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は

じ

め

に

平成２３年度に文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール（以下ＳＳＨと記す）の研究指定
を受け、最終年度・５年目が過ぎようとしている。
本校の第１期ＳＳＨ事業は、「豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリキュラム開発」を研
究開発課題とし、持続発展教育（ＥＳＤ）の理念を取り入れ実施してきた。課題達成のため、①全校
生徒による「課題研究」を柱とした三年間のカリキュラム開発、②科学技術系人材育成のためのプロ
グラム開発、③将来国際社会で活躍するための力を身に付けさせるプログラム開発を目指した。
①については、全校での「課題研究」の指導体制が構築された。多様なスーパーサイエンス科目を
設定し、パーフォーマンス課題、ルーブリック、ポートフォリオ評価等の研究、導入により、主体的・
協働的に学ぶ姿勢が育まれた。第３学年生徒の日本語及び英語による約100枚のポスターセッション
と口頭発表は、その結実であり、下級生に対して大きな刺激と励みとなった。
②については、ＳＳ科目を中心とする通常の授業に加え、全校生徒による刈谷市内の生物多様性調
査（在来種調査）の実施、校内版〝科学の甲子園″「刈高サイエンスマッチ」へと発展した。前者は、
これまでのスーパーサイエンス部の地道な活動を起点とし、後者は、地元の名古屋大学、愛知教育大
学、自然科学機構、株式会社デンソー等との連携によるサイエンスにかかわるさまざまな体験や学習
とともに、科学的好奇心を呼び起こす好機となった。
③については、主として英語科教員による科学技術に関する英語教材の開発とコミュニケーション
能力向上のための指導により、英語によるポスターセッション、口頭発表等、プレゼンテーション能
力の飛躍的な向上をみた。また、外国人研究者から英語で講義を受ける「Sci-tech English Lecture」の
開催、交流校の英国イートン校との科学交流やＳＳＨオーストラリア研修など、充実した科学交流プ
ログラムが確立した。
今日、学びの質や深まりが一層重視されるようになった。そのためには、問題発見解決能力、思考
力・判断力・表現力の育成が重要な視点とされている。基礎的な知識・技能を習得するとともに、将
来、実社会や実生活の中でそれらを活用し、いろいろな場でたくましく生きていく力を身に付けるこ
とが求められている。
本校の第１期ＳＳＨ事業は、こうした学びについて、生徒と教員がともに考え、取り組み、成果を
上げたと考える。二年後の平成三十年にはいよいよ創立百周年を迎える。一世紀の歴史と伝統を刻ん
だ本校が、より一段と高い望みに立てるよう、「自律した十八歳として、これからの社会をたくまし
く生き抜く生徒」を育成するためのカリキュラム開発を一層推進したい。
終わりに、本研究に際し、御指導・御支援を賜りました文部科学省、独立行政法人科学技術振興機
構（ＪＳＴ）、愛知県教育委員会、運営指導委員、評価委員の皆様、そして愛知教育大学、名古屋大
学、東京大学をはじめとする諸研究機関、さらに株式会社デンソーなどの地元企業の皆様に心からお
礼申し上げます。

平成２８年３月吉日
愛知県立刈谷高等学校長
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斎藤

昭宏

別紙様式１－１
愛知県立刈谷高等学校

➊
①

指定第１期目

23～27

平成２７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）
研究開発課題
豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリキュラムの研究開発
～豊かで持続可能な社会を構築できる人材の育成～

②

研究開発の概要
問題発見・解決能力、科学的思考力、科学的リテラシーに加え、公正な判断力や倫理観を身に付
け、豊かで持続可能な社会の創造者、国際社会の中でリーダーとして活躍できる人材の育成を目指
したカリキュラムの研究開発を行う。
(1) スーパーサイエンス教科・科目（以下ＳＳ教科・科目と記す）の設置及び教科「ＥＳＤ」や、大
学・企業等と連携した教育活動によってＥＳＤの概念に基づく、豊かで持続可能な社会の形成に
貢献できる人材を育成するためのカリキュラムの研究開発を行う。
(2) ＳＳ科目に加えて、全ての教科・科目で自然科学に関係した教材を扱い、先端科学技術に対す
る理解を深めるとともに、課題研究等の問題発見・解決能力、科学的思考力を伸長させる取組で、
我が国の将来に貢献できる人材育成を行う。
(3) イートン校との交流活動、オーストラリア研修及び英語セミナーを通じて、英語コミュニケー
ション能力を高めるとともに地球規模での自然科学や社会問題についての認識を深め、国際社会
で活躍できるリーダーを育成する国際交流プログラムの研究開発を行う。

③

平成２７年度実施規模
全校生徒（１，１６４名）を対象として実施する。

④

研究開発内容

○研究計画
第１年次（平成23年度）
学校設定教科「ＥＳＤ」を軸として、ＳＳ科目やＳＳ特別活動をはじめとする教育活動や講演会、
企業研修、大学研究によって自然科学的事象や環境問題に対する意識を高め、次年度以降の探求活
動の基盤を形成する。
自然科学系の部活動をＳＳ部として改編し、各種発表会やコンクールに参加する。それらの成果
は「ＳＳ中高連携事業」として市内の中学校に還元する。
第２年次（平成24年度）
「ＥＳＤⅡ」において課題解決学習を推進し、生徒の思考力、表現力、問題解決能力を育てる。こ
の探究活動の支えとなる、ＳＳ科目において先端的、発展的内容を実施し、課題研究の質的向上を
図る。
イートン校交流を「ＳＳ国際交流」に発展させ、異文化体験的交流を行いながら自然科学や環境
面での意見交換を図り、国際的なコミュニケーション能力を高める。
第３年次（平成25年度）
前年度の探究活動を受けて第３学年「ＥＳＤⅢ」において、すべての生徒に研究論文を作成させ
るとともに、日本語と英語での口頭発表を行う。研究成果は地域に公開するとともに、地元中学校
との連携事業や環境保護活動など地域貢献事業を行う。
ＳＳ科目の授業において、問題発見・課題解決能力を高める教育活動を取り入れた教材開発を行
う。
第４年次（平成26年度）
３年間の研究成果として「先端科学技術を社会で活用できる人材」「国際社会でリーダーとして
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活躍できる人材」さらに「豊かで持続可能な社会を構築できる人材」を育成できるカリキュラムや
プログラムが開発できたことを検証し、改善を図る。
特に、課題研究が教育課程に位置づけられ３年間を見通した取組として全校体制となる。
第５年次（平成27年度）
課題研究の全校体制の強化、地域貢献事業の継続性を高め、本研究開発の成果を測定する評価に
ついて検証するとともに、成果だけでなくシステムを他の高校や地域の中学校に発信する。
「課題研究」を教育活動の中心に据え、全ての教科科目、教育活動において主体的・協働的な学び
を展開し、学習プロセスの評価法を開発することを第２期ＳＳＨ申請に向けた課題とする。
○教育課程上の特例等特記すべき事項
①「ＳＳ公民」（２単位）を現代社会の代替科目として設定した。
②「ＳＳ数学Ⅰ」（６単位）を「数学Ⅰ」「数学Ａ」「数学Ⅱ」の代替科目として設定した。
③「ＳＳ数学Ⅱ」（６単位）を「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学Ｂ」の代替科目として設定した。
④「ＳＳ数学Ⅲ」（６単位）を「数学Ⅲ」「数学Ｂ」の代替科目として設定した。
⑤「ＳＳ理科Ⅰ」
（４単位）、
「ＳＳ理科Ⅱ」
（２単位）及び「ＳＳ理科Ⅲ」
（２単位）を｢生物基礎」
「物
理基礎」「化学基礎」の代替科目として設定した。
⑥「ＳＳ物理」
（３単位）及び「ＳＳ応用物理」
（４単位）を「物理基礎」「物理」の代替科目として
設定した。
⑦「ＳＳ化学」
（３単位）及び「ＳＳ応用化学」
（４単位）を「化学基礎」「化学」の代替科目として
設定した。
⑧「ＳＳ生物」
（３単位）及び「ＳＳ応用生物」
（４単位）を「生物基礎」「生物」の代替科目として
設定した。
⑨「ＳＳ英語Ⅰ」（４単位）を「コミュニケーション英語Ⅰ」の代替科目として設定した。
⑩「ＳＳ英語Ⅱ」
（２単位）及び「ＳＳ英語Ⅲ」
（２単位）を「コミュニケーション英語Ⅱ」の代替科
目として設定した。
⑪「ＥＳＤⅠ」（１単位）、
「ＥＳＤⅡ」
（１単位）及び「ＥＳＤⅢ」（１単位）を「総合的な学習の時
間」の代替科目として設定した。
○平成２７年度の教育課程の内容

（

）は単位数

第１学年教育課程
「ＳＳ数学Ⅰ」（６）、「ＳＳ理科Ⅰ」（４）、「ＳＳ公民」（２）、「ＳＳ英語Ⅰ」（４）、
「ＥＳＤⅠ」（１）
第２学年教育課程（文理共通）
「ＳＳ英語Ⅱ」（２）、「ＥＳＤⅡ」（１）
第２学年教育課程（文系選択者）
「ＳＳ理科Ⅱ」（２）
第２学年教育課程（理系選択者）
「ＳＳ数学Ⅱ」（６）、「ＳＳ化学」（３）、「ＳＳ物理」（３）、「ＳＳ生物」（３）
第３学年教育課程（文理共通）
「ＳＳ英語Ⅲ」（２）、「ＥＳＤⅢ」（１）
第３学年教育課程（文系選択者）
「ＳＳ理科Ⅲ」（２）
第３学年教育課程（理系選択者）
「ＳＳ数学Ⅲ」（６）、「ＳＳ応用化学」（４）、「ＳＳ応用物理」（４）
、「ＳＳ応用生物」（４）
○具体的な研究事項・活動内容
(1) 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程の開発研究
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文系・理系にかかわらず、科学的観察力や思考力を育成するためにさらなる改善を進めた。第
１学年「ＳＳ理科Ⅰ」では、物理や生物、化学の内容を総合的に扱い、幅広い分野から問題を発見
できるようにした。
「ＥＳＤⅠ」と連動を図り実施したプレ課題研究や「ＳＳ数学Ⅰ」で扱った発
展的内容は課題研究実践のための基盤つくりを充実させた。第２学年では、「ＳＳ化学」「ＳＳ物
理」
「ＳＳ生物」を「ＥＳＤⅡ」と連携させて、理科課題研究を実施した。
「ＳＳ数学Ⅱ」では学び
合いやジグゾー法など、アクティブラーニングを取り入れた問題発見解決能力を高める授業実践
により、探究活動を充実させた。
(2) 問題解決能力や分析力、表現力を高めるための教育課程の研究開発
学校設定教科「ＥＳＤ」における３年間の指導計画を見直し、全教員による指導態勢を構築し
た。第１学年「ＥＳＤⅠ」では、ＥＳＤの視点の獲得、科学的思考のトレーニング、プレ課題研
究、論理的な文章の書き方など、科学的検証方法を身に付けさせた。第２学年「ＥＳＤⅡ」は年間
を通した課題研究（理系生徒は理科課題研究、文系生徒は持続可能な社会の形成に関する課題研
究）に取り組ませ、第３学年「ＥＳＤⅢ」では、全研究テーマについて日本語と英語によるポス
ターセッションと代表者による全校発表会を実施した。
(3) 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程の開発研究
「ＳＳ英語」では、英語プレゼンテーション能力を一層向上させるための教育課程の研究開発
に取り組んだ。第３学年「ＳＳ英語Ⅲ」では、課題研究を英語でまとめ、ポスター発表や科学プレ
ゼンテーションの技能を高めることができ、英語での質疑応答も行うことができた。英語プレゼ
ンテーション講座や６講座開講した外国人研究者による英語レクチャー「 SCI-TECH ENGLISH
LECTURE」には延べ150名ほどの生徒が参加した。オーストラリア科学研修「SCI-TECH AUSTRALIA
TOUR」では現地高校生との共働的な学びによる研修内容についてプレゼンテーションを実施した。
(4) 大学等の研究機関や企業との連携事業の研究開発
名古屋大学及び東京大学において｢特別研究」を継続実施した。さらに、本校教員が講師となり
実施した物理、生物、化学６講座の特別講座は特別研究の事前研修としての役割も果たし、生徒
の実験技術の向上や理解の深化につながった。また、第１学年全生徒が参加した(株)デンソーで
の環境や自然界との共存共栄についての研修や希望者による(株)Ｊ－ＴＥＣでの人工培養表皮や
人工培養軟骨の再生医療研修など、地元企業と連携して企業や科学者が目指す姿勢や方向を学ぶ
機会を設けた。さらに、希望者によるつくば市内の先端研究施設の訪問研修｢つくばサイエンスツ
アー｣では、最先端の研究や科学技術を直接肌で感じさせた。
(5) 地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業開発研究
学校設定課題の研究テーマの１つに「生物多様性の保全を核とした地域連携及び地域貢献の推
進」を掲げ、全校生徒による｢刈谷市及び周辺地域の在来種調査｣を継続している。全校生徒が自
宅周辺の500ｍ四方の区域の在来種生息状況を調査して、植物種ごとの分布状態や在来種の出現率
をまとめた。そのためにＳＳＨ委員を各クラスに新設して、調査活動の中心となって実施計画や
結果の集計を行った。また、スーパーサイエンス部（以下ＳＳ部と記す）では、全校生徒による
「在来種調査」に加え「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタの保全」の調査も継続させ、種
子繁殖による遺伝的多様性の回復を目指した。この調査結果により市が新たな保全策に動き出し
⑤

た。
研究開発の成果と課題

○実施による効果とその評価
(1) 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程の開発研究
理科以外にも英語や数学、地歴公民などでも主体的・共働的な学習のための取組を工夫し、公
開授業や研究授業で積極的に研究した。学習指導要領の枠を越えた内容を扱うことで、生徒のよ
り身近な事象について興味を持たせることができ、問題発見の視野が広がっている。また、校内
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の高度な実験機器が整備されて充実することで、これまで大学や研究施設での研修が体験的な内
容になりやすかったが、真の研究として理解が深まり、研修がより有意義なものとなった。
(2) 問題解決能力や分析力、表現力を高めるための教育課程の研究開発
ＳＳ教科「ＥＳＤ」の３年間のアウトラインが明確になり、全校体制が整うとともに、研究内
容が充実し生徒の活動意欲が増したことは生徒アンケートやルーブリック評価表から読み取れ
る。第３学年「ＥＳＤⅢ」では、全97テーマについてのポスターセッション及び日本語と英語に
よる代表者発表を全校で行いコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、共働的チーム
力を高めただけでなく、１・２年生に対する大きな指針となり、継続性を高めた。
(3) 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程の開発研究
「ＳＳ英語」や「ＥＳＤⅢ」において英語プレゼンテーション能力を高める取組や、
「SCI-TECH
ENGLISH LECTURE」「オーストラリア科学研修」の充実によって、時習館高校の海外重点枠「英国
研修」に多くの生徒を派遣することができた。また、国際社会への進出意識が高まり、海外の大
学へ進学する生徒が出てきた。
(4) 大学等の研究機関や企業との連携事業の研究開発
校内において本校理科教員が講師となって実施するＳＳ校内特別講座を実施することで、多く
の生徒がＳＳＨ事業に参加することができるようになり、高大接続につながる高度な内容や技術
を学んだ。特に、生物講座は大学特別研究の事前研修にもなり、東大研究、名大研究に参加した
生徒は大学での実習に自信を持ってのぞみ、積極的に活動できたと実感している。
(5) 成果を地域社会に還元し社会貢献能力を高めるための事業開発研究
全校生徒による年３回の「刈谷市及び周辺地域の生物多様性調査」やＳＳ部による「国指定天
然記念物小堤西池のカキツバタ群落の保全」の調査・研究を継続した。本校のカキツバタ群落の
調査結果により、市が新たな保全策を試みることになるなど、種子繁殖による遺伝的多様性の復
元に向け大きな一歩を踏み出した。
○実施上の課題と今後の取組
(1) 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程の開発研究
作成しているルーブリック評価表やパフォーマンス課題等は科目や分野ごとに実施している
が、ＳＳＨ事業で育成したい資質や能力の具体像、各学年での到達目標、及び教科の縦と横の係
わりを可視化して、組織的・系統的育成を図る。
(2) 問題解決能力や分析力・表現力を高めるための教育課程の研究開発
全ての教科科目において、問題発見・課題解決能力を高める教材開発が必要となり、とりわけ
課題研究において、生徒自ら結果を見越した仮説を立てたテーマ設定ができるように第１学年の
指導方法の改善が課題となる。また、現状ではグループ単位で実施している課題研究の評価につ
いて、個人ごとにレポートを提出してポートフォリオを作成させ、個々の生徒の能力伸長を把握
し評価できるようにする。
(3) 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程の開発研究
教育課程に英語プレゼンテーション能力を向上させるためのカリキュラムを明確に位置づける
とともに、外国人も参加する英語発表の機会を増やす。海外研修では、現地の高校生や大学生と
共働して研究しポスターセッションや討論を行うとともに、提携校と日常的にインターネット回
線を利用して討論や情報交換を行う。
(4) 大学等の研究機関や企業との連携事業の研究開発
研究機関や企業での研究の事前研修として、自校教員によるＳＳ特別講座をさらに充実させ、
高大接続につながる教員の指導力向上を図る。また、大学や企業の研究者との連携を高め、課題
研究テーマ設定の助言や実験機器の使用など継続的な交流として研究の質の向上を図り学会での
発表を目指す。
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様式２－１
愛知県立刈谷高等学校

➋
①

指定第１期目

23～27

平成２７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
研究開発の成果
平成23年度に指定されたＳＳＨ第１期では、「豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリ
キュラムの研究開発」を研究開発課題とし、持続発展教育（ＥＳＤ）の理念を取り入れたＳＳＨ事
業を展開してきた。全ての学年においてスーパーサイエンス教科・科目（以下ＳＳ教科・科目と記
す）を設定するとともに、株式会社デンソーを始めとする地元企業や名古屋大学・東京大学・愛知
教育大学、自然科学研究機構等の大学・研究機関との連携事業、
「科学英語研修」、
「SCI-TECH ENGLISH
LECTURE」、「オーストラリア科学研修」等の国際社会で活躍するための素養を身に付けさせるプロ
グラムの開発を行った。また、各学年の「総合的な学習の時間」を改編したＳＳ教科「ＥＳＤ」等
により、問題発見・解決能力、プレゼンテーション能力の伸長を図った。平成26年度には、第２学
年で年間を通して取り組む課題研究（理系は理数に関する課題研究、文系は持続可能な社会に関す
る課題研究）を柱とした３年間のカリキュラムを完成させ、全校あげた課題研究推進体制を構築し
た。以降、３～４人を１グループとして毎年、計100テーマ前後の課題研究を実施している。本年度
６月には３年生全員の研究成果であるポスター97枚が体育館に一堂に会するポスターセッション
を実施し、３年生が１・２年生や教員、来賓の方々に研究成果をアピールし、高い評価を得た。さ
らに、ポスターセッション後には優秀研究の口頭発表会を、10月には英語でのポスターセッション
及び口頭発表会を行った。こうした取組が実を結び、11月に２年生を対象に行った「課題研究に関
する行動調査」の結果では、課題研究が生徒の主体的・協働的な学びを引き出す大きな要因となっ
てきていることが示された。
研究開発１ 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程
(1) 理数教科・科目における教育課程及び授業内容の充実
本校設定のＳＳ科目導入前は行うことのできなかった授業が実践でき、実験を実施する授業時
数が増加できたことで、理数科目の指導内容を大きく深化させた。学校設定科目「ＳＳ数学Ⅰ」
では、学年・期間の枠にとらわれることなく、生徒の学力・思考力の発達段階に応じた、「数学
Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ａ」の学習内容を再編成した年間学習計画を作成した。単元「図形と方程
式」の授業では、コンピュータを利用して図形を視覚的に捉えさせる授業を行い、生徒の反応は
良好で活動的な取組となった。第１学年｢ＳＳ理科Ⅰ｣では、物理、生物、化学の内容を扱い、身
近な変化や現象について関心を高めるとともに、「ＥＳＤⅠ」と連携してプレ課題研究を行った。
さらに、第２学年で行う課題研究のテーマ設定に取りかかるなど、課題研究の質的向上のための
改善を行った。物理、化学、生物のどの科目においてもＩＣＴ機器を活用した実験や実習を取り
入れ、生徒が主体的・共働的に活動する授業を実践した。
(2) ＳＳ教科以外の教科にも主体的・共働的な取組
ＳＳ教科・科目においてアクティブラーニングを取り入れた授業が増えるにしたがって、多の
教科・科目においてもアクティブラーニングを取り入れた授業が実践された。国語や英語、情報
や保健の授業においても実施され、様々な授業での実践をとおして生徒の取組がスムーズなもの
となり、どの授業も活気あふれている。また、第１学年の「ＥＳＤⅠ」での社会問題に関する内
容や、課題図書を読み作者や主人公の行動をまとめる「読書会」でもグループでポスターを作成
し発表させているが、生徒の主体的・共働的な学びが身に付いており、同じテーマでも様々な視
点での考察や工夫を凝らした作品は普段の授業の成果といえる。
(3) 大学レベルの研修と実験環境の充実
本校教員が講師となって夏季休業中に校内特別講座を実施しているが、遺伝子組換えやＤＮＡ
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鑑定など大学学部レベルの実験や実習が可能となり、生徒の技術は向上した。大学での特別研究
では実験器具や方法を体験するような内容であったものから、大学で研究を行い結果を残す研修
となった。また、本校の教員においても指導力の向上がみられ、通常の授業にも生かされている。
(4) 生徒アンケートの結果から
ＳＳ理科やＳＳ数学を通して、「先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成について、理解
が深まった」と答えた生徒は約65％であり、ＳＳ科目の充実は、理系の生徒だけでなく文系の生
徒の意識向上にも効果があった。
研究開発２ 問題解決能力や分析力・表現力を高めるための教育課程
(1) ３年間を見通した主体的・共働的理科課題研究
理科・数学・英語・公民にＳＳ科目を設定していることに加え、総合的な学習の時間（各学年
１単位）をＳＳ教科「ＥＳＤ」として実施している。「ＥＳＤ」は、第２･３学年での課題研究（理
系は理数に関する課題研究、文系は持続可能な社会に関する課題研究）を中心に据え、全校体制
で課題研究を推進している。
《ＳＳ教科「ＥＳＤ」の３年間のアウトライン》
年

期

理系

文系

１

１

ESDの視点の獲得

２

科学的思考のトレーニング

＊サイエンスデー，刈高サイエンスマッチ

２

１

連続で実施。理
科の教員に加

論理的な文章の書き方

え，学年の教員

プレ課題研究②（科学の手法を身に付けるための探究活動）

が支援を行う。

オリエンテーション

オリエンテーション

研究分野(物理・化学・生物・地学・数学・情

研究分野（新エネルギー・生物多

研究は，カタ

報)決定

様性など）の決定

ラーゼに関する

研究テーマ検討開始

定量的実験や

基礎講義（分野ごと）

音速の測定な

ミニ課題研究（２時間連続×３回）

＊〔理系〕ミニ課題

ど，大まかな

サイエンスデー(３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ)

（理科教員との面談）

テーマを与える
自由度の高い

研究テーマ決定

実験等の探究

研究テーマ決定・研究計画提出，予備実験

校外調査の計画

活動。

〔夏休み〕夏季実験（３日間）

〔夏休み〕校外調査

中間発表会（講座ごと）

校外調査報告会（講座ごと）

は SS 物 理 ・ 生

本実験（２時間連続×８回，１時間×数回）

調査・研究・議論

物，SS化学と連

〔冬休み〕冬季実験（希望者）
３

連携して２時間

プレ課題研究①（科学の手法を身に付けるための探究活動）

研究テーマ検討開始（文献・先行研究調査）

２

＊プレ課題研究
は SS 理 科 Ⅰ と

サイエンスデー(３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ)

３

備考

＊〔 理系 〕 本 実験

携して２時間連

研究のまとめ

研究のまとめ

続で実施。な

（ポスター・研究論文作成）

（ポスター・研究論文作成）

お，希望する班
は放課後も研
究を継続できる
ようにする。

３

１

講座内発表会

講座内発表会

サイエンスデー
校内成果発表会Ⅰ（１・２年生に対し，全員がポスター発表を行う）
校内成果発表会Ⅱ（優秀作品の口頭発表会）

＊夏季休業中に
英語科教員に
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２

英語版ポスター作成開始

英語版ポスター作成開始

よる添削指導を

英語版ポスター完成

英語版ポスター完成

実施。

英語でのポスター発表（講座ごと）

英語ポスター発表（講座ごと）

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）
全体総括（振り返り，アンケート調査）

全体総括(振り返り，アンケート)

テーマ設定は生徒が中心となるが、担当教員との面談や講座内プレゼンテーションでの意見
交換により、論証可能性や学術的意義を高めるための工夫を行っている。第１学年の３学期か
らテーマを考え始め、第２学年１学期にかけて予備実験を行い、十分な時間をかけてテーマを
設定させている。研究は、多様な他者と協働しながら問題発見・問題解決する能力の育成を重視
してグループでの活動としている。
(2) 理科課題研究運用のための改善と全校体制の強化
理科課題研究を運用するにあたり、実験室や実験器具、指導や安全管理の面など様々な課題が
出てきたが、以下のように各学年「ＥＳＤ」の実施体制を改善し、全校体制で効果的に進めるこ
ととした。
ア 第１学年 ＊木曜６限に実施
主に担任が担当してクラス単位で実施。プレ課題研究（探究活動）の際には、ＳＳ科目「Ｓ
Ｓ理科Ⅰ」と連携し、担任だけでなく理科の教員が指導に加わる。なお、プレ課題研究におい
て、理科以外の担任も適切な支援が行えるようにする目的で、事前に理科の教員が教員向けの
実験講習会を実施し、指導のポイントについて研修している。
イ 第２学年
(ｱ) 理系 ＊1・６組は月曜、２・５組は火曜、３・４組は金曜のそれぞれ６限に実施
理科教員及び理系クラスの担任、理系教科の副担任が担当して、２クラス合同で物理（含
数学・情報）、化学（含地学）、生物の３講座を展開。ミニ課題研究や本研究の際には、Ｓ
Ｓ科目「ＳＳ物理・生物／ＳＳ化学」と連携し、２時間連続での実施（5･6限）とし、希望す
る場合はさらに放課後も研究が継続できるようにしている。
(ｲ) 文系 ＊金曜４限に実施
文系クラスの担任・副担任が担当して、４クラス合同６講座で展開。
ウ 第３学年 ＊理系は木曜４限に、文系は木曜３限に実施
理系は担任及び副担任が担当して、５クラス合同５講座で展開。文系は担任及び副担任が担
当して、４クラス合同６講座で展開。英語論文や英語ポスター作成の際の添削は、学年担当を
超えて、全学年の英語科教員が指導にあたる。
このように３年間を見通した課題研究指導が明確になることで、理数教科以外の教員も積極的
に関わることができるようになり、職員の意識も大いに前向きとなった。
(3) 生徒研究発表会の充実
研究成果の発表までが課題研究と捉え、全ての生徒が発表する機会を持ち、最終的には英語に
限定した発表と質疑応答を行うまでを行い、高い評価を得ている。主な研究発表の機会として次
のものがある。
第１学年

ミニ課題研究発表（クラス）

第２学年

研究テーマ発表（クラス）
、研究中間発表（クラス）、論文発表（クラス）

第３学年

ポスター発表（クラス、学年）、ポスターセッション（全校）、日本語による
代表者発表（全校）、英語によるポスター発表（クラス）、英語による代表者
発表（全校）

(4) 評価方法の開発・改善
理科課題研究の評価方法が昨年度までの大きな課題であったので、本年度の重点項目として評
価方法の開発に取り組んだ。テーマ設定段階からルーブリック評価表を活用して、目標を明確に
持たせ取り組ませた。実験・実習では各グループに２冊のノートを配布し、一冊は先行研究につ
いてまとめたり生データやメモを記入したりと自由に使用させた。もう一冊は通常の研究室で
も用いられる実験用ノートを用い、実験方法や実験結果・データの解釈等を詳細にまとめ直さ
- 8 -

せて提出させた。この研究用ノートを教員と何度もやりとりする中で、研究テーマの変遷や実
験方法の妥当性の向上等の研究プロセスの形成的評価とした。なお、ミニ課題研究や論文の評
価にも独自に作成したルーブリックを活用することで、実験計画や論文の質的向上を図り、生徒
のメタ認知能力も向上した。
(5) 生徒アンケートの結果から
多くの生徒が、探究活動は問題解決能力や分析力・表現力を高めるために「効果があった」と
回答している。さらに、「ＥＳＤ」や「ＳＳ公民」の授業を通して、科学的現象だけでなく社会
問題や政治問題においても課題発見解決能力は高まっている。また、発表会に向けた取組は共働
的チーム力が強まり、とりわけ代表発表グループのチーム力は高まりには目を見張るものがあ
る。
研究開発３ 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程
(1) 国際社会に積極的に関わろうとする態度の育成
オーストラリアでの科学研修「SCI-TECH AUSTRALIA TOUR」や英国イートン校との科学交流、外
国人研究者による英語でのレクチャー「SCI-TECH ENGLISH LECTURE」等により、海外で研究を行
い将来国際社会で活躍したいという意識を多くの生徒が持つようになった。平成27年度、平成28
年度と海外の大学へ進学する生徒が現われたほか、在学中に海外留学を行う生徒は増加傾向にあ
る。なお、時習館高校の実施する海外重点枠「英国研修」では、平成24年度及び平成27年度の両
年度で、多数の応募者がある中で他校としては最大の派遣人数である４名の生徒を派遣すること
ができた。
(2) 実践的な英語力を育成するための取組の充実
ＳＳ英語を中心とする科学英語プレゼンテーションの取組は、実践的な英語プレゼンテーショ
ン、コミュニケーション能力を授業内で育成し、課題研究の英語によるポスターセッションや口
頭発表会で成果を示すことができた。全校生徒の前での発表にもかかわらず舞台の中央で身振り
手振りを駆使して発表を行う生徒も多く、英語プレゼンテーション能力の向上には目を見張るも
のがあり、発表後の質疑応答まで英語でできたこととあわせ外部からも高い評価を受けた。
(3) 生徒アンケートの結果から
ほとんどの生徒が「実践的な英語力が高まった」とその効果を実感している。特に学年進行に
伴いその割合は大きくなり、第３学年英語での発表会を経験することで自信が付いたと感じてい
る生徒が多く、十分な成果があったと評価できる。
研究開発４ 大学等の研究機関や企業との連携事業
(1) 進路選択への影響
東京大学特別研修やスーパーカミオカンデ研修などの高度かつ中・長期に及ぶ事業は、アン
ケートや成果物等に加え、生徒の志望進路の変化や進学先なども追跡調査することで事業の評価
を行うことができる。東京大学医工学系の研究室で実施した東京大学特別研究に参加した生徒が
東京大学に進学したり、国公立大学の医学部医学科に進学したりと、生徒の進路決定等において
大きな影響を与えている。理系志望者はＳＳＨ指定前に比べ増加し、現在まで高い水準を保って
いる。また、愛知教育大学及び名古屋大学に進学した学生が後輩の理科課題研究のＴＡとして
指導を行うなど連携を強めている。株式会社デンソーの協力を得て第１学年全員を対象にした研
修や希望者による再生医療企業Ｊ－ＴＥＣ訪問研修は、地元企業での世界最先端の研究を肌で感
じることができ、将来研究者を目指す理系生徒だけでなく、企業経営や行政に係わる文系の生徒
にも大いに刺激となっている。同様な傾向が希望者による「つくばサイエンスツアー」にも見ら
れ、文系の生徒の参加が年々増加している。サイエンスを様々な視点から捉える本校ＳＳＨ事業
が文系理系を問わず進路選択に大きく係わっていることを示すものである。
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(2) 教員指導力の向上
大学特別研究等で実施している研修内容を教員が習得し、大学学部レベルの発展的な講座を校
内特別講座や授業で実施することができるようになり、教員の指導力の向上によい影響を与えて
いる。また、オーストラリア科学研修では現地での研究機関で実習を行い、英語でのディスカッ
ションを行うために、海外での研究報告や指導の経験のある英語教員が講師となり、生徒だけで
なく、引率教員や他の英語教員の校内研修を行っている。
(3) 生徒アンケートの結果から
意識調査の結果から、本校の取組は理系生徒だけでなく、文系生徒にも認められ、進路選択や
将来設計に効果があると判断できる。さらに、大学や研究機関、企業での研修は引率教員にとっ
ても教材開発に向けたよい研修の場になっており、今後一層の充実を図りたい。
研究開発５ 地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業
(1) 全校生徒による在来種植物調査の実施
全校生徒による「刈谷市及び周辺地域の在来種植物調査」を実施している。年３回、春の調査
は第１学年から第３学年まで、夏と秋は第１学年、第２学年の全生徒が自宅周辺に割り当てられ
た500ｍ四方に生育している植物について継続調査をしている。調査の事前準備や資料の配付、
調査表の回収・集約を円滑に進めるためのクラスＳＳＨ委員を新設した。昨年からの調査で、ま
だ資料としては不十分ではあるが、愛知教育大学理科教育学渡邉研究室と連携して調査を行い、
刈谷市や市民団体にも働きかけを行っていく予定である。調査データは、指定植物種の出現率や
植物種ごとの出現地域の割合で分析を行い、地域の開発状況や過去の気候変動と植物の分布状況
をまとめた。校内生徒成果発表会、全国生徒研究発表会、ＡＩＴ科学大賞、京都産業大学益川塾
第８回シンポジウム、科学三昧inあいち2015で発表を行い、ＡＩＴ科学大賞では奨励賞、益川塾
第８回シンポジウムでは塾頭賞と、高い評価を得た。
(2) ＳＳ部の研究活動のさらなる充実
「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落の保全」調査はＳＳ部全体の継続課題として取
り組み、除草作業にも参加している。全校生徒で取り組む「刈谷市及び周辺地域の在来種調査」
とあわせて、大学・地元自治体と連携し、地域貢献やフィールドワークを重視した活動として、
成果物の広報にも力を注いでいる。また、ＳＳ部物理班、化学班、生物班、数学班による各分野
研究テーマごとの活動も活発である。研究会だけでなく、「せいりけん市民講座」や「刈谷市理
科研究発表会中学校の部」など研究成果等を地域の小中学生に発表・還元している。時習館高校
ＳＳグローバル事業「イギリス研修」において多くのＳＳ部の部員が英国派遣に選ばれ、プレゼ
ンテーション能力の向上、理解力の深化に大きな効果があった。
② 研究開発の課題
(1) 研究開発上の課題
第１期ＳＳＨ事業において、将来、各方面でタフなリーダーとして活躍する能力や資質を伸ば
すべく大いに成果をあげることができた。しかし、平成23年3月の東日本大震災による人工リス
クの顕在化やトランス・サイエンス（科学に問うことはできるが、科学だけでは答えることがで
きない問題群）への一般市民参加機会の拡大、知識基盤社会の本格化、グローバル化の一層の進
展、人類の直面する問題の深刻化・複雑化など、社会は急速に変化した。
そのような社会において、科学技術創造立国としての日本を支えるためには、各教科の学習活
動全般を通して、①自ら問題を発見し、その問題を定義し解決の方向性を決定する。②解決方法
を探して計画を立て、結果を予測しながら実行する。③プロセスを振り返って次の問題発見・解
決につなげていく自律的な学習態度（科学する力）を一人一人の生徒に身に付けさせることが肝
要である。併せて、リーダーには、情報を他者と共有しながら議論することを通して、さまざま
な相手の考えに共感したり、多様な考えを統合したりして、協力しながら問題を解決していこう
とする姿勢が大切である。
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そこで、第１期ＳＳＨ（平成23～27年度）では下記の５つの研究テーマのもと、研究開発を行っ
たが、研究成果から新たな課題が見えてきた。
（これまでの研究開発と仮説）
研究開発１ 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程
【仮説】 現行の理科、数学等をＳＳ対応科目に改編することにより、基礎的な学力と応用力を養
うことができる。全ての教科において自然科学やＥＳＤの概念を導入した授業を展開する
ことにより、先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深めることが
できる。
研究開発２ 問題解決能力や分析力、表現力を高めるための教育課程
【仮説】 学校設定教科「ＥＳＤ」を設け、課題解決型の探究活動を行うことで、問題発見・解決
能力、科学的思考力、分析力や表現力を高めることができる。
研究開発３ 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程
【仮説】 英国イートン校との交流、オーストラリア研修及び英語研修を充実させることによって、
生徒の国際的な視野を広げるとともに、コミュニケーション能力を高めることができる。
また、地球規模の視野で科学技術の発展や環境問題を捉えさせ、国際世界の中でリーダー
として活躍できる人材を育成できる。
研究開発４ 大学等の研究機関や企業との連携事業
【仮説】 大学等の研究機関や企業と連携した活動により、生徒の自然科学や環境に対する興味関
心を高めるとともに、探究活動を通した問題解決能力を高めることができる。
研究開発５ 地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業
【仮説】 生徒の研究成果を近隣の中学校などの地域社会に還元することで、生徒の積極的な行動
力を引き出し、社会貢献能力を高めることができる。
（課題）
第１期ＳＳＨ事業の成果から、【研究開発１】及び【研究開発２】の仮説については概ね検証
できたと考えられるが、課題研究の質や問題発見・解決能力の向上など新たな課題も浮き彫りに
なった。
【研究開発３・４・５】の仮説に関しては、海外研修や東京大学や名古屋大学での実験研修、
施設訪問研修などさまざまな課外活動の実践を通して、興味・関心・意欲を引き出すことができ
たが、 研究成果が国際社会で通用できる発信力は不十分であり、改善が必要である。
(2) 今後の研究開発の方向
第１期のＳＳＨ事業において新たに見えてきた課題に対し、第２期ＳＳＨでは、信頼される人
として、積極的にイニシアチブがとれる人材（グローバルリーダー）を育成することを目的とし
て、真正な学びを創出する「未来型の進学校」へ進化させる。そのために、第１期ＳＳＨ事業で
構築した主体的・協働的な学びを、全学的に発展拡充させ、これからの社会をたくましく生き抜
く、自律した十八歳を育成する新たな３項目を目標に掲げ、研究テーマと仮説を設定してカリ
キュラムの確立及びその評価法の開発を行う。
ア 研究開発の概要
① ＳＳ教科「課題研究」を教育活動の中心に据え、全ての教科・科目において、主体的・協
働的な学びを展開するとともに、探究課題やパフォーマンス課題、学習プロセスの評価法等
を開発する。
② 海外での研究活動や外国人との研究交流、研究者との議論、科学技術・理数系コンテスト
への挑戦、企業や大学・研究機関と連携した研修、地域貢献を目的とした調査研究などの“本
物”の体験を通して、生徒一人一人の主体性を引き出す。
③ ＳＳ科目「Science & PresentationⅠ・Ⅱ・Ⅲ」やＳＳ教科「課題研究」の成果発表等を
通して、国際社会で通用する発信力を身に付けさせる。
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研究開発１ ＳＳ教科「課題研究」や理科、数学、英語、公民、情報の各教科にＳＳ科目を設置
することで、将来グローバルリーダーとして活躍するために必要な、自律的に学ぶ力、
困難を乗り越える力等に加え、科学的リテラシー、科学的思考力、問題発見・解決能
力、協調的問題解決能力、国際社会でも通用する発信力、批判的思考力、創造性等を
引き出し伸ばすカリキュラムの研究開発を行う。
【仮説１】 ＳＳ教科「課題研究」を教育活動の中心に据え、全ての教科・科目において、主体
的・協働的な学びを展開し、探究課題やパフォーマンス課題、学習プロセスを重視し
た評価法を取り入れることで、自律的に学ぶ力、困難を乗り越える力等に加え、科学
的リテラシー、科学的思考力、問題発見・解決能力、協調的問題解決能力、発信力、
批判的思考力、創造性等を引き出し、伸ばすことができる。
研究開発２ オーストラリアや東南アジアなどの海外での研究活動、外国人留学生や研究者との
意見交換、研究者との議論、科学の甲子園や科学技術・理数系コンテストへの挑戦、
企業や大学・研究機関と連携した研修、地域貢献を目的とした調査研究などの、生徒
一人一人の主体性、自律的な学習態度を引き出すプログラム（“本物”の体験）の研
究開発を行う。
【仮説２】 海外での研究活動や外国人との研究交流、研究者との議論、科学技術・理数系コン
テストへの挑戦、企業や大学・研究機関と連携した研修、地域貢献を目的とした調査
研究等の“本物”の体験を通して、生徒一人一人の科学に対する興味・関心・意欲や
主体性を引き出すことができる。
研究開発３ ＳＳ科目「Science & Presentation」や「課題研究Ⅰ・Ⅱ」での成果発表など、国
際社会で通用する発信力を身に付けさせるカリキュラムの研究開発を行う。
【仮説３】 ＳＳ科目「Science & PresentationⅠ・Ⅱ・Ⅲ」やＳＳ教科「課題研究」の成果発
表等を通して、国際社会で通用する発信力を身に付けさせることができる。
イ 研究開発の取組
① 科学技術人材育成に関する取組
・ＳＳ部活動の充実
・科学技術・理数系コンテスト，科学の甲子園等への参加を促進するための取組
・刈高サイエンスマッチの実施
・刈谷市及び周辺地域の生物多様性調査の実施
② 課題研究に係る取組
《ＳＳ教科「課題研究」の３年間のアウトライン》
年 期 理系
文系
・論証の方法，議論の方法，論理的な文章の書き方（パラグラフライティング），問いの立て
第
１
学

１
学
期

方
＊国語科及び地歴公民科が中心的に開発
＊文科系教員を主担当とし，理科系教員との２名の教員によるチーム･ティーチングで実施
サイエンスデー（校内成果発表会；３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ）

年
・

・研究でよく用いる統計や検定

探

２

＊理科と数学科が中心的に開発

究

学

＊理科系教員を主担当とし，文科系教員との２名の教員によるチーム・ティーチングで実施

基

期

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）に聴衆として参加

礎
３

・基礎ゼミナール

学

＊各クラスを２分割し，共通の書籍（例えば，生物多様性に関する書籍）を用いて輪読を行

期

い，研究の「型」を習得する。
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第
２
学

・オリエンテーション

・オリエンテーション

・研究分野（物理・化学・生物・地学・数学・

・研究分野（環境学・倫理学・健康科学等）

情報）決定

の決定

・研究テーマ検討開始（文献・先行研究調査）

・研究テーマ検討開始

（予備実験期間）

・発展ゼミナール
＊各分野に関する文献等を用いて輪読を行

１

い，各分野の研究手法や基礎知識を構成的

学

に学ぶ。

期

サイエンスデー（校内成果発表会；３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ）

年
・

（理科教員との面談）

・研究テーマの決定

課

・研究テーマの決定・研究計画書の提出

・夏季校外調査の計画

題

・本実験開始（２時間連続×数回）

（夏休み）夏季課題研究期間

研

（夏休み）夏季課題研究期間

外調査）

究

・中間発表会（講座ごと）

・校外調査報告会（講座ごと）

・本実験（２時間連続×８回，１時間×数回）

・調査・研究・議論

Ⅰ

２
学
期

＊全生徒

＊全生徒（校

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）に聴衆として参加
（冬休み）冬季課題研究期間

＊希望者のみ

３

・研究のまとめ

・研究のまとめ

学

＊研究論文・ポスター作成

＊研究論文・ポスター作成

・講座内研究成果発表会

・講座内研究成果発表会

期

第
３
学

１
学
期

年
・
課
題

２

研

学

究

期

サイエンスデー
校内成果発表会Ⅰ（ポスター発表），校内成果発表会Ⅱ（優秀研究の口頭発表）
・英語版ポスター作成開始

・英語版ポスター作成開始

・英語版ポスター完成

・英語版ポスター完成

（Science & PresentationⅢの授業での練習）

（Science & PresentationⅢの授業での練
習）

・英語でのポスター発表（講座ごと）

・英語でのポスター発表（講座ごと）

＊外国人留学生・研究員等を招聘

＊外国人留学生・研究員等を招聘

Ⅱ

英語での全校発表会（優秀研究の口頭発表会）

・全体のまとめ

・全体のまとめ

・ＳＳ教科「課題研究」の設置
・ＳＳ科目で課題研究に生かせるパフォーマンス課題や探究課題を実施
・夏季課題研究期間，冬季課題研究期間の設置
・課題研究webフォーラムの開設及びeポートフォリオの研究開発
③ 授業改善に係る取組
・生徒の主体性・協働性を引き出し，伸ばすための授業・評価の研究開発
・授業改革プロジェクトの設置と教員研修の推進
・先進校視察
・ＩＣＴ機器の導入
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➌

実施報告書

１

研究開発の課題

(1) 研究開発課題
豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリキュラムの研究開発
～豊かで持続可能な社会を構築できる人材の育成～
(2) 研究の概要
問題発見・解決能力、科学的思考力、科学的リテラシーに加え、公正な判断力や倫理観をを身
に付けさせ、豊かで持続可能な社会の創造者として、国際社会の中でリーダーとして活躍できる
人材の育成を目指したカリキュラムの研究開発を行う。
ア スーパーサイエンス科目（以下ＳＳ科目と記す）の設置及び教科「ＥＳＤ」や、大学・企業等
と連携した教育活動によってＥＳＤの概念に基づく、豊かで持続可能な社会の形成に貢献できる
人材を育成するためのカリキュラムの研究開発を行う。
イ ＳＳ科目に加えて、全ての教科・科目で自然科学に関係した教材を扱うことによって、先端科
学技術に対する理解を深めるとともに、課題研究等の問題発見・解決能力、科学的思考力を伸長
させる取組によって、我が国の将来に貢献できる人材育成を行う。
ウ イートン校との交流活動、オーストラリア研修及び英語合宿を通じて、英語コミュニケーショ
ン能力を高めるとともに地球規模での自然科学や社会問題についての認識を深め、国際社会で活
躍できるリーダーを育成するための国際交流プログラムの研究開発を行う。
この目的達成のために５項目の研究開発テーマを設定し、それぞれ仮説に基づいた検証を行う。
研究開発１ 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程
【仮説】 現行の理科、数学等をスーパーサイエンス対応科目に改編することにより、基礎的な学
力と応用力を養うことができる。全ての教科において自然科学やＥＳＤの概念を導入した
授業を展開することにより、先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解
を深めることができる。
【実践と評価】
① 理数教科・科目における教育課程及び授業内容の充実
本校設定のＳＳ科目導入前は行うことのできなかった授業が実践でき、実験を実施する授業
時数が増加できたことで、理数科目の指導内容を大きく深化させた。学校設定科目「ＳＳ数学
Ⅰ」では、学年・期間の枠にとらわれることなく、生徒の学力・思考力の発達段階に応じた、
「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ａ」の学習内容を再編成した年間学習計画を作成した。単元「図
形と方程式」の授業では、コンピュータを利用して図形を視覚的に捉えさせる授業を行い、生
徒の反応は良好で活動的な取組となった。第１学年｢ＳＳ理科Ⅰ｣では、物理、生物、化学の内
容を扱い、身近な変化や現象について関心を高めるとともに、「ＥＳＤⅠ」と連携してプレ課
題研究を行った。さらに、第２学年で行う課題研究のテーマ設定に取りかかるなど、課題研究
の質的向上のための改善を行った。物理、化学、生物のどの科目においてもＩＣＴ機器を活用
した実験や実習を取り入れ、生徒が主体的・共働的に活動する授業を実践した。
② ＳＳ教科以外の教科にも主体的・共働的な取組
ＳＳ教科・科目においてアクティブラーニングを取り入れた授業が増えるにしたがって、多
の教科・科目においてもアクティブラーニングを取り入れた授業が実践された。国語や英語、
情報や保健の授業においても実施され、様々な授業での実践をとおして生徒の取組がスムーズ
なものとなり、どの授業も活気あふれている。また、第１学年の「ＥＳＤⅠ」での社会問題に
関する内容や、課題図書を読み作者や主人公の行動をまとめる「読書会」でもグループでポス
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ターを作成し発表させているが、生徒の主体的・共働的な学びが身に付いており、同じテーマ
でも様々な視点での考察や工夫を凝らした作品は普段の授業の成果といえる。
③ 大学レベルの研修と実験環境の充実
本校教員が講師となって夏季休業中に校内特別講座を実施しているが、遺伝子組換えやＤＮ
Ａ鑑定など大学学部レベルの実験や実習が可能となり、生徒の技術は向上した。大学での特別
研究では実験器具や方法を体験するような内容であったものから、大学で研究を行い結果を残
す研修となった。また、本校の教員においても指導力の向上がみられ、通常の授業にも生かさ
れている。
研究開発２ 問題解決能力や分析力、表現力を高めるための教育課程
【仮説】 学校設定教科「ＥＳＤ」を設け、課題解決型の探究活動を行うことで、問題発見・解決
能力、科学的思考力、分析力や表現力を高めることができる。
【実践と評価】
① ３年間を見通した主体的・共働的理科課題研究
理科・数学・英語・公民にＳＳ科目を設定していることに加え、総合的な学習の時間（各学
年１単位）をＳＳ教科「ＥＳＤ」として実施している。「ＥＳＤ」は、第２･３学年での課題研
究（理系は理数に関する課題研究、文系は持続可能な社会に関する課題研究）を中心に据え、
全校体制で課題研究を推進している。テーマ設定は生徒が中心となるが、担当教員との面談や
講座内プレゼンテーションでの意見交換により、論証可能性や学術的意義を高めるための工
夫を行っている。第１学年の３学期からテーマを考え始め、第２学年１学期にかけて予備実
験を行い、十分な時間をかけてテーマを設定させている。研究は、多様な他者と協働しながら
問題発見・問題解決する能力の育成を重視してグループでの活動としている。
② 理科課題研究運用のための改善と全校体制の強化
理科課題研究を運用するにあたり、実験室や実験器具、指導や安全管理の面など様々な課題
が出てきたが、以下のように各学年「ＥＳＤ」の実施体制を改善し、全校体制で効果的に進め
ることとした。
ア 第１学年 ＊木曜６限に実施
主に担任が担当してクラス単位で実施。プレ課題研究（探究活動）の際には、ＳＳ科目「Ｓ
Ｓ理科Ⅰ」と連携し、担任だけでなく理科の教員が指導に加わる。なお、プレ課題研究にお
いて、理科以外の担任も適切な支援が行えるようにする目的で、事前に理科の教員が教員向
けの実験講習会を実施し、指導のポイントについて研修している。
イ 第２学年
(ｱ) 理系 ＊1・６組は月曜、２・５組は火曜、３・４組は金曜のそれぞれ６限に実施
理科教員及び理系クラスの担任、理系教科の副担任が担当して、２クラス合同で物理（含
数学・情報）、化学（含地学）、生物の３講座を展開。ミニ課題研究や本研究の際には、
ＳＳ科目「ＳＳ物理・生物／ＳＳ化学」と連携し、２時間連続での実施（5･6限）とし、希
望する場合はさらに放課後も研究が継続できるようにしている。
(ｲ) 文系 ＊金曜４限に実施
文系クラスの担任・副担任が担当して、４クラス合同６講座で展開。
ウ 第３学年 ＊理系は木曜４限に、文系は木曜３限に実施
理系は担任及び副担任が担当して、５クラス合同５講座で展開。文系は担任及び副担任が
担当して、４クラス合同６講座で展開。英語論文や英語ポスター作成の際の添削は、学年担
当を超えて、全学年の英語科教員が指導にあたる。
このように３年間を見通した課題研究指導が明確になることで、理数教科以外の教員も積極
的に関わることができるようになり、職員の意識も大いに前向きとなった。
③ 生徒研究発表会の充実
研究成果の発表までが課題研究と捉え、全ての生徒が発表する機会を持ち、最終的には英語
に限定した発表と質疑応答を行うまでを行い、高い評価を得ている。
④ 評価方法の開発・改善
理科課題研究の評価方法が昨年度までの大きな課題であったので、本年度の重点項目として
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評価方法の開発に取り組んだ。テーマ設定段階からルーブリック評価表を活用して、目標を明
確に持たせ取り組ませた。実験・実習では各グループに２冊のノートを配布し、一冊は先行研
究についてまとめたり生データやメモを記入したりと自由に使用させた。もう一冊は通常の
研究室でも用いられる実験用ノートを用い、実験方法や実験結果・データの解釈等を詳細に
まとめ直させて提出させた。この研究用ノートを教員と何度もやりとりする中で、研究テー
マの変遷や実験方法の妥当性の向上等の研究プロセスの形成的評価とした。なお、ミニ課題研
究や論文の評価にも独自に作成したルーブリックを活用することで、実験計画や論文の質的向
上を図り、生徒のメタ認知能力も向上した。
研究開発３ 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程
【仮説】 英国イートン校との交流、オーストラリア研修及び英語研修を充実させることによって、
生徒の国際的な視野を広げるとともに、コミュニケーション能力を高めることができる。
また、地球規模の視野で科学技術の発展や環境問題を捉えさせ、国際世界の中でリーダー
として活躍できる人材を育成できる。
【実践と評価】
① 国際社会に積極的に関わろうとする態度の育成
オーストラリアでの科学研修「SCI-TECH AUSTRALIA TOUR」や英国イートン校との科学交流、
外国人研究者による英語でのレクチャー「SCI-TECH ENGLISH LECTURE」等により、海外で研究
を行い将来国際社会で活躍したいという意識を多くの生徒が持つようになった。平成27年度、
平成28年度と海外の大学へ進学する生徒が現われたほか、在学中に海外留学を行う生徒は増加
傾向にある。なお、時習館高校の実施する海外重点枠「英国研修」では、平成24年度及び平成
27年度の両年度で、多数の応募者がある中で他校としては最大の派遣人数である４名の生徒を
派遣することができた。
② 実践的な英語力を育成するための取組の充実
ＳＳ英語を中心とする科学英語プレゼンテーションの取組は、実践的な英語プレゼンテー
ション、コミュニケーション能力を授業内で育成し、課題研究の英語によるポスターセッショ
ンや口頭発表会で成果を示すことができた。全校生徒の前での発表にもかかわらず舞台の中央
で身振り手振りを駆使して発表を行う生徒も多く、英語プレゼンテーション能力の向上には目
を見張るものがあり、発表後の質疑応答まで英語でできたこととあわせ外部からも高い評価を
受けた。
研究開発４ 大学等の研究機関や企業との連携事業
【仮説】 大学等の研究機関や企業と連携した活動により、生徒の自然科学や環境に対する興味関
心を高めるとともに、探究活動を通した問題解決能力を高めることができる。
【実践と評価】
① 進路選択への影響
東京大学特別研修やスーパーカミオカンデ研修などの高度かつ中・長期に及ぶ事業は、アン
ケートや成果物等に加え、生徒の志望進路の変化や進学先なども追跡調査することで事業の評
価を行うことができる。東京大学医工学系の研究室で実施した東京大学特別研究に参加した生
徒が東京大学に進学したり、国公立大学の医学部医学科に進学したりと、生徒の進路決定等に
おいて大きな影響を与えている。理系志望者はＳＳＨ指定前に比べ増加し、現在まで高い水準
を保っている。また、愛知教育大学及び名古屋大学に進学した学生が後輩の理科課題研究のＴ
Ａとして指導を行うなど連携を強めている。株式会社デンソーの協力を得て第１学年全員を対
象にした研修や希望者による再生医療企業Ｊ－ＴＥＣ訪問研修は、地元企業での世界最先端の
研究を肌で感じることができ、将来研究者を目指す理系生徒だけでなく、企業経営や行政に係
わる文系の生徒にも大いに刺激となっている。同様な傾向が希望者による「つくばサイエンス
ツアー」にも見られ、文系の生徒の参加が年々増加している。サイエンスを様々な視点から捉
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②

える本校ＳＳＨ事業が文系理系を問わず進路選択に大きく係わっていることを示すものである。
教員指導力の向上
大学特別研究等で実施している研修内容を教員が習得し、大学学部レベルの発展的な講座を
校内特別講座や授業で実施することができるようになり、教員の指導力の向上によい影響を与
えている。また、オーストラリア科学研修では現地での研究機関で実習を行い、英語でのディ
スカッションを行うために、海外での研究報告や指導の経験のある英語教員が講師となり、生
徒だけでなく、引率教員や他の英語教員の校内研修を行っている。

研究開発５ 地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業
【仮説】 生徒の研究成果を近隣の中学校などの地域社会に還元することで、生徒の積極的な行動
力を引き出し、社会貢献能力を高めることができる。
【実践と評価】
① 全校生徒による在来種植物調査の実施
全校生徒による「刈谷市及び周辺地域の在来種植物調査」を実施している。年３回、春の調
査は第１学年から第３学年まで、夏と秋は第１学年、第２学年の全生徒が自宅周辺に割り当て
られた500ｍ四方に生育している植物について継続調査をしている。調査の事前準備や資料の
配付、調査表の回収・集約を円滑に進めるためのクラスＳＳＨ委員を新設した。昨年からの調
査で、まだ資料としては不十分ではあるが、愛知教育大学理科教育学渡邉研究室と連携して調
査を行い、刈谷市や市民団体にも働きかけを行っていく予定である。調査データは、指定植物
種の出現率や植物種ごとの出現地域の割合で分析を行い、地域の開発状況や過去の気候変動と
植物の分布状況をまとめた。校内生徒成果発表会、全国生徒研究発表会、ＡＩＴ科学大賞、京
都産業大学益川塾第８回シンポジウム、科学三昧inあいち2015で発表を行い、ＡＩＴ科学大賞
では奨励賞、益川塾第８回シンポジウムでは塾頭賞と、高い評価を得た。
② ＳＳ部の研究活動のさらなる充実
「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落の保全」調査はＳＳ部全体の継続課題として
取り組み、除草作業にも参加している。全校生徒で取り組む「刈谷市及び周辺地域の在来種調
査」とあわせて、大学・地元自治体と連携し、地域貢献やフィールドワークを重視した活動と
して、成果物の広報にも力を注いでいる。また、ＳＳ部物理班、化学班、生物班、数学班によ
る各分野研究テーマごとの活動も活発である。研究会だけでなく、「せいりけん市民講座」や
「刈谷市理科研究発表会中学校の部」など研究成果等を地域の小中学生に発表・還元している。
時習館高校ＳＳグローバル事業「イギリス研修」において多くのＳＳ部の部員が英国派遣に選
ばれ、プレゼンテーション能力の向上、理解力の深化に大きな効果があった。

(3) 研究開発の実施規模
ア スーパーサイエンス教科・科目（対象人数は平成28年1月31日現在）
具体的研究活動
対象
学校設定科目「ＳＳ数学Ⅰ」
６単位
学校設定科目「ＳＳ理科Ⅰ」
４単位
学校設定科目「ＳＳ公民」
２単位
第１学年 406名（全員）
学校設定科目「ＳＳ英語Ⅰ」
４単位
学校設定教科「ＥＳＤⅠ」

１単位

学校設定科目「ＳＳ化学」

３単位

学校設定科目「ＳＳ物理」

３単位※

学校設定科目「ＳＳ生物」

３単位※

学校設定科目「ＳＳ数学Ⅱ」

６単位

学校設定科目「ＳＳ理科Ⅱ」

２単位
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第２学年理系

231名

第２学年文系

165名

学校設定科目「ＳＳ英語Ⅱ」

２単位

学校設定教科「ＥＳＤⅡ」

１単位

学校設定科目「ＳＳ応用化学」

４単位

学校設定科目「ＳＳ応用物理」

４単位※

学校設定科目「ＳＳ応用生物」

４単位※

学校設定科目「ＳＳ数学Ⅲ」

６単位

学校設定科目「ＳＳ理科Ⅲ」

２単位

学校設定科目「ＳＳ英語Ⅲ」

２単位

学校設定教科「ＥＳＤⅢ」

１単位

第２学年

396名（全員）

第３学年理系

225名

第３学年文系

137名

第３学年

362名（全員）

※は一方を選択して履修する。
イ

ウ

２

ＳＳ特別活動
具体的研究活動

対象

「ＳＳ特別講演会」

第１～３学年全生徒 1、164名
保護者と地元中・高教員

「大学特別研究」「施設訪問研修」

全学年希望者

「オーストラリア科学研修」
「SCI-TECH ENGLISH LECTURE」

第２学年 ８名
全学年希望者 約150名

ＳＳ特別活動「ＳＳ校内研修」

全学年希望者

82名

スーパーサイエンス部
「ＳＳ部物理班」「ＳＳ部化学班」
「ＳＳ部生物班」「ＳＳ部数学班」
「ＳＳ部ＥＳＤ班」

第１～３学年

48名

55名

地域貢献活動
具体的研究活動

対象

刈谷市・周辺地域の在来種調査

第１～３学年全生徒

小堤西池のカキツバタ保全活動

ＳＳ自然科学部

48名

せいりけん市民講座サイエンスショー

ＳＳ自然科学部

18名

刈谷市中学生理科発表会参加

ＳＳ自然科学部

11名

1、164名

研究開発の経緯（平成27年度）

本校で取り組んでいるＳＳＨ事業における特色ある事業をテーマ毎にまとめると、下表のとおり
である。対象学年欄の「全」は学年生徒全員が参加して、「希」は希望者が参加して実施した取組
を示している。

(1)
月
６

講演会の実施
日

ＳＳＨ事業名

対象学年
１
２

３

17

ＳＳＨ講演会「太陽エネルギーと水から水素をつくる
～人工光合成を目指して～」
堂面 一成 東京大学大学院工学研究科 教授

全

全
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全

(2)
月

ＳＳ特別活動の実施
日

対象学年

ＳＳＨ事業名

主な分野

１

２

３

物

化

生

地

数

4/29～5/10

春の在来種調査

全

全

全

６

８

サイエンスデー
ポスターセッション
刈高サイエンスマッチ

全

全

全

○

○

○

○

○

６

17

校内生徒成果発表会（日本語）

全

全

全

○

○

○

○

○

７

29

再生医療企業訪問研修

希

希

希

○

○

7/18・7/21・7/23・ ＳＳ校内特別講座
7/24・7/27・8/3・ （化学１講座、生物３講座、
8/20
物理３講座）

希

希

希

○

○

７

夏の在来種調査

全

全

8/5・8/27

名古屋大学特別研究

希

希

希

8/3～8/8

東京大学特別研究

希

希

○

８

つくばサイエンスツアー

希

希

希

○

○

○

○

○

6/12・6/16・
9/25・10/16・
11/10・11/17

SCI-TECH ENGLISH LECTURE

希

希

希

○

○

○

9/26～10/18

秋の在来種調査

全

全

9/29 ・ 10/20 ・
10/21 ・ 11/10 ・
12/15

デンソー企業訪問研修

全

10

22・29

校内生徒成果発表会（英語）

全

３

４～12

SCI-TECH AUSTRALIA TOUR

29～31

24～26

J-TEC

(3) 各種発表会・コンテスト等への参加
月
日
発表会・コンテスト等の名称

全
希

英

○

○

○
○
○

○

○

全

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

参加人数

○

○

備考

６

13

せいりけん市民講座サイエンスショー

18名

７

12

物理チャレンジ2015 第１チャレンジ
＊特例会場として本校で実施

12名

７

18

ＳＳＨ東海地区フェスタ2015

21名

７

19

日本生物学オリンピック2015予選
＊特例会場として本校で実施

47名

８

５・６

全国ＳＳＨ生徒研究発表会

５名

10

24

あいち科学の甲子園トライアルステージ

12名

６位でグランプリ
ステージへ

19名

「跳ね返るシャト
ルコック」は優秀
賞、「生物多様性調
査」と「カキツバタ
群落の保全」奨励賞

３名

「在来種調査から
探る天然記念物の
保全策」は益川塾頭
賞受賞

11

12

７

13

ＡＩＴサイエンス大賞

京都産業大学益川塾第８回シンポジウム
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12

25

科学三昧 in あいち2015

16名

１

11

日本数学オリンピック予選

３名

１

23

あいち科学の甲子園グランプリステージ

８名

１

23

刈谷市中学生理科発表会

11名

時習館高校海外重点枠「英国研修」
＊国内研修 27年5月～28年1月

４名

４名とも英国派遣

参加人数

備考

11名

ＳＳ部が発表

3/6～3/13

(4) 中高連携活動の実施
月
日
発表会・コンテスト等の名称
１

３

23

刈谷市中学生理科発表会

研究開発５項目の内容

研究開発１

先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程

(1) 仮説
現行の理科、数学等をスーパーサイエンス対応科目に改編することにより、基礎的な学力と応
用力を養うことができる。全ての教科において自然科学やＥＳＤの概念を導入した授業を展開す
ることにより、先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深めることができ
る。
(2) 内容
ア 学校設定科目「ＳＳ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」
(ｱ) 指導目標
「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂ」の内容を体系的・系統的に再構築し、事象を数学的に考察し表
現する能力と創造性を培い、数学的論拠に基づいて判断する態度を育てる。また、本校教員が開発し
た「空間図形編」や「面積・体積・微分方程式編」などのオリジナル教材を通して、数理的な興味関
心を高め、先端科学技術研究への意欲を啓発しながら科学的思考力を育成する。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＳＳ数学Ⅰ 第１学年全クラス
６単位
406名
ＳＳ数学Ⅱ 第２学年理系クラス ６単位
231名
ＳＳ数学Ⅲ 第３学年理系クラス ６単位
225名
(ｳ) 指導方法
ａ ＳＳ数学Ⅰ
「数学Ⅱ・Ｂ・Ⅲ」へのつながりを意識した体系的・系統的な学習で、高度な数学的思
考力や表現力を身につける内容とする。現代科学を支える概念や、計算手法を身につける
とともに、数学的なものの見方と数学的論理思考力を育成した。
【授業展開例】
「富士山の高さを求めるためにはどのような計量を行えば良いか」を切り口として三角
比の必要性や意義を伝える授業を展開した。鉛直方向の計量は現実としては難しいため、
水平距離と山頂までの角度という比較的計量しやすいデータを元に高さを求めさせ、三角
形の辺の長さと角度との関係を実感させるとともに、数学が実生活へ応用されていること
を認識させた。
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教

科

単位数

数学

科目名

３単位／６単位

対象生徒

ＳＳ数学Ⅰ
第１学年

406名

①
目

標

使用教材
指導計画
１学期

数学Ⅱ・Ｂ・Ⅲへのつながりを意識した体系的・系統的な学習を行うことに
より、高度な数学的思考力・表現力を身につける。
② 定理や公式の発見に面白さを感じさせると同時に、数学の有用性に興味を抱
かせる。
③ 未来の科学者として必要な探究的態度と創造性、独創性を育成する。
数学Ⅰ（数研出版）数学Ａ（数研出版）数学Ⅱ（数研出版）
指導内容（時間数）
4月

取

実数(6)

5月
２次関数（第１回定期試験）(5)
6月
２次不等式（第２回定期試験）(11)

組

・有理数や無理数の理解や、絶
対値の扱いなどに力を入れ
た。
・関数の意味や、グラフを利用
して考えることの大切さを強
調した。

7月
２学期

三角比(8)
8月
（課題試験確認）
9月
三角形の応用(8)
10月
式と計算（第３回定期試験）(6)

・三角比の概念や、その基本的
諸性質を理解し、必要に応じ
て使いこなせるよう指導し
た。
・二項定理や多項定理を通じて
式を展開することの根本的な
意味を考えさせた。

11月
等式・不等式の証明(6)
３学期

1月

変

容
と

考

察

教

科

単位数
指導計画
１学期

・証明問題の意義と答案や論証
の進め方を確認した。

12月
（第４回定期試験）複素数と方程式
(6)

・グラフ理解のため、一部の授
業でコンピュータを活用し
2月
三角関数(11)
た。
・諸公式を加法定理から導く方
3月
加法定理(11)
法 を確認した。
・総合演習によって、１年次の
総合問題演習(6)
内容を再確認させ、理解を深
めさせた。
数学を学ぶことの意義を、身近な例を通じて指導し、意欲と興味の向上を目指
した。また、理解を深めてイメージを沸かせるために、コンピュータのグラフソ
フトを用いた授業を行った。口頭や板書だけでは難しい軌跡の概念や、三角関数
のグラフなども視覚的にとらえることができて、生徒の理解度は向上した。
数学

科目名

３単位／６単位

対象生徒

指導内容（時間数）
4月

数と式(9)

5月

場合の数（第１回定期試験）(10)

6月

確率（第２回定期試験）(11)
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ＳＳ数学Ⅰ
第１学年

406名
取

組

・対称式の概念に触れ、３文字
の対称式も扱った。
・場合の数の数え方を系統的に
分類し、確認させた。
・平面幾何の分野では、独自プ
リントで平面幾何の諸公式や

２学期

7月

平面図形、空間図形(7)

8月

（課題確認試験）

9月

図形と方程式(10)

10月

（第３回定期試験）軌跡と領域(11)

11月

指数関数(11)

12月

（第４回定期試験）対数関数(6)

３学期

考

察

1月

（課題確認試験）整数(5)

2月

（第５回定期試験）

3月

総合問題演習(6)

空間の基礎概念を確認した。
・線形計画法や通過領域では、
問題解決策を発見するプロセ
スを辿らせることで、根本的
な理解に努めさせた。また、軌
跡の分野ではさらに理解を深
めるためにコンピュータを利
用することもあった。
・指数の概念に力を入れて説明
し、指数が実数の範囲まで拡
張できることを説明した。
・整数分野を独自プリント７枚
にまとめ、整数問題の基本的
な考え方を簡潔に説明した。
・総合演習によって、１年次の
内容を再確認させ、理解を深
めさせた。

高校３年間で数学的に高度な内容までを扱っていくには、従来の内容（高度な
内容に対する基礎・基本）を大きく削っていくことはできない。そのため、進度
を従来よりも早くする必要があるので、通常の教科書での授業内容を再編成する
だけでなく、特に数学Ａの分野（「平面幾何」・「整数」）では、「従来の教科
書で教えること」にこだわらず、独自プリントで内容を再編成し、授業進度を早
める工夫をした。この取組により、進度については高課がみられたが、問題演習
のタイミングや内容については課題が残された。授業方法も含めて、より効果的
な授業展開を探りたい。

ｂ

ＳＳ数学Ⅱ
本校生徒の実情と今後２年間で習得すべき内容を踏まえ、「数学Ⅱ・Ｂ・Ⅲ」の学習内
容を再構築した。数学各分野の基礎基本に加え、指導要領外の発展的な内容にも触れ、学
んだことをより広く活用できる力の育成を図った。また、グループワーク、意見交換といっ
た活動を通し、数学的な事象を主体的に考え、表現する力も養った。
【授業展開例】
生徒同士の学び合いによって理解を深めることを重視し、ジグソー法などのアクティブ
ラーニング手法を用いた授業を展開した。導関数や増減表などの意味と必要性を理解させ
ること、さらに数学の基本的な理論や定理の重要性を理解させることを目的とし、概形を
予想しづらいグラフを描くという課題を設定した。生徒同士の非常に活発なやりとりや楽
しそうな姿が見られ、普段に比べて意欲・関心・態度は非常に高かった。

教

科

数学

科目名

単位数

３単位／６単位

目

数学的活動を通して数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解を
深め、事象を数学的に考察し表現する能力を高め、創造性の基礎を培うとともに
数学の良さを認識し、それを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断する態
度を育てる。

標

使用教材
指導計画

対象生徒

ＳＳ数学Ⅱ
第２学年

理系生徒231名

数学Ⅱ（数研出版）数学Ⅲ（数研出版）
指導内容（時間数）

取
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組

１学期

２学期

３学期

4月

微分法（６）

5月

微分法・積分法（１０）

6月

積分法（１１）

7月

関数（８）

9月

極限（８）

10月

微分法の応用（１０）

11月

導関数の応用（１２）

・微分係数や導関数について理解し数
学Ⅲへと繋がる微分の基礎を学んだ
・関数の増減や極大値・極小値、また最
大値・最小値を求めた
・微分の逆演算としての不定積分を定
義し、図形の面積が定積分として求め
られることを学んだ
・分数関数や無理関数、逆関数や合成関
数を理解する。
・無限級数や各種不定形の極限に関す
る処理をした。
・微分を用いて凹凸や漸近線を調べ関
数のグラフを描くことができる。

12月 導関数の応用（８）
SSH事項
ジグソー法、アクティブラーニング手法
を用いた授業
1月

不定積分（１１）

2月 定積分（１１）
SSH事項
バームクーヘン積分、コーン積分

変

容
と

考

察

教

科

・ジグソー法、アクティブラーニング手
法を用いて生徒主体の授業を展開し
た。
・積分の基礎及び部分積分、置換積分を
理解する。
・分数関数、三角関数の積分を理解す
る。
・数学Ⅲの積分を発展させ、微小の線分
の集まりが面積となり、微小の面積の
集まりが体積になることを理解しそ
れを利用して問題を解く。

従来の科目（数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等）では、教科書で教える内容や進度の制約が多
く、発展的事項が単発になりがちであったが、ＳＳ科目としたことで、他の教科、
科目・教材との連携により、発展的内容を行うことができた。この結果、生徒同
士の意見交換の時間は活発になり、論理的、数学的な考察力、表現力を効果的に
養うことができた。
数学

科目名

単位数

３単位／６単位

目

数学的活動を通して、数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解
を深め、事象を数学的に考察し表現する能力を高め、創造性の基礎を培うととも
に、数学の良さを認識し、それを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断す
る態度を育てる。

標

使用教材
指導計画
１学期

第２学年

理系生徒231名

数学B（数研出版）数学Ⅲ（数研出版）
4月
5月

２学期

対象生徒

ＳＳ数学Ⅱ

指導内容（時間数）
数列(6)
数学的帰納法(8)
ベクトルとその演算(2)

6月

ベクトルと平面図形(11)

7月

空間のベクトル(8)

9月

IⅡAB総合演習(8)
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取
組
・等差数列、等比数列をはじめとした
様々な数列について一般項やその
和の求め方について学んだ。
・ベクトルの諸概念を用いた平面幾
何の処理について学んだ。
高校の指導要領では深く触れない
「一次独立」「一次従属」といった
内容も取り入れることでより深い
理解を促した。
・複素数の演算を用いた累乗根の処

３学期

10月

IⅡAB総合演習(4)
複素数平面(6)

11月

複素数平面(12)

12月

SSH事項
空間座標における直線の方程式や
平面の方程式
(指導要領外)(8)

1月

変

容
と

考

察

理や座標平面上での点の回転につ
いて学んだ。
・「空間のベクトル」で学んだことを
踏まえ、指導要領にない発展的な内
容として、空間座標における直線や
平面の方程式について扱った。
また、これまでの空間幾何のまとめ
として、ひとつの四面体の体積につ
いて、ベクトルの利用や座標系での
考察等、生徒が自ら様々な方法で求
めてみる活動を行った。

二次曲線(11)

2月 媒介変数表示と極座標(10)
指導要領、教科書の内容に加え、より発展的で高度な数学につながる内容につ
いても積極的に取り扱うことが出来た。その過程で生徒同士の意見交換の時間を
頻繁に取り入れたことで、論理的、数学的な考察力、表現力についても効果的に
養うことができた。

ｃ

ＳＳ数学Ⅲ
数学における基本的な概念や原理法則の体系的な理解を深め、事象を数学的に考察し表
現する能力を高めた。その上で高校の段階を超えた内容について、大学や実社会で必要と
なる数的処理の原理を理解させた。また、数学の良さを認識し、それらを積極的に活用し
て数学的論拠に基づいて判断する態度を育てた。
【授業展開例】
We tried all English lesson with American textbook. We choose contents linear
programming. Especially global warming and absorbing carbon dioxide. Students
talked about what to do while thinking about cost-effectiveness to support global
warming. And they solved with linear programming.

教

科

数学

科目名

単位数

３単位／６単位

目

代数・幾何・解析の各種問題について理解させ、基礎的な知識の習得と技能の
習熟を図り、事象を数学的に考察する能力を培い、数学の良さを認識するととも
に、それらを活用する態度を育てる。

標

使用教材
指導計画
１学期

２学期

対象生徒

ＳＳ数学Ⅲ
第３学年

理系生徒225名

オリジナル・スタンダード数学演習Ⅲ（数研出版）、自作プリント
指導内容（時間数）
4月

複素数平面（12）

5月

式と曲線（10）

6月

関数（10）

7月

極限（8）
SSH発展事項 マクローリン展開
とド・モアブルの定理（3）
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取

組

・複素数平面とベクトルとの関連を
考えさせた。
・曲線上の点における接線の方程式
の求め方を習得した。
・媒介編集表示や極座標表示と、普通
の直交座標との比較をした。
・分数関数や無理関数のグラフを利
用して各種問題を解く。
・逆関数や合成関数を理解する。
・無限級数や各種不定形の極限に関
する処理をした。
・マクローリン展開を取り扱うこと
により、ド・モアブル定理にある指
数法則を発見したり、基本関数をよ

9月

微分法（10）

10月

積分法（10）

11月

積分法の応用（8）

12月

SSH発展事項

1～
2月

プリント演習（15）

微分方程式（3）

り深い視点から理解した。
・微分を用いて関数のグラフを描く
ことができる。
・図形の面積や体積の求め方に興味
を持ち、数的処理により計算できる
力を身につけた。
・積分により各種の問題を解く力を
身につけた。
・物理現象を微分方程式で解く。

３学期

変

容
と

考

察

教

科

・高校を卒業して、大学もしくは社会
人となってから社会的な問題を、数
学を通じて考え、解く力を身につけ
させたい。
従来の科目（数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等）では、教科書で教える内容には制約が多く、
発展的事項はどうしても単発になるが、ＳＳ科目にしたことにより、他の教科・
教材との連携が取りやすくなり、論理的、数学的な考察力、表現力についても効
果的に養うことができた。特に発展的内容は、独自のプリント等を利用して系統
的に実施した。
数学

科目名

単位数

３単位／６単位

目

数学的活動を通じて、数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解
を含め、事象を数学的に考察し表現する能力を高め、創造性の基礎を培うととも
に、数学の良さを認識し、それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断
する態度を育てる。

標

使用教材
指導計画
１学期

２学期

対象生徒

ＳＳ数学Ⅲ
第３学年

理系生徒225名

スタンダード数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B（数研出版）、自作プリント
指導内容（時間数）
4月

指数・対数・三角関数（10）

5月

微分法・積分法（12）

6月

ベクトル（10）

7月

数列（10）

9月

数と式（10）

10月

関数と方程式・不等式（10）

11月

個数の処理・確率（12）

12月

データ分析（10）
SSH special menu
”Linear Programming” （2）

３学期
1～
2月

プリント演習（１５）

- 25 -

取

組

・各種の関数が実社会でどう利用さ
れているかを知る。
・曲線上の点における接線の方程式
の求め方を習得した。
・物理との関連を考え、物体の運動と
の連携を図る。
・等差・等比数列の性質、和をもとめ
る。
・数学の基本である、展開・因数分解
などを深く掘り下げた。
・関数、特に二次関数の性質を用いて
各種の問題を解く。
・数学的思考を高めるべく、条件付き
確率等の問題を多く演習した。
・新課程で特に重要視されるデータ
の整理が数学を用いてうまくでき
る。
・We tried all English lesson with
American Textbook. We choose
contents linear programming.
・高校を卒業して、大学もしくは社会

変

容
と

考

察

人となってから社会的な問題を、数
学を通じて考え、解く力を身につけ
させたい。
従来の科目（数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等）では、教科書で教える内容には制約が多く、
発展的事項はどうしても単発になるが、ＳＳ科目にしたことにより、他の教科・
教材との連携が取りやすくなり、論理的、数学的な考察力、表現力についても効
果的に養うことができた。特に発展的内容は、独自のプリント等を利用して系統
的に実施した。

(ｴ) 結果
生活と密接に関わりのある題材を扱い身近なところにある数学に触れることで、知的好奇
心を高め、数学の有用性や実用性を感じる生徒が増た。さらに結果を考察することで、確率
やデータ分析に関する数理を追究できた。具体的な事象から始め、それを踏まえて一般化を
図ることにより数理的な興味も高まり、さらに自主的に他の類課題を見つけ取り組む生徒も
現れるなど、将来の社会経済の発展、科学技術に貢献する人材の育成につながることが期待
できた。また、第１学年から大学レベルの授業に触れ、大学教養レベルの授業やＳＳ科目で
なければできない発展的な授業を通して、より幅広い数学的視野を身に付けることができた。
イ

学校設定科目「ＳＳ理科Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」
(ｱ) 指導目標
教科書で扱う内容が、どのように社会に応用されているか、日常生活や社会との関連を図
りながら科学への関心を高めるとともに、実験や観察を通して科学的に探究する能力及び態
度を育成する。高校生として習得すべき基本的な概念や原理法則の理解に加え、持続可能な
社会の形成者として必要な科学的リテラシーや科学的思考法を身に付けさせ、科学技術だけ
でなく、社会現象に対する論理的思考能力を育む。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＳＳ理科Ⅰ 第１学年全クラス
４単位
406名
ＳＳ理科Ⅱ 第２学年文系クラス ２単位
165名
ＳＳ理科Ⅲ 第３学年文系クラス ２単位
137名
(ｳ) 指導方法
ａ ＳＳ理科Ⅰ
化学基礎や物理基礎、生物基礎を中心に理科を再編成し、基礎力を養成するとともに、
先端科学技術に関連した発展的内容や身近な現象を取り扱い、科学的思考力や科学的リテ
ラシーを養う。また、課題研究を進めるために必要な知識や考え方、技術の基本、データの
処理の方法を学ぶ。
教

科

理科

科目名

単位数

４単位

目

化学基礎や物理基礎、生物基礎を再編成し、基礎的な学力を定着させるととも
に、最新の科学技術に関連した発展的内容や身近な現象を扱い、応用力を養う。
また、課題研究を進めるために必要な知識、考え方、技術、発表の仕方の基本を
学び、習得する。

標

使用教材
指導計画
１学期

対象生徒

ＳＳ理科Ⅰ
第１学年

406名

物理基礎（第一学習社）生物基礎（数研出版）
指導内容（時間数）
１

物体の運動 (10）

２

力

３

力と運動 (12）

取

組

・基本的な運動について学び、運動の様子を
式で表す方法を学ぶ。
・力学現象の根底にある力について学ぶ。
・運動方程式の立式法と、計算法を学ぶ。

(15）
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２学期

４

生物の多様性と共通性 (10)

５

遺伝情報とＤＮＡ (17)

６

生態系のバランス (20)

７

物質の成分と構成元素 (16)

・生物の多様性と共通性を理解し、共通性は
共通の起源に由来することを学習する。
・ＤＮＡの構造について学習し、ゲノムの概
念について学習する。
・生態系のバランスは常に変動しているが、
変動の幅を一定の範囲内に抑えようとす
るしくみがあること、人間活動によって
そのバランスが崩されつつあることにつ
いて学習する。

３学期

８

原子の構造と元素の周期表
(16)

９
10
11
変

容
と

考

察

物質と化学結合 (16)
物質量と化学反応式 (14)
プレ課題研究 (4)

・イオンの生成、分子の形成について学習
し、それらからできる物質、その結晶、
利用について理解する。
・身近な現象に対して、仮説を立てて実験
を行い、現象の理由を解明する。

３分野全てを幅広く学習することで、科学に対する興味、関心をより引き出す
ことができた。また「ＥＳＤⅠ」と連動してプレ課題研究を行ったことにより、
研究の手法や考察法を身につけることができた。

ｂ

ＳＳ理科Ⅱ
化学基礎、生物基礎を再編成し、基礎的な学力を定着させるとともに、身近な自然現象に
ついて科学的理解を促し、応用力を養う。特に化学では毎時間供覧実験を見せて、生徒実験
は分野ごとに実施した。生物分野ではブタの心臓や腎臓を見せたり、校内の樹木の観察など
体験を多く取り入れ、課題研究に取り組むために必要な知識・考え方・技術・発表の仕方の
基本を学ぶ機会とした。

教

科

理科

科目名

単位数

２単位

目

化学基礎や生物基礎分野の基礎的な学力を定着させるとともに発展的内容を
取り扱い、身の周りの現象を理解するとともに先端技術の将来性を認識させる。
さらに、ＳＳＨ事業と連動した内容を扱い、科学リテラシーを高め、環境問題や
国際問題を解決する政策や経済活動に生かす、豊かで持続可能な社会の担い手
の育成を図る。

標

使用教材
指導計画
１学期

主たる教材
補助教材

対象生徒

ＳＳ理科Ⅱ

自作プリント
化学基礎(第一学習社)

１

指導内容（時間数）
物質の変化（5）

２

酸と塩基の反応（8）

３

実験（6）

４

酸化還元反応（6）

５

生物の体内環境(11）

６

恒常性の維持（11）

２学期
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第２学年

文系生徒165名

生物基礎(数研出版)
取
組
・結合の違いと物質の性質の関係を身
近な物質で理解する。
・食酢を中心にして、酸・塩基、電離度、
ｐH、中和の量的関係、エンの加水分
解について理解する。
・食酢の中和滴定を学び、さらに、各自
の溶液について実験を考察する。
・様々な生体防御の方法が共同して働
くことを進化の過程と関連づけて理
解する。
・ホルモンと自律神経の連携を学ぶ。
・身のまわりの金属の性質から、電池と

７

３学期

変

容
と

考

察

身近な金属の性質（8）

しての活用、さらに、燃料電池や再生
可能なエネルギーについて理解する。
８ 電池と電気分解（5）
・地球上の気温と降水量による バイ
オームの分類につて理解するととも
９ 生態系と環境（5）
に、環境破壊について考察する。
・生物の多様性を知り、人間もその一部
10 人間社会と環境破壊（10）
であることを実感する。
「ブタの心臓と腎臓」「酢酸の定量」「酸化還元反応」「校内植物の同定」な
ど、肌で感じる実体験について、はじめ嫌がっていた生徒も積極的になり、次回
の実験を楽しみにするようになった。

ｃ

ＳＳ理科Ⅲ
生物分野と化学分野を関連づけて発展的内容も扱い、身の回りの科学現象における原理や
法則性を理解することで、環境問題や生物多様性に関わる問題を的確に把握し、社会問題や
国際問題解決に向けた論理的思考力や視点の育成を図った。

教

科

理科

科目名

単位数

２単位

目

化学基礎や生物基礎分野の基礎的な学力を定着させるとともに発展的内容を
取り扱い、身の周りの現象を理解するとともに先端技術の将来性を認識させる。
さらに、ＳＳＨ事業と連動した内容を扱い、科学リテラシーを高め、環境問題や
国際問題を解決する政策や経済活動に生かす、豊かで持続可能な社会の担い手
の育成を図る。

標

使用教材
指導計画
１学期

主たる教材
補助教材

対象生徒

ＳＳ理科Ⅲ

自作プリント
化学基礎(第一学習社)

１

指導内容（時間数）
化学結合と物質量（5）

２

物質の三態と法則（8）

３

化学反応式と量的関係 (5)

４
５

反応速度と平衡（5）
電池と電気分解（7）

６

化学物質と生態系・環境（8）

７

体内環境の維持（7）

８

生命の連続と遺伝（8）

２学期

３学期
変

容
と

考

察

第３学年

文系生徒137名

生物基礎(数研出版)
取
組
・身のまわりの物質の性質を結晶格子に
もよることを理解する。
・自然現象における沸騰と蒸発の違いを
理解し、温度や圧力が相平衡に係わる
ことを学ぶ。
・化学変化における量的関係は、可逆反
応・不可逆反応、平衡移動のが関係する
ことを理解する。
・再生可能なエネルギーや燃料電池自動
車、さらに水素貯蔵方法に関連し気体
の性質について理解する。
・医療の進化と先端技術の関わりを理解
するとともに、薬害による人体や遺伝
子、自然界に及ぼす影響も学ぶ。

・ｉＰＳ細胞の期待されること、問題点を
９ バイオテクノロジー（5）
考察するとともに、遺伝子を扱うバイ
オテクノロジーの応用分野や有用性を
10 課題研究
検証するとともに、科学者倫理に目を
（医療・環境・資源問題）（5）
向ける。
「気体の状態方程式」「ブタの目の解剖」「校内植物の同定」など、文系生物で
は扱わない分野や実習、フィールドワークを実施することで、日常生活をより科
学的に捉えようとする姿勢が高まった。

(ｴ) 結果
全員が履修する「ＳＳ理科Ⅰ」では、発展的な内容の取扱いだけに留まらず、仮説を立て、
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実験し、考察するという科学の手法の習得を意識した。特に「ＥＳＤⅠ」と連動させて実施
したプレ課題研究では、身近な現象に潜む不思議を題材に、仮説の設定→検証実験の計画・
実施→結果の考察→新たな仮説の設定、といったＰＤＣＡサイクルにそった問題解決型の探
究活動を経験させることで、科学的な探究手法を学ばせた。実習レポートはポートフォリオ
として保管し、生徒の意識・態度の変容を分析する１つの手段とした。その結果、コミュニ
ケーション能力や他者と協働して問題解決にあたる態度・能力を向上させることができた。
文系生徒には、科学がどのように社会に組み込まれているか、経済や環境との関連性など
を意識させることで、先端科学技術に対する理解の促進と先端科学技術利用の是非について、
主体的に意思決定する態度を育成することができた。
第２学年では身のまわりの自然環境や日常生活に係わる物質に関心を持たせた。生物分野
では体の恒常性維持の仕組や免疫の仕組を解明することで新しい病気の治療法が確立される
こと、化学分野では日常使われている電池も科学技術の進歩とともに大きく変化し、環境問
題にも関わっていることなどに関心を持つようになった。
第３学年では経済系や法律関係に進学し、地域社会や地方自治、国策などに係わる明確な
進路目標を立てた生徒が多い。そのため、政治経済の分野においても先端技術や科学知識が
必要になることは十分理解しており興味関心を持って取り組んだ。２学期の１０月以降は受
験を意識した授業になったが、生徒同士の学び合いや事前学習に対して質問に答える形式で
進めた。はじめは他の生徒や教員に対してうまく発言ができなかった生徒も、次第に積極的
に活動するなど、生徒の意識変化が見られるようになった。
（問１） 授業により自然科学や身のまわりの現象に興味が湧いた
大変湧いた

36 人

27%

少し湧いた

82 人

61%

あまり湧かなかった

17 人

13%

（問２）

生徒の質問により授業を進める形態はどうでしたか

積極的に質問できた

16 人

12%

だんだん積極的にできるようになった

22 人

16%

あまり積極的ではなかった

46 人

34%

全く質問できなかった

50 人

37%

（生徒の代表的な感想）
・化学の様々な物質が身近なところに使われていることは興味が湧いた。
・最初は何が分からないかわからなかったが、どこが分からないか分かってきたから。
ウ

学校設定科目「ＳＳ化学」「ＳＳ応用化学」
(ｱ) 指導目標
十分な化学的知識基盤の上に先端技術や知識を生かした科学的思考力の構築を図る。その
ために「物質及びその相互変化を目の当たりにする機会を少しでも多く持つ」授業を実施し、
先端科学技術の理解や、持続可能な社会の実現に必要な科学的な自然観、物質観を育成する。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＳＳ化学
第２学年理系クラス ３単位
231名
ＳＳ応用化学 第３学年理系クラス ４単位
225名
(ｳ) 指導方法
ａ ＳＳ化学
日常生活のなかでみられる物質や化学変化を授業の教材として活用し、年間授業計画の
なかに調和をもって配置している。また、興味関心や知的好奇心を喚起できるように、生
徒自身による実験を多く取り入れ、主体的に実験を行う能力の育成を図った
【演示実験の例】「ドライアイスランプ」「減圧による沸騰」「果物電池」
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教

科

理科

科目名

ＳＳ化学

対象生徒

第２学年

単位数

３単位

目

化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め、科学的な自然観を育成する。
教科書等に掲載された発展的な内容についても学習し、課題研究等を通じて論理
的な思考力を身につけるとともに、化学的な事物・現象に対する探究心を高め、
目的意識をもって観察・実験などを行い、化学的に探究する能力と態度を育てる。

標

使用教材
指導計画
１学期

教科書「高等学校 化学基礎」（第一学習社）｢高等学校
補助教材｢改訂版 化学図録｣（数研出版）
指導内容（時間数）
１

３学期

変

容
と

考

察

２

化学｣（第一学習社）
取

物質の変化
酸と塩基の反応（15）

組

・身近にある物質について酸・塩基の
例を発表させ、その共通点について
考えさせる。
・中和滴定実験により、食酢中の酢酸
濃度を決定する。
・ドライアイスランプの実験から推
論されることを発表させる。
・酸化還元滴定により、オキシドール
中の過酸化水素濃度を測定する。

酸化還元反応（15）

２学期

理系生徒231名

物質の状態
化学結合と結晶・三態変化（8）

・体心立方格子・面心立方格子の模型
を作成し、単位格子について理解す
る。
気体の性質（12）
・結晶模型を用いて、ダイヤモンド・
水晶・シリコン・黒鉛などの模型を
溶液の性質（12）
作り、発表する。
３ 物質の変化と平衡
・ビスキングチューブを用いて浸透
物質とエネルギー（14）
現象を理解できる装置を作成し、
ファントホッフの法則について発
表する。
・「急冷パック」や「カイロ」などを
電池電気分解（15）
用いて化学反応の熱の出入りにつ
いて発表する。
・「ルクランシェ電池」「鉛蓄電池」
「バケツ電池」など作成し電池の仕
組みについて発表する。
授業で習った知識を活用し、身近な日常現象を理解することができるように
なった。また、探究活動に対して、各自が主体的・協働的に実践することができ
るようになった。

ｂ

ＳＳ応用化学
「化学基礎」
「化学」の配列を系統的にまとめ、化学分野を中心に自然科学全般について、
大学レベルの発展的内容まで取り扱い学習することで、論理的思考力を育成した。その際、
グループで協働的に思考し、結果を発表することで、表現力も育成した。また、最先端科
学技術についても学習し、課題研究等を通して探究心や観察力、さらにはさまざまな現象を
体系立てて関連づける力を身に付けさせた。
教 科
理科
科目名
ＳＳ応用化学
単位数

４単位

目

化学的な事物・現象に対する探究心を高め、目的意識をもって観察・実験など
を行い、化学的に探究する能力と態度を育てるとともに、化学の基本的な概念や

標

対象生徒
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第３学年

理系生徒225名

原理・法則の理解を深め、科学的な自然観を育成する。また、大学レベルの発展
的内容や最先端科学技術についても学習し、課題研究等を通じて論理的な思考力
を養い、将来我が国の科学技術の研究分野で貢献できる人材を育成する。
使用教材
指導計画
１学期

教科書｢高等学校 化学｣（第一学習社）副教材｢改訂版
補助教材｢授業プリント｣
指導内容（時間数）

２学期

３学期

変

容
と

考

察

取

１ 有機化合物
脂肪族 (20)

芳香族

(16)

３ 無機物質

(16)

組

・異性体の数を班ごとに考えさせ、
発表させる。
・ザイツェフ則やマルコフニコフ則
について、主生成物と副生成物の
構造式を班ごとで考えさせ、発表
させる。
・オゾン分解で生成する有機化合物
の構造式を班ごとで考えさせ、発
表させる。
・日頃の授業での学習内容を踏まえ
観察・実験の方法を班で主体的に
行うため、｢ベンゼン、アニリン、
サリチル酸｣の混合溶液を作り、１
つ１つ分離する方法を考えさえ、
探究活動を実施する。
・アレニウスの式を数学的手法で解
析する。

(16)

２ 化学平衡

化学図録｣（数研出版）

・無機物質と人間生活の関連につい
ても学習する。沈殿の生成を溶解
度積と関連づけて学習する。

４ 有機化合物
糖類 (16)
アミノ酸、ペプチド、タンパク質
合成高分子化合物 (21)
生命科学 (5)

・様々なペプチドのアミノ酸配列を
調べさせ、発表させる。
・タンパク質の変性の例として、ア
ルツハイマー病やプリオン病等の
神経症疾患や水俣病の原因と関連
づけ、調べさせ、発表させる。
５ まとめ (10)
・ＤＮＡやＲＮＡのはたらきについ
てICTを活用し、学習する。
日頃の授業で習った知識を活用し、論理的に思考したうえで、有機化合物を適
切に分離できた。このことから探究活動により、生徒が主体的・協働的に実践す
ることができたと判断できる。
(20)

(ｴ) 結果
アンケートや探究活動の報告書に、「授業で習った知識を探究活動で、確認でき、良い機
会になった｣｢化学の素晴らしさを実感できた｣等の肯定的な意見が多く見られた。このこと
により、化学的に探究する能力と態度を育てるとともに、化学の基本的な概念や原理・法則
の理解を深め、科学的な自然観を育成することができたと評価できる。
エ

学校設定科目「ＳＳ物理」「ＳＳ応用物理」
(ｱ) 指導目標
物理的な事物現象に対する探究心を高め、目的意識をもって観察、実験などを行い、物理
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学的に探究する能力と態度とともに、物理学の基本的な概念や原理法則の理解を深め、科学
的な自然観を育成する。「物理基礎」「物理」の配列を系統的にまとめ、運動科学や最先端
技術、エネルギーや環境問題などの社会の諸問題についての理解を深め、豊かで持続的な社
会の形成者としての資質を高める。
(ｲ) 教育課程上の位置づけ
ＳＳ物理
第２学年理系物理選択者 ３単位
188名
ＳＳ応用物理
第３学年理系物理選択者 ４単位
180名
(ｳ) 指導方法
ａ ＳＳ物理
第１学年「ＳＳ理科Ⅰ」を引き継ぎ、「物理基礎」及び「物理」の波動、力学、熱力学
を系統的にまとめて実施した。波動分野では身近な現象を積極的に組み入れた。力学分野
では、数学で学習する計算手法の物理的意味や概念を理解させるとともに、教科の枠にと
らわれない横断的で総合的な学習の重要性を高めた。
また、探究活動として、電子端末測定機器「ＳＰＡＲＫ」を用い、物理現象の定量を行
い、グラフからの考察に活用した。さらに、「ＥＳＤⅡ」と連動させて、２時間連続の理
科課題研究を実施し、実験データの処理や考察の方法を主体的に考えさせた。
教

科

理科

科目名

ＳＳ物理

対象生徒

第２学年

単位数

３単位

目

物理的な事物・現象に対する探究心を高め、目的意識をもって観察、実験など
を行い、物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに、物理学の基本的な概
念や原理・法則の理解を深め、科学的な自然観を育成する。また、物理基礎、物
理の配列を系統的にまとめ、運動科学や最先端技術、エネルギー・環境問題など
の社会の諸問題についての理解を深め、豊かで持続的な社会の形成者としての人
材を育成する。

標

使用教材
指導計画
１学期

理系物理選択生徒188名

高等学校物理基礎（第一学習社） 高等学校物理（第一学習社）
フォトサイエンス物理図録（数研出版）
１

２

３
２学期

４
５

指導内容（時間数）
エネルギー（15）
仕事と力学的エネルギー
熱とエネルギー
音波（18）
波の性質
音の伝わり方
音波の性質に関する実験
弦の振動、気柱共鳴実験
ドップラー効果
光波（16）
光の性質
レンズと鏡
光の回折と干渉
運動とエネルギー（10）
平面運動と剛体のつりあい
運動量の保存（16）
運動量と力積
運動量保存の法則
反発係数
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取
組
・動摩擦力による仕事の実験、金属の比熱
測定実験などを通して、エネルギーに
関する探究活動を行う。
・エネルギー効率を学習する。
・音波の干渉、うなり、気柱共鳴の実験な
どを通して、音波に関する探究活動を
行う。
・ドップラー効果の諸現象(平面運動や風
の影響を含める)について定量的に学
習する。
・眼球の構造と光の屈折、近視、遠視の関
係について学習する。
・簡易分光器の作製を通して、光の波動性
を確認し、その波長の大きさを学習す
る。
・物体の重心に関する実験や剛体が受け
る力のモーメントを学習する。
・物体の衝突運動に関する諸現象につい
て学習する。

・運動量の保存、反発係数に関する実験を
行い、測定結果を処理する方法を学習
する。
・円運動、単振動の公式を微積法や極限で
導出する過程を学習する。
・単振動に関する実験を行い、測定結果を
処理する方法を学習する。
・惑星の運動にも運動の法則が適用でき
ることから、物理法則の普遍性を学習
７ 探究活動（10）
する。
・教科「ＥＳＤⅡ」における理科課題研究
の時間として、10時間程度の探究活動
を実施する。
身近な現象を目や耳で体験する実験や研究を行う機会を増やすことで、物理学
的に探究する態度と能力を育てることができた。教科「ＥＳＤⅡ」と連携した探
究活動は研究を重ねるにつれて生徒主体のグループ活動が充実したとともに、実
験データの統計処理やそこから原理や法則を導くことの難しさを実感していた。
探究活動においては、12月に実施した行動調査では「未習分野の自主学習を行っ
た生徒」が71.2％となり、生徒の主体的・共働的な学びを引き出すことができた。
６

３学期

変

容
と

考

察

ＳＰＡＲＫを用いた力学実験
円運動と単振動（20）
円運動
慣性力と遠心力
単振動
ＳＰＡＲＫを用いた力学実験
万有引力

ｂ

ＳＳ応用物理
第２学年「ＳＳ物理」を引き継ぎ、「物理基礎」及び「物理」の電磁気学、原子分野を
系統的にまとめて実施した。年間を通して微積分法やベクトルの内積や外積、極座標表示
など数学的手法を多く取り入れた授業展開を行った。また、ＬＥＤの仕組み、モーターと
回生ブレーキ、様々な電磁波、ＩＨクッキングヒーターの原理などの身近な技術や、微分
方程式や慣性モーメントなどの大学学部レベルの内容についても学習し、物理学に対する
関心や探究心、持続可能な社会の形成についての意識を高める機会を設けた。

教

科

理科

科目名

単位数

４単位

目

物理的な事物・現象についての観察、実験などを主体的に行い、自然に対する
関心や探究心を高め、物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに、基本的
な概念や原理・法則の理解を深め、科学的な自然観を育成する。また、物理基礎・
物理の配列を系統的にまとめ、物理分野の内容においての基礎力及び応用力の定
着を図る。さらに、大学レベルの発展的内容を扱い最先端科学技術について学習
するとともに、エネルギー・環境問題などの社会の諸問題についての理解を深め、
豊かで持続的な社会の形成者としての人材を育成する。

標

使用教材
指導計画
１学期

第３学年

理系物理選択生徒180名

高等学校物理基礎（第一学習社） 高等学校物理（第一学習社）
フォトサイエンス物理図録（数研出版）
指導内容（時間数）
１

２

３
２学期

対象生徒

ＳＳ応用物理

電場と電位（20）
静電気
電場と電位
コンデンサー（10）
静電エネルギー
充電と放電
電流（20）
電流と抵抗
直流回路
半導体・ダイオード・トランジス
タ
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取

組

・微積分を用いた電場と電位の導出

・微積分を用いた静電エネルギーの導出
・微分方程式を用いたコンデンサーの過
渡現象の考察
・直流回路における探究活動
・ＬＥＤの仕組みの考察

・ビオ・サバールの法則を用いた磁場の導

４

３学期

変

容
と

考

察

電流と磁場（20）
出
磁場
・微分方程式を用いた導体棒の運動
電流の作る磁場
・磁場中を動く導体棒に生じる誘導起電
磁場から受ける力
力
５ 電磁誘導と交流（20）
・モーターと回生ブレーキの考察
電磁誘導
・微分方程式を用いた交流回路の考察
交流
・交流回路における探究活動
交流回路
電気振動
・身の回りの電磁波の探究
電磁波
６ 電子と光（12）
・光電効果の実験と仕事関数の考察
電子
光の粒子性
・身の回りのＸ線の探究
Ｘ線
粒子の波動性
７ 原子と原子核（12）
・電子のエネルギーと原子構造の考察
原子の構造
・放射性同位体による年代測定の考察
原子核と放射線
・核分裂と核融合反応と発電の考察
核反応とエネルギー
素粒子と宇宙
・微分方程式や慣性モーメントなど発展
８ 課題研究（10）
的内容の深化
学習を進めていく中で、多面的に論理的に物理現象を捉えようとする生徒が増
えた。また、授業中や業後に分からないところを教え合ったり、議論したりして
いる場面も見受けられた。課題研究では、大学学部レベルの内容を主体的に学習
し、日常生活と物理学とのつながりを意識し、物理学に対する関心や探究心を向
上させることができた。

(ｴ) 結果
「ＳＳ物理」の授業により、諸現象を論理的に説明できるようになり、生徒は複雑化した
科学技術を少しずつ紐解くことへの楽しさを実感していた。また、教科「ＥＳＤⅡ」と連携
した探究活動は研究を重ねるにつれて生徒主体のグループ活動が充実し、高度な内容のもの
となっていった。同時に、実験データの統計処理やそこから原理や法則を導くことの難しさ
を実感していた。
「ＳＳ応用物理」では、日常生活と物理学とのつながりを意識し、物理学に対する関心や
探究心を向上させることができた。諸現象に関して、微積分や外積、微分方程式など数学的
アプローチで考察を行い、理解度と学習意欲の向上を図った。探究活動では、実験系の構築
や結果の考察に苦労する生徒も多かったが、共働的に取り組むことで理解を深めた。探究活
動は時間を要するが、「実際に体験することで、理解が深まった」等の生徒の意見が多く、
重要性を再認識した。また、言語活動の機会を積極的に取り入れるなど学び合いの機会を増
やして主体的に学習に取り組む姿勢を向上させた。
オ

学校設定科目「ＳＳ生物」「ＳＳ応用生物」
(ｱ) 指導目標
「生物基礎」「生物」の内容を系統的にまとめ、自然科学全般について発展的内容までを取
り扱い学習する。最先端科学技術についての理解を深め、その技術を体験し、結果や課題を
考察することで探究心や論理的思考力を養うとともに、実践力を高め、社会において自然科学
の知見を応用できる人材を育成する。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＳＳ生物
第２学年理系生物選択者 ３単位
44名
ＳＳ応用生物 第３学年理系生物選択者 ４単位
45名
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(ｳ) 指導方法
ａ ＳＳ生物
第１学年「ＳＳ理科Ⅰ」を引き継ぎ、「生物基礎」「生物」の内容を系統的にまとめて
実施した。教科書に記述されている内容が、最先端の科学技術にどのようにつながってい
くのか、また、現在の知見がどのような研究の積み上げなのかを意識させ、生物学的なも
のの見方を身に付けさせられる授業展開を図った。話し合いや生徒同士による協働学習を
積極的に取り入れ、先端科学技術や持続可能な社会づくりに主体的に携わる態度を育成し
た。さらに、ウニの受精やポケット飼育、タンポポ調査など、実際の生物に触れて学ぶ機
会を積極的に取り入れた。
【授業展開例】「帰化タンポポによる在来タンポポへの遺伝的侵略の現状調査
～ＩＣＴタンポポ調査との連携～」（10時間）
自宅周辺及び修学旅行先(広島県・山口県)にて生徒が採取したタンポポから、ＤＮＡを
抽出し、PCR-RFLP法により、ニホンタンポポと帰化タンポポ(セイヨウタンポポ・アカミタ
ンポポ)の雑種率を明らかにし、遺伝子侵略の現状についてディスカッションを行った。ま
た、各個体の痩果数の計数を行い雑種化の影響を検討した。なお、本取組は、愛知教育大
学渡邊研究室及び（株）富士通が実施する「ＩＣＴを用いたタンポポ調査」を活用し、企
業や団体が行う社会貢献活動への参加体験の機会とした。
教

科

理科

科目名

ＳＳ生物

対象生徒

第２学年

単位数

３単位

目

「生物基礎」「生物」の内容を系統的にまとめ、自然科学全般について発展的内
容まで取り扱い学習する。最先端科学についての理解を深め、その技術を体験し
結果や課題を考察することで、探究心や理論的思考力を養うとともに実践力を高
め、社会において自然科学の知見を応用できる人材を育成する。

標

使用教材
指導計画
１学期

生物基礎（数研出版） 生物（数研出版）サイエンスビュー生物総合資料（実教出
版） リードα生物基礎（数研出版） リードα生物（数研出版）
指導内容（時間数）

取

変

容
と

組

１

はじめに 生物多様性とその保全(3)
探究 帰化タンポポによる遺伝子
侵略の現状を探る

・生物多様性の３つの階層及び重要
性について、身の回りにあるタンポ
ポ調査を題材に学ばせる。

２

第１章

３

第３章 遺伝情報の発現（21）
探究 コメの遺伝子解析
タンポポの遺伝子解析

・タンパク質の働きや細胞の構造な
どを最新の分子生物学研究等に触
れながら学ばせる。
・コメやタンポポを題材にして、ＰＣ
Ｒ法やゲル電気泳動法による遺伝
子解析など、基本的な分子生物学実
験を習得させるとともに、結果につ
いてディスカッションさせる。

４

第２章 代謝（20）
探究 定量的にカタラーゼの働き
を探る

細胞と分子（22）

２学期

３学期

理系生物選択生徒44名

・カタラーゼの働きに関して、自由度
の高い実験を行い、定量的実験の基
礎を習得させる。実験結果はレポー
トにまとめ、発表させる。
５ 第４章 生殖と発生（39）
・生殖と発生について最新の研究成
探究 ウニのポケット飼育
果等にも触れながら学ばせる。ウニ
のポケット飼育を行うことで、生命
や発生に関して好奇心を喚起する。
科学技術に対する正しい理解や先端科学技術に対する興味関心を喚起するた
め、授業には最新の研究成果や教科書未掲載の知見を多く取り入れた。また、問題
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考

察

発見解決能力を向上させるために、身近な生物を題材とした探究活動にも取り組
んだ。これらの授業の実施においては、論理的思考力や主体性・協働性を向上させ
るために、ディスカッションやグループワーク、自由度の高い実験等に取り組ま
せた。課題レポートの内容や授業内の生徒の参加態度、発言内容の変遷からも、生
徒の科学的思考力や主体性・協働性は高まったものと推察される。

ｂ

ＳＳ応用生物
第２学年「ＳＳ生物」を引き継ぎ、「生物基礎」「生物」の内容を系統的にまとめて実
施した。特に、新学習指導要領の実施に伴い新たに加わった内容を更に発展させ、最新の
理論を取り入れた授業を行なった。また、パフォーマンス課題として、「情報を編集し納
得解を導く技能を養う」と題し、生徒が主体的に考え取り組み、かつ、身につけた学習内
容を選択的・複合的に使う機会を設けた。
【授業展開例】「情報を編集し納得解を導く技能を養う」（4時間）
植物の葉緑体DNAにあるrbcL遺伝子のシーケンス解析データから遺伝子の分子系統樹を
作成する。１時間目は講義を行い、植物からのDNA抽出と遺伝子断片の増幅と解析、遺伝子
の変異と進化のしくみ、塩基配列の決定と分子系統樹の作成法の理解を深める。２～３時
間目はデータ解析及び系統樹の作成をした。４時間目は発表と評価を行なった。

教

科

理科

科目名

単位数

４単位

目

「生物基礎」「生物」の内容を系統的にまとめ、自然科学全般について発展的内
容まで取り扱い学習する。最先端科学についての理解を深め、その技術を体験し結
果や課題を考察することで探究心や理論的思考力を養うとともに実践力を高め、社
会において自然科学の知見を応用できる人材を育成する。

標

使用教材
指導計画
１学期

２学期

対象生徒

ＳＳ応用生物
第３学年

理系生物選択生徒45名

生物（数研出版） ニューステージ新生物図表（浜島書店）
リードα生物（数研出版） 自作プリント
指導内容（時間数）

取

１

第５章

動物の反応と行動（16）

２

第６章

植物の環境応答（12）

３

第７章

生物群集と生態系（18）

４

第８章

生命の起源と進化（10）

５

第９章

生物の系統（10）

６

ＳＳＨ応用講座
１．パフォーマンス課題（4）
「情報を編集し納得解を導く技能を養
う」

７

２．発展分子生物学（37）

８

３．最先端研究へのアプローチ（25）

３学期
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組

・生物の行動の様式やしくみを、具
体例を通して説明できる
・植物ホルモンとそれに関わるタ
ンパク質の挙動を理解している
・環境と生態系をマクロな視点で
捉えることができる
・地球環境の変化と生存競争を踏
まえて進化を理解している
・分子進化に関して理解があり説
明できる
・塩基配列の変化より系統樹を自
ら考え作成し、またそれを発表
し皆が納得する理論を展開する
ことができる
・生物で学習した内容を発展させ、
さまざまな事象に関わるタンパ
ク質の挙動などについて深く理
解している
・最先端のバイオテクノロジーに
ついての知識があり、またそれ
がどのように生かされているか
の理解がある

変

容
と

考

察

発展的な内容や実習を多く取り入れることで、身につけた学習内容を選択的・複合
的に使う力を養うことができた。各取組みにおいては、主体的に考え、行動し、ま
た皆で協力しあうことができた。

(ｴ) 結果
「ＳＳ生物」では、実験や講義ごとにレポートを作成させ、理解度や興味関心の度合い、
感想や内容の変化など生徒の変容について確認した。また、「タンポポの遺伝子侵略の現状
調査」終了後のアンケート調査では、生物多様性についての興味関心が高まったと回答した
生徒が93％、内容をさらに学習したいと回答した生徒が77％に上った。授業や課題研究にお
ける生徒の取組状況は、当初は受け身で積極性にやや乏しい面も見られたが、授業を重ねる
ごとに主体的に探究しようとする態度や目的意識をもって活動するようになった。
「ＳＳ応用生物」では、最新の研究方法や大学レベルの分子生物学的内容も扱ったが、ほ
とんどの生徒が理解することができた。また、英語を取り入れたことは刺激的であったよう
で、実験ノートのメモ書き等に英語表記を用いたり、定期考査の解答に英語名での解答を記
入するなど実際の研究現場で使われている言葉が使えるようになった。

研究開発２

問題解決能力や分析力・表現力を高めるための教育課程

(1) 仮説
学校設定科目｢ＥＳＤ」を設け、課題解決型の探究活動を行うことで、問題発見・解決能力、科
学的思考力、分析力や表現力を高めることができる。
(2) 内容
ア 学校設定科目「ＥＳＤⅠ・Ⅱ・Ⅲ」
(ｱ) 指導目標
３年間を通して、自ら課題を見つけ、それについて自ら考えながら解決する力を身につけ
る。第１学年では、ＥＳＤの視点の獲得、科学的思考のトレーニング、プレ課題研究、論理
的な文章の書き方など、科学の手法を身に付け、第２学年で年間を通した課題研究に取り組
み、第３学年では、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力の育成を図った。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＥＳＤⅠ 第１学年全クラス
404名
１単位
ＥＳＤⅡ 第２学年全クラス
396名
１単位
ＥＳＤⅢ 第３学年全クラス
362名
１単位
(ｳ) 指導方法
ａ ＥＳＤⅠ
教

科

ＥＳＤ

科目名

ＥＳＤⅠ

単位数

１単位

対象生徒

第１学年

目

３年間を通して、自ら課題を見つけ、それについて自ら考えながら解決する力を身
につける。そのための準備段階として、「ＥＳＤⅠ」では「科学的、論理的思考の方
法」「課題探求能力」「プレゼンテーション能力」を身につける。

標

使用教材
指導計画
１学期
２学期

406名

自作プリント
指導内容（時間数）

取

１ 科学的思考のトレーニング(11)
２ デンソー企業訪問（2）
３ プレ課題研究 （6）
・科学とは何か
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組

・科学的、論理的に考える方法を学ぶ。
・身の回りの不思議な現象に対して仮説を
たて、解明していくことで、課題探求能力

を身につける。

・紙コップの不思議
・水上ロウソク船の不思議
４

３学期

変

容
と

考

察

科学コミュニケーション

（9）

・最新の科学技術について調べ、それをまと
めて発表する。物事をわかりやすくまと
め、発表する力を身につける。
「科学的思考のトレーニング」では主に論理的にものごとを考える方法を学び、資
料からデータ、情報を読み取り、個人の意見発信を学習した。「プレ課題研究」では
「ＳＳ理科Ⅰ」と連携して協調的問題解決型の探究活動を実施した。「科学コミュニ
ケーション」では興味のある科学技術や社会問題についてまとめ、ポスター発表を行
い、プレゼンテーション能力が向上した。意識調査では「ＥＳＤⅠを通して科学的・
論理的な思考力が高まった、やや高まった」と答えた生徒が約80％、であった。これ
らの結果から、ものごとを論理的に考え、自らの意見を述べ、主体的に探究しようと
する態度の養成において大きな効果があった。

(a) 科学的思考のトレーニング
授業概要 ＥＳＤの概念及び必要性について理解させながら、ものごとを論理的に考
え、まとめる能力を養う。
実施時期 １学期（全11回）
指 導 者 第１学年担任
活動内容 ① 全体ガイダンス
② 演繹法と帰納法
③ 論理の方法
④ 原発問題について考察する
⑤ トレードオフ
(b) 科学コミュニケーションの意義と実践
授業概要 自らの興味に基づく先端科学技術や社会問題について一般の人にもわかる
ようにポスターにまとめ説明する活動を通して、分かりやすいポスターの作
成方法、プレゼンテーションの方法の基礎を習得させる。
実施時期 ３学期（全９回）
指 導 者 第１学年担任
活動内容 ① 科学コミュニケーションの概要と役割、テーマ設定
③ レポートやポスター作成のポイント理解
④ 発表資料作成 ※３時間
⑤ クラス内発表
⑥ クラス混合ポスターセッション
(c) デンソー企業訪問
研修概要 刈谷市に本社を構える(株)デンソーを第１学年全生徒が訪問し、企業の研
究や先端科学技術について学ぶとともに、企業が取り組む持続可能な社会づ
くりや環境保全への対応について学ばせる。また、企業内研究者からの講話
は、将来の職業を考えるキャリア教育として効果がある。
実施日時 平成27年9月29日（火）、10月20日（火）10月21日（水）、11月10日（火）、
12月16日（火） 午後（２クラスずつに分かれて、５日間で実施）
実施場所 (株)デンソー 高棚製作所
内
容 企業が取り組んでいる新エネルギー開発研究や環境に配慮した経営方法に
関する講義を受けた後、自動車部品製造工程、資源再利用施設、排水処理施
設を見学した。排水処理施設では、実際に薬品を使って排水処理の実験を体
験した。
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(d) プレ課題研究
研究概要 第２学年で行う課題研究への導入を目的に、２種類の問題解決型の探究活
動を行い、研究や探究の方法論を習得させる。なお、本取組は、京都教育大学 村上忠幸
教授の助言のもと、マルチプルインテリジェンス（ＭＩ）を用いたグループ編成を行い、
各グループの構成員の持ち味が十分発揮できる様に配慮した。また、「ＥＳＤⅠ」と「Ｓ
Ｓ理科Ⅰ」を連続させて、２時間連続の活動ができるように工夫した。
実施時期 ２学期（全６回）
指 導 者 第１学年担任、理科教員
活動内容 ① 科学とは何か
② マルチプルインテリジェンスによる自己の能力分析、ガイダンス
③ 探究活動１：紙コップの不思議
④ 探究活動２：水上ロウソク船の不思議
ｂ ＥＳＤⅡ
《理系》
教

科

ＥＳＤ

科目名

ＥＳＤⅡ

単位数

１単位

対象生徒

第２学年

目

自然科学に関する課題研究を通して、問題発見・解決能力や科学的思考力、主体
的・協働的な学習態度等の育成を図るとともに、論文やポスターの作成を通して
自身の研究に対する考えをまとめ、分かりやすく説明できる技能の習得を図る。

標

使用教材
指導計画
１学期

２学期

理系生徒231名

自作プリント
指導内容（時間数）
4月

・ Ｅ ＳＤ Ⅱ オ リ エ ン テ ーシ ョ ン
(3)
①研究分野及びグループ決定
②課題研究のテーマ検討

5月

・ミニ課題研究 (3)
①基礎実験、実験計画
* SS物理、化学、生物(以下、SS理
科)も用いて２限連続で実施
②本実験
* SS 理科も用いて２限連続で実施
③追実験、研究のまとめ

6月

7月

・課題研究のテーマ設定 (2)
・課題研究の本実験① (4)
（夏期休業中の課題研究）

9月

・中間発表会 (3)

10 月
11 月

・課題研究の本実験② (9)
*(9)のうちの(7)について、 SS 理
科も用いて２限連続で実施

12月

・課題研究の論文作成① (3)

３学期
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取

組

・課題研究の主旨説明、生徒の事前意
識調査、研究の進め方の指導及び興
味分野に関する参考文献の調査を
行った。
・教員が設定した基礎実験に取り組
んだ。また、発展課題を自ら見つけ
て実験計画、仮説を立てた。
・発展課題に関する本実験を行い、観
察測定、考察の方法などを学習し
た。
・実験結果にレポートにまとめた。評
価はルーブリックを用いた。
・研究に関する学術的意義を考えて
テーマ設定を行った。また、実験計
画、仮説を立てて、観察測定を行っ
た。
・これまでの課題研究の成果を発表
し、各研究に関して議論を行った。
・仮説を検証するための具体的な研
究計画を立て、仮説と検証を繰り返
し、ＰＤＣＡサイクルを実施した。
・研究結果について考察を行った。

変

容
と

考

察

1月

・課題研究の論文作成② (4)

2月
3月

・ 課題研究のポスター作成 (3)
・１年間のまとめ (1)

・研究結果を論文にまとめた。論文の
評価はルーブリックを用い、生徒に
よる自己評価も行った。
・研究結果を論文ポスターにまとめ
た。

行動調査の結果では、「未習分野の自主学習を行った生徒」が71.2％、「授業以
外での研究・準備を行った生徒」が94.9％であった。この結果から、課題研究が
生徒の主体的・共同的な学びを引き出すうえで、大きな成果を挙げていることが
わかる。また、論文の評価方法としてルーブリックを用い、評価の観点を明確に
することで、論文作成時の留意事項が明確になり、昨年度と比較して論文の質が
向上したと実感している。来年度の課題は、研究活動中の様子を評価するための
パフォーマンス評価方法の開発である。

《文系》
教

科

ＥＳＤ

科目名

ＥＳＤⅡ

単位数

１単位

対象生徒

第２学年

目

課題研究を通して、問題発見・解決能力や、思考力、課題解決に向けて他者と
協調する態度等の育成を図るとともに、論文やポスターの作成を通して自らの考
えをまとめ、分かりやすく説明できる技能の習得を図る。

標

使用教材
指 導 計画
１学期

２学期

自作プリント
指導内容（時間数）
4月

論理的思考のトレーニング(3)

5月

課題研究プレゼミ(3)

6月

研究計画(2)

7～
10月

調査・研究(16)

中間発表会
11～
12月

３学期

研究計画の修正と調査・研究(12)
論文作成

１～
3月
ポスター作成(7)

変

容
と

考

察

文系生徒165名

取

組

・帰納法・演繹法、ロッジクツリー、
ＲＰＧ法などの思考枠組みを理解
し、それを用いてグループワーク
を実施した。また、統計学の基礎を
学んだ。
・各自が選択したテーマに関する書
籍等を通して、テーマに関する基
礎的な知識について学んだ。
・研究テーマを設定し、調査事項・調
査方法等の検討を行った。
・各自の計画に基づき調査研究を実
施した。フィールドワーク、アン
ケート調査を必要に応じて実施し
た。
・研究成果を発表し、ルーブリックに
基づき自己評価をする。また、相互
評価を実施した。
・研究計画や中間発表時の評価に基
づき研究の修正と調査・研究を進
めた。また、その成果をレポートに
まとめた。
・研究成果をポスターにまとめた。

主体的に課題研究に取り組もうとする生徒が多かった。また、教員評価や生徒
の自己評価の結果から、生徒の問題発見解決能力や主体性、協調性が向上したと
考えられる。
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《理系》 理系(６クラス)は理科課題研究を実施した。
(a) ミニ課題研究
研究概要 課題研究を効率的に進めるため、物理、化学、生物分野における問題解決
型の探究活動（テーマは教員が設定する）を実施し、研究や探究の方法を体
験を通して習得させた。事後は、分野ごとレポートの作成方法について学ん
ばせた。
① 物理分野テーマ
摩擦係数を測定しよう
② 化学分野テーマ
溶解熱を測定しよう
③ 生物分野テーマ
カタラーゼについて探究しよう
実施時期 １学期（全３時間）
活動内容 １時間目
基礎実験の実施、発展課題の実験計画
２時間目
本実験（発展課題の実験）の実施
３時間目
本実験の追実験、及びレポート作成
※１、２時間目はＳＳ物理、ＳＳ化学、ＳＳ生物も用いて２時間連続で実施
(b) 理科課題研究
研究概要 生徒が自ら設定したテーマについて長期的な課題研究を実施した。実験実
習は準備も含めまとまった時間が必要であることから、ＳＳ物理、ＳＳ化学、
ＳＳ生物と連動させて２時間連続で行った。
【テーマ例】
物理分野 竹とんぼの飛行原理、反響板の作製研究、マイクロウェーブの電波妨
害、収斂火災、じんこうきんにくん、ガウス加速器の研究
化学分野
再生チョーク、昆虫食、ガルバニック反応についての研究、ペクチン
とカルシウムのゲル化作用に関する研究
生物分野
ザリガニの色と色素を探る、ダンゴムシの交替性転向反応、カイワレ
大根の各生長過程における光の必要性
実施時期 １～３学期（全32時間）
活動内容 １～３時間目
グループ分け、課題研究のテーマ検討
４、５時間目
課題研究のテーマ設定
６～９時間目
課題研究の本実験①
10～13時間目
課題研究の中間発表会
14～22時間目
課題研究の本実験①
23～28時間目
課題研究の論文作成①
29～31時間目
課題研究のポスター作成
32時間目
１年間のまとめ
《文系》 文系(４クラス)は持続可能な社会の実現に関する課題研究を実施した。
(a) 課題研究の事前学習
研究概要 文章やデータを論理的に捉えるための様々な思考方法をグループワークを
通して学んだ後、アンケートなどのデータ処理を行う上で必要な統計学の基
礎を学習した。
実施時期 ４～５月 （全５時間）
活動内容 １～４時間目 科学的思考の方法、クリティカルシンキング
５時間目 統計学入門
(b) 課題研究
研究概要 ５つの研究テーマに分かれ、ゼミ形式で長期的な課題研究を実施した。
① 里山
② 資源・エネルギー
③ 生命倫理・生命科学
④ 第１次産業
⑤ 環境問題
実施時期 ６～３月（全30時間）
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活動内容

１時間目
研究テーマ分け、グループ分け
２～４時間目
ゼミ内学習会
５時間目
研究テーマ決め
６～８時間目
研究計画の作成
９～12時間目
課題研究、フィールドワーク
13～14時間目
中間発表会
15時間目
研究計画の修正
16～22時間目
課題研究、フィールドワーク
23～27時間目
課題研究のまとめ、論文の作成
28～30時間目
ポスター作成
※ 授業時期案とは別に、長期休業期間中、研究グループごとに、大学、企
業、NPO、市役所、博物館などに調査に出かけている。

ｃ

ＥＳＤⅢ

教

科

ＥＳＤ

科目名

ＥＳＤⅢ

単位数

１単位

対象生徒

第３学年

目

課題研究（理系は自然科学，文系は人文科学や社会科学などの課題研究）を論文・
ポスターにまとめ，研究の成果を他に広める。全校でのポスター発表会を通して
自身の研究に対する考えをまとめ，分かりやすく説明できる技能の習得を目標と
する。また，英語によるポスター作成と発表を通して、表現力や国際コミュニケー
ション能力の育成を図る。

標

使用教材
指導計画
１学期

校務分掌SSH開発部が作成した教材
指導内容（時間数）
4月

5月

6月

7月

8月
２学期
9月
10 月
11 月

３学期

362名

12月

取

組

・ＥＳＤⅢオリエンテーション
・ポスター・論文作り (4)

・ポスター発表会に向け、ポス
ターや論文の作成を行った。
・ポスター発表準備 (3)
・作成したポスターを用いて、
発表練習を行った。その後、ポ
スターの修正・想定質問など
・ポスター発表会 (3)
の準備を行った。
・学年内でポスター発表会を行
・全校ポスター発表会
い、活発な質疑応答が行われ
た。
・体育館で約 100 枚のポスター
・生徒成果発表会
を掲示し、１・２年生にポス
・英語ポスター・スクリプト作り (5)
ター発表を行った。
・優秀班の口頭発表を行った。
・英語ポスター発表準備 (3)
・英語版のポスターとスクリプ
・英語ポスター発表会 (3)
トを作成した。
・英語での発表練習を行った。
・全校英語発表会
・学年内で英語でのポスター発
「Scientific Research Presentation」
表会を行った。
・優秀班の英語での口頭発表会
を行った。
・課題研究のまとめ
・社会問題研究 (6)

1月

・２年間の課題研究の振り返り
を行った。
・様々な社会問題を考え、自分

・ＥＳＤのまとめ
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2月

変

容
と

考

察

の意見を論述した。

共働的問題解決能力、論理的思考力、国際コミュニケーション能力や表現力な
どの有用性を実感したと振り返る生徒が非常に多かった。発表会はポスターセッ
ション形式で実施し、学年を越えた交流の場として質疑応答を含めて活発なもの
となった。さらに、約４分の１の生徒には優秀班として全校の前で発表する機会
を設定することができ、口頭発表という新たな目標に向け、発表準備をしていく
中で班の団結力もより高まり、生徒にとって充実したものとなった。

(a) 全校ポスター発表会（サイエンスデー）
全校ポスター発表会では、約１００枚のポスターを体育館に掲示し、３年生が２年次
に実施しした課題研究の成果をポスターセッション形式で発表した。発表会の準備とし
て、ポスターや論文の作成をコンピュータ室で実施した。また、学年内でポスター発表
会を実施し、全校ポスター発表会の練習を実施した。新たに設けたクラスＳＳＨ委員に
は、ポスターの見方や質疑応答の仕方などを事前に研修を行い、ポスターセッションを
より有意義なものにした。
(b) 生徒成果発表会
ＳＳＨ講演会の後に、課題研究優秀班による口頭発表を体育館にて実施した。積極的
な質疑応答が行われた。
《優秀班発表テーマ》
「起き上がるペットボトルの謎」
「消しやすい消しゴムの共通点」
「チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫の密度による成長の違いと蛹化の連鎖反応に
ついて」
「太陽の力で刈高を変える～私たちが考える未来の刈谷高校～」
「刈谷市の給食残飯処理による二酸化炭素排出について
～給食の残飯を減らすためにできること～」
(c) 英語ポスター発表会
学年内で英語ポスターを用いた英語発表会を実施した。１学期の後半に、英語でのポ
スター・スクリプトの作成を行い、夏休み中に英語科の教員による添削・指導を実施し
た。２学期前半で発表練習を実施した。優秀班を相互評価で選出した。
(d) 全校英語発表会「Scientific Research Presentation」
英語ポスター発表会での優秀班の口頭発表を体育館にて実施した。司会・質疑応答を
含めオールイングリッシュで行った。
《優秀班発表テーマ》
「Study Of Biodiversity ~Distribution of Native Species~ 」
「Arttificial-Muscle with Common Items & Framework Made of LEGO Ⓡ 」
「Now LED Becomes Hotter and Hotter!! 」
「The Enzymes of Pineapple ~a role of the pineapple in cooking~ 」
「ASUKE MAP 」
「Why do rice cake grow big? ~let’s make mangamochi~ 」
「The Future of Biomass 」
「The Process Skill and Application of Purikura 」
「What can we do to sustain fishing industry? 」
「The influence of the water pollution on living creatures ~The limit of
planarian~ 」
「What is Solar power generation’s place? 」
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(ｴ) 結果
「ＥＳＤⅠ」では、第２学年で実施する課題研究に向けて、その基礎となる「科学的、論
理的思考の方法」「課題探求能力」「プレゼンテーション能力」の育成を目標とした。科学
的思考のトレーニングでは主に論理的にものごとを考える方法を学び、資料からデータ、情
報を読み取り、論理的思考力・分析力を高めた。プレ課題研究では「ＳＳ理科Ⅰ」と連動し
た協調的問題解決型の探究活動を実施した。科学コミュニケーションでは興味のある科学技
術や社会問題についてまとめ、ポスターにして発表することで、プレゼンテーション能力の
向上を目指した。生徒の意識調査では「ＥＳＤⅠを通して科学的・論理的な思考力が高まっ
た、やや高まった」と答えた生徒が約80％、であった。これらの結果から、ものごとを論理
的に考え、自らの意見を述べ、主体的に探究しようとする態度の養成において大きな効果が
あったことがわかる。
理系の「ＥＳＤⅡ」では、１年間を通して、主体的・協調的に理科課題研究を実施できた。
１回あたりの研究時間を確保するために教科「ＳＳ物理、ＳＳ化学、ＳＳ生物」との２時間
連続授業を年間10回程度行った。また、ポスターの作成に関しては教科「情報の科学」の授
業においても指導を行った。他教科との連携は生徒への適切な助言につながるため、今後も
継続発展する予定である。行動調査の結果では、
「未習分野の自主学習を行った生徒」が71.2％、
「授業以外での研究・準備を行った生徒」が94.9％であった。この結果から、課題研究が生
徒の主体的・共働的な学びを引き出すうえで、大きな成果を挙げていることがわかる。また、
論文の評価方法としてルーブリックを用いて、評価の観点を明確にすることで、論文作成時
の留意事項が明確になり、昨年度と比較して論文の質が向上したと実感している。来年度の
課題は、研究活動中の様子を評価するためのパフォーマンス評価方法の開発、ポスター用ルー
ブリックの開発、及び３年間の探究活動全体のルーブリックの開発である。
文系の「ＥＳＤⅡ」では、昨年度の反省を活かし、課題研究のスケジュール見直しと研究
テーマの変更を行った。また、実施に当たって教員間の連携を密にするため、適宜進行状況
の確認を行う情報交換会を行うこととした。多くの教員同士の協力体制が整い、スムーズな
プログラムの実施ができた。次に示す表は、レポート提出時の生徒（161名）の自己評価アン
ケートをまとめたものである。
大変当ては
まる

やや当ては
まる

あまり当て
はまらない

当てはまら
ない

29.2%
55.3%
14.9%
0.6%
仲間と協力して問題 解決する力が 向上した
30.4%
55.3%
12.4%
1.9%
計画を立て、根気よ く実行する能 力が向上した 。
23.6%
39.8%
34.8%
1.9%
調査・研究方法が身 に付いた。
32.3%
50.3%
14.3%
2.5%
課題研究を進める上 でルーブリッ クを確認した 。
21.7%
42.2%
26.7%
9.3%
また、「教科書・一般書籍を使って学習した」という問いに対し、96.9％の生徒が、「授
業時間外に研究の準備や学習を行った」という問いに対し97.5％の生徒がそれぞれ「はい」
と答えている。これらの結果から、課題研究を通して、生徒の問題発見解決能力や主体性、
協調性が向上したと考えられる。これに加えて、大学などの研究機関・企業等の外部機関と
関わって研究を実施した生徒の割合が約60％であったことも本年度の大きな特徴として挙げ
ることができる。外部と連携しながら研究することは、今後の高校生に求められることであ
ると考えられ、高く評価できる。また、文系でありながら、理系的な実験に挑戦した班が数
班あったことも特筆すべきことである。
今年度最大の改良はルーブリックを示し、自己評価・相互評価・教員評価を実施したこと
である。ルーブリックによって評価される観点が明確になり、その達成に向けた行動が起こ
しやすかったという生徒がいる一方で、ルーブリックの狙いを十分に生かしきれていないグ
ループも見受けられた。これは生徒アンケートでも同様の傾向が見受けられた。この点につ
いては来年度に向けた課題である。
研究に主体的に参加 できた。
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「ＥＳＤⅢ」では、 課題研究を長期に渡って実施していく中で、さまざまな生徒の変容が
見られた。３年次では発表の機会を通して、共働的問題解決能力、論理的思考力、国際コミュ
ニケーション能力や表現力などの有用性を実感したと振り返る生徒が非常に多かった。発表
会はポスターセッション形式で実施したため、学年を越えた交流の場として質疑応答を含め
て活発なものとなった。さらに、約４分の１の生徒には優秀班として全校の前で発表する機
会を設定することができ、口頭発表という新たな目標に向け、発表準備をしていく中で班の
団結力もより高まり、生徒にとって充実したものとなった。優秀班の生徒はアンケート結果
も肯定的意見が多く、このような機会の大切さが確認できている。課題としては、発表会の
聞き手にあたる１・２年生の事前指導が不十分だった点が挙げられる。アンケート結果から
も、「どんな質問をすれば良いか分からない」と回答する生徒が多かった。今年度は１・２
年生のＳＳＨ委員に対する事前指導のみであったので、来年度以降はポスターセッション前
に、ポスターの見方や望ましい質問例などを事前に確認しておきたい。プレゼンテーション
の発表方法はよく工夫されていたが、研究内容が十分とは言えない班もあり、本来の研究の
質の向上は継続した課題である。論文作成を視野にいれ、何を検証していけば良いのか考え
させながら研究を指導していく必要がある。
イ

サイエンスデー（ポスターセッション・サイエンスマッチ）
(ｱ) 指導目標
昨年度のＥＳＤⅡで行った研究成果を他者に説明する活動を通して、研究内容を分かりや
すく伝える力を養う。１・２年生は、先輩の研究内容を聞くことを通して自身の課題研究へ
のイメージを確固としたものにする。また、１・２年生は、理科・数学・探究活動・科学英
語などの各分野に関する競技を通して、他者と協力して問題解決を行うことの有用性を実感
させる。
(ｲ) 実施要項
実施日時 平成２７年６月８日（月）１２：４５～１６：１０
実施会場 【Ａ】ポスターセッション
本校体育館
【Ｂ】サイエンスマッチ
理科実験室、特別教室
内
容 【Ａ】ポスターセッション（３年生の発表を１、２年生が聴講する）
３年生が昨年度の｢ＥＳＤⅡ｣で課題研究に取り組んだ成果を後輩に伝える場と
する。体育館に約１００枚のポスターを掲示し、訪れた１、２年生に３年生がコ
ミュニケーションを取りながら研究内容や成果を発表する。また、ＳＳ部等の研
究発表も合わせて行う。

課題研究全校ポスターセッション

【Ｂ】刈谷高校サイエンスマッチ（１、２年生のみ、学年ごと）
理科・数学・探究活動・科学英語など10の競技に３～５名のチームで参加する。
各競技で順位を決め点数化し、合計得点でクラス対抗戦を行う。競技科目と主な
内容を以下の表に示す。
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科

目

物理 A

物理 B

化学 A
化学 B
生物 A
生物 B
数学 A
数学 B
探究
活動
科学
英語

タイトル

主

『エッグドロップコン

校舎３階から落下させる卵を保護するためのプロテクターを紙
で作り上げ、落下後の割れ具合と着地点を競い合う

テスト』
『筆記競技』
『分子模型から構造を
探る』

な

内

容

ニュートンの運動の法則についての会話文から法則の真相に迫
る
ガラス細工水飲み鳥の運動の仕組みについて考えるなど５題
炭化水素について分子模型を利用して、様々な結合の構造式を見
つけ出す

入浴剤の原材料に関する成分について
ベーキングパウダーの化学反応に関する調査についてなど３題
校庭に植えられた 15 種類の樹木試料について、植物図鑑と検索
『植物の同定』
表を駆使しながら、同定や分類、スケッチなどを行う
生物学全般に渡る考察問題や生物多様性に関する問題に対して、
『筆記競技』
グループで協力しながら資料集を利用して取り組む
正八面体を作成し、一辺が同じ長さの正方形の穴を通過できる理
『正多面体と穴の考察』
由を見つけ出す
３つの紙コップの中からひとつの当たりを選ぶために、最初の選
『確率に関する考察』
択を変えた方がよいか、変えない方がよいかを考察する
『筆記競技』

『火起こしの科学』

木片と木の棒を利用して火をおこすための要素について実験を
しながら見つけ出し、そのタイムとレポートで競い合う

『The Road of ORIGAMI』

英文で書かれた折り紙の説明や作り方を理解して、折り紙を知ら
ない人へ説明するポスターを英文で作り上げる

正多面体と穴の考察

火起こしの科学

(ｴ) 結果
ポスターセッションでは、９７枚のポスターが掲示された体育館は熱気にあふれ、訪
れた後輩たちに研究成果を熱心に説明する姿が印象的であった。説明を受けた生徒や教
職員は『Good Job!シール』にコメントを記入して、評価とした。３年生の発表者は、研
究内容やポスターの表現だけでなく、実演を交えるなど工夫を凝らし主体的に取り組ん
でおり、アンケートにも現われている。
《３年生》 ポスターセッションを通して、
①
②
③
④
主体的に参加できた。

33%

54%

12%

1%

研究内容を分かりやすく伝える力が向上した。

18%

65%

15%

1%

コミュニケーション能力や表現する力が高まった。

14%

60%

24%

2%

自身の研究に対する理解が深まった。

26%

53%

19%

2%

自身の研究の課題を見いだすことができた。

25%

54%

20%

2%

自身の研究の意義を聴衆に伝えることができた。

13%

55%

31%

1%
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質問に対しての的確な回答を行うことができた。

12%

46%

38%

4%

仲間と協力し課題解の有用性を実感できた。

33%

53%

13%

1%

16%

57%

23%

4%

科学やＥＳＤに対する興味関心が高まった。
①大変当てはまる

②やや当てはまる

③あまり当てはまらない

④全く当てはまらない

《１・２年生》

１年生

２年生

ポスターセッションに参加して（において）、

①

②

③

④

①

②

③

④

自分の研究についてイメージを持てるようになった。

21%

61%

16%

2%

13%

66%

17%

3%

自分の研究についての意欲が高まった。

25%

56%

17%

2%

10%

61%

25%

3%

自分の研究のテーマについてヒントが得られた。

22%

50%

24%

4%

13%

50%

31%

6%

科学やＥＳＤに対する興味関心が高まった。

22%

54%

22%

2%

10%

58%

28%

4%

コミュニケーション能力や表現力が高まった。

8%

27%

54%

12%

4%

27%

55%

14%

的確な質問を行うことができた。

3%

10%

34%

52%

5%

12%

35%

48%

サイエンスマッチに参加して（において）

①

②

③

④

①

②

③

④

仲間と協力し課題を解決する楽しさを味わえた。

60%

36%

3%

1%

44%

45%

9%

2%

仲間と協力し課題を解決する有用性を実感できた。

52%

41%

6%

1%

35%

51%

12%

2%

科学に対する興味関心が高まった。

26%

51%

20%

3%

13%

50%

29%

8%

知識を応用する大切さを実感できた。

39%

48%

12%

1%

21%

54%

21%

4%

上させるのに有効だと思いますか。

①

②

③

④

①

②

③

④

主体的に学ぶ力

37%

51%

10%

1%

26%

58%

14%

2%

コミュニケーション能力

50%

38%

11%

1%

33%

52%

13%

2%

表現力

45%

41%

12%

2%

24%

56%

17%

2%

判断力

49%

41%

10%

0%

28%

56%

14%

1%

問題を発見する力

47%

42%

11%

0%

33%

52%

13%

3%

問題を解決する力

62%

34%

4%

0%

41%

49%

10%

1%

論理的に考える力

59%

34%

6%

0%

39%

50%

10%

1%

知識を活用する力

62%

34%

4%

1%

42%

47%

10%

1%

刈高サイエンスマッチのような探究活動は、次の力を向

①大変当てはまる

ウ

②やや当てはまる

③あまり当てはまらない

④全く当てはまらない

学校設定科目「ＳＳ公民」
(ｱ) 指導目標
課題探究学習を行い、「豊かで持続可能な社会」を形成していくためにどのような貢献が
できるのか考えさせる。また、グループ学習を通してその理解を深化させ、参加する態度や
問題解決能力、プレゼンテーション能力の育成を図る。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＳＳ公民 第１学年全クラス
２単位
400名
(ｳ) 指導方法
学期ごとに政治や経済、国際のジャンルからテーマを設定し、争点を整理した上で、ＫＪ
法やランキング法などの思考方法を活用し、多面的・多角的な観点から現代社会の諸課題に
ついて探究活動を行った。その際には特に、「生徒自身が豊かで持続可能な社会の形成者で
ある」という視点を必ず設けて指導した。また、探究活動の成果発表を行い、プレゼンテー
ション能力や情報活用能力の涵養を図った。
【2015年度のテーマ例】
○ 持続可能な日本にするための「財政」
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○
○
教

南北問題を解決するためのプログラムを考える
原子力発電と新エネルギー

科

公民

科目名

ＳＳ公民

対象生徒

第１学年

単位数

２単位

目

人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会
と人間についての理解を深めさせ、現代社会の基本的な問題について主体的に考
察し公正に判断するとともに自ら人間としての在り方生き方について考察する力
の基礎を養い、良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。
現代社会の諸問題を総合的・多角的に捉えると共に、「豊かで持続可能な社会」
について関心をもち、理解を深化させ、「豊かで持続可能な社会」に参加する態
度や問題解決能力の育成を図る。

標

使用教材
指導計画
１学期

高校現代社会（実教出版）、最新図説現社（浜島書店）
１

２

３

２学期

３学期

変

容
と

406名

指導内容（時間数）
現代社会の諸課題（2）
地球規模の諸課題
「持続可能な社会」をめざして
ミニ探求１
現代の経済社会と政府の役割
（10）
市場機構の仕組み
財政・金融
ミニ探求２
経済活動のあり方と国民福祉
（10）
日本経済の歩み
労働問題と雇用・社会保障
国際政治・経済の動向（20）
国際社会の成立と変容
国際経済のしくみ
地域経済統合と新興国の動向
南北問題とｴﾈﾙｷﾞｰ・環境問題
ミニ探求３
現代の国家と憲法（12）
民主政治の発展と政治体制
人権保障と裁判所・政治機構
選挙と政党、地方自治
ミニ探求４
科学技術の発達と生命倫理（4）
ミニ探求５

取
組
・「ESD（豊かで持続可能な社会）」と
いう概念を理解する。
・地球規模での諸課題にどのような
問題があるのか、またその問題の関
連性を学ぶ。
・経済学の基礎的な理論を学ぶ
・「持続可能性」の観点から日本の財
政問題を考える。

・現代日本が抱える労働・社会保障の
問題について、諸資料を分析し、個
人・企業・政府などの視点から、多
角的にその問題の解決策を考える。
４
・国際政治の変容や国際機構のしく
み、為替・国際収支などの経済理論
を学ぶ。
・「持続可能な社会」という観点から、
南北問題やエネルギー問題、地球環
境問題等に対しての対応策をまと
５
める。
・「法の支配」などの基本概念と政治
体制を理解する。
・政党のマニフェストの分析を通し
て、日本の諸問題の解決の方向性を
６
考察する。
・科学技術の発展とそこから生じる
課題について学ぶ。
・脳死による臓器移植について、多様
７ 持続可能な社会をめざして
な資料を踏まえ、自分の考えをレ
探求学習
ポートに表す。
・１年間の学習のまとめとして、現代
日本・世界の課題を１つ取り上げ、
それに関するレポートをこれまで
の学習内容を活かして作成する。
ミニ討論の授業形態をとったことで、生徒が積極的に議論し、自分の考えを述
べようとする姿勢が多く見られるようになった。また、ミニレポートの内容を見
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考

察

ると多面的・多角的に記述できる生徒が増加したと感じられた。授業内容に興味
関心をもつ生徒が増加した。

(ｴ) 結果
2016年1月に実施した生徒の授業アンケートの結果は以下の通りである。
（数値は、当てはまる・やや当てはまるという回答をした人の割合）
項目

昨年比

現代社会に関する関心が高まった。

93％

±0％

多面的・多角的に物事を考えることができた。

72％

-3％

必要な資料を収集し、分析ができた。

75％

-3％

現代社会の課題や問題点について理解が深まった。

84％

+2％

自分自身がゆたかで持続可能な社会の形成者であるとい
う認識が強まった。

92％

+2％

《自由記述（抜粋）》
・世界の諸問題を解決するためにはまずは行動することが必要。
・個人／政府だけでなく企業やNPOといった主体から政治・経済を考えていく観点が重要
だと思う。
・理想はもちろん大事だが「実現可能性」という視点を意識するようになった。
・グループ討議が楽しかった。もっと積極的に取り入れてほしい。
昨年度と比して、各項目間の解答の割合にそれほどの変化は無かった。以上の結果から、
ＳＳ公民の学習を通して、生徒たちは「豊かで持続可能な社会の形成者」という認識を深め、
現代社会のさまざまな課題を理解しながら、その解決に向けて多面的・多角的に考えること
ができたと考える。また、自由記述欄を見ると、昨年度より時事的な内容について興味・関
心をもつ生徒が増加したように感じられた。

研究開発３

国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程

(1) 仮説
英国イートン校との交流、オーストラリア研修及び英語研修を充実させることによって、生徒
の国際的な視野を広げるとともに、国際的なコミュニケーション能力を高めることができる。ま
た、地球規模の視野で科学技術の発展や環境問題を捉えさせ、国際世界の中でリーダーとして活
躍できる人材を育成できる。
(2) 内容
ア 学校設定科目「ＳＳ英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」
(ｱ) 指導目標
科学的な内容の英文を生徒に示し、それに関する知識を深め興味をもたせる。さらに、生
徒自身で関連した内容について調べ、英語で発表する能力を付けさせることで、問題意識を
もって他者と積極的に交わり自分の考えを発信できる資質を養う。
(ｲ) 教育課程上の位置付け
ＳＳ英語Ⅰ 第１学年全クラス
406名
４単位
ＳＳ英語Ⅱ 第２学年全クラス
396名
３単位
ＳＳ英語Ⅲ 第３学年全クラス
362名
４単位
(ｳ) 指導方法
先端的な科学技術や環境問題を扱った英文に触れ、その内容に対する関心を高めることで
科学英語の用語や表現に慣れさせた。また、テーマに関連した事柄について各自で調べ英語
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で発表させることで、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力の向上に努めた。
ａ ＳＳ英語Ⅰ
教科書やインターネットの記事を利用し、科学的な内容の英文を扱い、基礎的な英語力
の定着を図った。また、英会話のテストや題材に関連した質問に対する自分の答えをクラ
スの前で発表させるパフォーマンステストを行い、英語力の向上とプレゼンテーションの
基礎が習得できるように図った。
さらに、アメリカオンライン科学雑誌「Science Explorer(南雲堂)」を使用して、興味
ある題材について詳しく調べさせ、クラスの前で発表させた。プレゼンテーションは個人
による発表とし、内容と語句、図案や資料については、事前に個別指導を行った。また一
方的に伝えて終わるのではなく、簡単な質疑応答まで英語でできることを目標とした。人
前で一定量の英語を話す経験を積むことで、今後継続的に行っていくプレゼンテーション
に対する意識付けができた。
教

科

英語

科目名

単位数

４単位

目

英語の４技能（読む・書く・聞く・話す）をバランスよく育成し、主体的に自分の
意見を表明するための基礎力の育成を図る。

標

使用教材
指導計画
１学期

第１学年

406名

PRO-VISION English CommunicationⅠ、Science Explorer
指導内容（時間数）
4月

5月

6月

7月

２学期

対象生徒

ＳＳ英語Ⅰ

"The Power to Survive"
テーマ「人生」(6)

"The Sky's Your Only Limit"
テーマ「人権」(6)
"Chocolate:A Story of Dark and
Light"
テーマ「文化・社会構造」(6)
"Chirori-from Stray to Therapy
Dog"
テーマ「生命」(6)

"Talking Plants"
テーマ「植物」(6)

9月

10月

11月

"Old but New"
テーマ「日本文化」(6)
"The Power of Music to Change
Young lives"
テーマ「国際理解」(6)
"Be the Hope for the Next
Generation"
テーマ「人生」(6)
"Your Chance To Make Contact
With Aliens "

- 50 -

取

組

・ペアやグループで英問英答を
行う。自分の考えや経験を４０
語程度の英語で表現し、伝える
ことができる。
・ペアやグループで本文音読を
行う。本文の内容を英語で要約
する。
・調べたことや分かったことを
元に、世界の問題について意見
を述べることができる。
・動植物界のコミュニケーショ
ンについて確かな情報源を元
に、効果的なプレゼンテーショ
ンを行うことができる。
・本文の内容を英語で要約し、本
文の内容に関してディスカッ
ションを行う。
・本文の内容を英語で要約する。
・日本や世界のユニークな教育
システムについて調べ、クラス
メートに紹介する。
・ペアやグループで英問英答や
本文音読を行う。本文の内容を
英語で要約する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。

12月

３学期

1月

2月

3月
変

容
と

考

察

テーマ「科学技術・宇宙」
"Volcanoes Are Dangerous Sources
Of Energy"
テーマ「新エネルギー」
“Self-cleaning clothes”
テーマ「科学技術・化学」
“Wet-dog physics”
テーマ「物理・生物」
“Hot technology”
テーマ「科学技術・発電装置」
“Elephant songs”
テーマ「生物の鳴き声」
“The origin of mummies”
テーマ「生物・人体」
“Tracing a gem's origin”
テーマ「科学技術・鑑定技術」

・自分で調べたことを人前で発
表する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。
・自分で調べたことを人前で発
表する。

入学以前は非常に限られた語彙力や読解力、発信力しか有していなかった生徒
が、地道な演習を重ねて、少しずつ英文を正しく理解し、それに対する自分の意見
の発信や、自分自身による更なる調査等ができるようになった。

ｂ

ＳＳ英語Ⅱ
教科書を用いて、英語によるエッセイ作成やプレゼンテーションに繋がる英語力の養成
を図った。科学的な内容については、ペアワークやグループワークを授業の中心に据え、
生徒相互による内容説明や意見交換、意見発表を行った。また、
昨年度に引き続き、
「Science
Explorer(南雲堂)」を補助教材として使用し、睡眠やレーザー、脳神経、珊瑚と海藻の関
係など、高度な科学技術に関する内容を扱った。内容理解の後、個人やペア、グループに
よるプレゼンテーションを行った。原稿や図は、事前に教員が指導や添削を行い、プレゼ
ンテーションについては、教員が評価するとともに、生徒にも相互評価をさせた。次年度
は、これらのプレゼンテーションに加え、発表後の質疑応答をより充実させることを目標
にして、指導を行いたい。

教

科

英語

科目名

単位数

３単位

目

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成すると
ともに、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする基礎的な能力を
養う。また、科学に関する文章を理解し、科学分野の発表ができる能力を養う。

標

使用教材
指導計画
１学期

対象生徒

ＳＳ英語Ⅱ
第２学年

396名

PRO-VISION English CommunicationⅡ、Science Explorer
指導内容（時間数）
4月

5月

6月

"An Abundant Well That Never Runs
Dry"
テーマ「日本文化」(6)
"Are You Really a Sloth?"
テーマ「共生」(4)
"Designed to Change the World"
テーマ「デザイン」(6)
"Costs of missing sleep"
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取

組

・日本文化に関する考えを４０
語程度の英語で表現し、伝える
ことができる
・ペアやグループで本文音読を
行う。本文の内容を英語で要約
する。
・様々な物のデザインについて
調べたことを、英語で表現する
ことができる。
・睡眠の仕組みについて理解し、

テーマ「睡眠」(4)
7月

プレゼンテーションを行うこ
とができる。
・レーザーの仕組みについて理
解し、プレゼンテーションを行
うことができる。
・本文の内容に関して、英語を用
いて自分の言葉で伝えること
ができる。
・発酵に関して調べたことを英
語でクラスメートに紹介する
ことができる。

"Lasers of a feather"
テーマ「レーザー」(4)

２学期
9月

"The Story of the Teddy Bear"
テーマ「文化」(4)
"The Miracle of Fermantation"
テーマ「発酵」(6)

10月

11月

"Shedding Tears for My Patients"
テーマ「医療」(4)
"Paralyzed rats walk again"
テーマ「医療技術」(4)

３学期

12月

容
と

考

察

get

fishy

1月

"Finding the Real Santa Clause"
テーマ「現代の習慣」(6)

2月

"The Underground Reporters"
テーマ「戦争」(6)
"Is the Internet Making
Stupid?"
テーマ「インターネット」(4)
"Mammals feel the heat"
テーマ「地球温暖化」(4)

3月

変

"Threatened
coral
rescue"
「環境保護」(4)

Us

・医療について調べ、それについ
て自らの気持ちを英語で表現
することができる。ｈ
・医療技術に関する内容を理解
し、英語で発表することができ
る。
・環境問題について調べ、人前で
発表することができる。
・異文化におけるサンタクロー
スについて理解し、違いを説明
することができる。
・戦争について、自分の言葉で発
表することができる。
・インターネットについて自分
で調べたことを人前で発表す
ることができる。
・地球温暖化について、自分で調
べたことを人前で発表するこ
とができる。

１年次に比べ、英文を正しく理解する能力が身に付いた。また、語彙力や表現力
も増しており、それらに基づいて、意見発表やプレゼンテーションを的確に行う
ことができるようになった。

ｃ

ＳＳ英語Ⅲ
科学技術をテーマとして扱った「First Steps to SciTech English」を主要な教材にし
た。内容に関連して、循環型社会、都市のヒートアイランド、医療、科学する心の領域を
中心に学習を行った。一定期間同じテーマについて考えさせたあと、さらに発展的に内容
を掘り下げて各自の調査結果を発表させた。一つの題材に４～８人程度が、毎回、図やイ
ラストなどを用いて聞き手に伝わるように発表した。３年間の成果として、相手を見て、
聞き手に伝わっているか確認しながら発表できるようになった。原稿は発表前に教員が添
削した。その他の教材の中にも多くの科学的な内容があり、科学的な文章の理解を養うの
に役立てた。

教

科

単位数

英語

科目名

４単位

対象生徒
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ＳＳ英語Ⅲ
第３学年

362名

目

標

使用教材
指導計画
１学期

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成すると
ともに、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする能力を養う。科
学分野の発表を行うだけでなく、質疑応答ができる能力も養う。
First Steps to SciTech English, Cutting Edge 3, Make Progress in English
Reading
指導内容（時間数）
4月

5月

6月

7月

9月

"Extinct Animals and DNA"
テーマ「絶滅種とDNA」(10)

"Habitable Zone"
テーマ「宇宙における生命の可能
性」(10)
"No Time to Waste"
テーマ「循環型社会の３R」(10)

"Cool Technology"
テーマ「アイランド現象」(4)
"Da Vinch Heart"
テーマ「先端医療」(10)

２学期
10月

11月

３学期

12月

1月

2月
変

容
と

考

察

"Scientists Ask ”Why"
テーマ「科学する心」(10)
"Concentrations of CO2"
テーマ「二酸化炭素濃度」(10)
"Onkalo"
「オンカロ」(6)
"Difficulties
in
Learning
Science
テーマ「科学を学ぶときの困難」
(8)
"Human Brain"
テーマ「人の脳」(6)

取

組

・絶滅種のDNAを利用し、絶滅種
を生き返らせることができるか
どうかを調べ、ペアワークで話
し合う。
・地球に似た命を宿す惑星が宇
宙にあるかどうかを調べ、グ
ループで話し合う。
・循環型社会を可能にする方策
について調べ、クラス全員の前
でプレゼンテーションを行う。
・都市を冷やす方策について調
べ、クラス全員の前でプレゼン
テーションを行う。
・様々な先端医療について 調
べ、クラス全員の前でプレゼン
テーションを行う。
・科学の目的について考え、ク
ラス全員の前でプレゼンテー
ションを行う。
・地球規模での二酸化炭素濃度
の上昇に関して調べ、ペアワー
クで話し合う。
・最終核廃棄物処理場に関して
調べ、グループで話し合う。
・特に子どもたちの科学理解に
関して調べ、ペアワークで話し
合う。
・人の脳の神秘に関して調べ、
グループで話し合う。

２年次に比べ、英文を正しく理解する能力が身に付いた。また、語彙力や表現
力も増しており、それらに基づいて、意見発表やプレゼンテーションを的確に行
うだけでなく、徐々に質疑応答ができるようになった。

(ｴ) 結果
第１学年は、教科書の幅広い題材についてまとめ、自分の意見を書く活動を通じ、英語を
使って主張を発信し、それに対する簡単な質疑をするための素地が形成できた。補助プリン
トや英問英答を通して、英文の論理展開を読み取り、それを書くことや話すことといった表
現活動に生かすことができた。加えて教科書の内容を超えた科学的な英文を読むことで、先
端科学技術や環境問題について知り、それらに対する関心は増した。改善点として、プレゼ
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ンテーションそのものの質的向上とそれに続く質疑の充実が挙げられる。効果的に聴衆を惹
きつけるプレゼンテーション実施には、原稿が優れているだけでは不十分であり、伝える姿
勢や声のトーン、身振りなどの技術習得が不可欠である。さらに練習を積み、上達に結び付
けていきたい。
第２学年は、英文を読み、その内容を自らの言葉で説明する活動を行うことで、プレゼン
テーション能力の向上を図った。昨年度同様、テキストを難しく感じた生徒は多かったが、
英語で発表することで、内容を能動的に理解することができた。評価は、教員に加えて、生
徒による相互評価を取り入れた。発表後の質疑応答にも意欲的に取り組んでいた。
第３学年は、テキストを通じて先端科学技術、環境問題、科学する心についてより深く知
り、プレゼンテーションをすることでさらに理解度を深めることができた。プレゼンテーショ
ン後の質疑応答の時間を通して、発表者だけが活動するのではなく、聞き手側から新たな視
点が生まれ、さらに深い理解につながる疑問がもたらされることも見られた。評価について
は毎回評価シートを生徒に書かせ、フィードバックすることで意欲の向上につなげた。３年
生のプレゼンテーションの授業アンケートの結果は以下のとおりである。
（数字は肯定的な回答の人の割合）

イ

英語による発表をやって良かった。

文系97％、理系77％

プレゼンによって英語による表現能力が身に付いたと思う。

文系94％、理系66％

ＳＳ特別活動「SCI-TECH ENGLISH SEMINAR」
(ｱ) 指導目標
ネイティブスピーカーによる科学レクチャーや科学プレゼンテーションを通して、英語で
のコミュニケーション能力を高めるとともに、自然科学や社会問題についての認識を深め、
持続可能な社会の担い手として将来国際社会で活躍できる素養を育成する。平成28年３月実
施の「SCI-TECH AUSTRALIA TOUR」のためのトレーニングも兼ねる。
(ｲ) 指導内容
ａ 科学英語プレゼンテーション特別講座
英語による科学プレゼンテーションの技能を習得するための実践的な研修として実施し
た。英語でのプレゼンテーションを行う上でのポイントについて講義や実践実習を通して、
積極的に英語でコミュニケーションする態度及び英語プレゼンテーション技術の向上を
図った。
実施日時 平成28年１月17日（日）13:30～17:00
１月30日（土）9：00～12：00
２月７日（日）14:00～17:00（予定）
指導講師 １月17日 本校教員
１月30日 外部講師、本校教員
２月７日 外部講師、本校教員
参加生徒 ３月実施の「SCI-TECH AUSTRALIA TOUR」の参加者８名（２年生８名）
ｂ SCI-TECH ENGLISH LECTURE
日本の研究機関にポストドクターとして留学中の外国人研究者を本校に招き、研究内容
や研究に対する思について英語によるレクチャーを受けた。なお、本事業の実施にあたっ
てはＪＳＰＳのサイエンスダイアログを活用した。
(a) 第１回化学分野
「複合酸対触媒型ブレンステッド酸触媒の開発」
実施日時 平成27年６月12日（金）
講
師 中部大学総合工学研究所 Sukalyan BHADRA 博士
参加生徒 希望者15名（３年生１名、２年生12名、１年生２名）
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(b) 第１回生物学分野
「リプログラミングの論理的制御による神経細胞の作製」
実施日時 平成27年６月16日（火）
講
師 理化学研究所ライフサイエンス技術基盤
研究センター Joachim F LUGINBUEHL 博士
参加生徒 希望者19名（２年生５名、１年生14名）
講義するHoai T.NGUYEN博士
(c) 第２回生物学分野
「FtsZ阻害活性を基盤としたベトナム産植物中の抗生物質に関する研究」
実施日時 平成27年９月25日（金）
講
師 富山大学和漢医薬学総合研究所 Hoai T.NGUYEN博士
参加生徒 希望者31名（２年生12名、１年生19名）
(d) 第２回化学分野
「キラルなビス（トリアゾリウム）の創製と有機イオン対触媒としての応用」
実施日時 平成27年10月16日（金）
講
師 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 CORBETT、NM.T博士
参加生徒 希望者21名（２年生６名、１年生15名）
(e) 第３回生物学分野
「癌研究におけるシステム生物学の応用」
実施日時 平成27年11月10日（火）
講
師 京都大学大学院薬学研究科 Hsin-Yi CHANG 博士
参加生徒 希望者19名（２年生１名、１年生18名）
(f) 第３回物理学分野
「社会的コンテキストを考慮したヒューマノイドロボットの外観デザイン設計と行動
生成法」
実施日時 平成27年11月17日（火）
講
師 早稲田大学理工学術院 Gabriele TROVATO 博士
参加生徒 希望者28名（１年生28名）
ウ

ＳＳ特別活動「SCI-TECH AUSTRALIA TOUR」
(ｱ) 事業概要 オーストラリアの現地研究機関や大学で講義を受けたり、フィールドワークを
体験することで、地球規模での自然科学や社会問題についての認識を深め、持続発展可能な
社会の担い手として、将来国際社会で活躍できる素養を育成する。また、現地高校を訪問し、
科学をテーマにしたプレゼンテーション交流を行い、科学英語コミュニケーション能力を高
めるとともに、異なるバックグラウンドをもった人々と協働する態度を養う。
(ｲ) 実施日時 平成28年３月４日（金）～12日（土） ６泊９日
(ｳ) 実施場所 オーストラリア ブリスベン市
(ｴ) 参加生徒 第２学年希望者８名
(ｵ) 日
程
月日
訪問先等
現地時刻
行程
宿泊地（都市）
(曜)
（発着）
シンガポール航空(SQ671)
中部国際空港発
10：30
にてシンガポールへ
３/４
(金)
シンガポール着
16：50
シンガポール乗継、ブリス
シンガポール発
21：15
ベンへ(SQ235)
機内泊
午前
到着後、専用車でサニーバ
３/５
ブリスベン着
ンク州立高校へ
(土)
ホストファミリーと合流
ブリスベン
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午後
３/６
(日)
３/７
(月)

ブリスベン近郊

午後は各自で調査を実施
クイーンズランド工科大
学Cube訪問、リサーチ
サニーバンク州立高校に
て、サイエンス系科目の授
業に参加
サニーバンク州立高校に
て、サイエンス系科目の授
業に参加
ナッジービーチ環境教育
センター等にてフィール
ドワーク
クイーンズランド大学付
属 DNA 研 究 所 訪 問 、 レ ク
チャー受講及び実験を実
施
サニーバンク州立高校に
て、サイエンス系科目の授
業への参加
刈谷生と現地校生との 同
テーマによる研究発表・
ディスカッション
サニーバンク州立高校に
登校、ホストファミリーと
お別れ
専用車にて空港へ
シンガポール航空(SQ236)
にてシンガポールへ

終日

ブリスベン近郊
終日
ブリスベン近郊

３/８
(火)

午前

午後

ブリスベン近郊

終日

３/９
(水)
ブリスベン近郊
３/10
(木)

３/11
(金)

３/12
(土)

終日

ブリスベン近郊

午前

ブリスベン発

午後
14:40

シンガポール着
シンガポール発

20:40
01:20

(ホームステイ）
ブリスベン
(ホームステイ)
ブリスベン
(ホームステイ)

ブリスベン
(ホームステイ)

ブリスベン
(ホームステイ)
ブリスベン
(ホームステイ)

機内泊
シンガポール乗継、中部国
際空港へ
到着後、解散

中部国際空港着
08:40
(ｶ) 事前指導
本研修は、現地の高校生や研究施設で共同研修を行い、ディスカッションやプレゼンテー
ションの交流を行う。事前に実験指示書やプレゼンテーションの質疑応答に耐えうる英語力・
科学に関する基本的知識を身につける校内研修を実施した。
【事前研修】英語コミュニケーション ９時間、外国人講師による研修 ６時間
発表練習 ２回
(ｷ) 事後指導
プレゼンテーションは、各自が授業で取り組んでいる課題研究テーマで行い、帰国後は、
現地での研究成果をまとめ報告冊子を作成するとともに、平成28年度校内生徒成果発表会等
で発表する。今後も課題研究と海外研修を連動させて、海外研修の成果を多くの生徒に普及
還元する予定である。
エ

ＳＳＨ講演会
(ｱ) 指導目標
最前線で活躍する研究者の講演を聴き、先端科学技術に対する理解を深めるとともに、今
後の研究の展望を見据えて、進路意識や学習意欲の向上を図る。
(ｲ) 実施要項
実施日時 平成27年６月17日（水）13：30～14：50
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実施場所
参 加 者
講
師
演
題

愛知県立刈谷高等学校 体育館
全校生徒1、158名、教職員60名、保護者25名、来賓13名
計1、256名
堂免 一成 氏（東京大学大学院工学系研究科 教授）
「太陽エネルギーと水から水素をつくる～人工光合成を目指して」

講演会の様子

質問会

(ｳ) 講演内容
人類は産業革命以降、石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料を燃やして発生したエネルギー
を利用し、人間生活を送ってきた。これにより、地球の二酸化炭素量が年々、増加している。
この影響で、急速に地球の温暖化が進んだと唱える研究者は多い。
これをくい止めるため、堂免先生は太陽光エネルギーを利用し、水を水素と酸素に変える
研究を30年以上にわたって行っている。この研究は、化石燃料ではない新エネルギーの太陽
光を利用する点と二酸化炭素を排出しない点が優れている。しかも、赤外線、可視光、紫外
線のエネルギー領域の広い太陽光エネルギーをいかにむだなく、効率よく取り込み、水素エ
ネルギーに変換することもテーマとなっている。さらに、エネルギー効率を高めるために、
光触媒として、どの物質が良いかもテーマである。
地球の二酸化炭素量は、単年単位で、増減がある。これは、植物が活発に光合成を行う季
節に、二酸化炭素が減るためである。そのため、光触媒を利用し、人工光合成を行うことが
できれば、太陽光エネルギーと水から二酸化炭素を削減し、水素を作る技術の効率も高めら
れるので、この研究も若手研究者に継続してもらいたい。
(ｴ) 結果
〇生徒の感想（抜粋）
・難しい研究内容をわかりやすく説明していただき、将来、人工光合成の技術がいかに大
切かを理解できた。
・将来、海水から水素が効率良く、作り出せるようになることを期待したい。
・科学技術により、地球環境を大きく改善できることが理解できた。
○保護者、来賓（学校評議員、刈谷市内中学校教員、県立高校教員）の感想（抜粋）
・身近なことに関する内容で、深く考えるきっかけとなる興味深い講演内容でした。水素
スタンドを目にすると、今日の講演を思い出すと思います。
・実際にその研究に携わった方から最先端の日本の科学技術に触れることができ、生徒に
とって良い刺激になったと思う。

研究開発４

大学等の研究機関や企業との連携事業

(1) 仮説
大学等の研究機関や企業と連携した活動により、生徒の自然科学や環境に対する興味・関心を
高めるとともに、探究活動を通した問題解決能力を高めることができる。
(2) 内容
ア 高大連携特別研究
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(ｱ) 指導目標
大学の研究室で最先端の研究実験を体験することで先端科学技術についての興味関心を喚
起するとともに、科学技術の発展に貢献する意識と、問題解決能力をはじめとした研究者と
して必要な素養を身に付ける。
(ｲ) 方法
ａ 東京大学特別研究
研究概要 大学の研究室に生徒を１週間配属し、大学教員やＴＡの指導のもと、大学院
生と同じ研究室で生活をともにして、探究活動を行う。夜間は本校教員の指導
により、事後学習及びレポート作成を行った。
実施期日 平成27年８月３日(月)～８月８日(土) (５泊６日)
実施場所 東京大学大学院医学系研究科疾患生命センター
指導講師 牛田 多加志 教授（再生医療工学部門）
参加生徒 希望者４名（２年生３名、３年生１名）
研究内容 ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞は再生医療への応用が期待されているが、成熟細胞に
分化される仕組みにおいて、化学的刺激だけでなく物理的刺激が筋芽細胞に与
える影響について検証するため、骨格筋をモデルに細胞の分化に関する遺伝子
の発現の定量を行った。
① ガイダンス
② マウス筋芽細胞の観察
③ 無菌操作、細胞継代、播種
④ ＲＮＡ抽出
⑤ ｃＤＮＡ合成
⑥ 遺伝子の増幅（ＰＣＲ法）
⑦ 培養細胞の観察
⑧ 電気泳動データ解析

ｂ

名古屋大学特別研究
研究概要 １日目は各自が持ち寄った植物試料から抽出したＤＮＡのルビスコのＰＣＲ
処理及び塩基配列の解析を行うための前処理を、２日目は塩基配列の解析結果
をもとに、系統関係にに関するディスカッションとＰＣを用いた系統樹の作成
法に関する実習を行った。
実施期日 平成27年８月５日（水）、８月27日（木）
実施場所 名古屋大学遺伝子実験施設
名古屋市千種区不老町
指導講師 名古屋大学遺伝子実験施設 杉田 護 教授 他
参加生徒 希望者15名（１年生10名 ２年生４名 ３年生１名）
研修内容 ① 事前指導（校内）・マイクロピペット等の器具の使用法に関する研修
・蛍光遺伝子の大腸菌への導入（遺伝子組換え実験）
・PCR法及び電気泳動法を用いたコメの遺伝子解析
② 研修１日目
・植物試料からの遺伝子抽出及びルビスコ遺伝子のＰ
ＣＲ処理
・アガロースゲル電気泳動法による遺伝子増幅の確認
研修２日目
・ＤＮＡシークエンサーによる解析結果からいえる系
統関係に関するディスカッション、ＰＣを用いての
分子系統樹作成
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(ｳ) 結果
東京大学特別研究では、「大学生や大学院生と一緒に生活をしながら、細胞の分化の仕組
みを解明する実験を行ったことで、学問への取組やこれからの学習に対する姿勢が変わった」
「学校での勉強と異なり、答えのない問題に対し、自分たちでディスカッションし、考察す
ることはとても楽しく有意義であり、視野が広がった」という感想が参加生徒全員の口から
出た。このことから、本研修は最先端の研究の一端に触れ、グループでディスカッションな
どを通して、問題解決能力を育成し、研究者としての姿勢を学ぶ良い機会になったと考える。
名古屋大学特別研究には第１学年から第３学年までの生徒15名が参加した。参加生徒の中
には物理選択者や文系進学希望者もいたが、校内特別講座での事前研修に加え、講師の先生
やＴＡの方からの丁寧な指導により、順調に実験や探究を行うことができた。ＴＡの一人は
本校の卒業生で、かつて同特別研究に参加しており、１つの実験を通して深く生物学を体験
できたことは、発展的内容の理解だけでなく、将来の進路を考えるうえでも非常に良い機会
となっている。
イ

ＳＳ特別活動「施設訪問研修」
(ｱ) 指導目標
先端科学技術に携わる企業や研究機関での、研究者からの講義や施設見学を通して、先端
科学技術に対する理解の深化や幅広い見識を身に付ける。
(ｲ) 内容
ａ 再生医療企業訪問
研修概要 人工培養表皮や人工培養軟骨等の研究開発で再生医療分野をリードするベン
チャー企業である(株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（Ｊ－ＴＥＣ）
を訪問した。ｉＰＳ細胞など再生医療が注目される中、地元にある最先端企業
で働く研究開発担当者の講義や大学進学に向けた話は、研究者を志す生徒に大
変参考になる機会となった。を受けた後、人工培養表皮等を用いた実習を行っ
た。
実施日時 平成27年７月29日（水）
実施場所 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング （愛知県蒲郡市）
参加生徒 希望者11名（１年生３名 ２年生６名 ３年生２名）
実施内容 再生医療に関する講義
培養表皮、培養軟骨の観察・体験
質疑応答など研究者との交流
ｂ つくばサイエンスツアー
実施期日 平成27年８月24日（月）～26日（水）２泊３日
実施場所 下記訪問施設
参加生徒 希望者22名（１年生12名 ２年生10名）
研修内容 ① 事前指導 見学施設についての調べ学習
② 研修１日目 ・(独)物質・材料研究機構 (NIMS)
・(独)農業環境技術研究所
③ 研修２日目 ・(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)筑波宇宙センター
・(独)高エネルギー加速器研究機構
・(株)サイバーダイン
④ 研修３日目 ・(独)産業技術総合研究所サイエンス・スクエアつくば
・(独)地質標本館（茨城県つくば市東1-1-1 ）
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全長600ｍ線形加速器の見学

生分解性プラスチックの酵素分解実習

展示ＨⅡロケットの前で記念撮影

４億年前の岩石に学ぶ

(ｳ) 結果
(株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングの訪問では、これまであまり実感できなかっ
た再生医療研究の現場を体感することで、再生医療の可能性と課題について驚きを持って興
味関心を高めた。とりわけ国の認可に10年かかることや再生医療研究に様々な学部学科出身
者が係わっていることを認識できたことは職業選択に向けたキャリア教育にもなった。
つくばサイエンスツアーでは、すべての施設で研究員から直接熱の入った講義や説明を受
け、質疑応答も積極的に行われた。理系や理系志望の生徒だけでなく、文系の生徒も参加し
ており、本校ＳＳＨ事業の取組が理系生徒の進路選択だけでなく、多くの生徒の生き方・考
え方に影響を与えていることを実感できる研修となった。
《再生医療企業訪問者アンケート》 （カッコ内は昨年度、重点枠で実施、他校生も参加）
Ｊ－ＴＥＣ訪問研修
集計総数 22名（35名）

全くそう
だと思う

そうだと
思う

そう思わ
ない

全くそう
思わない

内容は理解できた

18 (5)％

73 (55)％

9 (35)％

0 (5)％

科学について興味・関心が高まった

64 (30)％

36 (70)％

0 (0)％

0 (0)％

見学の内容について興味が持てた

73 (85)％

27 (15)％

0 (0)％

0 (0)％

見学した内容をさらに学習したい

45 (60)％

55 (40)％

0 (0)％

0 (0)％

《研修終了後参加者アンケート》

（カッコ内は昨年度）

つくばサイエンスツアー、
集計総数 22名（35名）

全くそう
だと思う

そうだと
思う

そう思わ
ない

全くそう
思わない

内容は理解できた

16 (13)％

64 (27)％

18 (52)％

2 (8)％

科学について興味・関心が高まった

43 (17)％

38 (72)％

18 (11)％

1 (0)％

見学の内容について興味が持てた

46 (40)％

30 (56)％

23 (4)％

1 (0)％

見学した内容をさらに学習したい

32 (48)％

36 (46)％

31 (7)％

1 (0)％
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ウ

ＳＳ特別活動「ＳＳ校内特別講座」
(ｱ) 指導目標
発展的な実験やまとまった時間が必要な講義については、特別講座として実施することで
多くの生徒に先端科学技術に対する理解と幅広い見識を身につける機会とする。あわせて、
本校教員の指導力の一層の向上を目指す。
(ｲ) 内容
ａ 化学分野 クロスカップリング反応
講座概要 ノーベル化学賞を受賞された鈴木章博士と根岸栄一博士の「鈴木-宮浦カッ
プリング反応」について、講義と実験を行った。講義は反応の機構や有用性を
解説し、実用化されている応用例を紹介した。実験はp－ブロモ安息香酸とフェ
ニルボロン酸を、パラジウム触媒を用いてクロスカップリング反応させた。さ
らに、生成物を再結晶により結晶として回収して観察した。
実施日時 平成27年7月24日（金） 13:30 ～ 16:00
実施場所 本校化学教室
参加生徒 希望者８名（２年生３名、１年生５名）
結
果 生徒は１名または２名のペアで、実験に積極的に取り組んでいた。講座後の
生徒の感想では、「研究成果の意義が概ね理解でき、科学について興味・関心
が増した」という肯定的な内容が大部分であった。このことから先進的な内容
を身近に触れたことで、より深く学習する動機づけとなったことが分かる。今
後の課題としては、この研究・実験に関連した内容は、第３学年の理系の授業
内で学習するが、講座の参加者は１、２年生が主である。さらに高い効果を上
げるためには、講座実施前に授業で必要な化学的知識を身につけて、授業と講
座の連動性を高めることが必要である。
b 生物分野① マイクロサテライト法によるコシヒカリの鑑定実験
講座概要 品種のわからないコメサンプルのＤＮＡを抽出し、マイクロサテライト領域
をＰＣＲ法により増幅した後、電気泳動法による遺伝子解析を行い、コシヒカ
リかどうかを鑑定する手法により、分子生物学実験の基本を習得させる。なお、
本講座は名古屋大学実験研修の事前講義を兼ねて実施した。
実施日時 平成27年７月21日（火）、22日（水）
実施場所 本校生物教室
参加生徒 希望者18名（３年生１名、２年生６名、１年生11名）
結
果 分子生物学実験を初めて実施するという生徒も多かったため、マイクロピ
ペット等の実験器具の使用法や実験の原理等を最初に講義した後、実験を行っ
た。今回はマイクロサテライト領域の長さ（コシヒカリはＳＴＲの反復数が少
なく、他の品種よりも増幅ＤＮＡ断片の長さが短くなる）の違いによりコシヒ
カリか否かを判定したため、失敗もなく全てのグループにおいて、正しく判定
を行うことができた。実験後に実施したアンケートでは、すべての生徒が「先
端科学・技術に関する理解が深まった、科学について興味・関心が高まった」
と答えたことからも、本実習が自然科学に関する理解増進や興味関心の喚起に
一定の効果があったと考えられる。
ｃ 生物分野② 大腸菌の遺伝子組換え～光る大腸菌を作ろう～
講座概要 大腸菌に蛍光タンパク質の遺伝子(kik-G、kik-GR)を組込み、蛍光を発する大
腸菌を作成することで、分子生物学実験の基本を習得させる。なお、本講座は
名古屋大学実験研修の事前講義を兼ねて実施した。
実施日時 平成27年７月23日（木）、27日（月）
実施場所 本校生物教室
参加生徒 希望者16名（２年生９名、１年生７名）
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結

果

本研修は７月23日（木）に遺伝子組換え技術や蛍光タンパク質に関する講義
の後、大腸菌への遺伝子組換え処理を行い、27日（月）に青色ＬＥＤを用いて
遺伝子組換えが成功したかどうかの確認を行った。今回の実験では、ほとんど
の班において遺伝子組換えが成功し、蛍光を発する大腸菌を得ることができた。
なお、本実験は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」に準じて実施するとともに、蛍光確認後はオートクレーブに
よる滅菌処理までを体験させた。実施後に行ったアンケートでは、「実験の内
容が難しかった」と答えた生徒が半数程度いたものの、すべての生徒が「内容
を理解できた」「科学について興味・関心が増した」と肯定的に回答した。こ
のことからも、本実習が自然科学に関する理解増進や興味関心の喚起に一定の
効果があったと考えられる。
d 生物分野③ プロトプラストの作製と細胞融合
講座概要 各自が持ち寄った野菜サンプルに酵素処理を行いプロトプラストを作製し、
観察を行う。また、ポリエチレングリコール液による細胞融合も行い、種間雑
種細胞作製するなどバイオテクノロジーの基本を習得させる。
実施日時 平成27年７月27日（月）
実施場所 本校生物教室
参加生徒 希望者15名（２年生10名、１年生５名）
結
果 今回は、酵素液のプレミックスを作製しておいたため、失敗もなく全てのグ
ループにおいて、プロトプラスト及び雑種細胞を作製することができた。実験
後に実施したアンケートでは、すべての生徒が「先端科学・技術に関する理解
が深まった、科学について興味・関心が高まった」と答えたことから本実習が
自然科学に関する理解増進や興味関心の喚起に一定の効果があったと考えられ
る。
ｄ 物理分野① 回転体の力学入門
講座概要 球・円筒などの物体を斜面上で回転させ、回転体の加速度を測定する。同じ
斜面上でも物体により加速度が異なることを、実験を通して確認する。また、
その際に測定誤差についても検討をする。その後、回転体の加速度に関連する
｢慣性モーメント｣について学習をし、回転体の加速度を求める。理論値と実験
値を検証する。
実施日時 平成27年8月20日（木） 13:00 ～ 17:00
実施場所 本校物理教室
参加生徒 希望者４名（２年生４名）
結
果 昨年度は講義→検証実験の順で実施したが、本年度は実験→実験結果の評価・
検証→講義の順に行った。誤差を考え、測定結果に優位的な差があることを確
認し、その原因を議論した。その後、トルク・慣性モーメントなどを確認しな
がら、回転体の加速度を考察した。角運動量保存の確認としては、回転台の上
で実際に回転し、広げた腕を閉じることで角速度が大きくなることを体感した。
実験は、精度の向上を目指し工夫を加えるなど主体的に取り組んだ。アンケー
トでは、すべての生徒が「科学について興味関心が増した」について肯定的な
回答をした。発展的な内容に触れたことで、身の回りの現象をより身近に感じ
ることができる機会となり、さらには自発的に学習するきっかけを与えること
ができたと考えられる。
ｅ 物理分野② 宇宙論
講座概要 宇宙の誕生は現代物理学が挑む最大の謎の１つである。最新の研究内容にも
触れながら、現在の物理学によってどのように宇宙が記述されているのか、そ
の基礎的な内容について学ぶ。
- 62 -

実施日時
実施場所
参加生徒
結
果

ｆ

研究開発５

平成27年８月３日（金） 13:30 ～ 16:00
本校１－９教室
希望者25名（２年生６名、１年生１４名）
宇宙論の概要、宇宙の歴史についての講義を行った。講義中は質問が活発に
飛び交い、またアンケートの結果でも、｢先端科学への興味関心が増した。｣と
の回答をすべての生徒から得られ、先端物理に高い興味を持たせることができ
た。
物理分野③ 火起こしの科学
講座概要 木片と木の棒を利用して火をおこすための要素について、実験をしながら見
つけ出す。グループ内でのディスカッションや試行錯誤を繰り返す過程におい
て、燃えるために必要な３要素（可燃性物質、温度、、酸素）の関係について
検証・理解する。
実施日時 平成27年７月18日（土） 13:30 ～ 16:30
実施場所 本校物理教室
参加生徒 希望者６名（２年生４名、１年生２名）
結
果 木片と木の棒を利用した「火起こし技術」の科学的な工夫について、探究活
動を通して理解を深めた。試行錯誤を繰り返すうちに、燃えるために必要な３
要素（可燃性物質、温度、、酸素）について気づき、活発な意見交換する姿が
見られた。実施後の感想から、すべての生徒が「燃えるために必要な３要素」
を理解したとともに、「協同的な学びの大切さ」を実感した様子であった。「手
を動かすこと」への機会が減る中で問題解決の過程を本研修で学び、科学者と
しての素養を高めた。

地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業

(1) 仮説
生徒の研究成果を近隣の中学校などの地域社会に還元することで、生徒の積極的な行動力を引
き出し、社会貢献能力を高めることができる。
(2) 内容
ア 刈谷市及び周辺地域の在来種の分布調査
(ｱ) 活動目標
「生物多様性の保全」を学校設定継続課題として全校生徒による刈谷市及び周辺地域の在
来種植物調査を行い、マンパワーが必要なデータを蓄積して、行政が環境保全策を判断する
ための資料を提供する。
(ｲ) 活動内容
ａ 準備担当 各クラスにＳＳＨ委員を新設、資料配付、調査表回収・集約
ｂ 調査方法 自宅周辺の500ｍ四方の地域内に生息する、指定在来種植物の観察地点を地
図上に記入し、生息地の分類、生息状況を記入する。ただし、その植物種に関
しては、担当調査地域内の1箇所でも観察できればそれ以上調査しないものとす
る。
ｄ 日時対象 ① 春の調査
平成27年４月29日（水）～５月10日（日）
第１学年～第３学年、植物種22種
② 夏の調査
平成27年７月29日（水）～７月31日（日）
第１学年・第２学年、植物種22種
③ 秋の調査
平成27年９月26日（土）～10月18日（日）
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ｃ

発

表

第１学年～第３学年、植物種17種
指定植物種の出現率や植物種ごとの出現地域の割合で分析を行い、地域の開
発状況や過去の気候変動と植物の分布状況をまとめた。校内生徒成果発表会、
全国生徒研究発表会、ＡＩＴ科学大賞、京都産業大学益川塾第８回シンポジウ
ム、科学三昧inあいち2015で発表を行い、ＡＩＴ科学大賞では奨励賞、益川塾
第８回シンポジウムでは塾頭賞と、高い評価を得ている。

(ｳ) 今後の計画
昨年度から始めた調査で、資料としてはまだ不十分ではあるが、愛知教育大学理科教育学
渡邉研究室と連携して調査を行い、刈谷市の市民団体にも働きかけを行うことができた。
イ

スーパーサイエンス部活動
(ｱ) 活動目標
自然科学系の部活動をＳＳ部として統合・改編し、各分野において高いレベルの研究活動
を行う。また、研究の成果を地域に発信することで、ＳＳＨ事業の成果を地域社会等に広く
普及させる。
(ｲ) 活動内容
ａ 生物班
(a) 研究概要
昨年度からの継続テーマである「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落の保全
～種子繁殖による遺伝的多様性の回復」の研究活動及び全校生徒で実施する「刈谷市及
び周辺地域の生物多様性調査～在来種を中心に」の取りまとめを行った。
(b) 研究内容
「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落の保全」では、地元刈谷市や愛知教育
大学渡邊研究室等と連携しながら研究・調査活動を行っており、種子繁殖による遺伝的
多様性の回復を目標に、分子生物学的な手法を取り入れた保全活動を行っている。これ
までの研究結果を刈谷市に報告したことによって、刈谷市が本年度から小堤西池の冬期
の水位調節を行うことになった。次年度以降も、カキツバタ群落の遺伝的多様性の回復
に向け、研究活動を行う予定である。また、全校生徒で実施した「刈谷市及び周辺地域
の生物多様性調査」においては、データの取りまとめ等において中心的な役割を担った。
(c) 主な成果発表活動
・せいりけん市民講座；岡崎高校ＳＳ部と共に参加
・科学三昧inあいち2015；ポスター発表
・ＡＩＴサイエンス大賞；口頭発表
・ＳＳＨ全国生徒発表会；ポスター発表
・京都産業大学益川塾シンポジウム；ポスター発表
・その他、中学生体験入学、文化祭等でも実験会や発表を行った。
ｂ 物理班
(a) 研究概要
「レールガンの製作」と「蒸気機関の製作」を中心に研究を行った。
(b) 研究内容
「レールガンの製作」では、昨年製作した初号機をバージョンアップさせ、出力の向
上を図った。文化祭では、多くの観衆の中でデモンストレーションを行い、好評を博し
た。「蒸気機関の製作」では、アクリルをシリンダーに用いた蒸気エンジンの製作に取
り組んだ。動作確認はできたものの、有益なエネルギーを外部に取り出すことができる
レベルにはまだ到達しておらず、現在も改良を進めている。
(c) 主な成果発表
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・せいりけん市民講座；岡崎高校ＳＳ部と共に参加
・科学三昧inあいち2014；ポスター発表
・ＡＩＴサイエンス大賞；口頭発表
・日本物理学会jr.セッション；ポスター発表
・自然科学部交流会；ポスター発表
・その他、中学生体験入学、文化祭等でも実験会や発表を行った。
ｃ 化学班
(a) 研究概要
還元糖とアミノ化合物による反応について研究を行った。
(b) 研究内容
普段口にしているポテトチップスは、「メイラード反応」によって有害物質が精製す
ることがある。この反応をコントロールして有害物質の生成を抑える研究を行った。
(c) 主な成果発表
・科学三昧inあいち2015；ポスター発表（英語）
・時習館高校重点枠「英国研修」；ポスター発表（英語）
ｄ 数学班
(a) 研究概要
積と和に関する分解の一意性について研究した。
(b) 研究内容
範囲が決まっている２つの自然数について、和と積の情報が与えられたとき、その２
数を特定できるかどうかという問題を扱った。
(c) 主な成果発表
・科学三昧inあいち2015
(ｳ) 結果
生物班は、全国ＳＳＨ生徒成果発表会を始め、京都産業大学益川塾シンポジウム、科学三
昧inあいち2015など多くの発表の機会を得て、カキツバタの保全のための研究を中心に研究
成果の普及と広報を行うことができた。カキツバタの保全は、生物多様性の保全を中心に据
えた地域貢献・地域連携活動としてＳＳ部全体で行っているが、生物班はその研究の中核的
な役割を担うことで、コミュニケーション能力や他者と協同しながら問題を解決する力を伸
ばすことができた。
物理班は、せいりけん市民講座、文化祭、さまざまな研究発表の機会により、プレゼンテー
ション能力やコミュニケーション能力を高めることができた。シャトルコックの跳ね返りの
実験装置や蒸気機関の製作を通して、ものづくりにおける科学的思考の重要性を認識するこ
とができた。また、ガードレールの強度について調べるなど、社会貢献に向けた視点での研
究も行っている。
化学班は身の回りで起こる不思議な現象に対して挑むことができた。また研究を通して、
実験器具の正しい使い方を学び、科学三昧での発表を通してプレゼンテーション能力を高め
ることができた。
数学班は、科学三昧inあいち2015での発表において「和と積に関する分解の一意性」につ
いて発表した。自然数の和と積という基本対称式の情報からその２数を特定できるかどうか
という問題を扱った。具体例から始め、一般化を目指したが、完全解決ではなく、部分的に
解決した事や判明した事についての発表となった。しかし、分かることを一つ一つ丁寧に検
証するという研究の土台となる粘り強さを養うことができた。今後もさまざまなつながりを
見出せるよう引き続き検証、研究を重ねていく予定である。
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ウ

各種発表会・コンテストへの参加
(ｱ) 内容
ａ せいりけん市民講座
事業概要 生理学研究所が実施している「脳の不思議とサイエンス」市民講座において
小中学生や一般市民の方々を対象に生理学にまつわるサイエンスショーを行
い、科学の楽しさを伝えた。
実施期日 平成27年６月13日（土）
実施場所 岡崎げんき館
愛知県岡崎市若宮町
参加生徒 ＳＳ部物理班、生物班 18名（１年生10名、２年生８名）
内
容 刈谷高校と岡崎高校がそれぞれ身近な科学をテーマとして一般市民向けの
ワークショップを実施した。本校のＳＳ部はレーウェンフックの顕微鏡の工
作や自動浮沈子の工作コーナーを開催し、好評を得た。なお、本市民講座で
は、生理学研究所の岡本士毅助教が「肥満を科学する」という題名で講演を
行ったが、講演後に刈谷高校ＳＳ部と岡崎高校ＳＳ部でトークセッションも
開催した。
ｂ 物理チャレンジ2015 第１チャレンジ
事業概要 科学技術に関する興味関心の一層の喚起のため、本年度から物理チャレンジ
の第１チャレンジを特例会場として本校で実施している。本年度もＳＳ部の１・
２年生を中心に生徒が｢実験課題レポート｣に取り組み，｢理論問題コンテスト｣
に挑戦したが、残念ながら第２チャレンジへの進出はできなかった。
実施期日 平成27年７月12日（日）
実施場所 愛知県立刈谷高等学校
参加生徒 希望者15名（１年生７名，２年生５名）
結
果 第２チャレンジ出場者なし
ｃ 日本生物学オリンピック2015予選
事業概要 科学技術に関する興味関心の一層の喚起のため、一昨年度から日本生物学オ
リンピック予選を特例会場として本校で実施している。本年度も２年生理系生
物選択者を中心に多くの生徒が予選突破に挑戦したが、残念ながら本年度は本
選への進出はできなかった。
実施期日 平成27年７月19日（日）
実施場所 愛知県立刈谷高等学校
参加生徒 希望者47名（１年生２名、２年生41名、３年生４名）
結
果 本選出場者なし
ｄ 全国ＳＳＨ生徒研究発表会
実施期日 平成 27 年８月５日（水）、６日（木）
実施場所 インテックス大阪
参加生徒 ＳＳ部５名（２年生５名）
実施内容 ① 発 表 形 態 ポスター発表「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落
の保全」
② 発 表 者 ＳＳ部５名（２年生５名）
③ 発表概要
刈谷高校のある刈谷市北部の小堤西池には、カキツバタの大規模自生地
があり、国指定天然記念物に指定されている。春の開花時期には、市内外
から多くの見物客が訪れ、花を楽しんでいる。しかし、近年カキツバタの
開花数や個体数の減少が報告されているにもかかわらず、抜本的な解決法
が見いだせない状態が続いている。本校ＳＳ部は、刈谷市や愛知教育大学
と共働してカキツバタ群落を保全するための研究に取り組んでいる。具体
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的には、種子繁殖個体を重点的に保護することで群集の遺伝的多様性が回
復するという仮設のもと、生態学的アプローチ及び分子生物学的アプロー
チの両面から研究活動を行っている。昨年度に引き続き、本年度も群落内
の調査を行い、さらなる希少な対立遺伝子を発見し、その分布を明らかに
した。また研究結果より種子の集まるホットスポットが季節風による影響
によるとの仮説を立て、池の水位調整を例年より大きくおこなうことで種
子をより広範囲に分布させるよう刈谷市に提言し、行政も水調節に動き出
した。
ｅ あいち科学の甲子園2015
事業概要 予選のトライアルステージは各分野に関する筆記試験をチーム戦で行い、決
勝のグランプリステージでは、物理・化学・生物・数学の４分野に分かれて実
験競技及び工作競技で競い合った。本校では、２年生理系生徒を中心にメンバー
を募り、ＳＳ部以外の生徒も多く参加した。
実施概要及び成績
(a) トライアルステージ
実施期日 平成27年10月24日（土）
実施場所 愛知県立明和高等学校
参加生徒 12名（１年生２名、２年生10名）
結
果 本校からは２チームが出場し、そのうち１チームが上位６位までの成績で
あったため、グランプリステージに進出した。
(b) グランプリステージ
実施期日 平成28年１月23日（土）
実施場所 愛知県総合教育センター
参加生徒 ８名（２年生８名）
結
果 上位入賞は果たせなかった。
事前指導 校内トレーニングとして、過去の科学の甲子園全国大会の問題や
それに類する問題に取り組んだ。また、グランプリステージに向けて物理チー
ムは自主的に時間を設定してパラシュートの作製やプレゼンテーションの準備
を行った。また、化学チーム及び生物チームは、始業前や放課後に、安全管理
を含めた実験器具の正しい使用法など実験指導を、理科教員を中心に組織的な
指導を行った。
反
省 生徒の意欲が高い中で、校内研修を十分に行えたとは言えない。岐阜大学主
催「科学の甲子園に向けた合同学習会」に参加するなど、外部機関との連携を
強化することが今後の課題である。
ｆ 科学三昧inあいち2015
事業概要 愛知県内の各校の理数教育の取組を通して得られた研究成果等を普及・還元
するための機会として、代表生徒による全体発表と、分科会発表やポスター発
表、ブース発表、ワークショップが行われた。
実施期日 平成27年12月25日（金）
実施場所 自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター（岡崎市明大寺町伝馬8-1）
参加生徒 16名（１年生７名、２年生９名）
発表内容 ポスター発表８件
① Mailard reaction and pH/メイラード反応とｐH（英語）
② Observation of shuttlecoch flip/跳ね返るシャトルコック（英語）
③ Reseach of stable wheel in the steamn engine/蒸気機関の製作研究
④ From Biodiversity to conservation of rabbitear iris community
/生物多様性からカキツバタの保全へ
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⑤ 破られるガードレール破られないガードレール（日本語）
⑥ 跳ね返る羽根（日本語）
⑦ 在来種調査から探る天然記念物の保全策（日本語）
⑧ 特別数列の考察（日本語）
ｇ 刈谷市中学校理科発表会
事業概要 刈谷市内の中学生の理科教育振興を目的に、科学部の研究成果発表の場とし
て開催されている刈谷市中学校理科発表会に、本校ＳＳ部員が特別発表として
参加し、日頃の研究成果について発表を行った。なお、本事業は中高連携事業
の１つとして実施するものであり、今回で３回目の参加となった。
実施期日 平成28年１月23 日（土）
実施場所 刈谷市総合文化センター
参加生徒 ＳＳ部１１名（発表者２名）
発表内容 跳ね返るシャトルコック
(ｲ) 結果
ＳＳ部の研究成果は、様々な機会を通して行っており、その研究内容も高く評価されてい
る。このような活動は、校内での課題研究ポスターセッションや代表発表において他の手本
となり、校内発表会を盛況に導く、原動力となった。また、全校生徒による在来種調査の発
表は、成果を還元することで調査意欲を高め、より多くの生徒の自然科学に対する興味関心
を高めるとともに、地域社会に貢献しようとする態度につながる。

４

実施の効果と評価

平成23年度に指定されたＳＳＨ第１期では、
「豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリキュ
ラムの研究開発」を研究開発課題とし、持続発展教育（ＥＳＤ）の理念を取り入れたＳＳＨ事業を
展開してきた。全ての学年においてスーパーサイエンス教科・科目（以下ＳＳ教科・科目と記す）
を設定するとともに、株式会社デンソーを始めとする地元企業や名古屋大学・東京大学・愛知教育
大学、自然科学研究機構等の大学・研究機関との連携事業、「科学英語研修」、「SCI-TECH ENGLISH
LECTURE」、「オーストラリア科学研修」等の国際社会で活躍するための素養を身に付けさせるプロ
グラムの開発を行った。また、各学年の「総合的な学習の時間」を改編したＳＳ教科「ＥＳＤ」等
により、問題発見・解決能力、プレゼンテーション能力の伸長を図った。平成26年度には、第２学
年で年間を通して取り組む課題研究（理系は理数に関する課題研究、文系は持続可能な社会に関す
る課題研究）を柱とした３年間のカリキュラムを完成させ、全校あげた課題研究推進体制を構築し
た。以降、３～４人を１グループとして毎年、計100テーマ前後の課題研究を実施している。本年度
６月には３年生全員の研究成果であるポスター97枚が体育館に一堂に会するポスターセッションを
実施し、３年生が１・２年生や教員、来賓の方々に研究成果をアピールし、高い評価を得た。さら
に、ポスターセッション後には優秀研究の口頭発表会を、10月には英語でのポスターセッション及
び口頭発表会を行った。こうした取組が実を結び、11月に２年生を対象に行った「課題研究に関す
る行動調査」の結果では、課題研究が生徒の主体的・協働的な学びを引き出す大きな要因となって
きていることが示された。
研究開発１ 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程
(1) 理数教科・科目における教育課程及び授業内容の充実
本校設定のＳＳ科目導入前は行うことのできなかった授業が実践でき、実験を実施する授業時
数が増加できたことで、理数科目の指導内容を大きく深化させた。学校設定科目「ＳＳ数学Ⅰ」
では、学年・期間の枠にとらわれることなく、生徒の学力・思考力の発達段階に応じた、「数学
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Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ａ」の学習内容を再編成した年間学習計画を作成した。単元「図形と方程
式」の授業では、コンピュータを利用して図形を視覚的に捉えさせる授業を行い、生徒の反応は
良好で活動的な取組となった。第１学年｢ＳＳ理科Ⅰ｣では、物理、生物、化学の内容を扱い、身
近な変化や現象について関心を高めるとともに、
「ＥＳＤⅠ」と連携してプレ課題研究を行った。
さらに、第２学年で行う課題研究のテーマ設定に取りかかるなど、課題研究の質的向上のための
改善を行った。物理、化学、生物のどの科目においてもＩＣＴ機器を活用した実験や実習を取り
入れ、生徒が主体的・共働的に活動する授業を実践した。
(2) ＳＳ教科以外の教科にも主体的・共働的な取組
ＳＳ教科・科目においてアクティブラーニングを取り入れた授業が増えるにしたがって、多の
教科・科目においてもアクティブラーニングを取り入れた授業が実践された。国語や英語、情報
や保健の授業においても実施され、様々な授業での実践をとおして生徒の取組がスムーズなもの
となり、どの授業も活気あふれている。また、第１学年の「ＥＳＤⅠ」での社会問題に関する内
容や、課題図書を読み作者や主人公の行動をまとめる「読書会」でもグループでポスターを作成
し発表させているが、生徒の主体的・共働的な学びが身に付いており、同じテーマでも様々な視
点での考察や工夫を凝らした作品は普段の授業の成果といえる。
(3) 大学レベルの研修と実験環境の充実
本校教員が講師となって夏季休業中に校内特別講座を実施しているが、遺伝子組換えやＤＮＡ
鑑定など大学学部レベルの実験や実習が可能となり、生徒の技術は向上した。大学での特別研究
では実験器具や方法を体験するような内容であったものから、大学で研究を行い結果を残す研修
となった。また、本校の教員においても指導力の向上がみられ、通常の授業にも生かされている。
(4) 生徒アンケートの結果から
ＳＳ理科やＳＳ数学を通して、「先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成について、理解
が深まった」と答えた生徒は約65％であり、ＳＳ科目の充実は、理系の生徒だけでなく文系の生
徒の意識向上にも効果があった。

研究開発２ 問題解決能力や分析力・表現力を高めるための教育課程
(1) ３年間を見通した主体的・共働的理科課題研究
理科・数学・英語・公民にＳＳ科目を設定していることに加え、総合的な学習の時間（各学年
１単位）をＳＳ教科「ＥＳＤ」として実施している。「ＥＳＤ」は、第２･３学年での課題研究（理
系は理数に関する課題研究、文系は持続可能な社会に関する課題研究）を中心に据え、全校体制
で課題研究を推進している。
《ＳＳ教科「ＥＳＤ」の３年間のアウトライン》
年 期 理系
文系
備考
１

１

ESDの視点の獲得

２

科学的思考のトレーニング

＊サイエンスデー，刈高サイエンスマッチ

は SS 理 科 Ⅰ と

サイエンスデー（３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ）

３
２

１

＊プレ課題研究
連携して２時間
連続で実施。理

プレ課題研究①（科学の手法を身に付けるための探究活動）

科の教員に加

論理的な文章の書き方

え，学年の教員

プレ課題研究②（科学の手法を身に付けるための探究活動）

が支援を行う。

オリエンテーション

オリエンテーション

研究分野(物理・化学・生物・地学・数学・情

研究分野（新エネルギー・生物多

研究は，カタ

報)決定

様性など）の決定

ラーゼに関する

研究テーマ検討開始

定量的実験や

基礎講義（分野ごと）

音速の測定な

研究テーマ検討開始（文献・先行研究調査）
ミニ課題研究（２時間連続×３回）

＊〔理系〕ミニ課題

ど，大まかな
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サイエンスデー(３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ)

（理科教員との面談）

２

自由度の高い

研究テーマ決定

実験等の探究

研究テーマ決定・研究計画提出，予備実験

校外調査の計画

活動。

〔夏休み〕夏季実験（３日間）

〔夏休み〕校外調査

中間発表会（講座ごと）

校外調査報告会（講座ごと）

は SS 物 理 ・ 生

本実験（２時間連続×８回，１時間×数回）

調査・研究・議論

物，SS化学と連

〔冬休み〕冬季実験（希望者）
３

テーマを与える

＊〔 理系 〕 本 実験

携して２時間連

研究のまとめ

研究のまとめ

続で実施。な

（ポスター・研究論文作成）

（ポスター・研究論文作成）

お，希望する班
は放課後も研
究を継続できる
ようにする。

３

１

講座内発表会

講座内発表会

サイエンスデー
校内成果発表会Ⅰ（１・２年生に対し，全員がポスター発表を行う）
校内成果発表会Ⅱ（優秀作品の口頭発表会）

２

英語版ポスター作成開始

英語版ポスター作成開始

英語版ポスター完成

英語版ポスター完成

英語でのポスター発表（講座ごと）

英語ポスター発表（講座ごと）

＊夏季休業中に
英語科教員に
よる添削指導を
実施。

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）
全体総括（振り返り，アンケート調査）

全体総括(振り返り，アンケート)

テーマ設定は生徒が中心となるが、担当教員との面談や講座内プレゼンテーションでの意見
交換により、論証可能性や学術的意義を高めるための工夫を行っている。第１学年の３学期か
らテーマを考え始め、第２学年１学期にかけて予備実験を行い、十分な時間をかけてテーマを
設定させている。研究は、多様な他者と協働しながら問題発見・問題解決する能力の育成を重視
してグループでの活動としている。
(2) 理科課題研究運用のための改善と全校体制の強化
理科課題研究を運用するにあたり、実験室や実験器具、指導や安全管理の面など様々な課題が
出てきたが、以下のように各学年「ＥＳＤ」の実施体制を改善し、全校体制で効果的に進めるこ
ととした。
ア 第１学年 ＊木曜６限に実施
主に担任が担当してクラス単位で実施。プレ課題研究（探究活動）の際には、ＳＳ科目「Ｓ
Ｓ理科Ⅰ」と連携し、担任だけでなく理科の教員が指導に加わる。なお、プレ課題研究におい
て、理科以外の担任も適切な支援が行えるようにする目的で、事前に理科の教員が教員向けの
実験講習会を実施し、指導のポイントについて研修している。
イ 第２学年
(ｱ) 理系 ＊1・６組は月曜、２・５組は火曜、３・４組は金曜のそれぞれ６限に実施
理科教員及び理系クラスの担任、理系教科の副担任が担当して、２クラス合同で物理（含
数学・情報）、化学（含地学）、生物の３講座を展開。ミニ課題研究や本研究の際には、Ｓ
Ｓ科目「ＳＳ物理・生物／ＳＳ化学」と連携し、２時間連続での実施（5･6限）とし、希望す
る場合はさらに放課後も研究が継続できるようにしている。
(ｲ) 文系 ＊金曜４限に実施
文系クラスの担任・副担任が担当して、４クラス合同６講座で展開。
ウ 第３学年 ＊理系は木曜４限に、文系は木曜３限に実施
理系は担任及び副担任が担当して、５クラス合同５講座で展開。文系は担任及び副担任が担
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当して、４クラス合同６講座で展開。英語論文や英語ポスター作成の際の添削は、学年担当を
超えて、全学年の英語科教員が指導にあたる。
このように３年間を見通した課題研究指導が明確になることで、理数教科以外の教員も積極的
に関わることができるようになり、職員の意識も大いに前向きとなった。
(3) 生徒研究発表会の充実
研究成果の発表までが課題研究と捉え、全ての生徒が発表する機会を持ち、最終的には英語に
限定した発表と質疑応答を行うまでを行い、高い評価を得ている。主な研究発表の機会として次
のものがある。
第１学年

ミニ課題研究発表（クラス）

第２学年

研究テーマ発表（クラス）、研究中間発表（クラス）
、論文発表（クラス）

第３学年

ポスター発表（クラス、学年）
、ポスターセッション（全校）、日本語による
代表者発表（全校）、英語によるポスター発表（クラス）、英語による代表者
発表（全校）

(4) 評価方法の開発・改善
理科課題研究の評価方法が昨年度までの大きな課題であったので、本年度の重点項目として評
価方法の開発に取り組んだ。テーマ設定段階からルーブリック評価表を活用して、目標を明確に
持たせ取り組ませた。実験・実習では各グループに２冊のノートを配布し、一冊は先行研究につ
いてまとめたり生データやメモを記入したりと自由に使用させた。もう一冊は通常の研究室で
も用いられる実験用ノートを用い、実験方法や実験結果・データの解釈等を詳細にまとめ直さ
せて提出させた。この研究用ノートを教員と何度もやりとりする中で、研究テーマの変遷や実
験方法の妥当性の向上等の研究プロセスの形成的評価とした。なお、ミニ課題研究や論文の評価
にも独自に作成したルーブリックを活用することで、実験計画や論文の質的向上を図り、生徒の
メタ認知能力も向上した。
(5) 生徒アンケートの結果から
多くの生徒が、探究活動は問題解決能力や分析力・表現力を高めるために「効果があった」と
回答している。さらに、「ＥＳＤ」や「ＳＳ公民」の授業を通して、科学的現象だけでなく社会
問題や政治問題においても課題発見解決能力は高まっている。また、発表会に向けた取組は共働
的チーム力が強まり、とりわけ代表発表グループのチーム力は高まりには目を見張るものがある。

研究開発３ 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程
(1) 国際社会に積極的に関わろうとする態度の育成
オーストラリアでの科学研修「SCI-TECH AUSTRALIA TOUR」や英国イートン校との科学交流、外
国人研究者による英語でのレクチャー「SCI-TECH ENGLISH LECTURE」等により、海外で研究を行
い将来国際社会で活躍したいという意識を多くの生徒が持つようになった。平成27年度、平成28
年度と海外の大学へ進学する生徒が現われたほか、在学中に海外留学を行う生徒は増加傾向にあ
る。なお、時習館高校の実施する海外重点枠「英国研修」では、平成24年度及び平成27年度の両
年度で、多数の応募者がある中で他校としては最大の派遣人数である４名の生徒を派遣すること
ができた。
(2) 実践的な英語力を育成するための取組の充実
ＳＳ英語を中心とする科学英語プレゼンテーションの取組は、実践的な英語プレゼンテーショ
ン、コミュニケーション能力を授業内で育成し、課題研究の英語によるポスターセッションや口
頭発表会で成果を示すことができた。全校生徒の前での発表にもかかわらず舞台の中央で身振り
手振りを駆使して発表を行う生徒も多く、英語プレゼンテーション能力の向上には目を見張るも
のがあり、発表後の質疑応答まで英語でできたこととあわせ外部からも高い評価を受けた。
(3) 生徒アンケートの結果から
ほとんどの生徒が「実践的な英語力が高まった」とその効果を実感している。特に学年進行に
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伴いその割合は大きくなり、第３学年英語での発表会を経験することで自信が付いたと感じてい
る生徒が多く、十分な成果があったと評価できる。

研究開発４ 大学等の研究機関や企業との連携事業
(1) 進路選択への影響
東京大学特別研修やスーパーカミオカンデ研修などの高度かつ中・長期に及ぶ事業は、アンケー
トや成果物等に加え、生徒の志望進路の変化や進学先なども追跡調査することで事業の評価を行
うことができる。東京大学医工学系の研究室で実施した東京大学特別研究に参加した生徒が東京
大学に進学したり、国公立大学の医学部医学科に進学したりと、生徒の進路決定等において大き
な影響を与えている。理系志望者はＳＳＨ指定前に比べ増加し、現在まで高い水準を保っている。
また、愛知教育大学及び名古屋大学に進学した学生が後輩の理科課題研究のＴＡとして指導を
行うなど連携を強めている。株式会社デンソーの協力を得て第１学年全員を対象にした研修や希
望者による再生医療企業Ｊ－ＴＥＣ訪問研修は、地元企業での世界最先端の研究を肌で感じるこ
とができ、将来研究者を目指す理系生徒だけでなく、企業経営や行政に係わる文系の生徒にも大
いに刺激となっている。同様な傾向が希望者による「つくばサイエンスツアー」にも見られ、文
系の生徒の参加が年々増加している。サイエンスを様々な視点から捉える本校ＳＳＨ事業が文系
理系を問わず進路選択に大きく係わっていることを示すものである。
(2) 教員指導力の向上
大学特別研究等で実施している研修内容を教員が習得し、大学学部レベルの発展的な講座を校
内特別講座や授業で実施することができるようになり、教員の指導力の向上によい影響を与えて
いる。また、オーストラリア科学研修では現地での研究機関で実習を行い、英語でのディスカッ
ションを行うために、海外での研究報告や指導の経験のある英語教員が講師となり、生徒だけで
なく、引率教員や他の英語教員の校内研修を行っている。
(3) 生徒アンケートの結果から
意識調査の結果から、本校の取組は理系生徒だけでなく、文系生徒にも認められ、進路選択や
将来設計に効果があると判断できる。さらに、大学や研究機関、企業での研修は引率教員にとっ
ても教材開発に向けたよい研修の場になっており、今後一層の充実を図りたい。

研究開発５ 地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業
(1) 全校生徒による在来種植物調査の実施
全校生徒による「刈谷市及び周辺地域の在来種植物調査」を実施している。年３回、春の調査
は第１学年から第３学年まで、夏と秋は第１学年、第２学年の全生徒が自宅周辺に割り当てられ
た500ｍ四方に生育している植物について継続調査をしている。調査の事前準備や資料の配付、調
査表の回収・集約を円滑に進めるためのクラスＳＳＨ委員を新設した。昨年からの調査で、まだ
資料としては不十分ではあるが、愛知教育大学理科教育学渡邉研究室と連携して調査を行い、刈
谷市や市民団体にも働きかけを行っていく予定である。調査データは、指定植物種の出現率や植
物種ごとの出現地域の割合で分析を行い、地域の開発状況や過去の気候変動と植物の分布状況を
まとめた。校内生徒成果発表会、全国生徒研究発表会、ＡＩＴ科学大賞、京都産業大学益川塾第
８回シンポジウム、科学三昧inあいち2015で発表を行い、ＡＩＴ科学大賞では奨励賞、益川塾第
８回シンポジウムでは塾頭賞と、高い評価を得た。
(2) ＳＳ部の研究活動のさらなる充実
「国指定天然記念物小堤西池のカキツバタ群落の保全」調査はＳＳ部全体の継続課題として取
り組み、除草作業にも参加している。全校生徒で取り組む「刈谷市及び周辺地域の在来種調査」
とあわせて、大学・地元自治体と連携し、地域貢献やフィールドワークを重視した活動として、
成果物の広報にも力を注いでいる。また、ＳＳ部物理班、化学班、生物班、数学班による各分野
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研究テーマごとの活動も活発である。研究会だけでなく、「せいりけん市民講座」や「刈谷市理
科研究発表会中学校の部」など研究成果等を地域の小中学生に発表・還元している。時習館高校
ＳＳグローバル事業「イギリス研修」において多くのＳＳ部の部員が英国派遣に選ばれ、プレゼ
ンテーション能力の向上、理解力の深化に大きな効果があった。

５

ＳＳＨ中間評価指摘事項の改善・対応状況

(1) 学校全体として事業の改善に対するシステムの構築と基盤整備
ア 運営組織の強化
校務分掌「ＳＳＨ開発部会」に加え、ＳＳＨ開発部の企画が学校全体の事業として円滑に進
むために「ＳＳＨ専門委員会」を時間割内に設置した。年間指導計画の見直しや授業改善方策
の検討等、よりよい研究開発のための検討、協議を定期的に行っている。
イ ＳＳ科目の研究授業実施
これまでの研究授業週間に加え、ＳＳ科目の公開授業週間を設定した。理系ＳＳ科目の授業
を積極的に公開して、本校ＳＳＨ事業の方向性やアクティブラーニングの授業例を示した。Ｓ
Ｓ教科・科目以外の教員も意識が向上し、情報や保健、国語の授業のみならず、読書会や保健
委員活動においてもアクティブラーニングを取り入れた活動を行っている。
ウ ３年間をかけた課題研究
第１学年では、科学的思考トレーニングや論理的な文章の書き方、プレ課題研究など、科学
の手法を身に付け、第２学年では１年間かけて課題研究に取り組み、第３学年での日本語と英
語による論文、ポスター作成までを課題研究と捉え、学年団の協力、学年や教科を越えた連携
が必然的に高まり、学校全体の事業となっている。
(2) 「課題研究」を教育課程の中に位置づけ、課題設定能力・問題解決能力などを組織的に育成す
るための実施方法と体制の改善
ア 課題研究の実施に伴う教育課程の改善
(ｱ) ＳＳ教科「ＥＳＤ」における３年間の課題研究指導計画
年 期 理系
文系
備考
１

１

ESDの視点の獲得

２

科学的思考のトレーニング

＊サイエンスデー，刈高サイエンスマッチ

は SS 理 科 Ⅰ と

サイエンスデー（３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ）

３
２

１

＊プレ課題研究
連携して２時間
連続で実施。理

プレ課題研究①（科学の手法を身に付けるための探究活動）

科の教員に加

論理的な文章の書き方

え，学年の教員

プレ課題研究②（科学の手法を身に付けるための探究活動）

が支援を行う。

オリエンテーション

オリエンテーション

研究分野(物理・化学・生物・地学・数学・情

研究分野（新エネルギー・生物多

研究は，カタ

報)決定

様性など）の決定

ラーゼに関する

研究テーマ検討開始

定量的実験や

基礎講義（分野ごと）

音速の測定な

研究テーマ検討開始（文献・先行研究調査）
ミニ課題研究（２時間連続×３回）

ど，大まかな

サイエンスデー(３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ)

（理科教員との面談）

＊〔理系〕ミニ課題

研究テーマ決定
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テーマを与える
自由度の高い
実験等の探究

２

研究テーマ決定・研究計画提出，予備実験

校外調査の計画

〔夏休み〕夏季実験（３日間）

〔夏休み〕校外調査

中間発表会（講座ごと）

校外調査報告会（講座ごと）

は SS 物 理 ・ 生

本実験（２時間連続×８回，１時間×数回）

調査・研究・議論

物，SS化学と連

〔冬休み〕冬季実験（希望者）
３

活動。
＊〔 理系 〕 本 実験

携して２時間連

研究のまとめ

研究のまとめ

続で実施。な

（ポスター・研究論文作成）

（ポスター・研究論文作成）

お，希望する班
は放課後も研
究を継続できる
ようにする。

３

１

講座内発表会

講座内発表会

サイエンスデー
校内成果発表会Ⅰ（１・２年生に対し，全員がポスター発表を行う）
校内成果発表会Ⅱ（優秀作品の口頭発表会）

＊夏季休業中に
英語科教員に

２

英語版ポスター作成開始

英語版ポスター作成開始

よる添削指導を

英語版ポスター完成

英語版ポスター完成

実施。

英語でのポスター発表（講座ごと）

英語ポスター発表（講座ごと）

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）
全体総括（振り返り，アンケート調査）

全体総括(振り返り，アンケート)

(ｲ) 「ＳＳ物理」及び「ＳＳ生物」の単位数の増加と「ＥＳＤⅡ」との連動
課題研究の実施にあたり、第２学年「ＳＳ物理」及び「ＳＳ生物」を指定前の２単位から
３単位に増加し、そのうち１時間は「ＥＳＤⅡ」と連続して、２時間連続の実験ができるよ
うに改善した。さらに希望者には業後も実験を継続できるようにした。
(ｳ) 「ＳＳ理科Ⅰ」の内容の見直し「ＥＳＤⅠ」との連動
第２学年で課題研究を行うために、第１学年「ＳＳ理科Ⅰ」で物理、化学、生物の内容を
バランス良く学習できるように改善した。また、「ＳＳ理科Ⅰ」と「ＥＳＤⅠ」を連動させ
て科学の手法を身に付けさせるプレ課題研究を実施した。
イ 課題研究運用上の改善
(ｱ) 授業展開の工夫
各学年「ＥＳＤ」の実施体制は、第１学年は木曜６限に担任が担当してクラス単位で実施
する。プレ課題研究（探究活動）の際には「ＳＳ理科Ⅰ」と連携し、担任と理科の教員で指
導する。第２学年の理系は、曜日を変えて３展開６講座、各講座は２名の理科教員と担任ま
たは副担任の３名で担当する。文系は理系と異なる曜日に６講座、１講座を２名の担任また
は副担任で担当する。第３学年の理系は木曜４限に５講座、文系は木曜３限に６講座を担任
及び副担任が担当している。このような授業運営によって、理科教員や実験室の確保、さら
には論文ポスター作成のためのコンピュータ室の利用が授業内で行えるようにした。
(ｲ) 教科内、教科間の連携
第１学年でのプレ課題研究、第２学年での課題研究では、安全指導にも重点を置き、チー
ムティーチングによる指導を行っている。そのため、理科教員が講師となり学年団の教員に
事前研修を実施して、多くの教員が課題研究指導に係わっている。第３学年の英語の論文や
ポスター作成の指導では、英語教員が学年を越えて指導に当たっている。このような連携に
より、教員の指導力向上とともに意識の変容につながっている。
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(3) 生徒のどのような力を育成、どのような効果を目指しているのか明確にして教員の指導力 向上
の改善・充実
ア 目指す生徒像の共通認識
(ｱ) ＳＳＨ事業のポンチ絵作成
本校に入学した生徒をどのような青年に育てるか明確にして、ＳＳＨ事業を通してどのよ
うな力を身につかせていくか簡潔に示すことで、対外的にも本校の姿勢を示すことができ、
教員間の意識強化を図っている。
(ｲ) 校内研修の推進
理科教員が講師となり実施した研修や、オーストラリア科学研修の英語プレゼンテーショ
ンに向けた校内研修では、生徒につけさせたい力やその効果が明確になり指導方法が体系的
になるだけでなく、ベテラン教員と若年教員の共働的学びの場となり、組織の一体感形成の
の面でも大変有効である。
イ 校外研修・先進校視察の推進
(ｱ) 日本理科教育学会において「教育課程に位置づけられた全校での課題研究の実施上の工夫
と評価」について発表した。
(ｲ) 一宮高校重点枠「課題研究教員研修」において、課題研究の評価におけるルーブリックの
活用法について、事例発表を行った。
(4) 「先進的な理数教育」としての役割と高大接続に関する研究
東京大学や名古屋大学でのＳＳ大学特別研究で実施している研修内容を、引率教員が習得した。
また、高度な実験機器を整備することで、大学学部レベルの発展的な講座を校内特別講座や授業
で実施することができるようになり、生徒の高大接続に資する技術や能力を高めた。
(5) 仮説に基づく成果や課題の分析について、客観的な評価方法の導入・改善
ア 課題研究におけるルーブリックの作成
第２学年ＳＳ科目「ＥＳＤⅡ」の課題研究においては、各自がテーマを考え同じテーマの生
徒が集まりグループを組み、グループとしてのテーマ設定を行った。生徒には、初期の段階か
ら主体的・共働的な姿勢が必要ということをルーブリックを作成して周知させ、実習後の自己
評価に用いた。
イ ポートフォリオ評価
第１学年「ＥＳＤⅠ」のミニ課題研究や第２学年「ＥＳＤⅡ」の課題研究において、実習ご
とに実験の記録、結果の考察、及び研究の進捗状況や新たに浮かび上がってきた課題等につい
て実験ノートにまとめさせ提出させた。実験ノートは、担当者が助言等のコメントを記して返
却するだけでなく、生徒の変容を評価するためのポートフォリオとして活用した。
ウ 主体的・協働的な学習（アクティブ・ラーニング）の推進
ＳＳ教科・科目を中心に、全校で主体的・協働的な学びを推進し、アクティブ・ラーニング
型授業をテーマにした研究授業や公開授業を数多く実施した。その結果、知識構成型ジグソー
法や『学び合い』、パフォーマンス課題等の教材・授業パッケージの開発を行うことができた。
エ グッジョブシール
第３学年生徒が全課題研究テーマのポスターセッションを行った際に、本校独自に作成した
グッジョブシールをすべての参加者に配布した。各クラスのＳＳＨ委員には事前研修を行い、
ポスターセッションの聴取者の役割や評価の観点について指導を行って、生徒による生徒の評
価の重要性を周知させた。このことにより、発表者はより意欲的・共働的に取り組み、発表方
法にも工夫が凝らされた。
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６

校内におけるＳＳＨの組織的推進体制

(1) 刈谷高校ＳＳＨ運営指導委員会等
ア 運営指導委員会
本校のスーパーサイエンスハイスクール研究開発事業の運営に際して、有識者からなる運営
指導委員会を設置し、指導・助言を仰ぐ。
氏名
武藤
吉田
菅沼
松下
別所
杉田
竹内
小谷
野村
イ

管理機関

氏名
荻原
小島
加藤
山脇
川手
加納
前田
中野
ウ

芳照
淳
教生
恭規
良美
護
恒夫
健司
裕幸

所属・職名
日体大総合研究所 所長
名古屋学院大学 スポーツ健康学部 教授
愛知教育大学 理事・副学長
株式会社デンソー 総務部長
名古屋市立大学大学院人間文化研究科 教授
名古屋大学大学院理学研究科 教授
名古屋大学大学院環境学研究科 教授
愛知教育大学数学教育講座 教授
刈谷市立富士松南小学校 校長

哲也
寿文
文彦
正成
文男
澄江
憲一
隆

所属・職名
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課
愛知県教育委員会高等学校教育課

課長
課長補佐
主査
主査
指導主事
指導主事
指導主事
指導主事

活動計画
運営指導委員会は、年に２回下記の予定で開催し、研究開発の指導・評価等を行う。

平成23年度
・研究中間報告と
年間計画見直し
・各事業について
の中間評価
・次年度へ向けた
事業内容の検討

平成24年度
・研究中間報告と
年間計画見直し
・各事業について
の中間評価
・次年度へ向けた
事業内容の検討

平成25年度
・研究中間報告と
年間計画見直し
・平成２３～２５年
度の各事業につい
ての中間評価
・次年度へ向けた
事業内容の検討

平成26年度
・過去３年間の研
究報告と評価
・各事業について
の当該年度の中
間評価
・次年度へ向けた
事業内容の検討

平成27年度
・過去４年間の研
究報告と評価
・各事業について
の当該年度の中
間評価
・次期申請に向けた
事業内容の検討

(2) 刈谷高校ＳＳＨ評価委員会
本校のスーパーサイエンスハイスクール研究開発事業の運営に際して、有識者からなる評価委
員会を設置する。
氏名
所属・職名
川上 昭吾
日本理科教育学会 元会長
野々山 清
名城大学教職センター 教授
石川 泰隆
石川泰隆会計事務所 代表
評価委員には、本校ＳＳＨ事業を随時視察していただき、年度末に開催する評価委員会で研究
開発状況の評価を仰ぐ。
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(3) 刈谷高校ＳＳＨ研究組織
ＳＳＨ責任者
校長
ＳＳＨ運営委員会
教頭 教務主任 ＳＳＨ開発部
教頭 教務主任 ＳＳＨ開発部主任 ＳＳＨ開発部副主任
ＳＳＨ専門委員会
ＳＳ教科主任（地歴・公民、数学、理科、英語）
(4) ＳＳＨ研究組織の概要図
愛知県立刈谷高等学校
Ｓ
Ｓ
Ｈ
運
営
委
員
会
・
校
長

Ｓ
Ｓ
Ｈ
専
門
委
員
会

Ｓ
Ｓ
Ｈ
開
発
部

ＳＳＨ
研究・指導
グループ

ＳＳＨ
広報・評価
グループ
ＳＳＨ
経理・事務
グループ

７

刈谷高校ＳＳＨ評価委員会
学校設定科目「ＳＳ理科」担当 →理科
学校設定科目「ＳＳ数学」担当 →数学科
学校設定科目「ＳＳ英語」担当 →英語科
学校設定科目「ＳＳ公民」担当 →地歴・公民科
学校設定科目「ＥＳＤ」担当 →ＳＳＨ開発部
１年・２年・３年
ＳＳ特別活動担当
→ＳＳＨ開発部
ＳＳ地域交流担当
→ＳＳＨ開発部
ＳＳ企業交流担当
→ＳＳＨ開発部･１年
ＳＳ大学・研究機関交流 →ＳＳＨ開発部
ＳＳ国際交流担当
→ＳＳＨ開発部･国際交流
ＳＳ自然科学部
→ＳＳ部活動
ＳＳＨ広報担当
ＳＳＨ図書・資料担当
ＳＳＨ報告書作成担当
ＳＳＨ評価担当

→情報・研修部
→図書部
→ＳＳＨ開発部
→ＳＳＨ開発部

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

(1) 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向
ア 研究開発上の課題
第１期ＳＳＨ事業において、将来、各方面でタフなリーダーとして活躍する能力や資質を伸
ばすべく大いに成果をあげることができた。しかし、平成23年3月の東日本大震災による人工リ
スクの顕在化やトランス・サイエンス（科学に問うことはできるが、科学だけでは答えること
ができない問題群）への一般市民参加機会の拡大、知識基盤社会の本格化、グローバル化の一
層の進展、人類の直面する問題の深刻化・複雑化など、社会は急速に変化した。
そのような社会において、科学技術創造立国としての日本を支えるためには、各教科の学習
活動全般を通して、①自ら問題を発見し、その問題を定義し解決の方向性を決定する。②解決
方法を探して計画を立て、結果を予測しながら実行する。③プロセスを振り返って次の問題発
見・解決につなげていく自律的な学習態度（科学する力）を一人一人の生徒に身に付けさせる
ことが肝要である。併せて、リーダーには、情報を他者と共有しながら議論することを通して、
さまざまな相手の考えに共感したり、多様な考えを統合したりして、協力しながら問題を解決
していこうとする姿勢が大切である。
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そこで、第１期ＳＳＨ（平成23～27年度）では下記の５つの研究テーマのもと、研究開発を
行ったが、研究成果を考慮して、新たに３つの研究テーマに改編して研究開発を行うことが必
要と考える。
（第１期研究開発・仮説）
研究開発１ 先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深める教育課程
【仮説】 現行の理科、数学等をＳＳ対応科目に改編することにより、基礎的な学力と応用力を養
うことができる。全ての教科において自然科学やＥＳＤの概念を導入した授業を展開する
ことにより、先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての理解を深めることが
できる。
研究開発２ 問題解決能力や分析力、表現力を高めるための教育課程
【仮説】 学校設定教科「ＥＳＤ」を設け、課題解決型の探究活動を行うことで、問題発見・解決
能力、科学的思考力、分析力や表現力を高めることができる。
研究開発３ 国際世界の中でリーダーとして活躍できる人材を育成する教育課程
【仮説】 英国イートン校との交流、オーストラリア研修及び英語研修を充実させることによって、
生徒の国際的な視野を広げるとともに、コミュニケーション能力を高めることができる。
また、地球規模の視野で科学技術の発展や環境問題を捉えさせ、国際世界の中でリーダー
として活躍できる人材を育成できる。
研究開発４ 大学等の研究機関や企業との連携事業
【仮説】 大学等の研究機関や企業と連携した活動により、生徒の自然科学や環境に対する興味関
心を高めるとともに、探究活動を通した問題解決能力を高めることができる。
研究開発５ 地域社会に成果を還元し社会貢献能力を高めるための事業
【仮説】 生徒の研究成果を近隣の中学校などの地域社会に還元することで、生徒の積極的な行動
力を引き出し、社会貢献能力を高めることができる。
（課題）
第１期ＳＳＨ事業の成果から、【研究開発１】及び【研究開発２】の仮説については概ね検証
できたと考えられるが、課題研究の質や問題発見・解決能力の向上など新たな課題も浮き彫りに
なった。
【研究開発３・４・５】の仮説に関しては、海外研修や東京大学や名古屋大学での実験研修、
施設訪問研修などさまざまな課外活動の実践を通して、興味・関心・意欲を引き出すことができ
たが、 研究成果が国際社会で通用できる発信力は不十分であり、改善が必要である。
イ

今後の研究開発の方向
第１期のＳＳＨ事業において新たに見えてきた課題に対し、第２期ＳＳＨでは、信頼される
人として、積極的にイニシアチブがとれる人材（グローバルリーダー）を育成することを目的
として、真正な学びを創出する「未来型の進学校」へ進化させる。そのために、第１期ＳＳＨ
事業で構築した主体的・協働的な学びを、全学的に発展拡充させ、これからの社会をたくまし
く生き抜く、自律した十八歳を育成する新たな３項目を目標に掲げ、研究テーマと仮説を設定
してカリキュラムの確立及びその評価法の開発を行う。
(ｱ) 研究開発の概要
① ＳＳ教科「課題研究」を教育活動の中心に据え、全ての教科・科目において、主体的・
協働的な学びを展開するとともに、探究課題やパフォーマンス課題、学習プロセスの評価
法等を開発する。
② 海外での研究活動や外国人との研究交流、研究者との議論、科学技術・理数系コンテス
トへの挑戦、企業や大学・研究機関と連携した研修、地域貢献を目的とした調査研究など
の“本物”の体験を通して、生徒一人一人の主体性を引き出す。
③ ＳＳ科目「Science & PresentationⅠ・Ⅱ・Ⅲ」やＳＳ教科「課題研究」の成果発表等
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を通して、国際社会で通用する発信力を身に付けさせる。
研究開発１ ＳＳ教科「課題研究」や理科、数学、英語、公民、情報の各教科にＳＳ科目を設置
することで、将来グローバルリーダーとして活躍するために必要な、自律的に学ぶ力、
困難を乗り越える力等に加え、科学的リテラシー、科学的思考力、問題発見・解決能
力、協調的問題解決能力、国際社会でも通用する発信力、批判的思考力、創造性等を
引き出し伸ばすカリキュラムの研究開発を行う。
【仮説１】 ＳＳ教科「課題研究」を教育活動の中心に据え、全ての教科・科目において、主体
的・協働的な学びを展開し、探究課題やパフォーマンス課題、学習プロセスを重視し
た評価法を取り入れることで、自律的に学ぶ力、困難を乗り越える力等に加え、科学
的リテラシー、科学的思考力、問題発見・解決能力、協調的問題解決能力、発信力、
批判的思考力、創造性等を引き出し、伸ばすことができる。
研究開発２ オーストラリアや東南アジアなどの海外での研究活動、外国人留学生や研究者との
意見交換、研究者との議論、科学の甲子園や科学技術・理数系コンテストへの挑戦、
企業や大学・研究機関と連携した研修、地域貢献を目的とした調査研究などの、生徒
一人一人の主体性、自律的な学習態度を引き出すプログラム（“本物”の体験）の研
究開発を行う。
【仮説２】 海外での研究活動や外国人との研究交流、研究者との議論、科学技術・理数系コン
テストへの挑戦、企業や大学・研究機関と連携した研修、地域貢献を目的とした調査
研究等の“本物”の体験を通して、生徒一人一人の科学に対する興味・関心・意欲や
主体性を引き出すことができる。
研究開発３ ＳＳ科目「Science & Presentation」や「課題研究Ⅰ・Ⅱ」での成果発表など、国
際社会で通用する発信力を身に付けさせるカリキュラムの研究開発を行う。
【仮説３】 ＳＳ科目「Science & PresentationⅠ・Ⅱ・Ⅲ」やＳＳ教科「課題研究」の成果発
表等を通して、国際社会で通用する発信力を身に付けさせることができる。
(ｲ) 研究開発の取組
ａ 科学技術人材育成に関する取組
(a) ＳＳ部活動の充実
自然科学系部活動を統合・発展させたＳＳ部は、「国指定天然記念物小堤西池のカキ
ツバタ群落の保全の研究」を始めとする研究活動を行い、刈谷市内中学校発表会、あい
ち科学技術教育推進協議会発表会「科学三昧」等で発表を行うなど活発に研究活動を行っ
ている。第２期ＳＳＨにおいてもＳＳ部の充実発展を図り、質の高い研究活動を目指す。
(b) 科学技術・理数系コンテスト、科学の甲子園等への参加を促進するための取組
本校は平成23年度以降、毎年「科学の甲子園愛知県予選（トライアルステージ）」に
参加しており、平成24年度以降は愛知県大会決勝（グランプリステージ）に毎回進出し
ている。また、生物学オリンピック、物理チャレンジ、数学オリンピック等についても
積極的に参加している。これらの科学技術・理数系コンテストや科学の甲子園への参加
をさらに推進するために、始業前に学年を超えて、自主的に学習を進める「ＳＳゼミナー
ル」を新設する。
(c) 刈高サイエンスマッチの実施
平成27年度に、日頃の探究活動の成果を発揮するとともに、科学やものづくりに対す
る一層の興味・関心・意欲の喚起のため、科学やものづくりをテーマにしたチーム対抗
のクラスマッチ「刈高サイエンスマッチ」を新設した。これは「科学の甲子園」の校内
版とも言える取組であり、今後もより一層の充実を図る。
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(d) 刈谷市及び周辺地域の生物多様性調査の実施
平成26年度より全校生徒を対象に、刈谷市及び周辺地域の生物多様性調査を実施して
いる。来年度より、刈谷市役所の協力のもと、刈谷市民も当調査に参加する予定であり、
地域貢献及びグローカル（グローバルとローカルを掛け合わせた造語で、「地球規模の
視野で考え、地域視点で行動する」という考え方）な問題解決の視点を身に付けさせる
場としてより一層の充実を図る。
ｂ 課題研究に係る取組
(a) ＳＳ教科「課題研究」の設置
第１期において「総合的な学習の時間」（各学年１単位）をＳＳ教科「ＥＳＤ」とし
て実施してきたが、第２期ＳＳＨではＳＳ教科「課題研究」に改編し、全校生徒を対象
として課題研究を実施する。なお、第１学年にはＳＳ科目「探究基礎」、第２・３学年
にはＳＳ科目「課題研究Ⅰ・Ⅱ」を置く。「探究基礎」は、第２学年以降の課題研究を
自律的に行えるようにするための準備段階として、論証や議論の方法、論理的な文章の
書き方、統計・検定の方法、文献の活用の仕方と問いの立て方（輪読）について、構成
的・体験的に学ぶ科目であり、学年の教員全員で指導にあたる。「課題研究Ⅰ・Ⅱ」は、
「探究基礎」及びその他の教科・科目で培った考え方や技能を実際の問題解決の場面に
適用し、主体的・協働的に研究を行う科目であり、理系生徒は理数及び情報科学に関す
る課題研究を、文系生徒は人文・社会科学を中心とした課題研究を実施する。
《ＳＳ教科「課題研究」の３年間のアウトライン》
年 期 理系
文系
・論証の方法，議論の方法，論理的な文章の書き方（パラグラフライティング），問いの立て
第
１
学

１
学
期

方
＊国語科及び地歴公民科が中心的に開発
＊文科系教員を主担当とし，理科系教員との２名の教員によるチーム･ティーチングで実施
サイエンスデー（校内成果発表会；３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ）

年
・

・研究でよく用いる統計や検定

探

２

＊理科と数学科が中心的に開発

究

学

＊理科系教員を主担当とし，文科系教員との２名の教員によるチーム・ティーチングで実施

基

期

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）に聴衆として参加

礎
３

・基礎ゼミナール

学

＊各クラスを２分割し，共通の書籍（例えば，生物多様性に関する書籍）を用いて輪読を行

期

い，研究の「型」を習得する。
・オリエンテーション

・オリエンテーション

第

・研究分野（物理・化学・生物・地学・数学・

・研究分野（環境学・倫理学・健康科学等）

２

情報）決定

の決定

学

・研究テーマ検討開始（文献・先行研究調査）

・研究テーマ検討開始

（予備実験期間）

・発展ゼミナール

年
・
課
題
研

１

＊各分野に関する文献等を用いて輪読を行

学

い，各分野の研究手法や基礎知識を構成的

期

に学ぶ。
サイエンスデー（校内成果発表会；３年生のポスター発表・口頭発表，刈高サイエンスマッチ）

究
Ⅰ

（理科教員との面談）

・研究テーマの決定

・研究テーマの決定・研究計画書の提出

・夏季校外調査の計画
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２
学
期

・本実験開始（２時間連続×数回）

（夏休み）夏季課題研究期間

（夏休み）夏季課題研究期間

外調査）

＊全生徒

＊全生徒（校

・中間発表会（講座ごと）

・校外調査報告会（講座ごと）

・本実験（２時間連続×８回，１時間×数回）

・調査・研究・議論

英語での全校発表会（優秀作品の口頭発表会）に聴衆として参加
（冬休み）冬季課題研究期間

＊希望者のみ

３

・研究のまとめ

・研究のまとめ

学

＊研究論文・ポスター作成

＊研究論文・ポスター作成

・講座内研究成果発表会

・講座内研究成果発表会

期

第
３
学

１
学
期

年
・
課
題

２

研

学

究

期

サイエンスデー
校内成果発表会Ⅰ（ポスター発表），校内成果発表会Ⅱ（優秀研究の口頭発表）
・英語版ポスター作成開始

・英語版ポスター作成開始

・英語版ポスター完成

・英語版ポスター完成

（Science & PresentationⅢの授業での練習）

（Science & PresentationⅢの授業での練
習）

・英語でのポスター発表（講座ごと）

・英語でのポスター発表（講座ごと）

＊外国人留学生・研究員等を招聘

＊外国人留学生・研究員等を招聘

Ⅱ

英語での全校発表会（優秀研究の口頭発表会）

・全体のまとめ

・全体のまとめ

（b） ＳＳ科目で課題研究に生かせるパフォーマンス課題や探究課題を実施
第２学年以降の課題研究を自律的に行っていくために、全ての教科・科目で主体的・
協働的な学びを推進するとともに、課題研究で活用できる考え方や技能を習得するため
のパフォーマンス課題を開発し、実施する。特に、第１学年の「科学技術リテラシーⅠ」
においては、自由度の高い実験（ミニ課題研究）を実施する中で、実験計画から結果・
考察、論文・ポスター作成の一連の技能を習得させる。
(c) 夏季課題研究期間、冬季課題研究期間の設置
平成27年度より、まとまった時間での実験や校外調査を行う機会を確保する目的で、
長期休業中に「夏季課題研究期間」及び「冬季課題研究期間」を設けている。この期間
中は、部活動などに優先して研究活動に取り組むことにしている。
(d) 課題研究webフォーラムの開設及びeポートフォリオの研究開発
生徒の発信力やメタ認知能力の向上及び教員による支援の充実を図るため、校内サー
バー上に課題研究webフォーラムを開設する。これは、各研究グループが自分たちの研究
内容や成果・進捗状況等を他のグループに向けて発信するとともに、研究上の悩みを共
有し他グループや上級生からヒントをもらったり、考察やデータの解釈についてグルー
プを超えて議論したりできるようなものとする。なお、本取組は現行で行っている実験
ノート（Lab Research Notebook）の提出に加えて行うことで、研究内容に関する情報を、
課題研究を担当する教員だけでなく、全教員が参照・共有できるものとする。また、生
徒の成果物等をデジタルデータ化し、共有フォルダに蓄積するeポートフォリオに関し
ても研究開発を行う。
ｃ 授業改善に係る取組
(a) 生徒の主体性・協働性を引き出し、伸ばすための授業・評価の研究開発
生徒の主体的・自律的に学ぶ態度、他者と協働する能力を養うために、協同学習や協
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調的問題解決、知識構成、ディスカッション等を中心とした授業を展開する。また、パ
フォーマンス評価やポートフォリオ評価、ルーブリック等の評価法を各教科・科目にお
いて開発・活用するなど、指導と評価の一体化を推進する。
(b) 授業改革プロジェクトの設置と教員研修の推進
学校全体での主体的・協働的な学びの実現や課題研究の充実を図るため、第１期ＳＳ
Ｈで設置した「ＳＳＨ専門委員会」を発展拡充し「授業改革プロジェクト」とする。ま
た、授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組を一層進め、自主研修の機
会を促すとともに、お互いの授業を自由に参観できるシステムを構築する。
(c) 先進校視察
課題研究やその他のＳＳＨ事業で先進的な取組を行っている学校を訪問して研修を行
う。視察の成果は職員研修会等で報告を行い、全教員に普及還元し、指導力向上を図る。
(d) ＩＣＴ機器の導入
これまでにもプレゼンテーションソフトや電子黒板、データロガーを活用した授業な
どＩＣＴ機器を使用した取組が行われてきた。第２期ＳＳＨでは、例えば、授業内のグ
ループ活動でタブレット端末を用いて、即興的なプレゼンテーションを作成し発表する
など、生徒の学習ツールとしてのＩＣＴ機器の活用を推進する。

(2) 成果の普及
ア 研究開発実施報告書やウェブサイトでの発信
研究開発実施報告書や課題研究の成果については、論文・ポスター集を作成し、本校ウェブ
サイトで発信した。また、ＳＳＨの研究開発で作成したルーブリックについてもで発信すると
ともに、県内外の教員研修会等において発表を行い、積極的な普及を図った。
イ 校内成果発表会の実施や校外の発表会への参加
「校内成果発表会」や「ＳＳＨ生徒研究発表会」、あいち科学技術教育推進協議会発表会「科
学三昧ｉｎあいち」等の各種発表会において県内外の高校生に研究の成果を発信した。また、
刈谷市内中学生理科発表会や（株）デンソー、生理学研究所等の主催する一般市民向けのイベ
ント等への参加を通して、地元中学校や地域社会に対しても、ＳＳＨ事業の成果を普及還元し
た。特に、在来種調査やカキツバタ群落の研究成果をもとに行政が新たな保全策に動き出した
ことは普及還元の大きな成果である。
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❹

関係資料

１

平成２７年度

ＳＳＨ運営指導委員会・評価委員会

記録

(1) 第１回ＳＳＨ運営指導委員会
ア 実施日時
平成27年６月17日（水） 午後３時30分から午後５時
イ 出 席 者
武藤 芳照（日体大総合研究所 所長）
吉田
淳（名古屋学院大学 スポーツ健康学部 教授）
松下 恭規（㈱デンソー 総務部長）
別所 良美（名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 教授）
小谷 健司（愛知教育大学 数学教育講座 教授）
加納 澄江（愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事）
ウ 内
容
(ｱ) 生徒成果発表会
(ｲ) 運営指導委員会
ａ 平成２６年度 事業報告
ｂ 平成２７年度 事業計画
ｃ 課題研究予定表
ｄ 指導・助言
エ 御 指 導
(ｱ) 課題研究、成果発表会について
〇 ２年生で進めた課題研究の成果発表を見て、生徒が非常に生き生きと活動し、発表してい
た。生徒が主体的に身近なテーマを設置して、それを解決して、さらにそれを別の人に説明
し、意見交換をするという流れができた。この流れができたことは非常に大きな成果である。
〇 成果発表会は、自ら課題研究で実験した内容についての発表でよかった。
〇 現在の科学では理系的要素と文系的要素を融合させた力が求められており、全校生徒が参
加できる行事、しかけ、立証活動などが重要であり、今回の取組はＳＳＨ事業において一番
大きな進歩である。
〇 テーマはどれも身近な問題や環境について課題解決型の取組となっていてよいが、大学や
企業で研究しているものなど発展的なことも意味がある。
〇 保護者や中学校など外向きの発信もすると、生徒の研究が外で認められ自己肯定感が出て
くるので、課題研究の意義がより大きいものになる。
〇 今日の発表はどれも着眼点がよく、いろいろなテーマを深く掘り下げているが、テーマに
よっては不十分な仮説で終わってしまっているものもあるので、大きなテーマの研究につい
ては進め方に工夫が必要である。
〇 身近で具体的な問題に取り組み、現場の聞き取り調査も行って、持続可能な社会にするた
めの提案を行っていて、素晴らしいＥＳＤ実践であったが、「生徒が考えた素晴らしい提案」
が現実においては簡単に採用されず、ほとんど提案に終わってしまうことに生徒自身が気づ
くような仕掛けがＥＳＤには必要である。その経験が提案自体の問題か受け入れられない実
社会の問題かの洞察を深めることができる。
(ｲ) サイエンスマッチについて
〇 新たに始めたサイエンスマッチもＳＳＨの成果、生徒が身に付けた力を使って競い合って
いくという、非常に興味深い取組である。
〇 サイエンスマッチは創意工夫やチャレンジ精神が問われ、たとえ失敗をしても何らかの成
果が得られることを自分の中で見つけられる機会ではないか。
〇 サイエンスマッチの数学の問題は、手を動かし、さらに発展性もあり良問であった。
〇 発表者の自己評価と他の発表について評価することで、次の人たちへのプレゼン指導に役
立てることができる。
(ｳ) テーマ設定について
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〇

物事を順序立てて考え、何が必要なのか常に考えるようになると、本当の意味でのものを
見ていく力になる。単発的に考えずに先々の展望を持って進める必要がある。
〇 課題の設定の仕方もあるが、どういう手法（実験、観察、調査、測定評価などが考えられ
る）を用いるか、課題とクロスして手法も工夫することで課題研究は文系の生徒でも無理な
く実施できる。
〇 テーマは悪くなくしっかりと調査を行っているが、中には様々な方面に論理が分散し結論
があやふやとなってしまったものがあった。結論までの道筋をしっかり理詰めで行われると
よい。
〇 上級生の研究を引継ぎ、さらに掘り下げ発展させると面白いテーマもあるので、全校生徒
によるポスターセッションはよい機会となる。
〇 ３年生が研究した９７件についてキーワード、分野、研究手法などによって分類しておく
と、次の学年への財産となる。
〇 刈高としての伝統的なテーマがあると、単純な内容であっても継続させることで研究の重
みや厚みが出てくる。
〇 ３年生が作成したすべてのポスターや評価結果を、下級生がいつでも見られるようにして
おくと、次の生徒が研究を考える上で、とても有用な資料となる。

(2) ＳＳＨ評価委員会・運営指導委員 御助言・御指導
ア 実施日時
平成27年10月22日（木） 午前12時30分から午後１時30分
平成27年10月29日（木） 午前11時30分から午後０時30分
イ 出 席 者
吉田
淳（名古屋学院大学 スポーツ健康学部 教授）
菅沼 教生（愛知教育大学 理事・副学長）
松下 恭規（㈱デンソー 総務部長）
小谷 健司（愛知教育大学 数学教育講座 教授）
野村 裕幸（刈谷市立富士松南小学校 校長）
川上 昭吾（蒲郡生命の海科学館 館長）
野々山 清（名城大学 教務センター 教授）
川手 文男（愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事）
ウ 内
容
英語による口頭発表
エ 御 指 導
〇 発表者より聞いている生徒を見ていて、やらされているのではなく、楽しんでやってきた
ことがうかがわれた。協力しながら人との係わり、心の面も育っていると感じた。
〇 昨年から係わり、その間の生徒の変容から本当によく頑張ってきたと感じる。研究内容に
ついては教員だけでは大変であり、大学や企業と連携すると深まるので、協力したい。
〇 発表者が一生懸命なのは当然だが、聞いている生徒も意欲的で、よく指導されていると感
じた。課題研究だけでも教員の負担は大きいのに、さらに英語の指導となり、うまく連携さ
れていると感じた。
〇 大変驚いている。研究内容も英語発表についても教育の力、環境の力を今日ほど感じたこ
とはない。
〇 理系の生徒の理科課題研究は将来と結びつき継続はしやすいが、文系の生徒にはどのよう
に続けていくかが課題である。スタイルがある程度決まると続けやすく、発想が良いので研
究として組み立てられていないものには少し手順を示すとよい。
〇 英語でのパワーポイントやポスターは英語の授業で使えないか。生徒が作成したものが教
材となれば興味も高まり英語力の向上につながると思う。
〇 聞き手は英語理解の問題、研究内容理解の問題があり、理解できなかった人もいると思う。
理解できなかったことをそのままにせず、理解できる場があるとよい。
〇 着想はいいが、そこからの展開がうまくできていない発表がある。ＰＤＣＡのサイクルを
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しっかりたどる、アプローチした参考文献を明記するなど、展開の方法論を示すともっと良
いものとなる。

(3) ＳＳＨ評価委員会
ア 実施日時
平成28年１月28日（木） 午後１時30分から午後３時30分
イ 出 席 者
野々山 清（名城大学 教務センター 教授）
石川 泰隆（学校評議員）
川手 文男（愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事）
ウ 内
容
(ｱ) 平成２７年度 事業報告
(ｲ) 第１期ＳＳＨ事業 総括
(ｳ) 第２期ＳＳＨ事業に向けて
(ｴ) 御指導
エ 御 指 導
〇 ３年間、入学から卒業まで生きる力と学力をつけるプログラムが組まれており、問題発見・
解決能力、表現力、思考力、判断力が身につき、学ぶ意欲につながっている。
〇 文系の生徒にとってもＳ・Ｔ・Ｓ（科学・技術・社会）を関連づけて考えさせ、成果が出
るカリキュラムが組まれている。
〇 評価として、英語発表の指導と同様に他教科を巻き込んだ全教員が目標を確かめながら組
織的な動きができるのは素晴らしい成果である。英語発表については、普段の授業や理科の
授業を英語で行うなどできるとさらによい。
〇 事業当初と思うとプログラムが格段に増え、一部の生徒から全校生徒に裾野は広がってい
る。一方で教員の負担増が懸念されるので精選も必要である。
(4) 第２回ＳＳＨ運営指導委員会
ア 実施日時
平成28年１月28日（木） 午後１時30分から午後３時30分
イ 出 席 者
武藤 芳照（日体大総合研究所 所長）
吉田
淳（名古屋学院大学 スポーツ健康学部 教授）
菅沼 教生（愛知教育大学 理事・副学長）
松下 恭規（㈱デンソー 総務部長）
別所 良美（名古屋市立大学大学院 人間文化研究科 教授）
竹内 恒夫（名古屋大学大学院 環境学研究科 教授）
小谷 健司（愛知教育大学 数学教育講座 教授）
野村 裕幸（刈谷市立富士松南小学校 校長）
川手 文男（愛知県教育委員会高等学校教育課 指導主事）
ウ 内
容
(ｱ) 平成２７年度 事業報告
(ｲ) 第１期ＳＳＨ事業 総括
(ｳ) 第２期ＳＳＨ事業に向けて
(ｴ) 御指導
エ 御 指 導
〇 次期申請に向けてポイントは３つ。①刈谷高校らしさ（感性のきらめき、理論と実証、野
心的な取組）を忘れない事業計画、②共育力（生徒同士が関わりあう力、教師が生徒から受
ける力）をより向上させる取組、③ＳＳＨ事業後に何が残るか、人材育成の中に文理の視点
を持った取組を期待する。
〇 英語発表や国際交流での発信力が重視され、問題発見・解決から発信までがカリキュラム
に組み込まれ素晴らしい。
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〇

生徒同士が関わり合い共働的学びができているのは、教員の支援によりなしえたもので、
刈谷高校の教育力の高さをもっと強調してよい。
〇 「サイエンス」は１つの手段であって、つけたい力は主体的な力である。課題研究を中心
におき、全生徒が問題発見・解決力、思考力を伸ばしたことは大いにアピールできる。
〇 課題研究の問題点抽出力や分析力は多角的で、プレゼンでは企業人にない発想があり素晴
らしいと感じている。
〇 「持続可能な社会」という人類の大きな課題に対して、文系も理系も広い視点から批判的・
創造的に考えることができ、刈高生らしさが出せて、授業評価できる。
〇 刈谷高校のスーパーサイエンスは、「未来の社会にどのように係わり、社会・環境を持続
させるか」を研究する国際研究プログラム「フューチャーアース」が目指す人材育成プログ
ラムを高校の段階から文理広く取り組んでいることをアピールできる。
〇 スーパーサイエンスは内容が理系であればよいわけではない。インターネットの情報を丸
呑みせず、現地調査など自分で調べる姿勢を身に付けさせることが重要である。
〇 ３年間を見通して緻密に計画され、実際に進められているのが素晴らしい。プログラムを
増やすことで疲労する場合があり、生徒の視点と教員の思惑の合致するところをアクティブ
に精選するとよい。 教育の場面で、プログラムを作るほど単一の方向に向かいやすい。一
方、教員も生徒も多様性を持たせるとぶつかり合い、息苦しくなるのでどこまで認めるか求
めていく必要がある。また、一度ダメであったときに、再チャレンジする機会をプログラム
に含めていくことが本当のタフさ育成につながっていく。

２

生徒アンケート

実施日

平成２８年２月実施

質問１ ＳＳＨの取組（スーパーサイエンス授業も含む）に参加したことで、先端科学技術や豊かで
持続可能な社会に対する興味・関心・意欲が増しましたか？
大変増した
第１学年
第２学年理系
第２学年文系

効果がなかった

9.8

もともと高かった

わからない

64.1

7.8

17.7

65.1

4.4

17.0

56.3

27.4

20.8

第３学年理系
第３学年文系

少し増した

0.9 9.2
1.3 10.6

62.3

12.4

2.1 6.3

11.3

56.2

22.3

2.82.8

4.1 5.0

問２ ＳＳＨの取組（スーパーサイエンス授業も含む）に参加したことで、先端科学技術や豊かで持
続可能な社会に関する学習に対する意欲が増しましたか？
第１学年
第２学年理系

9.9

57.6

8.3

58.3

第２学年文系 3.8
第３学年理系
第３学年文系

20.3
20.0

46.3

36.7

20.8
10.8
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2.8 10.6
1.3 11.9

59.4
56.2

2.6 9.6

13.7
23.1

3.32.8
4.1 5.8

問３ 理科や数学のＳＳ科目を通じて，先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての興味・
関心・意欲が増しましたか？
第１学年
第２学年理系

10.9
6.0

28.6

56.4

第２学年文系 2.5

2.9 10.7

25.2

39.4

0.6

52.3

7.5

2.8 9.6

43.1

19.8

第３学年理系
第３学年文系

46.9

14.4

17.0

51.2

3.8 7.1

28.9

5.0 7.4

問４ 理科や数学のＳＳ科目を通じて，先端科学技術や豊かで持続可能な社会の形成についての学習
に対する意欲が増しましたか？
第１学年
第２学年理系

9.1

45.6

7.3

53.2

第２学年文系 2.5

問５

15.6

17.4

3.3 4.7

28.8

3.3 8.3

教科「ＥＳＤ」やＳＳ公民を通じて，問題解決能力や分析力・表現力が高まったと思いますか？
第１学年

第２学年理系
第２学年文系

8.3

第３学年文系

53.4

11.5

20.6
59.2

6.9

0.8
18.3

60.0

2.5 10.0

63.7

12.4

16.9
0.9 10.1

20.6

19.8

第３学年理系

問６
か

0.6

57.1
53.8

12.2

2.3 10.1

45.0

17.5
5.8

1.8

27.1

36.3

第３学年理系
第３学年文系

31.3

10.4 0.06.1

58.7

24.7

1.7
2.5

ＳＳ英語を通じて，実践的な英語力（会話力・プレゼンテーション能力など）が高まりました
？
20.3

第１学年
第２学年理系
第２学年文系

9.4

57.0
44.7

15.0

第３学年理系

20.3

第３学年文系

20.7

8.1 1.6
24.8

53.8

1.8

19.3

19.3
56.6

52.1
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13.0

1.9 10.0
17.9

19.0

0.54.7
4.1 4.1

問７ スーパーサイエンス授業やサイエンスデー・全校講演会等以外の、自ら希望して参加するSSHの
取組への参加回数を教えてください。
３回以上
第１学年

7.5 4.4

第２学年理系

11.5

第２学年文系

6.3 3.1

第３学年理系
第３学年文系

３

２回

０回

10.8

77.3

11.0

21.1

56.4

18.8

17.5
9.1

１回

5.0

71.8

10.4

19.8

52.3

10.7

75.2

教員への意識調査 実施日：平成２８年２月実施（49 人から回答）

質問１ ＳＳＨによって、学校の科学技術や理科・数学に関する先進的な取組が充実したと思います
か？（％）
大変増した
27年度
26年度
25年度

やや増した

26.5

効果がなかった
49

21.6

分からない
8.2

16.3

62.7
31.6

3.9
54.4

11.8

3.5

10.5

質問２ ＳＳＨの取組を行うことは、下記のそれぞれの項目において影響を与えると思いますか？
① 生徒の理系学部への進学意欲に良い影響を与える
全くその通り
27年度
26年度

効果がなかった

28.6

わからない

57.1

25.5

25年度

②

ややその通り

10.2

54.9
35.1

15.7
56.1

4.1
3.9

5.3 3.5

新しい理数のカリキュラムや教育方法を開発する上で役立つ

27年度
26年度
25年度

28.8
25.6

57.1
51.0

22.8

61.4
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12.1
15.6

2.0
7.8

14.0

1.8

③

教員の指導力の向上に役立つ

27年度

28.6

26年度

27.5

25年度

26.3

④

20.4

26年度

21.6

25年度

19.6
61.4

3.9
12.3 0.0

36.7
41.2

17.6

10.2

23.5

56.1

13.7
19.3

7.0

学校外の機関との連携関係を築き，連携による教育活動を進める上で有効だ
36.7

26年度

59.2

31.4

25年度

4.1

52.9
50.9

15.7
43.9

5.2

地域の人々に学校の教育方針や取組を理解してもらう上で良い影響を与える

27年度
26年度
25年度

⑦

4.1

49.0

32.7

27年度

⑥

34.6

教員間の協力関係の構築や新しい取組の実施など，学校運営の改善・強化に役立つ

27年度

⑤

32.7

26.6
13.7

46.9

20.4

56.9

6.1

21.6

23.2

7.8

60.7

14.3

1.8

将来の科学技術関係人材の育成に役立つ

27年度

24.5

26年度

23.6

25年度

49.0

24.5
60.8

28.1

11.7
64.9
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2.0
3.9
5.2 1.8

４

課題研究テーマ一覧

番号

ＳＳ教科「ＥＳＤ」

テーマ

番号

テーマ

1

色セロファンを用いた紫外線の透過・吸収に関する研究

51 水質汚濁が生物に与える影響～プラナリアの限界～

2

ピタゴラスの『２．０２７』

52 乳酸菌は雑菌の増殖を抑えるのか～頑張れ乳酸菌！！～

3

ペットボトルロケットの飛行距離を伸ばすためには

53 より味のしみた煮物をつくるには？～温度・時間の変化との関係を探る～

4

身近なものを用いた人工筋肉とLEGO®による骨格

54 イースト菌の発酵速度の違い～保存方法・溶媒による影響～

5

声が高くなるしくみ

55 酢の防カビ効果～食品添加物に代わるものはあるのか～

6

Qドラムの秘密～内容物による加速度の変化～

56 進出する雑種タンポポ

7

ゲームの解剖

57 食料廃棄物からバイオエタノールをつ得る：ぶち当たった「糖化」の壁

8

紙飛行機でギネスを獲る

58 形状による摩擦力の変化

9

紙飛行機の最適条件

59 水素エンジン開発に関する基礎研究

10

電波の遮断条件を探る～途切れない通信の仕方～

60 グミの成分と融点の関係について

11

風による布の動き～角度θを用いて～

61 エネルギーの未来

12

表面張力のメカニズムを探る

62 次世代エネルギー

13

紙で人を支えられるのか？

63 期待の星 バイオマスの未来

14

グラスの振動の仕方～水の量で音がかわる？～

64 バイオガス発電っていいな！～普及に向けて～

15

起き上がるペットボトルの謎

65 日本の未来を担う再生可能エネルギー～洋上風力発電に見る日本の可能性～

16

とろみのあるスープはなぜ冷めにくいのか

66 生物多様性調査～在来種（環境指標植物，絶滅危惧種を中心とした）の植物分布調査～

17

トマトの湯むきの効率化

67 再生可能エネルギー施設の最適地

18

メントスガイザーの条件～その限界に挑戦～

68 太陽の力で刈高を変える～私たちが考える未来の刈谷高校～

19

使い捨てカイロに含まれる鉄の質量について

69 今、LEDが熱い！

20

餅の膨らむメカニズムを探れ～マンガ餅を求めて～

70

21

What is SATOYAMA?

71 重心による紙飛行機の飛び方の違いに関する研究

22

あすけMAP！

72 プラナリア～再生能力の秘密～

23

今、里山が危ない

73 掃除機のサイクロン部の形状と吸引力に関する研究

24

SATOYAMA～自然がくれた恩恵～

74 波長とエネルギー

25

生物多様性調査～在来種（環境指標植物，絶滅危惧種を中心とした）の植物分布調査～

75 ポイントカードの文字が消えるなぞ～熱による文字の変化～

26

里山資本主義～日本の林業の活性化を目指して～

76 自転車はなぜ倒れない～高速周回路から探る～

27

トトロの森が私たちに求めることとは

77 屋上緑化～教育的・環境的な取り組み～

28

飢餓問題

78 ゴミの分別

29

若者を農業へ。

79 植林

30

TPPで日本の農業を持続可能にさせるには？

80 生物多様性調査～在来種（環境指標植物，絶滅危惧種を中心とした）の植物分布調査～

31

ジュースの復讐～凝固点降下に犯されないために～

81 竜巻のできやすさに影響を与える要因～上昇気流と周りからの風との関係から考える～

32

ジュースと牛乳混ぜたったwww

82 回転と変化の関係～キレのあるボールを生み出すには～

33

メントスコーラの反応条件～投入物の形状から探る～

83 音色の違い～音のスペクトルから探る～

34

納豆菌が納豆を作るための条件

84 アルコールで物を発射しよう！

35

果物電池

85 紙飛行機飛ばし隊

36

チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫の密度による成長の違いと蛹化の連鎖反応について

86 液体球面体の作成とその利用

37

酸性雨の影響～植物の生育から探る～

87 割れないシャボン玉に関する研究

38

ポインセチアの観察と光合成色素抽出実験から探る～食糧問題解決への一歩～

88 メントスガイザー現象の謎を探れ！！

39

メダカの走性に関する研究

89 モノレールに水も乗れる？

40

ゾウリムシの生存に関する調査

90 パイナップルの酵素を探る～料理におけるパイナップルの役割～

41

持続可能な漁業のために

91 水中で楽しむ花火

42

食料自給率から考える地産地消

92 ガイアの夜明けなかった～身の回りのものでiphoneを充電したい～

43

生物多様性調査～在来種（環境指標植物，絶滅危惧種を中心とした）の植物分布調査～

93 ペットボトルろ過器

44

第七次産業

94 紫外線を防ぐには？～色と繊維による透過性の違い～

45

宇宙太陽光発電の理想と現実

95 プリクラの加工技術と応用

46

太陽光発電の身の程とは？

96 手を汚さずにくっついたガムをはがそう

47

世界の太陽光発電

97 消しやすい消しゴムの共通点

48

生物多様性調査～在来種（環境指標植物，絶滅危惧種を中心とした）の植物分布調査～

49

太陽光発電の普及にむけて～京セラの太陽光パネル～

50

太陽光発電の導入

刈谷市の給食残飯処理による二酸化炭素排出について～給食の残飯を減らすためにできること～
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５

教育課程編成表
教

科
国
語

地理
歴史
公
民

数
学

理

科

保健
体育
芸
術
外
国
語
家庭
情報
ＥＳＤ

科

目

国語総合
現代文Ｂ
古 典Ｂ
世界史Ａ
世界史Ｂ
日本史Ｂ
地 理 Ａ
地 理 Ｂ
倫
理
ＳＳ公民
数 学 Ⅱ
数 学 Ｂ
数学総合α
数学総合β
ＳＳ数学Ⅰ
ＳＳ数学Ⅱ
ＳＳ数学Ⅲ
ＳＳ理科Ⅰ
ＳＳ理科Ⅱ
ＳＳ理科Ⅲ
ＳＳ物理
ＳＳ応用物理
ＳＳ化学
ＳＳ応用化学
ＳＳ生物
ＳＳ応用生物
体
育
保
健
音 楽 Ⅰ
美 術 Ⅰ
書 道 Ⅰ
英語表現Ⅰ
英語表現Ⅱ
ＳＳ英語Ⅰ
ＳＳ英語Ⅱ
ＳＳ英語Ⅲ
家庭基礎
情報の科学
ＥＳＤⅠ
ＥＳＤⅡ
ＥＳＤⅢ

特別活動 ホ ー ム ル ー ム 活 動

計
備考

標 準
単位数

第 １
学 年

4
4
4
2
4
4
2
4
2
2
4
2
3
2
6
6
6
4
2
2
2
4
3
4
2
4

5

７～８

2
1

2
2
2
2
2
4
4
3
4
2
2
1
1
1
3

第２学年
類
型
系
理

文

2
4

系

第３学年
類
型
系
理

文

2
3

1
3

系

単位数計
類
型
系
理

文

2
2

5
4
7

3－
3－

５・７
５・７

2－
3
3

2－
2－

4－
4－

2－
2－

2－
2－

3－

3

3
2
3
3
3
2
6

2
3
3
3
2
6

2

6
6
6
4

6
6
4

4
2
2

2
2
3－

０・３
０・４

4－
3

3
4

4
3－
4－

2
2
2

2
1

2
1

3

3

2

2

2

2

3

3
4

4

1
1
32

1
1
32

－
－
－
2
4

2
2

2

1

1

1
32

1
32

1

1
32

系

5
3
5
０・２
０・５
０・５
０・２
０・５

7
2
０・２
０・２
０・２
2
4
4
3
4
2
2
1
1
1
3
96

０・３
０・４
7
2
０・２
０・２
０・２
2
4
4
3
4
2
2
1
1
1
3
96

（注１）線で結んだものは選択履修する単位数を示す。
（注２）第２学年の理系の地理・歴史で世界史Ｂの選択者は地理Ａを選択履修する。
（注３）第２学年の理系の地理・歴史で日本史Ｂ・地理Ｂの選択者は世界史Ａを選択履修する。
現代社会はＳＳ公民で代替する。
数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学ＡはＳＳ数学Ⅰで、数学Ⅱ、Ⅲ、ＢはＳＳ数学Ⅱで代替する。
第１学年の物理基礎、生物基礎はＳＳ理科Ⅰで代替する。
第２学年の文系の化学基礎はＳＳ理科Ⅱで代替する。
第２学年の理系の化学基礎はＳＳ化学で代替する。物理、化学、生物はそれぞれＳＳ物理、
ＳＳ化学、ＳＳ生物で代替する。
コミュニケーション英語ⅠはＳＳ英語Ⅰで代替する。
「総合的な学習の時間」は教科ＥＳＤで代替する。
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６

ルーブリック評価表

(1) 第２学年「ＥＳＤ Ⅱ (理系)」

理科課題研究 （論文作成用ルーブリック）

優秀 (2 点)

普通 (1 点)

努力が必要 (0 点)

自己
評価
(A~C)

□タイトルは，研究の主題 や

□ タイトルは， 研究の主題 ／

□タイトルは， 研究の主題 ／

タイ

内容を表すキーワードが含

内容を表すキーワード が含ま

内容 を表すキーワード が含

トル

まれており，適切な長さで

れていない。または， 少し短い

まれていない。また， 短すぎ

(2)

読みやすい。

／少 し 長 い／ 少し わか りに く

る／長すぎる／わかりにく

い。

い。

要旨
(8)

□200 字～400 字程度で書かれ

□200 字～400 字程度 ／ 読者が

□200 字～400 字程度 ／ 読者

ており，読者が興味を引く

興味を引くことについて示され

が興味を引くことについて書

ことが書かれている。

てはいるが，不十分な点がある。

かれていない。

□研究の主題 と この研究が

□ 研究の主題／この研究が問題

□研究の主題／この研究が問題

問題 と した 点 の 重 要 性 が

とした点の重要性について示さ

とした点の重要性について示

きちんと示されている。

れてはいるが，不十分な点があ

されていない。

る。
□この研究の切り口，独創的

□ この研究の切り口 ／ 独創的

□ この研究の切り口 ／ 独創

な点，得られた重要な結果

な点 ／ 得られた重要な結果と

的な点 ／ 得られた重要な結

と意 義 が き ちん と 示さ れ

意義 について示されてはいる

果と意義 について示されて

ている。

が，不十分な点がある。

いない。

□キーワードの抜き出しが適
切にされている。
□この研究の主題とそれにつ

□キーワードの抜き出し

がされ

ているが不十分である。
□この研究の主題 ／ 「問題点」

□キーワードの抜き出し

がさ

れていない。
□この研究の主題 ／ 「問題点」

いての「問題点」について，

について，過去の研究を参考に

について，過去の研究を参考
にしながら示されていない。

過去の研究を参考にしなが

しながら示されているが，不十

序論

らきちんと示されている。

分である。

(4)

□「問題点」についての意義

□「問題点」についての意義 ／ こ

□「問題点」についての意義 ／

と，この研究の意義づけと

の研究の意義づけ ／ 位置づけ

この研究の意義づけ ／ 位置

位置づけがきちんと示され

が示されているが，不十分であ

づけ が示されていない。

ている。

る。

□過去の研究を踏まえて，こ

□実験目的としての構成は概ねよ

□研究の目的 （どういう問題に

の研究の目的（どういう問

いが，研究の目的 （どういう問

取り組むのか／どうして取り

題に取り組むのか，どうし

題に取り組むのか／どうして取

組むのか／どういう着眼で／

研究

て取り組むのか，どういう

り組むのか／どういう着眼で／

何をやるのか ），が示されて

目的

着眼で，何をやるべきか）が

何をやるのか ），が不十分であ

おらず，ただの前置きになっ

(2)

きちんと示されている。

る。

てしまっている。
□取り組む理由は書かれている
ものの，「興味を持ったから」
となっている。

研究
方法
(4)

□使用した道具・試薬，実験装

□使用した道具・試薬 ／ 実験装

□使用した道具・試薬 ／ 実験

置の概略図，実験手順，統計

置の概略図 ／ 実験手順 ／ 統

装置の概略図 ／ 実験手順

処理の

方法，などが適切

計処理の方法 ，が不十分であ

が書かれておらず，第三者が

に書かれており，第三者が

り，第三者が実験を再現するこ

実験を再現できない。

実験を再現できる。

とは困難である。

□実験のねらい（どのような

□実験のねらい（どのような法則

□実験のねらい（どのような法

法則に基づいて行われ，何

に基づいて行われ ／ 何と何の

則に基づいて行われ ／ 何と

と何の物理量を測定すれ

物理量を測定すれば ／ 結果を

何の物理量を測定すれば ／
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－

ば，結果を得ることができ

得ることができるか ）の記述が

結果を得ることができるか ）

るか，が明確に書かれてい

不十分である。

が書かれていない。

る。
□実験結果をまとめたデータ

□実験結果をまとめたデータは示

が適切にわかりやすい形で

されているが， わかりにくい

示されており，個々の結果

／ 適切でない形，でまとめられ

の説明が十分に記述されて

ている。

□実験結果をまとめたデータが
示されていない。

いる。

研究
結果
(10)

□研究の仮説を実証するため

□研究の仮説を実証するために必

□研究の仮説を実証するために

に必要な材料を，過不足な

な材料を 不必要なものも含め

必要な材料を示していない。

く（必要でかつ十分な分量

て ／不十分な分量

だけ）示している。

いる。

で示して

□表やグラフについて，番号， □表やグラフについて，番号／タ

□表やグラフについて，番号／

タイトル，軸表記，単位，プ

イトル／軸表記／単位 ／グラ

タイトル／軸表記／単位 ／

ロット，線などが適切に示

フのプロット／線，の書き忘れ

グラフのプロット／線，の書

されている。

がある。

き忘れが非常に多い。

□番号，タイトルについて，表
については上 、図やグラフ

－

につ い ては 下 に 書 かれ て
いる。
□測定誤差，有効数字の取り
扱いが適切である。

□測定誤差／有効数字，の取り扱
いが不十分である。

□結果に基づいた答え（主張） □結果に基づいた答え（主張）が

考察
(10)

が示され，なぜそのような

示されてはいるが，なぜそのよ

解になったのかが論理的に

うな解になったのかが論理的に

主張されている。

主張されていない。

□測定誤差及び有効数字の取り
扱いを考慮していない。
□結果に基づいた答え（主張）が
示されていない。

□結果の意義や，既知の内容

□結果の意義 ／ 既知の内容との

□結果の意義や，既知の内容と

との相違点・共通点につい

相違点・共通点についての表記

の相違点・共通点について，示

て，きちんと示されている。

が一部不十分である。

されていない。

□問題点の掲載，具体的な改

□問題点の掲載 ／ 具体的な改善

善策，などが適切に書かれ

策についての表記が一部不十分

善策

ている。

である。

い。

□今後の発展や課題（次に挑

□今後の発展や課題（次に挑むべ

むべき問題）が示されてい

き問題）が示されているが、不

る。

十分である。

□問題点の掲載 ／ 具体的な改
について書かれていな

□今後の発展や課題（次に挑む
べき問題）が示されていない。

－

□（複数回の実験を行った場
合）個々の結果を統合し，一

－

連の結果からいえることが
記述されている。
まと

□主題に対する切り口，問題

□主題に対する切り口 ／ 問題設

□主題に対する切り口 ／ 問題

めと

設定とその意義，方法，主要

定とその意義 ／ 方法 ／ 主要

設定とその意義 ／ 方法 ／

結論

な結果の内容，結論とその

な結果の内容 ／ 結論とその意

主要な結果の内容 ／ 結論と

(4)

意義などを，ひととおり簡

義 についてのまとめが不十分

その意義 について，まとめて

潔にまとめている。

である。

いない。

参考

□取り組んだ研究の解答（結

□取り組んだ研究の解答（結論）

論）がきちんと示されてい

が示されているが，不十分な点

る。

がある。

□取り組んだ研究の解答（結論）
が示されていない。
－

□研究を進めたり論文を書い
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文献

たりしたときに手伝いや議

など

論をしてくれた人への謝辞

(4)

が述べられている。
□参考文献が適切に記されて
いる。

□参考文献が記されてはいるが，

□参考文献が記されていない。

適切 でな い記 述法 にな って い
る。

合計

2 点×（

）

＝（

１点×（

）/48

）

＝（

０点×（

）/ 22

＝（

）
０

合計点

＜参考文献＞
・大学教員のためのルーブリック評価入門 ダネルスティーブンス
・ICE ルーブリック –批判的思考力を伸ばす新たな評価方法・気象学の論文を書く人のために

坪木和久

(2) 第２学年「ＥＳＤ Ⅱ (文系)」

タイ
トル
(4)

－

）/ 0

大学教育シリーズ 2014

土持ゲーリー法一

http://www.rain.hyarc.nagoya-u.ac.jp/~tsuboki/index.html

課題研究 （論文作成用ルーブリック）

優秀 (2 点)

普通 (1 点)

努力が必要 (0 点)

□タイトルは，研究の主題 や

□ タイトルは， 研究の主題 ／

□タイトルは， 研究の主題 ／

内容を表すキーワードが含

容を表すキーワード が含まれ

内容を表す キーワード が含

まれており，適切な長さで読

ていない。または， 少し短い／

まれていない。また， 短すぎ

みやすい。

少し長い／少しわかりにくい。

る／長すぎる／ わかりにく
い。

□タイトルには，取り組む問題

□ タイトルに は，取り組 む問題

□タイトルには，取り組む問題

及び 問題解決の着眼点 が

または 問題解決の着眼点，が

及び問題解決の着眼点が示さ

示されている。

示されていない。

れていない。

□研究理由・意義がしっかりと
明記されている。

□研究理由・意義にやや曖昧な点
がある。

□研究理由・意義が明確になっ
ていない。単に「興味を持った
から」となっている。

□研究内容が社会的課題の解

□研究内容が個人的興味・関心

決につながるものになって
研究

のレベルに留まっている。

いる。

意義

□研究内容と自己・社会との関

目的

係が充分に示されている。

(10)

□先行研究について関連する
ものも含めて適切に調べら

□研究内容と自己・社会との関係
がやや不明確である。
□先行研究について充分 に調べ
られていない。

□研究内容と自己・社会との関
係が述べられていない。
□先行研究について資料を集め
ただけになっている。

れている。
□この研究と先行研究とのつ

□この 研究と先行研究と のつな

ながりが明確に示されてい

がりが示されているものの，不

る。

十分である。

□研究スケジュールをしっか
研究
方法
(6)

りと立てられた。

収集することができた。

□この研究と先行研究とのつな
がりが示されていない。

□研究スケジュールは立 てられ

□研究スケジュールが立てられ

たが、不十分であったり、大幅

ていない。期限が守られてい

な修正が必要になったりした。
□研究に必要な情報を適切に

/48

□研究に必要な情報を集 め切れ
ていない。

ない。
□研究に必要な情報が収集でき
ていない。

□外部の研究機関との連携、
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自己
評価
(A~C)

フィールドワークの実施、ア
ンケートの実施など、単なる
文献調査に留まらない方法
で研究をすることができた。
□適切に文献の引用ができて
いる。

意的な引用や誤読が見られる。

□項目立てが適切にできてい
る。
研究
結果

□引用と意見が混在している。恣
□項目立てに不適切な部分（分か

□ほとんどがコピー＆ペースト
になっている。
□項目立てがなされていない。

りにくい部分）が見られる。

□項目が適切な順番でまとめ
られている。

□項目の順番に一部適切 な部分

□項目の順番が不適当である。

（分かりにくい部分）が見られ
る。

(10)
□研究内容が分かりやすくま
とめられている。

□研究内容のまとめ部分 で一部
分かりにくい箇所がある。

□それぞれの項目が適切な文
量で書かれている。

□一部の項目の文量が
多すぎる

／

少なすぎる

□研究結果に基づいた主 張 が示

示され，なぜそのような考え

されてはいるが，なぜそのよう

になるに至ったのかが論理

な考えに なる に至っ たのか が

的に主張されている。

論理的に主張されていない。

き、それを適切に著すことが

くい。
□全般的に項目の文量が

□研究結果に基づいた主張が

□多面的・多角的に考察がで

□研究内容のまとめが分かりに

□複数の視点から考察で きてい
る。

多すぎる

／

少なすぎる

□研究結果に基づいた主張が示
されていない。

□一面的な考察しかできていな
い。

できている。
考察

□既知の内容との相違点・共通

□既知の内容との相違点・共通点

(10)

点について，きちんと示され

について の表 記が一 部不十 分

ている。

である。

□既知の内容との相違点・共通
点について，示されていない。

□問題点の掲載，具体的な改善

□問題点 の掲載 ／ 具体的な改

□問題点の掲載 ／ 具体的な改

策，などが適切に書かれてい

善策につ いて の表記 が一部 不

善策について書かれてい な

る。

十分である。

い。

□今後の発展や課題（次に挑む
べき問題）が示されている。

□今後の発展や課題（次に挑むべ
き問題）が示されているが、不

□今後の発展や課題（次に挑む
べき問題）が示されていない。

十分である。
□主題に対する切り口，問題設

□主題 に対する切り口 ／ 問題

□主題に対する切り口 ／ 問題

定とその意義，方法，主要な

設定とその意義 ／ 方法 ／

設定とその意義 ／ 方法 ／

まと

結果の内容，結論とその意義

主要な結果 の内容 ／ 結論 と

主要な結果の内容 ／ 結論と

めと

などを，ひととおり簡潔にま

その意義 についてのまとめが

その意義 について，まとめて

結論

とめている。

不十分である。

いない。

(4)

□取り組んだ研究の結論がき
ちんと示されている。

□ 取り組んだ研究の結論 が示さ
れている が， 不十分 な点が あ

□取り組んだ研究の結論が示さ
れていない。

る。
□図表・グラフの参照が適切に
参考

記されている。

はいるが，適切でない記述法に

文献
など
(4)

□図表・グラフの参照が記されて

□図表・グラフが記されていな
い。

なっている。
□参考文献が適切に記されて
いる。

□参考文献が記されてはいるが，

□参考文献が記されていない。

適切でな い記 述法に なって い
る。

合計

2 点×（

）
＝（

１点×（
）/48

）
＝（

- 95 -

０点×（
）/ 22

）
＝（

０

）/ 0

－

合計点

＜参考文献＞
・大学教員のためのルーブリック評価入門 ダネルスティーブンス
・ICE ルーブリック –批判的思考力を伸ばす新たな評価方法・気象学の論文を書く人のために

坪木和久

(3) 第３学年「ＥＳＤⅢ」

土持ゲーリー法一

課題研究論文（採点用ルーブリック）
普通（1 点）

努力が必要（0 点）

□タイトルはわかりやすく，研

□ タイトルは概ね 研究の 内容を

□論文のタイトルは研究内容を

究内容を正確にイメージで

イメージ でき るもの になっ て

イメージできるものになって

きるものになっている。

いるが，少し短い／少し長い／

いない（短すぎる／長すぎる

少しわかりにくい。

／わかりにくい）

□タイトルには，取り組む問題

□タイトルには，取り組む問題／

□タイトルには，取り組む問題

（どういう問題に取り組む

問題解決 の 着 眼点が 示され て

及び問題解決の着眼点が示さ

のか）及び問題解決の着眼点

いない。

れていない。

（どういう着眼で）が含まれ

トル

ている。
【よりよいものにする工夫】
□「取り組む問題を述べる主
題：問題解決の着眼点を述べ
る副題」という形になってい
る。
【よりよいものにする工夫】
□タイトルは疑問文 の形で示
されている。

序論
(2)

□何を前にして（背景），どう

□序論 としての構成は概 ね よい

□何を前にして（背景）／どうい

いう問題に取り組むのか，ど

が，何を前にして（背景）／ど

う問題に取り組むのか／どう

うして取り組むのか，どうい

ういう問 題に 取り組 むのか ／

して取り組むのか／どういう

う着眼で，何をやるのかがき

どうして 取り 組むの か ／ど う

着眼で／何をやるのかが示さ

ちんと示されている。

いう着眼 で ／ 何を や るのか が

れておらず，ただの前置きに

示されていない。

なってしまっている。
□取り組む理由は書かれている
ものの「興味を持ったから」と
なっている。

研究
方法
(2)

/48

http://www.rain.hyarc.nagoya-u.ac.jp/~tsuboki/index.html

優秀（2 点）

タイ
(8)

大学教育シリーズ 2014

□読者が研究を再現できるよ

□概ね 読者が研究を再現 できる

□研究対象／材料・器具・薬品／

う，研究対象，材料・器具・

よう実験 方法 が 記述 されて い

実験・観察・調査のねらい／実

試薬，実験・観察・調査のね

るが，研究対象／材料・器具・

験・観察・調査の方法／統計処

らい，実験・観察・調査の方

薬品／実験・観察・調査のねら

理の方法の記述不備があるま

法・統計処理の方法などが適

い／実験・観察・調査の方法／

たは記述されておらず，読者

切に記述されている。

統計処理 の方 法の 記 述が不 十

が実験を再現するのは困難で

分である，または記述されてい

ある。

ない。
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自己
評価
(A~C)

結果
(6)

□わかりやすい形にまとめた

□まとめたデータ が示さ れてい

データ等が適切に示されて

るが，わかりにくい／適切でな

いる。

い形でまとめられている。

□個々の結果の説明が十分に
記述されている。

ている。

□個々の結果の要約が十分に
記述されている。

データが示されていない。
□個々の結果の説明が不十分で
ある／記述されていない。

□ 個々の結果の要約が記 述され
ている。

□個々の結果の要約が不十分で
ある／記述されていない

□個々の結果について，そのよ

□個々の結果について，そのよう

□個々の結果について，そのよ

うな結果になった理由や，そ

な結果になった理由や，その結

うな結果になった理由や，そ

の結果からいえることが論

果からい える ことが 議論さ れ

の結果からいえることが議論

理的に議論されている。

ているが，論理に矛盾や飛躍が

されていない。

考察
(4)

□ 個々の結果の説明が記 述され

□わかりやすい形にまとめた

ある。
【よりよいものにする工夫】
□（複数回の実験を行った場
合）個々の結果を統合し，一
連の結果からいえることが
記述されている。

結論
(4)

□取り組んだ問題への解答（結

□ 取り組んだ問題への解 答 （結

論）がきちんと示されてい

論）が示されているが，不十分

る。

な点がある。

□取り組んだ問題への解答（結
論）が示されていない。

【よりよいものにする工夫】
□今後の発展や課題（次に挑む
べき問題）が示されている。

参考
文献
(2)

□参考文献が適切に 記されて

合計

2 点×（

いる。

□参考文献が記されてはいるが，

□参考文献が記されていない。

適切でな い記 述法に なって い
る。
）
＝（

１点×（
）/28

）
＝（

０点×（
）/ 10

）
＝（

０

－
）/ 0

合計点
/48
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《刈谷高校第１期ＳＳＨ 研究開発の成果》
研究開発課題：豊かな未来を創造できる人材育成のためのカリキュラムの研究開発
「豊かで持続可能な社会の形成」をキーワードに，科学技術創造立国としての我が国を支える科学的リテラ
シーを身に付けた人材育成と，国際社会の中でリーダーとして活躍できる国際的素養とコミュニケーション能
力を備えた人材育成を目指す。

全校生徒による「課題
研究」を柱とした３年
間のカリキュラム構築
◎多様なスーパーサイエンス科目の設定
◎主体的・協働的な学びの充実
◎パフォーマンス課題，ルーブリック，
ポートフォリオ評価等，学習プロセス
を重視した評価の実施
◎全校での課題研究の指導体制の構築
◎日本語及び英語での約100枚に及ぶ
ポスターセッションと口頭発表

科学技術系人材育成の
ためのプログラム開発
◎校内版“科学の甲子園“「刈高サイエン
スマッチ」の開催
◎全校での生物多様性調査の実施
◎名古屋大学，東京大学，愛知教育大学，
自然科学研究機構，㈱デンソー等との
連携事業の開発
◎スーパーサイエンス部活動の充実
◎科学技術・理数系コンテストへの参加

将来国際社会で活躍す
るための力を身に付け
させるプログラム開発
◎英語でのポスターセッション，口頭発
表会の実施
◎英国イートン校との科学交流やＳＳＨ
オーストラリア研修等の海外との科学
交流プログラムの開発
◎外国人研究者から英語で講義を受ける
「Sci-tech English Lecture」の開催

◎課題研究への取組が示す主体性・協働性
Ｑ．未習分野をグループ内で
自主的に学習したか

YES
71.2%

Ｑ．授業時間以外の時間に研究
や研究の準備を行ったか

YES
94.9%

《刈谷高校第２期ＳＳＨの戦略（第１期ＳＳＨとのつながり）》
・
研究開発課題：科学する力をもった「みりょく」（実力・魅力）あふれるグローバ
ルリーダー育成プログラムの確立

これからの社会をたくましく生き抜く，自律した十八歳を育成
将来グローバルリーダーとして活躍するために必要な，自律的に学ぶ力，困難を乗り越える力等に加え，科学的
リテラシー，科学的思考力，問題発見能力，協調的問題解決能力，国際社会でも通用する発信力，批判的思考力，
創造性等を「意識的に」 引き出し，伸ばす。

第２期SSH（H28～32）における刈谷高校＝真正な学びを創出する「未来型」の進学校

①「課題研究」を教育活動の中心に据え，全ての教科・科目において，主体的・協働的な学びを展開するとともに，
探究課題やパフォーマンス課題，学習プロセスの評価法を開発する。
② 海外での研究活動や外国人との研究交流，研究者との議論，科学技術・理数系コンテストへの挑戦，地域貢献を目
的とした調査研究などの“本物”の体験を通して，生徒一人一人の主体性をさらに引き出す。
③「Science & Presentation」や課題研究の成果発表等を通して，国際社会で通用する発信力を身に付けさせる。

急速な世の中の変化への対応
急速な世の中の変化への対応
・知識基盤社会の本格化，グローバル化の一層の進展
・人類の直面する問題の深刻化・複雑化
・人工リスク＊１の増大，トランス・サイエンス＊２の拡大

真正な学びを創出する
「未来型」の進学校への進化

＊１ 科学技術や産業の発達がもたらす新しいリスク
＊２ 科学に問うことはできるが，科学だけでは答えることができない問題群

現在の刈谷高校…高い大学進学率，何事にも前向きな生徒（強いチームワーク），多彩な学校行事，活発な部活動

【第１期SSH（H23～27）の成果】

◎全校での課題研究の実施体制の確立（ルーブリック等の開発）,全校での成果発表会 ◎デンソー等との企業連携
◎オーストラリア科学研修，東京大学特別研究・名古屋大学特別研究，刈高サイエンスマッチ等の課外活動の実施
◎理科・数学・英語・公民・総学のSS科目化 ◎科学系部活動の充実 ◎生物多様性調査等による地域貢献

《刈谷高校第２期ＳＳＨ(28～32) 研究開発の概要》
第１期ＳＳＨ(H23～27)で構築した全校での「課題研究」における主体的・協働的な学びを全教育活動に拡充

・
科学する力をもった「みりょく」(実力・魅力)あふれるグローバルリーダー育成プログラムの確立
①全ての教育活動において主体的・協働的な学びや学習プロセスを重視した評価をすることで 自律した十八歳
として次の学び
科学する力を引き出し，伸ばす。
の舞台へ
②“本物”の体験を通して，生徒一人一人の科学に対する興味・関心・意欲や主体性を引き出す。
③SS科目や課題研究を通して，国際社会で通用する発信力を身に付けさせる。

大学・研究機関
刈谷市・地元企業

一人一人の心に火をつける
ＳＳＨオーストラリア研修
“本物”の体験
海外での研究活動，研究者との議論，科学技術・理数系コンテ
ストへの挑戦，企業や大学・研究機関と連携した研修，
地域貢献を目的とした調査研究等

第２学年
第１学年

第１学年

自律して課題研究を行うための
基礎力養成
●ＳＳ科目

＊（ ）内の数字は単位数
科学技術リテラシーⅠ(４),探究数学基礎(６)
科学と社会(２)
科学技術リテラシーⅠ(４),探究数学基礎(６)
Science & Presentation
Ⅰ(２) 探究基礎(１)
社会と科学(２),Science
& Presentation
Ⅰ(２)
探究基礎(１)
●ＳＳ課外活動
サイエンスデー，刈高サイエンスマッチ
ＳＳ生物多様性調査，ＳＳ特別講演会

課題研究で主体性・協働性を一
層引き出し、伸ばす
●ＳＳ科目
探究物理/生物Ⅰ(各３),探究化学Ⅰ(３)
科学技術リテラシーⅡ(２),探究数学Ⅰ(６)
ICTリテラシー(２)
Science & Presentation Ⅱ(２) 課題研究Ⅰ(１)

●ＳＳ課外活動
サイエンスデー，刈高サイエンスマッチ
ＳＳ生物多様性調査，ＳＳ特別講演会

全教科・科目での主体的・協働的な学び（アクティブ・ラーニング）の
推進と，学習プロセスを重視した評価の実施

第３学年
１・２学年の主体的・協働的
な学びの実践，国際社会でも
通用する発信力の育成
●ＳＳ科目
探究物理/生物Ⅱ(４),探究化学Ⅱ(４)
探究数学Ⅱ(６)
Science & Presentation Ⅲ(１) 課題研究Ⅱ(１)

＊課題研究の成果発表
サイエンスデー（ポスター発表，口頭発表）
全校英語発表会（ポスター発表，口頭発表）

●ＳＳ課外活動

＊課題研究の成果発表以外

ＳＳ生物多様性調査
ＳＳ特別講演会
サイエンスデー
ＳＳ生物多様性調査，ＳＳ特別講演会
１・２学年で向上させた主体性と

協働性を最大限に生かした，高度
で深く，相互的な授業を展開
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