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コロナに打ち克つぞ 2020年 
校 長  松 坂 浩 一 

サイエンスラボⅡ(２年生・東京大学研修)、サイエンスラボⅣ（タイ国研修）、サイエンスジャ

ンプ（中学生対象・オープンスクール体験授業）、これらはいずれも今年度当初には実施を予定し

ていたＳＳＨ関連事業である。ＳＳＨのクラスの生徒をはじめ参加希望者にはコロナの影響とは

いえ、実施されず大変残念な思いをしていることであろう。 

この他にも、今年はコロナ禍のため規模を縮小したり、リモートでせざるを得なくなった事業も

一つや二つではない。世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染拡大は、経済はもとより教育の

現場にも大きな影響を与え、本校のＳＳＨ関連事業も縮小を余儀なくされている。もちろん影響を

受けているのは本校だけではない訳だから、その中で何とか工夫をして当初の目的が少しでも達

成されるよう頑張らねばならない。一例ではあるが、本校では姉妹校 KLB 校来校時の英語交流会

に代えて、YouTubeでの課題研究英語発表会を実施し、評価や質問をメールでいただきながら、そ

れまでとは違う形の交流を実施することができた。工夫のしどころである。 

１００年前のスペイン風邪は地球規模で蔓延し、日本においても４５万人の人が命を落とした

と言われている。当時はこの病原体の正体がウイルスということも分かっていなかったそうだが、

その対策は現在のコロナ対策にかなり近いものであり、マスク着用・密の回避・うがいの励行・身

体弱者の早期保護などであったという。苦しめられたこのスペイン風邪も最終的には日本の隅々

まで拡大し、もはやそれ以上感染が拡大する限界を超え、抗体を持つ人が増えたために自然に去っ

ていったのである。しかし、今回も自然と過ぎ去るのを待っていれば良いのだろうか。否である。

現実に人の命が毎日失われ、悲しみにくれる人々が世界中にいるのが現実だ。 

このコロナに打ち克つには？これには二つの方法があると考えられる。一つはワクチンの開発

と世界規模での接種。そしてもう一つは、感染しても軽症で終わらせる治療薬の開発である。 

この治療薬の開発に注目を浴びそうなのが山梨県出身の大村智先生である。大村先生がノーベ

ル賞を受賞した抗生物質のイベルメクチン（元々は熱帯地方の風土病治療薬）がコロナウイルスへ

の効果が期待できるということなのである。既に南アフリカ共和国ではこのイベルメクチンを新

型コロナウイルス治療薬として使用を始めている。更に治験が進み、日本における使用承認が進め

られることを期待したい。流石は大村先生。山梨県人もやるものである。 

さて、翻って本校の課題研究はどうであろうか？すべての学年で全員がこの研究に取り組んで

いるが、その成果は？三年生の個人研究は１１月に発表会が開かれ、ユニークな研究が相次いだ。 

見事「ちえぶくろ賞」を獲得したのは、継続して取り組んでいる「桃の花を使用した染色方法と色

落ちに関する評価」であった。ほかにも「ハンドボールにおける連続投球時の球速とコントロール

の関係性」や「ディズニープリンセスから見る理想の女性像の変化」「鉄価格低下の社会に勝つぞ！」

など着眼点の面白さや自身の部活動に関する研究など多彩な発表が相次いだ。 

しかしながら、改善の余地はまだある。課題研究を通して科学的な観点に立って物事を見たり、

論理的な思考に立って研究を進めてほしいところである。多くの人が見て「確かにそうだ」「結果

からこういう結論が導かれる。または、そうとは言えない」などの賛意が得られる研究であってほ

しいと思う。 

そのためには、①導こうとする結論に合った研究方法であること。②客観性があること。③実験

などにおいては、再現性が高いこと。正確であること。実験精度が高いこと。統計処理が適切であ

ること。などが求められる。また、シンプルな図表などを用いて視覚的にも訴えるものが良い。そ

して、このような研究を進めていけるよう、課題研究の指導手法の確立や身につけるべき資質・能

力の可視化に一層力を注いでいきたい。 

２期目の最終年に当たる２０２１年度はそんな課題研究がいっぱい増えることを期待したいも

のである。３期目の指定を願いながら！ 
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別紙様式１－１ 
山梨県立日川高等学校 指定第２期目 29～03 

 
❶令和２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  
変化する社会の中で新たな価値の創造に向けて挑戦し続ける人材の育成 

 ② 研究開発の概要  
(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

課題研究を１～３年次全クラス，および自然科学系部活動で実施し，自ら課題を発見し主体的に活動に取り
組み，それを解決する能力の基盤を築く。３年次生は，今年度開講の学校設定科目ＳＳⅢにおいて実施す
る。「ＳＳ」を付した数学・理科の学校設定科目の実施によりアクティブラーニング・評価の研究開発を積極的
に行うとともに，職員研修によってその成果の普及を図る。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 
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等の取り組みを通して，学びの場を提供す

る。課題研究では地域に密着し，地域の課題発見・解決を推進する。また，大学や研究機関等と連携した講
演会，実験・実習，国際交流などにより，科学的リテラシーを高める。 

 ③ 令和２年度実施規模  

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 学級数
文系 15 18 33
理系 26 23 49
文系 100 117 217
理系 80 82 162

15

40

180

１年次 2年次 3年次 計

1 1 1 3

生徒数

ＳＳＨ

普通

コース

555

40

180
 

 ④ 研究開発の内容  
○研究計画 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

○令和２年度の教育課程の内容 

課題研究を実施する科目 教育課程研究開発のための理数科目

ＳＳⅠα, ＳＳⅠβ, ＳＳⅡα, ＳＳⅡβ, ＳＳⅢ
ＳＳ理科α, ＳＳ理科β, ＳＳ物理Ⅰ, ＳＳ物理Ⅱ, ＳＳ化学Ⅰ, ＳＳ化学Ⅱ, ＳＳ
生物Ⅰ, ＳＳ生物Ⅱ, ＳＳ数学Ⅰ, ＳＳ数学Ⅱ, ＳＳ数学Ⅲ

全年次においていずれかの科目を履修し課題研究を行う。
ＳＳＨクラスにおいてはβを付した科目を履修し，各種講演会を実施する
など科学技術系人材育成のためのより専門的な内容を実施する。

科学技術系人材育成のため，より専門性の高い理科・数学の科目として実
施する。また，アクティブ・ラーニングや評価などについて先端的な授業研究
を行い，その成果の教育課程全体への波及を目指す。

 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象

普通 ＳＳⅠα 1 総合的な探究の時間 1 1年次 普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ物理Ⅱ 3 物理 3 3年次

総合的な探究の時間 1 普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ化学Ⅰ 3 化学 3 2年次

情報の科学 1 普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ化学Ⅱ 4 化学 4 3年次

普通 ＳＳⅡα 1 総合的な学習の時間 1 2年次 生物基礎 2

総合的な学習の時間 1 生物 2

英語表現Ⅱ 1 普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ生物Ⅱ 3 生物 3 3年次

普通・ＳＳＨ ＳＳⅢ 1 総合的な学習の時間 1 3年次 数学Ⅰ 4

ＳＳＨ ＳＳ理科α 2 化学基礎 2 1年次 数学Ａ 2

ＳＳＨ ＳＳ理科β 2 地学基礎 2 1年次 数学Ⅱ 5

物理基礎 2 数学Ｂ 2

物理 2 普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ数学Ⅲ 7 数学Ⅲ 7 3年次

2年次7ＳＳ数学Ⅱ普通・ＳＳＨ理系

4 2年次

ＳＳＨ ＳＳ数学Ⅰ 6 1年次

普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ物理Ⅰ 2年次4

普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ生物Ⅰ

ＳＳＨ ＳＳⅠβ 2 1年次

ＳＳＨ ＳＳⅡβ 2 2年次

下記事業を実施し，教材・指導方法や評価方法の研究を行った。探究的な活動を重視し，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」を付した理数科目の開発に取り組んだ。
ＳＳ基礎　ＳＳ探究Ⅰ　ＳＳ探究Ⅱ　ＳＳ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　ＳＳ理科α・β　ＳＳ物理Ⅰ・Ⅱ　ＳＳ化学Ⅰ・Ⅱ　ＳＳ生物Ⅰ・Ⅱ　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

第1年次
第１期の事業内容を継続するとともに，１年次ＳＳＨコース生徒のみを対象とした学校設定科目ＳＳ基礎を廃止して新たな学校
設定科目ＳＳⅠα・βを開講し，１年次生全員が課題研究を実施した。

第2年次

２年次ＳＳＨコース生徒のみを対象としたＳＳ探究Ⅰを廃止して新たな学校設定科目ＳＳⅡα・βを開講し，２年次生全員が課
題研究を実施した。
サイエンスラボⅣ（タイ王国海外研修）と国際交流事業サイエンスセッションを新たに実施し，課題発見の視野を国際的に広
げ，主体的に課題を発見し探究する資質・能力の向上とともに，地域の小学校との国際交流の促進を図った。

第3年次
３年次ＳＳＨコース生徒のみを対象としたＳＳ探究Ⅰを廃止して新たな学校設定科目ＳＳⅢを開講し，３年次生全員が課題研
究を実施した。

第4年次
（今年度）

YouTubeを使った授業配信と相互授業参観の活性化に取り組んだ。アクティブラーニング・ICT活用の推進・教員研修などに
よる，授業改善と評価研究に取り組んだ。

第1期

第2期
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○具体的な研究事項・活動内容 
(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 
 ①ＳＳⅠα・ＳＳⅠβ 

自ら課題を発見し，主体的に活動に取り組んでそれらを解決する能力の基盤を築くことを目標とし，学校設
定科目「ＳＳⅠα・β」を実施した。「職業人による講演」，「職業人と語る」，「職場見学」などから課題を発見
し，９つの分野におけるグループでの調査，分析，実験等を経て「職業人に語る」までの課題研究を行った。
課題研究に必要な技能の習得のため，「研究の進め方講演会」，「プレゼンテーション講演会」を実施した。
「ＳＳⅠβ」ではさらに「山梨を知る講演会」,「フェロー講演会」,「ＫＬＢ校交流発表会」を実施し，科学的リテラ
シーの向上を図った。 

 ②ＳＳⅡα・ＳＳⅡβ 
自ら課題を発見し，主体的に活動に取り組んでそれらを解決する能力を伸長させることを目標とし，学校設

定科目「ＳＳⅡα」「ＳＳⅡβ」を設定した。自ら設定した学問分野別のテーマについて，課題研究を行った。３
人までのグループを作ってテーマ設定および探究活動を行った。「テーマ発表会」を実施し，研究方法の客
観性を意識させた。「ＳＳⅡβ」ではさらに「科学技術講演会」（年間４回），「フェロー講演会」（年間 2 回）「ＫＬ
Ｂ校交流発表会」「科学系コンテスト（オリンピック）と科学の甲子園山梨県予選の参加」を実施し，科学的リテ
ラシーの向上を図った。 

 ③ＳＳⅢ 
各自の将来の専門とする分野において自ら課題を発見し，主体的に活動に取り組んでそれらを解決する

能力を伸長させ，学びに向かう力と優れた人間性を備え，社会の変化に気づくことのできる生徒を育成するこ
とを目標とし，学校設定科目「ＳＳⅢ」を実施した。自身の興味関心の強い分野において，自ら課題を見つけ
てテーマを設定し，個人での「課題研究」を行った。また，「フェロー講演会」を行った。 

 ④フェロー講演会 
外国人研究者の研究内容を英語で聴く講演会として計３回実施した。 

 ⑤ＳＳを付した理数系科目 
「ＳＳ」を付した数学・理科の学校設定科目の実施により，アクティブラーニング・評価の研究開発，さらには

ICT の活用を積極的に行い，効果的な教育課程の研究開発を行った。 
 ⑥サイエンスツアー 

研究施設や大学等を訪問して最先端の研究や技術に触れることで，科学技術に対する興味･関心を高
め，知的好奇心や探究心を育むとともに，研究者との交流を通して研究に主体的，協働的に取り組む姿勢や
課題発見の視点なども学び取ることを目的とし，サイエンスツアーⅠ（長野県大町市），Ⅱ（神奈川），Ⅲ（筑波
研究学園都市）を行った。 

 ⑦課題研究校外発表 
課題研究の成果を日本地球惑星科学連合高校生ポスターセッション，生徒の自然科学研究発表会，ガー

ルズサイエンスカフェ 2020 等で発表した。 
 ⑧校外事業参加 

化学グランプリ一次選考，生物学オリンピック予選，数学オリンピック予選，科学の甲子園山梨大会に参加
した。 

 ⑨職員による研究・研修活動 
アクティブラーニング研修，職員相互授業参観を行った。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 
 ①サイエンスステップ 

コロナウイルスの感染拡大が心配される時期（7 月）の実施ではあったが，募集人数を減らし，本校中庭に
て短時間で実施した。地域の小学校４～６年生を受講者とし，実験を通して科学への興味・関心の向上と，高
校生のコミュニケーション力等の資質・能力の向上を図った。 

 ②サイエンスラボ 
大学等と連携し，サイエンスラボⅠ（山梨県立産業技術短期大学校），Ⅲ（山梨大学）を実施し，講義およ

び実験・実習を行った。 
 ③サイエンスアカデミー  

広く科学への興味・関心を高めるため全校生徒を対象とした講演会を実施した。 
 ④ＫＬＢ校交流発表会 

「ＳＳⅠβ」「ＳＳⅡβ」の中で，姉妹校ＫＬＢ校への英語でのプレゼンテーションや交流を行い，国際性と実
践的英語力の向上を図った。 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  
○研究成果の普及について 
 研究発表会等において，本校の研究開発の成果を他の高等学校教員等にＹｏｕＴｕｂｅにて公開する。課題研
究においては，地域の産業における課題の解決を目的とした研究を行い，地域に密着した研究を推進し，その
研究成果を地域に還元する。また，ホームページ，広報誌等によって，成果の広報活動を行った。 
○実施による成果とその評価 
(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 
 ①ＳＳⅠα・ＳＳⅠβ 

 年度当初に行った「ミニポスター」の作成では，「小研究・小調査→ポスター作成→発表」の一連の活動を通
して，1 年間の研究活動を短期間で経験することができた。生徒及び教師の１枚ポートフォリオ（ＯＰＰ）への記
入を通じて，生徒の変容や各活動の効果を生徒・教師双方がみとることができた。身につけさせたい力として
挙げている「学びに向かう力・探究心」「主体性」「課題発見力」について高い自己評価が得られた。中でも，
昨年から比較し「主体性」の向上が顕著であった。 

 ②ＳＳⅡα・ＳＳⅡβ 
テーマ発表会の実施により，全職員からの助言・指導や生徒間の相互評価を行うことができた。生徒の興
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味関心に対応した班編成とし，研究内容の多様化を図ることができた。 
 ③ＳＳⅢ 

ＳＳⅢの優秀研究に対して賞を授与することで，課題研究を深める刺激・動機（インセンティブ）とすることを
目的として「ちえぶくろ賞」創設した。協調性・社会性，国際性，継続性・粘り強さ，批判的思考力・判断力，表
現力の向上が身についたと答える生徒が増加した。 
④フェロー講演会 
講義の事前学習として重要語彙や講義概要の英文の確認を通して，英語での講義の理解が進んだ。外国

人研究者の講義に参加することで，科学や課題研究への動機づけに作用した。 
⑤ＳＳを付した理系科目 
限られた条件ではあるがアクティブラーニングの実施により，「学びに向かう力・探究心」や「協調性・社会

性」の向上がみられた。昨年に引き続き，教材ソフトの開発やスマートフォンを活用した実験の記録・調査，振
り返りなど，ＩＣＴを活用した授業を実施できた。 
一枚ポートフォリオ評価（ＯＰＰＡ）により，向上を目指す資質・能力の目標を生徒と教員で共有しながら授

業を行うことで，資質・能力の変容を生徒自らが自覚できるようになった。 
⑥サイエンスツアー 
「課題発見力」「理解する力・知識の活用」の資質・能力について，特に向上が見られた。事前学習を充実

することにより，サイエンスツアーの実施の効果を高めることができ，さらに課題研究への動機づけとなった。 
⑦課題研究校外発表 
大学等の研究者に研究のアドバイスをもらい，それを実践して研究を改善しながら進めることができた。今

年度はＹｏｕＴｕｂｅやｉＰｏｓｔｅｒなど，生徒にとって新しい形態での発表となり，その作成・発表技術を身につけ
た。 
⑧校外事業参加 
課題研究や各講座の成果と日々の授業の内容とを連動し，培った力を試す機会として，各コンテストに参

加することができた。 
⑨職員による研究・研修活動 
学校を挙げて協同的探究学習に基づいた授業改善に取り組み，理論や評価も含めた職員研修会を実施

した。生徒各自が思考・表現したことを発表し，集団で共有するなど方法を模索しつつ授業改善を継続したこ
とにより，職員による研究・研修活動を充実させることができた。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 
 ①サイエンスステップ 

短時間・屋外等の実施方法のもと，科学実験講座を行うことができた。小学生に実験を通して科学への興
味・関心の向上と，高校生の研究に取り組む姿勢等の資質・能力の向上がみられた。 

 ②サイエンスラボ 
サイエンスラボⅢ（山梨大学）では，ＤＮＡや蛍光色素等に関する実験操作を通して「学びに向かう力」を伸

長させることができた。この事業により，課題研究への取り組みに向かう意識付けとなった。 
 ③サイエンスアカデミー  

参加した生徒の「学びに向かう力・探究心」「理解する力・知識の活用力」が事業の実施前後で大きく向上
した。 

 ④ＫＬＢ校交流発表会 
姉妹校ＫＬＢ校への英語でのプレゼンテーションや交流を通して，課題研究の内容理解が進み，表現力を

向上させることができた。また，ＫＬＢ校でも複数の授業においてＹｏｕＴｕｂｅで視聴を行い交流を進めることが
できた。 

○実施上の課題と今後の取組 
(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

今年度までの実践の成果を踏まえ，研究方法の効果的な指導や全職員での効率的な指導体制の構築に
ついて検討を重ねていく必要がある。また今年度は，校外の専門家や専門機関との連携が制限されたが，時
代に応じた新たな連携先や連携方法の模索が必要である。 
「ＳＳを付した理数系科目」では，オンライン授業や協同的探究学習の積極的な実践がなされた。その方法

や成果を他教科とも共有するとともに，課題研究との有機的な接続を図る必要がある。また生徒が多様な視
点を持ち，情報を処理・活用していくことが研究において必要であり，そのため教科・科目横断型の授業や指
導体制の整備が一層必要となる。 
ＳＳⅠ～ＳＳⅢや教科の授業においては，１枚ポートフォリオ（ＯＰＰ）の活用により，生徒が自身の活動や変

容を把握できるようになっている。今後は単年度の評価に終わらず，３年間を通した生徒の資質・能力の向上
の継続的な検証が必要である。また教員用ＯＰＰＡを活用して実施内容や指導方法の検証を行い，カリキュラ
ムマネジメントの視点での検討も必要になる。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 
課題研究においては地域の課題を見つけて研究を行い，その成果を地域に発信し還元できるような体制

を整えることが必要である。今年度は事業が制限され「サイエンスジャンプ」は中止となったが「サイエンスステ
ップ」は実施方法を変更して行うことができた。状況に応じた新しい実施方法を検討することが求められる。ま
た，国際的な視野を持って地域で活躍できるグローカルな人材の育成ができる体制づくりも重要である。今年
度ＹｏｕＴｕｂｅによる英国姉妹校との交流を行っているが，地域から国際社会へ発信していく必要性を感じる。 

 ⑥ 新型コロナウイルス感染拡大の影響  

本校主催の SSH 関連行事については，サイエンスラボⅡ（東京大学研修），サイエンスラボⅣ（タイ国研修），
サイエンスツアーⅣ（愛知・岐阜研修），サイエンスジャンプ（オープンスクール）を除くすべての行事を行うことが
できた。サイエンスツアーⅠ～Ⅲについては，実施時期の変更，宿泊日数の変更はあったものの，参加した生
徒からは参加前後の学習への意欲の変化を読み取ることができる。サイエンスステップ（小学生科学実験講座）
についても，屋外での実施や演示実験の実施など，例年とは異なる実施環境での新しい手法を見出すことがで
きた。また，姉妹校の英国ＫＬＢ校との交流も来校時だけでない交流方法を見出し，年間を通した継続した交流
への足掛かりとなった。 
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山梨県立日川高等学校 指定第 2期目 29～33 
 

❷令和元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  
研究開発課題名「変化する社会の中で新たな価値の創造に向けて挑戦し続ける人材の育成」 
研究開発の目的 

 課題研究を中心とした教育課程の開発，実践により，研究開発課題に示した人材を育成する。 
その目指す具体的な生徒像は，次のとおりである。 
◇ 学びに向かう力と優れた人間性を備え，社会の変化に気づくことのできる生徒 
◇ 主体的に課題を発見し，科学的に解決する思考力・能力を備えた生徒 
◇ 地域の知力を国際的な課題の解決につなげるグローカルな視点を持った生徒 
研究開発の目標 

 目的とする人材育成達成のため，次の２つの項目を柱として，課題研究を中心とした教育課程の開発，

実践を行う。 
 ①課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 
 ②課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 
研究開発の内容および成果 

(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

ＳＳⅠ 学校設定科目「ＳＳⅠα」「ＳＳⅠβ」により，分野ごとに自ら設定したテーマについて，探

究活動を行った。その活動を通して，自ら課題を発見し，主体的に活動に取り組んでそれらを解決する

能力の基盤を築くことを目標とした。 

 ＳＳⅠにおいては，生徒および職員の１枚ポートフォリオ（ＯＰＰ）への記入を通じて，生徒の変容

や各活動の効果を生徒，教師双方が見取ることができるようにし，次のような成果が明らかになった。 
・目的意識をもって主体的に活動に取り組むことができた。 
・課題研究に入る前に各分野の課題について意見交換を行う場を設けた結果，生徒は課題に対する探

究方法を学ぶことができ，本格的な課題研究へ比較的スムーズに移行でき「学びに向かう力・探究

心」が向上した。 
 ・ＳＳⅠβの山梨を知る講演会においては，講演会のキーワードを用いてまとめさせている講義の要

約も，回を追うごとに内容が精巧になった。 
ＳＳⅡ 学校設定科目「ＳＳⅡα」「ＳＳⅡβ」により，自ら設定した学問分野別のテーマについて，

探究活動を行った。その活動を通して，自ら課題を発見し，主体的に活動に取り組んでそれらを解決す

る能力を伸長させることを目標とした。 

・中間発表会の実施により，全職員からの助言・指導や生徒間の相互評価を行うことができた。 

・ＳＳⅡβでは文系生徒や理系生物選択者にも配慮して科学技術講演会の講師を選定し，サイエンス

ツアーとのつながりも考えることにより，興味をもって取り組むことができた。 

ＳＳⅢ 学校設定科目「ＳＳⅢ」により，ＳＳⅠ・Ⅱにおいて培った課題発見力や主体的に解決する能

力を生かし，将来の専門となる分野について専門的に探究活動を行う。科学的探究の手法を活用し，論

理的思考力や表現力，社会性の向上をねらいとする。分野については文化局部活動，体育局部活動に関

係するものも可能とし，主体的にテーマを設定させることを目的とした。 

 今年度は２年次に設定した研究テーマを継続して研究する取組み計画とした。その結果，昨年度に比

べて「持続性・粘り強さ」が向上した。今年度からＳＳⅢの優秀研究に対して賞を授与することで，課

題研究を深める刺激・動機（インセンティブ）とすることを目的として「ちえぶくろ賞」を新設した。

課題研究指導に関して過重となっている先生方の労力を適正に評価することが重要であると考え，優良

な生徒研究に対して賞を授与することで間接的だが先生方に研究指導への充実感やインセンティブを

得ることをねらいとした。 

ＳＳⅠ，ＳＳⅡ，ＳＳⅢの「課題研究」の指導においては，校内全職員参加のアドバイザリーシステ

ム（通称「ちえぶくろシステム」）を活用し，生徒が職員による助言，情報提供を受けながら，テーマ

を設定や調査・実験，考察などが行えるようにした。 

フェロー講演会 「ＳＳⅠβ」「ＳＳⅡβ」「ＳＳⅢ」の中で外国人研究者の研究内容を英語で聴く講

演会として実施した。 

「ＳＳⅠβ」「ＳＳⅡβ」(年間２回） 

 ・Cancer research in the age of new-technologies and artificial intelligence（Ｚｏｏｍにて実施） 
 ・Control of Ticks and Tick-borne infections（Ｚｏｏｍにて実施） 
「ＳＳⅢ」（年間１回） 

 ・Climate change and SDGs 
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フェロー講演会の実施により，科学や研究に対する関心の高まりがみられ，英語を介して科学を学ぶと

いう機会が確実に生徒のモチベーションと英語力の向上に肯定的に作用していると判断できた。 

サイエンスツアー 研究施設や大学等を訪問して最先端の研究や技術に触れることで，科学技術に対す

る興味･関心を高め，知的好奇心や探究心を育むとともに，研究者との交流を通して研究に主体的，協

働的に取り組む姿勢や課題発見の視点なども学び取ることを目的として実施した。 

・サイエンスツアーⅠ 長野県大町市    （１年次生対象）11/20 

・サイエンスツアーⅡ 神奈川県相模原市 （２年次ＳＳＨクラス生対象）11/21 

・サイエンスツアーⅢ 茨城県つくば市  （１年次生対象）3/11～12 

・サイエンスツアーⅣ 愛知県・岐阜県・静岡県 （２年次生対象）3/9～10 (緊急事態宣言のため中止) 

 「課題発見力」「理解する力・知識の活用」「学びに向かう力・探究心」「協調性・社会性」の資質

・能力について，いずれも向上が見られ，サイエンスツアーの目的を達成することができた。 

ＳＳを付した理科・数学の学校設定科目 ＳＳを付した理数系学校設定科目において指導方法や評価方法

の研究を行い，資質・能力の向上を目指した効果的な教育課程の開発を目的とした。 
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により 4月・5月はＹｏｕＴｕｂｅで授業動画を配信し動画視聴による

学習を各教科で工夫して行った。双方向でのやり取りではないことが心配されたが，一時停止できる

ことや繰り返し視聴できることなどの利点もあった。一方通行の授業になってしまうことを避けるた

め，Ｗｅｂ上で小テストなどを実施し採点して生徒に返すという取り組みも行うことができた。 
・対面によるグループワークという形態を取ることが難しく，隣同士で対面にならないように議論する

といった形態での言語活動であったが，表現力や主体性，学びに向かう力・探究心，協調性・社会性

など，多様な資質能力の向上が見られた。 
・教材ソフトの開発やスマートフォンを活用した実験の記録・調査，振り返りなど，ＩＣＴを活用した

授業が新型コロナウイルス感染拡大の影響により例年以上に行うことができた。 
課題研究校外発表 課題研究の成果を次のとおり発表した。 

・日本地球惑星科学連合高校生ポスターセッション 7/12（ｉＰｏｓｔｅｒを使ったポスター発表） 

 「甲府盆地北部，兜山とその周辺に分布する火成岩」(Ｚｏｏｍでの研究概要発表) 努力賞 

・ＳＳＨ生徒研究発表大会（全国大会） 一次審査 8/11  

ポスター発表「桃を使用した染色方法と色落ちに関する評価」 

・生徒の自然科学研究発表会自然科学 11/ 1（ＹｏｕＴｕｂｅ限定公開にて発表） 

物理部門 「警報音に共通する音の特徴について ～人の心に訴える不安な音～」 

     「効果的な防音方法について」 

化学部門 「桃の花による草木染め～洗濯による変色～」「瞬間接着剤の効力をなくせるのか」 

生物部門 「果物の日焼けとその防止法」 

地学部門 「夕日の見える条件」教育長奨励賞 「山梨市の花崗岩について」 

ポスター発表部門  「３択クイズの正答率」 

・ガールズサイエンス cafe2020  11/24～12/7（動画にて発表） 

      「夕日の見える条件」優秀賞 「桃の花による草木染め～洗濯による変色～」 

校外事業参加  

（1）科学系コンテスト・オリンピック 

化学グランプリ 2020一次選考  4名参加   第 20回日本情報オリンピック一次予選 1名参加 

第 31回日本数学オリンピック予選   18名参加 

（2）科学の甲子園山梨大会  2チーム 12名参加 

職員による研究・研修活動 

協同的探究学習・評価研修 10/28 講師 東京大学 藤村宣之 教授（Ｚｏｏｍにて実施） 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 

サイエンスステップ 本校生徒を講師として，本校周辺の山梨市，甲州市，笛吹市の小学生に科学教室を

実施した。場所は本校校舎中庭とし，感染症予防の観点から半数ずつ３０分程度で実施した。 

参加人数は今年度６０名と制限して実施したが，小学生および保護者のアンケート結果は，態勢が変

わっても，どちらも例年通り肯定的であった。 

サイエンスジャンプ 例年本校職員，生徒が指導者となり，本校周辺の中学生に理科実験や数学の協同的

問題解決を経験させ，科学への興味・関心を高め本校生徒の資質・能力の向上を図っているが，今年度

は新型コロナウイルス感染症防止の観点から，実施を中止とした。 

サイエンスラボ 大学等と連携した研究活動の体験を通して，研究遂行の資質や創造性を高めることを

目的として実施した。海外研修であるサイエンスラボⅣでは，課題発見の視野を国際的に広げ，主体的

に課題を発見し探究する資質・能力の向上を図ることを目的に加えた。 
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・サイエンスラボⅠ 山梨県立産業技術短期大学校（１年次 SSHクラス生徒対象）3/10 

・サイエンスラボⅡ 東京大学（２年次 SSHクラス生徒対象） 実施せず 

・サイエンスラボⅢ 山梨大学（２・３年次希望生徒対象）9/12(生物系),26(化学系) 

・サイエンスラボⅣ タイ研修 （２年次 SSHクラス希望生徒対象） 実施せず 

  身につけさせたい資質・能力の全項目において向上が見られ，特に「学びに向かう力」の評価が高

く，課題研究等へ向かうよい動機づけとなった。 
サイエンスアカデミー 例年はＰＴＡ，地域住民および近隣高校生・中学生も対象としているが，今年度

は新型コロナウイルス感染拡大に伴い，本校生徒のみを対象とした。講演会を開催することにより，科

学に関する興味・関心を高めることを目標として行った。生徒の資質・能力の向上を実現するとともに，

地域の活性化の一助ともなった。 
・「都市開発と街づくり，イノベーション・ディストリクト」  

東京大学未来ビジョン研究センター受託研究員 丸山裕貴 氏  
KLB 交流発表会 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて来日できないため，Ｗｅｂ交流という形

で実施した。ＹｏｕＴｕｂｅで動画を発信し，KLBの教員・生徒が審査員として評価。その後，評価・質問に

対してメール返信の書き方を学び，返信。英語プレゼンテーションや交流を行い，国際性と実践的英語

力の向上を図った。リモートではあるが日英の国際交流ができ，お互いの視野を広げることにつながっ

た。 

②  研究開発の課題  
(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上  

ＳＳⅠ～Ⅲ 課題研究に充てる指導時間の確保および担当教員の指導体制をいかに整えるかが課題であ

る。専門外の教員が担当する生徒であっても，校内の「ちえぶくろシステム」の効果的な活用や教科間

連携，校外の専門家との連携によって，探究を深められる体制を整えなければならない。 

評価方法の改善 ＳＳⅠ～ＳＳⅢや教科の授業において，１枚ポートフォリオ（ＯＰＰ）を活用するこ

とで，生徒の変容の把握など一定の成果が得られている。しかし，ＳＳⅠ～ⅢのＯＰＰA のつながりが

見られていないことが課題である。それぞれ共通の書式であり，共通認識できるため，ＳＳⅠ～Ⅲとい

う３年間をまとめたＯＰＰA を活用し，ⅠからⅡ，ⅡからⅢのつながりが振り返ることができるような

シートを開発していくことが必要である。また，教員用ＯＰＰによるカリキュラムマネジメントの利用

可能性についても研究開発を進めていくことが課題である。 
ＳＳを付した理科・数学の学校設定科目 身に付けさせたい資質・能力に合わせた主体的・対話的で深い

学びの実施方法開発や，課題研究と授業とを有機的に結びつける体制の整備が課題である。また，教科

・科目横断型の授業の実施など，生徒の資質・能力を高める機会を充実させることも必要である。さら

に授業における評価の改善により，評価を通じての資質・能力の向上についても検討を要する。 

各講演会 講演の内容に対する批判的思考力など，課題研究に生かせるような実施方法を検討し，さら

にはそれが科学技術系人材として必要な資質の向上につなげる必要がある。 

サイエンスツアー より効果的な事前学習や現地での研修方法を工夫する必要がある。また，様々な経験

が，研究活動に与える影響を評価する方法を確立させることが課題である。 

課題研究校外発表・校外事業参加 研究活動にフィードバックするとともに，生徒の探究心や研究者と

しての姿勢の向上の機会として重要であるため，より多くの対象生徒が発表できるように機会はできる

だけ潰さず，できる方法を模索し実施していくことが必要である。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 

サイエンスラボ 事前・事後の指導方法の改善によって，課題研究との接続を意識させることが可能であ

ると考えられる。そのことにより，科学技術系人材育成の効果を高めることができると考えられる。 

地域との連携事業 今年度のサイエンスステップは屋外で規模を縮小して実施することができたが，新

型コロナウイルス感染症防止の観点から対面指導することが難しい場合，実験道具等の配付だけを行

い，生徒が実験方法などを解説した動画を視聴してもらうという形で実施することを考えていた。また，

サイエンスアカデミーは，本校生徒のみ対象として実施したが，ＹｏｕＴｕｂｅライブやＺｏｏｍなどを利用し

て校外の参加者にも講演会を視聴してもらえるように企画することが可能であった。このようにコロナ

禍により実施形態は通常とは異なるが，できることを考えて実施することによって事業を途絶えさせて

しまわないようにする必要があると気づかされた。 
国際性の向上 フェロー講演会，ＫＬＢ交流会，（海外研修）のみならず，各種講演会や授業などの事

業を通じても国際性の向上を図り，国際的な視野を持って地域で活躍できるグローカルな人材の育成が

できる体制を整えていくことが必要である。 
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❸実施報告書 
第 1 章 研究開発の課題 

１ 研究開発課題名 
  変化する社会の中で新たな価値の創造に向けて挑戦し続ける人材の育成 
 
２ 研究開発の目的・目標 
（１）目的 

 課題研究を中心とした教育課程の開発，実践により，研究開発課題に示した人材を育成する。その目指

す具体的な生徒像は，次のとおりである。 

◇ 学びに向かう力と優れた人間性を備え，社会の変化に気づくことのできる生徒 

◇ 主体的に課題を発見し，科学的に解決する思考力・能力を備えた生徒 

◇ 地域の知力を国際的な課題の解決につなげるグローカルな視点を持った生徒 

（２）目標 

 目的とする人材育成達成のため，次の２つの項目を柱として，課題研究を中心とした教育課程の開発，

実践を行う。 

①課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

 ②課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 

 

３ 研究開発の概要 

（１）課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

１年次にＳＳⅠα・β，２年次にＳＳⅡα・β，３年次にＳＳⅢを設置することにより，全校生徒を対象に課題研究に

取り組む。このことにより，課題発見力・解決力の向上，キャリアプランニング能力の育成を図る。 

   先端的な授業研究を行う「ＳＳ」を付した理数科目が本校における先導的な授業実践となり，その取り組みを通常

の理数科目，理数科目以外の科目へと波及させ，論理的思考力の向上を図る。さらには課題研究へと接続し，主

体的に課題を発見し，科学的に解決する力を備えた生徒の育成に取り組む。 

 

（２）課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 

  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等の取り組みを通して，学びの場を提供する。課

題研究では地域に密着し，地域の課題発見・解決を推進する。サイエンスラボにおいては企業との連携を通じて海

外研修を実施し，地域の知力を国際的な課題の解決につなげる視点を持った生徒の育成に取り組む。 

 

（３）向上を図る資質・能力 

上述の目標に示した生徒像に向け，生徒に身につけさせたい資質・能力を次の１０項目に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各事業は，１～３年次生徒全員を主対象として実施した。また，２・３年次のＳＳを付した理数系科目

についてはＳＳＨコースに加え理系コースクラスを対象に実施した。サイエンスツアーⅠ・Ⅲ，サイエン

スラボⅢ，サイエンスアカデミーに関しては，全校生徒を対象に実施した。 

学びに向か
う力・探究心

主体性
協調性
・社会性

国際性
自己分析
力・計画性

課題発見力
継続性

・粘り強さ
批判的思考
力・判断力

表現力
理解する力・
知識の活用

SS数学 ○ ○ ◎ ◎ ○

SS理科 ○ ○ ◎ ◎ ○

SSⅠ課題研究 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

SSⅡ課題研究 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎

SSⅢ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○

SSⅠ山梨を知る講演会 ◎ ◎ ○

SSⅡ科学技術講演会 ○ ◎ ○ ◎

SSⅠ・Ⅱフェロー講演会 ◎ ○

SSⅠ・ⅡKLB交流会 ○ ◎ ○

各種研究発表会 ◎ ○ ○ ◎ ◎

サイエンスツアー ○ ○ ◎ ○

サイエンスラボ ○ ○ ◎ ○ ◎

ｻｲｴﾝｽｽﾃｯﾌﾟ・ｼﾞｬﾝﾌﾟ ◎ ◎ ○

サイエンスアカデミー ◎ ○
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第２章　研究開発の経緯

(1)SSH事業

SSⅠαSSⅠβSSⅡαSSⅡβ SSⅢ （1） （2）

6月11日 SSHオリエンテーション ○ ○ ○

7月9日 山梨を知る講演会① ○ ○ ○

7月9日 科学技術講演会① ○ ○

7月23日 サイエンスステップ（小学生科学実験講座） ○ ○ ○ ○

8月 SSH研究発表会 ○ ○

9月14日 研究の進め方講演会 ○ ○ ○ ○

9月17日 山梨を知る講演会② ○ ○ ○

9月17日 科学技術講演会② ○ ○

9月30日 SSⅡテーマ発表会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

10月5日 職業人と語る ○ ○ ○ ○

10月8日 フェロー講演会① ○ ○ ○

10月22日 KLB校　交流発表会 ○ ○ ○ ○

11月2日 プレゼンテーション講演会 ○ ○ ○ ○

11月20日 サイエンスツアーⅠ（長野県大町市研修） 希望者 ○ ○

11月21日 サイエンスツアーⅡ（相模原市研修） 希望者 ○ ○

9月12日 サイエンスラボⅢ（山梨大学・生物系） 希望者 希望者 希望者 ○

9月26日 サイエンスラボⅢ（山梨大学・化学系） 希望者 希望者 希望者 ○

11月11日 職場見学 ○ ○ ○ ○

12月10日 山梨を知る講演会③ ○ ○

1月7日 科学技術講演会③ ○ ○ ○

1月23日 サイエンスアカデミー 希望者 ○ 希望者 ○ 希望者 ○

2月4日 フェロー講演会③ ○ ○ ○

2月15日 職業人に語る ○ ○ ○ ○

3月9～10日 サイエンスツアーⅣ（名古屋市研修） 希望者 ○ ○

3月11～12日 サイエンスツアーⅢ（筑波研究学園都市研修） 希望者 ○ ○

3月10日 サイエンスラボⅠ（産業技術短期大学校） ○ ○ ○

3月11日 科学技術講演会④ ○ ○

3月16日 SSH研究発表会 ○ ○ ○ ○ ○ ○
※ (1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上

（2）各種委員会

4月21日 学校評価委員会①

4月30日 SSH推進委員会①

5月21日 SSH推進委員会②

6月 紙上 SSH運営指導委員会①

6月12日 学校評価委員会②

6月16日 学校評議員会①

7月7日 SSH推進委員会③

9月15日 SSH推進委員会④

12月10日 SSH推進委員会⑤

12月22日 SSH運営指導委員会②

2月4日 SSH推進委員会⑥

2月15日 学校評価委員会③

2月18日 学校評議員会②

3月16日 SSH運営指導委員会③

対象
内容実施日

研究・開発※

委員会実施日
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第３章 研究開発の内容 

Ａ ＳＳⅠα・β 

１．仮説 

学校設定科目「ＳＳⅠα」は１年次生全員を対象としている。クラスの枠を取り払い，３～４名でグルー

プ研究を進め，その成果を全体で研究するというのがその主な内容である。共通テーマとして「山梨を

科学する」を設定しているが，「山梨」を「科学」するための切り口は多岐に渡り，それぞれのグループが

設定する研究テーマも，多様なものになることが予測される。以上のことを踏まえると，「ＳＳⅠα」の取り

組みでは，変わりゆく社会と自分との関わり方を見つめる中で，よりよい山梨，よりよい地域社会を築い

ていくための視点を掘り起こす力，すなわち課題発見力を養うことができると考える。また，「ＳＳⅠα」の

中心的な学習形態はグループによる探究活動であることから，「ＳＳⅠα」を通じ，生徒が「主体性」「協

調性・社会性」を育むということも期待できる。これら「ＳＳⅠα」で培われる資質能力は，日常の授業に

おける「主体的・協働的で深い学び」を推し進める強力な原動力ともなるはずである。 

ＳＳＨクラス（４０名）を対象とした「ＳＳⅠβ」では，「ＳＳⅠα」の内容に加え，科学講座や課題研究な

どへの取組により，科学に対する生徒の興味・関心を高め，科学者や研究者を目指そうとする意識が高

まる。また，科学的な研究を積み重ねていくことにより，主体的，協働的に取り組む姿勢や創造性が育ま

れ，課題研究の取り組みに良い影響が表れる。 

身につけさせたい資質能力 

ＳＳⅠ 
課題研究 

主体性 協調性 
社会性 

自己分析力 
計画性 課題発見力 継続性 

粘り強さ 表現力 
◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ 

 
ＳＳⅠ 

山梨を知る講演会 
学びに向かう力・探究心 課題発見力 理解する力・知識の活用 

◎ ◎ ○ 
 

２．内容と方法 

(1) 内容 

≪１年次生全体≫ 「ＳＳⅠα」の大まかな流れは以下の通りである。 

【第１段階】山梨の現状について，様々な視点から知識を獲得し，各々の興味・関心を掘り起こす。職

業人による講演会では，様々なデータから山梨県を検証することが可能であることを確認

した。課題研究の準備として，９分野（水，ワイン・地場産業，富士山，観光，農業，リニア・

工業，司法・行政，スポーツ科学・医療福祉，教育）に分かれて課題を考え，プリントにまと

めてお互いに意見交換を行い，今後の課題研究の流れを経験した。 

【第２段階】９分野に分かれ，「職業人と語る」「職場見学」を通して各分野に関する知識をより詳細に

獲得すると同時に，どのようなことを探究していきたいかを明確にする。 

【第３段階】３～４人のグループを編成し，研究テーマを設定した上で探究活動を行う。研究内容をま

とめ，「職業人に語る」で発表する。研究の進め方やまとめ方，効果的なプレゼンテーショ

ンの方法については，山梨大学から講師を招き，講義をしていただいた。 

≪１年次ＳＳＨコースのみ≫ 

・「山梨を知る講演会」は，山梨大学，山梨県立大学等の協力を得て，本県の自然・環境や地元に

根ざした産業や本県が世界に誇る科学技術に携わる研究者を招聘し講演会を行う。 

・「ＳＳ英語」については，フェローによる英語の講演を通じ，国際性や実践的英語力を身につけ

させ，将来の国際的科学者に向けてその基礎基本を固める。 

・「課題研究」は，生徒の興味関心や進路希望等により各分野に分かれ，１・２年次生の異年次混合

の研究グループで研究を行う。「課題研究」は，班別の課題研究であり，研究の計画，実施，結

果の取りまとめ，成果の発表など，研究を進めるために必要な一連の過程を経験させる。 

 

なお，３年間を通じての課題研究にかかる科目は次のとおりである。 

 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数
普通 ＳＳⅠα 1 ＳＳⅡα 1 ＳＳⅢ 1 全員
ＳＳＨ ＳＳⅠβ 2 ＳＳⅡβ 2 ＳＳⅢ 1 全員

対象クラス
１年生 ２年生 ３年生
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 (2) 方法 

 

 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 実施時間

普通 ＳＳⅠα 1 総合的な探究の時間 1 1年次（全員） 月曜７校時

総合的な探究の時間 1

情報の科学 1
月曜・木曜７校時ＳＳＨ ＳＳⅠβ 2 1年次（全員）

月 日 ＳＳⅠα（月７校時） 講師 演題または内容 

5 25 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・研究のｺﾞｰﾙを知ろう ＳＳⅠ担当教員 SSⅠの意義と目的，年間の予定を確認する 

6 

8 問題を多面的に捉えよう① ＳＳⅠ担当教員 同一テーマを多面的・多角的にアプローチする① 

15 問題を多面的に捉えよう② ＳＳⅠ担当教員 同一テーマを多面的・多角的にアプローチする② 

22 講演会「進路ガイダンス」 蓑地一夫氏（ＧＡＫＵＴＡＮ） 進路に関するガイダンスの講演を聞く 

29 問題を多面的に捉えよう③ ＳＳⅠ担当教員 同一テーマを多面的・多角的にアプローチする③ 

7 

13 課題を発見しよう ＳＳⅠ担当教員 課題を自ら発見，設定する 

20 表現力をつけよう① 大場美由紀（学研） 小論文の書き方の講演会を聞く 

27 課題設定と情報収集に向けて① ＳＳⅠ担当教員 探究活動の課題設定と情報収集の計画を立てる① 

8 

3 課題設定と情報収集に向けて② ＳＳⅠ担当教員 探究活動の課題設定と情報収集の計画を立てる② 

24 職業人による講演会 ＳＳⅠ担当教員 様々な職業と山梨との関連について講演を聞く 

31 表現力をつけよう② ＳＳⅠ担当教員 小論文を作成する 

9 

14 研究の進め方講演会 芹澤如比古氏（山梨大学） 研究の進め方についての講演を聞く 

28 職業人と語る（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 「職業人と語る」に向けて準備を行う 

30 SSⅡ中間発表会 ＳＳⅠ担当教員 ２年次生の発表を聞き，自らの探究活動の参考にする 

10 

5 職業人と語る 各分野の職業人 職業人の話を聞き，分野に関する興味・関心を掘り下げる 

12 課題設定と情報収集に向けて③ ＳＳⅠ担当教員 探究活動の課題設定と情報収集の計画を立てる③ 

19 情報収集とその共有 ＳＳⅠ担当教員 課題解決に向けて情報収集を行う  

26 情報分析 ＳＳⅠ担当教員 収集した情報の分析を行う  

11 

2 プレゼンテーション講演会 岡本美好氏（山梨大学） パワーポイントやポスターの効果的な作成方法を学ぶ 

9 職場見学（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 研究の進捗状況を踏まえ，職場見学で確認したいことを整理する 

11 職場見学 ＳＳⅠ担当教員 問題意識を持ち，職業人の職場を見学する 

16 課題研究① ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う① 

30 課題研究② ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う② 

12 
7 課題研究③ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う③ 

14 表現力をつけよう③ ＳＳⅠ担当教員 小論文を作成する 

1 
18 課題研究④ ＳＳⅠ担当教員 プレゼンテーション用の資料の作成を行う 

25 表現力をつけよう④ 大場美由紀氏（学研） 小論文の書き方の講演を聞く 

2 

１ 職業人に語るプレ発表 ＳＳⅠ担当教員 分野内で発表会を行い，質疑を交わす 

8 職業人に語る準備（改善） ＳＳⅠ担当教員 プレ発表会での反省を踏まえ，発表内容に修正を加える 

15 職業人に語る 各分野の職業人 職業人に向けてプレゼンテーションを行い，アドバイスをもらう 

3 
16 SSH 研究発表会 ＳＳⅠ担当教員 ＳＳＨ研究発表会でポスター発表を行う 

22 1 年間を振り返ろう ＳＳⅠ担当教員 １年間の成果について振り返る 

月 日 ＳＳⅠβ（木７校時） 講師 演題または内容 

6 

11 オリエンテーション SSH 担当教員 1，2 年次合同で昨年の課題研究発表会 

18 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

25 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

7 

2 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

9 山梨を知る講演会① 山梨大学 田中功教授 クリスタルと超電導 

16 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

30 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

8 
6 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

27 ＳＳ英語 SSH 担当教員 英語でのプレゼンテーション 

9 17 山梨を知る講演会② 山梨大学 岸本宗和准教授 ワインの醸造と微生物 

10 

1 フェロー①事前学習 SSH 担当教員 フェロー講演会の事前指導 

8 フェロー① Dr. Jean-Emmanuel R. CLEMENT Between Science and Art 

15 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

22 英語交流発表会 SSH 担当教員 HIKAWA SS English Presentations 

29 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

11 

5 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

12 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

26 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

12 10 山梨を知る講演会③ 県立大学 輿水達司特任教授 身近な自然から宇宙や地球の仕組みを探る 

1 
14 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

21 ＳＳⅠβまとめ SSH 担当教員 １年間のまとめ 

2 
4 フェロー② Dr. Kofi Dadzie KWOFIE Control of Ticks and Tick-borne infections 

18 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

3 18 ＳＳⅡ準備 SSH 担当教員 次年度の研究について 
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３．成果と課題 

(1) 成果 
ＳＳⅠαでは年度当初のオリエ

ンテーションで最終的なゴールを

示し，その後の「各活動の意義や目

的」，「活動のつながり」を意識させ

るよう努めた。その結果，９分野ご

とに「山梨を科学する」という大き

なテーマ設定ではあったが，生徒

自身が毎回「一番大切なことは何

か」を考えて活動に取り組むよう

になった。２年前から「１枚ポート

フォリオへの記入」も行っており，上記のような生徒の変容や各活動の効果を生徒，教師双方が

読み取ることができるようになり効果的であった。アンケート結果からも「主体性」が「大変向

上した」「向上した」と答えた生徒は８７％にも及び，目的意識をもって主体的に活動へ取り組ん

でいたことが伺える。今年度は新たな試みとして，本格的な課題研究に入る前に９分野ごとに分

かれ，その分野の課題を調べてプリントにまとめてお互いに意見交換を行う場を設けた。その結

果，生徒は課題に対する探究方法を学ぶことができ，本格的な課題研究へ比較的スムーズに移行

できた。「学びに向かう力・探究心」が向上したと答えた生徒も８０％を超えており，成果があっ

たと考えられる。ＳＳⅠを受けたことで資質・能力が「大変向上した」「向上した」と答えた生徒

は「国際性」「批判的思考力・判断力」を除く８つの項目で８０％を超えていた。探究活動を重ね

ることで多様な資質・能力の向上が期待できることが認められた。 

 ＳＳⅠβの課題研究において，昨年度からαとβで同一の研究テーマに基づいて研究すること

が可能となった。ＳＳＨ担当教員が生徒と議論を深める時間も増加し，調査や課題研究を深める

時間を確保できている。３回実施された「山梨を知る講演会」では，身につけさせたい資質・能

力に関する自己評価は，例年通り評価が向上している。講演会のキーワードを用いてまとめさせ

ている講義の要約も，回を追うごとに内容が精巧になっている。研究内容や成果を表現していく

能力を求められる中で，研究初年度の能力の土台を築いた一因とすることができた。 

(2) 課題 

 ＳＳⅠαにおける課題の一つは「探究活動を行う時間とそれに伴う指導時間」が十分に確保で

きていないことである。単なる調べ学習で終わらせないためには，探究時間の確保とともに指導

体制の見直しが必要である。各教科の枠を超えて，生徒の知的好奇心を喚起するとともに，論理

的思考力や課題発見・解決能力が養うことができるよう連携を図っていくことが必要である。「国

際性」は重点項目ではないが，約６割の生徒が「効果がなかった」「分からない」と答えており，

検討が必要であると考えられる。 

 ＳＳＨコースのＳＳⅠβにおいては，「山梨を知る講演会」の事前，事後アンケートとしては，

よい結果が出ている。昨年までも課題としてきたが，「山梨を知る講演会」の講義内容と「課題研

究」の研究内容との学問的な関連を意識したアプローチを更に向上させる必要がある。講演会に

刺激を受け，進路意識の向上が見られたり，研究の手法に変化が現れたりした生徒は少なからず

見られた。講演会を聴講した際に，自分たちの「課題研究」に還元できる内容や研究・発表手法

が見つけられたか発見させていくなどの工夫が必要である。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(10)理解する力・知識を活用する力
(9)表現力

(8)批判的思考力・判断力
(7)継続性・粘り強さ

(6)課題発見力
(5)自己分析力・計画性

(4)国際性
(3)協調性・社会性

(2)主体性
(1)学びに向かう力・探究心

ＳＳⅠを受けたことであなたの資質・能力は向上しましたか？

大変向上した 向上した 効果がなかった もともと高かった 分からない
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Ｂ．ＳＳⅡα・β 

１．仮説 

「ＳＳⅠ」において培った課題発見力や主体的に解決する能力，物事を多面的・多角的に捉える力を生
かし，関心のある学問分野について専門的に探究活動を行う。科学的探究の手法を習得し，論理的思考
力の向上をねらいとする。分野については理科・数学にとらわれず，全教科あるいは，自然科学系部活
動以外の体育局部活動，文化局部活動に関係するものも可能とし，主体的にテーマを設定させる。テー
マについては幅広い分野から選択することを可能とするが，手法については，科学に係るものとする。
これらの取り組みにより，研究に主体的，協働的に取り組む姿勢や創造性が育まれ，課題研究の取り組
みに良い影響が表れる。 
 
身につけさせたい資質能力 

ＳＳⅡ 
課題研究 

主体性 協調性 
社会性 

自己分析力 
計画性 課題発見力 継続性 

粘り強さ 表現力 

◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ 
 

ＳＳⅡ 
科学技術講演会 

学びに向かう力・探究心 課題発見力 理解する力・知識の活用 
◎ ◎ ○ 

 

２．内容と方法 

（１）内容 
≪２年次全体≫ 
「ＳＳⅡα」では，「学問分野別探究」を共通テーマに「進路研究」と「課題研究」の２つの柱で行った。 
【前期】各自の興味関心に基づいて課題研究の土台となる学問研究を行う。今年度は休校の影響により
オープンキャンパス等，学校外での活動の機会が減ったが，オンラインで講演会や大学教員による講座
動画を視聴し情報収集の機会を設けた。大学での先行研究の例を学ぶことで，関心のある課題と多様な
学問とのつながりの理解を深め，進路研究だけでなく，探究する分野やテーマの設定に役立てた。前期
の最後に１・２年次合同の「中間発表会」を実施し，ルーブリックによる相互評価を行った。 
【後期】「中間発表会」での課題点をもとにテーマを再検討し，アンケート調査，実験・観察など研究活
動を行った。また本校を会場に大学教員による出前授業を行い，専門的な分野に関する講義により知見
を広げ，課題解決のために必要な力の習得を目指した。「ＳＳＨ研究発表会」でポスター発表を行い，こ
れまでの研究成果を披露し，次年度への研究活動へつなげていく。 

≪２年次ＳＳＨコースのみ≫ 
上記 SSⅡαの内容に加え SSⅡβでは「科学技術講演会」「SS 英語」「1 年次生との課題研究」を行った。 
「科学技術講演会」は，理学，工学，医学，農学，環境，情報等の各分野における外部講師を招聘し先
端技術に触れさせる。 
「ＳＳ英語」については，フェロー講演会で英語の講演を通じ，国際性や実践的英語力を身につけさせ，
将来の国際的科学者に向けてその基礎基本を固める。また英国ＫＬＢ校との交流を深め，国際科学者に
不可欠な英語によるコミュニケーション能力を高める。 
「課題研究」は，生徒の興味関心や進路希望等により各分野に分かれ，１・２年次生の異年次混合の研
究グループで研究を行う。「課題研究」は，班別の課題研究であり，研究の計画，実施，結果の取りまと
め，成果の発表など，研究を進めるために必要な一連の過程を経験させる。さらに課題研究を通して得
た技術や知識を生かし，科学系コンテストで力試しをする。 
（２）方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目 単位数 対象 実施時間 
普通 ＳＳⅡα １ 総合的な探究の時間 １ ２年次（全員） 火曜７校時 

ＳＳＨ ＳＳⅡβ ２ 
総合的な探究の時間 １ 

２年次（全員） 火曜・木曜７校時 英語表現Ⅱ １ 
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③実施内容（概要） 
令和２年度 ＳＳⅡα 年間予定 

 

令和２年度 ＳＳⅡβ （上記αの予定に加え下記の予定） 

月 日 ＳＳⅡα（火７校時） 講師 演題または内容 

6 

9 オリエンテーション ＳＳⅡ担当教員 SSⅡの意義と年間計画概要説明 

16 学問・大学学部調査準備① ＳＳⅡ担当教員 学問・大学学部調査の準備をする 

23 学問とのつながりを見つけよう①② ＳＳⅡ担当教員 関心のある課題と学問とのつながりを見つける 

30 自己分析を深めよう ＳＳⅡ担当教員 自己の興味・関心，特性についての分析を深める 

7 

14 課題を発見しよう① ＳＳⅡ担当教員 コラムの記事から課題を発見する 

21 表現力をつけよう① 鈴木 礼美（学研） 小論文の書き方の講演会を聞く 

28 課題を発見しよう② ＳＳⅡ担当教員 課題について意見文を書く 

8 25 表現力をつけよう② ＳＳⅡ担当教員 小論文を作成する 

9 

1 課題研究テーマ設定① ＳＳⅡ担当教員 課題研究のテーマ設定に向けて検討する 

15 課題研究テーマ設定② ＳＳⅡ担当教員 課題研究のテーマを決定する 

29 SSⅡ中間発表会準備 ＳＳⅡ担当教員 SSⅡ中間発表会に向け作成したシートの改善を行う 

30 SSⅡ中間発表会 ＳＳⅡ担当教員 課題と学問について発表する 

10 

6 課題研究テーマ設定③ ＳＳⅡ担当教員 課題研究のテーマを再検討する 

13 課題研究① ＳＳⅡ担当教員 先行研究について情報収集を行う 

20 学部学科研究① OB（大学生） OB による講話 

27 課題研究② ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

11 
17 表現力をつけよう② 鈴木 礼美（学研） 小論文の書き方の講演会を聞く 

24 表現力をつけよう③ ＳＳⅡ担当教員 小論文を作成する 

12 
8 課題研究③ ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

15 学部学科研究② 6 大学 12 分野 大学教員による授業（山梨大・山梨県立大・都留文科大ほか） 

1 

12 表現力をつけよう④ ＳＳⅡ担当教員 小論文を作成する 

19 発表準備 ＳＳⅡ担当教員 課題研究の発表準備① 

26 発表準備 ＳＳⅡ担当教員 課題研究の発表準備② 

2 

2 SSH 研究発表会準備① ＳＳⅡ担当教員 課題研究の発表準備③ 

9 学部学科研究③ OB（大学生） OB 講話 

１6 SSH 研究発表会準備② ＳＳⅡ担当教員 課題研究の発表準備④ 

3 

9 SSH 研究発表会準備③ ＳＳⅡ担当教員 課題研究の発表準備⑤ 

16 SSH 研究発表会 ＳＳⅡ担当教員 ＳＳＨ研究発表会でポスター発表を行う 

23 SSⅡまとめ ＳＳⅡ担当教員 １年間の成果について振り返る 

月 日 ＳＳⅡβ（木７校時） 講師 演題または内容 

6 

11 オリエンテーション SSH 担当教員 1，2 年次合同で昨年の課題研究発表会 

18 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

25 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

7 

2 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

9 科学技術講演会① 山梨大学 相原 正男教授 脳科学よりみた心の発達 

16 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

30 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

8 
6 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

27 ＳＳ英語 SSH 担当教員 英語でのプレゼンテーション 

9 17 科学技術講演会② 東京大学 神崎 亮平教授 
～未来をつくるみなさんへ～ 

昆虫から拓かれるこれからの科学と技術（Zoom にて実施） 

10 

1 フェロー①事前学習 SSH 担当教員 フェロー講演会の事前指導 

8 フェロー① Dr. Jean-Emmanuel R. CLEMENT 
Cancer research in the age of new-technologies and 
artificial intelligence 

15 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

22 英語交流発表会 SSH 担当教員 HIKAWA SS English Presentations 

29 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

11 

5 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

12 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

26 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

1 

7 科学技術講演会③ 国立天文台 渡部 潤一教授 はやぶさからはやぶさ２へ ―日本の小惑星探査― 

14 課題研究 SSH 担当教員 各研究グループでの研究 

21 ＳＳⅠβまとめ SSH 担当教員 １年間のまとめ 

23 サイエンスアカデミー 東京大学 丸山裕貴 研究員 都市開発と街づくり，イノベーション・ディストリクトについて 

2 4 フェロー② Dr. Kofi Dadzie KWOFIE Control of Ticks and Tick-borne infections 

3 
11 科学技術講演会④ 2030SDGs 公認ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ田中 実氏 「世界はつながっている」そして「私も起点」 

18 ＳＳⅢ準備 SSH 担当教員 次年度の研究について 
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4.成果と課題 

（１）成果 
 昨年度に引き続き年度当初のオリエンテーショ
ンで年間の活動指針を示した。前期は学問研究を集
中して行い，様々な学問分野があることを生徒自ら
気がつき，視野を広げるきっかけとなった。興味・
関心のある分野と学問とのつながりを見つけるこ
とができたと感じる。また，昨年度の SSⅠにおける
研究活動の経験から，研究活動への土台ができてい
たことは成果としてあげられる。調べ学習に終始し
てしまった反省から，計画的に研究を進め，実験や
調査を行う生徒がでてきたことは継続した活動の
成果である。また，中間発表やグループ内での発表の機会を設けたが，回を重ねるにつれ発表への抵抗
が少なくなってきたように感じられた。特に１・２年次合同の中間発表会における経験やその際の相互
評価による客観的な立場からの意見が自信になっていると思われる。「SSⅡを受けたことで資質・能力
が向上したか」のアンケートに対してほとんどの項目で８割以上の生徒が「向上した」「やや向上した」
と肯定的な回答をしている。「自己分析力・計画性」「表現力」の項目で昨年度より肯定的な評価をして
いる生徒が多い。今年度は個人または少人数グループでの活動となったことで，生徒一人ひとりの活動
が重視され，昨年度は分担して行っていた発表が個人で行ったことにより積極的に研究活動に関わらな
ければならないと自覚するきっかけになったのではないかと思われる。また継続して行っている「１枚
ポートフォリオへの記入」が定着し，生徒は毎回の活動目標と自分自身の活動を振り返る機会となり，
教員は生徒の変容や活動の軌跡を読み取れることができ，効果的であったと考える。 

ＳＳＨコースのＳＳⅡβでは文系生徒や理系生物選択者にも配慮して科学技術講演会の講師を選定
し，サイエンスツアーとのつながりも考えることにより，興味をもって取り組むことができた。また，
SSⅡβを通じて，教科や科目を超えたつながりを実感するようになったかを聞いたところ，82.5％の生
徒が肯定的な回答をしている。「科学技術講演会」「SS 英語」「課題研究」「サイエンスツアー」等を通じ
て，様々なつながりを実感していることは大きな成果である。また，身につけさせたい資質・能力につ
いても，概ね良好であると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）課題 

新型コロナウイルスの影響により，昨年度 3 月に行われる予定であった研究発表会での SSⅡ研究例
を見る機会が失われてしまったことで，完成形がイメージできなったことが課題のひとつである。３年
間を通した活動の目標を明確にし，早い段階でゴールのイメージを共有することが必要であると感じた。
現地調査などが難しくなってしまった今年度は限られた環境の中での研究となり，調べ学習で終始して
しまったような例も見られた。このように個人で研究内容を深められない生徒も多く，研究題材の設定
から苦戦している生徒も見られた。研究が進むにつれての生徒の変容はポートフォリオで把握できたが，
もう一歩踏み込んだ意見が出てくるように指導していくことが課題である。また，個人研究が増えたこ
とにより担当する教員側としては指導する研究本数が増加し，負担が増えたと感じている。生徒の研究
の質を上げるためにも，担当教員だけでなく学校全体での指導体制の確立が必要である。 
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Ｃ ＳＳⅢ 

１.仮説 

ＳＳⅠ・Ⅱで培った課題発見力や主体的に課題解決できる力をさらに発展させ，自己の興味・関心に

もとづき今年度の課題設定を行い，主体的な探究活動を行う。それにより多様な科学的な研究手法を学

ぶ機会を設け，それらの研究の手法を活用し，探究活動を通して論理的思考力を向上させることができ

る。 

２.内容と方法 

（１）内容 ＳＳⅢ課題研究において，育成する主な資質・能力は以下の力である。 

学びに向かう力 
・探究心 主体性 自己分析力 

・計画性 課題発見力 継続性・ 
粘り強さ 表現力 

理解する

力・ 
知識の活用 

○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
なお，３年間を通じての課題研究にかかる科目は次のとおりである。 

 

（２）方法 

①実施内容（概要） 

2020（令和 2年）年 3月から新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う一斉休校となり，2年次 3月

に予定されていた校内課題研究発表会が中止となった。2年次の課題研究成果を発表し，その内容を批

判的に検証する機会を得られなかった。さらに，その後一斉休校が 5月まで継続されたため，ＳＳⅢの

計画も 4月当初に立案した内容を大きく変更しながら進めた。以下の資料は，一斉休校中に主体的に課

題研究を自宅で深められるように生徒たちに配信したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数
普通 ＳＳⅠα 1 ＳＳⅡα 1 ＳＳⅢ 1 全員
ＳＳＨ ＳＳⅠβ 2 ＳＳⅡβ 2 ＳＳⅢ 1 全員

対象クラス
１年生 ２年生 ３年生

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 実施時間 指導担当

普通・ＳＳＨ ＳＳⅢ 1 総合的な学習の時間 1 3年次（全員） 金曜７校時 １２名
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３.成果と課題 

（１）成果 

今年度は課題研究論文，ポートフォリオをもとに成果と課題を検証した。課題研究論文に関してはルー

ブリックを用いた評価を生徒相互に行った。また，毎時間振り返りを行いポートフォリオに記録し，事

前・事後の変容を把握した。本年度のまとめとして全体発表会（12/11 と 12/18 の 2 回）を行い,完成し

た課題研究論文の中から各分野の代表作品 1 点を選出し年次全体に発表を行っている。発表者は視聴覚

室で発表を行い，2クラスは視聴覚室で参加，他の生徒は各教室で視聴覚室の状況を中継して参加とした。 

 まず，今年度から新設した「ちえぶくろ賞」を取り上げる。ＳＳⅢの優秀研究に対して賞を授与するこ

とで，課題研究を深める刺激・動機（インセンティブ）とすることを目的として創設された。その背景に

は，職員の意識調査から課題研究を負担に感じている先生方が多いことがアンケート調査から明らかに

なっている。しかし，本校生徒の現状から考えると先生方の指導助言がなければ課題研究は進まない現状

がある。課題研究指導に関して過重となっている先生方の労力を適正に評価することが重要であると考

え，優良な生徒研究に対して賞を授与することで間接的だが先生方に研究指導への充実感やインセンテ

ィブを得ることをねらいとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 全ての授業計画終了，前年度と同様のアンケートを実施，上記がアンケート結果である。一見すると大

きな変化がないように見えるが，丁寧に分析を行うと以下の変化が指摘できる。10 項目中，今年度の方

が昨年度よりも向上した（「大変向上した」と「やや向上した」の合計）と回答した項目は，（3）［77.3％

→84％］，（4）［40.5％→53.1％］，（7）［77.8％→82.7％］，（8）［81.6％→84.8％］，（9）［83％→83.9％］

である。昨年度の反省点や課題を改善する今年度の取組みの成果でもある。第一に，今年度の生徒たちは

2 年次に設定した研究課題を継続して研究する取組み計画とした。その結果として（7）の改善が見られ

ている。第二に，研究課題の設定内容の変化に伴う改善である。今年度は特に社会科学と国際関係に関す

る研究課題が例年よりも多く見られた。課題研究を通じて（4）が養われたと考えている。第三に，（8）

の改善も指摘したい。今年度は最終論文提出に向けて，各グループ内で論文検討を繰り返し行い，その

後，グループ内において論文発表会を実施した。他者の論文検討を行うことを通じて，批判的に読解し思

考する力が培われたと考えている。 

（２）課題 

 今年度から新設した「ちえぶくろ賞」の効果の検証については，生徒や指導者である先生方に対して有

意な効果が得られたかについては，明確な数値データは得られなかった。課題研究は本来，生徒の主体性

や知的好奇心の動機にもとづくものである。それらにもとづいた課題研究成果が副次的に評価される「ち

えぶくろ賞」授与にとどまるものと推測される。 

 今年度は，年度初めの一斉休校によって昨年度と同様の取組みが実施できていない。前年度の反省点や

課題を改善するためには，生徒の実態から指導内容を変更することも必要である。しかし，該当年次ごと

に指導内容や計画が立案されているため，年次によって指導内容が異なっている。継続的に成果を積み上

げる体制構築が急務である。 
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Ｄ ＳＳ理科α 

 

１．仮説 

 アクティブ・ラーニングをはじめとする授業を通して，探究的な活動を重視した効果的

な教材を開発し，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。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教育を行い，数学的・科学

的リテラシーを育成し，大学での高度な研究の基礎となる学力を育むことができる。 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

高等学校理科の第一段階の科目として，ＳＳ理科β（生物・地学分野）とともに，ＳＳ

理科αとして，物理分野と化学分野を学ぶ。両分野における基本的な自然科学の概念や原

理・法則を理解し，科学的な自然観を育成することを目指す。また，課題発見，仮説の設

定，計画から結果の考察，発表・報告までの科学的な探究プロセスに沿った実験・観察を

行い，主体的に取り組む態度や論理的思考力の向上を図る。 

物理分野は，力学・波動の基礎的な内容について扱う。また，現象から法則性を見つけ

出し，原理に基づいて物体の運動の解析を行う能力の育成を図る。化学分野は，今後の化

学の基礎となる物質の構成粒子，化学結合，物質量と化学反応式について，身近な物質を

活用し，我々の生活との関わりを重視して進めていく。 

 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力

・探究心 
主体性  

批判的思考力

・判断力  
表現力 

理解する力  

・知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

(2) 方法 

 

 

 

   実施授業 ◆はオンラインによる授業 

 実 施 授 業 実 験 ・ 実 習 

 
 ４月 
 
  ５月 
 
 ６月 
 
 ７月 
 
８･９月 

《物理分野》 
等速直線運動◆ 
 
速度・加速度◆ 
 
落下運動 
 

（第１回定期考査） 
 
波の基礎 
音波の発生 

（第２回定期考査） 

＜コロナ休校のため５月下旬から授

業再開＞  
台車を用いた多様な運動の解析 
 
重力加速度の測定 
落下運動における変数の変化 
 
 
バネに発生する定常波 
オシロスコープによる音波の観察 
さまざまな楽器に触れる 

 
４月 

 
 
１１月 
 
１２月 
 
 １月 
 
 ２月 
 
 ３月 

《化学分野》 
化学と人間生活◆ 混合物と純物質◆ 
物質とその成分◆ 物質の三態と熱運動◆ 
 
原子とその構造，イオン，周期表 
イオン結合とイオンからなる物質 

（第３回定期考査） 
分子と共有結合 
分子の極性と分子間にはたらく力 
共有結合の物質，金属結合と金属 
原子量・分子量・式量，物質量 
濃度，化学反応式 

（第４回定期考査） 

ブドウジュースの蒸留◆ 
ヨーチンの分離◆ 
サインペンの分離◆ 

 

炎色反応 分子結晶の性質 

極性分子と無極性分子 金属の性質 

 

モル濃度の調整 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象

ＳＳＨ ＳＳ理科α 2 化学基礎 2 1年次



19

３．成果と課題 

 (1) 成果 

今年度は，コロナウイ

ルス感染拡大防止のた

めの休校があり、４月・

５月は動画視聴による

学習を余儀なくされた。

特に前期に行った物理

分野は，その影響を受

け，第一回の定期考査

（７月上旬）が心配され

た。平均点を見ると，今

年度が 79.0 点，昨年度

が 81.2 点（難易度はほ

ぼ同等）であり，対面式

の授業のほうが生徒の

定着度が高いことがわ

かった。  
右のアンケート結果

から， (6)動画による授

業について 90%以上の

生徒が役に立ったと回

答している。しかし，「効

果がなかった」「あまり

視聴しなかった」と回答

したものもおり，１年生

にとっては対面式授業

の方が定着度につなが

ると言える。  
(1)～(5)の質問項目に

対する回答は，教師が設定した「身につけさせたい資質・能力」が概ね高評価を得たと

言える。特に(1)の「学びに向かう力・探究心」が高評価を得たことは，本校のＳＳＨが

目指している課題研究の充実にも好影響を及ぼすものであるので期待したい。  
後期からの化学分野では、アクティブ・ラーニング型の授業も行った。数名のグルー

プで知識定着のための演習を行ったが、生徒のアンケートでは「難しい内容も、その都

度わかる人に聞いて自分のなぜ？という部分を無くせて良かった。」とか、「教えながら

自分の知識もまとめることができる。」と好評であった。また、いくつかの分野の知識

を総合的に利用しないと解決できない問題も与えたこともあり、「授業の知識を自分の

頭に入れるだけでなく、それを考えて活用しなければ答えまで辿り着けないため頭をフ

ル回転させるのに良いものだった」という知識を活用することを楽しむ姿がみられた。 
 

 (2) 課題  
特に，１年生の入学直後の授業において，対面式の授業ができなかったことが，今後

の学力の伸長にどのような影響を及ぼすか検証していく必要がある。検証の結果，例年

の生徒と変わらない学力の伸長があったのであれば，動画学習をもっと積極的に取り入

れても良いということになる。動画学習が多くなるメリットとしては，教師の説明にか

ける時間と労力が減るため，実験・観察にあてる時間を確保できることが挙げられる。 

問(1)～(5) これらの能力は向上したか  
①大変向上した ②向上した ③効果がなかった ④もともと高かった  ⑤わからない 

 

問(6) 休校中の動画による授業は役に立ったか。 

 ①大変役にたった ②役に立った ③効果がなかった ④あまり視聴しなかった  
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Ｅ ＳＳ理科β 

 

１．仮説 

 アクティブ・ラーニングや探究的な活動を重視した効果的な教材を開発し，「ＳＳ」を

付した数学・理科の新たな教育課程を開発する。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教

育を行い，数学的・科学的リテラシーを育成し，大学での高度な研究の基礎となる学力を

育むことができる。 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

  高等学校理科の第一段階の科目として，ＳＳ理科α（物理・化学分野）とともに，Ｓ

Ｓ理科βとして，生物分野と地学分野を学ぶ。両分野における基本的な自然科学の概念

や原理・法則を理解し，科学的な自然観を育成する。基礎・基本となる実験・実習を行

い，器具の使用方法や操作方法を学ぶ。特に協同的学習を通じて課題発見力や主体性な

ど課題研究の実施のために必要な資質・能力の獲得を目標とする。 

 生物分野は，細胞，遺伝子と物質の変化の内容について扱う。「生物とは何か」とい

う問いから始め，科学に対する興味・関心を持たせる。生物の基本単位である「細胞」

の構造・機能から，基本的な代謝，遺伝子の構造とはたらきについて学ぶ。 

地学分野は，地学基礎の内容より，私たちの生活舞台である地球を構成している物質，

活動について学ぶ。 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう

力・探究心 
主体性 

批判的思考

力・判断力 
表現力 

理解する力・

知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

(2) 方法 

 

 

  実施授業 

 実 施 授 業 実 験 ・ 実 習 

 
６月 

 
 ７月 
 
 ８月 
 
 ９月 

《地学分野》 
地球の歴史 
 

（第１回定期考査） 
地球の概観 
地球の大きさ 
地球の内部構造 
 
 

（第２回定期考査） 

 

 

 

楕円の性質を考える 

 
歩測実習 
地球の大きさを測定する 
 

 
１０月 
 
１１月 
 
１２月 
 
 １月 
 
 ２月 
 
 ３月 

《生物分野》 
生物の特徴 
①  生物の多様性と共通性 
②  細胞にみられる多様性と共通性 
③  代謝に関わる酵素 
生物の体内環境 
  免疫 

（第３回定期考査） 
遺伝子とそのはたらき 
①  遺伝情報と DNA 
②  遺伝情報の発現 
③  遺伝情報の分配 

（第４回定期考査） 

 
「顕微鏡実験」 
 基本操作 
 資料の大きさの計測 
「酵素の性質」 
 仮説検証に必要な実験計画の立案 
 実験操作の技能 
 結果からの論理的考察と討議 
「ＤＮＡの抽出実験」 
 実験の目的に合わせた実験法の検証  
体の設計図である遺伝子について学ぶ 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象

ＳＳＨ ＳＳ理科β 2 地学基礎 2 1年次
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３．成果と課題 

 (1) 成果 

ＳＳ理科βの授業によってどの

ような資質・能力が向上したかを生

徒にアンケート調査した結果（令和

2 年度、令和元年度）は右のグラフ

のとおりである。 

特に育成を重視した(1), (2), 

(8), (9), (10)の中では、「理解す

る力・知識の活用」「学びに向かう

力・探究心」が昨年同様、特に高か

った。「批判的思考力・判断力」に

ついては、「大変向上とやや向上」

を合わせると昨年より低かったも

のの、「大変向上」と答える割合は

増え、さらに「最も身につけられた

と感じている資質・能力」の自由記

述の中に「本当にそうなのかといっ

た批判的な思考や疑問を持つこと」

などと答えた生徒も多かった。「批

判的思考力・判断力」については、

SSⅠβの「山梨を知る講演会」にお

いても講師の先生方が、繰り返し説

いていたこともあり、教科の内容と

も関連付けられた様子が伺える。 

今年度は、協同的学習を取り入れ

ることが難しい状況もあったが、可能な限りアクティブ・ラーニングを取り入れた。また、

世界史や古典などとの教科横断型授業を実験的に行い、広い視野を持ち課題研究にあたる

姿勢の形成の一助となることを期待する。実験・実習においては、実験の目的に沿って仮

説を検証するための実験操作を計画させる授業も取り入れた。課題研究の基礎となる実験

・実習への取り組みや考え方などに触れられるよう、授業を構成した。 

生徒の意見より 

・少しの知識で考え方が変わるので、多くのことを知ることを大切にしていきたい。 

・将来、沢山新たに見つかることがあると思うが、しっかりと根本から様々な事を知り、

疑う事を忘れずにしたい。 

・実際に実験したように、知識を使いながら実際に行動を起こすことを大切にする。 

・何かが起こったとき、その原因を探し、起きた理由などを考え、どう対処するべきか

を考えるようにしたい。 

(2) 課題 

 育成を重視した(1), (2), (8), (9), (10)の 5 項目の中で最も肯定的な意見が少なかっ

た「批判的思考力・判断力」については、「大変向上」とした一部の生徒だけでなく、多

くの生徒が、その力の向上を実感できるようにしたい。これらの力は、教科の授業内容と

生徒自身の生活中の実体験、または実験・実習で考えたこととの比較から向上が高められ

ることだと考える。そのために、授業内だけでなく他教科や課題研究との連携を図ってい

く必要がある。また、次の年次での学習も踏まえて、継続的な指導が必要である。 

 

令和 2 年度 

令和元年度 
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F ＳＳ物理Ⅰ 

 

１．仮説 

探究的な活動を重視した効果的な教材を開発し，併せて，新学習指導要領の実施に向けた

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。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教育を行い，数学的・科学的リテラシーを育

成し，大学での高度な研究の基礎となる学力を育むことができる。 

 

２．内容と方法 

(1) 内容 

 ＳＳ理科αの物理分野の延長となる科目である。物理基礎と物理の内容を融合させ，自

然現象の解析方法を習得する。探究活動を多く行い，自然に関する関心を高め，アクティ

ブラーニング的要素を活用しながら物理学的に探究する能力を育てる。 

 物理基礎・物理の最重要分野の力学を中心として扱い，１年間で継続的・集中的に学習

することで，仕事とエネルギー，熱，剛体，運動量，円運動，単振動，万有引力について

講義，実験，演習を行い，基礎力の養成・徹底をはかる。また，波動分野についても扱い，

一般的な波，音波についてコンピュータシミュレーションなどを使いながら，基礎力の養

成・徹底をはかる。 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力・

探究心 
主体性 

批判的思考力・

判断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

(2) 方法 

① 単位数  ４単位 ② 対 象  ＳＳＨコースおよび理系コース ２年次生 

③ 実施授業 ●は，物理基礎の内容。■は，物理の内容。 

 実 施 授 業 実 験 実 習（抜粋） 

４月 

 

５月 

６月 

７月 

 

 

 

９月 

等速直線運動，速度＜動画学習＞●■ 

等加速度直線運動，落体の運動＜動画学習＞●■ 

力，力のつりあい● 

運動方程式● 

 （第１回定期考査）７月上旬 

仕事と力学的エネルギー● 

熱とエネルギー，熱と物質の状態，熱と仕事● 

波の性質● 波と媒質の運動● 

波の伝わり方●■， 

（第２回定期考査）９月上旬 

音の性質● 

発音体の振動と共振●，平面内の運動■，剛体■ 

＜コロナ休校のため５月下旬か

ら授業再開＞ 

・台車を用いた速度・加速度の測

定 

・比熱，熱容量の測定 

・大気圧を感じる 

・縦波と横波の発生 

・音源による波形の違いの確認 

・うなりの発生 

・室内での音波干渉 

・おんさの振動数の測定 

・重心を求める 

１０月 

１１月 

１２月 

 １月 

 ２月 

 

 ３月 

運動量■ 

円運動■ 

（第３回定期考査）１２月上旬 

慣性力■，単振動■，万有引力■ 

気体のエネルギー■，波の式■，波・音波■ 

（第４回定期考査）２月下旬 

光波■ 

・力学台車の衝突の観察 

・円運動の実験 

・エレベーターに乗る 

・単振り子の周期を求める 

・減圧によるボイルの法則 

・断熱圧縮による発火 

・分光器と色フィルターの観察 
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３．成果と課題 

 

授業アンケートの結果を

右に示す。 

 今年度は，新型コロナウ

ィルス感染症の影響で４月

５月が休校になり，その間

生徒は自宅で動画授業を視

聴して学習を進めるという

異例の年となった。その後

の登校授業も以前のように

クラスメイトと対話をする

アクティブラーニング形式

の授業は少なくなった。 

昨年までの成果として，

アクティブラーニングの授

業形態での取り組みがあ

り，継続した研究が必要と

思われたので，以前のよう

な対話形式に代わる授業形

態を模索した結果，プリン

ト学習内で思考力を養う問

題を多く扱うよう工夫し

た。 

棒グラフのアンケート結

果より，当科目における「身

につけさせたい資質・能力」

の「学びに向かう力・探究

心」「主体性」「批判的思考

力・判断力」「理解する力・

知識の活用」のいずれも昨

年度より自己評価が高まっ

たことが分かる。このこと

は，昨年までの対話形式の

アクティブラーニングの授

業でなくても生徒にとっては高評価に値するということである。今後は，この形式にお

ける学力の伸長を測定していく必要がある。もし，今年度の授業形式で多面的な学力の

伸長が期待できるのであれば，授業の進度は速くなるので，今まで以上に実験・実習など

の探究活動に時間をあてることができるので，有効な手段であると言える。 

また，円グラフのアンケート結果により，授業に対して多くの生徒が好評価を示してい

る。ただし，２３％の生徒が「物理という科目があまり好きではない」と回答している。

来年度は，これらの生徒がどのような学力層の生徒であるか，なぜ好きではないのかな

どを詳しく分析していき，これらの生徒を少しでも減らしていくことが課題であると考

える。 



24

Ｇ ＳＳ物理Ⅱ 

 

１．仮説 

アクティブ・ラーニングや探究的な活動を重視した効果的な教材を開発し，「ＳＳ」を

付した数学・理科の新たな教育課程を開発する。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教

育を行い，数学的・科学的リテラシーを育成し，大学での高度な研究の基礎となる学力を

育むことができる。 

２．内容と方法 

(1) 内容 

 ＳＳ理科αの物理分野およびＳＳ物理Ⅰの延長となる科目である。電磁気分野をその中

心に据えて，自然現象の解析方法を習得する。探究活動を多く行い，自然に関する関心を

高め，幅広い物理現象について探究する能力を育てる。さらに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。 

 物理の波，電磁気，原子の内容を扱い，電磁気分野を中心に学習する。波，電磁気，原

子物理について，講義，実験，演習を行い内容の理解を深める。応用物理は，大学の専門

課程で学ぶ物理学の基本事項や概念の入門的内容を扱い，意識を高めるとともに，大学で

の学習の橋渡しとしたい。 
 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力 

・探究心 
主体性 

批判的思考力 

・判断力 
表現力 

理解する力・ 

知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

(2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ物理Ⅱ 3 物理 3 3年次 

 
 実施授業 

 実 施 授 業 実 験 実 習 

４月 

 

５月 

 

 

 

６月 

７月 

 

 

９月 

光の性質 
レンズ 
光の干渉と回折 
＊以上の項目は，５月下旬まで新型コロナによる

休校措置のためネット配信授業で実施 
静電気力・電場・電位 
コンデンサー 
（第１回定期考査）7月上旬 
直流回路 
磁場 
電流が磁場から受ける力 
ローレンツ力 
電磁誘導 
（第２回定期考査）９月上旬 

レンズによる観察 

凹面鏡・凸面鏡の観察 

カメラのモデル作成 

光の干渉各種 

ライデン瓶 

コンデンサーの充電放電 

電流計・電圧計 

電磁力 

電磁誘導の実験 

１０月 

１１月 

自己誘導・相互誘導 

交流 

原子物理・応用物理 

（第３回定期考査）１１月下旬 

自己誘導の実験 

 

陰極線の観察 

線スペクトルの観察 
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３．成果と課題 

 今年度は授業アンケートを実

施したクラスの授業担当者が変

わったため，昨年度までの変化

の傾向とは異なったアンケート結

果が出ており，H30,R1 年度と単

純には比較できない。 

新型コロナウイルス感染防止

に配慮した授業は生徒間の対

面による討論を中心としたアクテ

ィブ・ラーニングを実施しづらい

こともあり，今年度はSS物理Ⅱに

おいては，本校の特徴でもある

充実した ICT環境を積極的に活

用した授業を行った。 

教員の一人一台パソコンと教

室設置の５５インチ大型モニター

を無線接続し，授業担当者が作

成した運動や波,電磁気に関す

るシミュレーションを単元の要所

要所で提示し，視覚に訴える授

業を展開した。アンケート結果か

ら「授業への興味がとても持て

る」と答える生徒が著しく増えて

いるが，これは視覚に訴えた授

業展開により学習内容に対する

親近感や現実感を持てた生徒

が増えたためであると考えている。また生徒の視線が動的なシミ

ュレーションに集まるため，全員が同じ学習課題に注意力を集

中する場面が頻繁に発生したため，「授業にとても集中できた」

と答える生徒の割合が高まる結果に繋がったと考えている。一

方，生徒は過去２年間アクティブ・ラーニングを経験してきてお

り，今年は生徒相互の討論や意見発表の機会が少なかったこと

から，主体的な学習が十分にできていないと感じ，これが「教員

の授業についての工夫」に不満を感じる生徒が少なからず存在

することを示すアンケート結果となってしまった。 

探究的な活動は未知の課題に対する自分なりの解釈を導き出そうとする営みであり，自然現象

に隠された因果関係を発見しようとする意欲が必要である。授業へのアクティブ・ラーニングの導

入は，様々な意見を出し合い互いの解釈を修正しながら，より深い観点に立った因果関係を見つ

けていくことができる。今年度の SS 物理Ⅱにおいては，コロナ禍での授業運営という状況もあり，

アクティブ・ラーニングを通したこのような活動が十分できなかったことは残念であり，来年度はアク

ティブ・ラーニングの充実に再挑戦していきたい。 

0
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授業への興味

R2 R1 H30

0

50

100

授業の難易度

R2 R1 H30
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授業の進速さ
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Ｈ ＳＳ化学Ⅰ 

 

１．仮説 

 探究的な活動を重視した効果的な教材を開発し，併せて，アクティブラーニングなどの指導方

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。「ＳＳ」

を付した理数科目による重点教育を行い，数学的・科学的リテラシーを育成し，大学での高度な

研究の基礎となる学力を育むことができる。 

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

 ＳＳ理科αの化学分野の延長となる科目である。化学基礎・化学の理論化学，無機物質，有機

化合物の内容をより体系的に，系統的に再編することにより，科学的な思考力，判断力および表

現力を育成する。化学的な事物・現象について観察や実験を行い，自然科学の概念や原理・法則

を発展的，応用的，体系的に学び，科学的な自然観を身に付ける。化学基礎・化学の理論化学の

内容を扱い，なるべく身近な物質を活用し，我々の生活との関わりを重視して進めていく。 

 

  身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力・

探究心 
主体性 

批判的思考力・

判断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 

(2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ化学Ⅰ ３ 化学 ３ ２年次 

 

実施授業 ●は化学基礎の内容，■は化学の内容 ※新型コロナウイルスによる臨時休業により動画授業 

 実 施 授 業 実験実習 

4月 

 

5月 

6月 

7月 

 

8月 

9月 

１．物質の状態 

 ・物質の三態と状態変化■※ 

 ・気体の性質■※ 

 ・固体の構造■※ 

・溶液の性質■※ 

（第１回定期考査） 

２．物質の変化 

 ・酸と塩基の反応● 

（第２回定期考査） 

 

 

・分子量の測定 

・溶解の仕組み 

・凝固点降下度の測定 

・コロイド溶液の性質 

・中和反応の量的関係 

・中和滴定 

・塩の加水分解 

 

10月 

11月 

 

12月 

1月 

2月 

 

3月 

３．物質の変化 

・酸化還元反応● 

 

（第３回定期考査） 

 ・電池と電気分解■ 

 ・反応熱 

（第４回定期考査） 

４．化学反応の速さと平衡 

 ・化学反応の速さ■ 

・様々な酸化還元反応 

 

 

・様々な水溶液の電気分解 

・紫キャベツと電気分解 
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３．成果と課題 

（1） 成果 

 今年度は，新型コロ

ナウイルス感染防止の

ために臨時休校が年度

初めより続き，生徒は

５月下旬まで登校する

ことができなかった。

そのためにプリントを

使いながら，YouTube

で限定公開した動画で

学習することとなっ

た。よって，例年より

も，理論の分野で実験

ができないものがあり，

実験をすることで理解を

深めるとういうことがで

きなかった。生徒の授業

アンケート結果からも

（問９，１０，１１）実

験を行うことによって理

解が深まり，学力が身に

つくというところまで到

達したものが，昨年度よ

りも１０％低い結果とな

った。 

 授業展開では，ＩＣＴ機器を積

極的に活用し，また，アクティ

ブ・ラーニング（ＡＬ）の手法に

よる授業改善を昨年と同様に推進

した。その結果，「モニターで動

画が見られて，理解が深まっ

た。」「動画が見られて内容が頭

に入りやすい」などの感想があっ

た。また，実験だけでなく，みん

なで問題を考え，教えあいを行う

ことで，学力向上と同時に，考えたことを表現する力を養う狙いで授業を行った。結果，「グル

ープでの活動が多く，友達に聞きやすい環境で勉強が楽しかった。」「友達と教えあえる時間を

くれたり，わからないことがあれば，先生がしっかり教えてくれたりして，理解を深めることが

できてよい」という感想が多く寄せられた。 

 

（2）課題 

 授業改善を行い，一定の成果が見られる一方で生徒は考察することは重要であるとほぼ全員が

考えているにもかかわらず，考察から知識の習得や表現する力につながっていない生徒が，一部

見られる（問１１，１２）。よって，実験の結果を科学的に考え，判断するところまで結びつい

ていない生徒もいると考えられる。もう一度，化学の基礎となる力を身につけることを強化し，

化学的に考え，表現する力を養えるような授業改善を行っていきたい。 

問１：授業は， ①充実感がある ②興味がわく ③つまらない ④何とも言えない 

問２：授業は， ①集中できる ②緊張する ③眠くなる ④何とも言えない 

問３：授業の内容は，①ちょうど良い ②簡単すぎる ③少し簡単 ④少し難しい ⑤難しすぎる 

問４：授業の進む速さは， ①ちょうど良い ②早すぎる ③早い ④遅い ⑤遅すぎる 

問５：授業を通して学力がついたと， ①強くそう思う ②そう思う ③あまり思わない ④ほとんど思わない 

問６：あなたは，この科目を，①とても好きである ②好きである ③あまり好きではない ④嫌いだ 

問７：実験・実習に意欲的に取り組んでいる。 

問８：実験にあまり細かい指示を出されなかったことは考えることにつながったと思うか。 

問９：実験の考察をすることは重要だと思うか。 

問 10：実験の考察をすることに面白さを感じるか。 

問 11：実験の考察をすることによって知識の習得が効率的にできたと思うか。 

問 12：実験の結果や考察を発表することは大切だと思うか。 

問 13：アクティブ・ラーニング型の授業は自分たちの学力向上につながったと思うか 

問 14：アクティブ・ラーニング型の授業をより多く入れるべきだ。 

（問７～問１５ の回答  ①強くそう思う ②そう思う ③あまり思わない ④ほとんど思わない） 

 

授業に対するアンケート結果 
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I ＳＳ化学Ⅱ 

 

１．仮説 

 アクティブ・ラーニングをはじめとする授業を通して，探究的な活動を重視した効果的な教材

を開発し，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。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教育を行い，数学的・科学的リテラシーを育成

し，大学での高度な研究の基礎となる学力を育むことができる。 

 

２．内容と方法 

(1) 内容 

ＳＳ理科αの化学分野およびＳＳ化学Ⅰの延長となる科目である。化学基礎・化学の理論化

学，無機物質，有機化合物の内容をより体系的に，系統的に再編することにより，科学的な思考

力，判断力および表現力を育成する。化学的な事物・現象について観察や実験を行い，自然科学

の概念や原理・法則を発展的，応用的，体系的に学び，科学的な自然観を身に付ける。さらに未

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。化学基礎・化学の無機物質と

有機化合物の内容を扱い，なるべく身近な物質を活用し，我々の生活との関わりを重視して進め

ていく。応用化学は，大学の専門課程で学ぶ化学の基本事項や概念の入門的内容を扱い，意識を

高めるとともに，大学での学習の橋渡しとしたい。 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力・

探究心 
主体性 

批判的思考力・

判断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 

(2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ化学Ⅱ 4 化学 4 3年次 

 

実施授業  ◆はオンライン授業で実施 

 実 施 授 業 実験実習 

4月 

 

5月 

 

 

6月 

7月 

8月 

9月 

１．反応の速さと平衡◆ 

・化学反応の速さ◆ 

・化学平衡◆ ・水溶液中の化学平衡◆ 

２．無機物質 

・典型非金属元素 ・典型金属元素 

・遷移金属元素   

〈第 1回定期考査〉 

３．有機化合物 

・有機化合物の分類と分析・脂肪族炭化水素  

・アルコールと関連化合物・芳香族化合物 

〈第 2回定期考査〉 

 

・ハロゲンの性質・硫酸の性質 

・硝酸と窒素の酸化物 

・第 1･2族の性質・両性元素の性質   

・遷移金属の性質・沈殿反応の利用 

 

・脂肪族炭化水素の性質 

・アルコールとアルデヒド  

・エステル 

・ニトロベンゼンとアニリンの合成 

・サリチル酸のエステル 

10月 

 

 

11月 

 

12月 

1月 

３．天然有機化合物 

・天然有機化合物  ・天然高分子化合物 

４．合成高分子化合物 

・高分子化合物の性質・合成高分子化合物    

〈第 3回定期考査〉 

５．応用化学（大学への化学） 

 

・単糖類，二糖類の性質 

・デンプン，セルロースの性質 

・タンパク質の性質 

・合成高分子化合物 
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３．成果と課題 

 (1) 成果 

 今年度はコロナウイルス感

染拡大の影響で休校が続いた

ため，オンライン授業でスタ

ートした。YouTubeで授業を

配信する際，生徒に対して理

解しやすいパワーポイントや

言葉の使い方を研究した結

果，問７に関してすべての生

徒が肯定的な感想を持った。

「オンラインで行った授業は

後で見直すことができるた

め，より理解が深まった」と

いう感想も見られた。また，

その手法を休校明けからも応

用できたため，授業に関する

興味関心は高い水準を確保す

ることができたと考える。 

 通常の授業において，アク

ティブ・ラーニングの手法を

用いた授業を今年度も積極的

に行った。講義の内容だけでなく，

問題演習の中でも議論する時間を例

年より多く確保した。その結果，

「化学の原理について公式だけでな

く，中身を積極的に考える時間が多

くなった。」「演習問題で分からな

いところを議論できたため，自分な

りの理解が進んだ。また，人に伝え

たり，意見を聞いたりできるように

なった。」という感想が多くあっ

た。実験においても，考察の部分を

生徒にある程度任せるように心がけ

た。結果がなぜそのようになるのかを説明させることを大事にし，表面的な理解ではなく，深い

理解を促すようにした。「実験の後，レポート書くのは大変で面倒だけどしっかり理解しないと

書けないので一番力がついたと思う。」と考察の大切さを実感した生徒も多かった。また，スマ

ートフォンを利用し，実験動画を撮らせたり，インターネットで検索をさせたりして情報の収集

や整理の機会を増やした。 

 

(2) 課題 

アクティブ・ラーニング型の授業はわかるという実感も伴い好評であったが，課題のレベル設

定に課題が残る。基礎的な理解の後，化学の学習分野を横断的に考える課題の開発をしていく必

要がある。その課題をクリアすることで生徒の深い学びの獲得と，化学の本当の面白さを感じさ

せることができると考える。また，表現力や知識を活用する力の高い生徒の割合は増えたと感じ

る反面，十分にその力が身についていない生徒との差が生まれている。そのような生徒の差がど

こから生まれているのかを知るためにも，評価方法の工夫をしていく必要があると考える。 

問１：授業は， ①とても興味がわく ②興味がわく ③あまり興味がわかない ④まったく興味がわかない 

問２：授業は， ①とても集中できる ②集中できる ③あまり集中できない ④まったく集中できない 

問３：授業の難易度は，①ちょうど良い ②難しすぎる ③少し難しい ④少し簡単 ⑤簡単すぎる 

問４：授業の進む速さは， ①ちょうど良い ②早すぎる ③やや早い ④やや遅い ⑤遅すぎる 

問５：授業を通して学力や技術がついたと， ①強くそう思う ②そう思う ③あまり思わない ④ほとんど思わない 

問６：この科目を，①とても好きである ②好きである ③あまり好きではない ④嫌いだ 

問７：教材提示の方法（板書や ICTの活用）はわかりやすく適当であると  

①強くそう思う ②そう思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

問８：授業に意欲的に参加していると  ①強くそう思う ②そう思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

授業に対するアンケート結果 

生徒の実験プリント 
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３．成果と課題  
 (1) 成果  
 主体的・対話的で深

い学びの実践のため，

実験や思考学習を通じ

て，協同的学習を充実

させ, 仮説に対し推測

される考察を考え発表

させる活動，また，資

料読解や今までに得た

知識を活用する活動を

積極的に取り入れた。 

 右図は授業の生徒ア

ンケートの結果であ

る。 

「学びに向かう力・
探究心」「自己分析力
・計画性」「課題発見力」「理解する力・知識を活用する力」の４項目において「大
変向上した」「向上した」と答えた生徒は８０％以上に達していた。特に，「学びに
向かう力・探究心」においては，「大変向上した」「向上した」と答えた生徒が９８
％もおり，高い効果が得られたと考えられる。また，「理解する力・知識を活用する
力」についても否定的な回答はほとんどなく高い効果が得られており，問題を解決す
る力やさまざまな場面においての応用にもつながったと考えられる。実験や思考学習
を活用した授業改善によって，これら多岐の項目においての向上に効果があったこと
が分かった。 

  本校の生徒はＳＳＨの取り組みとして課題研究も行っている。これは，様々な事象
の中から課題を発見して仮説を立て，その検証のために計画的に実験を行い，その結
果を的確に考察するという科学的な活動である。そのため，課題研究に本授業がつな
がるように実験・実習においては，指導方法の工夫を行った。具体的には，基本的な
実験操作の技術の習得にとどまらず，実験の目的に合った仮説を検証するための実験
操作を計画させるとともに，得られた結果に基づいて考察を行う際にはグループ及び
グループ間での相互検証を行うことなどを意識して行った。その結果，生徒から「覚
えるだけでなく理解が深まった」「グループで考察することで今まで気付かなかった
ことについて，気付くことができた」「自ら得た実験データから考察することで，な
ぜそうなるのかを考えるようになった」という，深い学びができたという意見があが
った。これらは，実験・実習の指導法の工夫によるものと考えられ，一定の成果があ
ったと言える。 

 

 (2) 課題 

 ＳＳ生物Ⅰの授業では，多様な資質・能力の向上が期待できるが，指導法の改善に

より全体的にさらに高めることが可能であると考えられる。 

今年度は年度当初の授業がプリント・動画配信による学習になってしまい，学習が

遅れてしまった。そのため，時間に余裕のない中授業を行ったため，レポートのまと

めや発表にかける時間が削られてしまい，「表現力」においては，６０％にも満たな

い結果となってしまった。「表現力」は「書く力」「話す力」双方において高めるこ

とが必要であり，科学的に表現することは課題研究の発表のためにも重要な能力であ

る。「表現力」の資質・能力の向上は，実験・実習の中で十分な活動の場を設けて，

指導方法を工夫することにより一層高められると考えられる。 

Ｊ ＳＳ生物Ⅰ 
１．仮説  
 探究的な活動を重視し，アクティブ・ラーニングを取り入れた効果的な教材を開発し，
併せて，学習指導要領の目的に沿った指導方法・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。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教
育を行い，数学的・科学的リテラシーを育成し，大学での高度な研究の基礎となる学力
を育むことができる。  
２．内容と方法  
 (1) 内容  

ＳＳ理科βの生物分野の延長となる科目である。生物的な事物・現象について観察
や実験を行い，自然科学の概念や原理・法則を発展的，応用的，体系的に学び，科学
的な自然観を身に付ける。 
協同的な活動を取り入れたアクティブ・ラーニングの実施により，課題研究の実施

に活かすことのできる資質・能力の向上を図る。特に，実験や思考学習を活用した授
業改善によって，資質・能力の獲得を目指す。 

 

身につけさせたい資質・能力  
学びに向かう力

・探究心 
主体性 

批判的思考力

・判断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用  

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 
 (2) 方法  

コース 開設する科目名  単位数  代替科目名  単位数  対象  

普通・ＳＳＨ理系  ＳＳ生物Ⅰ 4 
生物基礎  2 

2 年次  
生物  2 

 
  実施授業   
 実施授業      実験実習・思考学習● 

 ４月 
  
５月  

  
 
６月 
７月  
 
８月  
９月  

 
 
 
１０月  
１１月 
 
１２月  

 
  
 
 
１月 

  
 
 
２月  

 

生物の特徴 
・生物の多様性と共通性（プリント・動画配信） 
・エネルギーと代謝 ・光合成と呼吸 
 生物の特徴・エネルギーと代謝    
遺伝子とそのはたらき 
・遺伝情報とＤＮＡ  

（第１回定期考査） 
・遺伝情報の発現  
・遺伝情報の分配  
体内環境の維持  
・体内環境としての体液 ・腎臓と肝臓による調節 
（第２回定期考査） 
・神経とホルモンによる調節 
・免疫 
植生の多様性と生態系 
 ・植生とその成り立ち ・植生の遷移 
（第３回定期考査） 
・気候とバイオーム  
生態系とその保全 
・生態系とその成り立ち ・物質循環とエネルギー 
・生態系のバランス 
細胞と分子 
・生体を構成する物質 ・タンパク質の構造と性質 
・酵素の働き ・細胞の構造 ・物質輸送とタンパク質 
・情報伝達・認識とタンパク質 
代謝 
・代謝とエネルギー ・呼吸と発酵 
・光合成 ・窒素同化 

（第４回定期考査） 

 
・顕微鏡観察 
・ミクロメータの使い方 
・酵素と性質Ⅰ 
 
・ＤＮＡの抽出 
 
・遺伝暗号の解読● 
・細胞周期の算出  
 
・有用成分の再吸収と老廃物の  
 濃縮● 
・血糖濃度の調節●  
・資料読解と表現● 
 
・植物の生活形と生態的戦略●  
 
 
 
・キーストーン種の役割● 
 
 
 
・酵素の性質Ⅱ 
 
・細胞内で働く酵素による酸化還
元反応 

・呼吸商の算出と呼吸基質● 
・アルコール発酵 
・光合成色素の分離  
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３．成果と課題  
 (1) 成果  
 主体的・対話的で深

い学びの実践のため，

実験や思考学習を通じ

て，協同的学習を充実

させ, 仮説に対し推測

される考察を考え発表

させる活動，また，資

料読解や今までに得た

知識を活用する活動を

積極的に取り入れた。 

 右図は授業の生徒ア

ンケートの結果であ

る。 

「学びに向かう力・
探究心」「自己分析力
・計画性」「課題発見力」「理解する力・知識を活用する力」の４項目において「大
変向上した」「向上した」と答えた生徒は８０％以上に達していた。特に，「学びに
向かう力・探究心」においては，「大変向上した」「向上した」と答えた生徒が９８
％もおり，高い効果が得られたと考えられる。また，「理解する力・知識を活用する
力」についても否定的な回答はほとんどなく高い効果が得られており，問題を解決す
る力やさまざまな場面においての応用にもつながったと考えられる。実験や思考学習
を活用した授業改善によって，これら多岐の項目においての向上に効果があったこと
が分かった。 

  本校の生徒はＳＳＨの取り組みとして課題研究も行っている。これは，様々な事象
の中から課題を発見して仮説を立て，その検証のために計画的に実験を行い，その結
果を的確に考察するという科学的な活動である。そのため，課題研究に本授業がつな
がるように実験・実習においては，指導方法の工夫を行った。具体的には，基本的な
実験操作の技術の習得にとどまらず，実験の目的に合った仮説を検証するための実験
操作を計画させるとともに，得られた結果に基づいて考察を行う際にはグループ及び
グループ間での相互検証を行うことなどを意識して行った。その結果，生徒から「覚
えるだけでなく理解が深まった」「グループで考察することで今まで気付かなかった
ことについて，気付くことができた」「自ら得た実験データから考察することで，な
ぜそうなるのかを考えるようになった」という，深い学びができたという意見があが
った。これらは，実験・実習の指導法の工夫によるものと考えられ，一定の成果があ
ったと言える。 

 

 (2) 課題 

 ＳＳ生物Ⅰの授業では，多様な資質・能力の向上が期待できるが，指導法の改善に

より全体的にさらに高めることが可能であると考えられる。 

今年度は年度当初の授業がプリント・動画配信による学習になってしまい，学習が

遅れてしまった。そのため，時間に余裕のない中授業を行ったため，レポートのまと

めや発表にかける時間が削られてしまい，「表現力」においては，６０％にも満たな

い結果となってしまった。「表現力」は「書く力」「話す力」双方において高めるこ

とが必要であり，科学的に表現することは課題研究の発表のためにも重要な能力であ

る。「表現力」の資質・能力の向上は，実験・実習の中で十分な活動の場を設けて，

指導方法を工夫することにより一層高められると考えられる。 

Ｊ ＳＳ生物Ⅰ 
１．仮説  
 探究的な活動を重視し，アクティブ・ラーニングを取り入れた効果的な教材を開発し，
併せて，学習指導要領の目的に沿った指導方法・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。「ＳＳ」を付した理数科目による重点教
育を行い，数学的・科学的リテラシーを育成し，大学での高度な研究の基礎となる学力
を育むことができる。  
２．内容と方法  
 (1) 内容  

ＳＳ理科βの生物分野の延長となる科目である。生物的な事物・現象について観察
や実験を行い，自然科学の概念や原理・法則を発展的，応用的，体系的に学び，科学
的な自然観を身に付ける。 
協同的な活動を取り入れたアクティブ・ラーニングの実施により，課題研究の実施

に活かすことのできる資質・能力の向上を図る。特に，実験や思考学習を活用した授
業改善によって，資質・能力の獲得を目指す。 

 

身につけさせたい資質・能力  
学びに向かう力

・探究心 
主体性 

批判的思考力

・判断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用  

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 
 (2) 方法  

コース 開設する科目名  単位数  代替科目名  単位数  対象  

普通・ＳＳＨ理系  ＳＳ生物Ⅰ 4 
生物基礎  2 

2 年次  
生物  2 

 
  実施授業   

 実施授業      実験実習・思考学習● 

 ４月 
  
５月  

  
 
６月 
７月  
 
８月  
９月  

 
 
 
１０月  
１１月 
 
１２月  

 
  
 
 
１月 

  
 
 
２月  

 

生物の特徴 
・生物の多様性と共通性（プリント・動画配信） 
・エネルギーと代謝 ・光合成と呼吸 
 生物の特徴・エネルギーと代謝    
遺伝子とそのはたらき 
・遺伝情報とＤＮＡ  

（第１回定期考査） 
・遺伝情報の発現  
・遺伝情報の分配  
体内環境の維持  
・体内環境としての体液 ・腎臓と肝臓による調節 
（第２回定期考査） 
・神経とホルモンによる調節 
・免疫 
植生の多様性と生態系 
 ・植生とその成り立ち ・植生の遷移 
（第３回定期考査） 
・気候とバイオーム  
生態系とその保全 
・生態系とその成り立ち ・物質循環とエネルギー 
・生態系のバランス 
細胞と分子 
・生体を構成する物質 ・タンパク質の構造と性質 
・酵素の働き ・細胞の構造 ・物質輸送とタンパク質 
・情報伝達・認識とタンパク質 
代謝 
・代謝とエネルギー ・呼吸と発酵 
・光合成 ・窒素同化 

（第４回定期考査） 

 
・顕微鏡観察 
・ミクロメータの使い方 
・酵素と性質Ⅰ 
 
・ＤＮＡの抽出 
 
・遺伝暗号の解読● 
・細胞周期の算出  
 
・有用成分の再吸収と老廃物の  
 濃縮● 
・血糖濃度の調節●  
・資料読解と表現● 
 
・植物の生活形と生態的戦略●  
 
 
 
・キーストーン種の役割● 
 
 
 
・酵素の性質Ⅱ 
 
・細胞内で働く酵素による酸化還
元反応 

・呼吸商の算出と呼吸基質● 
・アルコール発酵 
・光合成色素の分離  
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がったと考えられる。 

 生徒の学習の中で私たちがふだん目にしたり触れ

たりしている身近な物事には，じつはそれぞれに「す

ごい仕組み」が備わっている。「科学がおもしろい

時代」のいま，身近にあるすばらしきサイエンスと

そのしくみの理解につながるように，そのストーリ

ーを理解し，講義法・グループ学習での思考学習・

相互発表と，それぞれの長所，短所を考え，授業の

分野において適所に組み入れ，生徒の「やる気」の

動機づけにつながる様にする事がポイントと考え

た。 

 

本年度は，コロナ禍において，グループ学習などさまざまなスタイル

にも制約や注意すべき項目が多い中だったが，学習内容，その授業・分

野・内容において優先順位をしっかりと確認し，ストーリー性を見極め，

学習に臨ませた。 

 図１の結果を昨年のものと比較すると，殆どの項目で「大変向上」が

「やや向上」を合わせると同数の結果となった。「やや向上」が「大変

向上」の約2倍となったが，最終学年になり，求める力の資質やテーマ

（項目）が難しくなっている事を考えると，十分であると考える。 

 学習は自分が出来た・理解したかが重要であり，全く新しい内容であるとか，徹底的に深めたい時などは，

講義形式から1人で学習する。何か引っかかる点があったり，より深い知識が欲しい時などは，皆で集まり

ディスカッションしてみるなど学習スタイルをうまく組み合わせる事で，学習の質，向上がスムーズに高め

られる事を再確認した。 

時代に即した学力を育てることが目的とされる昨今，小学校から「学習の基盤となる資質，能力」として

情報活用能力」の育成が始まろうとしているが，物事の構築するためには何事も順番があることを再認識し

て取り組んだ。 

第１：「知識・技能」・基本の土台であり，何を理解しているのか，何ができるのか」が最も重要な部分で

あり，個別の知識のみならず，学習内容が相互に関連づけられて社会の中で生きて働く知識でと考

える。 

第２：「思考力・判断力・表現力」・第１の上に築かれるものであり，「理解していること・できることを

どう使うか」を育て未知の状況にも対応できる力に繋げたいと考える。 

第３：「主体性・多様性・協働性」・２つの土台の上に作られるものであり，学びを人生や社会に生かそう

とする「学びにむかう力と人間性」と考える。 

(2) 課題  

 しっかりとした段階を踏まえた授業の充実が大切である。新しき時代の教育法と考えつつも，土台となる

知識・技能は今までの知識や技術を蓄える学習方法となんら変わりなく，まずは土台となる知識を蓄えた上

で思考力・判断力・表現力を身につけ，それらの要素を持って主体性・多様性・協調性を学んでいく。土台

の上に山を築くように育てていく必要性を常に念頭に置き，「グループ学習での思考学習」・「相互発表」

などの今後求められていく能力はあくまで，基礎学力の先にあることを忘れずひとつひとつ積み上げて今を

生きる力を身につけさせる。それぞれの長所，短所を考え，年度初めにそれらを認識させ，デメリットの内

容に対しては，改善策の話し合い・提示が必要と感じた。各スタイルの効果について，具体的にどのような

取り組みによってどの資質・能力の向上が得られるのかを調べ，ねらいを明確にして授業を計画することが

できると考え，「課題発見力」など，課題研究に重要な要素を効率的に向上させるとともに，課題研究への

接続を図ることが必要と考える。 

 「相互発表」においては，発表を聴くことによる「批判的思考力・判断力」や「課題発見力」については

あまり効果がみられなかった。そのため，これらの能力向上が，生徒自身がその向上を認識できるようにす

る必要がある。 

図１ この授業を受けて資質や能力が向上したか 

Ｋ ＳＳ生物Ⅱ 

 

１．仮説 

 主体的・協同的なアクティブ・ラーニングや探究的な活動を重視した効果的な授業方法を開発し，「ＳＳ」

を付した数学・理科の新たな教育課程を開発する。「ＳＳ」を付した理数科目による授業方法の改変により，

数学的・科学的リテラシーを育成するとともに，幅広い資質･能力を育むことができる。 

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

ＳＳ生物Ⅰの延長となる科目である。生物的な事物・現象について観察や実験を行い，自然科学の概念

や原理・法則を発展的，応用的，体系的に学び，科学的な自然観を身につける。主体的・協同的で深い学

びにより，学びに向かう資質・能力を高める。 

 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力・

探究心 
主体性 

批判的思考力・判

断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用 

◎ ○ ◎ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

 ① 単位数  ３単位 

  ② 対 象    ３年次生ＳＳＨコース・理系コース 

  ③ 実施授業   

           実 施 授 業     実験・実習（●思考学習） 

 ４月 
 

 ５月 
 
 ６月 
 
 ７月 
 
 
８月 

 ９月 

 

 生殖と発生 

  ・減数分裂と遺伝情報の分配 ・配偶子形成と受精 
  ・初期発生の過程   ・植物の発生 

 動物の反応と行動 
  ・ニューロンとその興奮  

 ・刺激の受容  ・情報の統合   

 （第１回定期考査）７月上旬 
・刺激への反応  

 ・動物の行動 
 

（第２回定期考査）９月上旬 

 

・動物の胚発生の観察 

・器官の分化と調節遺伝子● 

 

 

・感覚に関する探究活動● 

・盲班の検出 
・ニワトリの脳の観察 

・迷路の思考錯誤学習 

 

 １０月 
 
 １１月 
 
 
 
 １２月 
 
 １月 
 
  

  植物の環境応答   ・植物の反応 
  ・成長の調節  ・花芽形成と発芽の調節 
 生物群集と生態系  
  ・個体群  ・生物群集 ・生態系における物質生産 
  ・生態系と生物多様性 
  （第３回定期考査）１１月下旬 
  生命の起源と進化 
  ・生命の起源  ・生物の変遷  ・進化のしくみ 
  生物の系統   

  ・生物の分類と系統 ・原核生物，原生生物  

 ・植物，動物，菌類 

・幼葉鞘の光屈性● 

 

・標識再捕法モデル実験 
・生存曲線の分析● 

・植物の密度効果● 
・物質生産の分析● 
 

・遺伝子頻度の算出● 
・分子系統樹の作成● 

 

 

３．成果と課題 

 (1) 成果 

 授業による資質・能力の向上に関する生徒アンケートの結果は，図１のグラフのとおりであった。生徒に

身につけさせたい能力として上に挙げた５つの項目はいずれも高い値を示した。特に「学びに向かう力・探

究心」については否定的な回答はなく，高い効果が得られたと考えられる。また，授業による「理解する力

・知識の活用」においても高い効果が得られており，解決する力やさまざまな場面においての応用にもつな
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がったと考えられる。 

 生徒の学習の中で私たちがふだん目にしたり触れ

たりしている身近な物事には，じつはそれぞれに「す

ごい仕組み」が備わっている。「科学がおもしろい

時代」のいま，身近にあるすばらしきサイエンスと

そのしくみの理解につながるように，そのストーリ

ーを理解し，講義法・グループ学習での思考学習・

相互発表と，それぞれの長所，短所を考え，授業の

分野において適所に組み入れ，生徒の「やる気」の

動機づけにつながる様にする事がポイントと考え

た。 

 

本年度は，コロナ禍において，グループ学習などさまざまなスタイル

にも制約や注意すべき項目が多い中だったが，学習内容，その授業・分

野・内容において優先順位をしっかりと確認し，ストーリー性を見極め，

学習に臨ませた。 

 図１の結果を昨年のものと比較すると，殆どの項目で「大変向上」が

「やや向上」を合わせると同数の結果となった。「やや向上」が「大変

向上」の約2倍となったが，最終学年になり，求める力の資質やテーマ

（項目）が難しくなっている事を考えると，十分であると考える。 

 学習は自分が出来た・理解したかが重要であり，全く新しい内容であるとか，徹底的に深めたい時などは，

講義形式から1人で学習する。何か引っかかる点があったり，より深い知識が欲しい時などは，皆で集まり

ディスカッションしてみるなど学習スタイルをうまく組み合わせる事で，学習の質，向上がスムーズに高め

られる事を再確認した。 

時代に即した学力を育てることが目的とされる昨今，小学校から「学習の基盤となる資質，能力」として

情報活用能力」の育成が始まろうとしているが，物事の構築するためには何事も順番があることを再認識し

て取り組んだ。 

第１：「知識・技能」・基本の土台であり，何を理解しているのか，何ができるのか」が最も重要な部分で

あり，個別の知識のみならず，学習内容が相互に関連づけられて社会の中で生きて働く知識でと考

える。 

第２：「思考力・判断力・表現力」・第１の上に築かれるものであり，「理解していること・できることを

どう使うか」を育て未知の状況にも対応できる力に繋げたいと考える。 

第３：「主体性・多様性・協働性」・２つの土台の上に作られるものであり，学びを人生や社会に生かそう

とする「学びにむかう力と人間性」と考える。 

(2) 課題  

 しっかりとした段階を踏まえた授業の充実が大切である。新しき時代の教育法と考えつつも，土台となる

知識・技能は今までの知識や技術を蓄える学習方法となんら変わりなく，まずは土台となる知識を蓄えた上

で思考力・判断力・表現力を身につけ，それらの要素を持って主体性・多様性・協調性を学んでいく。土台

の上に山を築くように育てていく必要性を常に念頭に置き，「グループ学習での思考学習」・「相互発表」

などの今後求められていく能力はあくまで，基礎学力の先にあることを忘れずひとつひとつ積み上げて今を

生きる力を身につけさせる。それぞれの長所，短所を考え，年度初めにそれらを認識させ，デメリットの内

容に対しては，改善策の話し合い・提示が必要と感じた。各スタイルの効果について，具体的にどのような

取り組みによってどの資質・能力の向上が得られるのかを調べ，ねらいを明確にして授業を計画することが

できると考え，「課題発見力」など，課題研究に重要な要素を効率的に向上させるとともに，課題研究への

接続を図ることが必要と考える。 

 「相互発表」においては，発表を聴くことによる「批判的思考力・判断力」や「課題発見力」については

あまり効果がみられなかった。そのため，これらの能力向上が，生徒自身がその向上を認識できるようにす

る必要がある。 

図１ この授業を受けて資質や能力が向上したか 

Ｋ ＳＳ生物Ⅱ 

 

１．仮説 

 主体的・協同的なアクティブ・ラーニングや探究的な活動を重視した効果的な授業方法を開発し，「ＳＳ」

を付した数学・理科の新たな教育課程を開発する。「ＳＳ」を付した理数科目による授業方法の改変により，

数学的・科学的リテラシーを育成するとともに，幅広い資質･能力を育むことができる。 

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

ＳＳ生物Ⅰの延長となる科目である。生物的な事物・現象について観察や実験を行い，自然科学の概念

や原理・法則を発展的，応用的，体系的に学び，科学的な自然観を身につける。主体的・協同的で深い学

びにより，学びに向かう資質・能力を高める。 

 

身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力・

探究心 
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批判的思考力・判

断力 
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理解する力 

・知識の活用 

◎ ○ ◎ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

 ① 単位数  ３単位 

  ② 対 象    ３年次生ＳＳＨコース・理系コース 

  ③ 実施授業   

           実 施 授 業     実験・実習（●思考学習） 

 ４月 
 

 ５月 
 
 ６月 
 
 ７月 
 
 
８月 

 ９月 

 

 生殖と発生 

  ・減数分裂と遺伝情報の分配 ・配偶子形成と受精 
  ・初期発生の過程   ・植物の発生 

 動物の反応と行動 
  ・ニューロンとその興奮  

 ・刺激の受容  ・情報の統合   

 （第１回定期考査）７月上旬 
・刺激への反応  

 ・動物の行動 
 

（第２回定期考査）９月上旬 

 

・動物の胚発生の観察 

・器官の分化と調節遺伝子● 

 

 

・感覚に関する探究活動● 

・盲班の検出 
・ニワトリの脳の観察 

・迷路の思考錯誤学習 

 

 １０月 
 
 １１月 
 
 
 
 １２月 
 
 １月 
 
  

  植物の環境応答   ・植物の反応 
  ・成長の調節  ・花芽形成と発芽の調節 
 生物群集と生態系  
  ・個体群  ・生物群集 ・生態系における物質生産 
  ・生態系と生物多様性 
  （第３回定期考査）１１月下旬 
  生命の起源と進化 
  ・生命の起源  ・生物の変遷  ・進化のしくみ 
  生物の系統   

  ・生物の分類と系統 ・原核生物，原生生物  

 ・植物，動物，菌類 

・幼葉鞘の光屈性● 

 

・標識再捕法モデル実験 
・生存曲線の分析● 

・植物の密度効果● 
・物質生産の分析● 
 

・遺伝子頻度の算出● 
・分子系統樹の作成● 

 

 

３．成果と課題 

 (1) 成果 

 授業による資質・能力の向上に関する生徒アンケートの結果は，図１のグラフのとおりであった。生徒に

身につけさせたい能力として上に挙げた５つの項目はいずれも高い値を示した。特に「学びに向かう力・探

究心」については否定的な回答はなく，高い効果が得られたと考えられる。また，授業による「理解する力

・知識の活用」においても高い効果が得られており，解決する力やさまざまな場面においての応用にもつな
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３.成果と課題 

(1)成果                    

SS 数学Ⅰを履修

した SS クラス 39

人に対する項目別

の集計結果は図１

の通りである。今

年度は、コロナの

影響で、アクティ

ブラーニングとし

ての班別学習が全

く実施できなかっ

た。相互の教え合

いやコミュニケー

ションを生かした

取組みについては例年に       図１ この授業を受けて資質や能力が向上したか   

比べてかなり減少せざるをえなかった。  

 その中で、①⑦⑩の３項目は、昨年に比べて「大変向上した」の割合が大きく伸

びており、その他も③以外は昨年より伸びている。 SS 数学Ⅰの授業を通しての生徒

の主観的評価であるが、昨年１０月に実施した SS 数学Ⅰの授業アンケートの結果の

中で、質問項目間相互の関連性を、２項目ごとに相関係数を求めて相関係数 0.5 を

超える項目を抽出して以下に示した。授業アンケートの質問項目は３０ある。その

うち、 

質問５  先生の話ははっきりしていて聞き取りやすい。質問 NO１２  先生に質問しやすい雰囲気があり、

質問にわかるように答えてくれる。質問 NO１４  先生は生徒に対して指導が公平である。質問 NO１５  先

生の評価に納得できる。質問 NO１９  先生は熱意をもって授業をしている。質問２０  先生の授業を通し

て学力や技術が身についた。質問 NO２３あなたはこの授業に意欲的に参加している。質問 NO２５  あな

たはこの授業の復習をきちんとしている。質問 NO２７  あなたはこの授業に関して家庭学習ができてい

る。質問 NO２９  あなたはこの科目の定期試験に向けて十分な準備をして臨んでいる。  

の各項目について、以下の①～④で回答した。                    

①強くそう思う  ②そう思う  ③あまり思わない  ④全く思わない                 

 これによると質問 12 と 14 の相関が高く指導の     表１ 授業アンケート（抜粋）  

公平性を評価している生徒は、質問のし易さ説

明の分かりやすさも評価している傾向が強くみ

られる。その他、概観すると、教員側の姿勢や

生徒自身の取り組みの関連性が認められる。  

(2)課題 

 SS 数学Ⅰに対する評価は、SS 数学の授業との

関りが当然大きく、今年はアクティブラーニン

グができなかったが、今後その実施過程でも、

評価が高い取り組みを実践していきたい。  

質問 No×質問 No 相関係数  

 ５×１９  ０．５０５  

１２×１４  ０．６３１  

１２×１５  ０．５４１  

１５×２０  ０．５２４  

２３×２９  ０．５０５  

２５×２７  ０．５２４  

２７×２９  ０．６１３  

Ｌ ＳＳ数学Ⅰ 

１．仮説 

 主体的・対話的で深い学びを目指した授業を通して，探究的な活動を重視した効果的

な教材を開発するとともに，新たな指導方法・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。「ＳＳ」を付した理数科目による

重点教育を行うことで，数学的・科学的リテラシーを育成し，主に「批判的思考力・

判断力」「表現力」といった資質能力を身につけさせ，大学での高度な研究の基礎

となる学力を育むことができる。  

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

数学における基本的な概念や原理・法則の理解を深め，事象を数学的に考察し処理す

る能力を高め，数学的活動を通して創造性の基礎を培う。数学的な見方や考え方を養い，

２年次以降のＳＳを付した理数科目等で活用する能力を育てることをねらいとする。 

 数学Ⅰ・Ａの内容に数学Ⅱの内容を一部加え，各単元において，基礎・基本の徹

底と探究心の育成をはかる。また，ＡＬを取り入れることにより生徒相互の理解

を培うと共に，基礎基本の定着をはかる。  

  身につけさせたい資質・能力  

学びに向う力・

探究心 
主体性 

批判的思考力・

判断力 
表現力 

理解する力・ 

知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

ＳＳＨ ＳＳ数学Ⅰ 6 
数学Ⅰ 4 

1 年次 
数学Ａ 2 

 実施授業 

 内   容  科目  

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

数と式（式の計算・実数・１次不等式）  

２次関数（関数とグラフ）  

    （２次方程式・２次不等式）  

集合と論証（集合・命題と論証）  

場合の数と確率（場合の数）  

       （確率とその基本性質・いろいろな確率）  

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ａ  

数学Ａ  

１０月  

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

図形と計量（鋭角の三角比・三角比の拡張）  

（三角形への応用）  

整数の性質（互除法と不定方程式・合同式・整数の活用）  

図形の性質（三角形の性質・円の性質・作図・空間図形）  

データの分析   

方程式・式と証明（整式の乗法・除法と分数式・2 次方程式） 

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ａ  

数学Ａ  

数学Ⅰ  

数学Ⅱ  
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３.成果と課題 

(1)成果                    

SS 数学Ⅰを履修

した SS クラス 39

人に対する項目別

の集計結果は図１

の通りである。今

年度は、コロナの

影響で、アクティ

ブラーニングとし

ての班別学習が全

く実施できなかっ

た。相互の教え合

いやコミュニケー

ションを生かした

取組みについては例年に       図１ この授業を受けて資質や能力が向上したか   

比べてかなり減少せざるをえなかった。  

 その中で、①⑦⑩の３項目は、昨年に比べて「大変向上した」の割合が大きく伸

びており、その他も③以外は昨年より伸びている。 SS 数学Ⅰの授業を通しての生徒

の主観的評価であるが、昨年１０月に実施した SS 数学Ⅰの授業アンケートの結果の

中で、質問項目間相互の関連性を、２項目ごとに相関係数を求めて相関係数 0.5 を

超える項目を抽出して以下に示した。授業アンケートの質問項目は３０ある。その

うち、 

質問５  先生の話ははっきりしていて聞き取りやすい。質問 NO１２  先生に質問しやすい雰囲気があり、

質問にわかるように答えてくれる。質問 NO１４  先生は生徒に対して指導が公平である。質問 NO１５  先

生の評価に納得できる。質問 NO１９  先生は熱意をもって授業をしている。質問２０  先生の授業を通し

て学力や技術が身についた。質問 NO２３あなたはこの授業に意欲的に参加している。質問 NO２５  あな

たはこの授業の復習をきちんとしている。質問 NO２７  あなたはこの授業に関して家庭学習ができてい

る。質問 NO２９  あなたはこの科目の定期試験に向けて十分な準備をして臨んでいる。  

の各項目について、以下の①～④で回答した。                    

①強くそう思う  ②そう思う  ③あまり思わない  ④全く思わない                 

 これによると質問 12 と 14 の相関が高く指導の     表１ 授業アンケート（抜粋）  

公平性を評価している生徒は、質問のし易さ説

明の分かりやすさも評価している傾向が強くみ

られる。その他、概観すると、教員側の姿勢や

生徒自身の取り組みの関連性が認められる。  

(2)課題 

 SS 数学Ⅰに対する評価は、SS 数学の授業との

関りが当然大きく、今年はアクティブラーニン

グができなかったが、今後その実施過程でも、

評価が高い取り組みを実践していきたい。  

質問 No×質問 No 相関係数  

 ５×１９  ０．５０５  

１２×１４  ０．６３１  

１２×１５  ０．５４１  

１５×２０  ０．５２４  

２３×２９  ０．５０５  

２５×２７  ０．５２４  

２７×２９  ０．６１３  

Ｌ ＳＳ数学Ⅰ 

１．仮説 

 主体的・対話的で深い学びを目指した授業を通して，探究的な活動を重視した効果的

な教材を開発するとともに，新たな指導方法・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。「ＳＳ」を付した理数科目による

重点教育を行うことで，数学的・科学的リテラシーを育成し，主に「批判的思考力・

判断力」「表現力」といった資質能力を身につけさせ，大学での高度な研究の基礎

となる学力を育むことができる。  

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

数学における基本的な概念や原理・法則の理解を深め，事象を数学的に考察し処理す

る能力を高め，数学的活動を通して創造性の基礎を培う。数学的な見方や考え方を養い，

２年次以降のＳＳを付した理数科目等で活用する能力を育てることをねらいとする。 

 数学Ⅰ・Ａの内容に数学Ⅱの内容を一部加え，各単元において，基礎・基本の徹

底と探究心の育成をはかる。また，ＡＬを取り入れることにより生徒相互の理解

を培うと共に，基礎基本の定着をはかる。  

  身につけさせたい資質・能力  

学びに向う力・

探究心 
主体性 

批判的思考力・

判断力 
表現力 

理解する力・ 

知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

ＳＳＨ ＳＳ数学Ⅰ 6 
数学Ⅰ 4 

1 年次 
数学Ａ 2 

 実施授業 

 内   容  科目  

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

数と式（式の計算・実数・１次不等式）  

２次関数（関数とグラフ）  

    （２次方程式・２次不等式）  

集合と論証（集合・命題と論証）  

場合の数と確率（場合の数）  

       （確率とその基本性質・いろいろな確率）  

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ａ  

数学Ａ  

１０月  

１１月  

１２月  

１月  

２月  

３月  

図形と計量（鋭角の三角比・三角比の拡張）  

（三角形への応用）  

整数の性質（互除法と不定方程式・合同式・整数の活用）  

図形の性質（三角形の性質・円の性質・作図・空間図形）  

データの分析   

方程式・式と証明（整式の乗法・除法と分数式・2 次方程式） 

数学Ⅰ  

数学Ⅰ  

数学Ａ  

数学Ａ  

数学Ⅰ  

数学Ⅱ  
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Ｍ ＳＳ数学Ⅱ 

１．仮説 

  主体的・対話的で深い学びを目指した授業を通して，探究的な活動を重視した効果

的な教材を開発するとともに，新たな指導方法・評価方法の研究を行い，「Ｓ

Ｓ」を付した数学・理科の新たな教育課程を開発する。「ＳＳ」を付した理数科

目による重点教育を行うことで，数学的・科学的リテラシーを育成し，主に「批

判的思考力・判断力」「表現力」といった資質能力を身につけさせ，大学での高

度な研究の基礎となる学力を育むことができる。 

 

２．内容と方法 

(1) 内容 

ＳＳ数学Ⅰの延長となる科目である。数学における概念や原理・法則について理解

を広め，知識の習得をはかり，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすととも

に，問題演習を通して探究的な態度と創造的な能力を育成する。 

数学Ⅱ・Ｂの内容に数学Ⅲの内容を一部加え，各単元において発展的内容を扱い，

概念や原理・法則の理解，定着をはかり，それらを的確に活用できるようにする。 

身に付けさせたい資質・能力 

学びに向う力・

探究心 

主体性 批判的思考力・

判断力 

表現力 理解する力・ 

知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

普通理系・ＳＳＨ ＳＳ数学Ⅱ 7 
数学Ⅱ 5 

2 年次 
数学Ｂ 2 

 実施授業 

 内  容 科目 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

方程式・式と証明（高次方程式・式と証明）【YouTube 配信】 

図形と方程式（点と直線，円） 

（軌跡と領域） 

三角関数（三角関数） 

（加法定理） 

ベクトル（平面上のベクトル） 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ｂ 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

２月 

 

３月 

指数関数・対数関数（指数関数・対数関数） 

数列（数列とその和） 

（漸化式と数学的帰納法） 

ベクトル（空間のベクトル） 

微分と積分（微分係数と導関数） 

微分と積分（導関数の応用・積分） 

平面上の曲線と複素数平面（平面上の曲線） 

数学Ⅱ 

数学Ｂ 

数学Ｂ 

数学Ｂ      

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅲ 
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３.成果と課題 

(1) 成果 

授業による資質・能力の向上

に関する生徒アンケートの結

果は，図１のグラフの通りであ

る。生徒に身につけさせたい資

質・能力として先に挙げた５つ

の（グラフ内の囲んだ）項目は

いずれも肯定的な意見に高い

値を示している。特に「学びに

向かう力・探究心」については

肯定的な回答が 97.6%と高い効

果が得られた。 
図２は授業で身につけたこ

とが課題研究にどのように活

かせたかの記述をユーザーロ

ーカルの無料ツールを用いて

テキストマイニングしたもの

である。特に数学の授業を通し

て課題研究に活かされている

ことは「粘り強さ」であると感

じている生徒が多かった。他に

も「数学の解き方は１種類と

は限らないが課題研究でも

より良くなるためにたくさん考えて方法等を導き出した。」「なんのために何の実験

をするのかしっかり考えるようになった。」「表現力や批判的思考力が研究や研究の

まとめに生かせた。」「話し合うことや，わからなくても答えを写すだけでなく友達

に聞いて理解しようとすることが，研究の考察や粘り強く考えることにつながっ

た。」というように，生徒たちもＳＳを付した理数科目と課題研究のつながりを意識

するようになってきていると思われる。ＳＳＨ指定以来，ＳＳを付した科目を担当す

る教員の授業改善への意識が高まり，その実施の成果が生徒へよい方向で還元され

てきていると思われ，このことは大きな成果であると考える。 

 (2) 課題 

 身につけさせたい５項目のうち「表現力」における肯定的な回答は他の４項目と比べる

とやや低いことがわかる。年度当初は新型コロナによる休校のため YouTube による授業動

画配信を行った。休校が明けてからは授業進度および生徒たちの演習に重点を置くことを

優先し，解法の論理的な表現方法や他者へのプレゼンを重視した取り組みなどを授業内で

十分に実施できなかったことが影響していると思われる。しかし，YouTube 配信のような

新しい試みのおかげで，授業という集団でないとできないこと，動画配信でもできること

などを考えるよい機会であった。動画配信と授業を併せて活用することにより「批判的思

考力・判断力」や「表現力」を向上させる取り組みなどを考察していく必要がある。 

図１ この授業を受けて資質や能力が向上したか 

図２ 授業で身につけたことが課題研究に活かせたか 
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Ｎ ＳＳ数学Ⅲ 

１．仮説 

 一昨年からの継続的な取り組みとして，自主性や問題発見力の向上を目指し，主体的・

対話的で深い学びの実現に向けて授業を開発していくことを課題に位置付けた。そこで昨

年より生徒が自主的に学びに向かう姿勢を養うためには，従来の一方通行型授業や双方向

型授業から相互作用型授業への転換が必要であるとの仮説に基づき，アクティブ・ラーニ

ングを取り入れた授業を通して，探究的な活動を重視するより効果的な取り組みの実

施をさらに継続する。また，「ＳＳ」を付した理数科目による重点教育を行うこと

で，数学的・科学的リテラシー，プレゼンテーション能力を育成することができる

との仮説のもと，大学での高度な研究の基礎となる学力を育むよう取り組んだ。 

 

２．内容と方法 

(1) 内容 

ＳＳ数学Ⅲは，ＳＳ数学Ⅰ・Ⅱの延長となる科目である。数学における概念や

原理・法則について理解を広め，知識の習得をはかり，事象を数学的に考察し処

理する能力を伸ばすとともに，問題演習を通して探究的な態度と創造的な能力を

育成する。 

特に今年度は新型コロナウイルスのための休校期間があったため、YouTube によ

る授業の配信や Classi を通じて小テストの提出・採点・返却を行った。その取り

組みに対し、生徒が自発的に理解を深められたかに着目し考察する。 

 

・身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう

力・探究心 
主体性 

批判的思考力 

・判断力 
表現力 

理解する力 

・知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 

 (2) 方法 

コース 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

普通・ＳＳＨ理系 ＳＳ数学Ⅲ 7 数学Ⅲ 7 3 年次 

実施授業 

   内  容 科目 

４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

複素数平面・関数と極限（オンライン授業） 

微分・微分の応用（オンライン授業） 

微分の応用 

積分とその応用 

面積・体積・長さ 

ロピタルの定理・テーラー展開（大学で学ぶ微分積分） 

数学Ⅲ 

数学Ⅲ 

数学Ⅲ 

数学Ⅲ 

数学Ⅲ 

数学Ⅲ 

１０月 

１１月 

１２月 

１月 

微分方程式（大学で学ぶ微分積分） 

共通テスト対策・二次対策 

共通テスト対策・二次対策 

共通テスト対策・二次対策 

数学Ⅲ 
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 私たちにとっても経験したことのないオンラインによる授業ということで、手探り状態

でのスタートとなった。教師側の工夫としては、普段の授業のような語り口調を意識する

こと、授業を受けている生徒の反応が全く見えないため解説については既習事項の場合は

該当する教科書のページを言うなどこれまで以上に丁寧に行った。また、YouTube では一

方通行の授業になってしまい生徒の理解度が見えないため、下記のように Classi で小テス

トの問題を配信し、Classi で提出。教師側は採点をしたものを Classi にて返却すること

を行った。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 成果 （３年次のＳＳ数学Ⅲを履修する生徒４９名を対象にアンケートを実施） 

 生徒に対して、オンライン授業中以下の２つのアンケートを行った。 

  ・授業動画について何か要望や意見があったら書いてください。 

  ・小テストについて何か要望や意見があったら書いてください。 

 結果としては、プラスの意見としては「分かりづらいところは止めて確認できる

ので良いです。」（多数）や「停止、巻き戻しが出来るため、理解力が深まり、置

いていかれる心配もなく、丁度良いです。」等があった。一方で「説明をする中で、

最初の初歩的なところは分かった前提で省略されてしまう場合があると思います。

たまに、その前提となる部分が私の復習不足でまだ身についていないため発展に行

く前にその時点で止まってしまい、最初からつまずいてしまう時があります。（中

略）以前ありましたが、ここまでが分からない人は数学的帰納法をやり直しましょ

う、といったような、つまずいたとき用のヒントを付け加えていただけると嬉しい

です。」といった、対面授業では机間指導の中で容易に解決できる点が忘れがちで

あることも気付かされた。 

また、生徒側からすると普段あまり記述の解答については意識していない生徒が多かっ

たが、小テストを提出するということにより、解答を相手にしっかりと伝えられるような

記述へと変化していった。 

 

(２) 課題 

２年後に本格的な GIGA スクール構想の導入へ向けさらに ICT を用いた授業の実践が本

格化してくると思われる。本年度は緊急的なもので教師側の準備不足が否めない状況であ

ったが、一方で生徒は柔軟に対応できていたように感じた。ICT 機器を有効に使いながら

現在本校が目指している「相互作用型授業」へ向けどのような準備が必要であるかを検討

していくことが大切である。 
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Ｏ フェロー講演会 
 
１．仮説 
 日本学術振興会サイエンス・ダイアログ事業と連携し，外国人研究者の研究内容を英語で聴く

ことにより，英語コミュニケーション能力を高めるとともに，科学への興味・関心を喚起し，科

学者としての素養を養う。 
 
２．内容と方法 
(1) 内容 
 外国人研究者による講演会を１・２年次で２回、３年次で１回実施した。事前に講義の概要や

専門用語などについて学習し、予備知識をもって講義に臨んだ。聴講後にレポートを提出した。 
(2) 方法 

① 実施回数 フェロー講演会・事前指導 １年次２回 ２年次２回 ３年次１回 
② 対象 ＳＳＨクラス １年次・２年次・３年次 
③ 実施内容 

月日 年次 講師名 国籍 所属 演題 

10/8 1・2 
Jean-Emmanuel R. 

CLEMENT 
フランス 

北海道 
大学 

Cancer research in the age of new-
technologies and artificial intelligence 

10/16 3 Himangana GUPTA インド 東京大学 Climate change and SDGs 

2/4 1・2 Kofi Dadzie Kwofie ガーナ 北里大学 
Control of Ticks and Tick-borne 
infections 

 
３．成果と課題 

(1) 成果 
 講演会終了後に行ったアンケートによると、どの講義においても３

分の１程度の生徒が英語による講義を概ね理解できたと回答した。８

割程度の生徒が半分程度は理解できたと回答しており、内容理解に関

しては一定の水準を達成できていると考えられる。講義の事前学習と

して重要語彙や講義概要の英文の確認を十分に行ったことや、講師の

先生が生徒の理解度に配慮してゆっくり話したり、写真の提示を多く

するなど方法を工夫したりしてくださったことが要因であると思われ

る。約８０％の生徒が講演を聴いて科学や研究に対する関心が高まっ

たと回答し、今後も外国人研究者からの講義を聞きたいと思うかとい

う質問項目に関しては、９０％の生徒が肯定的な回答をしている。英

語を介して科学を学ぶという機会が、確実に生徒のモチベーションと

英語力の向上に肯定的に作用していると判断できる。講義後の質疑応答では、講義内容に関す

る内容から、出身の国について、研究職についてなど、多岐にわたった多くの質問があり、貴

重な情報交換の場となった。 

 
(2) 課題 
  事前学習により概ね内容を把握してから講義をしていただいたが、専門的な内容の部分に関し

ては、十分に理解できていないことがあった。原因としては、語彙

力不足や英語による講義の経験値の低さなどがあげられる。また、

最も大きな問題として、質問したい内容を英語で的確に伝えられな

いという点を多くの生徒があげている。実施後のアンケートでは、

フェロー講演会により、英語力の向上に対するモチベーションが上

がったという意見が複数見られた。 
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Ｐ KLB 校交流発表会 

 
１．仮説 
科学的な内容のプレゼンテーションを英語で行うことにより，科学への関心を喚起し国際的な

科学者としての要素を養う。その際，発表することをゴールとするのではなく，ネイティブスピ

ーカーから評価や助言等のフィードバックを受けることで，表現力のさらなる資質向上が期待で

きる。 
また，フィードバックされた評価，助言に対して自らの考えを述べることで，視野を広げ実践

的英語力を育むことができる。 
 
２．内容と方法 
（１）内容 
１年次の SSⅠ，２年次の SSⅡにおいて，各年次 11，合計 22 の課題研究班で進行中の研究内容に

ついて，英語でプレゼンテーションを行う。聞き手に分かりやすく説得力ある発表にするために，

適切な流れで提示することや，より興味を引く内容を選択するなど様々な要素を考慮して進める。 
英国姉妹校ＫＬＢ校(Katharine Lady Berkeley’s School)の生徒が，新型コロナウイルス感染拡大の

影響を受けて来日できないため，Web 交流という形で実施する。 
 
身につけさせたい資質・能力 

協調性・社会性 国際性 表現力 
〇 ◎ 〇 

  

（２）方法 
 ①対象  SSH コース １・２年次生 

②テーマ １年次：課題研究について 
      ２年次：課題研究について 

③発表内容 
1)１年                                       
 Research Field Title 
1 Liberal arts Color psychology 〜The Relationship Between Color and Psychology〜 
2 Chemistry River water quality survey 
3 Chemistry Dyeing with grape branches 
4 Social studies The current situation in developing countries  
5 Social studies How to approach youth on politics 
6 Mathematics Rate of correct answer for quiz with three multiple choice 
7 Biology Change in the body color of a killifish 
8 Biology Is it easier to grow if seeds and water get an electric shock to it? 
9 Earth science Relationship between the brightness of the night sky and the environment 
10 Physics Air resistance because of falling object 
11 Physics The relationship between the chord and frequency  

  2)２年 
 Research Field Title 
1 Earth Science Sunset 
2 Physics The relation between the material’s level in the test tube and the musical pitch 
3 Physics Sound proof 

Ｏ フェロー講演会 
 
１．仮説 
 日本学術振興会サイエンス・ダイアログ事業と連携し，外国人研究者の研究内容を英語で聴く

ことにより，英語コミュニケーション能力を高めるとともに，科学への興味・関心を喚起し，科

学者としての素養を養う。 
 
２．内容と方法 
(1) 内容 
 外国人研究者による講演会を１・２年次で２回、３年次で１回実施した。事前に講義の概要や

専門用語などについて学習し、予備知識をもって講義に臨んだ。聴講後にレポートを提出した。 
(2) 方法 

① 実施回数 フェロー講演会・事前指導 １年次２回 ２年次２回 ３年次１回 
② 対象 ＳＳＨクラス １年次・２年次・３年次 
③ 実施内容 

月日 年次 講師名 国籍 所属 演題 

10/8 1・2 
Jean-Emmanuel R. 

CLEMENT 
フランス 

北海道 
大学 

Cancer research in the age of new-
technologies and artificial intelligence 

10/16 3 Himangana GUPTA インド 東京大学 Climate change and SDGs 

2/4 1・2 Kofi Dadzie Kwofie ガーナ 北里大学 
Control of Ticks and Tick-borne 
infections 

 
３．成果と課題 

(1) 成果 
 講演会終了後に行ったアンケートによると、どの講義においても３

分の１程度の生徒が英語による講義を概ね理解できたと回答した。８

割程度の生徒が半分程度は理解できたと回答しており、内容理解に関

しては一定の水準を達成できていると考えられる。講義の事前学習と

して重要語彙や講義概要の英文の確認を十分に行ったことや、講師の

先生が生徒の理解度に配慮してゆっくり話したり、写真の提示を多く

するなど方法を工夫したりしてくださったことが要因であると思われ

る。約８０％の生徒が講演を聴いて科学や研究に対する関心が高まっ

たと回答し、今後も外国人研究者からの講義を聞きたいと思うかとい

う質問項目に関しては、９０％の生徒が肯定的な回答をしている。英

語を介して科学を学ぶという機会が、確実に生徒のモチベーションと

英語力の向上に肯定的に作用していると判断できる。講義後の質疑応答では、講義内容に関す

る内容から、出身の国について、研究職についてなど、多岐にわたった多くの質問があり、貴

重な情報交換の場となった。 

 
(2) 課題 
  事前学習により概ね内容を把握してから講義をしていただいたが、専門的な内容の部分に関し

ては、十分に理解できていないことがあった。原因としては、語彙

力不足や英語による講義の経験値の低さなどがあげられる。また、

最も大きな問題として、質問したい内容を英語で的確に伝えられな

いという点を多くの生徒があげている。実施後のアンケートでは、

フェロー講演会により、英語力の向上に対するモチベーションが上

がったという意見が複数見られた。 
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Ｑ サイエンスツアー 

 

１．仮説 

 サイエンスツアーにより生徒の科学者，研究者への意識が一層向上する。また，研究に

主体的，協働的に取り組む姿勢や創造性が育まれ，課題研究の取り組みに良い影響が表れ

る。 

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

 最先端の研究や技術に触れることで，科学技術に対する興味･関心が高まり，知的好奇

心や探究心が育つ。また，研究者との交流を通し，研究に取り組む姿勢や課題発見の視

点なども学び取ることができる。 

 泊を伴うものは長期の夏季・春季休業を利用する。筑波宇宙センター・神岡宇宙素粒

子研究施設・国立天文台・種子島宇宙センター・屋久島等，いずれかを生徒の興味関心

を考慮し設定する。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により，１１月に日帰

りでの実施，泊を伴うものは 1 泊で３月の実施を予定している。 

 

   身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力 

探究心 
協調性・社会性 課題発見力 

理解する力 

知識の活用 

○ ○ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

 ① 対 象  ＳＳＨコース １，２年次生 その他の希望者 

 ②  実施内容（令和２年度） 

名称  実 施 内 容 

サイエンスツアーⅠ 

11/20(金) 

（１年次） 

大町エネルギー博物館，大町ダム情報館 

 木崎湖周辺でのフォッサマグナ研修 

大町山岳博物館 

サイエンスツアーⅡ 

11/21(土) 

（２年次） 

JAXA相模原キャンパス宇宙科学研究所  

相模原市立博物館 

サイエンスツアーⅢ 

3/11(木)～3/12(金） 

（１年次） 

Ａコース：物理化学系      

高エネルギー加速器研究機構， 

食と農の科学館（ジンバンク）,理化学研究所， 

建築研究所，地図と測量の科学館，筑波宇宙センター 

Ｂコース：生物地学系 

地質標本館，サイエンス・スクエアつくば， 

物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）， 

防災科学技術研究所，国際協力機構ＪＩＣＡ 筑波 

筑波宇宙センター 

サイエンスツアーⅣ 

3/9(火)～3/10(水) 

（２年次） 

1班:名古屋市科学館，トヨタ産業記念館 

核融合科学研究所 

2班:名古屋市科学館，トヨタ産業記念館 

  浜松科学館 

 

コロナウイルス感染症の緊急事態宣言地域となったため中止 

4 Sports Science Rugby ball orbit 
5 Sports Science Relationship between the community and amount of physical activity under the 

COVID-19 
6 Physics Common features in the alarm sound 
7 Chemistry Can superglue be nullified? 
8 Chemistry Dyeing using peach blossoms 
9 Humanities To spread “Fair Trade” 
10 Sports Science How our body changes by stretching 
11 Bioscience Banana’s sunburn 

④Web 交流の手順 
1)各班の発表を限定公開の YouTube にアップロードする。 
2)KLB 校の先生および生徒に視聴してもらい，発表に対する評価や助言，質問をフィードバック

してもらう。Poster, Content, Voice, Eye contact の４項目に対して ABC の 3 段階で評価および
コメントでの評価・助言と質問をいただく。 

3)KLB 校に向けて，評価・助言への自分の考えや感想を述べ，質問に回答する。 
 
３．成果と課題 
（１）成果 
 テーマに沿った発表内容について，グループごと工夫された掘り下げが見られた。また視覚的

効果の高い優れたスライドやポスターが作成され，高評価であった。テーマが多岐に及んでいた

ので，4人の先生と 1人の大学生(KLB校卒業生)に，それぞれの専門分野に関わる発表への評価・
助言・質問をいただいた。本校の生徒たちは，今後の課題研究に参考となる細かく丁寧な助言を

いただき，非常に励まされた。Web交流のよいところは，評価者は発表をじっくり視聴すること
ができ，フィードバックを受けた生徒もそれぞれの課題や改善点などを見返してより正確に理解

できる点にある。また，評価者への感謝や評価への感想，質問への回答を行うことで，研究内容

の深化および表現力や実践的英語力の育成がなされた。さらに，KLB校の授業において生徒たち
がいくつかの発表を視聴して好評だったという報告も受けた。科学を通して，リモートではある

が日英の国際交流ができ，お互いの視野を広げることにつながった。 
＜KLB校からの評価・助言例＞ 
2年次 2班 ”The relation between the material’s level in the test tube and the musical pitch”について 
You have asked some important questions about a topic I am interested in as I am a physicist and a 
musician. The ‘end correction’ problem is complicated so it is good that you are concentrating on 
hypothesis 1. I am concerned that by introducing piano strings you may get confused, as the pitch when 
a string is hit does not just depend on the length of the string. Piano strings are different thicknesses 
(mass per unit length) and are at different tensions too. I liked the way you did a trial experiment first 
then changed the way you did the rest of the experiment using resonance. That is good scientific practice. 
You also show a good understanding of resonance. 
（２）課題 
 発表班によっては，英語の原稿を読むことに終始してしまい，「プレゼンテーション」として練

習不足のものもあった。発表内容だけでなく，英語でのプレゼンテーションスキルを上げていく

必要がある。 
9 月から準備を始め，10 月に YouTube へアップロードして，何度かメールでのやり取りがあ
り，10月下旬には生徒たちの回答や感想を KLB校へ伝えるという流れだったが，生徒も KLB校
も時間の確保が大変だった。KLB校の協力もあってスムーズなやり取りができ，今後も続けてい
きたいと考えている。その際に，リモート交流でも，直接のやり取りができるような機会と合わ

せての実施ができればより望ましいと考える。 
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Ｑ サイエンスツアー 

 

１．仮説 

 サイエンスツアーにより生徒の科学者，研究者への意識が一層向上する。また，研究に

主体的，協働的に取り組む姿勢や創造性が育まれ，課題研究の取り組みに良い影響が表れ

る。 

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

 最先端の研究や技術に触れることで，科学技術に対する興味･関心が高まり，知的好奇

心や探究心が育つ。また，研究者との交流を通し，研究に取り組む姿勢や課題発見の視

点なども学び取ることができる。 

 泊を伴うものは長期の夏季・春季休業を利用する。筑波宇宙センター・神岡宇宙素粒

子研究施設・国立天文台・種子島宇宙センター・屋久島等，いずれかを生徒の興味関心

を考慮し設定する。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により，１１月に日帰

りでの実施，泊を伴うものは 1 泊で３月の実施を予定している。 

 

   身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力 

探究心 
協調性・社会性 課題発見力 

理解する力 

知識の活用 

○ ○ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

 ① 対 象  ＳＳＨコース １，２年次生 その他の希望者 

 ②  実施内容（令和２年度） 

名称  実 施 内 容 

サイエンスツアーⅠ 

11/20(金) 

（１年次） 

大町エネルギー博物館，大町ダム情報館 

 木崎湖周辺でのフォッサマグナ研修 

大町山岳博物館 

サイエンスツアーⅡ 

11/21(土) 

（２年次） 

JAXA相模原キャンパス宇宙科学研究所  

相模原市立博物館 

サイエンスツアーⅢ 

3/11(木)～3/12(金） 

（１年次） 

Ａコース：物理化学系      

高エネルギー加速器研究機構， 

食と農の科学館（ジンバンク）,理化学研究所， 

建築研究所，地図と測量の科学館，筑波宇宙センター 

Ｂコース：生物地学系 

地質標本館，サイエンス・スクエアつくば， 

物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）， 

防災科学技術研究所，国際協力機構ＪＩＣＡ 筑波 

筑波宇宙センター 

サイエンスツアーⅣ 

3/9(火)～3/10(水) 

（２年次） 

1班:名古屋市科学館，トヨタ産業記念館 

核融合科学研究所 

2班:名古屋市科学館，トヨタ産業記念館 

  浜松科学館 

 

コロナウイルス感染症の緊急事態宣言地域となったため中止 
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３．成果と課題 

 (1) 成果 
１年次生のサイエンスツアーⅠは，長野県大町市周辺の各施設訪問を行った。感染症

を考慮せねばならず，集合しての学習機会を持ち辛かったこと。加えて，新型コロナ感
染症対策で休業した影響による授業時間確保のために，時間を設けられなかったことに
より，事前・事後学習は実施できなかった。その分，ツアー行程の中での現地学習を充
実したものにする工夫を行った。大町のエネルギー博物館にある地形模型などを利用し
て付近の地形を把握した後，木崎湖周辺で停車し資料説明をしながらフォッサマグナの
現場研修を行った。地学・地理の教科横断学習を行い，訪れた大町山岳博物館では，付
近の地質学習にも結び付けることができた。ツアーを一連の統一したテーマで企画した
ことにより，アンケート結果では「さらなる興味関心を持つこと」に役立てられたと回
答する生徒が多くを占め，１年次のツアーが求める関心・意欲の向上につなげられた。 

 
  １年次のサイエンスツアーⅢは，昨年度まで夏季休業に行っていた研修地である筑波

学園都市を予定している。参加生徒を２班に分け「Ａコース（物理化学系）」と「Ｂ

コース（生物地学系＋国際社会系）」に分かれて研修を実施する予定である。生

徒自身の興味・関心に合わせて選択させ，効果のある研修ができると考える。  

２年次生のサイエンスツアーⅡは，感染症対策を十分に行った上でJAXA相模原キャン

パス宇宙科学研究所と相模原市立博物館を２班に分けて交互に見学を行った。生徒達

には事前学習として「はやぶさ２」について調べさせ，HAYABUSAおよびHYABUSA2の予告

編を視聴した。予告編は観たいと思わせるように作られているため，どうなるのという

気持ちを掻き立ててくれるよい教材であった。また，１月の科学技術講演会では国立天

文台の渡部先生に講演をしていただき，生徒たちにとってサイエンスツアーと講演会の

内容が直接つながり，講演会の内容が入りやすかったとコメントする生徒も多かった。

サイエンスツアーⅡにおいて身につけさせたい資質・能力の４観点ついて質問したアン

ケートにおいても，研修後の全ての資質・能力で向上が見られた。中でも以下の２観点

の事前・事後の変化が大きい。研修内容を踏まえて，新たな問題意識や課題発見が得ら

れたと思われる。この経験を自身の課題研究に活かされることを期待したい。 

   

 
(2) 課題 

研修で得られた知見を生徒達がどのように活用し，以後の研究内容に効果的に
反映できたかの検証が今後さらに必要である。日常の教室での学びでは経験でき
ない貴重な体験を得られているが，それらの内容について生徒一人一人が活きた
知識までに統合するにはどのような手立てが必要であるかについて，さらに研究
を深めることが求められる。  
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Ｒ サイエンスラボ 

 

１．仮説 

 大学での研究活動の体験を通して，大学・研究者との距離が縮まり，研究者への意識

が一層向上する。研究題材，研究方法の実際，研究結果の検討等を通して研究遂行の資

質や創造性を高めることができ，課題研究等の取り組みに良い影響が表れる。 

 

２．内容と方法 

 (1) 内容 

サイエンスラボⅠ～Ⅲでは，長期休業を利用して大学等に赴き，大学等の指導のもと

設定されたテーマに沿って研究を進める。ただし本年度はコロナウイルス蔓延防止の対

策を進める大学側との協議により，県外大学で行うサイエンスラボⅡは中止とし，山梨

大学で行うサイエンスラボⅢについては夏季休業中での実施は不可能となり，９月の土

曜日に実施した。 

サイエンスラボⅣでは，地域の知力を国際的な課題の解決につなげるグローカルな視

点を持った生徒を育成するため，海外の企業，大学，研究施設等での実習や学生との交

流を行う。課題発見の視野を国際的に広げ，主体的に課題を発見し探究する資質・能力

の向上を図る。国際的な視野を持って研究を行いその成果を広く社会へ還元できる人材

の育成につなげることを目標に実施してきたが，本年度はコロナウイルス流行のただな

かにあり，海外渡航が不可能となったため中止とした。 

 身につけさせたい資質・能力 

学びに向かう力

・探究心 
協調性・社会性 国際性 課題発見力 

理解する力・ 

知識の活用 

○ ○ ◎ ○ ◎ 

 (2) 方法 

 ① 対 象  ＳＳＨコース １・２・３年次生 その他の希望者 

 ②  実施内容 

 実 施 内 容 
３月 

実施 

予定 

サイエンスラボⅠ「山梨県立産業技術短期大学校」 １年次生（４０名）  
「機械材料の『強さ』とその測定」  生産技術科      松田  剛   准教授   
「機械学習の入り口までご案内します」情報技術科      安本  岳志 准教授  
「ラズベリーパイを使用したプログラミング」電子技術科 飯田  幸美 講師  

８月 

 

サイエンスラボⅡ「東京大学」 ２年次生 

 

コロナウイルス感染拡大のため今年度は中止 

９月 

 

１２日 

（土） 

 

２６日 

（土） 

 

サイエンスラボⅢ「山梨大学工学部・生命環境学部」 ２・３年次生  
 

生命環境学部・生物系講座（１４名）  
・DNA のレベルでアルコール感受性を調べよう    （生命環境学部 大槻 隆司准教授） 

 
工学部・化学系講座（１３名）  
・霧箱による放射線の観察              （工学部 佐藤 哲也 准教授） 

・蛍光色素：身近な蛍光色素の混合による白色発光の観察（工学部 小川 和也 准教授） 

・結晶の溶解・析出の理解・ストームグラスの作製   （工学部 田中  功 教授）  
８月 

 

サイエンスラボⅣ（SSH タイ王国海外研修） ２年次生  
 

コロナウイルス感染蔓延により海外渡航が不可能となり，今年度は中止  
 

３．成果と課題 

サイエンスラボⅢに参加した生徒に対し,身につけさせたい資質・能力「学びに向か

う力・探求心，課題発見力，理解する力・知識の活用力，協調性・社会性，国際性」

についての自己評価を講座の前後で尋ねたアンケートの結果は次のとおりであった。 

３．成果と課題 

 (1) 成果 
１年次生のサイエンスツアーⅠは，長野県大町市周辺の各施設訪問を行った。感染症

を考慮せねばならず，集合しての学習機会を持ち辛かったこと。加えて，新型コロナ感
染症対策で休業した影響による授業時間確保のために，時間を設けられなかったことに
より，事前・事後学習は実施できなかった。その分，ツアー行程の中での現地学習を充
実したものにする工夫を行った。大町のエネルギー博物館にある地形模型などを利用し
て付近の地形を把握した後，木崎湖周辺で停車し資料説明をしながらフォッサマグナの
現場研修を行った。地学・地理の教科横断学習を行い，訪れた大町山岳博物館では，付
近の地質学習にも結び付けることができた。ツアーを一連の統一したテーマで企画した
ことにより，アンケート結果では「さらなる興味関心を持つこと」に役立てられたと回
答する生徒が多くを占め，１年次のツアーが求める関心・意欲の向上につなげられた。 

 
  １年次のサイエンスツアーⅢは，昨年度まで夏季休業に行っていた研修地である筑波

学園都市を予定している。参加生徒を２班に分け「Ａコース（物理化学系）」と「Ｂ

コース（生物地学系＋国際社会系）」に分かれて研修を実施する予定である。生

徒自身の興味・関心に合わせて選択させ，効果のある研修ができると考える。  

２年次生のサイエンスツアーⅡは，感染症対策を十分に行った上でJAXA相模原キャン

パス宇宙科学研究所と相模原市立博物館を２班に分けて交互に見学を行った。生徒達

には事前学習として「はやぶさ２」について調べさせ，HAYABUSAおよびHYABUSA2の予告

編を視聴した。予告編は観たいと思わせるように作られているため，どうなるのという

気持ちを掻き立ててくれるよい教材であった。また，１月の科学技術講演会では国立天

文台の渡部先生に講演をしていただき，生徒たちにとってサイエンスツアーと講演会の

内容が直接つながり，講演会の内容が入りやすかったとコメントする生徒も多かった。

サイエンスツアーⅡにおいて身につけさせたい資質・能力の４観点ついて質問したアン

ケートにおいても，研修後の全ての資質・能力で向上が見られた。中でも以下の２観点

の事前・事後の変化が大きい。研修内容を踏まえて，新たな問題意識や課題発見が得ら

れたと思われる。この経験を自身の課題研究に活かされることを期待したい。 

   

 
(2) 課題 

研修で得られた知見を生徒達がどのように活用し，以後の研究内容に効果的に
反映できたかの検証が今後さらに必要である。日常の教室での学びでは経験でき
ない貴重な体験を得られているが，それらの内容について生徒一人一人が活きた
知識までに統合するにはどのような手立てが必要であるかについて，さらに研究
を深めることが求められる。  
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Ｓ サイエンスステップ 

 

１．仮説 

実験・工作を中心とした科学教室により，参加小学生の科学に対する興味・関心を高め，主体

的思考力を養うことができる。講師となる生徒の伝達力，協働力を向上させることができる。 

 

２．内容と方法 

 (1)  内容 

本校が所在する山梨市と周辺地域の甲州市，笛吹市の小学４～６年生を対象とした「科

学教室」を行う。本校生徒が講師になり，小学生に実験・工作・観察の楽しさや面白さを

体感させることで科学への興味関心を高める。（身につけさせたい資質・能力は以下） 

主体性 協調性・社会性 表現力 

◎ ◎ ○ 

 (2)  方法 

 ①場所 本校校舎中庭（感染症予防の観点から半数ずつ３０分程度で実施） 

②日時  ７月２３日（木）第１部：１０時から 第２部：１１時から  

分野 タイトル 学校実

施 

持ち帰

り 

物理分野 
① 魚つり 〇 〇 

② さおばかりを作ろう 〇 〇 

地学分野 
③ 化石でペンダントをつくろう  〇 

④ 液状化現象を見てみよう 〇  

数学分野 
⑤ ピンポン玉地球儀を作ろう！  〇 

⑥ 糸かけマンダラを作ろう！！ 〇  

生物分野 
⑦ キャベツは何色？ 〇 〇 

⑧ 簡単！ドライフラワー 〇  

化学分野 
⑨ それはスライムなのか！？ 〇  

⑩ コロナを倒せ！ウイルスｖｓ石けん 〇  

   ※持ち帰り…実験道具・材料を事前及び当日朝に準備し，説明しながら手渡した 

 

３．成果と課題 

 (1) 成果：参加人数は一昨年度５１名，昨年度７３名，今年度６０名と制限して実施 

小学生のアンケート結果は，態勢が変わっても例年通り肯定的であった。自由記述でも

「コロナのため今年は時間が短くなってしまったが，十分に楽しめた。来年度もまた行き

たいと思った。(５年生)」などの意見が多かった。保護者も一様に肯定的であった。 

高校生のアンケート結果からも，積極的参加し，科学的能力の伸長や研究に取り組む姿勢

を向上させた生徒が 90％以上いた。小学生への実験実施だけでなく，高校生自身の成果を

実感しており，今後も理数系分野への興味関心を高める効果に繋がると考える。 

（2）課題 

小学生のアンケートに，実験を難しく感じた結果が若干見られた。次年度も時間や行動

の制約がある中で，如何に分かりやすく小学生にプレゼンできるかを考えさせたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 成果 

生徒の意識を，受講の前後で比較したとき,全ての項目について自己の能力について向上した

と評価する生徒が多くなっている。特に「学びに向かう力」については自己評価の高まりが昨年同

様に顕著となっている。高校とは異なる大学の雰囲気や先生方の学生への接し方を肌で感ずるこ

とで勉学への新鮮な興味を持った生徒が多かったことが事後アンケートなどからうかがうことができ

る。「協調性・社会性」についての自己評価の高まりからは，講座の内容がグループによる実験作

業であったことから,実験や研究における仲間との協力や討論の重要性を実感した様子が読み取

られる。理数系の研究はチームで協力しながら作業をし，様々な意見を出し合い検討することによ

って，より考えを深めていく性格のものであることを考えると，協調性・社会性についての能力の高ま

りの自覚は，SSH の目的の一つである将来の研究者を目指す生徒の資質育成に繋がるものと考え

られる。現在取り組んでいる SSβⅡや，引き続き来年度取り組む SSβⅢの課題研究において，こ

の大学の研究室での経験を生徒の研究活動に生かしていけるよう指導していきたい。 

サイエンスラボⅠ（例年は夏季休業期間を利用して実施）については，コロナ禍のなか，現時点

ではまだ実施できていないが，本校にとって身近な地域にある専門学校との連携事業であり，地域

間連携を生かした地元の教育力の活用により，研究活動に対する親近感を醸成していきたい。 

(2) 課題 

今年度はコロナウイルスの蔓延という状況の中，大学の人的・物的資源を活用するサイエンスラ

ボは例年通りの活動ができなかった。特に先端的研究に触れることのできるサイエンスラボⅡや，国

際的な視野の育成が期待できるサイエンスラボⅣが実施できなかったことは残念である。来年には

実施できることを願うばかりである。サイエンスラボⅢに関しては，「地元大学の研究室」という環境で

大学の教員から直接講義を受けたことが，研究に対する親近感や興味の高まりに効果を発揮した

ものと考えている。今年度は受講の前後で全ての項目について自己評価の高まりが認められた。

特に国際性の高まりに関する自己評価については，昨年度はあまり成果が認められなかったが，今
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Ｓ サイエンスステップ 

 

１．仮説 

実験・工作を中心とした科学教室により，参加小学生の科学に対する興味・関心を高め，主体

的思考力を養うことができる。講師となる生徒の伝達力，協働力を向上させることができる。 

 

２．内容と方法 

 (1)  内容 

本校が所在する山梨市と周辺地域の甲州市，笛吹市の小学４～６年生を対象とした「科

学教室」を行う。本校生徒が講師になり，小学生に実験・工作・観察の楽しさや面白さを

体感させることで科学への興味関心を高める。（身につけさせたい資質・能力は以下） 

主体性 協調性・社会性 表現力 

◎ ◎ ○ 

 (2)  方法 

 ①場所 本校校舎中庭（感染症予防の観点から半数ずつ３０分程度で実施） 

②日時  ７月２３日（木）第１部：１０時から 第２部：１１時から  

分野 タイトル 学校実

施 

持ち帰

り 

物理分野 
① 魚つり 〇 〇 

② さおばかりを作ろう 〇 〇 

地学分野 
③ 化石でペンダントをつくろう  〇 

④ 液状化現象を見てみよう 〇  

数学分野 
⑤ ピンポン玉地球儀を作ろう！  〇 

⑥ 糸かけマンダラを作ろう！！ 〇  

生物分野 
⑦ キャベツは何色？ 〇 〇 

⑧ 簡単！ドライフラワー 〇  

化学分野 
⑨ それはスライムなのか！？ 〇  

⑩ コロナを倒せ！ウイルスｖｓ石けん 〇  

   ※持ち帰り…実験道具・材料を事前及び当日朝に準備し，説明しながら手渡した 

 

３．成果と課題 

 (1) 成果：参加人数は一昨年度５１名，昨年度７３名，今年度６０名と制限して実施 

小学生のアンケート結果は，態勢が変わっても例年通り肯定的であった。自由記述でも

「コロナのため今年は時間が短くなってしまったが，十分に楽しめた。来年度もまた行き

たいと思った。(５年生)」などの意見が多かった。保護者も一様に肯定的であった。 

高校生のアンケート結果からも，積極的参加し，科学的能力の伸長や研究に取り組む姿勢

を向上させた生徒が 90％以上いた。小学生への実験実施だけでなく，高校生自身の成果を

実感しており，今後も理数系分野への興味関心を高める効果に繋がると考える。 

（2）課題 

小学生のアンケートに，実験を難しく感じた結果が若干見られた。次年度も時間や行動

の制約がある中で，如何に分かりやすく小学生にプレゼンできるかを考えさせたい。 
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第４章 実施の効果とその評価 

１．ＳＳＨ事業全体の評価 

本校のＳＳＨ事業において，具体的に向上を目指す１０項目の各資質・能力について，

職員のアンケート調査を行った（❹関係資料 ３．アンケート結果（２）参照）。全体的

に昨年度より肯定的な回答が多く，中でも「協調性・社会性」「自己分析力・計画性」

「表現力」「理解する力・知識の活用」は肯定的な回答が増加した。 

ＳＳＨ事業において成果を挙げた点についての記述による評価では，次のような点が挙

げられた。 

＜課題研究について＞ 

・生徒のプレゼン能力の向上。順序だって説明する・まとめる・発表する・ソフトを使

う等ができるようになった。 

・生徒が自ら研究をするという主体性，探究心，思考力，行動力が身についた。 

・学校全体で取り組む事業になったことで，全員が研究の取り組み方について知ること

ができ，発表の機会を持てたことは成果である。 

＜進路・キャリア形成について＞ 

・ＳＳＨの探究活動が推薦入試の成果につながり，探究が進路を切り開いている。 

・生徒が自分自身の進路について考えるきっかけになった。 

＜生徒自身・学校について＞ 

・科学的分野の専門家の話を聞く機会により，その分野へ関心を持つ生徒が増えている。 

・ポートフォリオによる振り返りが授業で利用されるようになった。 

ＳＳＨ指定２期目となり対象を全校に拡大し，課題研究に全学年・全生徒が取り組むカ

リキュラムになって２年が経過した。教員の９割が課題研究に直接携わり，助言や補佐も

含めると全校体制での取り組みが行われている。一方教員の指導体制やスキルの向上につ

いてはまだ検討・改善の必要があると考えられる。昨年度末の休校措置で，２年次から３

年次への研究の継続に危機感があったが，状況に応じた研究方法の変更などの工夫により，

生徒の資質・能力の伸長の機会となった。生徒の課題発見・解決能力の育成を目指し，今

年度の取り組みを検証し，更に教育効果の高いものにしていく必要がある。    

また，学校を挙げて協同的探究学習に基づいた授業改善に取り組んでいる。アクティブ

・ラーニングなどの「主体的・対話的」活動を授業に取り入れながら「深い学び」を実現

することをねらいとするものである。理論や評価も含め外部講師に依頼し職員研修会を重

ねている。今年度はソーシャルディスタンスの必要性から，これまで同様の協同的学習が

制限されることもあった。しかし生徒各自が思考・表現したことを発表し，集団で共有す

るなど方法を模索しつつ授業改善を継続したことで，「生徒が主体的に参加する授業」を

担保できた。生徒が主体的に授業に参加し，充実感を持っていることは，ＳＳを付した学

校設定科目の実施結果より明白であり，多くの成果を上げている（❸実施報告 第３章 研

究開発の内容 Ａ～Ｎ および，❹関係資料 ３．アンケート結果（４）参照）。それを「深

い学び」につなげるため，引き続き各教科・事業における研究を要する。 

生徒自身による，ＳＳＨ事業全般による達成の程度について調査した結果（❹関係資料 

３．アンケート結果（５）参照）では，全体的に肯定的な回答が８割を越えており，事業

実施の効果を生徒自身が自覚できていることが分かる。また学校設定科目「ＳＳⅠ・Ⅱ・

Ⅲ」の実施により，「自ら課題を発見し，解決する能力を高めようとしている」と回答し

た生徒が８割を超えており，ＳＳＨ事業を通じて生徒に身につけさせたい資質・能力につ

いて，授業やＳＳＨ事業の実践による効果が高く現れている（❸実施報告 第３章 研究開

発の内容 Ａ～Ｃ 参照）。 

「ＳＳⅠ～Ⅲ」および各教科の授業においては，一枚ポートフォリオ評価（ＯＰＰＡ）

をルーブリックと合わせて活用している。生徒用のＯＰＰシートの記述により，活動の効

果や自身の変容を生徒が認識し，探究の深化や「主体性」「課題発見力」「表現力」の成

長につながっている。また指導担当者は，それを見ることで生徒の状況を把握することで

評価に活用し，更に指導方法や実施内容の改善を行うことができている。また，教員用の

ＯＰＰシートも活用し，課題研究の課題点を随時明らかにし，次年度の指導計画の改善に

Ｔ サイエンスアカデミー 

１．仮説 

  「サイエンスアカデミー」は，本校生徒，ＰＴＡ，地域 

住民および近隣高校生・中学生を対象とした講演会や課題 

研究発表会を開催することにより，お互いに交流を深める 

場としての機能を果たす。また，ＳＳＨの様々な取り組み 

により，ＰＴＡや地域住民に日川高校のＳＳＨ活動が広く 

認知され，地域における科学への興味関心を高めるきっか 

けを作ることができる。（今年度は本校生徒のみの参加） 

２．内容と方法                               

（１）内容 

本校ＯＢ人材バンクから第一線で活躍する研究者・技術 

者や著名な科学者を講師として招聘し講演会を行う。その 

際，生徒が研究者と直接対話できるよう座談会を設ける。 

身につけさせたい資質・能力 

 

 

 

（２）方法 

① 対    象  本校生徒 

※今年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い，本校生徒のみを対象とした。 

② 実施内容  

３．成果と課題 

（１）成果 

・アンケート結果から｢学びに向かう力･探究心｣｢理解する力･知識の活用力｣ともに自

己評価が向上している。通常授業では得られない知識を得る機会となっている。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）課題 

 ・講演内容と生徒の研究課題との関連をどのようにつけるかが今後の課題である。 

学びに向かう力・探究心 理解する力・知識の活用 

◎ ○ 

第1回 日時：令和３年１月２３日（土）１０：３０～１２：００ 

講座：都市開発と街づくり，イノベーション・ディストリクトについて 

講師：東京大学未来ビジョン研究センター受託研究員 丸山 裕貴 氏  

参加者：本校生徒７４名(ＳＳＨクラス６８名） 

本校職員６名        

講義内容：本講師は，三井不動産に勤務しオフィスビルや大型商業施設，大型物流施設，リゾート施設，マンショ

ン等，幅広く不動産開発事業を企画立案していることから，イノベーション・ディストリクトについて東京大学を

拠点に調査研究も行っている。それらから得られた知見を踏まえて，今後の日本の都市開発や山梨県の街づくりの

方向性と今後，国際社会で活躍する生徒達に向けて，身に付けておくべき資質・能力について講義が行われた。 
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生徒の資質・能力の伸長の機会となった。生徒の課題発見・解決能力の育成を目指し，今
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実施の効果を生徒自身が自覚できていることが分かる。また学校設定科目「ＳＳⅠ・Ⅱ・
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をルーブリックと合わせて活用している。生徒用のＯＰＰシートの記述により，活動の効

果や自身の変容を生徒が認識し，探究の深化や「主体性」「課題発見力」「表現力」の成

長につながっている。また指導担当者は，それを見ることで生徒の状況を把握することで

評価に活用し，更に指導方法や実施内容の改善を行うことができている。また，教員用の

ＯＰＰシートも活用し，課題研究の課題点を随時明らかにし，次年度の指導計画の改善に



50

第５章 ＳＳＨ中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況 

 

令和元年度の中間評価の結果 

「これまでの努力を継続することによって，研究開発のねらいの達成がおおむね可能と判断され

るものの，併せて取り組み改善の努力も求められる」 

 

具体的な指摘 

① 生徒の資質・能力は国際性を除き，良い方向に変容し，職員の意識も概ね良い方向に変容して
おり，評価できる。引き続き，客観的な指標や定量的なデータに基づいた分析・検証を進め，

取り組みの改善に生かしていくことが望まれる。 

② ＳＳを付した理数系科目における学びが，課題研究の質の高まりにつながるよう，工夫して指
導をしていくことが望まれる。 

③ 地域との積極的な連携を，生徒の主体的な課題設定および課題研究の質の向上につながるよ
うな取り組みとしていくことが期待される。 

④ これまでの研究成果や指導手法等に関する情報を他校に発信していくことが望まれる。 

 

改善内容 

① ＳＳＨ事業に対しての自己評価は，年２回の「学校改善点検シート」および年１回の職員アン
ケート内で行われる。その結果を，担当分掌であるＳＳＨ研究教養係会議において分析してい

る。そして，学校全体のアンケート結果共有の場として，ＳＳＨ推進委員会，職員会議がある。

これらの各立場により担当分掌の分析やアンケート結果を共有に活かすＰＤＣＡサイクルを

構築している。ＳＳⅠ～Ⅲの完成 2年目であり，教員へのアンケートでは，ＳＳＨ事業に対し

て「職員全体の取り組みとなっている」を肯定する意見が増えている一方，「負担に感じてい

る」という意見も微増しているため，特に課題研究に対する取り組みの改善に向けて議論して

いる。具体的には，教員のアドバイス制度「ちえぶくろシステム」をより生徒に使いやすくす

るための制度や手法の開発，生徒に身につけさせたい資質・能力を可視化するための評価指標

の作成であり，令和 2年度中を目途に一次完成を目指している。資質・能力の評価指標につい

ては，取り組み改善のための分析・検証の材料となることが期待される。 

② 学校を挙げて協同的探究学習に基づいた授業改善に取り組んでいる。これは，深い学びを実現
する重要な要素であり資質・能力の向上につながるものである。今後は，「課題研究の質」に

直接影響する要因を明らかにし，研究の質向上を目指していく。また，本年度の授業改善のテ

ーマの一つに，「教科横断型の授業への取り組み」を掲げ，授業改善のための相互授業参観を

行った。１年次のＳＳ理科βでは，実験的に世界史との横断授業，古典との横断授業を行い，

教科の枠を超えた授業を行うことで，課題研究のテーマの自由度や生徒の興味の深まりに寄

与することを期待している。今後も，各教科と課題研究が有機的に結びつくような取り組みを

していくことが課題である。 

③ ＳＳⅠでは，「職業人と語る」「職場見学」等を通して，「地域」をテーマに課題研究を設定し
ているが，１年間のみの研究となっているものが多く，質の向上につながらない。前年度の研

究を引き継ぐことができる制度やＳＳⅡ以降の課題研究につなげていく研究が増えるように

する方法を模索していく。また，本年度末にＳＤＧｓの研修会を実施し，より地域や環境に目

を向けた課題研究がなされるよう意識付けを行った。 

④ １枚ポートフォリオやルーブリックなどの成果を学校のホームページで公開しているが，さ
らに他校でも使いやすくなるよう，校内でも改善を重ねていく必要がある。また，本校の生徒・

教員が近隣の小・中学生に科学を教える場を設け，本校の生徒・教員が自らの活動を見直すよ

うな場として発信をしていく。 

つなげることができている。 

 

２．ＳＳＨ事業への運営指導委員の評価 

運営指導委員からの評価は，主に事業内容の改善点についてのものである（❹実施報告 

２．運営指導委員会の記録 参照）が，評価の主な点は次のとおりである。 

・教科や科目の横断型の視点に注目して研究などの課題の解決を探る試みが具体的に展開

されるようになれば新たな世界を切り開くことができるような気がする。 

・ＳＳＨプログラムによって発表技術や伝達方法の点で成長してもらえればと希望する。 

・ＷＥＢ等の方法での研究成果発表という新しい展開が訪れてきているが，今後は研究成

果の伝達方法としてのみならず，この方法を経験し磨きをかける事によって大学入試な

ども含めて，自己アピールの手段としての重要性が増すのかもしれないように思う。 

・課題研究においては，生徒自身による年度当初の本年度の立ち位置と研究の目的，目標

の確認作業，年度末の成果と今後の展望へのふりかえり作業がとても大切な事項である。 

・英国姉妹校ＫＬＢ校との YouTube の交流は，じっくりリプライでき，思考する時間があ

ったことで逆に時間差があったことがよかったと思う。レベルの高い内容にできるので

英語の勉強にもいいと思う。 

・ＳＳＨでやっているのはいろんなアルゴリズムを作りながら，どれがベターなのか将来

に向かって考えるという拡散思考。大きな分野の中から自分の必要なものを取り入れて

いくというその機会にＳＳＨは必要だと思う。 

・少しずつでもＳＳＨとして通常の授業の改善も考えていけば変わっていくと思う。 

・ちえぶくろシステムはおもしろい。もっとうまく利用してもらいたいと思う。 

 

３．ＳＳＨ事業への学校評議員の評価 

地域関係諸機関の代表者および有識者の５名により構成されている学校評議員へのアン

ケート調査で「ＳＳＨの研究指定は，日川高校の魅力の一つになっている」の質問項目に

対し「大いにそう思う」の回答が４名，「だいたいそう思う」の回答が１名となっており，

引き続き高評価を得ている。「ＳＳＨの魅力を，外部にもわかりやすくしてほしい」とい

う要望があったことは広報の今後の課題である。 

 

４．ＳＳＨ事業への教員・保護者の評価 

職員に対する意識調査アンケートの結果（❹関係資料 ３．アンケート結果（３）参照）

から，「生徒の進路選択に役立つ」「本校の特色づくりにとって役立つ」「やりがいを

感じている」と回答した割合が伸びている。学校設定科目「ＳＳⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の全学年

での実施で関わる教員が増えたことや，各事業の定着により意識も高まり，ＳＳＨ事業

の有効性を教員が実感することができている。 

また，過去６年間の教員および保護者への学校評価アンケート結果（❹関係資料 ３．

アンケート結果（６）参照）より，教員の肯定的な回答が昨年より高くなっている。特

に「地域や保護者に関心が持たれている」という質問には９８％が肯定的である。ＳＳ

Ｈ事業に対する地域や保護者からの理解や関心の高まりを教員自身も感じており，教育

活動への効果も大きいと考える。 

保護者からの評価についても昨年度より肯定的な回答結果が得られている（❹関係資

料 ３．アンケート結果（６）参照）。生徒の教育活動を支える保護者のＳＳＨに対する

興味・関心を高めることは，ＳＳＨの各事業の教育効果を高める上でも重要である。Ｓ

ＳＨ事業を初めとした教育活動を学校ホームページに即時配信しているが，より効果的

な情報発信や参加を検討する必要があると考えられる。 
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第５章 ＳＳＨ中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況 

 

令和元年度の中間評価の結果 

「これまでの努力を継続することによって，研究開発のねらいの達成がおおむね可能と判断され

るものの，併せて取り組み改善の努力も求められる」 

 

具体的な指摘 

① 生徒の資質・能力は国際性を除き，良い方向に変容し，職員の意識も概ね良い方向に変容して
おり，評価できる。引き続き，客観的な指標や定量的なデータに基づいた分析・検証を進め，

取り組みの改善に生かしていくことが望まれる。 

② ＳＳを付した理数系科目における学びが，課題研究の質の高まりにつながるよう，工夫して指
導をしていくことが望まれる。 

③ 地域との積極的な連携を，生徒の主体的な課題設定および課題研究の質の向上につながるよ
うな取り組みとしていくことが期待される。 

④ これまでの研究成果や指導手法等に関する情報を他校に発信していくことが望まれる。 

 

改善内容 

① ＳＳＨ事業に対しての自己評価は，年２回の「学校改善点検シート」および年１回の職員アン
ケート内で行われる。その結果を，担当分掌であるＳＳＨ研究教養係会議において分析してい

る。そして，学校全体のアンケート結果共有の場として，ＳＳＨ推進委員会，職員会議がある。

これらの各立場により担当分掌の分析やアンケート結果を共有に活かすＰＤＣＡサイクルを

構築している。ＳＳⅠ～Ⅲの完成 2年目であり，教員へのアンケートでは，ＳＳＨ事業に対し

て「職員全体の取り組みとなっている」を肯定する意見が増えている一方，「負担に感じてい

る」という意見も微増しているため，特に課題研究に対する取り組みの改善に向けて議論して

いる。具体的には，教員のアドバイス制度「ちえぶくろシステム」をより生徒に使いやすくす

るための制度や手法の開発，生徒に身につけさせたい資質・能力を可視化するための評価指標

の作成であり，令和 2年度中を目途に一次完成を目指している。資質・能力の評価指標につい

ては，取り組み改善のための分析・検証の材料となることが期待される。 

② 学校を挙げて協同的探究学習に基づいた授業改善に取り組んでいる。これは，深い学びを実現
する重要な要素であり資質・能力の向上につながるものである。今後は，「課題研究の質」に

直接影響する要因を明らかにし，研究の質向上を目指していく。また，本年度の授業改善のテ

ーマの一つに，「教科横断型の授業への取り組み」を掲げ，授業改善のための相互授業参観を

行った。１年次のＳＳ理科βでは，実験的に世界史との横断授業，古典との横断授業を行い，

教科の枠を超えた授業を行うことで，課題研究のテーマの自由度や生徒の興味の深まりに寄

与することを期待している。今後も，各教科と課題研究が有機的に結びつくような取り組みを

していくことが課題である。 

③ ＳＳⅠでは，「職業人と語る」「職場見学」等を通して，「地域」をテーマに課題研究を設定し
ているが，１年間のみの研究となっているものが多く，質の向上につながらない。前年度の研

究を引き継ぐことができる制度やＳＳⅡ以降の課題研究につなげていく研究が増えるように

する方法を模索していく。また，本年度末にＳＤＧｓの研修会を実施し，より地域や環境に目

を向けた課題研究がなされるよう意識付けを行った。 

④ １枚ポートフォリオやルーブリックなどの成果を学校のホームページで公開しているが，さ
らに他校でも使いやすくなるよう，校内でも改善を重ねていく必要がある。また，本校の生徒・

教員が近隣の小・中学生に科学を教える場を設け，本校の生徒・教員が自らの活動を見直すよ

うな場として発信をしていく。 

つなげることができている。 

 

２．ＳＳＨ事業への運営指導委員の評価 

運営指導委員からの評価は，主に事業内容の改善点についてのものである（❹実施報告 

２．運営指導委員会の記録 参照）が，評価の主な点は次のとおりである。 

・教科や科目の横断型の視点に注目して研究などの課題の解決を探る試みが具体的に展開

されるようになれば新たな世界を切り開くことができるような気がする。 

・ＳＳＨプログラムによって発表技術や伝達方法の点で成長してもらえればと希望する。 

・ＷＥＢ等の方法での研究成果発表という新しい展開が訪れてきているが，今後は研究成

果の伝達方法としてのみならず，この方法を経験し磨きをかける事によって大学入試な

ども含めて，自己アピールの手段としての重要性が増すのかもしれないように思う。 

・課題研究においては，生徒自身による年度当初の本年度の立ち位置と研究の目的，目標

の確認作業，年度末の成果と今後の展望へのふりかえり作業がとても大切な事項である。 

・英国姉妹校ＫＬＢ校との YouTube の交流は，じっくりリプライでき，思考する時間があ

ったことで逆に時間差があったことがよかったと思う。レベルの高い内容にできるので

英語の勉強にもいいと思う。 

・ＳＳＨでやっているのはいろんなアルゴリズムを作りながら，どれがベターなのか将来

に向かって考えるという拡散思考。大きな分野の中から自分の必要なものを取り入れて

いくというその機会にＳＳＨは必要だと思う。 

・少しずつでもＳＳＨとして通常の授業の改善も考えていけば変わっていくと思う。 

・ちえぶくろシステムはおもしろい。もっとうまく利用してもらいたいと思う。 

 

３．ＳＳＨ事業への学校評議員の評価 

地域関係諸機関の代表者および有識者の５名により構成されている学校評議員へのアン

ケート調査で「ＳＳＨの研究指定は，日川高校の魅力の一つになっている」の質問項目に

対し「大いにそう思う」の回答が４名，「だいたいそう思う」の回答が１名となっており，

引き続き高評価を得ている。「ＳＳＨの魅力を，外部にもわかりやすくしてほしい」とい

う要望があったことは広報の今後の課題である。 

 

４．ＳＳＨ事業への教員・保護者の評価 

職員に対する意識調査アンケートの結果（❹関係資料 ３．アンケート結果（３）参照）

から，「生徒の進路選択に役立つ」「本校の特色づくりにとって役立つ」「やりがいを

感じている」と回答した割合が伸びている。学校設定科目「ＳＳⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の全学年

での実施で関わる教員が増えたことや，各事業の定着により意識も高まり，ＳＳＨ事業

の有効性を教員が実感することができている。 

また，過去６年間の教員および保護者への学校評価アンケート結果（❹関係資料 ３．

アンケート結果（６）参照）より，教員の肯定的な回答が昨年より高くなっている。特

に「地域や保護者に関心が持たれている」という質問には９８％が肯定的である。ＳＳ

Ｈ事業に対する地域や保護者からの理解や関心の高まりを教員自身も感じており，教育

活動への効果も大きいと考える。 

保護者からの評価についても昨年度より肯定的な回答結果が得られている（❹関係資

料 ３．アンケート結果（６）参照）。生徒の教育活動を支える保護者のＳＳＨに対する

興味・関心を高めることは，ＳＳＨの各事業の教育効果を高める上でも重要である。Ｓ

ＳＨ事業を初めとした教育活動を学校ホームページに即時配信しているが，より効果的

な情報発信や参加を検討する必要があると考えられる。 
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第６章 校内におけるＳＳＨの組織的推進体制 

 

１．ＳＳＨ推進委員会 

 ＳＳＨ事業の実施計画の内容や生徒の指導方針等について協議し，本校ＳＳＨ事業の運営を支える

中心的な役割を果たす委員会となっている。毎月１回の委員会を開催している。教頭，ＳＳＨ研究教

養係の他に，各年次主任，教科主任，課題研究担当者および各ＳＳＨクラス正副担任の２５名で構成

され，校内において最大規模の委員会となっている。 

 

２．ＳＳＨ運営指導委員会 

年間３回の委員会を開催している。６月には年間計画の内容や予算について，１２月には中間報告

としてＳＳＨ事業や予算の執行状況に対し，運営指導委員の先生方から指導・助言をいただいている。

今年度は第２期の４年目であり，新たな取り組みについての指導・助言もいただいた。３月には本校

のＳＳＨ研究発表会と併せて運営指導委員を開催し，課題研究の在り方，地域との連携，指導・評価

の方法等について指導・助言をいただいている。運営指導委員の中には，本校での講座の講師，訪問

研修を担当していただいている委員もおり，直接生徒に触れる機会もあり，運営指導委員会の場だけ

でなく，その都度貴重な意見や指導・助言をいただいている。 

 

３．その他 

学校評議員会は，地域関係諸機関の代表者および有識者の５名で構成され，年間２回の委員会を開

催している。この委員会にも，ＳＳＨ事業の推進状況や生徒・保護者アンケートの結果等を報告し,そ

の都度貴重な意見や指導・助言をいただいている。 

 

（外部評価） （外部評価） （外部評価）

ＰＴＡ
（協力）

学校評議員会
（協力）

同窓会
 （協力）

３　年　次 理科　保健体育科　芸術科 生徒会指導係

（内部評価） 家庭科　英語科　情報科 国際教育係

教   務   係

１　年　次 教育課程委員会 生徒指導係

２　年　次 国語科　地歴公民科　数学科 進路指導係

教　　頭

生　徒
ＳＳＨ推進委員会 ＳＳＨ研究教養係

（企画立案） （評価） （組織運営）

（支援） （指導・助言・評価） （連携）

校　　長

運営委員会 職員会議

文部科学省

科学技術 （支援） 山梨県教育委員会 （協力）
大学等
研究施設
民間企業

振興機構 ＳＳＨ運営指導委員会
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第７章 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 

(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

  学校設定科目「ＳＳⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を開講し，全校の生徒が課題研究を実施するカリキュラムが整っ

て２年目となる。今年度までの実践の成果を踏まえ，指導内容や方法の改善をする必要がある。

具体的には，研究方法の効果的な指導や全職員での効率的な指導体制の構築である。また今

年度においてはフィールドワークや，校外の専門家や専門機関との連携が制限された。多岐にわ

たる課題研究のテーマに対応するためにこれらとの連携は必須であり，時代に応じた新たな連携

先や連携方法の模索が必要である。 

  「ＳＳを付した理数系科目」では，オンライン授業や協同的探究学習の積極的な実践がなされた。

その方法や成果を他教科とも共有するとともに，課題研究との有機的な接続を図る必要がある。

また生徒が多様な視点を持ち，情報を処理・活用していくことが研究において必要であり，そのた

め教科・科目横断型の授業や指導体制の整備が一層必要となる。 

  ＳＳⅠ～ＳＳⅢや教科の授業においては，１枚ポートフォリオ（ＯＰＰ）の活用により，生徒が自身

の活動や変容を把握できるようになっている。今後は単年度の評価に終わらず，３年間をとおした

生徒の資質・能力の向上の継続的な検証が必要である。また教員用ＯＰＰを活用して実施内容

や指導方法の検証を行い，カリキュラムマネジメントの視点での検討も必要になる。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 

  課題研究においては地域を知り課題を見つけて研究を行い，その成果を地域に発信し還元で

きるような体制を整えることが必要である。今年度は事業が制限され「サイエンスジャンプ」は中止

となったが「サイエンスステップ」は実施方法を変更して行うことができた。状況に応じた新しい実

施方法を検討することが求められる。また，国際的な視野を持って地域で活躍できるグローカルな

人材の育成ができる体制づくりも重要である。今年度 YouTube による英国姉妹校との交流を行っ

ているが，地域から国際社会へ発信していく必要性を感じる。 

２．研究開発の方向性 

(1) 課題研究の拡大・深化と授業開発による論理的思考力の向上 

  課題研究の成果を高めるためには，指導力の向上が重要である。大学教員などの専門家によ

る研修や校内アドバイザリーシステムの効果的な運用方法の検討などを行う必要がある。授業で

は，教科・科目を超えた相互授業参観やオンラインによる授業参観の実施をとおして，教科・科目

のスキルアップと教科横断型の授業の推進に努める。 

  評価に関する研究開発では，ＯＰＰＡの活用の効果の検証とともに，今年度より導入されたキャリ

アパスポートとも連携し，生徒が３年間をとおした自身の成長を実感できる取り組みを推進する。

職員間での研修や外部講師を招聘した研修などを，生徒の状況を把握しながら実施する。 

(2) 課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協働性の向上 

  課題研究「ＳＳⅠ～Ⅲ」は地域理解から出発し，地域への提案に及ぶこともある。その他にも

様々な可能性が考えられるため，これらの実現に向け開発を進めていく。また社会の状況に応じ

て，大学・企業・行政・他のＳＳＨ校・海外との新たな連携方法やフィールドワークの方法を検討し

ていく必要がある。 

３．成果の普及 

  研究発表会等において，本校の研究開発の成果を他の高等学校教員等に発表し，各学校に

おける教育課程改善に資する。課題研究においては，地域の産業における課題の解決を目的と

した研究を行い，地域に密着した研究を推進し，その研究成果を地域に還元する。小・中学校や

大学・大学校等との連携事業の推進により，ＳＳＨ関連事業における効果の向上と成果の共有を

図る。また，ホームページ，広報誌等によって，成果の広報活動を行う。 
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❹関係資料　１．令和２年度教育課程表

教科 標準単位

国語総合 4 5 5 A

国語表現 3 3(3) 3(4)

現代文Ａ 2

現代文Ｂ 4 3 2 2 3(3) 2(2) 3(3) 2(2)

古典Ａ 2

古典Ｂ 4 3 3 3

※ 古典講読α 3(4) 3(4) 3(4) 3(4)

※ 古典講読β D 2(3)

※ 国語概論 2(4)▲ E

※ 国語課題研究 1(4)▼

世界史Ａ 2 2 2

世界史Ｂ 4 4 4 4(5) 4(5)

日本史Ａ 2 2 2

日本史Ｂ 4 4 4 4(5) 4(5)

地理Ａ 2 2 2

地理Ｂ 4 4 4 4(5) C 4(5)

※ 世界史研究 2(2)

※ 日本史研究 2(2)

※ 地理研究 2(2) 2(3) 2(3)

※ 世界の地理・歴史研究 2(4)▲

※ 歴史地理課題研究 1

現代社会 2 2 2 2

倫理 2 3(3) 3(3)

政治・経済 2 B 2(3) 2(3)

※ 現代社会研究 2(3)

※ 倫理・政治経済研究 4(4) 3(4)

数学Ⅰ 3 4

数学Ⅱ 4 4 5

数学Ⅲ 5 7(8)

数学Ａ 2 2

数学Ｂ 2 2 2

数学活用 2

※ ＳＳ数学Ⅰ 6 6

※ ＳＳ数学Ⅱ 7 7 7

※ ＳＳ数学Ⅲ 7 7(8) 7(8)

※ 数学Ⅱ研究 4(4) 4(4)

※ 数学Ｂ研究 3(4) 3(4)

※ 総合数学α 2(3) 2(2) 4(5)

※ 総合数学β 3(4)

※ 数学探究 2(3)

科学と人間生活 2

物理基礎 2 2▲

物理 4 2▼ 4(4)

化学基礎 2 2

化学 4 3 3(4)

生物基礎 2 2 2▲ 2

生物 4 2▼ 4(4)

地学基礎 2 2

地学 4 3 3(4)

理科課題研究 1

※ ＳＳ理科α 2 2

※ ＳＳ理科β 2 2

※ ＳＳ物理Ⅰ 4 4 4

※ ＳＳ物理Ⅱ 3 3(4) 3(4)　

※ ＳＳ化学Ⅰ 3 3 3

※ ＳＳ化学Ⅱ 4 4(4) 4(4)

※ ＳＳ生物Ⅰ 4 4 4

※ ＳＳ生物Ⅱ 3 3(4) 3(4)　

※ ベーシック化学 1 1 1(2) 1(2)

※ ベーシック生物 2(2) 2(2)

※ ベーシック地学 1 1 1(2) 1(2)

※ 物理学研究 2(3)

※ 化学研究 2(3)

※ 生物学研究 2(3)

※ 地学研究 2(3)

体育 7～8 3 3 2 2 2 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)

保健 2 1 1 1 1 1

※ 総合スポーツ 2(3)

※ 基礎スポーツ 2(2)

※ 日本のスポーツ 2(4)▲

※ 球技 2

※ スポーツ科学 4

※ レクレーショナルスポーツ 3(3)

※ 生涯のスポーツ 1(4)▼

音楽Ⅰ 2 2 2

音楽Ⅱ 2 2(4)▲

音楽Ⅲ 2 1(4)▼

美術Ⅰ 2 2 2

美術Ⅱ 2 2(4)▲

美術Ⅲ 2 1(4)▼

書道Ⅰ 2 2 2

書道Ⅱ 2 2(4)▲

書道Ⅲ 2 1(4)▼

◎ ソルフェージュ 2 3(3)

◎ 素描 2 3(3) 2(3)

※ 音楽実技 2(3)

※ 音楽研究 4

※ 現代美術 2(3)

※ 美術研究 4

※ 応用の書 2(3)

※ 鑑識鑑賞 4

※ 芸術研究 2(4)▲

※ 芸術探究 1(4)▼

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎 2

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 3 4 4

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 4 4 4 4

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 4 3(4) 3(4) 3(4) 3(4)

英語表現Ⅰ 2 2 2

英語表現Ⅱ 4 3 3 2 3(3) 2(2) 3(3) 2(2)

英語会話 2

◎ 英語理解 3 2(3) 2(3)

◎ 時事英語 2 1(4)▼

※ 実用英語α 2

※ 実用英語β 2(4)▲

家庭基礎 2 2 2 2

◎ 子どもの発達と保育 4 3(3)

◎ フードデザイン 4 2(3) 2(3)

◎ 課題研究 1 2(2)

社会と情報 2 2

情報の科学 2 1

※ ＳＳⅠα 1 1

※ ＳＳⅠβ 2 2

※ ＳＳⅡα 1 1 1

※ ＳＳⅡβ 2 2

※ ＳＳⅢ 1 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

学校外 ※ 知のフロンティア 1

の学修 ※ プログラミング基礎 1

特活 ホームルーム活動 3

3～6

注１）
注２）
注３）
注４）
注５）
注６）

国
　
語

合計単位数

情
報

外
　
国
　
語

家
　
庭

総合的な探究の時間

地
理
歴
史

芸
　
　
術

科目

公
　
民

数
　
　
学

理
　
　
科

保
健
体
育

Ｓ
Ｓ
Ｈ

SSHクラスは｢SS数学Ⅰ｣を｢数学Ⅰ｣の、｢SS理科α｣｢SS理科β｣を｢化学基礎｣｢地学基礎｣の代替科目とする。
３年単位数の欄については週当たりの授業時数３５コマ、1単位時間４５分で実施しているものを、週当たりの授業時数３０時間、1単位時間５０分に換算している。斜体は増コマの科目である。１・２年については４５分３９週実施で記入している。

30

0

1

35

0

35

0

1 11 1

２年次ＳＳＨクラスおよび理系クラスは｢SS物理Ⅰ｣｢SS生物Ⅰ｣を｢物理基礎｣｢生物基礎｣の代替科目とする。
「情報の科学」の１単位はSSHクラスの履修であり、「SSⅠβ」を「情報の科学」の1単位に読み替える。また、｢SSⅠα｣「SSⅠβ」｢SSⅡα｣「SSⅡβ」｢SSⅢ｣を｢総合的な探究の時間｣の代替科目とする。
表中の数字に添えたアルファベット・漢字は同時開講を示す。また、▲は前期履修科目、▼は後期履修科目を示す。
科目名の◎は専門科目、※は学校設定科目である。
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２．運営指導委員会の記録 

  (1) 令和２年度山梨県立日川高等学校ＳＳＨ第１回運営指導委員会 

 

今年度はコロナウイルスによる休校措置等を受け、第 1 回の委員会については郵送で送付し運営指導 

委員からご意見をお寄せいただいた。 

日時 令和２年６月 
 議事 
 （1） 令和元年度事業報告 
 （2） ＳＳＨ事業概要 
 （3） 令和２年度事業計画及び予算案 
  
 
 
 
 
 
 
 

ＳＳＨ運営指導委員 
相原 正男（委員長）  山梨大学医学部 教授 
北原 正彦（副委員長） 山梨県富士山科学研究所 専門員 
岡村 美好 山梨大学工学部 准教授 
山際  基 山梨大学教育学部 准教授 
佐藤  博 山梨大学教職大学院 教授 
輿水 達司 山梨県立大学 特任教授 
佐野  宏 山梨県立産業技術短期大学校 校長 
金井 敏仁    エリクソン・ジャパン株式会社 副社長

運営指導委員からの主な意見 

 
●教科や科目の横断型の視点に注目して「生徒に刺激を与える事」で、これを切っ掛けに研究などの課

題の解決を探る試みが具体的に展開されれば、新たな世界を切り開くことができる気がする。 
●３年生には、「ポスター発表」などを通じて、自分（達）の研究成果を発表する機会を用意し、時間を限

定する中で要領良く研究成果を伝える方法が上手になるように、この SSH プログラムによって発表技

術や伝達方法の点で成長してもらえれば、と希望する。この為には、その際に用いるべき図面等の表

記方法も一体での工夫の必要性を認識するなどし、成長してほしい。 
●web 等の方法での研究成果発表という新しい展開が訪れてきたわけですが、今後は研究成果の伝達

方法としてのみならず、この方法を経験し磨きをかける事によって大学入試なども含めて、自己アピー

ルの手段としての重要性が増すのかも知れないように思います。 
●課題研究を全学年全生徒が取り組むことは素晴らしい。日川の課題研究は SS I→SS II→SSⅢと内

容、テーマ、目標や目的を変えて進んでいき、全てが終了した段階で、一人のまめ科学者が育つよう

に設計されていると思う。このストーリーを、課題研究を行う人間（各生徒）がしつかりと理解している必

要がある。Ⅰ−Ⅱ−Ⅲとただ進むので無く、Ⅰの上にⅡ、Ⅱの上にⅢとだんだん積み重なっていくような

仕組みなら尚更のこと、生徒自身による年度当初の本年度の立ち位置と研究の目的、目標の確認作

業、年度末の成果と今後の展望へのふりかえり作業、とても大切な事項のように感じる。 
●具体的に向上を目指す 10 項目の各資質・能力の評価方法として、ポートフォリオ、ルーブリック、アン

ケートが示されている。これら三つの評価方法の結果をどのように総合的に解析して 10 項目の各資

質・能力の評価結果を導き出したのかを説明して頂きたい。 
 
 
 (２) 令和２年度山梨県立日川高等学校ＳＳＨ第２回運営指導委員会 

日時 令和２年１２月２２日 15:00～16:30 
                                          会場 山梨県立日川高等学校 応接室 
 
 次第 
 1 校長挨拶 

2 教育委員会挨拶 
3 議事 

（１）会長及び副会長の選任 
（２）今年度の事業報告について 
（３）運営指導委員から助言・指導 
（４）その他 
   

ＳＳＨ運営指導委員 
相原 正男（委員長）  山梨大学医学部 教授 
北原 正彦（副委員長） 山梨県富士山科学研究所 専門員 
岡村 美好 山梨大学工学部 准教授 
山際  基 山梨大学教育学部 准教授 
佐藤  博 山梨大学教職大学院 教授 
輿水 達司 山梨県立大学 特任教授 
佐野  宏 山梨県立産業技術短期大学校 校長 
金井 敏仁    エリクソン・ジャパン株式会社 副社長

❹関係資料　１．令和２年度教育課程表

教科 標準単位

国語総合 4 5 5 A

国語表現 3 3(3) 3(4)

現代文Ａ 2

現代文Ｂ 4 3 2 2 3(3) 2(2) 3(3) 2(2)

古典Ａ 2

古典Ｂ 4 3 3 3

※ 古典講読α 3(4) 3(4) 3(4) 3(4)

※ 古典講読β D 2(3)

※ 国語概論 2(4)▲ E

※ 国語課題研究 1(4)▼

世界史Ａ 2 2 2

世界史Ｂ 4 4 4 4(5) 4(5)

日本史Ａ 2 2 2

日本史Ｂ 4 4 4 4(5) 4(5)

地理Ａ 2 2 2

地理Ｂ 4 4 4 4(5) C 4(5)

※ 世界史研究 2(2)

※ 日本史研究 2(2)

※ 地理研究 2(2) 2(3) 2(3)

※ 世界の地理・歴史研究 2(4)▲

※ 歴史地理課題研究 1

現代社会 2 2 2 2

倫理 2 3(3) 3(3)

政治・経済 2 B 2(3) 2(3)

※ 現代社会研究 2(3)

※ 倫理・政治経済研究 4(4) 3(4)

数学Ⅰ 3 4

数学Ⅱ 4 4 5

数学Ⅲ 5 7(8)

数学Ａ 2 2

数学Ｂ 2 2 2

数学活用 2

※ ＳＳ数学Ⅰ 6 6

※ ＳＳ数学Ⅱ 7 7 7

※ ＳＳ数学Ⅲ 7 7(8) 7(8)

※ 数学Ⅱ研究 4(4) 4(4)

※ 数学Ｂ研究 3(4) 3(4)

※ 総合数学α 2(3) 2(2) 4(5)

※ 総合数学β 3(4)

※ 数学探究 2(3)

科学と人間生活 2

物理基礎 2 2▲

物理 4 2▼ 4(4)

化学基礎 2 2

化学 4 3 3(4)

生物基礎 2 2 2▲ 2

生物 4 2▼ 4(4)

地学基礎 2 2

地学 4 3 3(4)

理科課題研究 1

※ ＳＳ理科α 2 2

※ ＳＳ理科β 2 2

※ ＳＳ物理Ⅰ 4 4 4

※ ＳＳ物理Ⅱ 3 3(4) 3(4)　

※ ＳＳ化学Ⅰ 3 3 3

※ ＳＳ化学Ⅱ 4 4(4) 4(4)

※ ＳＳ生物Ⅰ 4 4 4

※ ＳＳ生物Ⅱ 3 3(4) 3(4)　

※ ベーシック化学 1 1 1(2) 1(2)

※ ベーシック生物 2(2) 2(2)

※ ベーシック地学 1 1 1(2) 1(2)

※ 物理学研究 2(3)

※ 化学研究 2(3)

※ 生物学研究 2(3)

※ 地学研究 2(3)

体育 7～8 3 3 2 2 2 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)

保健 2 1 1 1 1 1

※ 総合スポーツ 2(3)

※ 基礎スポーツ 2(2)

※ 日本のスポーツ 2(4)▲

※ 球技 2

※ スポーツ科学 4

※ レクレーショナルスポーツ 3(3)

※ 生涯のスポーツ 1(4)▼

音楽Ⅰ 2 2 2

音楽Ⅱ 2 2(4)▲

音楽Ⅲ 2 1(4)▼

美術Ⅰ 2 2 2

美術Ⅱ 2 2(4)▲

美術Ⅲ 2 1(4)▼

書道Ⅰ 2 2 2

書道Ⅱ 2 2(4)▲

書道Ⅲ 2 1(4)▼

◎ ソルフェージュ 2 3(3)

◎ 素描 2 3(3) 2(3)

※ 音楽実技 2(3)

※ 音楽研究 4

※ 現代美術 2(3)

※ 美術研究 4

※ 応用の書 2(3)

※ 鑑識鑑賞 4

※ 芸術研究 2(4)▲

※ 芸術探究 1(4)▼

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎 2

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 3 4 4

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 4 4 4 4

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 4 3(4) 3(4) 3(4) 3(4)

英語表現Ⅰ 2 2 2

英語表現Ⅱ 4 3 3 2 3(3) 2(2) 3(3) 2(2)

英語会話 2

◎ 英語理解 3 2(3) 2(3)

◎ 時事英語 2 1(4)▼

※ 実用英語α 2

※ 実用英語β 2(4)▲

家庭基礎 2 2 2 2

◎ 子どもの発達と保育 4 3(3)

◎ フードデザイン 4 2(3) 2(3)

◎ 課題研究 1 2(2)

社会と情報 2 2

情報の科学 2 1

※ ＳＳⅠα 1 1

※ ＳＳⅠβ 2 2

※ ＳＳⅡα 1 1 1

※ ＳＳⅡβ 2 2

※ ＳＳⅢ 1 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)

学校外 ※ 知のフロンティア 1

の学修 ※ プログラミング基礎 1

特活 ホームルーム活動 3

3～6

注１）
注２）
注３）
注４）
注５）
注６）
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SSHクラスは｢SS数学Ⅰ｣を｢数学Ⅰ｣の、｢SS理科α｣｢SS理科β｣を｢化学基礎｣｢地学基礎｣の代替科目とする。
３年単位数の欄については週当たりの授業時数３５コマ、1単位時間４５分で実施しているものを、週当たりの授業時数３０時間、1単位時間５０分に換算している。斜体は増コマの科目である。１・２年については４５分３９週実施で記入している。
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３．アンケート結果 

 

(1) 山梨を知る講演会 講演会実施の前後における生徒の自己評価（10 段階）の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ＳＳＨの活動による生徒の資質・能力の向上（職員アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ＳＳＨ事業に対する職員の意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びに向かう力・探究心

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

6.38 7.69 2.13 1.50 6.87 7.67 1.86 1.50 6.31 6.86 2.55 2.45
差 1.31 差 -0.64 差 0.79 差 -0.35 差 0.56 差 -0.09

6.26 7.51 1.17 1.12 6.85 7.71 2.23 1.47 6.89 7.46 1.36 1.33
差 1.26 差 -0.04 差 0.86 差 -0.76 差 0.56 差 -0.03

課題発見力

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

5.46 6.97 2.15 1.82 6.15 6.97 1.98 1.92 5.69 6.67 1.71 2.89
差 1.51 差 -0.33 差 0.82 差 -0.05 差 0.97 差 1.18

5.62 6.89 1.62 1.57 6.23 7.13 1.46 2.06 6.26 7.22 1.67 1.30
差 1.28 差 -0.05 差 0.90 差 0.60 差 0.95 差 -0.36

知識の活用力

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

6.05 6.97 1.28 2.23 6.46 7.41 2.40 1.73 5.89 6.56 2.60 2.97
差 0.92 差 0.95 差 0.95 差 -0.67 差 0.67 差 0.37

6.05 7.28 1.79 1.54 6.46 7.47 1.27 1.46 6.61 7.16 1.55 1.11
差 1.23 差 -0.26 差 1.01 差 0.19 差 0.56 差 -0.45

R01

R02

R01

R02

R01

R02

②ワインと醸造 ③地球の仕組み

平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散

①クリスタルと超電導 ②ワインと醸造 ③地球の仕組み

平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散

①クリスタルと超電導

①クリスタルと超電導 ②ワインと醸造 ③地球の仕組み

平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散

教育委員会より 
 昨年度、山梨県の SSH 指定校 4 校すべてが中間評価を受けた。昨年度は各校の強み、弱みを共有

しながら中間評価に向かった。日川の強みは全校体制での課題研究。これからの学習指導要領を先

取りした取り組みである。運営指導委員会も一番活発であり特色の一つと考えている。 

 

運営指導委員からの主な意見 

 
●英国姉妹校 KLB 校との交流について、コロナの関係で来年まで交流ができない。代わりの事業を考

え、英語でのプレゼンを YouTube にアップし、それを評価してもらったということだが、じっくりリプライで

きるということは、思考する時間があったことで逆に時間差があったことがよかったと思う。 
●外国の方との共同研究で、英語でメールのやりとりするときはカンバセーションの中でやらない思考が

働いて、レベルの高い内容にできるので英語の勉強にもいいと思う。 
●JST の指摘による SSⅠ～Ⅲの 1 枚ポートフォリオのつながりが見えないというのはどういうことか。 
●何となく、毎回書いて、終わらせるのではなく、年度末に全体を見直して問題点は何かとか、来年は何

しようとか 2・3 行でも書いてあると改善されていく気がする。 
●1 枚ポートフォリオの次の課題としては、1 シートでいいが、構造化して書いていく、あとは自由記載とし

ていけばいいのではないか。 
●教員の指導力向上のための取り組みについて、藤村先生の評価研修会で、日川高校のセールスポイ

ントが引き出せる先生からのヒントはあったか。KLB の取り組みはいいことだという意見が出ているが、

英語の文章が１年より 2 年の方が成長したとか、3 年生も受験もあるけどこれだけはやってみるとか、一

部の生徒だけではなく日川高校のユニークさを出せる。JST も理科系の教育と国際性と言っているの

で、こういうことを日川高校のストロングポイントに発展させることを藤村先生は言っているか。 
●受験勉強というのは 1 つの答えを求める収束思考。共同研究とか社会に出ると、いろんなアルゴリズム

を作りながら、どれがベターなのか将来に向かって考える拡散思考。収束思考を求めるのが大学受験

や、医師国家試験。実際に診療やってて発熱の患者さんに対して風邪から肺炎、白血病の人まで拡

散思考でやっていく。その中でいろんなエビデンスを見ながら検査をしたり、アルゴリズムを作りながら

やっていく。将来に向かって何がベターなのか考えていく。収束思考を求めるのは通常の授業かもしれ

ないが、共同研究などほかの人の考えとか取り入れながら考えていくのは拡散思考が必要。文脈づくり

が必要。生徒たちにたどり着くまでのいろんな思考過程をみんなが会得できるかはとても重要だと思う。

社会ではベストではなくベター。 
●工学部に行くと 1 年生にまずその話をする。高校のときまでは答えがあると思って解くが、工学は答え

がない。その時に応じた最適解を求めるんだよと言う。今正しいと思っても、10 年 20 年たつと最適解で

はなく違う答えが出てくるかもしれない。答えのない問題を知っていてほしい。そこから最適解を導くこと

を考える。最近はそれでいいのか疑えという授業をしている。本に書いてあることも間違っているかもし

れないから疑えという思考を持つ。そうすると違う発想が出てくる。 
●最近の学生を見ていると、学び方を学んでいる、こういう風に学べばいいという学生が多い。物理で微

分積分をやると、物理でも微分積分をやるんですねという学生がいる。微積は数学だけという思考でと

どまっている。みんながつながっているんだよという思考になってほしい。 
●SSH でやっているのは拡散思考。最近は学会などもハイブリッドになってきている。ここ 15 年くらい前

からハイブリッドにすることで社会を変えるための学会ができてきている。大きな分野の中から自分の必

要なものを取り入れていくというその機会に SSH は必要だと思う。 
●中間評価について、やや不十分というのが多く、それに対して学校はどう考えているのか 
●SSH をやっていくには普段の数学や理科の授業の中身

自体が SSH じゃない時と同じでいいのかという議論も必

要であると思う。例えば筋肉痛という話も体育の授業です

るとか、いろいろなことがつながっていくというか、少しずつ

でも SSH として通常の授業の改善も考えていけば変わっ

ていくと思う。 
●ちえぶくろなんかを見ると先生方とても面白い。色々なこと

が好きな先生がいて SSH はそこがすごくいいなと思いま

す。ちえぶくろも。ただモチベーションがうまく伝わるかどう

か。もっとうまく利用してもらいたいと思う。 
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３．アンケート結果 

 

(1) 山梨を知る講演会 講演会実施の前後における生徒の自己評価（10 段階）の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ＳＳＨの活動による生徒の資質・能力の向上（職員アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ＳＳＨ事業に対する職員の意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びに向かう力・探究心

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

6.38 7.69 2.13 1.50 6.87 7.67 1.86 1.50 6.31 6.86 2.55 2.45
差 1.31 差 -0.64 差 0.79 差 -0.35 差 0.56 差 -0.09

6.26 7.51 1.17 1.12 6.85 7.71 2.23 1.47 6.89 7.46 1.36 1.33
差 1.26 差 -0.04 差 0.86 差 -0.76 差 0.56 差 -0.03

課題発見力

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

5.46 6.97 2.15 1.82 6.15 6.97 1.98 1.92 5.69 6.67 1.71 2.89
差 1.51 差 -0.33 差 0.82 差 -0.05 差 0.97 差 1.18

5.62 6.89 1.62 1.57 6.23 7.13 1.46 2.06 6.26 7.22 1.67 1.30
差 1.28 差 -0.05 差 0.90 差 0.60 差 0.95 差 -0.36

知識の活用力

事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後

6.05 6.97 1.28 2.23 6.46 7.41 2.40 1.73 5.89 6.56 2.60 2.97
差 0.92 差 0.95 差 0.95 差 -0.67 差 0.67 差 0.37

6.05 7.28 1.79 1.54 6.46 7.47 1.27 1.46 6.61 7.16 1.55 1.11
差 1.23 差 -0.26 差 1.01 差 0.19 差 0.56 差 -0.45

R01

R02

R01

R02

R01

R02

②ワインと醸造 ③地球の仕組み

平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散

①クリスタルと超電導 ②ワインと醸造 ③地球の仕組み

平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散

①クリスタルと超電導

①クリスタルと超電導 ②ワインと醸造 ③地球の仕組み

平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散
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(4) アクティブ・ラーニングに対する職員・生徒の調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ＳＳＨ事業に対する生徒の調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ＳＳＨ事業に対する教員及び保護者の調査 
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４．教育課程上に位置づけた課題研究において生徒が取り組んだ研究テーマ一覧

SSⅠα・β SSⅡα SSⅡα

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

1 和音と水の関係性 1 K-popの世界進出戦略 77 日本の敬語文化

2 川の水質について 2 日韓のリメイクドラマから見る2か国の特徴 78 小倉百人一首

3 水の成分と味 3 ディズニー映画に描かれている社会背景について 79 人間関係における長所と短所

4 水のきれいさについて 4 コロナにおける各国の対応 80 おとぎ話とグリム童話

5 メダカの走性について 5 成功する留学とは？ 81 緊張する人と緊張しない人の違い

6 水災害について～地盤沈下の起こり方 6 若者言葉と現代の社会的背景 82 コミュニケーションを効果的に取る方法

7 朝水を飲むメリット 7 R&Bが与えた現代の音楽への影響 83 言葉の広がり方、方言のでき方

8 ワイン用葡萄の相違とワイン醸造 8 日本人留学生の留学先 84 教科書に載る文豪たちの作品の魅力

9 ワイン王国山梨県と他の地方、国の違いについて 9 イギリスのアフタヌーンティーと日本の茶道の違い 85 キャラクタービジネスの強さ

10 廃棄されるぶどうの新たな使い道 10 青年海外協力隊の今後 86 心と脳の関係

11 甲州とボルドー地方の地形と地質の違い 11 本が体に与える影響 87 農作物を売る

12 山梨のワインのすごいところ 12 義務教育の意味 88 占いが当たっているように感じる理由

13 山梨県のワインが愛されている理由 13 保育機関の比較 89 英語の点数の上げ方

14 山梨県のワインと世界のワインの違い 14 環境の変化で子どもが感じる不安 90 どうして児童虐待は起きてしまうのか

15 山梨県のワインと外国のワインの違いと人気の理由 15 精神疾患者にはどのように接するべきか 91 アクセントの平板化の理由と今後

16 ワイン産業の振興 16 教育現場の問題はAIで改善できるのか 92 心地よい看護に必要な条件

17 山梨の伝統文化を持続可能にするには～地場産業の現状とみらい～ 17 保育機関とスマートフォン 93 放射線が体に及ぼす影響

18 山梨の夜空と環境の関係 18 山梨県と他県の教育と環境の差 94 山梨県の訪問看護

19 コロナによる山梨への影響 19 保育士の減少原因について 95 姿勢が体に及ぼす悪影響について

20 富士山のお土産 20 書くことと覚えることの関係性 96 放射線治療がもたらす人体への影響

21 山梨の観光業の抱える課題について 21 視覚・聴覚障害を持った人のコミュニケーションのとり方 97 人を「安心」させるためには何が必要か

22 富士山について 22 教育と貧困 98 眠気の原因と対処法

23 山梨の観光の偏りと交通について 23 災害時の簡単料理 99 足の筋肉のつき方

24 山梨県各地の交通と観光客の関係について 24 糖質を多く含む食品をヘルシーに食べたい 100 香りが心身に与える影響

25 多様な商売の仕方 25 結婚式の理想とお金 101 冷え症の効果的な対策方法

26 農薬との関わり方 26 パーソナルカラーについて 102 食べ物によって長生きすることはできるのか

27 新化する農業経営 27 食事が体に与える影響と関係 103 健康寿命と農業の関係

28 農業と経営との関わり 28 外食チェーン店と個人経営の違い 104 医療におけるコミュニケーションの必要性について

29 現代農業のあり方 29 ストレッチの効果 105 効果的な消毒方法

30 農業の後継者問題について 30 体を大きくするには 106 小児がんの子どもたちが抱える不安

31 富士山噴火 31 体幹トレーニングについて 107 体を柔らかくすることによって得られる効果

32 富士山付近の水質汚染とごみの関係 32 声を出すことの重要性 108 傷病者の搬送時間短縮について

33 富士山の様々な落石の原因 33 プロテインと筋肉量の変化 109 認知症を予防する方法

34 富士山の噴火 34 プロテインを飲むタイミングとその効果 110 理学療法士の必要性

35 富士山の信仰と芸術 35 効率よく体が柔らかくなる方法 111 睡眠がおよぼす体への影響

36 富士山が高い理由 36 筋肥大と筋力アップのトレーニングの効果の出方について 112 山梨県の少子化問題について

37 富士五湖について 37 走り方の本質 113 芸能人の歯がきれいな理由

38 パラシュートの面積と紐の長さ 38 高齢者のスポーツを行う状況 114 尊厳死を終活のひとつにー

39 物体の落下と跳ね返りの高さの関係性 39 テーピングの効果 115 冤罪はなぜ起きるのか

40 発色を比べる 40 運動前の体操の重要性 116 報道の自由のあり方

41 テレビのリモコンについて 41 なぜ海外のスポーツ（ラグビー）選手は体がデカいのか 117 日川高校に使われている消防法令設備

42 実際の声と電話での声の違い 42 筋トレと休息の関係性 118 死刑制度はなくなるべきか

43 色鉛筆～紙と消しゴムの関係～ 43 ウエイト部の筋肉の柔軟性と競技パフォーマンスの関係 119 公訴・時効について

44 グラウンドの水はけの違い 44 遠投力と肩甲骨のストレッチ 120 日本がコロナに対して行った対策とその結果

45 土壌中のバクテリア 45 経済効果を上げるデザインと芸術 121 ＡＥＤの存在

46 マスクの性能 46 好印象を与える構成とは？ 122 日本の新たな政権公約

47 「宿題」の必要性について 47 人の目を引く 123 少年犯罪について

48 ＳｃｈｏｏＭｙと災害対策について 48 医療と工業のがん治療 124 麻薬及び向精神薬の効果について～なぜ手を出してしまうのか～

49 タブレット導入と成績の関係性 49 日川高校の校舎の構造のメリット 125 ＳＮＳと法律について

50 ノートの取り方 50 プログラムの作り方 126 未成年者喫煙防止に向けた社会対策

51 ほめて伸ばす教育〜⽣徒の視点から〜 51 高いデザイン性を持つ住みやすい家をつくるには 127 コロナ禍における中小企業と大企業の影響の差

52 音楽を聴きながらの暗記の効率性 52 iPhoneの充電とケーブルの関係 128 途上国と先進国がお互いに与える影響また経済の動きの違いについて

53 効率の良い勉強法 53 水銀の危険性～人類が使わないことを決めた元素～ 129 シェアリングビジネスの可能性

54 三択クイズの正答率 ～選択肢の色が異なると正答率は変化するのか～ 54 高齢社会における介護用ロボットのメリットとデメリット 130 先進国と日本の経済対策と今後の日本の経済回復

55 宿題と成績の関わり〜何が効率的か〜 55 プログラム言語の新しい可能性～新しいプログラミング化を探る～ 131 景気と給料の関係

56 色彩心理〜色と心の関係〜 56 サイバー犯罪について 132 新型コロナウイルスが経済に与えた影響とテレワーク

57 発展途上国の教育について～inネパール～ 57 人工知能の活用例と今後の課題 133 ＡＩを駆使することから分かる人間の良さ

58 非認知能力の捉え方と変化 58 AIの発展による遊びの変化 134 国内スマホメーカーのシェアを高めるためには

59 勉強のやる気の出し方 59 都市計画を知ろう！ 135 日本経済衰退の原因と改善策

60 テストの点数を上げる勉強方法 60 静かなパルスジェットエンジン 136 コロナによる日本と中国の経済状況

61 山梨県の産業について 61 橋の構造 137 統計から見る山梨の経済

62 外国人の訪問者数とその影響 62 数学と日常の関係 138 オリンピック延期　経済にはどんな影響がある？

63 山梨への移住者 63 ５Gになるとどうなるのか 139 アベノミクスが及ぼした日本経済

64 山梨の交通 64 プラスチックの削減 140 夏の甲子園中止による経済損失

65 企業と人口と環境の相互関係 65 人が惹きつけられるデザイン 141 地元経営者の成功するための秘訣

66 看護師と新型コロナウイルス 66 多くの人に好まれるゲームジャンルと構成 142 東京オリンピックの延期による経済損失

67 がん治療にAIがもたらす影響 67 よりよい発電の方法 143 2025年問題に向けて

68 スポーツと医療従事者の関わり 68 交通事故の発生とその原因 144 ダイエットサプリメントは本当に痩せるのか

69 スポーツの関心と活性化について 69 プログラムの歴史と今の主流 145 フッ素のはたらき

70 スポーツへの関心と運動量の関係について 70 建築と空間 146 虫歯になりにくい歯にするために

71 短距離で早くスタートする方法～スタートダッシュ～ 71 医療と工学によって変化する社会 147 カテキンの可能性

72 手洗いの効果 72 プログラミングの仕組みとその活用 148 ペットフードの謎

73 日本と外国の医療の比較 73 英単語の覚え方 149 肥料が液体か固体かによって植物の成長に違いはでるのか？

74 非認知能力とパフォーマンス向上の関係性 74 時代とともに変化する視聴率の取れるテレビ番組 150 ペットと人間のあり方

75 満腹時と空腹時の体力の違いについて 75 AIとの付き合い方 151 理学 キリンのミッシングリンクについて

76 身近な菌について 76 メディア学を学ぶとどのような職に就けるのか

司
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(4) アクティブ・ラーニングに対する職員・生徒の調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ＳＳＨ事業に対する生徒の調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ＳＳＨ事業に対する教員及び保護者の調査 
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SSⅡβ SSⅢ SSⅢ

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

1 3択クイズの正答率について 59 モモせん孔細菌病の発生のしやすさ 137 100万円の増やし方　　　　　　

2 プログラミングの活用 60 植物と音楽の関係性 138 日高健児と行動経済学

3 音楽のジャンルと暗記の精密性 61 運動後の脈 139 ラウンドアバウトの安全性と日本での実用性

4 警報音の共通点 62 ｢笑い｣がもたらす健康効果 140 富士山付近への観光客数の変化

5 試験管の水面と音の高さの関係 63 気圧の変化が人体に及ぼす影響について 141 なぜ詐欺に騙されるのか

6 効果的な防音方法について 64 長打力につながる筋肉の種類 142 税金について

7 瞬間接着剤を無効化できるのか 65 体重と打球の飛距離の関係性 143 地場産業の発展について

8 桃の花による染色－選択による変色－ 66 ストレッチング・プロテインの筋肉痛の回復における検討 144 コロナウイルスの猛威

9 バナナの日焼けとその防止法 67 デザイン力とは 145 企業スポーツはなぜ必要なのか

10 植物の成長と放電の関係について 68 筋肉痛を早く回復するためには？ 146 プログラミング言語における性能比較

11 地学 夕日の見える条件 69 筋肉痛をなくすために 147 経営問題

12 LGBTの現状と課題について 70 下半身と球速の関係性 148 鉄価格低下の社会に勝つぞ！

13 正しい日本語に対する認識 71 ラグビーボールをより遠くへ投げるための柔軟運動 149 日本の農業と経済貿易

14 身近にある先入観 72 自分もホームランが打ちたい 150 スポーツ自転車はなぜ人気‽

15 感情と表情の関係性 73 ハンドボールにおける連続投球時の球速とコントロールの関係性 151 タピオカを長い間愛される商品にするために

16 出版業界は本当に衰退しているのか 74 肩を強くするためには 152 2020東京オリンピック開催による日本の経済効果

17 To expand "Fair Trade" 75 体育(スポーツ)嫌いと生育環境の関係 153 なぜ種無しスイカは普及しないのか

18 社会 ドラッグストアから見るコロナ禍で消費者が欲しいもの 76 日川高校における部活動をしている理由と充実度・満足度の関係 154 東京ディズニーランドの顧客満足度が高い理由

19 ストレッチが及ぼす影響 77 怪我をしないためにできること 155 玩具業界の動向

20 コロナ禍における地域のつながりと身体活動量 78 スポーツに関わる栄養素と食に関する意識 156 株と企業

21 ラグビーのグラバーキックにおけるボールの軌道について 79 股関節の柔軟性 157 繁盛するお店の作り方

80 野球におけるイップスの原因と改善策 158 投資だけで生活することは出来るのか？

SSⅢ 81 足関節運動の筋力トレーニングが垂直跳びの跳躍高に及ぼす影響 159 現状の日本経済においてのインフレ期待と可能性

分野 研究発表テーマ 82 ストレッチングの筋披露回復 160 マクドナルド劇的復活のなぞ

1 保温型電気ポットの消費 83 関節の柔らかさについて 161 “キャッシュレス決済”の普及について

2 合理的な判断は、全体の利益を高めるのか 84 ストレッチがもたらす影響 162 日本の死刑と無期刑の境目は？

3 甲府盆地にできる帯状の雲について 85 肩甲帯を考慮した投球動作の球速アップ 163 スウェーデンの税制度と福祉制度を日本と比較する

4 桃の花を使用した染色方法と色落ちに関する評価 86 ストレッチが身体に及ぼす影響 164 AIと私たちの生活

5 日常生活の事象を数学化して考える～合理的な判断は全体の利益を高めるのか～ 87 ハンドボールで必要な肩甲骨ストレッチ 165 著作権と音楽アプリ

6 シャープペンシルの芯の折れやすさとその力学的考察 88 ストレッチとトレーニングによる身体への効果 166 アメリカとイランの核問題と日本への影響

7 アントシアニンによるpH指示薬 89 筋肉痛の治る速さの違いについて 167 空き家で地域を活性化

8 水質汚染の原因を探ろう 90 身近にある発がん性物質について 168 アテンションシールの効果について

9 木材の熱の吸収と放出 91 男性看護師の需要について 169 日本の長時間労働改善について

10 ギターの素材の変化による音の違い 92 睡眠の質 170 地域が高齢者にできること

11 クラドニ図形を用いた未知の物質の特定 93 出生前診断について 171 現在の高校生は結婚式を挙げたいと思っているのか。

12 しわをのばすには 94 看護における日本とアメリカの違い 172 県ごとの事故率の差について

13 気温と湿度によって天気は予測できるのか 95 現代のリハビリテーション医療と今後に向けて 173 自衛隊 災害対応の現状

14 マッキーペンの積み立て方による耐風力 96 事故からの復帰 174 福祉系の仕事人の減少について

15 絶滅危惧の生い立ちと深刻化 97 水質汚濁と水の味 175 高齢化が進む日本におけるスポーツの役割

16 どのようにすれば紙飛行機の飛行距離を伸ばすことができるのか 98 児童の英語教育の必要性と身につけるべき力 176 山梨県の犯罪件数～時期や都市によってどのような違いがあるのか～

17 水質汚染 99 教員の労働時間について 177 山梨県の車と事故について

18 法隆寺五重塔の地震に対する強さ 100 効率のいい勉強方法 178 犯罪心理学及び警察について

19 肌と野菜・果物の酸化のつながり 101 教育における行動心理学 179 山梨の火災原因

20 マスクについて 102 アクティブラーニングのメリットとデメリットの検証 180 笛吹市における少子高齢化はどれほど深刻か。

21 チョコレートのファットブルームを防ぐには 103 教員の勤務実態について 181 殺処分の現状と理解度

22 植物と音楽の関係性 104 アクティブラーニング導入のメリット、デメリット実践的課題 182 空港のある都道府県とない都道府県の違い

23 水質汚染の原因を突き止める 105 教育における行動心理学 183 社会における女性像の変化を映画から探す

24 ブルーライトが人間に及ぼす影響 106 教育分野のICT化 184 山梨県・火災の実態

25 水によって作物の品質は変わるのか 107 現代の日本とフィンランドを比較した時の教育の違い 185 「日本一の観光立県を目指すためには」

26 クサグモとコオロギ～音による学習～ 108 教育における行動心理学 186 日川高校周辺の危険調査

27 金属の錆び方について 109 フィンランドと比較した日本の教育 187 山梨市の少子化の現状と対策

28 効率の良い音量の上げ方 110 理想の教師　―年代による理想像の違いー 188 ディズニープリンセスから見る理想の女性像の変化

29 天気による気持ちの変化 111 幼児教育における食育活動の実態と及ぼす影響 189 音楽の提供媒体の変遷

30 エチレンによる品質改良 112 保育無償化による影響について 190 アニメが与える社会への影響

31 人間音声の機械化 113 幼児の男女の違いについ 191 あおり運転と心理

32 電池の減りと温度の関係 114 保育無償化による影響について 192 ペットブームの裏側

33 色彩心理学に基づいた最適なインテリアデザインについて 115 1秒1単語法はなぜいいか 193 山梨の観光公害とその対策

34 山梨とリニアの関係 116 教員の人数の増減とこれからの教員確保 194 日本における持続可能な観光は形成されているのか？

35 河川の木や雑草の伐採 117 童話による教訓について 195 空港のある都道府県とない都道府県の違い

36 物のデザインの今と昔を知り、これからを考える 118 高校英語教育の重要化とこれから 196 日本と他国の犬の殺処分について

37 建設業界の労働者の現状 119 野外教育における協調性とコミュニケーション能力について 197 LGBTに対しての世代間の意識の差について

38 スピーカーをより良い環境で使うには 120 反抗期の関わり方について 198 AI化する日本

39 骨密度による音の速さの違いと周波 121 文理の差は先天的か、後天的か 199 火事の出火原因

40 太陽光エネルギー 122 文系理系の得意不得意は先天的か後天的か 200 色彩・音楽に心理的効果が学習に及ぼす影響

41 テレビの色の表し方について 123 幼児の男女の遊びによる相違について 201 英語と日本語のオノマトペの比較

42 パソコンの速さ 124 日本の英語力から見た児童英語教育の必要性 202 言葉遣いと人間関係形成の関係性

43 色彩・音楽の心理的効果が学習に及ぼす影響 125 学習時における集中力 203 なぜ昔の人々は辞書もなく外国語を翻訳できたのか

44 笛吹市の空き家の現状と課題 126 英語の略語を使って”英語苦手意識を撃退しよう” 204 文学の必要性

45 サザエさんの家をユニバーサルデザイン化する 127 学習遂行時の集中力に及ぼす幼少期の環境について 205 感情と人体の関係性

46 睡眠によって生じる影響について 128 集中力を持続するための条件 206 百人一首を読み解く‐なぜ恋の歌が多いのか‐

47 男子高校生の質の良い睡眠 129 フェアトレードの普及を目指して　　～日本と海外の比較～

48 休息のとりかた 130 英語の必要性 自然科学系部活動

49 手作りクッキーはいつまでサクサク美味しく食べられる？ 131 優れた留学生の戦略的獲得 分野 研究発表テーマ

50 男女のストレスの溜まり方と解消方法の違いの有無 132 東京オリンピック開催にあたっての多言語対応 1 生物

51 日本の健康寿命 133 山梨市在住の外国人の数の推移と職業について 2 地学 山梨市の花崗岩について

52 なぜ日本の健康寿命は世界に比べて長いのか 134 観光における異文化コミュニケーション力の重要性

53 血液型の相性 135 増加する外国人観光客に何ができるか

54 高齢者リハビリテーションの現状と理学療法士の役割 136 水質汚濁と水の味

55 自分に合う色って？

56 コンビニスイーツの特徴・魅力・歴史

57 朝食摂取と睡眠時間による影響

58 絵本の読み聞かせが子供に与える影響
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