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❶平成２６年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
① 研究開発課題
(1) 論理的思考力，創造性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育プログラムの研究。
(2) 優れた社会性，国際性を備えた次世代を担う科学者や技術者の育成を目指した効果的な教育プログラムの研究。
(3) 峡東地域の「知」の拠点校としての在り方と地域とのネットワークの構築に関する研究。
② 研究開発の概要
(1) 数学，理科の重点教育を行い，数学的リテラシー，科学的リテラシーを育成する。探究的な活動を重視した効果的
な教材を開発，併せて指導方法・評価方法の研究を行い，「ＳＳ」を付した数学・理科の新たな教育課程を開発する。
(2) 生徒の科学的な能力や資質を引き出し，それを育成するために「ＳＳ基礎」「ＳＳ探究Ⅰ」を実施する。大学や研究
機関等と連携した科学技術講演会等の効果的な科学講座を実施する。また，サイエンスツアー，サイエンスラボ等を
企画し，研究施設の見学や大学の実験室や研究室等にて実験・実習を体験させる。さらに，コミュニケーション能力
の育成のために，姉妹提携校である英国ＫＬＢ Ｓｃｈｏｏｌとの国際交流・連携を充実させる。これらの取り組みにより，
将来の科学者・技術者として国際的に活躍できる科学技術系人材を育成する。
(3) 地域の小中学生やその保護者に対して，実験教室や体験授業等を実施する。また，ＰＴＡや地域住民に対して科
学講演会を実施する。これらの取り組みにより地域の科学的リテラシーを高め，さらにＳＳＨの様々な取り組みを発信
することにより峡東地域における「知」の拠点校としての役割を果たす。
③ 平成２６年度実施規模
単位制普通科１～３年各年次に定員４０名程度のＳＳＨクラスを各１クラス設置し，研究開発を行う。さらに一部の事
業に関しては，全校生徒を対象に実施する。
④ 研究開発内容
○研究計画
(1) 第１年次（平成24年度）
ⓐ ＳＳ数学Ⅰ
ⓑ ＳＳ理科α
ⓒ ＳＳ理科β
ⓓ ＳＳ基礎
ⓞ サイエンスツアー
ⓟ サイエンスラボ
ⓠ サイエンスステップ
ⓡ サイエンスジャンプ
ⓢ サイエンスアカデミー
以上の事業を実施する。教材，指導方法や評価方法の研究を行い，探究的な活動重視し，論理的思考力，創造
性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育課程である「ＳＳ」を付した理数科目を開発する。第２次年以の事業
の実施に向けて準備をする。
(2) 第２年次（平成25年度）
ⓔ ＳＳ数学Ⅱ
ⓕ ＳＳ物理Ⅰ
ⓖ ＳＳ化学Ⅰ
ⓗ ＳＳ生物Ⅰ
ⓘ ＳＳ探究Ⅰ
第１年次の実施の事業は２年目を迎え，成果や内部・外部評価に基づき改良を加えさらに充実させ実行する。第
１年次事業に加え上記の事業を新たに実施する。
(3) 第３年次（平成26年度）
ⓙ ＳＳ数学Ⅲ
ⓚ ＳＳ物理Ⅱ
ⓛ ＳＳ化学Ⅱ
ⓜ ＳＳ生物Ⅱ
ⓝ ＳＳ探究Ⅱ
これまで実施した事業は，成果や内部・外部評価に基づき改良を加え，さらに充させ実行する。第１・２年次事業
に加え上記の事業を新たに実施する。また，地域や連携機関等からの意見や評価を参考にして中間評価を行い，３
年間成果をまとめる。
(4) 第４年次（平成27年度）
第３年次までの成果に基づき事業を実施し定着させる。地域における「知」の拠点としての機能を充実させ，確固
たるものとする。併せて，ＳＳＨ第１期生卒業生の進状況や卒業生に対する意識調査結果についても分析し，第４年
次以降の各事業の実施に反映させる。
(5) 第５年次（平成28年度）
最終年次となる。第四年次までの成果に基づき，事業を実施し定着させるとともに研究成果の発表，交流，普及活
動に努める。各事業，学校設定科目等の検証・評価を行い，本研究のまとめをする。さらに，次度以降の本校の在り
方について検討する。
○教育課程上の特例等特記すべき事項
(1) 「ＳＳ数学Ⅰ」（６単位）を置く。数学Ⅰ（４単位）の代替科目とする。
(2) 「ＳＳ理科α」（２単位），「ＳＳ理科β」（２単位），「ＳＳ化学Ⅰ」（３単位）を置く。物理基礎（２単位），化学基礎（２単位），生物基礎
（２単位）の代替科目とする。
(3) 「ＳＳ基礎」（２単位）を置く。１年次総合的学習の時間（１単位），情報Ｃ（１単位）の代替科目とする。
(4) 「ＳＳ探究Ⅰ」（２単位）を置く。２年次総合的学習の時間（１単位），オーラルコミュニケーションⅠ（１単位）の代替科
目とする。
(5) 「ＳＳ探究Ⅱ」（１単位）を置く。３年次総合的学習の時間（１単位）の代替科目とする。
○平成２６年度の教育課程の内容
年次
１年次生
２年次生
３年次生
(入学年度)
(平成26年度入学生)
(平成25年度入学生)
(平成24年度入学生)
ＳＳ数学Ⅰ（６）
ＳＳ数学Ⅱ（７）
ＳＳ数学Ⅲ（７）
学校設定科目
ＳＳ理科α（２）
ＳＳ物理Ⅰ（４）
ＳＳ物理Ⅱ（３）
（単位数）
ＳＳ理科β（２）
ＳＳ化学Ⅰ（３）
ＳＳ化学Ⅱ（４）
ＳＳ生物Ⅰ（４）
ＳＳ生物Ⅱ（３）
ＳＳ基礎（２）
ＳＳ探究Ⅰ（２）
ＳＳ探究Ⅱ（２）
○具体的な研究事項・活動内容
(1) 論理的思考力，創造性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳを付した理数系科目
探究的な活動を重視した数学，理科の重点教育を行い，大学進学や大学等での高度な研究の基礎となる学力
を育成した。３年間の年間計画とシラバスを作成し，各単元において発展的な内容を取り入れた。

(2) 優れた社会性，国際性を備えた次世代を担う科学者や技術者の育成を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳ基礎
ア．「山梨を知る講演会」「プレゼンテーション講演会」「情報数学演習」「理科基礎実験」「ＳＳ英語」「課題研究」の
6種類の講座と「企業見学」を実施した。
イ．「山梨を知る講演会」は山梨大学等の協力を得て，本県の自然・環境に関して3回，地元に根ざした産業や本
県が世界に誇る科学技術に関して4回の講演会を行った。
ウ．「企業見学」はサイエンスツアーⅢと連動し，11月に1年次生ＳＳＨクラス40名が，海洋開発研究機構，味の素
KK 川崎工場で研修を行った。
②ＳＳ探究Ⅰ
ア．「科学技術講演会」，「ＳＳ英語」，「課題研究Ⅰ」の３種類の講座を実施した。さらに，科学系コンテスト・オリン
ピックへ参加した。
イ．「科学技術講演会」は，外部講師による，理学，工学，医学，農学，環境，情報等の各分野の先端技術に関す
る講演会を８回実施した。
③ＳＳ探究Ⅱ
ア．「課題研究Ⅱ」，「ＳＳ英語」の２種類の講座を実施した。
イ．「課題研究Ⅱ」は，生徒自ら課題を見つけ，テーマを設定させ，設定したテーマについて研究計画を立案し，
研究・調査を行わせた。また，研究・調査した結果を分析・考察し，プレゼンテーションソフトにまとめたものを，
クラス内で発表させた。
④ＳＳ英語
ア．日本学術振興会サイエンス・ダイアログ事業を活用した若手外国人研究者による「フェロー講演会」を聴講す
ることで，科学英語に親しみ，英語によるコミュニケーション能力の向上を図った。１年次生対象に２回，２年次
生対象に４回，３年次生対象に２回の講演会を実施した。
⑤課題研究Ⅰ
ア．課題研究は，生徒の希望等により数学，物理・化学・生物・地学の５分野班に分かれ，１・２年次合同の班別
で年間を通して調査・研究を行った。
イ．本県高等学校教育研究会理科部会主催の生徒の自然科学発表会（11月）で２年次生が，サイエンスフェスタ
（2月）で１年次生がその成果を発表した。
⑥サイエンスツアー
ア．サイエンスツアーⅠ（筑波研究学園都市研修）では，７月に１年次生の SSH クラス４０名と希望者３名がサイバ
ーダインスタジオ，筑波宇宙センター等で研修を行った。
イ．サイエンスツアーⅡ（カミオカンデ等研修）では，７月に２年次生の SSH クラス３９名と希望者７名が，カミオカン
デ，基礎生物学研究所等で研修を行った。
ウ．サイエンスツアーⅢ（日本科学未来館研修）では，１１月に１年次生の SSH クラス４０名が，日本科学未来館で
研修を行った。
エ．サイエンスツアーⅣ（国立天文台・理化学研究所研修）では，２月に２年次生 SSH クラス３９名が，国立天文
台，理化学研究所で研修を行った。
オ．サイエンスツアーⅤ（種子島・屋久島研修）では，３月に２年次生 SSH クラス３９名と希望者２名が， JAXA 種子
島宇宙センター，ヤクスギランド，京都大学防災研究所附属火山活動研究センターで研修を行った。
⑦サイエンスラボ
ア．サイエンスラボⅠでは，8月に1年次生 SSH 生徒40名が３講座に分かれて，「山梨大学」工学部，生命環境学
部で実験実習を行った。
イ．サイエンスラボⅡでは，８月に２年次生 SSH 生徒39名が，東京工業大学，東京海洋大学で講義および実験・
実習を行った。
(3) 峡東地域の「知」の拠点校としての在り方と地域とのネットワークの構築に関する研究。
①サイエンスステップ
本校周辺の小学校と連携し，「自然科学教室」を行い，小学生に実験を通して科学の楽しさや面白さを伝えた。
物理，化学，生物，地学，数学分野で実施した。
②サイエンスジャンプ
ＳＳＨに興味関心のある中学生および，その保護者に体験授業を行った。「百五減算」「モンティホールのジレン
マ」「発酵」「岩石・鉱物の世界」と題し，科学に接した。
③サイエンスアカデミー
第１回は，ＳＳＨ生徒と近隣中高生，ＰＴＡ等，第２回は，全校生徒と近隣中高生，ＰＴＡ，同窓生等を対象に，２
回の科学講演会を実施した。
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による成果とその評価
(1) 論理的思考力，創造性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳを付した理数系科目
３年間の学習計画とシラバスに改善を加え，基礎･基本を大切にしながら，発展的な内容と理科では実験・実習
・観察を多く取り入れた授業を進めた。授業アンケートからも，各科目の目的･ねらいにそった授業が展開されてい
る結果となった。
(2) 優れた社会性，国際性を備えた次世代を担う科学者や技術者の育成を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳ基礎
様々な科学講座や課題研究等の取り組みにより，生徒の科学への興味・関心を高めることができた。研究に取
り組む姿勢の向上にも役立てられているので，今後も継続して取り組む。
②ＳＳ探究Ⅰ
各講座の取り組みにより，生徒の科学に対する生徒の多面的な思考を深めることができ，将来の研究に必要な
科学的能力・姿勢の向上させることができた。
③ＳＳ探究Ⅱ
興味・関心のあるテーマを自由に設定させたことにより，意欲的に研究・調査等を行わせることができた。研究収
録用原稿の中に英文要旨を加えられたことも，ＳＳ英語の取り組みの成果として評価できる。

④ＳＳ英語
外国人研究者の英語による講演を聴き，生きた科学英語を学んだ。また， KLBSchool の生徒教員に対し，各研
究班が研究内容を紹介するプレゼンテーションを英語で行い実践力をつけた。
⑤課題研究Ⅰ
生徒の理科・数学に関する興味・関心や知的好奇心を喚起し，論理的な思考力や問題解決能力を養うことがで
きた。県内外の他校との交流を通じて自分の意見や考えを相手に伝える能力，社会性を養うことができた。
⑥サイエンスツアー
各研修先で，先端科学や技術に直接触れる機会をもつことによって，先端科学技術，理科や数学に対する興
味・関心を高めると共に科学技術に対するモチベーションが高まった。
⑦サイエンスラボ
研修先で，最先端の研究に触れながら，研究することの面白さを感じさせることができた。また身のまわりのもの
に各研究を応用したいという発展的な考えを持つきっかけとなった。
(3) 峡東地域の「知」の拠点校としての在り方と地域とのネットワークの構築に関する研究。
①サイエンスステップ
小学生に科学に興味を持たせることができ，参加したことに満足感を得ている。しかし，よりわかりやすい解説を
さらに研究する必要がある。
②サイエンスジャンプ
本校職員，生徒が指導者となり，中学生に実験を経験させ，科学への興味関心を高め，実験を通して科学の楽
しさや面白さを体感することができた。
③サイエンスアカデミー
毎回，近隣中・高校生の参加者があり，本校ＳＳＨの主要な事業となりつつある。また，講演会後のＳＳＨ生徒と
講師の座談会では，活発な意見交換がされた。
(4) その他の取り組みに関して
①甲州市で開催された JAXA 宇宙教育センターと KU-MA が連携して行う社会教育支援プログラム「宇宙の学校」に
参加する小学生の実験アシスタントとして，今年度からボランティア活動にも参加した。
②地学分野課題研究２研究が，日本地質学会鹿児島大会 小さな Earth Scientist のつどい ～第12回小，中，高校
生徒「地学研究」発表会～でポスター発表を行った。
③長期休業中に開催されるサイエンスキャンプ等に応募し，全国高校生の難関を突破し選考され，のべ12名（内女
子6名）が参加した。
○実施上の課題と今後の取組
(1) 論理的思考力，創造性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳを付した理数系科目
授業内容の精選と進度と深度の確保し，創造性や独創性を育てる授業の研究開発と学習の理解を深化させる
魅力的な教材の開発を進める。また，クラス内の学力差の正確な把握と習熟度別授業等による授業展開の工夫，
改善を行う。
(2) 優れた社会性，国際性を備えた次世代を担う科学者や技術者の育成を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳ基礎
各分野に及ぶ内容のいずれも深い理解が得られるよう，事前・事後学習とともに科学における横断的知識の必
要性や研究・社会への応用について指導を行う。評価方法の工夫・改善を行い，より精度の高い評価を目指す。
②ＳＳ探究Ⅰ
獲得させるべき科学的能力を焦点化し，評価方法の工夫・改善によって，効率的な指導体制を整えていく。特
にプレゼンテーション能力に課題があり，ＳＳ基礎やＳＳ理科などの科目間の連携関係の再構築を行う。
③ＳＳ探究Ⅱ
時間が十分取れなかったことなどにより，課題研究Ⅰのような継続的な実験ができず，調べ学習的な内容が多
くなってしまった。指導の体制を確立する中で，１，２年次の課題研究Ⅰとの違いを明確にした，より質の高い研究
を目指す。
④ＳＳ英語
フェロー講演会と KLBSchool との交流を柱に事前学習，事前準備を行っているが，総合的な英語力向上を目
指すためには日頃の理数科目，英語の授業の中で科学英語に触れ，英語でプレゼンテーションをする練習を重
ねることが必要であり，そのための時間の確保が課題である。
⑤課題研究Ⅰ
活動時間の確保，生徒自身が主体的に行動できる環境設定，今後の進路へとつながる確実な成果，最終的に
は英語でプレゼンテーションに挑戦を目指し，生徒を指導していく方針を構築する。
テーマ決めについて深く掘り下げ，テーマ決定までの過程を重んじる指導とその方法を研究する。
⑥サイエンスツアー
事前・事後の学習時間を確保することと学習方法を検討する。また，より充実した研修になるよう訪問先の担当
者と綿密な打合せを行う。
⑦・サイエンスラボ
研修先での内容を踏まえて，各自の課題研究へと活かしていく方法を検討する。継続的な実験や演習になるよ
うに訪問先と相談をする。
(3) 峡東地域の「知」の拠点校としての在り方と地域とのネットワークの構築に関する研究。
①サイエンスステップ
本校周辺の小学校と連携し，「自然科学教室」を行い，本校職員や生徒が指導者になり，小学生に実験・工作・
観察を通して科学の楽しさや面白さを体感させる。
②サイエンスジャンプ
他の行事との日程調整などが課題である。また，さらに実験の幅を広げる努力を続ける必要がある。
③サイエンスアカデミー
地域の中学生，一般の方にも引き続き参加できる体制を整え，参加者の科学的リテラシーと興味・関心の高揚
のための工夫と「知」の拠点校としての役割を構築する。

別紙様式２－１
山梨県立日川高等学校

指定第１期目

24～28

❷平成２６年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
① 研究開発の成果
（根拠となるデータ等を報告書「❹関係資料（平成２６年度教育課程表、デー
タ、参考資料）」に添付すること）
(1) 論理的思考力，創造性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育プログラムの研究。
１年次生のＳＳ数学Ⅰでは基礎的な内容を充実させ、２年次以降のＳＳ科目等で活用する能力を育成できた。ＳＳ
数学Ⅱ・Ⅲでは、次の年次で行う学習内容を先取りしながらも各単元において発展的内容を扱った。
ＳＳ理科α・βでは，高等学校理科の第一段階の科目として，物理・化学・生物・地学分野を学んだ。４科目を学
ぶことに８割の肯定的な回答が得られた。ＳＳ物理Ⅰ・Ⅱ、ＳＳ化学Ⅰ・Ⅱ、ＳＳ生物Ⅰ・Ⅱでは，発展的な内容と実験
・実習・観察を多く取り入れた授業展開により，科学的な思考力，判断力および表現力を育成することができた。
数学、理科各ＳＳ科目とも、３年次には大学への接続を意識した橋渡し的内容を取り入れている。これら取り組み
により，各科目の目的･ねらいにそった授業が展開され，生徒の学習意欲や専門分野への興味関心が向上したこと
は，生徒アンケート結果にも反映されている。
(2) 優れた社会性，国際性を備えた次世代を担う科学者や技術者の育成を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳ基礎
ＳＳ基礎では，「山梨を知る講演会」の実施回数が最も多く，生徒にとって科学者・研究者の研究成果を得る道
筋を知る機会となっている。「大学の色々な分野の先生が講演をしてくれるので，大学ではこんなに深く勉強する
のかと，とても勉強になりました」「それだけを見るのではなく，広い視野を持って物事を考えることが必要だとわか
った」という記述があり，真実を追究するための研究の方法を知ることができたようだ。また，「物事を客観的に考え
る力，科学的に考える力，興味のある事柄に自分から積極的に調べようという考え方が身についた」という記述か
らも，自分自身の科学的能力の伸張や研究に取り組む姿勢の向上に役立てられていることがわかる。さらに，学問
・進路・職業を考える上で役立てられたか，との質問に肯定的な回答をした生徒が9割を超える。ＳＳ基礎全体のア
ンケートの記述にも，「より積極的になり自ら進んで行動できたし，取り組みの中で理数系教科がさらに好きになり
ました」とあり，生徒たちの研究・学問や将来へ意識付けに成果があったと言える。
②ＳＳ探究Ⅰ
ＳＳ探究Ⅰでは、「科学技術講演会」の実施回数が最も多く，最先端・ハイレベルな科学技術に関する内容を、
科学者・研究者の経験や研究に対する考えとと共に知る機会となっている。「少し視点を変えるだけで見え方が変
わる」「試行錯誤はつきもの」「研究は好奇心を満たすためだけではなく、一般の人々のため」など、科学技術に対
して多面的にとらえられるようになった。また、「周りの協力が大切」「広く知識を持つことでより深まった研究をして
いきたい」など、研究に対する望ましい姿勢も持てるようになった。
③ＳＳ探究Ⅱ
ＳＳ探究Ⅱでは，研究・調査した結果を分析・考察し，プレゼンテーションソフトにまとめたものを，クラス内で発
表させた。その中から２名の代表を決定し，他クラスで行っている総合的な学習での系統別全体発表会（グループ
発表）に参加させてもらい，年次全体で個人研究発表を設けた。このことにより，ＳＳＨクラスの活動年次全体に知
ってもらう，よい機会となった。
④ＳＳ英語
ＳＳ英語では、日本学術振興会サイエンス・ダイアログ事業を活用し、若手外国人研究者による「フェロー講演
会」を聴講することで，科学英語に親しむとともに英語のコミュニケーション能力の向上を図ることができた。回を重
ねるごとに生徒達の質問数が増え、３年次生では質疑応答にかなりの時間を割き、講義内容の理解を深めた。ア
ンケート結果からは、回によって差はあるものの大半の生徒が事前学習で得た予備知識と同伴の日本人学生によ
る補足説明を頼りに講義内容をおおむね理解できたと答えている。また、記述のアンケートからは、「英語の講演
で難しい部分もあったが、理解しようとがんばれるので、英語力の向上につながると思う」「英語のみで講義を受け
られるのがよい」「英語と理科のどちらも学ぶことができた」など、科学を学習していくうえで英語力は必要であると
認識していることが分かる。英国姉妹提携校 KLB School の生徒との交流・連携では、 KLB 生の来校時に１，２年
次の生徒が研究班ごと研究内容について英語でプレゼンテーションを行った。 KLB 生からの質問にも英語で答
えるなど、実践的に英語を使用することができた。専門知識をもたない相手に分かり易く研究内容を説明するため
に生徒達は英語の表現や視聴覚機器の使い方などを工夫し、今後の英語による課題研究の発表につながる機会
となった。
⑤課題研究Ⅰ
生徒の理科・数学に関する興味・関心や知的好奇心を喚起し，論理的な思考力や問題解決能力を養うことがで
きた。県内外の他校との交流を通じて自分の意見や考えを相手に伝える能力、社会性を養うことができた。以上の
成果より生徒が今後社会に出て研究職や専門職に携わる人材を輩出する一助となった。
⑥サイエンスツアー
サイエンスツアーは、昨年同様１年次生の筑波研究学園都市研修と日本科学未来館研修、２年次生が、カミオ
カンデ・分子科学研究所等研修、国立天文台・理化学研究所研修、種子島・屋久島研究と内容を充実させ実施し
た。生徒達の評価は好評で、最先端技術に触れたり、研究者から直接講義をうけたりすることで、科学技術への興
味・関心が高まった。事前学習が研修を充実したものにする鍵となることを実感した生徒もいた。
⑦サイエンスラボ
サイエンスラボⅠでは山梨大学での実習・演習を、昨年度半日だったものを１日に拡大してよりじっくりと体験で
きるように時間確保することができた。生徒も「難しい内容であったが、時間をかけて説明してもらえたので、理解
することができた。」という意見を多く挙げていた。また「身近なものに体験した内容を活かしたい。」等の感想もあ
り、研究することへの意識も高めることができたと感じる。サイエンスラボⅡでは授業では扱いきれない範囲の研究
に触れさせることができた。「このような研究分野があたことに驚いた。」と生徒の興味関心を高めることができた。
(3) 峡東地域の「知」の拠点校としての在り方と地域とのネットワークの構築に関する研究。
①サイエンスステップ
アンケートの中で、「科学に興味を持った」「参加できて良かった」という質問への回答が、小学校低学年及び高
学年の両方で９０％以上に達していることから、小学生の科学への興味関心を高め、内容としても満足できるもの
であったと考えることができる。
②サイエンスジャンプ
アンケートの中で「大変良かった」「よかった」で９０％以上に達していて、「実験ができてとてもおもしろかった」

「より興味を持った」という感想が多数あった。中学生を対象に「科学の面白さ発信」という目的の達成をする良い
機会になっている。
③サイエンスアカデミー
年 間 ２ 回 の 科 学 講 演 会 を 実 施 し た 。 講 演 会 後 には ＳＳ Ｈ生 徒 と 講 師 の 座 談 会を 実施 し ， 研 究 者 と 直 接ふ れ 合
い，疑問に感じたことや，科学者としての生き方を質問する機会をつくった。アンケート結果からも，９割以上が満
足した内容であったことがわかる。講師も非常にわかりやすい説明で，高校生に十分理解できるレベルで話を進
めていただけた。また，研究成果だけでなく，これからの社会の生き抜くメッセージや示唆に富んだ講演会となっ
ている。
(4) その他の取り組みに関して
これらの取り組みの成果として，平成２５年度３年次生４４％，平成２６年度３年次生（ＳＳＨ指定初年度）４６％，２年
次生５１％、１年次生５１％（次年度クラス分け文理希望）と，徐々に理系希望者が増加する傾向にあることも成果の１
つである。ＳＳＨ生徒研究発表大会（全国大会）に，物理課題研究「構造色」がポスター発表を行った。アピールタイ
ムでは，５分間の英語によるプレゼンテーションに挑戦した。入賞に逃したが、審査員の先生方から高い評価をいた
だいた。甲州市で開催された JAXA 宇宙教育センターと KU-MA が連携して行う社会教育支援プログラム「宇宙の
学校」に参加する小学生の実験アシスタントとして，今年度からボランティア活動にも参加した。地学分野課題研究２
研究が，日本地質学会鹿児島大会 小さな Earth Scientist のつどい ～第12回小，中，高校生徒「地学研究」発表
会～でポスター発表を行った。長期休業中に開催されるサイエンスキャンプ等に応募し，全国高校生の難関を突破
し選考され，のべ12名（内女子6名）が参加した。「科学の甲子園山梨大会・１次予選」に２年次２チーム１２名，１年次
１チーム６名が挑戦したが，残念ながら予選突破はならなかった。
② 研究開発の課題
（根拠となるデータ等を報告書「❹関係資料（平成２６年度教育課程表、デ
ータ、参考資料）」に添付すること）
(1) 論理的思考力，創造性や独創性等の高揚を目指した効果的な教育プログラムの研究。
ＳＳ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは，クラス内の学力差を考慮し，進度と深度を確保した授業を展開していきたい。また，各種
成果を客観的に評価するためのレポートや確認テスト等を確立する。
ＳＳ理科α・βでは，２年次のＳＳ科目との連結を意識し，どの時期にどの内容を扱うのが効果的か検討する余地
がある。また，単なる現象の理解，知識・技能の習得にとどまらず，探求的な活動の原動力となる興味・関心の向上
や，協同的に実験操作を行おうとする態度の育成を図る必要がある。ＳＳ物理Ⅰ・Ⅱ、ＳＳ化学Ⅰ・Ⅱ、ＳＳ生物Ⅰ・Ⅱ
では，フェロー講演会や科学講演会等の内容を事前に把握し，関係する教科担任が教材の作成や授業進度を工夫
することで，授業と先端的な講演会の相乗効果が得られると考え課題として取り組んでいく。
(2) 優れた社会性，国際性を備えた次世代を担う科学者や技術者の育成を目指した効果的な教育プログラムの研究。
①ＳＳ基礎
ＳＳ基礎全体ののアンケートの記述には「あまり興味のなかった分野にも興味を持った」というものがいくつも見
られた。講演会は，様々な分野に及び，そのいずれの内容も深い理解が得られるよう，事前・事後学習とともに科
学・研究における横断的知識の必要性や研究・社会への応用について指導を行うことが必要となる。また、評価方
法の工夫・改善を行い，より精度の高い評価を目指す。
②ＳＳ探究Ⅰ
「科学技術とは何か」を問い続けることが、科学に対する考え方や研究に向かう姿勢を向上させる上で重要であ
る。また、プレゼンテーション能力の向上は大きな課題の１つである。そのため、獲得させるべき科学的能力を焦
点化し、評価方法の工夫・改善によって、効率的な指導体制を整えていくとともに、ＳＳ基礎やＳＳ理科などの科目
間の連携関係の再構築を行う。
③ＳＳ探究Ⅱ
実験指導体制が不十分であったこと，時間が十分取れなかったことなどにより，１，２年次で行っている課題研
究Ⅰのような継続的な実験ができず，調べ学習的な内容が多くなってしまった。また，より内容の濃い研究を目指
し，研究の開始時期を３年次からではなく，早くから取りかかり，遅くとも２年次末とすれば，春休み等も利用できる
ようにする。
④ＳＳ英語
フェロー講演会で英語による講義を理解するために、英語及び理数科目の基礎力の向上にさらに取り組む。ま
た、自らの課題研究内容を英語で発表するためのプレゼンテーション力を磨くために日頃の英語の授業のあり方
を検討する。
⑤課題研究Ⅰ
活動時間の確保，グループとしての協調性や信頼感と生徒自身が主体的に行動できる環境設定，今後の進路
へとつながる確実な成果，最終的には英語でプレゼンテーションに挑戦を目指し，生徒を指導していく方針を構
築する。研究指導をする教員の質の向上を図る。具体的には、テーマ決めを綿密に指導し、下調べの段階やその
後の研究の手法の構築までの過程を特に重要視し、生徒がより主体的に活躍できる環境を整える。
⑥サイエンスツアー
より充実した研修になるよう、訪問場所、見学内容の選定について検討する。また、アンケートで明確になった
事前学習の時間の確保について改善する。
⑦サイエンスラボ
研修先での体験や研修をその後の各自の課題研究へつなげていく必要がある。なぜこのような研究を行ってい
るのか、どのようにすればその問題を解決できるのか、という点を意識させながら研究のテーマや手法の改善につ
なげていきたい。
(3) 峡東地域の「知」の拠点校としての在り方と地域とのネットワークの構築に関する研究。
①サイエンスステップ
アンケート結果より、「実験の内容は理解できたか」と「高校生の説明はわかりやすかったか」という項目では「ど
ちらとも言えない」という回答も特に低学年の子どもたちでは増えているため、参加者が小学生であることをさらに
考慮して説明の方法を工夫する必要があると考える。
②サイエンスジャンプ
今年 度は他校と日程 が重なったた め参加 者 が少 し少 なかった 。他 の行事との日程調整などが課題である。ま
た、実験の幅を広げる努力を続ける必要がある。
③サイエンスアカデミー
毎回，近隣中・高校生の参加者があり，本校ＳＳＨの主要な事業となりつつある。また，講演会後に実施される
本校ＳＳＨ生徒と講師の座談会では，毎回活発な意見交換がなされている。講師の選定等についてさらに検討を
加え，より充実したものに改善し，地域の中学生，一般の方にも引き続き参加できる体制を整え，「知」の拠点校と
しての役割を担っていきたい。

