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SSH研究事業での成果とⅢ期に向けて 

山梨県立日川高等学校  萩原 章司  
 
 平成２９年度に指定を受けました本校のスーパーサイエンス（SSH）研究事業は、今年
度が第Ⅱ期の最終年度となりました。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を研究開発課題とし、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、課題研究の充実による地域の「知」の拠点の役割の拡大と協調性の向上に
向けて取り組みました。Ⅱ期では、すべての年次に課題研究を取り入れ研究開発の実現を
図っています。課題研究は、地域の産業における課題の解決を目的として地域に密着した
研究に取り組み、その成果を地域に還元できるよう努めています。研究の取り組みについ
て振り返りができるよう１枚ポートフォリオ（OPP）を活用し、取組内容を蓄積すること
で生徒の変容や、各活動の効果を確認しています。デジタル化による一元化を図ることが
今後の課題です。 
全校生徒が課題研究に取り組むことで効果的な教育課程の編成、教材の開発、学校の指

導体制の構築を図ることができました。管理職を含む教職員が得意分野、専門分野につい
て登録し、個別研究等で担当者以外にアドバイスを受けることができる「ちえぶくろ」シ
ステムの構築は、全校体制の基盤となっています。 
Ⅱ期では生徒に身につけさせたい資質・能力を１０項目（１０スキル）に整理し、実施
する事業の目的と１０スキルとの関係を示すことで、生徒の自己評価、教員評価に活用し
ています。課題研究を拡大したことで多様な研究内容となり、新規の研究や研究数が増加
しました。このことは生徒相互の刺激となり、研究の質の向上に寄与していると考えます。
昨年度（R２年度）の大学入試において、AO・総合型入試での合格者数が過去最大となる
など、課題研究を拡大した成果が表れています。３年間の探究活動での取り組んだ成果を
生かせることから、多くの生徒がこの方式により出願し、入試に臨んでいます。 

SSH での取組を社会や地域に還元する一環として、毎年、小学生科学実験講座「サイエ
ンスステップ」を開催しています。今年度９年目を迎えた本講座は、参加した小学生や保
護者からも好評を博しており、開催を楽しみにしている小学生も増えています。これまで
参加した児童の３７名、アシスタントとして参加した生徒１０名が本講座を契機として入
学しています。事業を継続している効果が表れていると思いますし、地域からの期待に応
えるべく本事業をさらに進化させていきたいと考えております。 
山梨県では令和元年度に「山梨県教育振興基本計画」が策定されました。その中には
「理数教育の充実」が施策の柱の一つとして位置づけられています。日常生活と社会と授
業との関連づけ、身近にある科学に気付かせことにより、学ぶ意欲や関心を高めることと
しています。振興計画で示されています理数教育の充実は、本校がこれまでに取り組んで
きた活動そのものであり、山梨の理数教育をリードするものであると思われます。また、
地域と協働した研究は、地域の活性化にも資するものと考えます。 

SSH 研究事業は、本校の教育活動の基軸であり、資質・能力の育成に資する事業である
ことから継続して取り組んで参りたいと考えております。また、２期目の研究開発と成果
を踏まえ、さらに地域との連携を深化させたいと考え、次年度からの３期の指定を申請し
ております。あらためて、本校のＳＳＨを支援してくださいます関係の皆様に感謝し、巻
頭の挨拶とさせていただきます。 
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別紙様式１－１ 
山梨県立日川高等学校 指定第Ⅱ期目 29～03 

 
❶令和３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。「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３年度実施規模  

 

 ④ 研究開発の内容  
○研究開発計画 

第 1 期 

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 Ｓ
Ｓ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 2 期 

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 
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 5年次 

(今年度) 

中間評価をふまえ，ＳＳＨ事業Ⅱ期目 5 年間の検証・総括を行った上で，関係者
の指導・助言を仰ぎながら，本校の教育活動の方向性について検討を進めた。 
生徒に身につけさせたい資質・能力をはかるために，１０スキルルーブリックを
作成し，ルーブリックを使用した評価を行った。 
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○教育課程上の特例 

 
○令和３年度の教育課程の内容のうち特徴的な事項 

 
○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，８つの分野におけるグループでの調査，分析，実験等を経
て「SSH 研究発表会」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」（年間３回）,「フェロー講演会」（年間２回）,「KLB 校交流発表会」を実施し，
科学的リテラシーならびに国際性の向上を図った。 
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，または個人でテーマ設定および探究活動を行
った。「中間発表会」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３回），「フェロー講演会」（年間 2 回），「KLB 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（筑波研究
学園都市），Ⅱ（富山県・新潟県），Ⅲ（国立天文台・科学技術館），Ⅳ（福島県）を行った。 
⑦課題研究校外発表 
 課題研究の成果をＳＳＨ生徒研究発表会，生徒の自然科学研究発表会（山梨県芸術文化祭自然
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科学部門），ガールズサイエンスカフェ 2021 等で発表した。 
⑧校外事業参加 
 地学オリンピック，科学地理オリンピック予選，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 
 コロナ禍ではあったが，募集人数を減らし，本校中庭・１階大会議室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。また、今年度は文系の研究班のブースも作
り、多様な内容の講座を開講することができた。 
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。また，サイエンスラボⅡは、東京大学・モナーシュ大学・
雲南大学の講師とオンラインでつながり，リモートでの講演会を実施した。 
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。１年次生を対
象として青年海外協力隊やＳＤＧｓに関わる講演会，全校生徒を対象として医療・保健分野の講
演会を実施した。 
④KLB 校交流発表会 
 「ＳＳⅠβ」「ＳＳⅡβ」の中で，英国の姉妹校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。また，山梨県教育委員会主催の「キャリア教育事業・総合的な探究の時間 研究指定校実
践発表会」において，本校の第Ⅱ期の研究開発の成果と課題について，紹介・報告した。 

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・探求心」「理解す
る力・知識を活用する力」「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「課題発見力」の向上が顕著であった。 
②ＳＳⅡα・ＳＳⅡβ 

研究の進め方，研究の分析方法などのポイント集を作成し，より具体的に研究の進め方等につ
いて生徒に伝えたことにより，生徒が自ら研究計画をたて，実践し，発表するという流れを身に
付けることができた。生徒の興味関心に対応した班編成とし，研究内容の多様化を図り，実践す
ることができた。 
③ＳＳⅢ 

全校体制でＳＳⅢの論文指導を行い，生徒は分野担当以外の教員からの客観的なアドバイスを
得ることができ，研究を再構成する機会となった。全生徒が個人研究を行い，自ら考えて取り組
んだため，昨年のＳＳⅡに比較して「主体性」が向上した。 
④フェロー講演会 

外国人研究者の講義に参加することで，科学や語学，課題研究への動機づけに作用した。講義
後の質疑応答では，講義内容に関する内容・出身国・研究職についてなど，多岐に渡る多くの質
問が生徒から出て，貴重な情報交換の場となった。 
⑤ＳＳを付した理系科目 

生徒実験では，実験目的やそれぞれの操作の理由を考えさせる取り組みや実験結果や考察をま
とめて発表させる取り組みを入れたことで，生徒の主体性や表現力が身についた。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，「理解する力・知識の活用」や「協調性・社会
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科学部門），ガールズサイエンスカフェ 2021 等で発表した。 
⑧校外事業参加 
 地学オリンピック，科学地理オリンピック予選，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 
 コロナ禍ではあったが，募集人数を減らし，本校中庭・１階大会議室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。また、今年度は文系の研究班のブースも作
り、多様な内容の講座を開講することができた。 
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。また，サイエンスラボⅡは、東京大学・モナーシュ大学・
雲南大学の講師とオンラインでつながり，リモートでの講演会を実施した。 
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。１年次生を対
象として青年海外協力隊やＳＤＧｓに関わる講演会，全校生徒を対象として医療・保健分野の講
演会を実施した。 
④KLB 校交流発表会 
 「ＳＳⅠβ」「ＳＳⅡβ」の中で，英国の姉妹校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。また，山梨県教育委員会主催の「キャリア教育事業・総合的な探究の時間 研究指定校実
践発表会」において，本校の第Ⅱ期の研究開発の成果と課題について，紹介・報告した。 

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・探求心」「理解す
る力・知識を活用する力」「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「課題発見力」の向上が顕著であった。 
②ＳＳⅡα・ＳＳⅡβ 

研究の進め方，研究の分析方法などのポイント集を作成し，より具体的に研究の進め方等につ
いて生徒に伝えたことにより，生徒が自ら研究計画をたて，実践し，発表するという流れを身に
付けることができた。生徒の興味関心に対応した班編成とし，研究内容の多様化を図り，実践す
ることができた。 
③ＳＳⅢ 

全校体制でＳＳⅢの論文指導を行い，生徒は分野担当以外の教員からの客観的なアドバイスを
得ることができ，研究を再構成する機会となった。全生徒が個人研究を行い，自ら考えて取り組
んだため，昨年のＳＳⅡに比較して「主体性」が向上した。 
④フェロー講演会 

外国人研究者の講義に参加することで，科学や語学，課題研究への動機づけに作用した。講義
後の質疑応答では，講義内容に関する内容・出身国・研究職についてなど，多岐に渡る多くの質
問が生徒から出て，貴重な情報交換の場となった。 
⑤ＳＳを付した理系科目 

生徒実験では，実験目的やそれぞれの操作の理由を考えさせる取り組みや実験結果や考察をま
とめて発表させる取り組みを入れたことで，生徒の主体性や表現力が身についた。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，「理解する力・知識の活用」や「協調性・社会
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性」の向上がみられた。昨年に引き続き，ＩＣＴを活用した授業を実施し，「授業に集中できる」
と答えた生徒の割合が上昇した。 

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。夜
間研修において学習内容のプレゼンテーションを行うことで，知識が定着し，ツアー全体を有意
義であるという生徒が多くなった。 
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。ＳＳＨ生徒研究発表会では奨励賞，生徒の自然科学研究発表会では芸術文化祭賞なら
びに山梨科学アカデミー賞を受賞した。また，第 6 回大村智自然科学賞を受賞した。 
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求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 

生徒は，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校においても，複数の授業で本校生
徒のプレゼンテーションを視聴し，交流を深めることができた。 
○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 
 「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 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 
 中間評価でも指摘を受けた地域との積極的な連携は，従来からある山梨大学との連携協定に加
え，令和３年度より地元のワイナリーや勝沼ワイン協会，県産業技術センター等と進めている。
また，令和４年度からはマイスターハイスクールである農林高校と連携して研究を進める計画が
ある。このことは，課題研究の質の向上，さらには地域全体の科学的リテラシーの向上や生徒の
地域社会への関心につながると考える。 

 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，首都圏から招聘予定の講師の都合上，科学技術講演会の
うち 1 回とフェロー講演会のうち２回の講演会，サイエンスラボⅡ（東京大学研修）の合計４回の
講演会においては，ＺｏｏｍやＴｅａｍｓなどのオンラインでの実施となった。 

サイエンスツアーⅠ～Ⅳについては，筑波・富山・東京・福島など，広い地域での実施となった
が，すべて予定通り行うことができた。 

サイエンスジャンプについては，本校のオープンスクールと同時開催としているが，オープンス
クールが中止となったため，実施することができなかった。 
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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，地域に学びの場を

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 全員≫  

【第１段階】 

山梨に在住しながら,これまで無自覚であった本県の特色や現状・課題について，基礎的な知識を獲

得させるため,今年度「ＳＳⅠα」を担当する教員 8名が,まず様々な分野における「山梨」についての

プレゼンテーションを実施した。生徒は,異なる視点から「山梨」にアプローチできることを実感し,初期段

階としての興味・関心を掘り起こした。その後,８分野（「水資源」，「地場産業」，「富士山」，「観光」，「農

業・農産物」，「リニア・工業」，「教育・司法・行政・経済」，「スポーツ科学・医療福祉」）に分かれて,グル

ープで課題を考え，ミニポスターにまとめ,発表・意見交換を行い，今後の課題研究の流れを初めて経験

した。 

【第２段階】 

「職業人による講演会①」では，経済産業省関東経済産業局の REASAS 担当者より,データの扱いや 

読み取りについて学び,他との対比によってはじめて見えるものがあることを知った。また,先入観や一般

的な通説・印象などに左右されることなく,分析・考察するためには,数値による説得力が重要であること

にも気づかされた。様々なデータから山梨を検証することが可能であることを確認した後,各分野に分か

れ，研究のテーマや方法について検討した。  

「研究の進め方講演会」では山梨大学より,「そもそも研究とは何か」「何のために研究するのか」につ

いて学び,自分の進めようとしている研究のテーマや目的・仮説を客観視することの意義を知った上で,

今後の課題研究の目指すところを意識付けることができた。 

「職業人と語る」では,各分野の専門家を招聘し,「日本の中の山梨」であると同時に,「世界の中の山

梨」でもあることも学んだ。また,各分野の先端的な研究・開発の現状や課題についても伺い,座談会形

式での活発な質疑応答により,これまでグループで探究してきたことを更に深化させることができた。 
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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 全員≫  

【第１段階】 

山梨に在住しながら,これまで無自覚であった本県の特色や現状・課題について，基礎的な知識を獲

得させるため,今年度「ＳＳⅠα」を担当する教員 8名が,まず様々な分野における「山梨」についての

プレゼンテーションを実施した。生徒は,異なる視点から「山梨」にアプローチできることを実感し,初期段

階としての興味・関心を掘り起こした。その後,８分野（「水資源」，「地場産業」，「富士山」，「観光」，「農

業・農産物」，「リニア・工業」，「教育・司法・行政・経済」，「スポーツ科学・医療福祉」）に分かれて,グル

ープで課題を考え，ミニポスターにまとめ,発表・意見交換を行い，今後の課題研究の流れを初めて経験

した。 

【第２段階】 

「職業人による講演会①」では，経済産業省関東経済産業局の REASAS 担当者より,データの扱いや 

読み取りについて学び,他との対比によってはじめて見えるものがあることを知った。また,先入観や一般

的な通説・印象などに左右されることなく,分析・考察するためには,数値による説得力が重要であること

にも気づかされた。様々なデータから山梨を検証することが可能であることを確認した後,各分野に分か

れ，研究のテーマや方法について検討した。  

「研究の進め方講演会」では山梨大学より,「そもそも研究とは何か」「何のために研究するのか」につ

いて学び,自分の進めようとしている研究のテーマや目的・仮説を客観視することの意義を知った上で,

今後の課題研究の目指すところを意識付けることができた。 

「職業人と語る」では,各分野の専門家を招聘し,「日本の中の山梨」であると同時に,「世界の中の山

梨」でもあることも学んだ。また,各分野の先端的な研究・開発の現状や課題についても伺い,座談会形

式での活発な質疑応答により,これまでグループで探究してきたことを更に深化させることができた。 
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また「職業人による講演会②」では、山梨県産業技術センターの主幹研究員より,本県の地場産業で

あるハタオリ（機織）産業を研究職として支援されてきた経験を伺い,高い専門性や研究成果に裏打ちさ

れた先進的な技術によって,伝統産業の復興や後継者の養成・地域の活性化にも貢献できることを学

んだ。 

更に「職場見学」では,各分野の特徴的な企業や公共施設などを見学し,現場での質疑応答を通し

て,自分たちの身近に国内トップレベルの専門的な知識・技術を有して,世界へ挑む人々がいることを

知った。これらの活動を経て,現在の山梨や日本が抱える新たな課題を見出そうとする意欲が喚起さ

れ,今後の研究に繋げる契機とすることができた。 

【第３段階】 

「プレゼンテーション講演会」では山梨大学より講師を招き,研究成果を発表する際の工夫について

学んだ。同じ成果であっても,データの扱い方や発表時の表現方法によって伝わり方に差異が生じるこ

とや,場合によっては誤解を招きかねないこと等を,講師自身が学会発表の経験を踏まえて講義され

た。生徒は年度末の発表に向けて,研究内容をまとめる際の示唆を受けた。  

「職業人に語る」においては,グループで研究を続けてきた成果を発表し,研究の進め方やまとめ方，

プレゼンテーションの方法について，各分野の専門家から講評をいただく予定であった。しかしながら,

コロナ禍による山梨県知事の特別協力要請を受け,分散登校となり実施を断念せざるを得なかった。そ

のため,年度末の SSH研究発表会に「職業人に語る」に来校予定であった専門家を招くことになった。 

「SSH 研究発表会」は各グループで作成したポスターを掲示し,ポスターセッション形式で発表する。

質疑応答により,生徒たちは現段階での評価を受け,不十分な部分にも気づかされ,次年度に向けて更

に研究を深めていく意義を学んでいく。 

 

≪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。 

  

 

(2) 方法 

 

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

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 

4 
19 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ＳＳⅠ担当教員 SSⅠの意義と目的，年間の予定を確認する 

26 研究のｺﾞｰﾙを知ろう ＳＳⅠ担当教員 先輩の研究（前年度のポスター）を見学し、気付きをまとめる 

5 

10 問題を多面的に捉えよう① ＳＳⅠ担当教員 担当教員による「山梨」についてのプレゼンテーション① 

17 問題を多面的に捉えよう② ＳＳⅠ担当教員 担当教員による「山梨」についてのプレゼンテーション➁ 

31 ミニポスターを作ろう① ＳＳⅠ担当教員 グループ活動により、調べたことを踏まえてミニポスターを作成① 

6 

7 ミニポスターを作ろう① ＳＳⅠ担当教員 グループ活動により、調べたことを踏まえてミニポスターを作成➁ 

14 ミニポスターを作ろう③ ＳＳⅠ担当教員 グループ活動により、調べたことを踏まえてミニポスターを作成③ 

21 職業人による講演会① 前田謙幸氏(経済産業省

関東経済産業局) 
「『REASAS』の活用で山梨を科学する」 

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 全員≫  

【第１段階】 

山梨に在住しながら,これまで無自覚であった本県の特色や現状・課題について，基礎的な知識を獲

得させるため,今年度「ＳＳⅠα」を担当する教員 8名が,まず様々な分野における「山梨」についての

プレゼンテーションを実施した。生徒は,異なる視点から「山梨」にアプローチできることを実感し,初期段

階としての興味・関心を掘り起こした。その後,８分野（「水資源」，「地場産業」，「富士山」，「観光」，「農

業・農産物」，「リニア・工業」，「教育・司法・行政・経済」，「スポーツ科学・医療福祉」）に分かれて,グル

ープで課題を考え，ミニポスターにまとめ,発表・意見交換を行い，今後の課題研究の流れを初めて経験

した。 

【第２段階】 

「職業人による講演会①」では，経済産業省関東経済産業局の REASAS 担当者より,データの扱いや 

読み取りについて学び,他との対比によってはじめて見えるものがあることを知った。また,先入観や一般

的な通説・印象などに左右されることなく,分析・考察するためには,数値による説得力が重要であること

にも気づかされた。様々なデータから山梨を検証することが可能であることを確認した後,各分野に分か

れ，研究のテーマや方法について検討した。  

「研究の進め方講演会」では山梨大学より,「そもそも研究とは何か」「何のために研究するのか」につ

いて学び,自分の進めようとしている研究のテーマや目的・仮説を客観視することの意義を知った上で,

今後の課題研究の目指すところを意識付けることができた。 

「職業人と語る」では,各分野の専門家を招聘し,「日本の中の山梨」であると同時に,「世界の中の山

梨」でもあることも学んだ。また,各分野の先端的な研究・開発の現状や課題についても伺い,座談会形

式での活発な質疑応答により,これまでグループで探究してきたことを更に深化させることができた。 
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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・目的」，「活動のつながり」を意識させることができた。また，生まれ育った山梨について多

角的なアプローチが可能であることを，まず教員によるプレゼンテーションから理解させ,その後

28 ミニポスター発表会 ＳＳⅠ担当教員 各分野でポスターを提示して、発表する（質疑応答） 

7 
12 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 

19 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➁ 

8 23 課題研究① ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う① 

9 

6 課題研究➁ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う➁ 

13 研究の進め方講演会 松本 潔氏 （山梨大学） 研究の進め方について、講演を聴講する 

29 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 

4 職業人と語る（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 来校予定者の専門分野や、過去の活動・研究の内容を学ぶ 

11 職業人と語る 
各分野の職業人・ＳＳ

Ⅰ担当教員 
各分野で専門家を招聘し、座談会形式により視野を広げる  

18 課題研究③ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う③ 

25 職業人による講演会② 五十嵐哲也氏（山梨県産

業技術センター） 
「ハタオリ産業を支援する技術開発と情報発信」 

11 

1 課題研究④ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う④ 

8 プレゼンテーション講演会 岡村美好氏 （山梨大学） パワーポイントやポスターによる効果的な発表方法について学ぶ 

15 職場見学（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 
研究の進捗状況を踏まえ、現地で確認・質問する内容を整理す

る 

17 職場見学 ＳＳⅠ担当教員 現地で確認・質問し、学んだことを記録する 

22 課題研究⑤ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う⑤ 

12 
6 課題研究⑥ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う⑥ 

13 課題研究⑦ ＳＳⅠ担当教員 プレゼンテーション資料の作成 

1 
17 職業人に語る（プレ発表） ＳＳⅠ担当教員 各分野で発表会を行い，質疑を交わす 

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

2 
7 職業人に語る （中止） 

各分野の職業人・ＳＳ

Ⅰ担当教員 
職業人に向けてプレゼンテーションを行い，アドバイスを受ける 

14 SSH研究発表会（準備①） ＳＳⅠ担当教員 職業人からのアドバイスを踏まえての内容修正・ポスター作成 

3 
14 SSH研究発表会（準備➁） ＳＳⅠ担当教員 ポスター作成・発表会の準備を行う 

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 

月 日 ＳＳⅠβ（木７校時） 講師 演題または内容 

4 15 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 

5 

6 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

13 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

20 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

6 

3 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

17 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

24 山梨を知る講演会① 岸本宗和氏（山梨大学） ワインの醸造と微生物 

7 8 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

9 

2 山梨を知る講演会② 輿水達司氏（山梨県立大

学） 

身近な自然から宇宙や地球の仕組みを探る－ミクロ・マクロ・時

間スケールで－ 

9 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

16 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

10 

7 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

14 フェロー① Dr. Islam HAMIM Plant Viruses 

21 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

28 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

11 

11 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

18 サイエンスアカデミー 岸本宗和氏（本校 OB） 青年海外協力隊の経験を通して見える SDGs 

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

12 9 山梨を知る講演会③ 田中功氏（山梨大学） クリスタルと超電導 

1 
20 ＳＳⅠβまとめ SSH担当教員 １年間のまとめ 

27 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

2 

3 フェロー②事前学習 SSH担当教員 フェロー講演会の事前指導 

10 フェロー② 
Dr.Ruben PEREZ 

RAMON 
How can phonetics help us daily? 

3 

10 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

17 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

24 ＳＳⅡ準備 SSH担当教員 次年度の研究について 



18

 

 

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・目的」，「活動のつながり」を意識させることができた。また，生まれ育った山梨について多

角的なアプローチが可能であることを，まず教員によるプレゼンテーションから理解させ,その後

28 ミニポスター発表会 ＳＳⅠ担当教員 各分野でポスターを提示して、発表する（質疑応答） 

7 
12 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 

19 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➁ 

8 23 課題研究① ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う① 

9 

6 課題研究➁ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う➁ 

13 研究の進め方講演会 松本 潔氏 （山梨大学） 研究の進め方について、講演を聴講する 

29 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 

4 職業人と語る（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 来校予定者の専門分野や、過去の活動・研究の内容を学ぶ 

11 職業人と語る 
各分野の職業人・ＳＳ

Ⅰ担当教員 
各分野で専門家を招聘し、座談会形式により視野を広げる  

18 課題研究③ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う③ 

25 職業人による講演会② 五十嵐哲也氏（山梨県産

業技術センター） 
「ハタオリ産業を支援する技術開発と情報発信」 

11 

1 課題研究④ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う④ 

8 プレゼンテーション講演会 岡村美好氏 （山梨大学） パワーポイントやポスターによる効果的な発表方法について学ぶ 

15 職場見学（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 
研究の進捗状況を踏まえ、現地で確認・質問する内容を整理す

る 

17 職場見学 ＳＳⅠ担当教員 現地で確認・質問し、学んだことを記録する 

22 課題研究⑤ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う⑤ 

12 
6 課題研究⑥ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う⑥ 

13 課題研究⑦ ＳＳⅠ担当教員 プレゼンテーション資料の作成 

1 
17 職業人に語る（プレ発表） ＳＳⅠ担当教員 各分野で発表会を行い，質疑を交わす 

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

2 
7 職業人に語る （中止） 

各分野の職業人・ＳＳ

Ⅰ担当教員 
職業人に向けてプレゼンテーションを行い，アドバイスを受ける 

14 SSH研究発表会（準備①） ＳＳⅠ担当教員 職業人からのアドバイスを踏まえての内容修正・ポスター作成 

3 
14 SSH研究発表会（準備➁） ＳＳⅠ担当教員 ポスター作成・発表会の準備を行う 

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 

月 日 ＳＳⅠβ（木７校時） 講師 演題または内容 

4 15 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 

5 

6 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

13 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

20 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

6 

3 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

17 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

24 山梨を知る講演会① 岸本宗和氏（山梨大学） ワインの醸造と微生物 

7 8 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

9 

2 山梨を知る講演会② 輿水達司氏（山梨県立大

学） 

身近な自然から宇宙や地球の仕組みを探る－ミクロ・マクロ・時

間スケールで－ 

9 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

16 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

10 

7 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

14 フェロー① Dr. Islam HAMIM Plant Viruses 

21 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

28 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

11 

11 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

18 サイエンスアカデミー 岸本宗和氏（本校 OB） 青年海外協力隊の経験を通して見える SDGs 

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

12 9 山梨を知る講演会③ 田中功氏（山梨大学） クリスタルと超電導 

1 
20 ＳＳⅠβまとめ SSH担当教員 １年間のまとめ 

27 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

2 

3 フェロー②事前学習 SSH担当教員 フェロー講演会の事前指導 

10 フェロー② 
Dr.Ruben PEREZ 

RAMON 
How can phonetics help us daily? 

3 

10 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

17 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

24 ＳＳⅡ準備 SSH担当教員 次年度の研究について 

19

の分野選択に繋げるという流れがスムーズで

あった。 
また,今年度は講演会の講師選定から見直し

を行い,まずREASASの活用やデータの分析方
法,異なる視点に立つことで新たなものが見え
ることを学んだ。更に,地場産業を技術開発や情
報発信で支援している研究員を講師に招聘し

た。いずれも生徒たちにとって刺激的であった

ことがポートフォリオや事後アンケートから

もうかがえる。「山梨を科学する」という壮大な

テーマとはいえ，職場見学を経て,身近なところ
から「山梨」の枠を超えて「世界」へ挑む分野

で活躍する人々の存在は,生徒たちの将来に対
する大きな示唆となり得た。また,生徒の変容や
各活動の効果を,生徒同士,生徒と教員,教員間で
も共有できていることは,次年度に研究を継続・
深化させていく際に重要だと言える。 
アンケート結果では,「学びに向かう力・探求
心」「理解する力・知識を活用する力」について

昨年度より「大変向上した」と答える生徒が増加しており,特に「課題発見力」の向上は,課題研究
の根幹となる力であるだけに,大きな成果と考えられる。 

 ＳＳⅠβの課題研究において，一昨年度から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。以前までは２種類の研究をしなければならなかったが，１つの研究にかける

時間が増加したことに加え，αとβ，それぞれのＳＳＨ担当教員が同一研究について助言をする

ため，生徒は多角的に研究にアプローチすることが可能となった。３回行われた「山梨を知る講

演会」においては，自己の変遷を意識させるため，講演会の事前と事後で身につけさせたい資質・

能力に関する同一項目の自己評価を行わせた。いずれの講演会においても，ほとんどの項目にお

いて自己評価の向上が認められる。また，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。 

(2) 課題 
 ＳＳⅠαは,各分野の担当教員が生徒個々・グループに目を行き届かせるように努めており,こ

れは分野別であるからこそ可能な体制であるが,同分野であっても課題研究の対象・テーマ・アプ

ローチは多岐にわたっている。そのため担当教員にも予め,或いは生徒と共に,深掘りしていくこ

とが求められる。初めて担当する教員は前年度の資料等を参照するものの,生徒の研究テーマは異

なるため,やはり指導に向けての準備時間の確保が必要になる。また,各講演会は講師の都合によ

って実施日も左右される上,コロナ禍での日程変更も度々起こったため,生徒が課題研究や発表準

備に取り組む時間が寸断されることもあった。来年度にコロナ禍が収束すれば問題は減るが,じっ

くりと,より腰を据えて実験や研究に向き合えるよう,余裕をもった年間計画にする必要がある。 

また,昨年度のアンケートでも評価が低い「国際性」については,その定義自体を生徒が十分に理解
していないことも考えられるので,次年度は改善したい。 
 ＳＳＨコースのＳＳⅠβにおいて，前述のとおりαとβで同一の研究をすることが可能となっ

た。しかし，βにおいて２年次との共同研究を行っているグループにとっては，1年次のみで研究
や発表を行うαの実施方法について課題が残る。「山梨を知る講演会」について，事前・事後アン

ケート共によい結果が出ており，生徒たちが大いに刺激を受けている様子が見受けられる。一部

生徒ではあるが，講演会内容を参考に自分たちの課題研究の手法を改善するなど，講演会と課題

研究が有機的につながってきている様子も見受けられる。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。 

 

 

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・目的」，「活動のつながり」を意識させることができた。また，生まれ育った山梨について多

角的なアプローチが可能であることを，まず教員によるプレゼンテーションから理解させ,その後

28 ミニポスター発表会 ＳＳⅠ担当教員 各分野でポスターを提示して、発表する（質疑応答） 

7 
12 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 

19 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➁ 

8 23 課題研究① ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う① 

9 

6 課題研究➁ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う➁ 

13 研究の進め方講演会 松本 潔氏 （山梨大学） 研究の進め方について、講演を聴講する 

29 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 

4 職業人と語る（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 来校予定者の専門分野や、過去の活動・研究の内容を学ぶ 

11 職業人と語る 
各分野の職業人・ＳＳ

Ⅰ担当教員 
各分野で専門家を招聘し、座談会形式により視野を広げる  

18 課題研究③ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う③ 

25 職業人による講演会② 五十嵐哲也氏（山梨県産

業技術センター） 
「ハタオリ産業を支援する技術開発と情報発信」 

11 

1 課題研究④ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う④ 

8 プレゼンテーション講演会 岡村美好氏 （山梨大学） パワーポイントやポスターによる効果的な発表方法について学ぶ 

15 職場見学（事前指導） ＳＳⅠ担当教員 
研究の進捗状況を踏まえ、現地で確認・質問する内容を整理す

る 

17 職場見学 ＳＳⅠ担当教員 現地で確認・質問し、学んだことを記録する 

22 課題研究⑤ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う⑤ 

12 
6 課題研究⑥ ＳＳⅠ担当教員 調査・実験・情報収集を行う⑥ 

13 課題研究⑦ ＳＳⅠ担当教員 プレゼンテーション資料の作成 

1 
17 職業人に語る（プレ発表） ＳＳⅠ担当教員 各分野で発表会を行い，質疑を交わす 

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

2 
7 職業人に語る （中止） 

各分野の職業人・ＳＳ

Ⅰ担当教員 
職業人に向けてプレゼンテーションを行い，アドバイスを受ける 

14 SSH研究発表会（準備①） ＳＳⅠ担当教員 職業人からのアドバイスを踏まえての内容修正・ポスター作成 

3 
14 SSH研究発表会（準備➁） ＳＳⅠ担当教員 ポスター作成・発表会の準備を行う 

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 

月 日 ＳＳⅠβ（木７校時） 講師 演題または内容 

4 15 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 

5 

6 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

13 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 
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6 
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10 
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11 
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2 
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How can phonetics help us daily? 

3 
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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。今年度は分散登校等の影響
によりオープンキャンパスや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，コロナ禍ではあるが，
英国ＫＬＢ校とのオンライン英語交流会を行い，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。「1 年次生との課題研究」は，生徒の興味関心や進路希望により各分野に分かれ，異年次
混合のグループにて研究を行う。「課題研究」は，グループ毎の課題研究であり，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，科学オリンピックや論理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 

 
３．実施内容（概要，次ページ） 
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令和３年度 ＳＳⅡα 年間予定 

令和３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 

4 

13 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 

20 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 

27 学問分野決定 ＳＳⅡ担当教員 探究する学問分野の決定 

5 
11 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 

18 学問・大学学部調査準備② ＳＳⅡ担当教員 学問・大学学部調査の準備をする 

6 

1 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し、仮テーマを設定する。 

8 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 

15 課題を発見しよう③ ＳＳⅡ担当教員 コラムの記事から課題を発見し、意見文を書く 

22 仮テーマ決定 ＳＳⅡ担当教員 課題研究の仮テーマを決定する 

29 先行研究調査 ＳＳⅡ担当教員 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える 

7 
6 学部学科研究① OB（大学生） OB（大学院 1年生）による講話 

20 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 

8 
24 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 

31 課題研究① ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

9 

14 課題研究② ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

22 課題研究③ ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

28 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 

29 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 

5 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 

12 課題研究④ ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

19 SDGｓについて OB（大学生） SDGｓについての講演会を聞く 

26 課題研究⑤ ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

11 
2 課題研究⑥ ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

9 学部学科研究② OB（大学生） OB（大学 1・2年生）講話 

12 
7 課題研究⑦ ＳＳⅡ担当教員 調査・実験・情報収集を行う 

14 学部学科研究③ 7大学 12分野 大学教員による授業 

1 

11 課題研究⑧ ＳＳⅡ担当教員 ポスターを完成させる（一次） 

18 プレゼンテーション講演会 酒井優（山梨大） プレゼンテーション講演会を聞く 

25 ポスター改善 ＳＳⅡ担当教員 ポスターの改善修正を行う 

2 
8 分野別発表会 ＳＳⅡ担当教員 分野内で発表会を行う 

15 ポスター改善 ＳＳⅡ担当教員 ポスターの改善を行う 

3 

8 ポスター改善 ＳＳⅡ担当教員 ポスターを完成させる（二次） 

15 SSH研究発表会準備 ＳＳⅡ担当教員 課題研究の発表準備 

16 SSH研究発表会 ＳＳⅡ担当教員 課題研究について全員が発表する 

23 SSⅡまとめ ＳＳⅡ担当教員 １年間の成果についてふり返る 

月 日 ＳＳⅡβ（木７校時） 講師 演題または内容 

4 15 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 

5 

6 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

13 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

20 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

6 

3 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

10 科学技術講演会① 山梨県子どものこころサポートプラザ相原正男 センター長 脳科学よりみた心の発達 

17 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

7 8 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

8 26 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

9 

2 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

9 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

16 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

10 

7 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

14 フェロー① Dr. Islam HAMIM Plant Viruses 

21 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

28 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～生物の知能から自然と調和する科学技術をつくる 

11 
11 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

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

1 

13 科学技術講演会③ 国立天文台 渡部 潤一 副台長 はやぶさからはやぶさ２へ－日本の小惑星探査－ 

20 ＳＳⅠβまとめ SSH担当教員 １年間のまとめ 

27 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

2 
3 ＳＳ英語（フェロー前） SSH担当教員 フェロー講演会の事前指導 

10 フェロー② Dr. Ruben PEREZ RAMON How can phonetics help us daily ? 

3 
17 課題研究 SSH担当教員 各研究グループでの研究 

24 ＳＳⅢ準備 SSH担当教員 次年度の研究について 
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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 
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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，科学オリンピックや論理系コンテストで力試しをする。 
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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 

 
３．実施内容（概要，次ページ） 
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4.成果と課題 

（１）成果 
 アンケートの
結果から多くの
資質・能力が向
上したと生徒は
感じている。昨
年度のアンケー
トと比較しても
ほぼ同様の結果
となっている。
昨年度の２年次
と比較すると協
調性・社会性の
部分がやや肯定
的な意見が減少
しているが、こ
れは課題研究に複数の人数で取り組むのではなく、個人での研究
が増えたことに起因すると考えられる。また、生徒の感想からテ
キストマイニングの手法で分析した結果を分析した。多くの生徒
が主体性に関する反省をしている。そのうえで、その資質を身に
付けるうえで役立った取り組みは課題研究への取り組みであると
自覚しており、SSⅡαの活動が生きているとわかった。加えて今
年度はワークシートにも工夫をした。研究の進め方、研究の分析
方法、プレゼンテーションの方法やポイントをより具体的に生徒
に伝えたことにより、自分の興味関心に基づいて、自ら研究計画
をたて、実践し、発表するという流れを身に付けさせることがで
きたと感じている。また、これらの内容を将来に生かそうという
感想も多くみられた。 

・「SSⅡの活動を活かして課題があったら自ら積極的に動き、その問題を分析して、解決を目指してい
く。また、一人でできないことはだれかと協力して対処していきたい。」 

・「研究でも社会にでても、自分の言葉で、人に伝えることがとても大事だと感じた。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究計画書を書こう  統計データを活用しよう  社会科学の研究手法  アンケートの取り方 

参考 巻末資料４ 

 

ＳＳＨコースの SSⅡβにおいては，例年文系生徒や理系生物選択生徒に配慮して，講演内容や講師の
選定を行って「科学技術講演会」を実施している。今年度３回実施した「科学技術講演会」は，年度末
の振り返りアンケートにおいて，科学的能力伸長と研究姿勢向上に役立ったとの肯定的な回答が例年に

最も身につけられたと感じている資質・能力 

役立った SSⅡでの取り組み 
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比べ高かった。この「科学技術講演会」以上に，高い
自己評価を示した取組みが「課題研究」と「サイエン
スツアー」である。「課題研究」に対しては， SSⅡβ
担当教員がSSⅡα担当教員と協力体制を構築しなが
ら生徒の研究を推進することが出来ている。研究を
進めていく中で，本校における２期のＳＳＨ指導の
積み重ねが結果に表れ始めている。特に，これまで課
題とされてきた文系生徒の指導方法確立や発表機会
獲得などが，校内における過去の指導経験や引継ぎ
内容が活かされ始め，少しずつではあるが克服され
ていることが評価・成果につながったと分析できる。
SSⅡβを通じ，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，90％の生徒が
肯定的な回答(昨年比 7.5%上昇)をしていることも，
この表れだと推測する。これら「科学技術講演会」「課
題研究」「サイエンスツアー」等を通じて，学問・進
路・職業を考えるために役立てられたかの問いかけ
にも，肯定的効果を実感していることは大きな成果
である。だからこそ，SSⅡβの活動を通じて身につい
た資質・能力に対するアンケートでは，90％を超える
肯定的回答が得られており，今年度の活動に意欲的
に参加できていた様子がわかる。一番評価が低い項
目となった国際性に関しても，昨年に比べて「とても
身についた」「やや身についた」の回答がそれぞれ
10％向上しており，今年度の「ＳＳ英語」の取組みも
国際性を実感させられるものであったことを表して
いる。加えた話題となる
が，今年度 SSⅡβコース
においては，科学オリン
ピックや論理系コンテス
トに全員取り組む動きを
とった。成果は乏しいが，
次年度にかけて全員が取
り組むことで，学びに向
かう力や主体的探究心を
育むことができた。向学
心をもって挑戦する集団
づくりにつなげたい。 
（２）課題 
肯定的な評価が多く得られているが、その質を高めていく必要がある。課題研究の内容も非常にレベ

ルの高いものから調べ学習から脱却できていないものまで幅広くある。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。また、感染症拡大の影響もあり、現地調査や活動自体が難しくな
ってしまった。SSⅡβの活動を通じた資質・能力に関するアンケートでも協調性・社会性のみが前年比
で 10％落ち込んだ。コロナ禍において協同して課題研究をすすめられない面が数値化していることを
表していると考える。個人で研究内容を深められない生徒も一定数おり、サポート体制を工夫していく
必要がある。研究題材の設定が一番時間のかかる部分であるが、自分の興味関心をしっかりと深める時
間をさらにとっていきたいと感じている。また，個人研究が増えたことにより指導する研究本数が増加
し，負担が増え、生徒の研究の質を上げるための体制作りも必要である。 

4.成果と課題 
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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。 

ＳＳⅢ課題研究：身につけさせたい資質・能力 

２.内容と方法 

（１）内容 

 ＳＳⅢでは，１年次から行ってきた課題研究の集大成と位置づけ，「論文執筆」を共通課題に取り組

んだ。昨年度のＳＳⅡの課題研究を継続して行い，内容を深化させることを目的とした。論文作成に向

けて,文理別に大学教員による「論文の書き方講演会」を実施した。今年度の新たな取り組みとして，

「ちえぶくろシステム」をもとに教員の専門性と生徒の研究内容のマッチングを行い，夏季休業前まで

に完成させた論文に対して改善指導を受ける機会を設けた。全教員が３年次生と関わり，ルーブリック

を用いて評価を行い，生徒は改善指導を受けた内容について，検討・修正を重ねて論文を完成させた。

また，分野ごとにグループ内発表を行い，ルーブリックによる生徒同士の相互評価を行った上で，各分

野から代表１名を選出し，３年次全体発表会を実施した。 

（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 指導担当 
普通・SSH ＳＳⅢ １ 総合的な探究の時間 １ 3年次(全員) 金曜７校時 12名 

実施内容（概要）令和３年度 ＳＳⅢ 年間計画 

 

月 日 回 学習内容 責任担当 指導形態 備考
16 1 オリエンテーション SSH 全体 SSⅢの意義と年間計画概要説明

23 2 先行研究調査① 年次 パート 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える

30 3 先行研究調査② 年次 パート 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える

7 4 調査・実験・論文作成➀ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

21 5 調査・実験・論文作成② 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

28 6 「論文の書き方」講演会 SSH 全体 研究論文の作成方法についての講演を聴く

4 7 調査・実験・論文作成③ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

11 8 論文作成④ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

18 9 論文作成⑤ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

25 10 論文作成⑥ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

9 11 論文作成⑦ 年次 パート 論文を完成させる（一次）

13 12 論文作成⑧ 年次 パート 論文を完成させる（一次）

8 27 13 論文検討➀ 年次 パート 論文の相互検討と改善指導のガイダンス

3 14 論文検討② 年次 パート 改善指導を受けた内容について検討する

17 15 論文修正① 年次 パート 改善指導を受けた内容について修正する

24 16 論文検討③ 年次 パート 論文の内容について改善・修正を行う

8 17 論文検討④ 年次 パート 論文の内容からプレゼンテーションを作成する

15 18 論文修正② 年次 パート 論文の内容からプレゼンテーションを作成する

22 19 グループ内発表準備① 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

29 20 グループ内発表準備② 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

5 21 グループ内発表➀ 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

12 22 グループ内発表② 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

19 23 グループ内発表③ 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

26 24 全体発表 年次 パート 各分野代表者による全体発表

10 25 全体発表 年次 パート 各分野代表者による全体発表

17 26 課題研究のまとめ 年次 パート 課題研究のふり返りとまとめ

7 27 将来への展望① 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

14 28 将来への展望② 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

21 29 将来への展望③ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

28 30 将来への展望④ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

5 31 将来への展望⑤ SSH 全体 多様な生き方を知る

12 32 将来への展望⑥ SSH 全体 自分の将来と社会の仕組みの関わりについて知る

19 33 将来への展望⑦ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

26 34 将来への展望⑧ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

2

9

10

12

11

1

4

5

6

7

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・ 
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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。 

ＳＳⅢ課題研究：身につけさせたい資質・能力 

２.内容と方法 

（１）内容 

 ＳＳⅢでは，１年次から行ってきた課題研究の集大成と位置づけ，「論文執筆」を共通課題に取り組

んだ。昨年度のＳＳⅡの課題研究を継続して行い，内容を深化させることを目的とした。論文作成に向

けて,文理別に大学教員による「論文の書き方講演会」を実施した。今年度の新たな取り組みとして，

「ちえぶくろシステム」をもとに教員の専門性と生徒の研究内容のマッチングを行い，夏季休業前まで

に完成させた論文に対して改善指導を受ける機会を設けた。全教員が３年次生と関わり，ルーブリック

を用いて評価を行い，生徒は改善指導を受けた内容について，検討・修正を重ねて論文を完成させた。

また，分野ごとにグループ内発表を行い，ルーブリックによる生徒同士の相互評価を行った上で，各分

野から代表１名を選出し，３年次全体発表会を実施した。 

（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 指導担当 
普通・SSH ＳＳⅢ １ 総合的な探究の時間 １ 3年次(全員) 金曜７校時 12名 

実施内容（概要）令和３年度 ＳＳⅢ 年間計画 

 

月 日 回 学習内容 責任担当 指導形態 備考
16 1 オリエンテーション SSH 全体 SSⅢの意義と年間計画概要説明

23 2 先行研究調査① 年次 パート 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える

30 3 先行研究調査② 年次 パート 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える

7 4 調査・実験・論文作成➀ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

21 5 調査・実験・論文作成② 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

28 6 「論文の書き方」講演会 SSH 全体 研究論文の作成方法についての講演を聴く

4 7 調査・実験・論文作成③ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

11 8 論文作成④ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

18 9 論文作成⑤ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

25 10 論文作成⑥ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

9 11 論文作成⑦ 年次 パート 論文を完成させる（一次）

13 12 論文作成⑧ 年次 パート 論文を完成させる（一次）

8 27 13 論文検討➀ 年次 パート 論文の相互検討と改善指導のガイダンス

3 14 論文検討② 年次 パート 改善指導を受けた内容について検討する

17 15 論文修正① 年次 パート 改善指導を受けた内容について修正する

24 16 論文検討③ 年次 パート 論文の内容について改善・修正を行う

8 17 論文検討④ 年次 パート 論文の内容からプレゼンテーションを作成する

15 18 論文修正② 年次 パート 論文の内容からプレゼンテーションを作成する

22 19 グループ内発表準備① 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

29 20 グループ内発表準備② 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

5 21 グループ内発表➀ 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

12 22 グループ内発表② 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

19 23 グループ内発表③ 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

26 24 全体発表 年次 パート 各分野代表者による全体発表

10 25 全体発表 年次 パート 各分野代表者による全体発表

17 26 課題研究のまとめ 年次 パート 課題研究のふり返りとまとめ

7 27 将来への展望① 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

14 28 将来への展望② 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

21 29 将来への展望③ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

28 30 将来への展望④ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

5 31 将来への展望⑤ SSH 全体 多様な生き方を知る

12 32 将来への展望⑥ SSH 全体 自分の将来と社会の仕組みの関わりについて知る

19 33 将来への展望⑦ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

26 34 将来への展望⑧ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

2

9

10

12

11

1

4

5

6

7

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 
○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 

25

３.成果と課題 

（１）成果 

今年度は，昨年度設定したテーマをもとに研究を深化・発展させ，その成果を論文にまとめた。昨年度

末，校内の研究発表会においてＳＳⅡでの研究の成果を発表する機会があり，他者からの評価や客観的な

指摘によって新たな課題を見出すきっかけとなった。これは今年度の研究を進める上で非常に有意義で

あったことがうかがえる。以下の資料は，年度当初オリエンテーションで生徒が主体的に課題研究を行え

るように，今年度の年間計画と課題研究の目的を生徒に提示したものである。 

 

昨年度から導入した「ちえぶくろ賞」について，年度当初のオリエンテーションで話題にあげたが，そ

れが探究活動への動機づけになったのか明確なデータは得られていない。今年度，「ちえぶくろ賞」の最

優秀賞に選出された生徒の例から考察したい。今年度最優秀賞に選出された生徒は，普通クラス（理系）

に在籍している。進路目標が明確に定まっており，研究テーマもその目標に即して「プラスチックが及ぼ

す環境汚染」と設定し昨年度から継続して研究を行った。実際に魚を解剖して，体内からプラスチックが

検出されるか実験を行うなど，意欲的に活動した。昨年度末の校内発表会で指摘を受け，実験データを増

やし，研究を深化させた。年次の分野担当教員だけでなく，「ちえぶくろシステム」を用いて年次や教科

の枠を超えて多くの教員とのディスカッションを重ね，様々な方面から実験・検証を行った。運動部に所

属し，レギュラーとしても活躍していた生徒であったが，ＳＳⅢの時間だけでなく休み時間などの隙間時

間を活用して多くの教員から意見を求めるなど非常に意欲的に活動していた。「ちえぶくろシステム」を

有効に活用し，主体的に取り組んだ研究の一例である。本生徒は水産学会秋季大会へ参加し，特別賞を受

賞した。ＳＳＨ生徒研究発表会で奨励賞を受賞したＳＳＨクラスの生徒はもちろんのこと，全校体制で取

り組んだことによる成果である。 

また今年度は夏休み前までに論文を完成させることを目標に生徒に取り組ませ，夏休み中に生徒の作

成した論文を全校体制で担当を決めてコメント・評価をもらう機会を設定した。「ちえぶくろシステム」

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。 

ＳＳⅢ課題研究：身につけさせたい資質・能力 

２.内容と方法 

（１）内容 

 ＳＳⅢでは，１年次から行ってきた課題研究の集大成と位置づけ，「論文執筆」を共通課題に取り組

んだ。昨年度のＳＳⅡの課題研究を継続して行い，内容を深化させることを目的とした。論文作成に向

けて,文理別に大学教員による「論文の書き方講演会」を実施した。今年度の新たな取り組みとして，

「ちえぶくろシステム」をもとに教員の専門性と生徒の研究内容のマッチングを行い，夏季休業前まで

に完成させた論文に対して改善指導を受ける機会を設けた。全教員が３年次生と関わり，ルーブリック

を用いて評価を行い，生徒は改善指導を受けた内容について，検討・修正を重ねて論文を完成させた。

また，分野ごとにグループ内発表を行い，ルーブリックによる生徒同士の相互評価を行った上で，各分

野から代表１名を選出し，３年次全体発表会を実施した。 

（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 指導担当 
普通・SSH ＳＳⅢ １ 総合的な探究の時間 １ 3年次(全員) 金曜７校時 12名 

実施内容（概要）令和３年度 ＳＳⅢ 年間計画 

 

月 日 回 学習内容 責任担当 指導形態 備考
16 1 オリエンテーション SSH 全体 SSⅢの意義と年間計画概要説明

23 2 先行研究調査① 年次 パート 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える

30 3 先行研究調査② 年次 パート 過去の日川高校の先輩の論文を調査し、批判的思考を養い発展的に考える

7 4 調査・実験・論文作成➀ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

21 5 調査・実験・論文作成② 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

28 6 「論文の書き方」講演会 SSH 全体 研究論文の作成方法についての講演を聴く

4 7 調査・実験・論文作成③ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

11 8 論文作成④ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

18 9 論文作成⑤ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

25 10 論文作成⑥ 年次 パート 調査・実験を実施するとともに論文の記述を行う

9 11 論文作成⑦ 年次 パート 論文を完成させる（一次）

13 12 論文作成⑧ 年次 パート 論文を完成させる（一次）

8 27 13 論文検討➀ 年次 パート 論文の相互検討と改善指導のガイダンス

3 14 論文検討② 年次 パート 改善指導を受けた内容について検討する

17 15 論文修正① 年次 パート 改善指導を受けた内容について修正する

24 16 論文検討③ 年次 パート 論文の内容について改善・修正を行う

8 17 論文検討④ 年次 パート 論文の内容からプレゼンテーションを作成する

15 18 論文修正② 年次 パート 論文の内容からプレゼンテーションを作成する

22 19 グループ内発表準備① 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

29 20 グループ内発表準備② 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

5 21 グループ内発表➀ 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

12 22 グループ内発表② 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

19 23 グループ内発表③ 年次 パート グループ内でプレゼンテーションを行う

26 24 全体発表 年次 パート 各分野代表者による全体発表

10 25 全体発表 年次 パート 各分野代表者による全体発表

17 26 課題研究のまとめ 年次 パート 課題研究のふり返りとまとめ

7 27 将来への展望① 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

14 28 将来への展望② 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

21 29 将来への展望③ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

28 30 将来への展望④ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

5 31 将来への展望⑤ SSH 全体 多様な生き方を知る

12 32 将来への展望⑥ SSH 全体 自分の将来と社会の仕組みの関わりについて知る

19 33 将来への展望⑦ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える

26 34 将来への展望⑧ 担任 HR 将来の社会と生き方について考える
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を用いて担当とのマッチングを行い，年次を問わずに分野担当以外の他者からの客観的なアドバイスは

生徒の研究への貴重な機会であったと考えられる。指摘を受けたことで、調査が不足している事や実験方

法や検証方法に不足している点があることを自覚した生徒が少なからずいた。また，全校体制にしたこと

によって，教員間において探究活動のゴールを共有でき，３年間でどのような指導を行っていくべきかを

考察するきっかけの一つになったと考えられる。 

３年間探究活動を行った集大成として課題研究論文の作成を行ったが，３年間見通した指導計画の必

要性を強く感じた。課題研究論文に関してはルーブリックを用いて生徒間で相互評価を行った。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２回実施し,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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

全ての授業計画終了，前年度と同様のアンケートを実施した。上記がアンケート結果である。今年度は昨

年度と比較して全項目で向上した（「大変向上した」と「やや向上した」の合計）と回答し，(5)の国際性

を除く項目で 90％以上が肯定的な回答をしている。特にＳＳⅢの課題研究で育成する主な資質・能力の

うち 4 点に注目した。「大変向上した」「やや向上した」と回答した生徒の割合は (2)主体性：94.3％，

（5）自己分析力・計画性：91.5％，(7)継続性・粘り強さ：90.3％，（9）表現力：90.3％であった。アン

ケート結果から，「主体性」の項目が最も高くなっていることがわかる。2 年次に設定した研究課題を継

続して研究する取り組み計画としていることや今年度は全生徒が個人研究になったことで自ら考えて行

動する機会が多く，「主体的」に取り組んだと生徒自身が成果を感じられたのではないかと考えられる。

また，批判的思考力・判断力の項目においても肯定的な回答をしている生徒が多い。論文完成後にルーブ

リックを用いた相互評価を行っただけでなく，論文作成の過程で検討する際に，生徒同士で意見交換する

機会を多く設けた。よりよい探究活動を行うためには，客観的な視点からの指摘が重要であることや批判

的な思考力が求められることを生徒自身が身をもって実感したと考えられる。昨年度の反省点や課題を

改善する今年度の取り組みの成果が表れた結果である。継続研究によって昨年度より内容を深めること

ができたと考えられる。 

（２）課題 

 今年度は，年度当初から一斉指導を行うことができ，生徒自身にも限られた時間の中で研究を進めてい

こうとする姿勢が見られた。しかし，文武両道を実践する生徒が多い中、時間的な制約は非常に多く，そ

の中で成果が表れるようにするためには指導体制や個々の目標に合わせた指導が求められる。時間的な

制約から調べ学習で終始してしまっている生徒がいることも現状である。生徒の興味・関心とともに進路

目標に合わせた学問研究も含めたテーマの設定と，研究を進める上で生徒の知識の習得が必要である。常

に疑問を持ち，物事の原因を深く探ろうとする力を養うなど，段階的に目標を設定し，３年間を見通した

継続した指導体制の確立が必要である。その上で生徒が興味・関心を持って課題研究を進め，文理問わず

に高校生らしい着眼点からの研究やオリジナリティのある提案など研究の質の向上を目指したい。 

  

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

(1)学びに向かう力・探究心
(2)主体性

(3)協調性・社会性
(4)国際性

(5)自己分析力・計画性
(6)課題発見力

(7)継続性・粘り強さ
(8)批判的思考力・判断力

(9)表現力
(10)理解する力・知識の活用

2022（令和3年）年度アンケート結果

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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を用いて担当とのマッチングを行い，年次を問わずに分野担当以外の他者からの客観的なアドバイスは

生徒の研究への貴重な機会であったと考えられる。指摘を受けたことで、調査が不足している事や実験方

法や検証方法に不足している点があることを自覚した生徒が少なからずいた。また，全校体制にしたこと

によって，教員間において探究活動のゴールを共有でき，３年間でどのような指導を行っていくべきかを

考察するきっかけの一つになったと考えられる。 

３年間探究活動を行った集大成として課題研究論文の作成を行ったが，３年間見通した指導計画の必

要性を強く感じた。課題研究論文に関してはルーブリックを用いて生徒間で相互評価を行った。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２回実施し,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。 

 

 

 

 

 

 

 

  

全ての授業計画終了，前年度と同様のアンケートを実施した。上記がアンケート結果である。今年度は昨

年度と比較して全項目で向上した（「大変向上した」と「やや向上した」の合計）と回答し，(5)の国際性

を除く項目で 90％以上が肯定的な回答をしている。特にＳＳⅢの課題研究で育成する主な資質・能力の

うち 4 点に注目した。「大変向上した」「やや向上した」と回答した生徒の割合は (2)主体性：94.3％，

（5）自己分析力・計画性：91.5％，(7)継続性・粘り強さ：90.3％，（9）表現力：90.3％であった。アン

ケート結果から，「主体性」の項目が最も高くなっていることがわかる。2 年次に設定した研究課題を継

続して研究する取り組み計画としていることや今年度は全生徒が個人研究になったことで自ら考えて行

動する機会が多く，「主体的」に取り組んだと生徒自身が成果を感じられたのではないかと考えられる。

また，批判的思考力・判断力の項目においても肯定的な回答をしている生徒が多い。論文完成後にルーブ

リックを用いた相互評価を行っただけでなく，論文作成の過程で検討する際に，生徒同士で意見交換する

機会を多く設けた。よりよい探究活動を行うためには，客観的な視点からの指摘が重要であることや批判

的な思考力が求められることを生徒自身が身をもって実感したと考えられる。昨年度の反省点や課題を

改善する今年度の取り組みの成果が表れた結果である。継続研究によって昨年度より内容を深めること

ができたと考えられる。 

（２）課題 

 今年度は，年度当初から一斉指導を行うことができ，生徒自身にも限られた時間の中で研究を進めてい

こうとする姿勢が見られた。しかし，文武両道を実践する生徒が多い中、時間的な制約は非常に多く，そ

の中で成果が表れるようにするためには指導体制や個々の目標に合わせた指導が求められる。時間的な

制約から調べ学習で終始してしまっている生徒がいることも現状である。生徒の興味・関心とともに進路

目標に合わせた学問研究も含めたテーマの設定と，研究を進める上で生徒の知識の習得が必要である。常

に疑問を持ち，物事の原因を深く探ろうとする力を養うなど，段階的に目標を設定し，３年間を見通した

継続した指導体制の確立が必要である。その上で生徒が興味・関心を持って課題研究を進め，文理問わず

に高校生らしい着眼点からの研究やオリジナリティのある提案など研究の質の向上を目指したい。 

  

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

(1)学びに向かう力・探究心
(2)主体性

(3)協調性・社会性
(4)国際性

(5)自己分析力・計画性
(6)課題発見力

(7)継続性・粘り強さ
(8)批判的思考力・判断力

(9)表現力
(10)理解する力・知識の活用

2022（令和3年）年度アンケート結果

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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Ｄ  ＳＳ理科α  
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 ９月  
 
１０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  

（第１回定期考査）  
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  
分子と共有結合  

（第２回定期考査）  
分子の極性と分子間にはたらく力  
 
共有結合の物質  

（第３回定期考査）  
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  

 
酸・塩基の性質  

（第４回定期考査）  
水の電離と水溶液のｐＨ  

 

 
・ワインの蒸留  
・ろ過  
・サインペンの分離  

 

 

 

 

・分子モデルをつくる  

 

 

 

・結晶の性質  

 

・モル濃度の調整  

 

 

３．成果と課題  

昨年度までは，前期後

期で物理と化学の内容を

スイッチするやり方を取

っていたが，本年度はど

ちらも週に一回ずつ，通

年で授業を行うスタイル

に変更をした。前期で終

わってしまう内容（例年

であれば物理内容）の二

年次への接続の悪さの解

消のための措置であった

が，通年で実施すること

により，サイエンスツア

ーをはじめとした他の

SSH 事業との連携がとり
やすくなるなど，思わぬ

利点もあった。ただし、

物理と化学の両内容につ

いて，昨年度までは半期

とはいえ週二回の授業頻

度が，週一回ずつに減っ

てしまうため，それぞれ

の内容の定着度合いが心

配であった。しかし，定

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  

令和２年度  
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期考査や普段の授業の様子か

ら推測するところ，特に問題

はなかった。  
昨年度と今年度のアンケー

ト結果を比較すると，「批判的

思考力・判断力」，「理解する力

・知識を活用する力」の項目に

おいて「大変向上した」の回答

が １ ０ ポ イ ン ト 以 上 増 加 し

た。これは、昨年度はコロナウ

イルス感染拡大防止のための

休校措置のため、４月からの

約２か月間は、動画配信によ

る学習となっていた。そのた

めに、生徒の理解度を確認す

ることもできなかったために理解力や判断力をあまり養うことができなかったの

ではないかと考えられる。逆に「表現力」に関しては肯定的な回答の割合が１０

ポイント以上減少している。指数の扱い方や有効数字等，物理と化学の両内容に

またがる内容も扱っているため，それぞれの学習内容が他方の内容にも良い影響

を与えているのではないかと思われる。しかし，それぞれの内容は実質週一時間

の実施となるため，授業進度との兼ね合いより，淡々と進まざるを得ない場面も

あり，グループワーク等の活動が例年と比べ少なくなってしまった。アンケート

項目「表現力」の肯定的回答の減少の一つの原因ではないかと推測される。  
物理分野について，今年度の一年次に配備された一人一台パソコンを活用すべ

く，授業毎に授業アンケートを実施した。また，新たに有効数字の扱いや指数計

算など，科学に必要な数学の授業を年度初めに取り入れた。科学のための数学の

授業後のアンケートの様子からは，難易度に関する感想が多く見られ，実用性や

興味関心に関する意見はあまり見られなかったが，その後他の理科の授業が進ん

でくると一部の生徒から「活用の仕方が今になって分かった」との声が聞かれた。

授業デザイン，または授業実施のタイミングについて再考の必要性がある。  
 化学分野については、週一時間という少ない時間で、たくさんのことを学習す

る計画となっているため、実験・実習やグループワークなどの時間をしっかりと

ることができなかった。授業アンケートでは、生徒の批判的思考力や表現力をあ

まり養えていないということが数値で出ているので、少ない時間の中で、実験・

実習、グループワークなどを工夫しながら行い、授業進度を遅らせない、効率の

良い授業を更に改善していく必要がある。  
ＩＣＴ機器を利用して、授業を行うに際し、教員側がＩＣＴ機器を使うことに

慣れていないと、提示するのに時間がかかってしまうということや、操作に気を

取られて、生徒の様子を巡視し、理解度を計るところまでいかないということが

考えられる。有効的にＩＣＴ機器を使用するための授業の工夫も考えたい。  
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が，通年で実施すること
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SSH 事業との連携がとり
やすくなるなど，思わぬ
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物理と化学の両内容につ
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の内容の定着度合いが心
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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，「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，ＳＳ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，活動について学び，特に地震分野については，教科横断型の内容を

取り入れる。  
 

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  

 
 
 

実施授業  
 実  施  授  業  実  験  ・  実  習  

 
４月  

 
５月  

 
６月  

 
７月  

 
８月  

 
９月  

《地学分野》  
地球の概観  
地球の大きさ  
地球の内部構造  

（第１回定期考査）  
プレートテクトニクス  
プレートの動きを知る  
地震  
 
 
火山活動と火成岩  

（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  
 
 
地震の発生場所を推定する  
過去の地震の記録（古文書）を読
む  
 
火山噴出物を分類する  

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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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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１０月  
 
１１月  
 
１２月  
 
 
 １月  
 
 ２月  
 
 ３月  
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て、どのような資質・能力が
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ート調査した結果（令和 3 年
度、令和 2 年度）は右のグラ
フのとおりである。  
ＳＳ理科βでは、身につけ

させたい力のうち， (1)学び
に向かう力・探究心 ,  (2)主体
性 ,  (8)批判的思考力・判断力 ,  
(9)表現力 ,  (10)理解する・力
の 5 つについて，重点をおい
ているが，その結果について

はほぼ例年通りの結果とな

った。  
(9)表現力については，肯

定的回答が 77%から 86％に
上昇した。授業の中で資質・

能力の向上のために役立っ

た取り組みを聞いた自由記

述では，「理解したことを簡

潔に説明する」，「周りの人

に説明する課題」，「要点を

自分の言葉でまとめる取り

組み」などがみられ，授業で
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ＳＳＨ ＳＳ理科β 2 地学基礎 2 1年次
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それが書かれた時の状況や今との違いが知れたりできてよいと思った。また、

古典と地学で学んだことをつなげて学習できた」「科学は、昔のことを否定す

ることもあるので、面白さがあった」などの記述があった。教科を横断した内

容を扱うことで，様々な教科で学んだことをつなげて思考する生徒，学びの本

質について考える生徒もいた。また，課題研究の活動や実際の社会においても，

このような考えや方法が必要であることに気づいた生徒もいて，授業のねらい

が伝わったと言える。  
グループワーク等の実施が困難な状況ではあるが、グループで協議や討論を

行うことや内容をまとめて発表をすることなどは，生徒の思考をまとめる上で

も必要である。今後も、様々な面で配慮し、感染症への対策をしながら、この

ような授業形態を取り入れる必要がある。  
 
生徒の意見より  
＜生物分野＞  
・自らの人体の仕組みについて詳しく知っていくことを通して、深く掘り下げ

て考えることが大切であり、そうした思考がこれからの社会の中で役立って

いくのではないかと思う。  
・自分の言葉で説明する力を身につけることができたので、プレゼンテーショ

ンや世の中の問題について考えるときに活かしていきたい。  
・それぞれの知識を独立させることなく、結びつけることで発展的な内容につ

いても考えることができ、様々な問題を解決できると思う。  
＜地学分野＞  
・身につけた力を、たくさんのデータを照らし合わせて、物事の傾向や改善

点を見つけることに、将来活かせると思う。  
・図やデータから結果を読み取り、それらを自分の言葉でまとめる学習によ

り、要点を見つけ、引用する力が身についた。  
・地学を通して、地球について知らないことが多いということを感じた。自

分のすごく身近なところ見も未知がいっぱいあるので、そういうところか

らも何かヒントを得ながらいろいろなことに挑戦することが大切だと感じ

た。  
 

(2) 課題  
今年度，生徒の 1 人 1 台パソコンが導入され， 1 年次生ではすべての授業に

おいて、その使用が可能となった。ＳＳ理科βにおいても，専門用語を調べる，

プレゼンテーションを行う，課題提出等に活用した。来年度入学生から BYOD
となるため、授業内での有効なパソコンの取り入れ方について検討をしていく

必要がある。  
ＳＳ理科は，ＳＳＨクラスの生徒に対し， 1 年次のうちに物理・化学・生物

・地学の 4 科目を学ばせるために開講している。今後，さらに探究的活動を増
やすことで，教科の内容と生徒の生活中の体験，実験・実習で考察したことの

比較などの機会が増えるのではないかと考えられる。それが， 4 教科の学びを
生かすことにつながると期待している。  
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いても考えることができ、様々な問題を解決できると思う。  
＜地学分野＞  
・身につけた力を、たくさんのデータを照らし合わせて、物事の傾向や改善

点を見つけることに、将来活かせると思う。  
・図やデータから結果を読み取り、それらを自分の言葉でまとめる学習によ

り、要点を見つけ、引用する力が身についた。  
・地学を通して、地球について知らないことが多いということを感じた。自

分のすごく身近なところ見も未知がいっぱいあるので、そういうところか

らも何かヒントを得ながらいろいろなことに挑戦することが大切だと感じ

た。  
 

(2) 課題  
今年度，生徒の 1 人 1 台パソコンが導入され， 1 年次生ではすべての授業に

おいて、その使用が可能となった。ＳＳ理科βにおいても，専門用語を調べる，

プレゼンテーションを行う，課題提出等に活用した。来年度入学生から BYOD
となるため、授業内での有効なパソコンの取り入れ方について検討をしていく

必要がある。  
ＳＳ理科は，ＳＳＨクラスの生徒に対し， 1 年次のうちに物理・化学・生物

・地学の 4 科目を学ばせるために開講している。今後，さらに探究的活動を増
やすことで，教科の内容と生徒の生活中の体験，実験・実習で考察したことの

比較などの機会が増えるのではないかと考えられる。それが， 4 教科の学びを
生かすことにつながると期待している。  
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Ｇ ＳＳ物理Ⅱ 

 

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 

 

８月 

９月 

光の干渉と回折 
静電気力・電場・電位 
コンデンサー 
（第１回定期考査）５月下旬 
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 
原子物理・応用物理 
（第２回定期考査）９月下旬 

ヤングの干渉実験 

回折格子 

薄膜干渉・ニュートンリング 

 

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 

線スペクトルの観察 

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 
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主体性 
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知識の活用 

○ ○ ◎ ◎ ○ 
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静電気力・電場・電位 
コンデンサー 
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直流回路 
磁場 
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ローレンツ力 
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交流 
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３．成果と課題 

 右に授業アンケートの結

果を示す。生徒からは，概ね高

評価を得ていることがわか

る。  
今年度も新型コロナウイル

ス感染防止に配慮した授業が

続き，生徒同士の主体的・対話

的な学習は少なくなったが，

その分，ICTを活用した学習が
増え，そのことを生徒はプラス

に捉えていると考えられる。 
また，今年度は，評価方法に

重点をおき，授業内での３観点

による評価はもちろんのこと，

定期考査においても，知識・技

能と思考・判断・表現の２種類

の試験を分けて実施し，観点

別評価がより明確になるよう

にした。そのことを生徒にア

ンケート調査したところ，右

下にあるアンケート結果（円

グラフ）となり，こちらも概ね

高評価であった。アンケート

の記述欄には，「どこがじぶん

の弱点なのかを知ることがで

きるのでいいと思う。」「公式

だけを覚えるのではなく，なぜ

そうなるかを理解することが

大切だと改めて思った。」など

があり，多くの気づきをもたら

すことができた。 
課題としては，応用物理の扱

いが挙げられる。探究活動を重

視した授業展開のため，授業進

度が遅くなり，教科書の内容を

終えることで精一杯であった。

今後は，少しずつでも時間を確

保し，大学物理への橋渡しとな

る内容を扱っていき，さらに生

徒の興味・関心を惹くことを課

題としていく。 
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・探究心 
主体性 
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表現力 
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○ ○ ◎ ◎ ○ 
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（第３回定期考査）１１月下旬 

自己誘導の実験 

 

陰極線の観察 
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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  

 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■ 

 ・固体の構造■ 

（第１回定期考査） 

 

 ・気体の性質■ 

・溶液の性質■ 

（第２回定期考査） 

 

 

 

 

 

・分子量の測定 

・溶解の仕組み 

・コロイド溶液の性質 

10月 

11月 

 

12月 

1月 

2月 

 

3月 

２．物質の変化 

 ・酸と塩基の反応● 

（第３回定期考査） 

 

３．物質の変化 

・酸化還元反応● 

 ・電池と電気分解●■ 

（第４回定期考査） 

 ・反応熱■ 

 

 

・中和反応の量的関係 

・中和滴定 

・塩の加水分解 

 

・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 

 授業での教師側

の説明では、パワ

ーポイントや実験

動画、CGを用い

たイメージ動画な

どを多く利用し

た。また、教師側

の説明は必要最低

限とし、生徒が活

動する時間を確保

することで、集中

できる要素を増や

した。アンケート

の問１や問２の回

答からほぼすべて

の生徒が授業中に

充実した時間を送

っていることが分

かった。 

問３の難易度に

ついては、ちょう

ど良い、少し難し

いの割合が８４％であり、想定している通りと

なった。難しいと感じている理由としては、

「聞いているだけでなく、教わったことを使っ

て考えないといけないのが難しい。」「公式に

いれるときにどの数値を使えばよいか複数の選

択肢があって、しっかり理解していないと間違

えるから。」などの回答があった。思考力や判

断力を問う授業も多く入れたためだと考えられ

る。このようや内容が今後の学習や科学的な思

考につながっていくと考えているため、引き続

き取り入れていきたい。 

問５に関してはほぼ全員が肯定的な評価であ

った。授業の前半は教師側の説明や問題提起、

実験動画の視聴などを行い、授業の中盤から後半にかけては生徒自身の時間で今日の内容の演習

を行うという流れを基本としてきた。問題演習では数値代入だけでなく、理由を答えさせる問題

を多く用意することで、自然と周囲の生徒と相談したくなる環境を作った。その影響から、授業

中に積極的に会話をする場面が多くみられるようになった。また、思考力や判断力、表現力の問

題も積極的に取り組んだ。考えた内容を発表する際には、生徒の書いた内容を（図１）大型テレ

ビに写し出し、言葉にしない部分も他の生徒が見られるようにした。生徒からは「自分と答えは

同じでも考え方が別の視点で面白かった。」「考える順番が分かった。」など新たな発見が多い

と実感できたようだ。  

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：授業は対話や発表を取り入れるなど生徒の主体性を引き出すための工夫をしていると 

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 

問６：授業を通して学力や技術が身についたと  
 ①強くそう思う ②そう思う ③あまり思わない ④まったく思わない 

問７：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８：あなたは，この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 

図１ 思考力と表現力を伸ばすプリント例 

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  

 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■ 

 ・固体の構造■ 

（第１回定期考査） 

 

 ・気体の性質■ 

・溶液の性質■ 

（第２回定期考査） 

 

 

 

 

 

・分子量の測定 

・溶解の仕組み 

・コロイド溶液の性質 

10月 

11月 

 

12月 

1月 

2月 

 

3月 

２．物質の変化 

 ・酸と塩基の反応● 

（第３回定期考査） 

 

３．物質の変化 

・酸化還元反応● 

 ・電池と電気分解●■ 

（第４回定期考査） 

 ・反応熱■ 

 

 

・中和反応の量的関係 

・中和滴定 

・塩の加水分解 

 

・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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生徒実験とは別で実験の動画を観察させ

る際も、なぜこのようになるのか、そこか

ら想定される関係性は何か、といった考察

をさせることで受け身にさせないことを意

識した。ICTを利用することで、コロナ禍

で対話や実験ができない時期もこのような

内容で人の意見や考え方を学ぶことができ

る授業内容となったと考えている。 

 

 生徒実験に関してもそれぞれの操作に関

して、意味や理由を考えさせるための工夫

を行った。その実験をしている目的を表現

するプリントを多く作り、実験が作業にな

らないようにした。生徒の感想では「実験

の考察をするのはすごく大変で嫌になるこ

ともあるが、真剣に取り組むと理解度が全

然違う。」「文章にするのが苦手だけど、

書きながら頭を整理できた気がする。」な

どの記述がみられ、メリットを感じている

ことが分かった。以上の取り組みにより、

生徒自身が主体性や表現力がつくと自覚し

始めたのだと感じている。            

         

生徒の実験プリント            実験の考察プリント 

（２）課題 

 主体的に取り組む生徒は毎年、増加傾向にあり、アクティブラーニング型の授業の効果の現れ

だと感じる。他人の意見を聞き、自分でも表現しようとしている姿は素晴らしいと思う反面、批

判的にみるという部分では、物足りない。知識が足りず批判する段階まで到達していないと考え

られるため、既習範囲の定着を進める取り組みをしていかなければならない。単元別での小テス

トの内容や振り返りの学習時間をさらに充実させていきたいと思う。加えて化学に関する家庭学

習を生徒自身が自然と行いたいと思わせるような工夫が必要だと考える。 

 また、化学では家庭科や社会科との関りも多く持てるため、SSを付した科目の特性を生かし

て横断的な学習も可能になるような工夫をしていきたいと考えている。現在求められている知識

を活用する力の成長の一端を担う科目にしていくことを目標としたい。 

図２ 動画での実験を考察する 

動画視聴しながら考察するためのプリント 
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られるため、既習範囲の定着を進める取り組みをしていかなければならない。単元別での小テス

トの内容や振り返りの学習時間をさらに充実させていきたいと思う。加えて化学に関する家庭学

習を生徒自身が自然と行いたいと思わせるような工夫が必要だと考える。 

 また、化学では家庭科や社会科との関りも多く持てるため、SSを付した科目の特性を生かし

て横断的な学習も可能になるような工夫をしていきたいと考えている。現在求められている知識
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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    

 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   

〈第 1 回定期考査〉  

・典型金属元素  

・遷移金属元素    

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  

〈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  

生徒実験とは別で実験の動画を観察させ

る際も、なぜこのようになるのか、そこか

ら想定される関係性は何か、といった考察
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して、意味や理由を考えさせるための工夫

を行った。その実験をしている目的を表現

するプリントを多く作り、実験が作業にな

らないようにした。生徒の感想では「実験

の考察をするのはすごく大変で嫌になるこ

ともあるが、真剣に取り組むと理解度が全

然違う。」「文章にするのが苦手だけど、

書きながら頭を整理できた気がする。」な

どの記述がみられ、メリットを感じている

ことが分かった。以上の取り組みにより、

生徒自身が主体性や表現力がつくと自覚し

始めたのだと感じている。            

         

生徒の実験プリント            実験の考察プリント 

（２）課題 

 主体的に取り組む生徒は毎年、増加傾向にあり、アクティブラーニング型の授業の効果の現れ

だと感じる。他人の意見を聞き、自分でも表現しようとしている姿は素晴らしいと思う反面、批

判的にみるという部分では、物足りない。知識が足りず批判する段階まで到達していないと考え

られるため、既習範囲の定着を進める取り組みをしていかなければならない。単元別での小テス

トの内容や振り返りの学習時間をさらに充実させていきたいと思う。加えて化学に関する家庭学

習を生徒自身が自然と行いたいと思わせるような工夫が必要だと考える。 

 また、化学では家庭科や社会科との関りも多く持てるため、SSを付した科目の特性を生かし

て横断的な学習も可能になるような工夫をしていきたいと考えている。現在求められている知識

を活用する力の成長の一端を担う科目にしていくことを目標としたい。 

図２ 動画での実験を考察する 

動画視聴しながら考察するためのプリント 
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10 月  

 

 

11 月  

 

12 月  

1 月  

・芳香族化合物  

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  

 

 

 

３．成果と課題  

 (1) 成果  

 昨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 で授業を配信し，

何度も見直すことができ

たために理解を深めるこ

とができたのではないか

と考える。  

今年度は４月から，通

常通り対面での授業を行

うことができた。授業に

意欲的に参加している生

徒が５ポイントダウンし

たが，昨年度と比較する

と実験や実習をたくさん

行うことができた。昨年

度同様，解答した生徒全

員が授業をとおして，学

力や技術が身についたと

肯定している。  

実験では生徒の主体的

な力を伸ばすような発問

の仕方や実験方法を工夫

した。それに

より，今まで

よりも実験の

中の事象に対

して疑問を持

たせることが

増えてきたよ

うに感じてい

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 I C T 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  
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・合成高分子化合物     
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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  

 

 

 

３．成果と課題  

 (1) 成果  

 昨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 で授業を配信し，

何度も見直すことができ

たために理解を深めるこ

とができたのではないか

と考える。  

今年度は４月から，通

常通り対面での授業を行

うことができた。授業に

意欲的に参加している生

徒が５ポイントダウンし

たが，昨年度と比較する

と実験や実習をたくさん

行うことができた。昨年

度同様，解答した生徒全

員が授業をとおして，学

力や技術が身についたと

肯定している。  

実験では生徒の主体的

な力を伸ばすような発問

の仕方や実験方法を工夫

した。それに

より，今まで

よりも実験の

中の事象に対

して疑問を持

たせることが

増えてきたよ

うに感じてい

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 I C T 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  
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る（生徒の実験プリント参考）。事象に対して疑問を持つことは，独創性，創造
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Ｓ」を付した科目であることを再確認し，高度な学びとなるような授業づくりを

していきたい。  
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な力を伸ばすような発問
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した。それに

より，今まで
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中の事象に対

して疑問を持

たせることが

増えてきたよ

うに感じてい
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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 

 

 

生物の特徴 

・生物の多様性と共通性 

・エネルギーと代謝  

・光合成と呼吸 

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 

・神経とホルモンによる調節 

（第２回定期考査） 

・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 

・気候とバイオーム  

 

 

・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●  
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１２月  
 
  

 

 

１月 

  

 

 

２月  
 

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 

（第３回定期考査） 

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） 

 

・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  

 

 

 ３．成果と課題 

（1) 成果  

ＳＳ生物Ⅰの授業による

資質・能力向上に関する生

徒アンケート結果は右図

（上：令和 3 年度，下：令
和 2 年度）の通りである。
生徒に身につけさせたい資

質・能力としてあげた「学

びに向かう力・探究心」（1），

「主体性」（2），「批判的思

考力・判断力」（8），「表現

力」（9），「理解する力」（10）

の 5 つの項目については，

「大変向上した」，「向上

した」 

と回答した生徒がどれも  
85％以上に達していた。  
特に「学びに向かう力・探  
究心」については肯定的な  
回答が 98％と昨年に引き
続き高い効果が得られた。  
昨年度のアンケート結果

と比較すると「大変向上し

た」，「向上した」と回答

した生徒が「主体性」で約

20％，「表現力」で約 30％，
増加している。昨年度は新

型コロナの影響による休校

のため，年度初めの授業が
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プリントや動画配信による学習になってしまった。また，学校が再開した後も進度の遅

れを取り戻すために，レポートやプリントのまとめや発表にかける時間が削られてしま

い，「主体性」，「表現力」の向上を実感した生徒の値が低くなってしまった。特に「表

現力」に関しては 60％にも満たない結果となってしまい，そのため「書く力」，「話す
力」双方において高める指導法の改善が課題であった。昨年度の課題を受けて今年度は，

学習内容を自分の言葉でまとめ，その内容を生徒同士で発表する場面を多く取り入れた

授業を実践した。また，実験では各自で仮説を考えさせた後意見交換を行う，結果から

考察を考えさた後に意見交換を行うなど，生徒同士の意見交換の機会を意識して増やす

という指導法の工夫を行った。アクティブ・ラーニング型の指導法を取り入れた授業を

積極的に試みた結果，生徒アンケートからは，「分かりやすく相手にも理解してもらえ

るように考えながら説明することで，表現力が身についた」，「学んだ内容を自分の言

葉に置き換えてから相手に説明する取り組みで表現力や主体性が身についた」，「発表

の場が増えたので主体性が身についた」などという意見があげられた。これらの取り組

みが，「主体性」，「表現力」の向上に効果があったと考える。  
 「批判的思考力・判断力」についても先にあげた 2 つの項目ほどではないものの，昨
年と比較すると 20％近く肯定的な意見が伸びている。また，「学びに向かう力・探究心」，
「理解する力」も昨年同様肯定的な意見がほとんどである。生徒の意見からも今年度行

ったアクティブ・ラーニングを取り入れた指導法の工夫が「批判的思考力・判断力」，

「学びに向かう力・探究心」，「理解する力」にも効果的であったことが伺える。  
生徒に身につけさせたい資質・能力としてはあげていない項目，「協調性・社会性」

（3）「自己分析力・計画性」（5）「課題発見力」（6）「継続性・粘り強さ」に関して
も「大変向上した」，「向上した」と回答した生徒が 80％以上に達していた。特に「自
己分析力・計画性」においてはすべての生徒が「大変向上した」・「向上した」と回答

している。アクティブ・ラーニング型の指導法の改善により，多様な資質・能力の向上

が見られた。  
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。質の高い課題研究を進めるためにも，本授業

での活動が課題研究につながっていく必要がある。生徒アンケートの結果から，「自己

分析力・計画性」，「課題発見力」，「継続性・粘り強さ」で「大変向上した」・「向

上した」と回答している生徒が多く認められたことは，今回意識して行ったアクティブ

・ラーニング型の指導法の改善が，課題研究を進めるうえで必要な力を生徒に付けさせ

ることにも効果的であった言える。  
 
（２）課題  
アクティブ・ラーニング型の授業は生徒にとっては分かるという実感も伴い，好評で

あった。また，授業アンケートよりアクティブ・ラーニング型の指導法の改善により生

徒に身につけさせたい資質・能力としてあげた５項目はもちろんのこと，それ以外の項

目でも肯定的な回答が多く，多様な資質・能力の向上を実感している生徒の増加が認め

られた。その反面，生徒は資質・能力の向上を実感しているものの，十分な資質・能力

が生徒の身に付いているのかについては，生徒間によって差があるように感じられる。

生徒間での資質・能力における差がどれ程のものなのか，また，その差がどこから生じ

ているのかなどを知るためにも，指導法の改善以外にも評価方法の工夫が必要である。

そして，その差を埋めるための手立てを取り入れた指導法の改善も試みていく必要があ

ると考える。  
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プリントや動画配信による学習になってしまった。また，学校が再開した後も進度の遅
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アクティブ・ラーニング型の授業は生徒にとっては分かるという実感も伴い，好評で

あった。また，授業アンケートよりアクティブ・ラーニング型の指導法の改善により生

徒に身につけさせたい資質・能力としてあげた５項目はもちろんのこと，それ以外の項

目でも肯定的な回答が多く，多様な資質・能力の向上を実感している生徒の増加が認め

られた。その反面，生徒は資質・能力の向上を実感しているものの，十分な資質・能力

が生徒の身に付いているのかについては，生徒間によって差があるように感じられる。
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ているのかなどを知るためにも，指導法の改善以外にも評価方法の工夫が必要である。
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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付ける。主体的・協同的で深い学
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探究心 
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表現力 

理解する力 
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◎ ○ ◎ ◎ ○ 

 

 (2) 方法 

 ① 単位数  ３単位 
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８月 
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  （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 
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 ・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● 
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れる。また、本年度は「課題発見力」においても高い効果が得られており、自然現象の中や日常生活の中で

も疑問点を持ち、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。 

プリントや動画配信による学習になってしまった。また，学校が再開した後も進度の遅

れを取り戻すために，レポートやプリントのまとめや発表にかける時間が削られてしま

い，「主体性」，「表現力」の向上を実感した生徒の値が低くなってしまった。特に「表

現力」に関しては 60％にも満たない結果となってしまい，そのため「書く力」，「話す
力」双方において高める指導法の改善が課題であった。昨年度の課題を受けて今年度は，

学習内容を自分の言葉でまとめ，その内容を生徒同士で発表する場面を多く取り入れた

授業を実践した。また，実験では各自で仮説を考えさせた後意見交換を行う，結果から

考察を考えさた後に意見交換を行うなど，生徒同士の意見交換の機会を意識して増やす

という指導法の工夫を行った。アクティブ・ラーニング型の指導法を取り入れた授業を

積極的に試みた結果，生徒アンケートからは，「分かりやすく相手にも理解してもらえ

るように考えながら説明することで，表現力が身についた」，「学んだ内容を自分の言

葉に置き換えてから相手に説明する取り組みで表現力や主体性が身についた」，「発表

の場が増えたので主体性が身についた」などという意見があげられた。これらの取り組

みが，「主体性」，「表現力」の向上に効果があったと考える。  
 「批判的思考力・判断力」についても先にあげた 2 つの項目ほどではないものの，昨
年と比較すると 20％近く肯定的な意見が伸びている。また，「学びに向かう力・探究心」，
「理解する力」も昨年同様肯定的な意見がほとんどである。生徒の意見からも今年度行

ったアクティブ・ラーニングを取り入れた指導法の工夫が「批判的思考力・判断力」，
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生徒に身につけさせたい資質・能力としてはあげていない項目，「協調性・社会性」

（3）「自己分析力・計画性」（5）「課題発見力」（6）「継続性・粘り強さ」に関して
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確に考察するという科学的な活動である。質の高い課題研究を進めるためにも，本授業

での活動が課題研究につながっていく必要がある。生徒アンケートの結果から，「自己

分析力・計画性」，「課題発見力」，「継続性・粘り強さ」で「大変向上した」・「向

上した」と回答している生徒が多く認められたことは，今回意識して行ったアクティブ

・ラーニング型の指導法の改善が，課題研究を進めるうえで必要な力を生徒に付けさせ

ることにも効果的であった言える。  
 
（２）課題  
アクティブ・ラーニング型の授業は生徒にとっては分かるという実感も伴い，好評で

あった。また，授業アンケートよりアクティブ・ラーニング型の指導法の改善により生

徒に身につけさせたい資質・能力としてあげた５項目はもちろんのこと，それ以外の項

目でも肯定的な回答が多く，多様な資質・能力の向上を実感している生徒の増加が認め

られた。その反面，生徒は資質・能力の向上を実感しているものの，十分な資質・能力

が生徒の身に付いているのかについては，生徒間によって差があるように感じられる。

生徒間での資質・能力における差がどれ程のものなのか，また，その差がどこから生じ

ているのかなどを知るためにも，指導法の改善以外にも評価方法の工夫が必要である。

そして，その差を埋めるための手立てを取り入れた指導法の改善も試みていく必要があ

ると考える。  
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 「国際性」についても、本年度は、

海外での研究の映像など授業で使い、

普段から海外を身近に感じさせる様に

工夫し、半数以上の生徒が国際性の向

上を実感している結果となったことは

大きな成果と考える。身近な物事の考

え方は、知識を柔軟に使いこなす事が

大切であり、高校の知識で考えるとい

う固定観念を捨て、簡単な、さまざま

な知識を広く使う事が求められる。「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。 

本年度も、コロナ禍において、さまざまな制約がある中での取り組みとなったが、優先順位をしっかりと

認識し、グループ学習を行うなど学習形態を工夫して、スト

ーリー性を見極め、学習に臨ませた。 

 著しく変化するこれからの社会に求められる「自分で考え、

答えを導き出す力」や「粘り強く、探求心を持ち続ける力」

を養えたと生徒自身が感じており、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中でこのよう

な結果が得られたことは十分な成果であると考える。 

生徒が自然現象の不意義さや楽しさを感じながら生活を送

っていると考えると、その内容が疑問点となり、徹底的に深

めたい時などが本当の力となると考える。学習のスタイルを

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。 

 

①：基礎的な知識を、用語だけ覚えるのではなく、その現象情報のフレーズとともにセットで考え、「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、難しく考えず、身に着けたものは 

  何でも使う発想を持ち続ける。 

②：「思考力、判断力、表現力」は第１の上に築かれるものであり、文字で説明するだけでなく、図を描 

  いたり、イメージ出来るように深く理解し、未知の状況にも対応できる力に繋げたいと考える。 

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、高校時代に学んだ内容にとらわ

れず、簡単な知識を幅広く使いこなす事が、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  

 生物の学習を考えると、①「理論」の解説、②実際に「実験」③「問題演習」も忘れてはならない。各要

素に着目しながら各段階を踏まえた授業の充実が大切である。さまざまな現象からの考察に関しても現象や

文章の読解能力が極めて大切・必要とされる。新しき時代の教育法と考えつつ、小学校・中学校とこれまで

過ごしてきた中での知識を土台とし、絵や図を描く学習方法の中でイメージ出来る様に、蓄えた知識を広く

使う力の育成を行い、そこから思考・判断力を育てる。そしてそれらの要素をうまく使いこなす場面から、

主体性・多様性・協調性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に結び付けたい。各スタイルの効果について、ねらいを明確

にして授業を計画することを考え、「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、慣れる事が大切で、発表を経験・聴くことによる「批判的思考力・判断力」や「課

題発見力」が、生徒自身の知識向上や成長に結びつくと考え、工夫しながら取り組みたいと考える。 

図１ 
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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。 

本年度も、コロナ禍において、さまざまな制約がある中での取り組みとなったが、優先順位をしっかりと

認識し、グループ学習を行うなど学習形態を工夫して、スト

ーリー性を見極め、学習に臨ませた。 

 著しく変化するこれからの社会に求められる「自分で考え、

答えを導き出す力」や「粘り強く、探求心を持ち続ける力」

を養えたと生徒自身が感じており、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中でこのよう

な結果が得られたことは十分な成果であると考える。 

生徒が自然現象の不意義さや楽しさを感じながら生活を送

っていると考えると、その内容が疑問点となり、徹底的に深

めたい時などが本当の力となると考える。学習のスタイルを

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。 

 

①：基礎的な知識を、用語だけ覚えるのではなく、その現象情報のフレーズとともにセットで考え、「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、難しく考えず、身に着けたものは 

  何でも使う発想を持ち続ける。 

②：「思考力、判断力、表現力」は第１の上に築かれるものであり、文字で説明するだけでなく、図を描 

  いたり、イメージ出来るように深く理解し、未知の状況にも対応できる力に繋げたいと考える。 

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、高校時代に学んだ内容にとらわ

れず、簡単な知識を幅広く使いこなす事が、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  

 生物の学習を考えると、①「理論」の解説、②実際に「実験」③「問題演習」も忘れてはならない。各要

素に着目しながら各段階を踏まえた授業の充実が大切である。さまざまな現象からの考察に関しても現象や

文章の読解能力が極めて大切・必要とされる。新しき時代の教育法と考えつつ、小学校・中学校とこれまで

過ごしてきた中での知識を土台とし、絵や図を描く学習方法の中でイメージ出来る様に、蓄えた知識を広く

使う力の育成を行い、そこから思考・判断力を育てる。そしてそれらの要素をうまく使いこなす場面から、

主体性・多様性・協調性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に結び付けたい。各スタイルの効果について、ねらいを明確

にして授業を計画することを考え、「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、慣れる事が大切で、発表を経験・聴くことによる「批判的思考力・判断力」や「課

題発見力」が、生徒自身の知識向上や成長に結びつくと考え、工夫しながら取り組みたいと考える。 

図１ 
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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  

 「国際性」についても、本年度は、

海外での研究の映像など授業で使い、

普段から海外を身近に感じさせる様に

工夫し、半数以上の生徒が国際性の向

上を実感している結果となったことは

大きな成果と考える。身近な物事の考

え方は、知識を柔軟に使いこなす事が

大切であり、高校の知識で考えるとい

う固定観念を捨て、簡単な、さまざま

な知識を広く使う事が求められる。「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。 

本年度も、コロナ禍において、さまざまな制約がある中での取り組みとなったが、優先順位をしっかりと

認識し、グループ学習を行うなど学習形態を工夫して、スト

ーリー性を見極め、学習に臨ませた。 

 著しく変化するこれからの社会に求められる「自分で考え、

答えを導き出す力」や「粘り強く、探求心を持ち続ける力」

を養えたと生徒自身が感じており、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中でこのよう

な結果が得られたことは十分な成果であると考える。 

生徒が自然現象の不意義さや楽しさを感じながら生活を送

っていると考えると、その内容が疑問点となり、徹底的に深

めたい時などが本当の力となると考える。学習のスタイルを

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。 

 

①：基礎的な知識を、用語だけ覚えるのではなく、その現象情報のフレーズとともにセットで考え、「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、難しく考えず、身に着けたものは 

  何でも使う発想を持ち続ける。 

②：「思考力、判断力、表現力」は第１の上に築かれるものであり、文字で説明するだけでなく、図を描 

  いたり、イメージ出来るように深く理解し、未知の状況にも対応できる力に繋げたいと考える。 

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、高校時代に学んだ内容にとらわ

れず、簡単な知識を幅広く使いこなす事が、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  

 生物の学習を考えると、①「理論」の解説、②実際に「実験」③「問題演習」も忘れてはならない。各要

素に着目しながら各段階を踏まえた授業の充実が大切である。さまざまな現象からの考察に関しても現象や

文章の読解能力が極めて大切・必要とされる。新しき時代の教育法と考えつつ、小学校・中学校とこれまで

過ごしてきた中での知識を土台とし、絵や図を描く学習方法の中でイメージ出来る様に、蓄えた知識を広く

使う力の育成を行い、そこから思考・判断力を育てる。そしてそれらの要素をうまく使いこなす場面から、

主体性・多様性・協調性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に結び付けたい。各スタイルの効果について、ねらいを明確

にして授業を計画することを考え、「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、慣れる事が大切で、発表を経験・聴くことによる「批判的思考力・判断力」や「課

題発見力」が、生徒自身の知識向上や成長に結びつくと考え、工夫しながら取り組みたいと考える。 

図１ 
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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 40

人に対する項目別

の集計結果は図１

の通りである。批

判的思考力・判断

力、表現力の資質

向上のために、多

解問題に取り組ま

せた。コロナ感染

対 策 の 制 限 の 中

で、できる限りグ

ループでの意見交換を行い、自分の解答の根拠を述べたり、他者の解答より良い解

答を提示したりする場面を設定した。４月当初から比べてアンケート集計時の 2 月

には、コミュニケーションを積極的に取るようになり、相互の教え合いから議論へ

と発展していった。しかし、アンケートの結果では⑧⑨の項目で「大変向上した」

「やや向上した」の項目の合計が昨年度を下回った。これは、コミュニケーション

が得意でない生徒や数学が苦手な生徒が、議論に思うように参加できず、意見を述

べることができなかったのだと思う。批判的思考力・判断力の項目で「大変向上し

た」としている生徒は、昨年 10 月に行った授業アンケートにおいて、「あなたはこ

の授業に意欲的に参加している」の項目で「強くそう思う」に回答している。一方

で、「分からない」や「効果がない」と回答した生徒は、「授業に意欲的に参加し

ている」の項目は「あまりそう思わない」、「分からないところは先生に質問し解

決しようとしている」の項目も「あまりしていない」「まったくしていない」と回

答している。グループ分けや議論の方法を改善することで、生徒が積極的に参加し

やすい環境になり、批判的思考力・判断力や表現力の資質の向上につながると思う。

また、⑦の継続性・粘り強さ、⑩の理解する・知識の活用の「大変向上した」と回

答した生徒は昨年度より増加している。これは、一つの問題に根気強く取り組んだ

成果と昨年度に比べて AL の機会が増え、生徒間で意見交換し、根拠を述べるなどの

学び合いの活動を通すことで「理解する・知識の活用」の向上につながったと考え

られる。  

  

(2)課題 

 身につけさせたい資質・能力のなかで、表現力の項目の「大変向上した」「やや

向上した」が最も低い。表現するために必要な「筋道を立てる力」を伸ばすために、

来年度以降も 1 年次同様に多様な考えに触れながら、自らの解答についての根拠を

述べる場面をさらに増やしたい。  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①学びに向かう力・探求心
②主体

③協調性・社会性
④国際性

⑤自己分析力・計画性
⑥課題発見力

⑦継続性・粘り強さ
⑧批判的思考力・判断力

⑨表現力
⑩理解する・知識の活用

図1 この授業を受けて資質や能力が向上したか

大変向上した やや向上した 分からない 効果がなかった
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人に対する項目別

の集計結果は図１

の通りである。批
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が得意でない生徒や数学が苦手な生徒が、議論に思うように参加できず、意見を述

べることができなかったのだと思う。批判的思考力・判断力の項目で「大変向上し

た」としている生徒は、昨年 10 月に行った授業アンケートにおいて、「あなたはこ

の授業に意欲的に参加している」の項目で「強くそう思う」に回答している。一方

で、「分からない」や「効果がない」と回答した生徒は、「授業に意欲的に参加し

ている」の項目は「あまりそう思わない」、「分からないところは先生に質問し解

決しようとしている」の項目も「あまりしていない」「まったくしていない」と回

答している。グループ分けや議論の方法を改善することで、生徒が積極的に参加し

やすい環境になり、批判的思考力・判断力や表現力の資質の向上につながると思う。

また、⑦の継続性・粘り強さ、⑩の理解する・知識の活用の「大変向上した」と回

答した生徒は昨年度より増加している。これは、一つの問題に根気強く取り組んだ

成果と昨年度に比べて AL の機会が増え、生徒間で意見交換し、根拠を述べるなどの

学び合いの活動を通すことで「理解する・知識の活用」の向上につながったと考え

られる。  

  

(2)課題 

 身につけさせたい資質・能力のなかで、表現力の項目の「大変向上した」「やや

向上した」が最も低い。表現するために必要な「筋道を立てる力」を伸ばすために、

来年度以降も 1 年次同様に多様な考えに触れながら、自らの解答についての根拠を
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図1 この授業を受けて資質や能力が向上したか

大変向上した やや向上した 分からない 効果がなかった
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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（２次方程式）  

（高次方程式・式と証明）  

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）  

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

数学Ⅱ 

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） 

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）  

ベクトル（平面上のベクトル・空間のベクトル）  

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Ⅱ       

数学Ⅱ 

数学Ｂ 

数学Ⅲ 

３ .成果と課題  

(1)成果                    

SS 数学Ⅰを履修

した SS クラス 40

人に対する項目別

の集計結果は図１

の通りである。批

判的思考力・判断

力、表現力の資質

向上のために、多

解問題に取り組ま

せた。コロナ感染

対 策 の 制 限 の 中

で、できる限りグ

ループでの意見交換を行い、自分の解答の根拠を述べたり、他者の解答より良い解

答を提示したりする場面を設定した。４月当初から比べてアンケート集計時の 2 月

には、コミュニケーションを積極的に取るようになり、相互の教え合いから議論へ

と発展していった。しかし、アンケートの結果では⑧⑨の項目で「大変向上した」

「やや向上した」の項目の合計が昨年度を下回った。これは、コミュニケーション

が得意でない生徒や数学が苦手な生徒が、議論に思うように参加できず、意見を述

べることができなかったのだと思う。批判的思考力・判断力の項目で「大変向上し

た」としている生徒は、昨年 10 月に行った授業アンケートにおいて、「あなたはこ

の授業に意欲的に参加している」の項目で「強くそう思う」に回答している。一方

で、「分からない」や「効果がない」と回答した生徒は、「授業に意欲的に参加し

ている」の項目は「あまりそう思わない」、「分からないところは先生に質問し解
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また、⑦の継続性・粘り強さ、⑩の理解する・知識の活用の「大変向上した」と回
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(2)課題 

 身につけさせたい資質・能力のなかで、表現力の項目の「大変向上した」「やや
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①学びに向かう力・探求心
②主体

③協調性・社会性
④国際性

⑤自己分析力・計画性
⑥課題発見力

⑦継続性・粘り強さ
⑧批判的思考力・判断力

⑨表現力
⑩理解する・知識の活用

図1 この授業を受けて資質や能力が向上したか

大変向上した やや向上した 分からない 効果がなかった
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３ .成果と課題  

(1) 成果 

ＳＳ数学Ⅱの受講者に

対し，授業による資質・能

力の向上に関する生徒ア

ンケートを実施した。対象

は２年次ＳＳＨクラス及

び普通理系クラスに所属

する１０３名である。先

に述べた身に付けさせた

い資質・能力の５つの項

目についての結果は右図

のようになった。いずれ

の資質・能力に関しても

「大変向上した」「やや向

上した」といった肯定的

な意見の割合が，ほかの

選択肢に比べて高い値に

なった。「大変向上した」

「やや向上した」の割合

を見ると，「学びに向か

う力・探求心」では８７．

３８％，「理解する力・

知識の活用」では８９．

３２％である。 

 授業ではデジタル教科

書やパワーポイントを用

いて内容を進めている。

変数の変化によるグラフ

の動きや関数の変動など

は視覚的に見ることで理

解しやすくなるので，積

極的に大型テレビを用い

て解説した。さらに授業

ではできるだけ演習の時

間を確保し，生徒主体の活

動ができるような時間配

分をした。演習の時間で

は，一人で黙々と解く生

徒，相談しながら解く生徒

と様々な様子が見受けら

学びに向かう力・探求心 

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 
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は，一人で黙々と解く生

徒，相談しながら解く生徒

と様々な様子が見受けら

学びに向かう力・探求心 

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 
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れたが，アンケートにおける「学びに向かう力・探求心」「主体性」といった項目を見る

と，多くの生徒が問題解決に向けて自ら積極的に取り組むことができていたことがわかる。 

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というアンケートに対して，

「粘り強く研究に取り組むことができた。」「結果が出なくてもすぐに投げやりにならず諦

めない力を使っていくこと。」「粘り強く最後まで取り組むという姿勢に活かせた。」とい

った意見が多くあり，粘り強さにつながると感じた生徒が多かった。他にも「問題発見か

ら解決までの道のりを逆算して考えること。」「課題を発見したり，間違っている気がし

たものはもう一度頭の中で整理して考え直すこと。」「分からないことがあれば，周りに

聞いてみることができるようになったと思う。」「図を使ってわかりやすく解く。」とい

った意見もあり，ＳＳ数学Ⅱが課題研究に対しても効果があることがわかる。 

 以下，生徒の回答を一部記述する。 

•実験の結果の分析，表現に上手く活用出来ました。 

•表現力や理解する力を研究の結果をまとめる時などに利用できた。 

•視点を変えて課題を見つけられた。 

•多くの問題に対してひとつの解答方法のみを考えるのではなく多くの角度から解答を  

考えることができるようになった。 

  •ある事象における要因や解決方法について考えること。 

  •論理的に答えを導き出すこと。 

•課題発見力 

•実験に使う溶液の濃度計算。 

•順序だてて物事を解決する力として，研究の課題を解決する面で役立った。 

•解決をしていく過程の工夫の仕方など。 

ＳＳＨ指定以来，ＳＳを付した科目を担当する教員の授業改善や取り組みによる

成果が生徒へよい方向で還元されてきている。このことはＳＳＨの事業として成果

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

と下回っている。これは昨年度も同様であった。新型コロナウイルスの影響による休校や

分散登校などの影響もあり，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た

ので，生徒の発表の機会，記述指導などがあまり実施できなかったことが影響しているか

と思われる。今後もこのような状況が起こることが想定されるので，臨機応変に対応して

いかなくてはならない。オンライン授業や限られた授業数の中で資質・能力を育成してい

くための創意工夫を模索していくことが大きな課題である。 

 また，ＳＳ数学を通して身につけられた，あるいは向上しなかった資質・能力について，

それぞれをしっかりと追究し，改善に向けた評価方法の研究についてもより一層していく

必要がある。 

 

３ .成果と課題  

(1) 成果 

ＳＳ数学Ⅱの受講者に

対し，授業による資質・能

力の向上に関する生徒ア

ンケートを実施した。対象

は２年次ＳＳＨクラス及

び普通理系クラスに所属

する１０３名である。先

に述べた身に付けさせた

い資質・能力の５つの項

目についての結果は右図

のようになった。いずれ

の資質・能力に関しても

「大変向上した」「やや向

上した」といった肯定的

な意見の割合が，ほかの

選択肢に比べて高い値に

なった。「大変向上した」

「やや向上した」の割合

を見ると，「学びに向か
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３８％，「理解する力・

知識の活用」では８９．
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 授業ではデジタル教科

書やパワーポイントを用

いて内容を進めている。

変数の変化によるグラフ

の動きや関数の変動など

は視覚的に見ることで理

解しやすくなるので，積

極的に大型テレビを用い

て解説した。さらに授業

ではできるだけ演習の時

間を確保し，生徒主体の活

動ができるような時間配

分をした。演習の時間で

は，一人で黙々と解く生

徒，相談しながら解く生徒

と様々な様子が見受けら

学びに向かう力・探求心 

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 



54

Ｎ ＳＳ数学Ⅲ 

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 

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。  

数学Ⅲの内容に，大学で学ぶ微分積分学の一部を加え，大学数学への接続をは

かる。大学において学部・学科に関わらず理系なら必ず履修する「微分積分学」

を先取りした形で学習する。微分積分学は，数学Ⅱで基礎を，数学Ⅲでその応用

を学習する。それをさらに発展させた，より数学的な微分積分学をここでは学ぶ。 

 

・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 

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  

平面上の曲線  

複素数平面  

関数と極限  

微分  

微分の応用  

積分とその応用  

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  

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） 

微分方程式（大学で学ぶ微分積分） 

 

数学Ⅲ  
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Ｎ ＳＳ数学Ⅲ 
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３ .成果と課題  

(１) 成果 

ＳＳＨクラスのうちＳＳ数学

Ⅲ選択者２０名による，授業に

おける資質・能力（１０スキル）

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対

して比較的高い値を示してい

る。特に「学びに向かう力・探

究心」についての肯定的な回答が 84.2%，「理解する力・知識の活用」についての肯定的
な回答が 89.5%と高い効果が得られている。しかし，数学科として◎をつけた，身につけ
させたい資質・能力である「批判的思考力・判断力」「表現力」については〇もつけた項目

に比べて肯定的な意見が低いため，「批判的思考力・判断力」「表現力」が上昇するような

授業改善を考えていく必要がある。  
下の図２は昨年度のＳＳＨクラスのＳＳ数学Ⅱ（４１名）と今年度のＳＳＨクラスのＳ

Ｓ数学Ⅲ選択者（２０名）（同じ生徒が含まれる過年度比較）の１０スキルアンケートの

比較である。肯定的回答はどの項目に対してもＲ０２からＲ０３にかけて減少傾向にある。 

 

 

図３は図２のグラフのうち，

ＳＳ数学で身につけさせたい５

つの資質・能力に焦点を当てて

比較したグラフである。いずれ

も前年度と比較すると肯定的な

意見は減少しているものの「学

びに向かう力・探究心」以外の

項目において「大変向上した」

という意見の割合は増加してい

ることが分かる。 
図３ ＳＳ数学で身につけさせたい５つの資質・能力比較 

図１ ＳＳ数学Ⅲの 10 スキルアンケート 

図２ ＳＳ数学Ⅲ(R03)とＳＳ数学Ⅱ(R02)の 10 スキルアンケート比較 
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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 
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数学Ⅲ  
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 図４は一昨年度のＳＳＨクラ

スのＳＳ数学Ⅰ（４０名），昨

年度のＳＳＨクラスのＳＳ数学

Ⅱ（４１名）と今年度のＳＳＨ

クラスのＳＳ数学Ⅲ選択者（２

０名）（同じ生徒が含まれる過

年度比較）の１０スキルアンケ

ートのうち，ＳＳ数学で身につ

けさせたい５つの資質・能力に

焦点を当てて３年間を比較した

グラフである。「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」の４つの項目はいずれも３年間を通して単調に増加している。 

「ＳＳ数学の授業で身につけたことが課題研究にどのように生かせましたか。」という質

問では，「粘り強く続ける姿勢や、常に疑問を持って物事を考えることに生かせた。」「課

題発見力」「論理的に考える力がつき、実験の計画を丁寧に立てられた。」といった回答

が得られ，課題研究とＳＳ数学のつながりを意識するとともに，ＳＳＨクラスの生徒は数

学という教科だけでなく，それぞれのＳＳＨ事業を通して１０スキルを意識し，育むこと

ができていると考えることができる。このことは，一定の成果であると言える。 

 また，ＳＳ数学Ⅲの授業についての感想記述では「難しかった」というコメントがほと

んどであったが「数Ⅰ・Ⅱと比べてかなり難しかったが，演習が多かったので理解しやす

くて良かった。いろいろな解き方があって面白かった。」「難しいことが沢山あったが数

学の深みを知りさらに数学に興味を持った」「微積は特に原理の部分を学習できた。」な

ど，難しかったことを乗り越えた際の達成感や本質の理解に対するコメントもあり，理解

する力・知識の活用の割合増加に影響しているのではないかと思われる。ＳＳＨの各事業

において１０スキルを育むことが，論理的思考力を高めることにつながると言えるのでは

ないだろうか。 

 

(２) 課題 

図４の３年間を通したグラフから，「主体性」について「大変向上した」の回答が増加

している一方で，「効果がなかった」の回答も増加している。特に３年生では進路希望と

の関係がモチベーションにかかわってくる部分もある。「効果がなかった」と回答する要

因は何なのかを明らかにする必要がある。 

今年度には，１０スキルの向上および取り組み改善により，分析・検証ができるように， 

新たに「１０スキルルーブリック」を作成した。今後は「１０スキルルーブリック」を用

いて授業を分析し，ＳＳ数学で身につけさせたい５つの資質・能力の向上を目指した授業

改善に活用することができる。 

併せて，ＧＩＧＡスクール構想により校内Ｗｉ-Ｆｉが整備された。来年度入学生から

は１人１台の端末を持つことなる。ルーブリックやポートフォリオをデジタル化すること

により，生徒と教員でデータを共有し，お互いがすぐに閲覧することも可能となる。この

ことで，５つの資質・能力の向上を図っていきたい。 

図４ ＳＳ数学で身につけさせたい５つの資質・能力比較(3 年間) 
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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ことができる。 
 
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。 

身につけさせたい資質能力 

国際性 理解する力・知識の活用 

◎ ○ 

(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 
10/14 1・2 Islam HAMIM バングラデシュ 東京農工大学 Plant Viruses 

10/15 3 
Benjarong 
SAMRANSUKSAMER タイ 東京大学 

Fabrication of Nanorod by Physical  
Vapour Deposition with Glancing Angle 
Deposition (GLAD) Technique 

2/10 1・2 Ruben PEREZ RAMON スペイン 早稲田大学 How can phonetics help us daily? 
 
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、３割前後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。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，９５％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，確実に生徒の科学を学ぶ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，
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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では、つくば市の科学関連施設を見学した成果について，２年次の SSⅡにおい

ては，課題研究班で行った研究内容について，英語でプレゼン発表を行う。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 Berkeleyʼs 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  １・２年次生 SSHクラス 
②テーマ １年次：科学関連施設見学の成果について 

      ２年次：課題研究について 
③発表内容 
1)１年                                       
 Research Field Title 
1 Physics High Energy Accelerator Organization (KEK) 
2 Physics The Cyberdyne Studio 
3 Earth Science The National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 
4 Geography Science Museum of Map and Survey 
5 Public Works The Public Works Research Institute 
6 Geology The Geological Museum 
7 Materials Science The National Institute for Materials Science 
8 Space Engineering The Tsukuba Space Centre 

  2)２年 
 Research Field Title 
1 Psychology  What kind of design is easy to understand and friendly? 
2 Application  To develop the application for raising children  
3 Biology  Identification of colours using the flowability of killifish  
4 Chemistry  How aqueous solution concentration affect refractive index  
5 Physics  About how to fold a paper plane and its distance  
6 Chemistry  The relationship between peach flower and cotton staining  
7 Physics  Difference in air resistance in the same area shape  
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8 Biology  Antimicrobial activity of peach leaves  
9 Sociology  Using advertising to promote the town  
10 Biology  Allelopathy of mugwort  
11 Meteorology  Sunset colour  
12 Math  Correct answer rate of 3-choice quiz 

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。Power point, 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，グループごとに工夫が見られた。また視覚的効果の高い優

れたスライドが作成され，高評価であった。テーマが多岐に及んでいたが，KLB 校の先生から、
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Your Name   Nimali De Silva ( KLB School, Wotton-Under-Edge, Gloucestershire, UK)                                                                                                       

The Title Meteorology: Sunset colour  
Your Comments Itʼs wonderful to try to understand the scientific background behind a 

beautiful event in nature, such as a sunset.  There is a good balance 
between pictures and words in your presentation. This kind of research 
might lead you to want to do research about weather conditions.  

Questions Does it change across the seasons? Where is the best place to see a sunset in 
Yamanashi?  Did you consider comparing sunrises and sunsets?  

 
（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。 
今年は、２年生の課題研究結果を 11月にまとめてから、英語でのプレゼン発表に取り組んだの

で，12月に YouTubeへアップロードとなった。KLB校の協力もあって何とかやり取りができた
が，本校の生徒も KLB校も時間の確保が大変だった。今後は，プレゼン内容や作成日程を検討す
るとともに，KLB校とのリモート交流では直接のやり取りができるよう模索していきたい。 

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では、つくば市の科学関連施設を見学した成果について，２年次の SSⅡにおい

ては，課題研究班で行った研究内容について，英語でプレゼン発表を行う。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 Berkeleyʼs 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  １・２年次生 SSHクラス 
②テーマ １年次：科学関連施設見学の成果について 

      ２年次：課題研究について 
③発表内容 
1)１年                                       
 Research Field Title 
1 Physics High Energy Accelerator Organization (KEK) 
2 Physics The Cyberdyne Studio 
3 Earth Science The National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 
4 Geography Science Museum of Map and Survey 
5 Public Works The Public Works Research Institute 
6 Geology The Geological Museum 
7 Materials Science The National Institute for Materials Science 
8 Space Engineering The Tsukuba Space Centre 

  2)２年 
 Research Field Title 
1 Psychology  What kind of design is easy to understand and friendly? 
2 Application  To develop the application for raising children  
3 Biology  Identification of colours using the flowability of killifish  
4 Chemistry  How aqueous solution concentration affect refractive index  
5 Physics  About how to fold a paper plane and its distance  
6 Chemistry  The relationship between peach flower and cotton staining  
7 Physics  Difference in air resistance in the same area shape  
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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

に肯定的な回答が多く，「協調性・社会性」「自己分析力・計画性」「継続性・粘り強

さ」「表現力」をはじめ，ほとんどの項目で肯定的な回答が８割以上であった。また，

これまで課題であった「国際性」についても昨年度より伸びている。もともとＳＳＨク

ラスの生徒は「フェロー講演会」「ＫＬＢ校との交流発表会」等の国際性を高める事業

が実施されており，自己評価では肯定的な回答が８割を占めていた。そこで「ＳＤＧｓ

の講演会」や「サイエンスアカデミー」で青年海外協力隊経験者の体験を聞くといった，

国際感覚を身に着けるための事業を年次全体に広げたこと，また教科において海外の研

究映像を用いる等の工夫が要因として挙げられる。 

ＳＳＨ事業において成果を挙げた点についての記述の主なものは次のとおりである。 

・研究の仕方，ポスターの在り方，プレゼンテーションの形を知ることができた。 

・プレゼン能力などはＳＳＨがなければ到達しないと思う。 

・３年次の課題研究論文を教職員全員で指導した。このことにより，３年次生の論文の

ブラッシュアップだけでなく，全教職員が３年間の探究の最終ゴールを確認すること

になったと思う。  

・課題研究に対する意識が向上し，自ら課題を発見しようとする姿勢が見られた。 

・生徒の物事の考え方や解決方法の広がりに成長を感じた。 

・授業内容の改善につながった。 

 課題研究については，学校設定科目「ＳＳⅠ・Ⅱ・Ⅲ」としてＳＳＨ指定２期目から対

象を全校に拡大している。生徒は自ら課題を発見し，様々な研究機関と連携していく中で

どういう方法で進めるのか見えてきたところである。加えて今年度は３年次のＳＳⅢで作

成した論文の中間評価を全職員で分担して行った。具体的には「ちえぶくろシステム」を

用いて生徒と担当のマッチングを行い，年次や教科の枠を超えてアドバイスやディスカッ

ションを重ねた。このことにより，全校体制で課題研究に取り組めたとともに教員間にお

いて探究活動のゴールを共有し，３年間を見据えた指導を考えるきっかけとなった。その

ことは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（１）

参照）において「関心がある」「携わっている」が昨年度よりも伸びていることからもう

かがえる。ただし教員の指導方法については依然として個人のスキル頼る傾向にある。一

部の分野では書式を作成し始めているが，今後どのように共有し継続させていくかについ

てはまだ検討・改善の必要があると考えられる。 

課題研究について生徒に行った自己評価（❸実施報告書 第３章 研究開発の内容 Ａ

～Ｃ参照）では，「学びに向かう力・探究心」「課題解決能力」「理解する力・知識を活

用する力」は各年次とも身についたという結果が出おり，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表れている。

課題研究をもとにした研究発表が県内や全国の発表会で優秀な成績を収めたものもあり，

生徒自身も成長を実感できていると考える。 

 評価については，「ＳＳⅠ～Ⅲ」と各教科で一枚ポートフォリオ評価（ＯＰＰＡ）を活

用している。生徒用は基本的に毎時間ＯＰＰシートによる振り返りを行い，活動内容や自

身の変容を生徒が主体的に認識できることで成長につながっている。指導担当者は，それ

により生徒の状況を把握することで評価への活用と指導方法や実施内容の改善につなげる

ことができている。来年度から本格的に実施の観点別評価における評価の明確化への効果

も期待される。「ＳＳⅠ～Ⅲ」においては教員用のＯＰＰシートも活用し，研究内容や進

め方の調整や次年度の指導計画の改善につなげることができている。 

また今年度は生徒に身につけさせたい資質・能力を１０個に整理し，「１０スキル」を

評価するためのルーブリックの作成を始めた。生徒，教員で目標を明確にし，共有するこ

とを目的としている。 

協同的探求学習に基づいた授業改善については継続して取り組んでいる。理論や評価も
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含め外部講師に依頼し職員研修会を重ねている。「主体的・対話的」活動を授業に取り入

れることで，生徒の「表現力」「主体性」の向上に効果があったと考える。このことは，

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（３）参

照）昨年度に引き続き授業が制限されることもあった。しかし今年度はＩＣＴ環境が整備

され活用しやすくなった。オンライン授業のスムーズな実施や動画等の効果的な利用，グ

ループワークの時間確保，ソーシャルディスタンスを確保しての意見交換等が実施できた。 

 

２．ＳＳＨ事業への運営指導委員の評価 

運営指導委員からの主な評価（❹実施報告 ２．運営指導委員会の記録 参照）は次のと

おりである。 

・ちえぶくろ賞の創設は生徒にとっても先生にとってもモチベーションになると思う。 

・教員が負担に思うとそれが学生にも伝わってしまうので，負担を軽くすることも考え

ていくべき。 

・コロナの中でうまく生き残っていく企業や学校は，エボリューションの時代，歴史的

変換点にあると思う。ICT をうまく利用しながら効率よくやっていくことが必要。 

・職員間でよい研究を判断して継続させていってほしい。 

・ルーブリックがあると客観的になる。生徒たちもどういうレポートを書けばいいのか

が分かる。とりあえず作って少しずつよくしていくことが大事だと思う。 

・スポーツ科学は面白いと思う。障がい者スポーツにも着目していくと，福祉の視点が

入るので，文系の生徒たちも取り込める。車いすのスロープを作ったりとなれば物理

の素養が入ったりする。そういった可能性も生徒たちに示すといいと思う。 

・第 2 期の 5 年間は体育館のポスターセッションを見ても雰囲気がいいと感じる。 

・全員で課題研究を行って，教員も一丸となって取り組んで SSH の学校だという体制にな

っていったと思う。先生方も生徒もやるのだという士気が上がってきている。 

・サイエンスなので，地域連携もあまり大きくしないで世界農業遺産や日本農業遺産だと

かの土台として日川高校が貢献できればいいと思う。 

 

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

全て肯定的な回答であった。「ＳＳＨの成果を今後どのように活かしていくかも固めるべき」

「ＳＳＨの教育は，質の高い指導がされていると思う。講演会に際し生徒たちの反応も良く，

よく学んでいる」といった意見が寄せられた。 

 

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（１）参照）

から，「本校の特色づくりにとって役立つ」「生徒の教育活動に効果がある」について

肯定的回答が９割と伸びている。「負担に感じている」割合が昨年度よりやや減ったこ

とは，ＳＳＨの活動が定着し指導方法が確立されつつあると考える。全校体制での実施

や事業の検討により意識も高まり，事業の有効性を教員が実感することができている。 

また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

（４）参照）より，教員については，「地域や保護者に関心が持たれている」「学校の

活性化に生かされている」の２つの質問とも肯定的回答が９割以上であった。ＳＳＨ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同様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（４）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。ＳＳＨ

事業を始めとした教育活動を保護者の理解を得つつ時代に応じた内容にしていく必要

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 
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があると考えられる。 



72

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。今年度は，年６回の委員会を開催した。教頭，ＳＳＨ推

進係の他に，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２３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。また，今年度はすべての回に校長も参加し，Ⅱ

期のまとめやⅢ期目に向けた協議を行った。 

 

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期の最終年であり，次期申請に向けての指導・助言もいただいた。３月には本校のＳＳ

Ｈ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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２．運営指導委員会の記録 

  (1) 令和３年度山梨県立日川高等学校ＳＳＨ第１回運営指導委員会 

 

日時 令和３年６月１４日(月) １５時～１６時３０分 
会場 Zoom にてオンライン開催  

 
 次第 
 1 校長挨拶 

2 委員・学校代表・事務局紹介  
3 議事 
（1） 会長及び副会長の選任  
（2） 令和２年度事業報告  
（3） 令和３年度事業計画及び予算案 
（4） 質疑応答 
（5） その他 

  
 

 
ＳＳＨ運営指導委員  
相原  正男（委員長）  山梨県子どものこころサポート  

                プラザ センター長  
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 
 
 
 

運営指導委員からの主な意見 

 
（１）令和２年度事業報告について 
●ちえぶくろ賞の創設は運営委員の提案によるものだと記憶している。生徒にとっても先生にとってもモ
チベーションになるようにだと思う。特に狙いは先生で、達成感があるのは自分が論文を書いたときより

も、自分が指導した論文が学会賞を取ったりしたときという経験がある。授業以外に先生方が放課後や

休日にかかわりあった中で、賞をとることでモチベーションにしてほしい。 
●教員が負担に感じている割合が増えてきたことは、本当はもっと細かく調べる必要があると思うが、ある
やらされている感があるのかなと思う。興味を持ってやっていただけるとありがたいが、どうしても負荷に

なってしまうと思った。教員が負担に思うことが表に出ると学生にも伝わってしまうので、うまくカバーしな

がらやってほしい。やりがいを感じている先生もいるので、大変かと思うが頑張ってやってほしい。  
●新しいことにチャレンジすると、それに慣れるのが大変だし、改めて自分も勉強しなければならないこと
は気持ちの大きな負担になるのはよくわかる。先生の負担を軽くすることも一緒に考えていくべき。例え

ば大学の授業動画も否定的に思っていたが、動画を作ることによって反転授業を実施することができ

た。そうしたら授業の負担が減り、平均点が 10 点ぐらいアップした。先生たちの負担もどうやって軽くし
ていくのかを併せて考えていくことも必要だと思う。 

●コロナの中でうまく生き残っていく企業や学校は、エボリューションの時代、歴史的変換点にあると思う。
ICT をうまく利用しながら効率よくやっていく。弱点をうまく活用していくことが集団の中での生き残り作

戦だなと最近思う。 
 

（２）令和３年度 SSH 事業計画について 
●先生方が苦労して研究の面白さまで展開できればいいと思う。過去の先輩の研究テーマを読み直し
て、生徒が興味をもったら継続させるというのは非常に面白いと思う。実際に過去の研究はたくさんある

と思う。それをどう示すか、過去と今の比較、同じ視点でやっても違う結果が出ることもある。研究だから

オーソドックスな受け身の答えの分かっていることではなく、新しいことに生徒が気づいたり先生が紹介

したりする中で、いい展開が期待できる。 
●大学の研究も継続してバトンタッチしていく。職員間でよい研究を判断して継続させていってほしい。 
高校生は長くても３年間なので、学校の中で継続させてほしい。そのことで高いレベルまで行くと思う。  
●今年の３月の研究発表の中で、分野を横断してテーマを与えたいというのは面白いと聞いていた。継
続もそうだが分野横断することを考えるのに、過去の研究を A4 の１枚にまとめてあるとザーッとみて融

合することができるのではないかと思った。だが指導する先生は大変だと思う。 
●高校 GIGAスクール構想について、SSHやっている立場から積極的に取り組むということを想像してい
る。一人 1 台が公の形で整備されていくということもあるが、スマホはほとんど全員が持っていると思う。
高校ではスマホを使ってはいけないなどのルールもあると思うが、授業の中では積極的に使っていくこ

ともできるのではないかと思う。去年は 1 年次生が、まだ PC が届いていないという学生に対してスマホ
でやらせてた。生徒はそこそそついてくるが、学校にある端末だと学校でしか使えない。自分たちの持
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っているスマホを自分の楽しみだけでなく、いい使い方をしようと学んでもらうということがあってもいいの

かと思う。 
●ICT に関して先生たちの研修会などが必要になってくる。 
●ルーブリックは大学ではなかなか作れない。１つの科目で学生と一緒に作った。それからすると、示した
いただいたものが SSH 全体のものなので、それぞれの事業ごとに設定されていくといいのかと思う。成

績をつけるのにも何となく暗黙値でつけている。ルーブリックがあると客観的になる。生徒たちもどういう

レポートを書けばいいのかが分かる。最初からベストのものは作れないと思うので、とりあえず作って少し

ずつよくしていくことが大事だと思う。 
●育成する生徒の資質能力が１０項目あって、正十角形がすべて S になる必要があるのか、凹凸は認め
るのか、そこの評価はなかなか難しいと思う。評価ごとにアクセントがないと分かりづらい  

●規準に長い文章があり、２文のものは and なのか or なのか。どういう風につながっているのか、and が
多いと分かりづらくなってくる。エッセンスを残してだんだん削っていく作業がいいと思う。  

●山梨にもいくつかの高校が、SSH 指定を受けているが、日川高校の差別化というかは学校側ではどう

考えているか。 
●（３期目に向けて）スポーツ科学は面白いと思う。日川で今のラグビーや活発なものだけではなく、ボッ
チャなどのパラリンピック系の障がい者スポーツにも着目していくと、福祉とかの視点が入るので、強くな

るためのスポーツではなく、楽しむためのスポーツだと文系の生徒たちも取り込めるのではないかと思

う。車いすのかたのことを考えてスロープを作ったりとなれば物理の素養が入ったりする。そういった可

能性も生徒たちに示すといいと思う。 
●いつもオリンピックがスポーツ中心じゃない。市民スポーツや障がい者スポーツなども入れていけるとい
い。山梨県にはリハビリテーション病院がいくつもある。多くの理学療法士、作業療法士がかかわって

いる。そういったことにアクセスするのも地域の強みが出ていいと思う。 
●SSH１期生の平成２４年卒業生が２５歳になっていると思う。卒業生たちが振り返ってみて職業にどう影
響しているか振り返りの報告はあるか。また１期目の初期の段階と２期目の後期でスキルや目的意識も

違うのではないと考える。 
 
 
 
 
 (２) 令和３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３年１２月６日 15:00～17:00 
                                          会場 山梨県立日川高等学校 応接室 
 
 次第 
 1 校長挨拶 
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（１）今年度の事業報告について 
（2）３期目の取り組みについて 
（3）運営指導委員から助言・指導  
（４）その他  
 
   

ＳＳＨ運営指導委員  
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                プラザ センター長  
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山際  基 山梨大学教育学部 准教授 
輿水 達司 山梨県立大学 客員教授 
佐野  宏 山梨県立産業技術短期大学校 校長 
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囲気がいいと感じる。 
●文系の中からいかに数値化して定量に持っていくか、もう少しテコ入れをしていくといい。
全国でも弱いところなので、弱い分野をインセンティブにやっていくというのはニッチなと

ころを狙うのもいいかもしれない。先日教育センターで、折れない心というシンポジウムを

行った。そこで中学の養護の先生が抑うつ尺度を図ってそのあと介入した。抑うつ尺度は介

入によって良くなったというデータを出してきた。今まで教育の中で数値化したデータは出

なかったのですごく称賛した。比較的簡単な統計計算で処理できる。だんだん教育の世界に

もそういうデータが出てきたんだなと感心した。  
●1 期目は SSH クラスの活動で、学校の一部で取り組んでいた印象。全員で課題研究を行って、
教員も一丸となって取り組んで SSH の学校だという体制になっていったと思う。先生方もそ
うだが、生徒もやるんだという士気が上がってきているのはよかったと思う。また、今回全

国で受賞したのは研究を行う上でいい起爆剤になると思う。 
●ある程度研究が評価されると、他の生徒たちも参考にし始めるので全体的なレベルが上がる
のかなと思う。ああいうのがいいんだなと思うのが出てくるのがいいと思う。また、オンラ

インで中国とつながったというのは国際的な試みもされているので良かったと思う。  
●順調に結果が出てきてよかったと思う反面、次はどうしようかと思ったところもある。発表
に関しては文系的な発表をするところを探して、いろんな学会があるので高校生が発表でき

るところへ出していくのがいいと思う。  
●着想自体が突飛なことでなくても、受賞した研究のどこがいいのか分析した方がいいと思う。
方法論として卓越しているのか、結果の解釈が優れているのかなど。今回もタイトルを先に

書いているだろうということが如実にわかる。論文の書き方はタイトルが一番最後、要旨は

次に最後。方法と結果をやって考察を書いて要旨を書いて、タイトルは最初に目につくもの

だから非常にアトラクティブでないといけない。魅力のあるもの。何を見たいのかがタイト

ルから出てこないといけない。 
 
（2）３期目の取り組みについて 
●第 3 期に向けても、教育という面と研究者の入口という要素をどのように課題研究に反映さ
せるかを申請に織り込めればいいと思う。  

●学校教育は 1 つの答えがあって 1 つの質問に 1 つの答えという収束思考。研究はいくつかの
答えがあって、その中からいろいろなアルゴリズムを考えて試行錯誤するのが実験で、拡散

思考という。それは実は前頭葉の機能。前頭葉は将来の不確実なものに対してどういうもの

がベターかということをやっていく。実験というのは正に結果ありきではない。結果ありき

では研究者としては面白くない。例えば川崎病について、川崎先生に何で世界で初めてそん

な病気を見つけたか質問したが、答えは知識がないからだと言っていた。知識があると、既

存の病名をつけるようになってしまう。東大の学会ではさんざん言われたらしい。川崎病が

認められたのはアメリカ小児科学科で、最初に日本では認められていない。知識があって分

かっているものを実験してもしょうがない。先生方も一緒に悩みながら拡散思考を持って実

験をしていく必要がある。先生方もパラダイムシフトしていかないとオリジナルな研究はで

きないかもしれない。拡散思考を持つことは研究者としては必要。  
●行政の目で見ると、SSH3 期目は当然という前提なのか、この 10 年間で成果が出て、日川高
校としてもある一定の成果が出たのは間違いないと思う。3 期目の 5 年間が日川高校として、
または県の教育委員会の一つの高校としての目指す姿として何を求めているのかという姿が

あるのか、過去の 10 年間の総まとめとしての 5 年間としてどういう姿でやるのか、何を目指
しているのかが見えない。生徒が頑張ってやっていることについて全国レベルの着目の仕方

やプレゼン能力として素晴らしい成果が出た。では、地元の高校として生徒像をどう作って

いくのか、大学を目指していく生徒を育てるのに、SSH を使って目指すものを 10 年間作っ
てきたと思う。それが十分できたと判断するのか、もっと上を目指すのか、そのことを学校

として叩いたのか、叩いていないのか、それとも今日の話をたたき台にして学校側でたたく

のか、3 期ありきならそれでいいが、果たしてそれでいいのか。行政の形からすると、1 期目
2 期目あっての 3 期目と考えるのか、まったく新しく日川高校が目指す姿をやるために 3 期
目が必要なのか考える必要がある。 

●育てたい生徒像で、新たな価値を創造できる生徒というのが分かるような、分からないよう
な、事業がどう反映されているのかというのが気になる。過去はよかったけど将来どうする

の、新たな価値をどこから持ってくるのかが難しい。これまでの高校の勉強は答えがある学

びだったので、課題研究は答えが分からないからやる。答えがないものに取り組む。そこか
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囲気がいいと感じる。 
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ら新たな価値が生まれてくるという持っていき方でもいいのかなと思った。特に工学は答え
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の、新たな価値をどこから持ってくるのかが難しい。これまでの高校の勉強は答えがある学

びだったので、課題研究は答えが分からないからやる。答えがないものに取り組む。そこか
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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

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

1 水災害の過去と現在 62 山梨県の虐待の現状

2 山梨の水力発電について 63 「いじめ」について

3 温泉がガスを使うわけ 64 童話を現代の法律で考える

4 より効率のよい水力発電方法 65 子どもの間でLGBTQ+の認知度が低いのはなぜか

5 水質によって変化する水生生物の生息場所 66 SDGｓから見たアフリカの今

6 水資源の歴史 67 日川高校生の整骨院事情について

7 きれいな川とは 68 どのような条件がそろうと緊張しやすいか

8 ぶどうと気候 69 応援が与える影響

9 ぶどうの糖度 70 幼少期に経験したスポーツと現在の運動能力の関係

10 農業を高齢者から若者へ 71 データで見るコロナ

11 山梨のワイン産業について 72 コロナ対策と結核対策

12 山梨の織物 73 コロナ禍による精神状態の変化

13 山梨の地酒 74 山梨に住む私たちのストレス

14 山梨の水 75 コミュニケーションの低下について

15 石・宝飾品について 76 ビタミンC　コロナウイルスとたばこへの影響

16 若者に伝えたい！印伝の魅力 77 スポーツジムについて

17 富士山観光に偏る理由

18 ゆるキャラが観光に与える影響 SSⅡα・β

19 なぜ山梨の観光客が少ないのか 分野 研究発表テーマ

20 新型コロナウイルスが与える観光業への影響 1 3択クイズの正答率〜選択肢の色によって正答率は変化するのか〜

21 温泉が山梨に与えるメリット・デメリット 2 スーパーボールの落ちた地面の材質の違いによる跳ね返りの変化

22 山梨が舞台の映像作品とその効果 3 飲み物が体に及ぼす影響

23 山梨の人気グルメと観光 4 簡単除草剤の何が植物に作用するのか

24 若者の農業 5 空気抵抗による滑る長さの違い

25 肥料について 6 血管が緑色である理由

26 桃の炭を熱した時間と水質浄化の関係 7 甲府盆地に現れる霧の発生と消滅

27 スマート産業の可能性 8 水溶液の濃度が屈折率に与える影響〜食塩水の濃度と光の屈折角の関係〜

28 農作物と肥料の関係 9 柱の断面の形と耐久力の関係性

29 農産物と肥料の影響 10 桃の葉のアミグダリンの抽出過程

30 なぜ山梨は他県に比べて フルーツが有名なのか 11 同面積の形の違いにおける空気抵抗力の差

31 家庭にあるもので肥料を代用しても 作物は元気に育つのか！ 12 物体の形と耐えられる衝撃の違い

32 桃の花の染色について 13 夕日が赤く見える条件

33 富士山で起こる自然現象 14 流体による地形のでき方

34 富士山と自然 15 wifiとGTE

35 富士山に生息する外来種とその影響 16 Wi-Fiルーターからの距離、障害物による通信速度の変化

36 富士山の見える範囲 17 スマホの音の再生方法と消費する電力の関係

37 富士山の内部構成 18 スマホをより早く充電する方法

38 富士山の火山について 19 チョコレートを用いて構造色の仕組みを調べる。

39 河口湖の水質調査 20 暗記するのには何色の文字で書かれたものが覚えやすいのか。

40 富士山周辺の魚について 21 可溶性固形物によるbrix値の変化

41 距離と見え方の関係 22 効率的な太陽光発電

42 発泡スチロールの厚みと保温能力の変化 23 材質の違いによる音の反射

43 身近な素材の防音性 24 紙飛行機の折り方と飛行距離の変化に対する考察

44 液体と植物の成長の関係 25 自動運転車の普及と事故率

45 ばねの低温焼きなまし 26 床の材質による物体の反発

46 高さによる音の大きさの変化について 27 人の感情変化による部屋のデザイン

47 多くの人が嫌に感じる音 28 太陽光発電をどれだけ増やせるか

48 アフリカが経済発展しない理由 29 地震に負けない家のつくり

49 声とsin波の比について 30 桃の花で綿を濃く染めるには

50 ばねの大きさと力の関係 31 桃の花で綿を濃く染めるには

51 日川橋南詰攻略の旅 32 部屋づくりにおける子供と大人の見方の違い

52 山梨の天気の言い伝えについて 33 摩擦力と面積の関係

53 桃の葉の殺菌効果 34 アリの営巣行動と触覚の関係について

54 ロゴマークと色彩心理 35 メダカの流れ走性を利用した色の識別について

55 人身取引の現状 36 ヨモギのアレロパシーについて

56 中小企業と産業について 37 発酵と糖度の関係

57 山梨県の人口減少について 38 保健機能食品の認知度と働き

58 山梨県の犯罪 39 イップスを未然に防ぐことはできるのか

59 授業中に眠くなったときの対処法 40 がんに対して放射線治療は万能なのか

60 LGBTがいじめにつながる理由とは 41 ガンを予防していくうえで

61 山梨県の高校のいじめについて 42 テーピングを巻く目的
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SSⅡα・β

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

43 フッ素効果とホワイトニング 106 日本の英語教育、どう思う？

44 医療人にもとめられる力 107 勉強中に音楽を聞くのはあり？～暗記と音楽の関係性について～

45 患者さんを安心させるコミュニケーション 108 あくびの伝染について

46 患者の心を掴み取る！看護師のコミュニケーション 109 サッカーのキックのコントロールを良くする

47 看護師さんが患者さんと接する時に気をつけていること 110 フリースローとルーティンの関係

48 看護師の現実とドラマの違い 111 ラグビーのスクリューパスのフォロースルーにおける精度の変化

49 骨折した骨について 112 握力の強化について

50 産後のケアで虐待を防ぐために 113 遠投力と筋力の関係性

51 子どもの午睡（睡眠）と成長との関わり 114 音楽は植物に影響を与えるのか

52 歯の白さは笑顔の輝きに比例する？ 115 最近なぜ、野球の人口が減っているのか？

53 手のツボでリラックスできるのか 116 身体に効果的な柔軟性を高めるストレッチやトレーニング

54 手洗いの効果 117 垂直跳びにおけるジャンプの効果的なトレーニング

55 体が柔らかくなるストレッチをした結果 118 睡眠とストレスの関係性

56 動脈の位置による体の温まり方の違い 119 声と筋力の関係性

57 認知症患者の接し方と予防策 120 早く走る為の2つのコツとその比較

58 肺気胸って、どんな病気？ 121 走るフォームを良くしたら足はどのくらい速くなるのか

59 飛沫のリスク～マスクとミスクを用いた実験～ 122 体の柔軟性とパフォーマンス力

60 放射線治療について 123 短距離と長距離どちらが心肺をより強化することができるか

61 放射線治療の現状と誤認 124 短距離のタイムを伸ばすために～筋力と柔軟性の比較～

62 暴露療法を用いた恐怖症の克服と心拍数の変化について 125 動的ストレッチと静的ストレッチの差とどちらが自分に適しているか

63 薬の溶けかたの違い 126 入浴後何分後に寝たら睡眠の質が向上するのか

64 利き手交換方法とできるようになるまでの期間 127 濡れたボールが投球に与える影響

65 良質な睡眠と健康の関係性 128 勉強とスポーツの関わり

66 『調理方法の違いによる腐りにくさの違いについて』 129 野球におけるイップスの治し方

67 pH調節剤の代わりになるもの 130 様々なものの音の違い～日本語と英語のオノマトペ～

68 オートミールで作るちぎりパン 131 話し言葉の音程と感情の関連

69 寒天を食事に取り入れる 132 2020年甲子園中止による経済的損失と放映権料について

70 色が与える心情の変化と部屋の関係 133 CMの影響力

71 制服の可能性〜女子制服について〜 134 インターネット広告VS新聞･看板

72 制服の可能性について 135 オリンピックパラリンピックの経済効果とコロナウイルスによる�緊急事態宣言による経済損失が与える日本経済の影響

73 低糖質･低カロリーな美味しいお菓子 136 コロナと経済の関わり

74 添加物の危険性 137 コロナ禍で売上を伸ばしている業界

75 日常における人工甘味料の危険性 138 コロナ禍における飲食店の経済状況

76 日川のカタチづくり 139 コンビニ店員は必要か？

77 買いたくなる商品の特徴 140 スーパーの配置と購買意欲について

78 理想のタンス 141 どのような商売をしていくか

79 ADHDと周りの環境への支援 142 ドローン配達は地球温暖化対策にもなるのか

80 ICT機器の利点をより組み込んだ授業方法の研究 143 なぜ日本ではAndroidよりiPhoneの方が人気なのか？

81 ICT教育で英語学習はどう変わるか 144 少子高齢化を食い止めるには

82 アンガーマネジメントの効果的な対処法 145 人口と経済の関係性

83 いじめに対する認知の違いから考えるいじめのない学級づくり 146 売れる商品と売れない商品の違い

84 ガムをかみながら勉強すると捗るのか 147 アイヌ語と日本語の比較

85 虐待について私たちにできること 148 この先英語に代わる公用語は現れるのか

86 スマホが近くにある時の集中力 149 リズム音楽に合わせて外国語（英語）を口に出すと習得しやすいのか

87 どうすれば効率的に勉強を記憶できるか？ 150 韓国語翻訳の正確性

88 英語が使えるとは～日本の英語教育の課題～ 151 ジェンダーの平等〜シンガポールと日本を比べて〜

89 英語を音楽で学ぶ効果 152 なぜ外国人労働者は日本で働くのか

90 学習環境と成績の関係性について 153 学力世界一!!フィンランドと日本の教育の違いとは？

91 教育と心理の関係性～発言しやすい環境とは～ 154 人と犬の関わりについて

92 効率のいい英単語の暗記法 155 世界中の「子供の花嫁」を2030年までになくすには

93 効率の良い暗記方法とは 156 日本とアメリカにおけるコミュニケーションの違い

94 効率の良い勉強法～筆記具の色の違いから記憶力を比較して～ 157 日本のウエディングドレス事情

95 山梨の少子化問題の原因は若者にもあるのか 158 日本の食料の輸入先

96 子供の発達に関わる遊び方 159 日本人の外国に対しての偏見

97 就寝前のスマホの使用で記憶力への影響はあるのか？ 160 貧困の連鎖を断ち切る

98 生活習慣と学習成績の相関～理想のスケジュール～ 161 なぜ加害者が弁護されるのか

99 生徒からみたICT教育 162 過去の災害に伴う人権侵害はなぜ起き、これからにどのように活かすのか

100 生徒の視点から考えた分かりやすい数学の授業構成 163 死刑がある国と無い国の犯罪率

101 声に出して勉強した時の記憶力の変化 164 少年法がなくなると犯罪率は減少するか

102 赤ちゃん返りした時の対応 165 新型コロナウイルスが社会にもたらした影響とは？

103 対話とテキストコミュニケーションの感情の読み取り方の違いから考える対話の難点 166 青少年の深夜徘徊の対応について

104 朝学習と夜学習での学力の違い 167 税金と幸福度について

105 二次関数の授業におけるICTの活用 168 日本の税と世界の税
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91 教育と心理の関係性～発言しやすい環境とは～ 154 人と犬の関わりについて

92 効率のいい英単語の暗記法 155 世界中の「子供の花嫁」を2030年までになくすには

93 効率の良い暗記方法とは 156 日本とアメリカにおけるコミュニケーションの違い

94 効率の良い勉強法～筆記具の色の違いから記憶力を比較して～ 157 日本のウエディングドレス事情

95 山梨の少子化問題の原因は若者にもあるのか 158 日本の食料の輸入先

96 子供の発達に関わる遊び方 159 日本人の外国に対しての偏見

97 就寝前のスマホの使用で記憶力への影響はあるのか？ 160 貧困の連鎖を断ち切る

98 生活習慣と学習成績の相関～理想のスケジュール～ 161 なぜ加害者が弁護されるのか

99 生徒からみたICT教育 162 過去の災害に伴う人権侵害はなぜ起き、これからにどのように活かすのか

100 生徒の視点から考えた分かりやすい数学の授業構成 163 死刑がある国と無い国の犯罪率

101 声に出して勉強した時の記憶力の変化 164 少年法がなくなると犯罪率は減少するか

102 赤ちゃん返りした時の対応 165 新型コロナウイルスが社会にもたらした影響とは？

103 対話とテキストコミュニケーションの感情の読み取り方の違いから考える対話の難点 166 青少年の深夜徘徊の対応について

104 朝学習と夜学習での学力の違い 167 税金と幸福度について

105 二次関数の授業におけるICTの活用 168 日本の税と世界の税
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SSⅡα・β

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

169 AIは人権を手に入れられるのか 40 建築の移り変わりから

170 YouTubeの広告とTVのCMが与える影響 41 授業の方法の違いによる研究

171 コミュニケーションと視線の関係性 42 乱数の数値選出の優先度に関する研究

172 コミュニケーションと心の関係 43 天気予報の正確性

173 親しみやすくわかりやすいデザイン 44 太陽光発電拡大による発電量

174 ディズニープリンセスからみる女性像の変化について 45 医用生体工学が未来に与える影響

175 韓国語と日本語の同異点~文法・発音の比較~ 46 協和音と不協和音の違い

176 思い出と時間について 47 翻訳機の未来

177 将来の夢の作られ方 48 無線送電を暮らしに

178 上手なインタビューってどうやるの？ 49 なぜ電子黒板は普及しないのか

179 植物がもつチカラ～葉が赤色の世界～ 50 現存の人々が電気や空間に求めるものとは

180 人の心の移り変わりにおける行動の変化 51 似ている音の波形においての類似点

181 人間の身体はどこまで騙せるのか 52 構造における耐震性の違い

182 精神状態を安定させるために重要視するものは何か 53 苔における浄化作用の可能性

183 走れメロスの主人公は誰か 54 橋の構造による強度の違い

184 太宰治の作品内容と生活環境の関連性 55 偽薬効果の可能性

185 中間の色が及ぼす効果 56 あなたの身体にダイエットは必要ですか

186 表情と印象の関係性 57 お茶の可能性

187 幅広い年代が楽しめる映画 58 髪質の改善キューティクル

188 友達と親友の違い 59 フッ素のはたらき

189 流行の周期～今と昔の流行を比較～ 60 虫歯になりやすい人と日常生活の関係性

61 地域農業とスポーツ

SSⅢ 62 技術革新と農業の変化

分野 研究発表テーマ 63 生分解性プラスチックは本当に分解されるのか

1 果物の日焼けとその防止法 64 ペットロス症候群について

2 ３択クイズの正答率 65 山梨のＳＤＧｓ

3 バナナの日焼けとその関係性 66 新型コロナウィルスとペット食について

4 警報音の共通点 67 ＡＩ農業

5 警報音と防災 68 高校生の睡眠と情報機器の関係性

6 身近な物で瞬間接着剤を簡単に剥がす方法 69 ペットと人間のありかた

7 瞬間接着剤を無効化できるのか？ 70 ２つの農業

8 美味しい水とは 71 コロナ禍のゴミ問題

9 試験管の水面と音の高さの関係 72 災害時の食料備蓄と簡単料理

10 夕日の色の変化 73 結婚式の意識変化

11 桃の花色素の染色液のｐＨと染色生地と媒染剤の関係性 74 糖質を多く含む食品をヘルシーに食べたい

12 夕日の色を赤くする要因とその検証 75 外食チェーン店と個人経営の違い

13 夕日の色と仰角との関係性 76 パーソナルカラーにおける外見の見え方

14 桃の花による染色～変色における熱の影響～ 77 最も定着する暗記方法

15 植物への最適な肥料と肥料の濃度と頻度 78 音楽のジャンルと暗記の精密性

16 山梨県における夕日の色の変化とその条件 79 音楽と記憶の効率

17 桃の花で染めた布が洗濯後に変色する原因 80 日本史の授業を面白くするにはどうしたらいいのか

18 携帯の使用時間と熱の変化の関係 81 本が体に与える影響

19 国による地震の対策の違い 82 本が体に与える影響

20 ＡＩと工業 83 保育機関の比較

21 勉強中におけるスマートフォンの利用について 84 保育機関とスマートフォン

22 ＡＩは医療をどう変えるのか 85 義務教育の意味

23 静かなパルスジェットエンジン 86 保育士の減少原因について

24 薄暮時における周囲からの見え方 87 コロナ禍における教育格差

25 無重力の作り方 88 視覚・聴覚障害を持った人とのコミュニケーション

26 スマートフォンを早く充電するには 89 書くことと覚えることの関係性

27 ゲームの人気の傾向と目的や日常との結び付き 90 ＡＩを用いた教育の問題点と解決策

28 プログラミングの影響 91 山梨県と他県の教育と環境の差

29 なぜパラシュートは長方形なのか 92 オンライン授業による学習の利点と問題点

30 発展途上国の発展戦略や将来 93 介護者の精神疾患を防止するにはどうすればよいか

31 人工知能の活用例と今後の課題 94 教育現場へのＡＩの導入とそこに生じる問題

32 ６ＧとＶＲの体験 95 保育機関における英語の需要

33 ＩＴ化社会における目との付き合い 96 子供アドボカシーを広げるために

34 人が惹きつけられるデザイン 97 勉強の効率をよくするには

35 学習に向いている椅子とはどのようなものか 98 小学校教師と中学校教師のちがいについて

36 動物が人にもたらす影響と動物型ロボット 99 待機児童問題について

37 数学と日常 100 ２０２１年問題とソーシャルワーカーの役割

38 プラスチックが及ぼす環境汚染 101 医療における放射線について

39 ソーシャルゲームで金を稼ぐ運営長く続ける手段は 102 マスクコミュニケーションをとる上で大切なこと
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SSⅢ

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

103 人を「安心」させるためには何が必要か 166 走り方の本質

104 姿勢が体に及ぼす影響について 167 ストレッチがパフォーマンスに及ぼす影響

105 人間と動物の臨床検査の違い 168 好印象を与えるシンメトリーとは？

106 医療問題 169 色の効果

107 放射線によるがんのリスク 170 先進国と日本の経済対策と今後の日本の経済回復

108 教科に対する色のイメージ 171 シェアリングビジネスの可能性

109 足の筋肉のつき方 172 東京オリンピックの延期による経済損失

110 学校保健と地域保健の関わり 173 コロナ禍における中小企業と大企業、業種別の影響の差

111 「がんの子どもを守る会」の活動 174 景気と給料の関係

112 ドクターヘリによる救急医療 175 経済損失を減らすには

113 イギリスのドクターヘリから見た日本のドクターヘリ 176 地元経営者の成功するための秘訣

114 コンビニエンスストアで薬を売ることができないのか 177 コロナによる経済影響

115 声が身体に与える影響 178 コロナ被害による観光業の改善策と現状

116 出産における満足度と産後鬱の関係 179 オリンピック延期経済にどんな影響がある？

117 山梨県の医療問題 180 日本経済衰退の原因と解決策

118 山梨県の訪問看護の課題 181 新型コロナウイルスが経済に与えた影響

119 諸外国と日本における在宅医療の制度と課題 182 非正規雇用と日本経済

120 テーピングによる運動能力やけが予防への影響 183 消費税増税は日本の税収にどのような影響を与えているのか

121 リハビリに関する回復力とその後 184 山梨モデル

122 理学療法士の会話の内容とコツ 185 ゲーム依存症

123 「救急救命士が直面するインフォームドコンセントとＤＮＡＲの壁」 186 英単語の覚え方

124 ＡＩに奪われる仕事の特徴 187 ＮＨＫ紅白歌合戦とともに見る視聴率の変化

125 健康寿命を延ばすためには 188 未来のメディア系職業

126 音楽が身体に与える影響 189 身近にある先入観

127 若年層女性における冷え症の影響と対策 190 正しい日本語に対する認識

128 介護予防について 191 読書量と国語に対する意識の関係性

129 山梨県の健康寿命が長い理由 192 ＬＧＢＴについて

130 睡眠時間は心身状態に関連するか 193 ＬＧＢＴの現状と課題について

131 芸能人の歯がきれいな理由 194 物語における"正義"

132 朝食の重要性について 195 英語の好きな人嫌いな人

133 コロナワクチンの種類と接種 196 人間関係における性格の長所と短所

134 園芸療法とストレスの関係性 197 児童虐待が繰り返される理由

135 不登校の原因から見る養護教諭の役割 198 教科書に載る文豪たちの作品の魅力

136 食べ物によって長生きすることはできるのか 199 どうして児童虐待は起きてしまうのか

137 鬼滅の刃から見る戦う女性の変化 200 緊張する人としない人の違い

138 日本と海外のサービスの違い 201 キャラクタービジネスはなぜ人気なのか

139 ディズニー映画に描かれている女性像について 202 物語の起源

140 人種差別について 203 アクセントの平板化

141 和製英語の成り立ちについて 204 日本の敬語文化

142 第二言語の習得状況 205 言葉の広がり方、方言のでき方

143 共通言語とグローバル化 206 対面・非対面コミュニケーションの比較

144 新型コロナウイルスがもたらす留学形態の変化 207 新型コロナに対する我々の意識

145 世界の言語を統一したら 208 ＡＥＤの存在

146 フェアトレードを広めるために 209 死刑制度はなくなるべきか

147 イギリスのアフタヌーンティーと日本の茶道の違い 210 少年犯罪について

148 青年海外協力隊の今後 211 災害対策基本法について

149 日本人留学生の留学先と現在の留学方法 212 痴漢冤罪

150 貧困国のために私たちができることは何か？ 213 公訴・時効について

151 サッカーにおいての観客が選手に与える影響について 214 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～

152 野球の戦術 215 未成年喫煙防止に向けた社会対策

153 高齢者のスポーツを行う状況 216 冤罪～起こる原因～

154 効率よく体が柔らかくなる方法 217 ＳＮＳと法律について

155 体を大きくするには 218 報道の自由のありかた

156 ウエイトリフティング競技における減量の影響 219 少子高齢化の食生活への影響

157 メンタルトレーニングの効果

158 プロテインと筋肉量の変化 自然科学系部活動

159 高校生の筋力トレーニングが健康及ぼす影響の知識の有無 分野 研究発表テーマ

160 経済効果を上げるデザインと芸術 1 地学 山梨県における雷の発生とその特徴

161 応援と競技の関係性

162 声を出すことの重要性

163 テーピングの効果

164 なぜ海外のラグビー選手は体がデカいのか

165 体幹トレーニングについて

看
護
・
保
健
・
衛
生

外
国
語

国
際
関
係

芸
術
 
・
教
養
・
ス
ポ
ー

ツ

芸
術
 
・
教

養
・
ス
ポ
ー

ツ

経
済
・
経
営
・
商
学

社
会
・
メ
デ

ィ
ア

文
学
・
人
文
・
人
間
・
心
理

法
律
・
政
治



86

SSⅢ

分野 研究発表テーマ 分野 研究発表テーマ

103 人を「安心」させるためには何が必要か 166 走り方の本質

104 姿勢が体に及ぼす影響について 167 ストレッチがパフォーマンスに及ぼす影響

105 人間と動物の臨床検査の違い 168 好印象を与えるシンメトリーとは？

106 医療問題 169 色の効果

107 放射線によるがんのリスク 170 先進国と日本の経済対策と今後の日本の経済回復

108 教科に対する色のイメージ 171 シェアリングビジネスの可能性

109 足の筋肉のつき方 172 東京オリンピックの延期による経済損失

110 学校保健と地域保健の関わり 173 コロナ禍における中小企業と大企業、業種別の影響の差

111 「がんの子どもを守る会」の活動 174 景気と給料の関係

112 ドクターヘリによる救急医療 175 経済損失を減らすには

113 イギリスのドクターヘリから見た日本のドクターヘリ 176 地元経営者の成功するための秘訣

114 コンビニエンスストアで薬を売ることができないのか 177 コロナによる経済影響

115 声が身体に与える影響 178 コロナ被害による観光業の改善策と現状

116 出産における満足度と産後鬱の関係 179 オリンピック延期経済にどんな影響がある？

117 山梨県の医療問題 180 日本経済衰退の原因と解決策

118 山梨県の訪問看護の課題 181 新型コロナウイルスが経済に与えた影響

119 諸外国と日本における在宅医療の制度と課題 182 非正規雇用と日本経済

120 テーピングによる運動能力やけが予防への影響 183 消費税増税は日本の税収にどのような影響を与えているのか

121 リハビリに関する回復力とその後 184 山梨モデル

122 理学療法士の会話の内容とコツ 185 ゲーム依存症

123 「救急救命士が直面するインフォームドコンセントとＤＮＡＲの壁」 186 英単語の覚え方

124 ＡＩに奪われる仕事の特徴 187 ＮＨＫ紅白歌合戦とともに見る視聴率の変化

125 健康寿命を延ばすためには 188 未来のメディア系職業

126 音楽が身体に与える影響 189 身近にある先入観

127 若年層女性における冷え症の影響と対策 190 正しい日本語に対する認識

128 介護予防について 191 読書量と国語に対する意識の関係性

129 山梨県の健康寿命が長い理由 192 ＬＧＢＴについて

130 睡眠時間は心身状態に関連するか 193 ＬＧＢＴの現状と課題について

131 芸能人の歯がきれいな理由 194 物語における"正義"

132 朝食の重要性について 195 英語の好きな人嫌いな人

133 コロナワクチンの種類と接種 196 人間関係における性格の長所と短所

134 園芸療法とストレスの関係性 197 児童虐待が繰り返される理由

135 不登校の原因から見る養護教諭の役割 198 教科書に載る文豪たちの作品の魅力

136 食べ物によって長生きすることはできるのか 199 どうして児童虐待は起きてしまうのか

137 鬼滅の刃から見る戦う女性の変化 200 緊張する人としない人の違い

138 日本と海外のサービスの違い 201 キャラクタービジネスはなぜ人気なのか

139 ディズニー映画に描かれている女性像について 202 物語の起源

140 人種差別について 203 アクセントの平板化

141 和製英語の成り立ちについて 204 日本の敬語文化

142 第二言語の習得状況 205 言葉の広がり方、方言のでき方

143 共通言語とグローバル化 206 対面・非対面コミュニケーションの比較

144 新型コロナウイルスがもたらす留学形態の変化 207 新型コロナに対する我々の意識

145 世界の言語を統一したら 208 ＡＥＤの存在

146 フェアトレードを広めるために 209 死刑制度はなくなるべきか

147 イギリスのアフタヌーンティーと日本の茶道の違い 210 少年犯罪について

148 青年海外協力隊の今後 211 災害対策基本法について

149 日本人留学生の留学先と現在の留学方法 212 痴漢冤罪

150 貧困国のために私たちができることは何か？ 213 公訴・時効について

151 サッカーにおいての観客が選手に与える影響について 214 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～

152 野球の戦術 215 未成年喫煙防止に向けた社会対策

153 高齢者のスポーツを行う状況 216 冤罪～起こる原因～

154 効率よく体が柔らかくなる方法 217 ＳＮＳと法律について

155 体を大きくするには 218 報道の自由のありかた

156 ウエイトリフティング競技における減量の影響 219 少子高齢化の食生活への影響

157 メンタルトレーニングの効果

158 プロテインと筋肉量の変化 自然科学系部活動

159 高校生の筋力トレーニングが健康及ぼす影響の知識の有無 分野 研究発表テーマ

160 経済効果を上げるデザインと芸術 1 地学 山梨県における雷の発生とその特徴

161 応援と競技の関係性

162 声を出すことの重要性

163 テーピングの効果

164 なぜ海外のラグビー選手は体がデカいのか

165 体幹トレーニングについて
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