４－５

校内発表会

１

目標・仮説
課題研究では、創造・探究された新たな知見を「他者と共有」することが目的の１つでもある。
本校ＳＳＨの研究開発課題「熊西学びの双方向ライン(KN-Line)～発信は新たな学びにつながる～」
の精神のもと、発表会を目指し「発信技術」を育成する。同時に聞き手のスキルアップを図り、質問
または応答という形の「即興発信技術」を磨き、発表会における質疑応答の活性化を目指す。受信者
が更なる発信者となることで「双方向の学び」が実現するとともに、コミュニケーション能力・プレ
ゼンテーション能力育成の場ともなる。熊西ＳＳＨは発表会及びそれを目指す取組を重視する。

２

実施状況
これまで本校は，理数科の課題研究発表会（１・２学期）、全校発表会（３学期）へ向けた指導・
運営体制の確立を目指し取り組んできた。学期はじめのガイダンスで，発表会までのスケジュール，
研究内容や発表の評価の観点，自己評価シートについて事前に指導し，目標を持って研究や発表への
準備に取り組ませている。本校発表会の特長は，発表会におけるプレゼン後の質疑応答が大変活発な
ところである。質問力・即興対応力養成の場であるとともに，不足部分の指摘・アドバイス・賞賛等，
その後の研究活動に活かせる助言も多い。午前中の運営指導委員会に引き続き委員の先生方にご出席
を頂き指導講評をお願いしている。発表会は、「熊西学びの双方向ライン」の精神を存分に活かした
「発信を新たな学びにつなげる」場であるとともに、学びを生徒間で共有できる時空である。
また、発表会の司会進行をはじめとする発表会の運営は理数科の生徒スタッフが担っている。
① 第１回ＳＳＨ理数科
課題研究発表会

② 第２回ＳＳＨ理数科
課題研究発表会

③ ＳＳＨ生徒研究発表会

（１）日

時

令和元年６月１６日（月） 令和元年１０月２８日
（月）令和２年１月３１日（金）
13:35～16:25
13:35～16:25
12:00～15:50

（２）場

所

熊谷西高校５階 視聴覚室

熊谷西高校５階 視聴覚室 さくらめいと太陽のホール

理数科１･２･３年
自然科学部

理数科１･２･３年
自然科学部、陸上部

全校生徒

運営指導委員

運営指導委員、保護者

運営指導委員、保護者
ＳＳＨ指定校等教員

（３）参加者

（４）実施内容
①～③の発表会までの日々の探究活動においても、「発信→学び・発信→学び」の双方向ラインを
活かした取組を意識している。発表練習会・代表者を決める発表会等を重ね本番に臨む。
① 第１回ＳＳＨ理数科課題研究発表会
・理数科３年英語による課題研究の発表（１テーマ）
「Synthesis and Photoluminescence of ZnS:Cu（銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光）」
・理数科２年･自然科学部課題研究～実施計画～発表（２３テーマ）
・理数科１年ユニット型ミニ課題研究「物理分野：エッグドロップ」発表（１０グループ）
・質疑応答、指導講評

◯理数科２年

◯理数科１年

◯英語による発表
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◯盛んな質疑応答

② 第２回ＳＳＨ理数科課題研究発表会
・理数科２年･自然科学部課題研究 ～中間報告～発表（２０テーマ ※別表№1～20）
・理数科１年英語による科学プレゼン「Egg Drop」（２グループ）
・部活動による探究活動の発表 ～陸上部科学班研究活動報告～
「パルスオキシメーターを用いた体調管理／４×１００Ｍリレーにおけるバトンパスタイムの分析」
・理数科１年ユニット型ミニ課題研究「化学分野：発光の化学」発表（３グループ）
「温度による発光の変化／発光する硫化亜鉛の生成方法の検討／加熱時間による硫化亜鉛の発光の変化」
・質疑応答、指導講評
№

③ ＳＳＨ生徒研究発表会
・理数科１･２年、自然科学部 課題研究ポスター発表
（２６テーマ ※右表参照）
・普通科１年課題探究口頭発表「SS探究基礎-活動報告」
・普通科２年課題探究口頭発表 ～ＳＤＧs１７の目標より～
「取組の概要説明」「戦争を無くすためには」
「海洋資源を保全し､持続可能な形で利用しよう」
「環境問題に対する当事者意識をもち声を上げる」
・ビブリオバトル学校代表による発表
「女の子のことばかり考えていたら１年がたっていた」
・英語スピーチコンテスト学校代表者による発表
「Anima－The Most Precious Thing」
・部活動による探究活動の発表 ～陸上部科学班研究活動報告～
・理数科１年英語による科学プレゼン「Egg Drop」
・理数科１･２年、自然科学部 課題研究口頭発表（５テーマ）
「水温がメダカの行動と体色に与える影響」
「アゲハチョウの幼虫の敵の判別方法」
「モデルロケットの改良」「放線菌による農薬作成」
「逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光」
・質疑応答、指導講評

◯理数科・自然科学部のポスター発表

令和元年度 課題研究テーマ一覧

1 放線菌による農薬作成
2 人工宝石の合成
3 植物の集水性
4 青銅鏡と青銅めっき
5 モデルロケットの改良
6 光触媒を用いた人工光合成
7 複塩（ミョウバン）の結晶成長
8 同時的雌雄同体による生殖
9 クロロフィル分子内のMgの金属置換
10 アゲハチョウの幼虫の敵の判別方法
11 水素生成菌の温度による水素発生条件の検討
12 チームアライグマ活動報告
13 Hemerocallis属における種分化に関するDNA分析の経過報告
14 逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光
15 イチゴの品種改良
16 Raspberry Pi を用いた水やり機の製作
17 水温がメダカの行動と体色に与える影響
18 湿式太陽電池についての酸化亜鉛の合成とその検討
19 植物が曲がるメカニズムの解明
20 反発係数の高いスーパーボールの製作
21 ナノセルロース作成の検討
22 酸化亜鉛を用いたリン酸塩ガラス作り
23 硝酸銅金属樹の析出
24 融剤を用いることによる硫化亜鉛の発光の変化
25 濃淡電池の起電力の測定
26 マグネシウム空気電池の効率化

◯普通科・理数科の口頭発表

３ 評価
（１）事前の準備（発表資料・スライドの準備、説明の練習、評価基準の理解）は十分だったか。
（２）相手に伝わる発表ができたか。質問を理解し適切に答えることができたか。
（３）評価基準を意識して聞けたか。質問を思いつけたか。挙手して質問できたか。
（４）振り返りが十分できたか。今後につながる学びをいくつ言語化し意識できたか。
４

検証
評価基準の各項目を達成目標とし、研究や発表準備を進めている。ルーブリックとまではいかな
いが、到達度の自己評価を導入している。運営指導委員会においても発表スキルの向上をお褒めいた
だいている。理数科の発表については長年のノウハウが着実に伝達され完成度を増している。生徒研
究発表会（全校発表会）は２回目だが、普通科の課題探究に半信半疑だった先生方も充実した発表会
を共有することで探究活動の全校実施に可能性を見いだしている。
「探究の熊西」に近づきつつある。
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４－６

校外発表会

１．目標・目的
学校の枠を超えて発信すること、校外へ発表を行うことが研究内容の一層の理解と深化を引き起こ
す。校外発表や大学・学会などへの参加を促進することで、研究内容を起点とした科学コミュニケー
ション能力の向上を図る。高度な科学研究を推進する人材の育成を目指す。
２．研究内容・方法
（１）SSH 生徒研究発表会（神戸国際展示場）
開催日：令和元年８月７・８日
場所 ：神戸国際展示場
神戸国際展示場にて令和元年度 SSH 生徒研究発表会が開催され、国内２１８テーマ、海外２
３テーマの発表からポスター発表賞を受賞した。
この発表会は文部科学省と科学技術振興機構（JST）が主催する SSH 指定校の研究発表会
で、発表者・見学者あわせて４千名以上が参加する高校生を対象とした国内最大の発表会であ
る。多くの先生方、他校生徒のみなさんに発表ブースへお越しいただいた。本校生徒は研究内
容を伝えようとポスター以外にも自分たちで説明資料を作ったり、実際に実験で生成した実物
を見せたり、身振り手振りを交えて説明していた。

ポスター発表の様子

（２）埼玉大学（藤原研究室訪問）
開催日：令和元年９月４日
場所 ：埼玉大学 科学分析支援センター
生徒の日頃の研究成果について、埼玉大学科学分析支援
センター藤原准教授にご相談へうかがった。まず、生徒か
ら資料を用いた実験の進捗と考察について発表し、実験の
合成物を観察しながら藤原先生のご意見をいただいた。さ
らに分析装置の説明を受け、実験の合成物について調べて
いただいた。生徒は大学の先生からの鋭い質問に緊張しな
がらも自分の考えを精一杯伝えていた。大学の先生とのデ
ィスカッションを通して、論理的に考えることの重要さと
多角的な視点から客観的に議論する楽しさを得ていた。

ディスカッションや分析の様子

-49-

（３）埼玉県科学教育振興展覧会（北部地区展）
開催日：令和元年９月２８・２９日
場所 ：埼玉県立川の博物館
埼玉県立川の博物館にて令和元年度科学教育振興展覧会（北部地区展）が開催され、物理・
化学・生物・地学あわせて４０テーマのポスター発表が行われた。開催期間中に２百名以上の
方が訪れた。
本校から１３テーマ（化学９テーマ、生物４テーマ）のうち、３テーマが優秀賞をいただい
た。生徒は見学者や他校生徒への説明を通して活発な意見交換を行い、科学コミュニケーショ
ンを深めた。地域の科学教育の普及へ大きな役割を果たしている。
・発表テーマ一覧
分野

作品名

備考

化学①

逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光

化学②

空気マグネシウム電池の効率化

化学③

硝酸銅金属樹の析出

化学④

人工宝石の合成

化学⑤

青銅鏡と青銅めっきの違い

化学⑥

ナノセルロース作成の検討

化学⑦

濃淡電池の起電力の測定

化学⑧

光触媒を用いた人工光合成

化学⑨

リン酸二水素カルシウムを用いた色ガラスの作製

生物①

いちごの品種改良

生物②

ニッコウキスゲの遺伝子鑑定

生物③

温度変化でのメダカの変化

生物④

外来種の生息分布・我々に及ぼす影響について

優秀賞

優秀賞

発表ポスター

優秀賞

表彰

意見交換の様子
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（４）第７１回埼玉県科学教育振興展覧会（中央展）兼 第６３回日本学生科学賞埼玉地区展覧会
開催日：令和元年１０月２５～２９日
場所 ：さいたま市青少年宇宙科学館
さいたま市青少年宇宙科学館にて第７１回埼玉県科学教育振興展覧会（中央展）、第６３回
日本学生科学賞埼玉地区展覧会が開催され、埼玉県内の各地区展から選ばれた３０テーマ（物
理２テーマ、化学１１テーマ、生物９テーマ、地学６テーマ、一般２テーマ）についてポスタ
ー発表が行われた。
本校からは地区展にて優秀賞をいただいた「人工宝石の合成」、「逆ミセル法による銅ドー
プ型硫化亜鉛の合成と発光」、「光触媒を用いた人工光合成」の３テーマを出品した。その結
果、「逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光」が優秀賞を受賞した。

ポスターと発表生徒

（５）宇都宮大学（１日化学体験教室 ＆ 加藤研究室訪問）
開催日：令和元年１１月１６日
場所 ：宇都宮大学 陽東キャンパス
宇都宮大学（陽東キャンパス）にて自然科学部を中心に１日化学体験教室へ参加した。化学
１１テーマの実験が設定され、希望する実験テーマに分かれて基本的な実験技術を習得した。
また、ソフトマテリアルを研究する
加藤教授を訪問した。生徒は自分の実
験について資料を用いて説明し、その
結果についてディスカッションさせて
いただいた。その後も教授へ実験の進
捗を報告しつつ、ご助言をいただいて
いる。生徒は教授との対話を通して、
実験についての専門知識、論理的な思
考や客観的な判断力を養っている。
実験の様子

（６）理科教育研究発表会（埼玉大学）
開催日：令和２年２月８日
場所 ：埼玉大学
埼玉大学にて理科教育研究発表会が開催され、研究発表（口頭、ポスター）が行われた。
本校生徒が口頭発表した「逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光」が令和２年
度全国総合文化祭、埼玉県化学分野代表に選出された。
この発表は理数科２年生にとって課題研究のまとめであり、理数科１年生にとっては課題研
究のはじまりである。本校からは２４テーマについて発表を行った。科学コミュニケーション
を通して、議論する楽しさ、質問力の向上がみられた。
・発表テーマ一覧
分野

作品名

発表形式

物理①

モデルロケットの改良

口頭

ポスター

物理②

Raspberry Pi で水やりを自動化

化学①

逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光

口頭

ポスター

化学②

光触媒を用いた人工光合成

口頭

ポスター

化学③

人工宝石の合成

口頭

ポスター

ポスター
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化学④

青銅鏡と青銅めっき

ポスター

化学⑤

複塩の結晶成長

ポスター

化学⑥

湿式太陽電池についての酸化亜鉛の合成とその検討

ポスター

化学⑦

ナノセルロース作成の検討

ポスター

化学⑧

酸化亜鉛を用いたリン酸塩ガラス作り

ポスター

化学⑨

硝酸銅金属樹の析出

ポスター

化学⑩

融剤を用いることによる硫化亜鉛の発光の変化

ポスター

化学⑪

濃淡電池の起電力の測定

ポスター

化学⑫

マグネシウム空気電池の効率化

ポスター

生物①

放線菌による農薬作成

生物②

Hemerocallis 属における種分化に関する DNA 分析の経過報告

ポスター

生物③

いちごの品種改良

ポスター

生物④

植物の集水性

ポスター

生物⑤

植物が曲がるメカニズム

ポスター

生物⑥

水素生成菌による水素発生条件の検討

ポスター

生物⑦

水温がメダカの行動と体色に与える影響

口頭

ポスター

生物⑧

アゲハチョウの幼虫の敵の判別方法

口頭

ポスター

生物⑨

チームアライグマの活動報告

ポスター

生物⑩

同時的雌雄同体による生殖

ポスター

口頭

開会式・発表・表彰の様子
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ポスター

（７）つくばサイエンスエッジ２０２０
開催日：令和２年３月２０・２１日
場所 ：つくば国際会議場
つくば国際会議場にてつくばサイエンスエッジ２０２０が開催され、海外・国内全国の高校
から課題研究などについて発表が行われる。本校からはオーラル（日本語３テーマ）、ポスタ
ー（日本語６テーマ）を応募している。
また企業、団体、大学などから自然科学や医療などの幅広いテーマを設定した複数のワーク
ショップが開催される。希望するワークショップについて１人２テーマまで参加することがで
きる。
県外の高校生と活発な意見交換（科学コミュニケーション）を通して今後の研究課題を発見
する、海外の高校生との交流から考え方の視野を広げる、ワークショップへの参加から多様な
分野の最先端の科学や技術について学習し、生徒各自が研究者としての将来ビジョンを想像す
るなどの効果が期待される。
・発表テーマ一覧（予定）
分野

作品名

発表形式

物理①

モデルロケットの改良

ポスター

化学①

逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光

オーラル

化学②

光触媒を用いた人工光合成

オーラル

化学③

人工宝石の合成

ポスター

化学④

青銅鏡と青銅めっき

ポスター

生物①

水温がメダカの行動と体色に与える影響

オーラル

生物②

アゲハチョウの幼虫の敵の判別方法

ポスター

生物③

放線菌による農薬作成

ポスター

生物④

Hemerocallis 属における種分化に関する DNA 分析の経過報告

ポスター

（８）第３７回化学クラブ発表会（日本化学会）
開催日：令和２年３月２７日
場所 ：東京工科大学 蒲田キャンパス
日本化学会関東支部が主催し、文部科学省が後援する化学クラブ発表会が開催され、化学に
関する実験、観察結果、研究成果などについて発表が行われる。発表件数は１校あたり２件ま
でと制限されているため、本校からは口頭発表１件、ポスター発表１件について応募した。あ
らかじめ提出する予稿原稿による選考から、２件とも研究発表することが決定している。
日本化学会が主催するため、化学の専門家から助言や講評を受けることができる。これは専
門家の方々との科学コミュニケーションを通して、研究内容への理解を深め、研究課題を突破
するきっかけや化学という学問のおもしろさを再発見する機会となる。
・発表テーマ一覧（予定）
分野

作品名

化学①

逆ミセル法による銅ドープ型硫化亜鉛の合成と発光

化学②

光触媒を用いた人工光合成

発表形式
口頭
ポスター

３．評価・課題
校外発表を通して、生徒の科学コミュニケーション能力は確実に向上している。研究内容を発信す
るたびに、わかりやすく説明しようと相手の理解度に応じて発表内容を再構成する過程の中で、論理
的な思考力が鍛えられたことは明らかである。校外発表会での受賞や日々の研究に対する講評をいた
だくことは、多くの生徒に課題研究の達成感を高め、積極的な取り組みへとつながる意識向上をもた
らしている。論理的に考えて研究することが日常的になってきている。
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