第３節
3-3-1

ＳＳＨ・理数科プログラム
臨海実習

「銚子・勝浦での地学・生物校外実習」

１．目的
本実習は、本校理数科の学校行事であり、生物選択者に対して臨海実習を、地学選択者に対して地学
巡検を行う。実習を通し、普段学校では得られない多くのことを体験的に学ぶことができるものと期待
される。本実習は、授業の一環として実施するものであり、理数科２年生は原則全員参加としている。
（１）生物

校内では体験できない海洋生物の実験・観察を通じ、生物の形態や生態の多様性・順
応性を理解するとともに、科学的探究能力と態度を養い、科学的な自然観を育成する。

（２）地学

地質調査を実際に経験し、化石採集や天体観測を通じて、地学の授業の再確認を促す。

２．研究内容・方法
（１）対象 ： 平成３０年度入学生

理数科

第２学年

（２）実施内容
日 時 ： 令和元年８月４日（日）～８月６日（火）
場 所

：

４０名
２泊３日

８月４日（日）銚子ジオパーク（地球の丸く見える丘展望館およびその周辺）
８月５日（月）千葉中央博物館分館 海の博物館
８月６日（火）鴨川シーワールド

実習内容：

生物

海洋生物についての施設見学・学習、磯の動植物の観察と実習

地学

露頭観察・走向傾斜の測定、鉱物・岩石・微化石の採集と鑑定

共通

鴨川シーワールドで研修受講及び見学

（３）実践報告
・第１日（８月４日）
生物班、地学班ともに銚子ジオパークのガイドの方に案内していただき、実習を行った。
生物班は、干潮時刻に合わせ、君ヶ浜で磯の動物及び海浜植物の観察を行った。内陸の埼玉では見ら
れない動植物ばかりで、生徒は熱心にメモや写真をとっていた。
磯の動物観察では事前に分類ごとにグループを構成し（カニ・エビ班、ウニ・ヒトデ班、貝班、魚班、
海綿班、藻類班）、各班が担当する分類群を中心に採集、観察を行った。
地学班は、黒生で銚子の火山の痕跡の観察、長崎鼻や君ヶ浜、犬吠埼、屏風ケ浦等で岩石や化石、
地層の観察を行い、海食崖正面図を作成し、化石のスケッチを行った。
宿に到着後、各班で課題作成に取り組んだ。

磯の動物観察の様子

磯の植物の観察の様子
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左写真のような断層や化石の
スケッチを行った
・第２日（８月５日）
勝浦に移動し、生物班と地学班に分かれて実習を行った。
生物班は海の博物館の施設を利用し、磯の生物の採集、観察、計測等を行った。
地学班は巡検を行い、場所によって異なる露頭や断層の様子を観察し、スケッチを行った。博物館前
の海岸で泥岩を採集し、後日の授業でレアメタルの回収を試みた。
宿に到着後、各班で課題作成に取り組むとともに、天体観測を行った。

採集した生物を同定する作業の様子

（上・左写真）巡検の様子

・第３日（８月６日）
鴨川シーワールドにて、ベルーガについての学生向けレクチャーを受講後、レポート作成の
ための情報収集を行った。
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３．評価・課題
１日目及び２日目の夜に課題作成の時間を設けた。最終的に以下３点の課題を課し、評価物とした。
・グループへの課題
①１日目の夜に翌日の課題を口頭発表した。２日間で同じ生物や環境を対象とし、比較することを重視
して評価を行った。
・個人への課題
②

鴨川シーワールドでの展示物についてテーマをもって報告することを課した。「新聞」形式とし、
内容だけでなく見た目も重視して評価を行った。

③

理数科現地実習「目標・振り返り」シートを提出することで、本実習の目的を達成できたか評価を
行った。

グループへの課題成果の一例

個人への課題成果の一例
グループごとの課題では、限られた実習時間の中、各班で焦点を絞って採集や観察を行い、充実した
レポートを作成することができた。また、鴨川シーワールドでのレポートは今年度から新たに導入した
課題であったが、課題を課すことで見学だけで終わらせるのではなく、生物の生態や環境問題について
の学習効果を高めることができた。
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3-3-2

理化学研究所見学・プレゼンテーション研修

１．目標・目的
理化学研究所を訪問し、最先端の研究に触れさせ、直接、研究者と対話することで理解を深め、ポ
スターにまとめる。こうした経験を通し、今後の課題研究及び探究活動に必要なプレゼンテーション
の初歩を学ばせる。プレゼンテーションで最も重要な「伝える」ことと、課題研究の基礎となる「仮
説→実験→考察」の流れを、「事前学習→見学→ポスター作成」で疑似体験させ定着をはかる。ま
た、科学に対する生徒の興味関心の幅を拡げ、資質の向上を図る。観察・実験を通して自然現象に対
する関心を高め、探求する心を育てる。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
平成３１年度入学生
（２）実施内容
９：３０

理数科１年８組全員（40 名） ※理数科１年は全員参加
普通科１年希望者（9 名）、理数科２年希望者（14 名）

平成３１年４月２０日（土）
理化学研究所 本所 団体集合場所に集合（西門奥）

１０：００～１５：３０ 研究室見学
１５：３０

理化学研究所 本所 再集合・解散

（３）指導計画
①事前に見学ルートを立て、見学予定の研究について学習する。
②理化学研究所の研究内容を３つ以上取材する。
デジカメorスマホ（許可を得て撮影すること）、質問、資料収集、メモ、
③プレゼンテーションの作成
（１）作成：コンピュータ室のＰＣを利用
（２）期間：４／２２(月) ～ ２６(金) 放課後
（３）内容：パワーポイントを使用し、A4用紙１枚にまとめてレポートを提出する。
（４）検証
生徒がパワーポイントにて作成した資料について、研究内容を理解できたか、発表相手にわ
かりやすくまとめられているかなどについて確認した。
３．評価・課題
生徒は積極的に話を聞きに走り回り、自分達から質問していた。また、レポート提出を課したこと
で、まとめることを意識し、論理的に考えた質問が行われていた。レポートについても各自が工夫し
てよくまとめられていた。参加した生徒全員の A4 レポートを廊下に張り出したところ、それぞれの
取材内容や感想について活発に意見交換していた。

見学の様子
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3-3-3

高純度化学研究所 出張授業

１．目標・目的
株式会社高純度化学研究所の研究員を本校に招き、企業研究者の方による指導のもと実験教室を実
施する。科学技術と社会のつながりや科学技術の有用性について学び、生徒の実験に関する興味を引
き出し、実験に関する基本技能の習得を目指す。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
平成３１年度入学生 理数科１年８組（13 名）、普通科１年希望者（4 名）
※実験器具の関係から受け入れ人数に限度あり
（２）実施内容 令和元年７月１７日（木）
１３：３０－１４：００ 実験準備
１４：００－１６：００

実験（ビスマス人工結晶）

１６：００－１６：３０

片付け

（３）指導計画
ビスマス（原子番号83 元素記号：Bi ）の性質を知る。結晶構造「骸晶」を学ぶ。
＜実験１＞ビスマスの電気伝導と塑性
液体状のビスマスの導電性を確認する。また、ビスマスとスズの棒を用意し、これを実際に曲
げて、ビスマスの特徴的な延性展性について理解する。
＜実験２＞ビスマスの人工結晶作り
ビスマスは「骸晶」という特殊な結晶構造を持ち、赤・青・黄・緑色といった多彩な色彩を持
つ。ビスマスの融解から凝固までのプロセスを通じて金属の結晶について学ぶ。
（４）検証
ビスマスが社会にどのように応用されているか、ビスマスの特徴的な延性展性、骸晶表面の
多様な色彩がなぜ起こるのかなど講義・実験内容を理解できたか。
３．評価・課題
授業で学習した金属結晶の延性展性をスズについて復習し、ビスマス結晶の普通金属とは異なる性
質に多くの生徒が好奇心を刺激されていた。集中して実験に取り組んでいる姿が非常に印象的だっ
た。ビスマスの社会的な活用についても触れられており、生徒は科学技術と社会のつながりを意識す
るいい機会となった。

実験の様子
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3-3-4

東京工業大学 研究室見学

１．目標・目的
東京工業大学を訪問し、化学系の研究室見学を通して研究の本質に触れる。専門性の高い最先端の
研究に触れ、大学教授や大学生との交流から大学を知るとともに、理系進学の将来像を思い描く一助
とする。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
理数科２年８組（15 名）、自然科学部（7 名）、希望者

計 22 名

（２）実施内容 令和元年８月２７日（火）
９：３０ 現地集合（東京工業大学 大岡山キャンパス正門）
１０：００ 概要説明
・理工系大学および大学院における生活
・東京工業大学理学院化学系の紹介
１１：３０ 小松研究室および薬品庫見学
１２：００ 昼食
１３：００ ２組に分かれて研究室および図書館の見学
A 班 鈴木‐大森研究室 → 図書館 → 石谷‐前田研究室
B 班 図書館 → 石谷‐前田研究室 → 鈴木‐大森研究室
１５：００ 現地解散
（３）指導計画
①事前に東京工業大学とその研究室を調べ学習する。
②研究室の研究内容を取材する。
デジカメorスマホ（許可を得て撮影すること）、質問、資料収集、メモ、
③レポートの作成
A4用紙１枚にまとめてレポートを提出する。
（４）検証
見学内容、研究室の研究内容を A4 用紙１枚にまとめ、理解できたかなどについて確認した。
３．評価・課題
各研究室見学の中で専門的な
内容もあり難しいところもあっ
たが、大学の最先端の研究に触
れられる魅力は非常に大きく、
どの生徒も集中していた。生徒
から活発に質問が出され、内容
が濃く有意義であった。
集合写真

各研究室見学の様子

-41-

講義の様子

第４章

成果の発信・普及

４－１

英語による課題研究発表会

１

目標・仮説
課題研究でまとめた内容を英語で発表することにより、語学力を高めるとともに、ネイティブス
ピーカーを含む参加者同士が気軽に英語で交流をおこなう機会を増やすことを目的とする。このよう
な経験を通して、国際性を養うとともに、今後の課題研究及び探究活動に必要なコミュニケーション
能力・プレゼンテーション能力の向上を目指す。また、科学に対する生徒の興味関心の幅を拡げ資質
の向上を図る。

２ 実施内容
（１）日 時
（２）場 所
（３）参加者
（４）内 容

３

令和元年６月８（土）・１５（土）
松山市民活動センター（松山高校）・熊谷市立市民ホール（熊谷高校）
自然科学部、理数科２・３年（松山会場･･･15名、熊谷会場･･･18名）
各生徒が取り組んでいる課題研究の内容を英語で発表(ポスター･口頭発表)し、
大学や研究機関等の専門家やネイティブスピーカーから指導・助言をいただく。

参加テーマ等

№

日本語題

英語題

発表

Synthesis and photoluminescence of ZnS:Cu
The development of human powered
Hovercraft
3 人工宝石の合成
Synthesis of artificial gems
4 熊谷西高等学校 チーム・アライグマ Research Report of Kumagaya Nishi High
調査報告
School Team-Raccoon
5 金属樹の微小観察
Observation of Metal Trees with a microscope
6 ガスセンサの製作
Production of gas sensor
7 スズと鉛の比率による凝固点の変化
Observation of freezing point as the ratio of
Sn:Pb changes
8 光触媒電極の検討
Examination of photocatalytic electrode
1 Ｃｕドープ型硫化亜鉛の合成と発光
2 人力ホバークラフトの製作

分野

口頭
化学
ポスター 物理
ポスター 化学
ポスター 生物
ポスター 化学
ポスター 化学
ポスター 化学
ポスター 化学

４ 評価
（１）英語化および英語でのポスター・プレゼンテーション作り等の事前準備が十分だったか。
（２）相手に伝わるプレゼンテーションだったか。プレゼンテーションスキルは向上したか。
（３）英語での質問内容が理解できたか。英語で応答ができたか。
（４）ネイティブスピーカーや他校生と積極的にコミュニケーションをとろうとしたか。
（５）今後につながる課題が発見できたか。
５

①

検証
毎年参加する生徒が増加傾向にある。課題研究は学年末までに理数科２年生すべてがポスターを
完成させるのだが、昨年度（今の３年から）から完成した日本語ポスターを英語化するまでをミッシ
ョンとした。それにつられるように下級生も早めに英語化に取り組む流れができた様である。ポスタ
ー発表では原稿を見ながら説明する者もいたが、事前準備が功を奏し、自分の言葉になっていた者も
多く見られた。英語での質問に窮する場面もあったが、（ネイティブスピーカーの方の教育的なフォ
ローもあったが）何とか英語で答えようと必死な生徒の姿も多く見られたことは大きな前進である。
今後の探究活動に向けよい刺激となった。
②

③

④

※ 活動の様子・・・ポスター発表①②③、口頭発表④
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４－２

深谷科学塾（わくわく実験コーナー）

１．目標・目的
近隣の小・中学生を対象に発信すること、つまり教えることで本校生徒が科学的知識、課題研究の
経験を活かし、科学コミュニケーションを高める機会とする。地域社会に貢献する意識を醸成する。
深谷市教育委員会から要請を受けて、令和元年度深谷市科学展において「こころざし深谷科学塾
わくわく実験コーナー」を実施した。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
自然科学部 14 名
（２）実施内容 令和元年９月７日（土）
９：３０
１０：３０～１２：００

本校生徒集合・実験準備
わくわく実験コーナー（スライム作り、夜光バッジ）
昼食

１３：００～１４：３０

わくわく実験コーナー（スライム作り、夜光バッジ）

１５：３０

片付け、現地解散

（３）指導計画
①実験内容の企画・立案
日頃の課題研究の経験を活かして、自然科学部２年生を中心に企画・立案する。
③「わくわく実験コーナー」の実施
生徒は事前に必要な数量、実験手順を確認し、小・中学生に興味を持ってもらえるよう説明
を考え、当日の安全な実験指導を行う。
（４）検証
生徒による反省会を行う。
３．評価・課題
生徒に準備・計画・運営を実施させた。安全第一で小学生に実験を楽しんでもらえるよう、机上の
実験器具の配置、実験や説明の順序、声掛けの仕方などを工夫していた。生徒は地域の子供たちの笑
顔に教える楽しさ、充実感を得ていた。地域の科学教育普及について貢献できた。

実験の様子と新聞掲載
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４－３

西高生と自由研究

１．目標・目的
近隣の中学生を対象に発信すること、つまり教えることで本校生徒が科学的知識、課題研究の経験
を活かし、科学コミュニケーションを高める機会とし、社会に貢献する意識を醸成する。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
理数科１年８組（4 名）普通科１年（4 名）理数科２年（10 名）
中学生 8 名、保護者 3 名
（２）実施内容 令和元年７月２４日（水）、２５日（木）の２日間
８：００

本校生徒集合・実験準備

９：００

中学生集合

９：００～

９：３０

９：３０～１２：００

自然科学部所属

講義、実験の説明
西高生と実験

（３）指導計画
①参加募集
近隣の中学校へ参加を募集するチラシを配布する。
②実験内容の企画・立案
日頃の課題研究の経験を活かして、企画・立案する。実験テーマをまとめた冊子の作製と活
用を行う。
③「西高生と自由研究」の実施
生徒はTAとして中学生に実験指導を行う。実施した実験内容は下記の通り。
No.

講

１

【鏡を作ろう！】

２

【紫外線で光る粉！】

３

【金属の樹を育てよう！】

４

【葉っぱや花で発電！】

５
６

座

名

【小さいけれど、

内

容

昔の鏡と現在の鏡を作りくらべてみよう！
- 銅とスズで青銅鏡を作ろう。グルコースで銀鏡反応を起こします。

紫外線でさまざまに光る硫化亜鉛を作ろう！
- 硫化亜鉛に紫外線を当ててみよう。青・緑・橙色に光ります。

金属の結晶が成長していく様子を観察しよう！
-銀や銅の結晶が木の枝のように成長していきます。

さまざまな葉っぱや花で発電しよう！
- 葉っぱや花の色素を使って、色素増感型太陽電池を作ってみよう。

人工宝石（ルビー）を作ってみよう！

人工ルビー！】 - 小さいけれど、電子レンジでチンッするだけで人工ルビー。
【ミクロの世界！】

ミクロの世界を見てみよう！
- 電子顕微鏡を使って、目に見えない世界をのぞいてみよう。

（４）検証
中学生のアンケート結果、TA を務めた生徒による反省会を行う。
３．評価・課題
生徒に準備・計画・運営を実施させた。科学の難しい現象をどのように説明すれば中学生に理解し
てもらえるかを試行錯誤しながら、冊子を作るなどの準備を行った。実際に中学生に説明することで
生徒の実験内容に対する認識も洗練されていく様子が見られた。アンケート結果の「楽しかった」、
「わかりやすかった」という意見に、生徒は努力する楽しさや自己肯定感を得ていた。また、地域の
こども広報「くまがやキッズ」に掲載され、地域の科学教育普及について貢献できた。
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実験の様子

中学生アンケート

掲載されたこども広報「くまがやキッズ」の記事
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４－４
１

楽しもうサイエンス！（小中学生科学体験教室）

目標・仮説
実験教室において地域の小中学生等と関わり，学んだことをわかりやすくまとめ直し教えること
を通して，学びを振り返り，理解を深めることが期待できる。同時に，生徒が｢後進の育成｣の意識を
もって地域貢献の活動をすることで，キャリア意識の向上を図ることができる。また，チームワーク
やリーダーシップ，自発性・企画力・社会の一員として参画する意欲の向上が期待できるとともに，
ＳＳＨの成果を地域へ還元することによって理数教育の普及発展に寄与することができる。さらに，
この取組が科学に興味のある生徒の入学に繋がり，持続可能な科学技術系人材の育成ができる。

２ 実施内容
（１）日 時
令和元年１２月１４（土） ９：３０～１３：００
（２）場 所
熊谷西高校 （実施教室は下記 ※ブースの内容 参照）
（３）参加者
熊谷市･深谷市ほか近隣の小中学生・保護者 約１２０名
（４）生徒スタッフ
理数科１・２年、自然科学部
（５）内 容
① 情報･数学･物理･化学･生物の各分野で実験ブースを設営する（計１６ブース）。
② 生徒がＴＡとなり、小中学生に科学実験を体験してもらう。
③ 熊谷市･深谷市の小中学校を中心にポスター･チラシを配布し参加者を募る。
３ 評価
（１）事前の準備（実験の準備、内容の理解、説明の準備・練習）は十分だったか。
（２）相手に理解してもらえたか。楽しさを伝えられたか。積極的に対応できたか。
（３）ブース内の仕事に対し自発的に取り組めたか。想定外の状況に、よく考えて行動できたか。
４

検証
小中学生に実験内容等を理解してもらうための工夫を実践を通して学んでいた。ただの「ものづ
くり」に終始していたブースもあったが、
「科学的な説明」をわかりやすく伝えることも重要である。
また、多くの生徒が事前準備の大切さを実感したようだ。参加した小中学生・保護者の満足度は高く
やりがいを感じる行事である。準備・運営の大変さはあるが、生徒のコミュニケーション能力・プレ
ゼンテーション能力を育成するプログラムとして改善しながら継続させていきたい。
※ ブースの内容

※活動の様子

楽しもうサイエンス （１２/１４土） 実験ブース一覧
ブース
番号

1

校舎
階

会場

ブースタイトル

Ａ
１階講義室 数学実験に挑戦！
１階

内容・説明
モンティ・ホール問題の実験、ビュフォン
の針の実験、好きな四角形は？
ロボットカー、ガウス加速器、衝突球、

2

理科講義室 わくわく実験ツアー ３Ｄホログラム、プラズマボール、

物理室
4

電気を自在に
あやつろう！

電気をためられるコップを作ろう！！

水中エレベーター

水中を行ったり来たりする魚のおもちゃ
を作ろう！！
暗くすると光るバッジを製作します。
お持ち帰りできます。

5

小講義室

夜光バッジを
作ろう！

6

コンピュータ室

スクラッチで
スクラッチ（Scratch）でゲーム
プログラミング体験 やアニメーションが作れるよ！

化学室
9
10
11

13
14
15
16

<数学分野>

<化学分野>

キャンドルを
灯しましょう！

7 Ａ
３階
8

12

<情報分野>

スローフォール、飛行リング…の実験！

Ａ
3 ２階

生物室
Ｂ
４階
被服室

油を固めてカラフルなキャンドルをつくり
ます。
やわらかくてぷにぷにしているスライム
スライムで遊ぼう！
をみんなで作って遊びましょう！
ガラスに絵を
薬品を使って、ガラス表面を加工しま
描こう！
す。
食べられません。
カラフルな人工イクラを作ります。
人工イクラ
クマムシを
”仮眠”しているクマムシを起こして、動
動かそう！
かしてみよう！
ミドリムシを
”動く植物”ミドリムシを観察してみよ
見てみよう！
う！
レインボーゾウリム ゾウリムシに絵の具を”食べさせて”ゾウ
シを作ろう！
リムシをカラフルに染めよう
葉脈標本を
葉脈標本で、しおりを作ろう！
つくろう！
マーブリングで
マーブリングで紙をきれいに染めて、し
しおりを作ろう！
おりをつくろう！
バードセイバーを
小鳥が窓にぶつからないように、ワシタ
作ろう！
カの模型をつくろう！
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<物理分野>

<生物分野>

