子が見られることが期待される。 

  

Fig.2-6 

2016年度児童感想自由記述共起ネットワーク 

Fig.2-7 

2015年度児童感想自由記述共起ネットワーク 

 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

                                                      
7 2016 年度河川研究班生徒男子 2 名（3 年 1 名 2 年 1 名）女子 10 名（3 年 5 名 2 年 3 名 1 年 2 名） 
8 使用した教材は http://www.waseda.jp/honjo/honjo/ssh/ で公開している。 
9 2017 年 2 月 6 日依頼、2 月 8 日回収。6 年生 14 名、5 年生 14 名。 
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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。2016年度

では「コハク」という言葉が両学年に共通しており、「コハクの秘密」の授業が印象深かったことが分かる。 

 昨年の5年生が今年の6年生であるため、自由記述に扱われている言葉の変化を比較してみよう。学年に共通

する部分では、その年だけに行ったプログラムプログラム以外には使用される単語の大きな変化はない。枠内

Bに比べるとAの方が、ボキャブラリーも増え、使われる単語がBよりも具体的で細かくなっていることがわか

る。この間の1年間の成長を見て取れる。小学校高学年は思春期・第2次成長期にあたり、心身ともに成長の大

きい時期である。ここに、その一端を使用する言葉で見ることができる。 

 

 男女別の比較、理科が好きな度合いによる使用される単語の差も試みた。 

昨年は女子に使われているボキャブラリーの種類が多かったが、今年は大きな性差は見られない。6年生の

男子数が多いことが影響していると思われる。この授業によって理科好きになったか？についても、必ずしも

明瞭な傾向は見つけられない。 

 Fig.2-10を見ると、児童たちは「楽しかった」授業と「ためになった」授業を区別していることがわかる。

何を「ためになった」と判断しているかは難しいが、「実際にある程度の時間をかけて作業を行ったもの」「形

にできたもの」に対して「楽しい」と感じていることがわかる。5は実際にコハクを磨いて自宅に持ち帰って

いるし、9はストローで全員正四面体を作っている。アンケートでも「『お土産』として自宅に持ち帰って両

親に自慢できることはうれしい」という記述があった。 

 一方でこれは意外であったが、児童たちは有形のものでなくても「ためになる」と感じている。例えば、8

は1/nの割り算を実際に行っている。ｎ＝7，13、17などのときは計算も大変だったと思うが、多くの児童がた

めになったと感じている。1は各自にランの花を配布し、分析をさせている。10はプレゼンのスキルを教えて

いる。それぞれの収穫は無形のものであるが、児童たちは「ためになった」と意識している。 

  

Fig.2-8 

2016年度児童感想自由記述共起ネットワーク 

（１：男子、0：女子） 

Fig.2-9 

2016年度児童感想自由記述共起ネットワーク 

（5：この授業をうける前と比べてとても理科が好きに、

4：理科が好きになった、3：変わらない、2以降はいなか

った） 
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Fig.2-10 どの授業が一番楽しか

ったか？勉強になったか？ 

1. 「ランの花の形の秘密」 

2. 「川の生物」「河川調査の

注意」 

3. 小山川・元小山川河川調査 

4. 河川調査からわかったこと 

5. 「コハクの秘密 ～100万年

前の虫を観察しよう～」 

6. 小山川・元小山川河川調査 

7. 河川調査からわかったこと 

8. 「算数講座 循環小数」 

9. 「表面張力の謎 ～正多角

形とシャボン玉～」」 

10. 「プレゼンテーションの名

人になろう！（その１）」 

 

＊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10を依頼した。この結果を以下に示す。 

 

【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】 

 ネットワークが「興味」「関心」「授業」を中心

とした１つの島に集約されており、総じて児童の興

味関心を高めたと評価している意見であることが

わかる。 

【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。具体的な要望としては、「講義内容に難し

い言葉や表現があり、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2件あった。また、「藤田小学校側が高校生に対し

て何を返せているのか？」という意見が一つあっ

た。 

 

（エ）活動の評価 

 この連携活動が評価され、平成 28年度彩の国埼

玉環境大賞11優秀賞を受賞した。この賞は「環境保

全や環境学習などに取り組む個人や団体、環境に

関する企業を表彰し、その功績を讃える（受賞者の紹介パンフレットより引用」ことを目的として毎年大賞

1 本（28 年度は 2本）、優秀賞 9本、奨励賞 7本が授与される。「多様な連携で地域の川『元小山川』の清

流復活に取り組む」というテーマで応募した。2012年から継続している藤田小との合同の河川調査ならび

に、3 月の市民シンポジウムでその成果の普及活動を行ってきたことが評価された形である。 

                                                      
10 2015 年 2 月 4 日依頼、12 日回収 
11 詳細は https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/h28kankyoutaishoukettei.html 参照。主催：埼玉県・

株式会社テレビ埼玉・埼玉県地球温暖化防止活動推進センター 

 

Fig.2-11 

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（最少出現数２） 
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 また、第 9回いい川・いい川づくりワークショップ12in 備中高梁で小山川における「在来エビ（ヌカエ

ビ）と外来エビ（ヌマエビ類）の 環境対応力の違い」の発表で、入選および森清和賞を受賞した。このワー

クショップは、主催、いい川・いい川づくり実行委員会、後援、国土交通省等の 元、全国の河川や湖沼等の

水環境改善活動に長年尽力している団体・個人の活動を紹介し、その功績を称えることを目的として毎年開

催される、全国的なシンポジウムである。高校からの参加は本校を含め 2つであった。 

 本研究は、埼玉県環境科学国際センターの金澤氏より「小型河川エビにおける外来種による浸食が進んで

いるので、本庄市の状況を調査してみてはどうか？」というサジェスチョンを受け、開始したものである。

調査の結果、本庄市内河川では小山川を除くすべての河川（元小山川・男堀川・女堀川）が 100%外来エビ

（ヌマエビ類）に占領され、小山側が上流部分まで浸食されている。2015年には上流部の千本桜付近はまだ

在来種（ヌカエビ）100%であったが、2016 年夏に調査したところ既に採取した 7割近くが外来エビであっ

た。千本桜の下流部分は一旦伏流して河川の流れがなくなるため、千本桜より上流では基本的に外来エビの

汚染はないと考えていたが、侵入の事実により、小山川が外来エビによって占領されるのも時間の問題とな

った。外来エビ侵入の理由については、誰かが釣りえさやペットである外来エビを川に蒔いた、あるいは他

の水系から侵入した等の可能性が考えられるが、わかっていない。本研究では、本庄市内河川における外来

エビ・在来エビの状況を明らかにするとともに、なぜ外来エビが生息範囲を広げることができるのか？を両

エビの環境対応力に着目して調査した。 

 また、この連携活動、特に河川調査活動における諸機関連絡等のコーディネートを行っている本庄早稲田

国際リサーチパークに、藤田小との連携活動に対する意見を伺った。 

 藤田小と本庄高等学院の連携は大変希少な例であり、年間 10回を超えるプログラムは一貫校でも難しい

のではないか。 

 環境に対する教育や情報掲示は小学生に対して様々なプロセスで行われるようになっているが、その効

果が小学生の心に根差して行動に影響しているかはあまり十分ではなく、実例や模範が近くにあること

が素養の形成に大きく貢献するのではと、この活動から感じている。今後も双方が対話できるプログラ

ム展開を継続していただけたらと願う。そして小学生の時に教えてもらった児童が高等学院の学生とな

り新しい循環を生むことが出来たら、また違った何らかの形で循環が生まれることも還元といえるので

はないか。 

 特に本庄市や他への影響という点では、残念ながら一部地域に限られた活動のため、市民にあまり知ら

れていない。川の環境保全を目的に、本庄高等学院と藤田小学校のようなすばらしい関わりが継続して

いることを広めて、今後は他に影響させたいと考えている。今回の環境大賞は、このようなきっかけと

して広報担当にも PRしたが、どの程度の記事で扱ってもらえるか不明である。 

 子どもは地域で育てるといった時代ではなくなっている現状から、可能性発見の動機付けとして、いろ

いろな人と様々な関わりを提供してあげられると人材育成につなげられると考えるが、「ゆとり」時代

ではなくなり、授業時間確保に小学校の先生方も苦心しておられる現状もあり、なかなか難しいと痛感

している。 

 高等学院の生徒さんにとっても、小学生への環境教育を通して教えること、伝えることの難しさや楽し

さを学んでいただいていると思う。 

 藤田小学校児童は、環境に対する関心や生物の生態を学ぶだけでなく、高校生への憧れや尊敬の念を持

ち、お互いに貴重な時間を過ごしていると思う。早稲田、藤田小学校の先生方の、教育への取り組みが

藤田地域に環境保全という結果を生んでいることは間違いない。 

 

2.4 海外での研究発表とその教育効果の分析 
 本校では、研究成果に対して広く客観的な評価を求めること、科学英語力の向上、および多様な研究内容を

知ることを目的として、可能な限り海外で研究発表をする機会を作る努力をしている。今年度は、7月の日韓

青少年水フォーラム（韓国、水原）、1 月の Thailand International Science Fair 2017（TISF、タイ）に参

加した。ここでは TISFについて述べる。 

                                                      
12 詳細は http://www.mizukan.or.jp/kawanohi/kawanohi.htm 参照。 
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2.4.1 Thailand International Science Fair 2017（TISF）（1月5日～10日） 

 交流を続けているタイのMahidol Wittayanusorn School(MWITS)を会場として、第1回目のTISFが1月に

開催された。この科学フェアには16ヵ国27校、タイからは19校、合わせて200名の生徒が参加しており、世界

最大規模である。本校からは3名の生徒、1名の引率教員が招待参加した。今後は、1年毎に大規模な国際フェ

アであるTISFとローカルなフェアであるMWITS Science Fairを行う予定とのことである。 

 以下はその様子である。アンケートの分析結果については3.1.1を参照のこと。 

 

1月5日（木） 

11:45 成田空港発。 

17:05 タイ、スワンナプーム空港着。 

20:00 MWITS到着。 

21:00 翌日のポスターセッションの練習。 

 

1月6日（金） 

8:00 開会式にMaha Chakri Sirindhorn王女がご臨席。Welcome Movieの後、CT Asia Roboticsの設立者

でCEOのChalermpon Punnotok氏による基調講演、優秀研究2本としてKorea Science Academy of KAIS

Tの"Improved stability and gas adsorption of IR-MOF5 by ligand mixing"と、MWITSの"Evaluation 

of degree of spiciness by electrochemical method with modified working electrode and potential app

lication in food industry"が選ばれ、王女様の前で発表を行った。 

12:00 ポスターセッション。王女様はすべてのポスター（計74本）に対し、2分ずつの説明をお聞きになり１

つ１つメモをとられていた。実に2時間半である。本校の3人も、至近距離で王女様にプレゼンをするという得

難い経験をすることができた。 

17:30 歓迎夕食会。その後文化交流前半。本校の出し物はこの日の最後であった。 

21:30 翌日のプレゼンの練習 

 

1月7日（土） 

8:30 数学・生物I・生物II・化学I・化学II・生物化学・応用科学・物理・情報の分科会に分かれ、研究発表プ

レゼンテーション。本校は物理分科会で"Creating micro-hydroelectric power generator which is approp

riate to the small river condition in Japan"のテーマで発表を行った。 

13:00 生徒は科学クイズとScience activity、教員は基調講演と参加校の教育事例を紹介しあうteacher's se

ssion。 

18:30 Astronomy Night。天文に関するクイズとビンゴで盛り上がった。 

 

1月8日（日） 

9:00 Chulalongkorn University到着。大学の紹介を受けた後、6つのテーマに分かれワークショップを行う。

「スマホ顕微鏡のレンズ作成（下左画像は作ったレンズの焦点距離を求めているところ）」「海の生物の解剖」

「アイスクリームの科学」等多彩な内容である。 

17:00 Farewell Party。 

18:30 閉会式。Certificateの授与、MWITS校長のあいさつ、参加校からの一言あいさつの後、文化交流後半、

最後に全員で輪になって踊り、閉会式を終えた。 

 

1月9日（月） 

9:30 Siam Niramitで校外活動。ここはシアターと庭園を利用し、タイの伝統文化を紹介する施設である。 

20:30 スアンナプーヌ空港着。 

0:45 離陸 

 

1月10日（火） 

8:30 成田空港着 
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2.5 SSH成果の普及・敷衍 
2.5.1 子供科学教室・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、28 年度は以下のよ

うに実施した（親子で一組）。例年実施している母島での子供科学教室は台風のため、中止となった。 

 夏休み親子スーパーサイエンス教室 ７月 29 日（金） 

・午前の部：10 時～12時 

テーマ 1：生活科教室            20組 

テーマ 2：科学手品で遊ぼう         12組 

・午後の部：13時 30分～15 時 30分 

テーマ 3：生活科教室            21組 

テーマ 4：科学手品で遊ぼう         19組 

 

 冬休み親子スーパーサイエンス教室 12月 27 日（火） 

・午前の部：10 時～12時 

テーマ 1：つくってあそぼう         20組 

テーマ 2：いろいろな実験で科学を楽しもう  20組 

・午後の部：13時 30分～15 時 30分 

テーマ 3：つくってあそぼう         22組 

テーマ 4：いろりろな実験で科学を楽しもう  18組 

 

 また、本庄市等の要請により、以下の市民シンポジウム13で生徒が講師・アシスタントを務めた。本シンポ

ジウムにおける成果発表は、1年間の藤田小との連携活動の集大成と位置付けている。 

 テーマ：「元小山川を取り巻く環境について」  

 日時：2017年 3月 11日（土）13:30～16:00 （受付は 13:00 より） 

 会場：早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター３階 レクチャールーム１ 

 プログラム 

(ア) 13:30 開会、主催者、来賓挨拶 

(イ) 13:40 第 18回彩の国埼玉境大賞優秀賞受賞報告 

(ウ) 13:50 本庄市立藤田小学校５年生 「元小山川を小山川に近づけよう～私たちにできること

～」 

(エ) 14:20 早稲田大学本庄高等学院 「本庄市内河川における外来エビ・在来エビの状況とその

理由」「地域における、これからの学校の役割」 

(オ) 14:50 埼玉県本庄県土整備事務所髙橋広安氏 「元小山川における県土整備事務所の取組み」 

(カ) 15:00 埼玉県環境科学国際センター木持謙氏 「魚類を通して見る日本と中国における環境

教育の可能性」 

(キ) 15:20 埼玉県環境科学国際センター金澤光氏 「元小山川と小山川の魚類について」 

(ク) 15:50 質疑応答 

(ケ) 16:00 閉会 

 

2.5.3  SSH 成果報告会 

11月 16日午後、本校主催 SSH成果報告会を稲稜ホールで開催した。この催しは、本校 SSH事業の成果を社

会と校内に還元し、客観的な評価・意見を得ることを目的として毎年この時期に開催しているものである。今

年度は SSH経過措置最後の年度に当たるため「SSH最終年度に際し」をメインテーマに実施した。 

                                                      
13 主催：NPO 法人川・まち・人プロデューサーズ、公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク、共催：

早稲田大学本庄高等学院、本庄市立藤田小学校、後援：埼玉県本庄県土整備事務所、本庄市、本庄市教育委

員会  
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 13:50 学院長挨拶（学院長） 

 13:55～14:10 本庄学院 15 年の SSH事業を振り返って 

前半は 2002 年 SSH 事業開始からの様子を紹介、後半は本庄学院 SSH の特色・自己評価課題を述べた。 

 14:10～14:40 生徒研究発表 

“The study on Kelvin Wake angle for ships（船が作り出すケルビン波の研究）“,Chihiro Hanada 

“Creating Micro Hydroelectric Generator and Studying Its Practicability”（超小型水力発電

機とその実用性）,Shiho Hichiwa 

いずれも 2名の生徒が自分の卒業論文として扱っている内容である。どちらも英語で行った。 

 14:50～15:30 パネルディスカッション「自分を変えた SSH」 

パネラー（OB：修士 1 年・OG：学部 3年）、（学院生）3年女子（文系）・2年男子（理系） 

 15:30 閉会の言葉（教務担当副主任） 

 

2.6 教育効果の評価システムの開発 
 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」の考えを様々な点で活用してきた。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」14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。今ま

でも、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。 

 

３．平成 28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 いくつかのプログラムの分析結果 

 各研究開発テーマの結果を書く前に、今年度の主たる宿泊を伴う実施プログラム（シンガポール研修、TISF、

タイ研修、JSSF、台湾研修（立命館高校人材育成重点枠プログラム））のアンケート結果を計量テキスト分析

してみたので、最初にその紹介を行いたい。 

※ 凡例 １：シンガポール研修、２：TISF、３：タイ研修、４：JSSF、５：台湾研修 

※ 母集団：有効回答のべ 23（シンガポール研修９（女子 8（内 1年生 1名、2 年生 5、3年生 2）、男子 1名

（2年生））、TISF3（女子 3名（2 年生））、タイ研修 9（女子 7名（内 1年生 1名、2 年生 6 名）、男子

2 名（1年生））、JSSF3（男子 2名女子 1 名（2年生））、台湾研修１（女子 2年生） 

 

(ア) 評価方法 

 自由記述設問「プログラム参加以降における自分の変化を自由記述してください」「プログラム参加中に気

が付いたことを自由記述してください」「プログラムに対する意見・感想を記載してください」に対する回答

を KH Coder15を用いた計量テキスト分析を行った。計量テキスト分析は、大量のテキストから使用される単語

の量や傾向を図示し、その結果からテキストの傾向を探る技術である。大量のテキストが扱われる Twitter の

分析や文学作品の分析に使用されるが、自由記述アンケート分析にも効果的な手法である。 

今回は、分析の際、自由記述内容に影響が予想される属性として「学年」「性別」「参加プログラム」「プ

ログラム評価（５：参加して大変良かったと思っている、４：参加して良かったと思っている、３：どちらで

もない、２：参加しない方が良かったかもしれない、１：参加すべきでなかった）」「今まで海外プログラム

の参加回数（０：今回が初めて（のべ 13名）、１：1回だけ参加経験あり（のべ 4 名）、２：複数回参加（の

べ 6名）」を設定した。学年・性別はその数が大きく偏っていること（学年は 2年、性別は女子に偏重）、プ

ログラム評価はのべ 2 名が 4、他が全部 5だった。そのため、属性として記述意見に関係がありそうな要素と

                                                      
14 第 2 部「重点枠 SSH 事業について」3.1.3 参照 
15 立命館大学樋口耕一氏制作。http://khc.sourceforge.net/ でダウンロード可能。 
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して「１～５のプログラム」「今までの海外プログラムの参加回数」との関連で評価することとした。このこ

とにより、各々のプログラムの改善点が見つかることとともに、海外プログラムを経験することにより意識が

どのように変化するかがわかることが期待される。 

 

(イ) 参加以降における自分の変化 

 以下の「プログラムとの関係」の図でもいえることであるが、１（シンガポール研修）と 3（タイ研修）は

参加人数が多いため使用される単語の数が多くなり、ネットワーク図も複雑になる。そのような中、Fig.3-1、

3-2から以下の特徴を読み取ることができる。 

(ア) １の特徴を示す単語として「理系」「卒論」「研究」「意識」「興味」「テーマ」などがある。 

(イ) 比較して２に特有な傾向として「プレゼンテーション」「積極」「研修」「発表」「話しかける」「見る」

「考える」といった（ア）に比較して一般的な単語が多い。 

 このことは、シンガポール研修が 2007 年の交流開始以来、共同研究を内容の軸としており、今回も研修中

大部分の時間が共同研究に使われたことから来ていると考えられる。実際にこの研修参加後、共同研究テーマ

を自分の卒論テーマとした生徒も数人いる。一方で、３は 2016 年 1 月に定期的な交流が開始されたばかりで

あり、まだ交流内容の方向が煮詰まっていない。今回の研修も研究発表・授業参加・校外活動・クラブ活動参

加など多岐であった。１に比べ対応分析で使われている単語が多いのも、回答の視点が多岐に渡っていること

を物語っていると判断される。 

  
Fig.3-1  

参加以降における自分の変化とプログラムの関係（共起

ネットワーク） 

Fig.3-2  

参加以降における自分の変化とプログラムの関係（対応

分析） 

 

 対応分析 Fig.3-4 で１と 0、2 と 0 を結ぶ逆 V の字になっていることが注目される。1 と 2 の間には共通す

る単語がない。特に 2と 0の間の関係が分かりやすい。0では使用される単語が文化・英語・宗教・感じた印

象等多様なのに対して、2では「決意」「習得」「活かす」等以前に参加した時とのコミュニケーションの比

較を示す単語や「リスニング」のように 0では「英語」でまとめられているところを、より細かいスキルでと

らえている。 
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Fig.3-3  

参加以降における自分の変化と参加回数の関係（共起ネ

ットワーク） 

Fig.3-4  

参加以降における自分の変化と参加回数の関係（対応分

析） 

 

(ウ) 行ってみて気が付いたこと 

  
Fig.3-5  

行ってみて気が付いたこととプログラムの関係（共起ネ

ットワーク） 

Fig.3-6  

行ってみて気が付いたこととプログラムの関係（対応分

析） 

 Fig.3-5 で 4 で使われている単語が多いのは、3 名の参加者がすべて初めての経験であり、また文系や SGH

活動をしている者もいるところから、多様な側面で JSSF をとらえていることによるものと思われる。Fig.3-

6 によると 1と 3の間には「英語」「上手い」「違う」「勉強」「スピード」などがあるが、これは訪問した

学校生徒の勉強量や英語力に驚いていることを示している。1 よりも 3 で「仏教」「宗教」「理系」「タイ」

などの特有な単語数が多いことがわかる。これは、1よりも 3 の方が校外学習が多く、共同研究活動が主体だ

った 1よりも、タイ文化・生活に触れることが多かったことを示している。 

 

(エ) 総合的な意見・感想 
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Fig.3-9  

意見感想とプログラムの関係（共起ネットワーク） 

Fig.3-10  

意見感想とプログラムの関係（対応分析） 

 Fig.3-9によるときれいにプログラム毎に島を形成していることが興味深い。特に 3が独立している。それ

ぞれのプログラム毎に感想や意見が異なり、共通単語があまりないことを意味している。 

Fig.3-10 でもそれが裏付けられる。他のプログラム間では数字の間に「英語」「思う」「多い」「交流」な

ど「特徴なく多く使われている」単語が存在しているが、プログラム 3 だけは他プログラムとの反対側に単語

が集中している。このことは、他のプログラムに比べ、3 は感想意見として異なった傾向があることを示して

いる。4の反対側にもいくつか単語が集中しているが、回答者が 2 名であり二人とも本校の SGH 活動でのシン

ポジウムと JSSFとを比較した記述のためである。 

 

  
Fig.3-11  

意見感想と参加回数の関係（共起ネットワーク） 

Fig.3-12  

意見感想と参加回数の関係（対応分析） 

 Fig.3-11 は Fig.3-7,3-9 と異なり、「英語」をキーワードとしてきれいな三角形に結び付いた形になって

いる。0 では「良い経験になった」「今後このようなプログラムに積極的に参加したい」など、参加した経験

そのものに対する感動や印象が主となる。1 や 2では、参加した印象よりも、自分の学校との比較や改善案な
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ど一歩進んだ記述となっている。例えば、「SGH」「JSSF」「立命」とあるのは、「自分の学校の SGHにも生か

してほしい」「立命館の JSSF のようなイベントをやりたい」などという感想である。 

 

3.1.2 科学的好奇心を活性化するプログラムの研究 

① 仮説 1 

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 

 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 5度実施した。外部講師による SSH 特別講義も 2回実施

した。また初めての取り組みとしてネット上の教育システムを利用した授業を行った（2.1.2 参照）。 

 新入生の基礎学力を引き上げる試み 

 帰国生あるいは 3教科入試による理科の基礎学力不足の生徒に補講を行った。 

 授業システム改善に関する試み 

 新しくインストラクショナルデザインの試みを行った。 

  

③ 検証 

Table2-1 によると通年行われる「これがサイエンスだ」参加者は会を重ねる毎に減っている。例年この傾向

があり、例えば、昨年度は 40→54→9→10→4→4である。このプログラムは「科学に関心を持たせる」「理系

離れを食い止める」という観点から、1 年生に重点的に PR している。新入生は当初、いろいろなことに顔を出

してみるが、部活動や人間関係等高校生活が次第に安定してくると、次第に課外活動の参加率が落ちてくるの

が一般的である。一方で付録 1に見るように、この成果の１つとなる理系学部進学者数は増加していない。輪

講・講義だけでは仮説の妥当性はいえない。今年度および今までの事例の分析から、妥当性を高めるために以

下の努力が必要であることがわかった16。 

 年間を通して参加者を安定させる仕掛け作り。 

 新入生の理科に関する基礎知識を早い段階で平坦化した上で、探究心を養うこと。 

 理系進学を迷っている生徒に科学への興味を持たせるようなプログラムの開発 

 早い段階で大学の理系の様子がイメージできるようなプログラムの実施 

 ネット上の教材・教育システムを利用することは、高校を超えた発展的学習および先端的技術を使え

るという点で極めて効果的な可能性がある。 

 

3.1.3 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 2 

生徒の探究活動を継続発展させるためには、課外活動やプロジェクトがうまく運用される仕掛けづくりをする

ことが必要である。 

 

① 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。 

 クラブ活動や特別プロジェクトの推進 

 今年度は SSH 部で特に、地域文化技術継承発展を推進するプロジェクトを行った。また、プロジェ

クト研究では、クワ班の論文がジャーナル掲載されるに至った。河川調査班の河川エビの研究が「い

い川・いい川づくりワークショップ 2016」で森清和賞を受賞した。 

 

② 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。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。放課後自由に実験活動ができるクラ

                                                      
16 分析結果については昨年の実施報告書 2.1.1 に詳しい。 
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ブ活動が一番運営しやすい方法である。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。また、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。プロジェクトテーマは基本的に地域連携の中から必要とされ

た・生まれたものである。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、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、継続的な探求活動に関わる生徒の数

を増やすことにつながっている。この結果として、今年度もレベルの高い論文や研究発表を何本か行うことが

できた。 

以上のことから、仮説は妥当である。一方で、より質の高い活動を維持するために、以下の要素が重要とな

ると考えられる。 

 有機的な指導体制を維持すること。現在 SSH部では毎週月曜日に出校するコーチ、河川調査では外部

専門家や大学研究室の指導を受けている。単発ではない継続的な指導体制がカギとなる。 

 継続的な生徒の活動を維持する仕掛けづくりが必要である。 

 生徒が自由に実験観察できる環境を作ることが必要である。 

 

3.1.4 多様な連携プログラムにおける教育効果の研究 

①仮説 3 

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は今年度、直前の台風により実施でき

なかった。南三陸研修も実施できなかった。河川調査プロジェクトおよび藤田小との連携活動を継続

した。藤田小との連携活動は彩の国埼玉環境大賞優秀賞を受賞することができた。 

 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 NJC との相互訪問プログラムを実施した。タイの MWITS とは定期交流の形

になった。 

  

③検証 

SSHのような専門性の高いプログラムでは、学校内の教員体制だけでこなそうとすることには専門性や実験

設備が限られることから無理がある。外部の専門家・専門機関との連携が絶対に必要である。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、連携先に対して無責任なことはできないという責任意識を感じるようになる。また、継続的な活動が必要

とされる。 

 NJC との連携活動では、今年度「Kelvin Wake」「簡易な浄化装置」「3D プリンターを用いた水車の羽の

開発」の 3 つを取り上げた。船の航行時に生じる Kelvin Wake の研究を NJC との共同発表として、JSSF で

プレゼンテーションを行った。MWITS との定期交流は始まったばかりであり、今後連携方策の検討が必要で

ある。Fig.3-1 や Fig.3-5、Fig.3-9 では１に比べて 3 の単語の種類が多く対応分析で同じ位置に多くの単語が

重なっているということは、まだプログラムの内容が整理されておらず、かつタイ研修が他のプログラムとの

共通性が低いと考えることができる。 

 以下はアンケート自由記述から抜粋した意見である。自分における海外研修後の意識変化をよく伝えている。 

 語学に対する考えが深まった。英語でのプレゼンテーションをするチャンスがあり、質疑応答の場面

で互いに納得のいく答えを素早く導き出せなかった。そこで、語学力がなければ自分の思っているこ

とを正確には伝えられないことを思い知り、学校でも実施している TOEIC や TOEFL の勉強を通し

て語学力を高めることを決意した。しかし母国語ではない言語を習得することは難しいと思い知った

と同時に、英語という語学を通してタイの方々と同じ話題を共有し、心が通じ合った事実が嬉しくて

仕方がなかった。今回のタイ研修を経験してから、以前より考えていた「外国で語学を教えたい」と

いう将来の夢が確信的なものに変わった。その夢を叶えるために必要な知性を得るためにはどの学部

に行きたいか、などといった目標も定まってきた。私がこの研修で得たものの大きさは計り知れない。 

 プログラムに参加して、まずタイの生徒の積極的な姿勢に強い刺激を受けることができました。プレ

ゼンテーションに対しての質疑応答のときや、実際に授業に参加したときなど、勉強以外のことにも
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積極的に行動している姿勢を直接感じて、自分もタイの生徒のような行動力を持たないといけないな

と感じました。日本に帰ってきてから積極的にリーダーを務めたり、授業で積極的に発言したりする

ようになりました。今回の研修ではプレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションを終えて、

経験値を得ただけではなくて、スキルを学んだり、自分のプレゼンテーションを見直して深くてより

良いものになったと思うことができました。プレゼンテーションに対する自信も着いたので、今度は

自分の研究をしてそれをプレゼンテーションしてみたいと思いました。また機会があれば参加したい

と思っているので、それまでに英語力を高めたりプレゼンテーションをより上手に出来るように努力

していきたいと思いました。 

以上より、「継続的な活動が促進される」「指導体制が増える」「多様なアイデアやアドバイスが得られる」

という点で仮説は妥当である。 

 

3.1.5 海外での研究発表活動における教育効果の研究 

① 仮説 4 

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成果の海外での発表と評価 

 日韓青少年水フォーラム、Thainand International Science Fair（TISF）に参加した。また、タイ

研修でも研究発表を行った。JSSFでも英語での発表を行った。 

 

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17ことが今までの分析で分

かっている。3.3.1 の Fig.3-1、3-5、3-9で見るように、2（TISF）と 4（JSSF）は回答者が少ないにもかかわ

らず、単語は多様であり他のプログラムとの共通要素が多い。つまり、回答数が少ないので単語の種類も限ら

れそうであるが、回答者は様々なレベルで感じるものがあり、またそれが他の研修との共通要素を持っている

ことが分かる。このような世界的な高校生科学フェアが多様なプログラムを持ち、参加することで多様な収穫

が得られていることを示している。 

 以下はアンケート自由記述から抜粋した意見である。自分における参加後の意識変化をよく伝えている。 

 このプログラムに参加し、学んだことや見つけたことがたくさんありました。自分の英語力、プレゼン

力、コミュニケーション力の低さ、今後身につけた方がよい能力、様々な課題が自分にはあるというこ

とが明確になりました。これに参加しなければ見つからなかったことがたくさんあったので、今後社会

に出て行くための力になったと思います。しかし、今回のプログラムでは、高校生と一緒に一つの課題

を成し遂げたり、討論をしたり、一緒に学習をする場が設けられていませんでした。そのようなことを

することにより、英語力だけでなく発言力や行動力もつくと思うので、今後そのような機会が欲しいと

思いました。ここで学んだことを今後の生活に活かせるように、これからも SSHの様々なプログラムに

参加していきたいです。そして、他の学院生の参加も促せるように、私が先頭を切って SSHのプログラ

ムにより深く携わっていきたいです。 

 色んな国の人と一度に関われるプログラムは初めてだったので、多国籍な状況で話をしたりプレゼンを

したりということがどれだけ楽しいのかを知ることができました。自分のプレゼン能力の低さに気づか

され、普段の授業のプレゼンもさらに真剣に取り組むようになりました。 

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。仮説は妥当であることが言える。 

 

3.1.6 SSH成果（知的資源）の敷衍方策とその効果の研究 

①仮説 5 

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 

                                                      
17 平成 26 年度報告書第 2 部に詳しい。 
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 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．  

 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、市民シンポジウム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の手段は、地域における地道な活動であることがわかってきた。

こども科学教室では、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.2-6～10が小学生や学校に与えた効果を示している。この活動が評価され、彩の国埼玉

環境大賞優秀賞を受賞した。 

本仮説は妥当であると言える。一方で 2.3.3（エ）活動の評価の後半に指摘されているように、地域への還

元をより高めるため、以下の事項に留意する必要がある。 

 活動が一部地域に限られているため、市民にあまり知られていないこと。活動範囲の拡大・市民広報

の努力が必要である。 

 

3.1.7 教育効果の評価システムの研究 

① 仮説 6 

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。 

 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。 

 

③  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。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 
 昨年度・今年度の SSH事業は経過措置であるが、基本的に例年同様ほとんど滞りなく実施された。 

昨年英文ジャーナル誌 Flora に掲載桑の葉の研究は、今年度さらに発展させ国内ジャーナル誌に掲載され

た。NJCとの連携活動の中における共同研究においては、両校の共同研究成果をまとめる形で昨年度の JSEC
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で優等賞を獲得することができた。グローバル化が進む科学教育の中での理想的な成果の一形態であると考

える。 

2009年から継続している河川調査班の活動および 2012 年から継続している藤田小学校との連携活動は、

今年度「いい川・いい川づくりワークショップ」で森清和賞、彩の国埼玉環境大賞優秀賞として評価され

た。 

NJCとの交流活動は今年 10周年を迎え記念式典並びに MOUの再調印を行った。定期交流を始めた MWITS と

は改めて、継続すべき連携活動の方向を精査していきたい。 

 

４．校内における SSH組織的推進体制 
4.1 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。 

 

4.2 SSH担当以外の教員の理解・協力を得るために行った取組 
 以下の取組を積極的に行っている。 

(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 

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

早稲田大学

学院長・教務担当教務

SSH委員会
国内外交流委

員会

他委員会

特に進路指導
委員会

学年

生徒 教員 保護者

募集・連絡・案内・評価 フィードバ

ック・要望 
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(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 

(カ) SSH事業に関する出張等負担に対する、全教員のエフォート値を均等化する努力（代講を減ずる、寮

当番を減ずる等） 

 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て

いる。 

 

５．研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及 
5.1 研究開発実施上の課題および今後の方向 
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

ール研修では 9 名中男子が 1 名、タイ研修では 10 名中男子が 3 名である。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 

 付録 1Graph1 に見るように、昨年度の落ち込みから増加した。一方で、Graph2～3に見るように大学院生

は漸増している。SSH指定以来、探究活動を深める、あるいは先端科学に触れる機会が増えた。そのことが

キャリア教育につながっており、SSH指定以前に比べ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。 

 

5.2 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、特に藤田小学校との

交流成果、小笠原研修の 10 年間・NJC との交流の 9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ているところが本校の SSH事業の特色である。 

 2つ目は、地域に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、児童たちへ成果還元を継続している。また、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っていく。2016 年度より、本校の論文指導、特にテーマ設定国内のみならず、海

外においても NJCや MWITS との教員交流に於いて、SSH 事業で培ってきた成果を発信することにつながって

いると考えている。 

 
❹ 関係資料 

付録1 早稲田大学理系学部学科進学者数の推移 

 
Graph1 早稲田大学理系学部学科進学者数の推移 
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Graph2  

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

課程進学者推移 

Graph 3  

理工系 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 

 

付録2 2016年度（平成28年度）教育課程表（第20条関係） 

 

 

備考  

 第 1 学年芸術（△）は音楽Ⅰ・美術Ⅰ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。 

 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。 

2015 年度選択科目（※「SSH」はやや高レベル

な内容） 

備考 

 選択科目は第３学年に配当する。 

 各選択科目の単位数は１科目当たり２単位

とする。 

 

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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付録 3．運営指導委員会議事録 

１．高等学院・本庄高等学院合同 SSH運営指導委員会 

(ア) 日時：2017年 1月 13日（金）18：30-19：30  

(イ) 場所：早稲田キャンパス 9号館 5階第 1会議室 

(ウ) 出席者 

オブザーバー：橋本周司(早稲田大学副総長、理工学術院)、佐藤正志(理事、早稲田大学政治経済学術院)、

村上公一(早稲田大学理事、教育・総合科学学術院)、南川良典(教務部職員、附属・系属プロジェクト室) 

本庄高等学院、高等学院両校委員：竹内淳(早稲田大学理工学術院長)、若尾真治(早稲田大学先進理工学

部長) 

高等学院委員：加藤尚志(教育・総合科学学術院教授 教育・総合科学学術院)、山中由也(理工学術院教

授)、長谷部孝(日本医科大学准教授)、鈴木健嗣(筑波大学教授)、諏訪雄一(NHKエンタープライズ制作本

部取締役)、関谷かや人(日本電気主任研究員)  

早稲田大学高等学院：本杉秀穂(学院長)、若尾隆司、橘孝博、多ヶ谷卓爾、中島康、原光一郎、中山匡、

柳谷晃、加藤陽一郎、小川慎二郎(委員長)、神代瑞希、小高京子(事務長)、松本 武仁(職員)、神保昇(職

員)  

本庄高等学院：𠮷田茂(学院長)、影森徹、大塚未来(副委員長)、山﨑賢一郎(事務長)、真野達也(職員) 

※()無しは教諭 

(エ) 議事録： 

 本庄高等学院長挨拶 

 現在、経過措置２年目であり、来年度に向け申請中。２月１日にヒアリングがある。卒業論文システム

のなかで科学的資質を高められるか、科学的視座が養われているかが今回のヒアリングの論点である。本

日は、忌憚のないご意見、アドバイスをいただきたい。 

 高等学院活動報告と課題 

 中学ではグループ研究、高校では個人研究を中心としている。SSH カンファレンスでの教員・生徒の交

流をメインとしている。授業は、探究型授業を展開している。生徒の水準を考えるともっと充実した取り

組みをしていきたい。今年度から経過措置となったが、文科省主任調査官から、取り組みが分かりにくい、

他校とのやりとりはどうなのかと指摘されている。 

 本庄高等学院活動報告と課題 

 これまでの活動の総括を行う。 

 質疑応答・意見交換（凡例：Hは本庄学院、Kは高等学院、Wは運営指導委員並びにオブザーバーの意見） 

H 大学のリソースを利用したい。 

W 生徒の SSH活動時間はどのような様子か。 

K 授業は３時に終わり、５時までの２時間、週に３日間、部活として活動している。 

H 水曜日は授業が 13 時 40 分までであり、水曜日の午後、夏休み、冬休みに時間をとってＳＳＨの活動

に当てている。平日は 15:40～18:40 分まで活動している。 

W 題材の見つけ方はどのようにしているのか？ 

H 本庄キャンパスでできることが基本である。生徒の能力を高めるのにどうしたらよいかと考えている。 

W なぜ、大学と共同研究しなければならないか。早大に期待することは何なのか。 

H 研究の継続性、18 歳～24 歳の継続性が重要と考えている。他大に依頼したことがあるが、早大と協同

しないことを叱られた。 

K 付属校の強みを生かして、中高大院が連携できる。 

W 連携ができることに、社会的な説得力がある。 

W SSH対象は全生徒か？ 

K 全生徒が対象である。SSH コース等は作っていない。１学年 480 人の中で、コアでやりたい生徒は 60

人くらい。３年生は 180 人くらいである。 

W 180人を教員何人で指導するのか。 

K 卒論指導教員を１人で生徒 10人としている。中学生は、グループ研究主体である。 

W SSH校であることによって、基礎学力向上効果はあるのか。 
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K 中学 1・2年生までに、自分で勉強できるよう指導している。実験させる場合、目的を示して、生徒に

考えさせ実験させている。 

H 卒論は生徒全員を対象としている。各教員が最大 10 名の生徒を受け入れる。 

W 高校生には個人研究の場合、一人一人が独立している良さがある。一方、例えば K 高校は課題学習で

チームワークが良い。集団として平均化されるよりは、個々が尖った方が良い場合もある。 

K 卒論には共同研究制度がなく、個人研究させるしかない。コラボの必要性はあると感じている。部活

動は、グループ研究を行っている。 

W JSECの経験から、大学内での共同研究が必要なものと個人研究がある。個人で考えるものは継続性が

高い。他校との研究発表会開催は評価できる。共同研究では、テーマが見つけやすく、先輩の研究を継続

することもできる。 

W 両校は生徒の自主性を尊重しているとの印象を持った。 

W 現在、全体的に理系進学者が減少している。 

H 理系希望者が 1 年では 150 人／350 人、3 年になると 105 人／350 人、毎年 70～80 人が理系進学して

いる。 

W 理系に関心を持ってもらえるようにしてほしい。 

W 文科省は基礎科学を重視し始めている。科学の面白さを生徒に直球でぶつけてほしい。 

W SSH の継続申請で両行とも経過措置となったが、帰属路線ではだめなのか。どういうことで採択され

ると思うか。採択されなければいけないのか。 

K SSHコースを作ったが、採択されなければコースはやれなくなってしまう。 

W 財政面ではどうか。 

K 外部予算がとれなければ工夫するしかない。 

W 同窓会が全額カバーしている公立高校もある。資金がなく活動ができないのは生徒に良くないとの発

想からだ。 

H 基礎科学の継続は大事と思うので、キャンパス内の大学施設を使用させていただけるとありがたい。 

W 科学が好きな生徒のみを対象とするのはよくない。生徒に興味を持たせるようにしてほしい。 

W 生徒全員を科学好きにしてほしい。どう教えるか、嫌いな生徒を作らないようにすることを考えてほ

しい。 

W 中学に入るときは科学好きだが、中 2 になると嫌いになる。 

W 英語は大事だけれど、日本語で説明できなければいけない。国語力の養成が必要である。 

W 企業との取り組みを考えることはあるか。企業体は自立を求められている。企業との協力により、科

学の力を集中的に伸ばすやり方はあると思う。 

K 技術的な取り組みとして企業訪問することはある。 

H SSH と SGH を棲み分ける必要がある。ウインターセミナーでは企業人に生徒に話をしてもらっている。 

W SSH のプレゼンテーションでは、どういうストーリーで、どう発表すれば聴衆がどう共感して評価す

るのかを考えることが必要。企業とも研究を共同してはどうか。 

 高等学院長挨拶 

 学校全体の立場として、SSH的なもの、科学技術の手法は教育に不可欠である。これが低下すると面白

くない学校となってしまう。ロジカルシンキング、科学マインドは必要だ。研究のネタだけに自己完結し

てしまうのは良いとは言えない。学問の活用が大事である。科学からテクノロジーへの発展、改めて SSH

の旗振りを継続していき、大学、地域、企業との交流の場を作っていきたい。アドバイスやご批判を頂戴

し、思考の普遍化に努めていきたい。 

 

２．SSH外部運営指導委員会 

(ア) 開催年月日：2016年 11 月 16 日（水）16:30～17:30 

(イ) 場所：早稲田大学本庄高等学院会議室 

(ウ) 参加者 

運営指導委員：室谷心（松本大学教授）、青木義満（慶応大学） 

本庄高等学院：吉田茂（学院長）、望月眞帆（教務担当副主任）、太田洋平（SSH 委員長）、大塚未

来、影森徹、半田亨 

オブザーバー：関根康介（JST）、内田丈博、藤井すみれ（パネリスト） 
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(エ) 議事録 

（＊は運営指導委員、・は本庄学院教員） 

・SSH 経過措置に関する説明 

＊付属高校らしいいい活動だと思っている。生徒の姿が成果物である。早稲田が持っている資産をよく使っ

ている。本庄学院は SSH国際化の走りである。受験がないことをよく生かしている。 

＊ここ 2 年は安定してしまっている印象である。この学校は、教員に研究経験があることが前提だが、県立

などはどうしているのだろう？ 

・生徒はすごく理系・文系という単語を意識している。SSH だから理系というこだわりが強い印象。 

・大学からの圧力が強い。 

・付属なので、理系文系と言わないで、やりたいことをやった方がいい。 

・最近、研究成果を外部査読で評価されるようになってきた。 

＊パネリストぶりが素晴らしい。大学でもスーパーグローバル大学院の考えができている。そこでもスペシ

ャリストはドクターで当然だが、ジェネラリストで特定のところを掘り下げられるスペシャリストを求めて

いる。文理の垣根はどんどんなくなっている。SSHもそのような観点で、広く素養を持った人を受け入れる

観点が重要と思う。付属校なので、大学でやられている研究ともっとリンクすべきだ。研究情報のネットワ

ークがあれば研究が進む。自分の大学でもあまりそのようなネットワークがないのが現状。大学のリソース

を使うシステムを作るべきだ。 

＊傍から見ていると国際性という点でかなり特色をもって取り組んでいるという印象がある。また、生徒の

研究レベルが高いという印象がある。「卒論の水準が上がってきている」という場合、どのような視点から

卒論の水準が上がっていると言えるのか。今日は、パネルディスカッションの人選が良かったという印象を

受けた。文系の生徒がいたのが良かった。今の SSHは、当初とは方向性が変わり、優秀な研究者を育てよう

というだけではなくなっている。優秀な研究者を育てようというノウハウは、優秀なジェネラリストを作る

という意味で、有意義である。パネリストの一人の生徒が「指導者がいなくなるので困っている」と言って

いた。研究者の世界では指導者がいないのがあたりまえ。ある意味これは自然な状態。困ったなというより

も、専門家は自分で探すというのも研究としては重要な力。もう一人の文系の生徒について、文学部でも研

究できるのかということだが、やりたければ、それを認めてくれる先生を探せばいい。自分の研究室は、そ

のような学生が結構いる。大学院で理系に行くのも選択肢。文学部だから研究ができないという考えは持た

ないでほしい。 

＊研究＝自然科学、と思っている生徒が多い。 

＊二足の草鞋を履くのも大事。 

・前学院長が話していたが、ヒスイが打ち上げられる海岸があることを証明して、和歌が嘘でなかった、と

いうことを証明した文学者がいる。 

・専門家を育成するのと、ジェネラリストを育成するのは手法が違うのか？ 

・そもそも本庄の SSH は研究者養成だったのか？そうではなかったのではないか？ 

・当初は全員対象であった。 

＊研究成果を上げている生徒たちはどのような生徒なのか？ 

・彼らは 1年生からがっちり探究活動に関わっていた。一般的にはむしろ、2年になって迫られてとりあえ

ずテーマを決める生徒が多い。そのような生徒に、成果を上げている彼らが体験したものを伝えたい。教員

の専門は、授業だけではわからない。理系の教員の専門を早めに 1年生にわかるようにすることが必要では

ないか、短い時間で何かを勉強する機会を増やすと自分に合っているものがわかってくる。 

＊次に採択されると 4 期目となる。4期目に求められるもの、求められているものは今までと全然違うだろ

う。 

・現 1年 2年の理系志望者が増えている要因は何か？ 

・日本は PISAの調査でもわかるように、理科・数学が嫌いな生徒が多い。この度のカリキュラム改定で、1

年生の物理では楽しませることを再確認した。五感を使って楽しめる実験を増やした。男子校の時には 1班

が 6人だったが、現在は 4人にしている。教材をキット化した。 

・「これがサイエンスだ」では非常勤や常勤の専門を還元するような講座にしている。1年から 2年に上が

るとき、理系の方がずっと多い。3年になって現在は 107名。これは過去最高の数字。もし、SSHと SGHと融

合できるのであればクロスしたカリキュラムができるようになる。 

＊理科系の科目が増えたせいで社会系の科目が取れなくなったということか？ 

・高校の時には将来の方向を探すためのカリキュラムが重要だと考える。 

・SSH でよく話題に登場する「大学 1年の数学」という言葉の意味を教えてほしい。 
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＊微積分と線形代数。高校からいきなりレベルが上がる。そこまでやってから文系に行くとかなりパワフ

ル。そこは付属なのでゆるやかに上まで行けるカリキュラムがいい。 

・3年生に対する選択科目「文系の数学」の内容も、経済へ行く子を考えて、偏微分も入れている。 

・行列はやっているのか？ 

・やっているが、基本は解析の方が多い。経済学部へ行きたい生徒も SSHで伸ばしたい。 

＊経営学もそうだ。昔でいう OR。 

＊外資系の金融でも理工学部出身が多い。 

＊そのような意味で、多くの生徒が早稲田に行くということが早稲田本庄の SSH にとっては大きなメリット

である。他校だと進学実績が問われてしまう。問題は、今までと違う早大生が作れるかということである。

今までと違う人材を育てたということが重要なのではないか。理工学部進学率が上がらないことはそれほど

問題ではないのではないか。 

・文系に行く生徒に確かな理数の素養があると、そこに行ってから強いだろう。 

・数学の先生は数学を教える。多くの生徒は、数学が道具なのにどう使えるのかがわかっていない。 

・私は、数学は数学の中に数学の面白さがあると思っている。 

＊今の議論は数学教員と理科教員の間で数学に対する認識が異なるという新鮮な議論である。分子生物学で

は化学と生物は同じ。でも高校では科目として分けてしまう。そこに高校の教育の１つの問題がある。 

・うちの地学は物化生の基礎の上に教えたいと思っているので 3年生でやっている。他校では大学入試で関

係のある生徒が少ないという理由で、1 年生でやってしまう。 

＊SSH にはエンジニアも入っている。高校段階ではそこの分類ができていない。 

・ここでいう「有為な人材」という意味はどのような意味か？私は、日本の国益にために SSHがあるとずっ

と思っていた。 

＊人間が幸せになれるか？そのためにはどのような人材が必要か？そのような能力を持った生徒を育てるた

めにはどのような教育が必要か？を考えなくてはならない。SSHでは科学を切り口としてそのことを考える

べきである。 
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