Ⅱ 学校設定科目
１ 学校設定科目「ＳＳ数学Ⅰ」
○仮説
習熟度別講座編成の下で、発展的な内容の学習・アウトプットを重視した授業は数学的能力及
び意欲を向上させる。
（１） 単位数 7 単位
（２） 対 象 平成 28 年度入学生 理数科 第 1 学年
（３） 目 標 数学の基礎力の向上、数学的な表現力の獲得、自発的な学習態度の育成
（４） 既存の教科・科目との関連
「数学Ⅰ」
（4 単位）と「数学 A」（2 単位）の内容を含み、さらに発展的な内容と教科横断的
な内容を盛り込む科目として設定した。
（５） 実施内容
教科用図書： 東京書籍 数学Ⅰ、数学 A、数学Ⅱ
１学期：
「数学Ⅰ」 1 章 数と式、2 章 集合と論証、3 章 2 次関数 ・中間考査
3 章－2 節 2 次不等式
「数学 A」 1 章 場合の数と確率 ・期末考査
２学期：
「数学Ⅰ」 4 章 図形と計量 5 章 データの分析
「数学 A」 2 章 整数の性質 3 章 図形の性質 ・中間考査
3 章－4 節 空間図形
「数学Ⅱ」 3 章 三角関数 （1 節 三角関数、 2 節 加法定理）・期末考査
３学期：
「数学Ⅱ」 １章 方程式・式と証明 ・学年末考査
（６） 指導計画
クラス２展開で授業を実施。定期考査ごとに習熟度に応じて各講座の受講者を入れ替える。
基礎学力の定着のためのアウトプット、具体的には毎授業間時間に小テストを実施する。概
ね学期に一度程模擬試験の過去問を題材にした課題プリントを課す。週 3 回の朝、始業時に
小テストを実施して添削指導を行う。
学習の順序を考慮し科目間の接続が潤滑に進むように配慮する。
（例えば数Ⅰの 4 章「図
形と計量」から数 A の 3 章「図形の性質」を終えて数Ⅱの 3 章「三角関数」へ授業展開を進
めるように計画する）数学の授業でより発展的な内容も取り扱う。
（７） 評価の観点
（ア）数学の基礎的能力（・基礎計算力が養われたか ・定理や公式を深く理解し、それを
応用することができたか）
（イ）表現する能力 （・自らの考えを筋道立てて書き表すことができたか
・数学的な表現を習得できたか）
（ウ）関心・意欲・態度（・自発的に問題に取り組めるようになったか ・他の生徒の解法
に学び、多角的に問題を捉えようとしたか ・問題の中から興味のある課題を発見し、
自ら学ぶようになったか）
（８） 仮説の検証
（ア）数学の基礎的能力の育成に関して、定期考査の点数をもとに検証する。（考査の点数は
100 点満点である）2 学期期末考査を除けば得点の上昇と標準偏差の下降の傾向が見られる。
特にクラス最低点の上昇は顕著である。ただし 2 学期の期末に関しては得点の急激な下降と
標準偏差の上昇が見られる。これは 2 学期後半の教材「三角関数」の難易度が高く、各生徒
の理解が十分でなかった可能性を示していると思われる。この報告者作成以降の授業展開で、
何らかの手当てを考えたい。
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（イ）表現する能力に関して、担当教員から課題プリントの作成を通して数学の表現する能
力の向上がみられる、というコメントをいただいた。しかしこの点に関してなかなか客観的
な指標が得られなかった。模擬試験におけるいわゆる偏差値のクラス平均値の上昇は見られ
た。これは表現する能力の向上によるものと考えられるのではないか。
（ウ）関心・意欲・態度に関しては、授業で生徒に聴取した範囲では数学に対する関心は
高い。また他教科を担当する教員からも数学を活用して問題解決にあたる態度がみられると
お聞きする。ただし後半の標準偏差の上昇が留意される点である。成績上位者とそうでない
者の間で数学の学習に対する意欲も差ができつつある可能性がある。
（８） 次年度以降の課題
（ア）習熟度別に受講者の入れ替えを行ってきた。成績上位者や最下位の者の成績向上がみられ
るものの、特に成績下位の者を中心に学習意欲の減退ではないかと推測できる点がみられる。
意欲の減退を防いで全体的に意欲の向上するような工夫に取り組む必要がある。
（イ）数学教材の中で、特に「三角比」や「三角関数」に関する分野で内容理解が十分でない傾
向がみられる。この分野の指導法の工夫も必要である。
２ 学校設定科目「ＳＳ数学Ⅱ」
○仮説
少人数クラスは学習効率を上げられる。
（１）単位数 ７単位
（２） 対 象 平成２７年度入学生 理数科 第２学年
（３） 目 標 数学の基礎力の向上、数学的ものの考え方の育成
（４） 既存の教科・科目との関連
「ＳＳ数学Ⅱ」（７単位）の内、さらに発展的な内容を盛り込む。
（５）実施内容
（ア）教科書の内容の理解を深め定着させる。
（イ）問題をいろいろな角度から捉え、既習の公式を活用できるようにする。
（ウ）発展的内容・教科横断的内容の話題を提供する。そして、個々の生徒が好奇を持って
数学に取り組めるようにする。
（６）指導計画
第１学期：教科書の内容理解を主とするが、問題演習は学び合い的活動を取り入れ、
自由に互いの考察を述べ合う機会を多くとり、自発的に問題に取り組める
ようにする。
第２学期：これまで学習した内容を発展させることにより、問題を多角的に捉えるこ
とができるようにする。また、数学的表現力を高めるとともに、他の生徒
に学ぶことができるようにする。
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第３学期：総まとめ
（７）評価の観点
（ア）数学の基礎的能力
・これまで学習した事項が定着しているか
・定理や公式を深く理解し、それを応用することができたか
（イ）表現する能力
・自らの考えを筋道立てて書き表すことができたか
・数学的な表現を習得できたか
（ウ）関心・意欲・態度
・自発的に問題に取り組めるようになったか
・他の生徒の解法に学び、多角的に問題を捉えようとしたか
・問題の中から興味のある課題を発見し、自ら学ぶようになったか
（８）評価
41 名のクラスを 31 人と 10 人の 2 組に分けた。習熟度ではなく生徒の希望する組に分
けた。したがって、生徒のレベルの差が大きく少人数クラスの利点を十分発揮すること
ができなかった。下位のグループは、基礎的な知識の習得に重きを置き、レベルアップ
を図った。上位のグループは、より応用的な内容に踏み込み様々な角度から一つの問題
を捉えたりもした。ほとんどの生徒が意欲的に取り組み、計算力や論理的な思考力を向
上させることができた。このグループ分けに関しては、生徒も納得できる感想を持って
いる。夏期休暇中の課題は興味関心を持ったものに取り組めるように複数ジャンル用意
した。異なった数学へのアプローチを経験させられた。
（９）今後の課題
少人数クラスはある程度生徒のレベルを考慮した方が良い。また、3学年では数学Ⅲを深
く学ぶ生徒と浅く学ぶ生徒の組に分け、どの生徒も学びやすい環境を作るようにする。授
業に対して受身になっている生徒が多いのでもっと自発的に学べるようにしたい。
３ 学校設定科目「ＳＳ数学探究」
○仮説
共同学習・発展的教科横断的な内容の学習を授業に盛り込むことで意欲が向上する。
（１） 単位数 ７単位
（２） 対 象 平成２６年度入学生 理数科 第３学年
（３）目 標 発展的教科横断的な内容を紹介することで、生徒が興味関心を持って学習に取り
組むようになる。
（４）既存の教科・科目との関連
「数学Ⅲ」を発展させた科目として設定した。物理・化学に関わる横断的な内容も紹介する。
（５） 実施内容
１学期：「数学Ⅲ」区分求積法、回転体の体積、複素数、2 次曲線
２学期：「数学Ⅲ」受験問題の演習
３学期：「数学Ⅲ」受験問題の演習
（６） 指導計画
クラス２展開でグループごとの協調学習を取り入れ、発表する機会を増やす。問題
の解答を板書させるだけでなく、他の生徒に向かって説明させる。他の生徒の解法をグルー
プで吟味させる。基礎力の定着のため定期考査以外に小テストを実施した。数学の授業の中
で他教科（その時点で学習している物理・化学などの話題）の問題を考察する機会を作る。
（７） 評価の観点
（ア）数学の基礎的能力
・基礎計算力が養われたか。
・定理や公式を深く理解し、それを応用することができたか
（イ）表現する能力
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・自らの考えを筋道立てて書き表すことができたか
・数学的な表現を習得できたか
（ウ）関心・意欲・態度
・自発的に問題に取り組めるようになったか
・他の生徒の解法に学び、多角的に問題を捉えようとしたか
・問題の中から興味のある課題を発見し、自ら学ぶようになったか
（８） 仮説の検証
少人数展開をすることで各生徒が発表する機会が増えて、解法について他の生徒との意見
のやりとりが生じた。そのことで多角的な視点から考察する経験ができた。
また、生徒どうしで解法を探求することで、数学的な表現に注意する態度が付いてきている。
数学や理科の事柄について興味を持って話題にする生徒が増えてきた。
（９） 次年度以降の課題
受験問題の中にも「数学的な表現力を必要とする問題」
「他教科との横断的な内容を含む
問題」
「発展的な内容を含む問題」がある。これらを取り扱って探求する意欲を伸ばしたい。
４ 学校設定科目「ＳＳ化学Ⅰ」
○仮説１：物質の探究で「混合物の分離実験」、物質の変化では酸と塩基で「中和滴定実験」
、酸化
還元で「酸化剤と還元剤の効果を確認する実験」をふまえて化学の基本操作方法及び各実
験の原理理解を育成する。
○仮説２：生徒が積極的に授業に取り組む、つまり自主的に考え能動的に行動する学びを目指す。
生徒は興味関心が高まれば好きになり、問題や実験に積極的に取り組み、成績が上がって
いくことを楽しいと感じてくれる。そのため、年間における前半の理論化学の授業を通し
て、興味を引く理科の話題や演示実験とともに、生徒たちが自分の意見を素直に言える、
聞ける雰囲気作りに重点を置く。それは生徒が自分の疑問や意見を真剣に聞いてもらえる
という安心感を持つことが、純粋な興味関心による思考を引き起こすからである。授業で
は化学現象の説明や問題演習において生徒全員に対して発問を行い、生徒全員に声を出し
て答えてもらう。その雰囲気や声の大きさから理解度を確認しながら、声を出すことに対
する抵抗感を減らしていく。また難易度の高い問題などでは解答後、生徒どうしで話し合
う時間を取ることで議論に慣れていく。その際、机間巡視から生徒の勘違いを見つけ紹介
することで生徒は自分のこととして捉え定着が高まる。実験においても内容理解だけでな
く、実験における課題を発見させ、その課題を解決する再実験を各班が企画し互いに発表
する。課題に気づき、改善策を検討し、実験に反映させるなかで、自分の意見を主張する
とともに相手の意見を聞く、互いに議論する下地を整えていく（ＳＳ課題研究Ⅰにて化学
分野として“発光の化学”を実施）
。
上記の準備から３学期では、日常生活に用いられる電池や身のまわりの物質（無機化学
の非金属元素）についてアクティブラーニングを実施する。生徒は与えられた課題を各自
や各班で考え、議論し解答していく。その過程において、生徒が質問し教員が答える形式
となり、自主的協同的な学びと能動的な取り組みを促進する。各自が学習した内容を基に
自分の頭で考えて導いた結論や様々な資料から内容を読み取り可能性を模索した結果を
レポートにまとめて提出する。さらに電池については各班が工夫を凝らした電池を作成す
る探究実験を行い、コンテスト形式の発表を行う。生徒自身が切磋琢磨するなかで学び合
う楽しさを見出してもらえると考える。
（１）単位数
４単位
（２）対象
平成２８年度入学生 理数科 第１学年
（３）目標
「化学基礎」の内容を軸に、基本的なカリキュラムを習得させて、まず潜在能力を見いだ
す初期展開を実施する。それを踏まえ、レベルの高い探究実験を取り入れ、
プレゼンテーションなどを実施させ、高度な専門的能力を育むことを目的とする。
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（４）本校でこの科目を設定する理由
スーパーサイエンスハイスクールの指定校として、レベルの高い実験・実習等の体験活動
を通して科学的思考により探究する楽しさを経験させる。それによって潜在能力を開花させ
たい。
（５）実施内容
実教出版「化学基礎」、第一学習社「スクエア最新化学図説」を主たる教材とし、基本的
な化学の理解を深め、化学の役割について学ぶ。それをふまえ、やや発展的な探究実験を体
験させる。
（６）指導計画
４月 生活の中の化学とその役割、化学実験の基礎、物質の種類と性質
５月 物質の探究、構成粒子（原子、イオン、分子）の違い
６月 イオン結合とイオン結晶、共有結合と分子結晶・共有結晶（基本的な高分子化合物を
含む）、金属結合と金属結晶
７月 物質量（原子量、分子量、式量、物質量の計算）、有効数字
９月 濃度（質量パーセント濃度、モル濃度）、化学反応式（量的関係を含む）
１０月 酸と塩基（酸性と塩基性、酸・塩基の定義、水のイオン積、電離度、ｐＨ）
１１月 中和反応（中和反応の量的関係、塩の水溶液の性質、中和滴定と滴定曲線）
１２月 酸化と還元（電子の授受、酸化と還元の定義）、酸化剤・還元剤
１月 酸化還元反応（量的関係を含む）
２月 酸化還元反応の起こりやすさ（金属のイオン化傾向と反応性）、身の回りの酸化還元
反応（電池）、身のまわりの物質（無機化学における非金属元素）
（７）評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
・仮説に対し、事前に調査し、実験操作に積極的に取り組んだか。
・実験操作ごとに、観察が記録できているか。
・実験結果をふまえて、考察ができているか。
（イ）思考・判断
・実験の目的や原理の理解ができていたか。
・実験操作上の注意を把握できていたか。
・他人の意見等をふまえることができたか。
（ウ）技能・表現
・自分の考えを他人に伝えられたか。
・ポスターにおいて、項目の配置や色等見る人の立場に立って工夫されているか。
・声の大きさ、話し方等、聞く人を引きつける工夫がされているか。
（エ）知識・理解
・「化学基礎」の教科書に準じた授業内容を理解できたか。
（８）仮説の検証
○仮説１：
混合物の分離、中和滴定、酸化還元などの実験において、基本操作及び論理的な思考を
育成できたかを、レポートの提出をもって確認した。
○仮説２：
１・２学期は生徒が積極的に学ぶ姿勢・雰囲気作りに重点を置いた。授業前５分間の科
学の小話（身の回りの科学的な現象やノーベル賞の話など）は、生徒の興味関心を引きだ
すこと、授業に入る前の心構えや準備に非常に有効であった。さらに化学へ引き込むため
に、前回の復習を兼ねた演示実験を２０回以上行い、これも好評であった。授業における
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教師からの発問においても、指名することなく生徒たちが自発的に答えてくれる雰囲気が
作られた。生徒同士で話し合う時間では、あちらこちらで活発に意見交換が行われるよう
になった。生徒からは自分が躓いたところをいつでも質問できる雰囲気がいいなどの意見
が寄せられた。
３学期にはアクティブラーニング（ＡＬ）を実施した。授業前半は課題に対する生徒ど
うしの協働的な学習であり、後半は前半の机間巡視中にあった生徒の勘違いの訂正や特に
重要な学習内容あるいは発展について触れた。生徒からは、周りと意見を言い合いやすい
ので楽しいし理解しやすかった、自分で課題について考えた後に先生の話を聞くことで理
解が深まったなどの意見が寄せられた。さらに生徒が自分たちで考えた電池を提案し、実
際に組み立てて性能を示す電池コンテストを開いた。生徒がああしよう、こうしようと活
発に議論する姿から学ぶたくましさが感じられた。生徒からは電池コンテストの実験が電
池における化学現象の奥深さを本当に考えるきっかけになった、という意見が寄せられた。
（９）次年度以降の課題
生徒は授業冒頭の化学の小話や演示実験を楽しみ、授業中生じた疑問をすぐ聞いてくる
雰囲気から、積極的に学習している手ごたえを感じる。その延長線上にアクティブラーニ
ングを設定し、協働的な学習は促進された。しかし、一部の生徒はアクティブラーニング
に消極的であった。生徒の中には交流が苦手な生徒もおり、個人の特性に合わせきれなか
ったことが原因と考える。来年度は課題内容の提示順や班編成などさらに踏み込んで生徒
個人に対応した授業を目指す必要がある。
５ 学校設定科目「ＳＳ化学Ⅱ」
○仮説
仮説：「ＳＳ化学Ⅰ」では、日常生活や社会との関連を重視している。医薬、染料といった日常
生活で役に立つ物質を、幾つかの操作過程を経て合成する際、その過程で生成された中間
物質そのものが分解した場合、最終生成物は本当に生成されないのか。
（１） 単位数 ４単位
（２） 対 象 平成２６年度入学生 理数科 第３学年
（３） 目 標
新学習指導要領実施科目「化学」は，
「化学基礎」との関連を図りながら，更に進んだ化学
的方法で自然の事物・現象に関する問題を取り扱い，観察，実験などを通して，化学的に探
究する能力と態度を身に付けさせるとともに，化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深
めさせ，科学的な自然観を育てる科目である。
その「化学」を軸に、基本的なカリキュラムを習得させて、まず潜在能力を見いだす初期
展開を実施する。それをふまえ、レベルの高い探究実験を取り入れ、プレゼンテーションな
どを実施させ、高度な専門的能力を育むことを目的とする。
（４） 既存の教科・科目との関連と実施内容
「化学」（４単位）の内、２７年次実施の４単位分を発展させた科目として設定した。
実施内容
学
期
第
１
学
期

第
２
学
期

学習内容

学習のねらい・目標

備考
学習活動の特記
の利用

第１章

物質の状態と平衡

第 ２ 章 １節 状態変化
第３章 ２節 気体の性質
第４章 ３節 固体の構造
第２章
物質の変化と平衡
１節
化学反応とエネルギー
２節
反応の速さとしくみ
３節
化学平衡
第３章 無機物質
１節
周期表
２節 非金属元素
３節 金属元素
４節 無機物質と人間生活
第４章 有機化合物
１節
有機化合物の特徴
と分類
２節
脂肪族炭化水素
３節酸素を含む脂肪族化合物
４節
構造式の決定

気体，液体，固体の性質を観察，実験などを通して探究し 実験１・100
，物質の状態変化，状態間の平衡，溶 解 平 衡 お よ び 溶 ℃より低い温度
液の性質について理解させる。
での水の沸騰
化 学 反 応 に お け る 熱 お よ び 光 の 発 生 や 吸 収 は ， 実 験 ６・吸 熱
反応の前後における物質のもつ化学エネルギ 反応実験７・
ーの差から生じること理解する。
溶解熱の測定
非金属元素の単体と化合物の性質や反応を周期表と関連
させ理解する。
金属元素の単体と化合物の性質や反応につい
て理解する。

実験13・二酸化
硫黄の発生 と 性
質
探究６ 塩素の
性質と反応
有機化合物の性質や反応を観察，実験などを通し て 探 究
実験17・ヘキ サ
し ，有 機 化 合 物 の 分 類 と 特 徴 を 理 解 す る 。 脂 ン と 1 - ヘ キ セ
肪族炭化水素の性質や反応を構造と関連して ンの違い実験
理 解 す る 。酸 素 を 含 む 脂 肪 族 化 合 物 の 性 質 や 反 1 8 ・ ア ル コ ー
応について理解する。
ル の 性 質 実験19
・ヨードホ ル ム
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５節
６節

芳香族化合物
有機化合物と人間生活

反応

（５） 指導計画
「化学」は、
「(1) 物質の状態と平衡｣，｢(2) 物質の変化と平衡」
，
「(3) 無機物質の性質と
利用」，
「(4) 有機化合物の性質と利用」
，
「(5) 高分子化合物の性質と利用」の５つの項目か
ら構成されている。4 月～7 月は、項目(1)と(2)の物質の性質や変化を物質の構造や結合，
エネルギーなどと関連させて理解させ，化学の様々な分野への理解を質的に一段と深めるこ
とがねらいとして展開する。9 月～1 月は、項目(3)，(4)及び(5)を中心に，無機物質，有機
化合物，高分子化合物の特徴や性質を具体的な物質を通して理解させ，日常生活や社会に物
質の性質がどのように生かされているかを理解させる。新学習指導要領では項目の(1)から
(5)までのそれぞれの中に，学習する内容について「日常生活や社会と関連付けて考察でき
るようにする」を加えて，日常生活や社会との関連を重視している。また，大項目(3)，(4)
及び(5)では，それぞれの物質が人間生活の中で利用されていることを理解させる。
（６） 評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
（イ）読む・聞く能力
（ウ）話す・書く能力
（７） 仮説の検証
医薬として、サリチル酸をメタノールでエステル化してサリチル酸メチル（サロメチー
ル・消炎鎮痛剤）
、サリチル酸を無水酢酸でアセチル化してアセチルサリチル酸（アスピリ
ン・解熱鎮痛剤）を生成させる。この反応は中間物質の生成はなくどちらも容易に生成した。
染料は、アニリンからジアゾ化し塩化ベンゼンジアゾニウムをつくり、フェノール及び２
-ナフトールでジアゾカップリング反応を行って、２種類のアゾ染料を合成した。この操作
は、中間物質である塩化ベンゼンジアゾニウムが熱で分解するためにアゾ染料ができない。
ジアゾ化での温度管理は極めて慎重に実施しなければならない。やはり中間生成物ができな
ければ最終生成物の生成は起こらない。
発展として、プロントジル、サルファ剤、ペニシリン、ストレプトマイシン等に触れた。
（８） 次年度以降の課題
医薬、染料の歴史などの探究も取り入れ、化学と日常生活や社会との関連をさらに深めさ
せたい。
また、アゾ染料については、他のジアゾカップリング反応についても実施する。
６ 学校設定科目「ＳＳ物理Ⅰ」
○仮説
身近な材料を用いて実験･観察を行うことで物理に興味関心を持ち、自ら課題を見つけ、自ら
解決しようとする姿勢が育まれる。
単位数 ３単位
（１） 対 象 平成２７年度入学生 理数科 第２学年
（２）目 標
身近な材料を用いた実験・観察を行うことで実生活と物理との強い結びつきを 伝え、物
理を学ぶ意義を理解させ、物理に取り組むモチベーションの向上を図る。
また、協調学習を取り入れることで、生徒間で協力してより高度な課題に取り組めるよう
にする。
（３） 実施内容
数研出版「物理基礎」を主として、数研出版「リードα物理基礎」を副教材とし、
用いる。実験・観察、教科書の基本問題にバランスよく取り組む。
（４） 指導計画
１学期
第 1 編 力と運動
第 1 章 運動の表し方
1 速度
2 加速度
3 落体の運動
第 2 章 運動の法則
1 力とそのはたらき
2 力のつりあい
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3 運動の法則
4 摩擦をうける運動
5 液体や気体が受ける力
6 剛体にはたらく力のつりあい
２学期
第 3 章 仕事と力学的エネルギー
1 仕事
2 運動エネルギー
3 位置エネルギー
4 力学的エネルギーの保存
第 4 章 運動量の保存
1 運動量と力積
2 運動量保存則
3 反発係数
第 5 章 円運動と万有引力
1 等速円運動
2 慣性力
3 単振動
4 万有引力
３学期
第 1 編 熱と気体
第 1 章 熱と物質
1 熱と熱量
2 熱と物質の状態
3 熱と仕事
第 2 章 気体のエネルギーと状態変化
1 気体の法則
2 気体分子の運動
3 熱と仕事
4 不可逆変化と熱機関
（５） 評価の観点
・実験、観察に積極的に取り組めているかどうか。
・課題を解決するために他の生徒の話を聞き、自らの考えも述べることが
できているかどうか。
・公式の成り立ちを理解できているかどうか。
・学習した内容について自分なりの考えを持てているかどうか。
（６） 仮説の検証
「身近な材料を用いて実験･観察を行うことで物理に興味関心を持ち、自ら課題を見つけ、
自ら解決しようとする姿勢が育まれる。
」という仮説を立てた。実験回数を例年よりも増や
したことで、生徒からの質問が増えたように感じた。
（７） 次年度以降の課題
レポートを書かせる機会や自らが設けた課題を研究していくような機会をつくっていきた
い。
７ 学校設定科目「ＳＳ物理Ⅱ」
○仮説
生徒実験・演示実験の回数を増やすことで、興味関心を持つ生徒が増える。
演習時間を多く取り入れることで、自ら問題を解く能力が高まる。
（１）単位数 ４ 単位
（２） 対 象 平成２４年度入学生 理数科 第３学年
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（３） 目

標
実験回数を増やすことによって、物理現象への純粋な興味・関心を持つ生徒を３年次当初
よりも増加させる。また、演習時間を増やすことによって授業時間内で自ら問題を解くこと
のできる生徒の数の増加を図る。
（４） 実施内容
授業では、数研出版「物理」の教科書と、
「リードα 物理基礎・物理」の問題集を効果的
に使うことによって目標の達成を図る。
授業では、講義の時間、演習の時間、実験の時間をバランスよく配置するよう心がける。
（５） 指導計画
１学期：
・波動（光分野）
・静電気力と電場・電位
・コンデンサー
・電流
・直流回路
２学期：
・電流と磁場
・電磁誘導
・交流と電気振動
・原子と光
・原子と原子核
３学期：
・センター演習
（６） 評価の観点
・実験・実習に積極的に取り組めているかどうか
実験の様子や、提出されたレポート等を見て評価する。
・演習問題に対して自らの力で解決する能力が備わっているかどうか
演習問題の出来、定期テストの結果等を踏まえ総合的に評価する。
・関心・意欲のある生徒数の把握については、アンケート等を実施し、判断する。
（７） 仮説の検証
「生徒実験・演示実験の回数を増やすことで、興味関心を持つ生徒が増える。
演習時間を多く取り入れることで、自ら問題を解く能力が高まる。」という仮説を立てた。
実験回数を増やした結果、物理に興味を示す生徒は増えたと感じる。
（８） 次年度以降の課題
レポートを書かせる機会や自らが設けた課題を研究していくような機会をつくって
いきたい。
８ 学校設定科目「ＳＳ生物Ⅰ」
○仮説：
「学びあい」を中心としたアクティブラーニングで、授業を展開することにより、主
体的・協働的に学習する態度が育成できる。
（１）単位数 ４単位
（２）対 象 平成２７年度入学生 理数科 第２学年
（３）目 標
生物や生物現象についての観察、
実験などを行い、
自然に対する関心や探究心を高め、
生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに、生物学の基本的な概念や原理・法則
の系統的な理解を深め、科学的な自然観を育成する。また、学習法にあっても主体的、
協働的に取り組む態度を育成する。
（４）本校でこの科目を設定する理由
本科目は学習指導要領に定めるところの「理数生物」を代替する科目として設定して
いる。本校の生徒は、自らの能力に貪欲に磨きをかけ、少しでも高い目標に向かって精
進するという意識が低く、内向き志向である。そこで、生徒が主体的・協働的に学ぶ意
識を高め、その方法を身につけるために、教授法を大幅に見直すと共に、家庭学習での
取り組みや、次年度に履修する SS 生物Ⅱとの連続性を意識し、教育効果の改善を狙い
科目を設定した。
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（５）実施方法・内容
「学びあい」を中心としたアクティブラーニングを多く盛り込んだ。
実験などをミニ課題研究として実施し、実験計画や背景などを班単位で「学びあい」
で考えさせ、ポスター発表した。メタ認知を高めるため、実験を実施してから、背景、
仮説を考えポスターを制作させることも試みた。これらの試みは、普通科理系「生物
基礎」でも実施し、ＳＳ生物Ⅰの成果を波及させた。
（６）指導計画
教科書として生物基礎（東京書籍）を用いた。
学期

学習内容

月

１

・遺伝情報の分配

4

・遺伝情報とタンパク質の合成

5

・免疫

6,7

２

・免疫
・体内環境

9

・体内環境の調節

10

・体内環境の調節
・遺伝情報の分配

11,12

1

・生態系とその保全
・生物の多様性と共通性

2

・生物活動とエネルギー

3

３

・植生の多様性と分布
・気候とバイオーム

学習のねらい・目標
アクティブラーニングを通して、主体的、協働的に学習
することの意義を理解する。下記の学習活動によって、学
習指導要領「生物」または「理数生物」に定められた学習
内容、そのねらいを達成する。
・３つの実験(コハク酸脱水素酵素、メチルグリーンピロ
ニン染色によるパフの実験、ＤＮＡ抽出実験）を１枚のポ
スターにまとめ、実験と実験の関連性を考えさせ、メタ認
知を高める。
・体内環境の維持についてのミニ課題研究を行い、ポス
ター発表させる。
・パフォーマンス型実験(課題を与えその課題を解決する
実験方法などを考える)を行い、実験後ポスター発表さ
せる（腎臓、血液など）
。

・科学の観点から縄文と弥生を比較するポスターを制作
させ、科学分野ではない知識との出会いによる新たな
気づきを経験させる。
・
「人間にとってクマムシは必要か」というテーマを与
え、生態系と人間の関わりを考えさせ、持続可能な社会を
支える人つくりをする。

（７）評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
・自ら進んで学習にとりくんでいるか。
・他の生徒と協働的に学習に取り組んでいるか。
（イ）思考・判断
・生物学、あるいは科学的な思考ができるか。
（ウ）技能・表現
・生物学における観察・実験の手法を習得したか。
・観察や実験、あるいは自らの思考を言語表現にできるか。
（エ）知識・理解
・生物学の基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め、科学的な自然観が育成
されたか。
（８）仮説の検証
検証は、学習の取り組み状況等について、生徒へアンケートを実施した。昨年４月
を基準として２月時点での変化を答えさせた。肯定的な評価は、
「自ら進んで学習に取
り組めるようになったか」64.7%、
「他の生徒と協働的に学習に取りくめるようになっ
「生物学、あるいは科学的な思考ができるようになった」69.0%、
「生物学
た」96.6%、
における観察・実験の手法を習得できた」69.0%、
「観察や実験、あるいは自らの思考
を言語表現にできるようになった」72.4%、
「生物学の基本的な概念や原理・法則の系
統的な理解を深まり、自然を科学的に見ることができるようになった」72.4%であった。
「他の生徒と協働的・・・」が 100%に近いのは、入学後すぐに「くまにしプラットフ
ォーム」で協働して課題研究に取り組ませたことが、ここで芽吹いてきたと考えられ
る。
「自ら進んで・・・」
「観察や実験・・・」
「生物学の基本的・・・」が「他の生徒
と協働的に・・・」より 20%ほど低いのは、アクティブラーニングがまだＰＤＣＡサイ
クルに繋がっていないことが原因と考えられる。ただ「論理的に積み立てて考える」
「問
題を素因に分けて考える」こと意識して取り組んできたので徐々に改善していくと期
待している。
（９）次年度以降の課題
ミニ課題研究など今年度取り組んだ内容の有効性が確認できた。アクティブラーニ
ングをＰＤＣＡサイクルに繋げ、より高い学習効果を生む方法ために、実験の計画す
る時に「問題を要素に分解して考える」
、実験結果を考察する時に「物事を論理的に組
み立てて考える」ことができるよう育成していきたい。実験と実験の関連性を考えさ
せる作業は、メタ認知を高めるのに有効であった。
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９ 学校設定科目「ＳＳ生物Ⅱ」
○仮説：
「学びあい」を中心としたアクティブラーニングで、授業を展開することにより、主体的・
協働的に学習する態度が育成できる。
（１）単位数 ４単位
（２）対 象 平成２６年度入学生 理数科 第３学年
（３）目 標
生物や生物現象についての観察、実験などを行い、自然に対する関心や探究心を高め、生
物学的に探究する能力と態度を育てるとともに、生物学の基本的な概念や原理・法則の系統
的な理解を深め、科学的な自然観を育成する。また、学習法にあっても主体的、協働的に取
り組む態度を育成する。
（４）本校でこの科目を設定する理由
本科目は学習指導要領に定めるところの「理数生物」を代替する科目として設定している。
本校の生徒は、自らの能力に貪欲に磨きをかけ、少しでも高い目標に向かって精進するとい
う意識が低く、内向き志向である。そこで、生徒が主体的・協働的に学ぶ意識を高め、その
方法を身につけるために、教授法を大幅に見直すと共に、家庭学習での取り組みや、前年度
に履修した SS 生物Ⅰとの連続性を意識し、教育効果の改善を狙い科目を設定した。
（５）実施方法・内容
実験などをミニ課題研究として実施し、実験計画や背景などを班単位で「学びあい」で考
えさせ、ポスター発表した。メタ認知を高めるため、実験を実施してから、背景、仮説を考
えポスターを制作させることも試みた。学習内容および進行にあっては、基本的に学習指導
要領に定めるところの「生物」と同様である。
（６）指導計画
教科書として生物（東京書籍）を用いた。
学期

学習内容

１学期

月

学習のねらい・目標

・生命現象と物質

4
５

・遺伝子の働き

6

アクティブラーニングを通して、主体的、協働的に学習する
ことの意義を理解する。下記の学習活動によって、学習指導要
領「生物」または「理数生物」に定められた学習内容、そのね
らいを達成する。
・教えて気づく
グループごとに違う小項目の学びあいを実施した後、学ん
だ 分 野に つい て他 の生 徒に 教 え、 コミ ュニ ケー ショ ン 力を
向 上 させ ると とも に、 自分 の 学び の不 足し てい ると こ ろを
気づかせる。
・失敗から学ぶ
仮説と結果の違いについて学びあわせ、より深い理解に導
く

７
２学期
３学期

・生殖と発生

9
10

・生物の環境応答
・進化系統

11
12

・生態と環境
・大学受験を意識した演習

1
2
3

大学受験に備え、1・2 学期で養った主体的に学ぶ方法・態度
を活かし、演習に取り組む。

（７）評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
・自ら進んで学習にとりくんでいるか。
・他の生徒と協働的に学習に取り組んでいるか。
（イ）思考・判断
・生物学、あるいは科学的な思考ができるか。
（ウ）技能・表現
・生物学における観察・実験の手法を習得したか。
・観察や実験、あるいは自らの思考を言語表現にできるか。
（エ）知識・理解
・生物学の基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め、科学的な自然観が育成
されたか。
（８）仮説の検証
検証は、学習の取り組み状況等について、生徒へアンケートを実施した。昨年４月
を基準として２月時点での変化を答えさせた。肯定的な評価は、
「自ら進んで学習に取
り組めるようになったか」86.7%、
「他の生徒と協働的に学習に取りくめるようになっ
た」93.3%、
「生物学、あるいは科学的な思考ができるようになった」93.3%、
「生物学
における観察・実験の手法を習得できた」100%、
「観察や実験、あるいは自らの思考を
言語表現にできるようになった」100%、
「生物学の基本的な概念や原理・法則の系統的
な理解を深まり、自然を科学的に見ることができるようになった」93.3%であった。
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どの項目についても 100%に近いのは、１年生の時に「くまにしプラットフォーム」で
協働して課題研究に取り組ませたことと、２年生の時に、
「くまにしプラットフォーム」
などで１年生の指導をしたことが影響したと考えられる。
（９）次年度以降の課題
「くまにしプラットフォーム」などの課題研究の有効性が確認できた。より高い学習効
果を生む方法ために、実験の計画する時と実験結果を考察する時に、
「何をどのように考
えていくか」を十分考えさせてから臨ませる必要がある。
１０ 学校設定科目「ＳＳ地学Ⅰ」
（１）単位数 ４単位
（２） 対 象 平成２７年度入学生 理数科 第２学年
（３） 目 標 自分で地球のことを考え、自分の考えを発表できる力をつける。
（４） 本校でこの科目を設定する理由
より高度な専門地学の内容を受講させ、自分で考え、発表し合える状況を作る。
本年度はルーブリックを使用したアクティブラーニングによる学び合い学習を試みる。
（５） 実施内容
１学期：地球内部の物理的・科学的な考察
地球の形が重力などからどう考察できるかを、ルーブリックを用いたアクティブラーニングに
より考えさせる。
重力測定の実査圏を通じて、物理の法則などを理解させ。又、場所によって重力の値が変化し
ていることに気づかせる。
地史の調べ方について説明し、実際の理数科臨海実習で体験させる。また、それについて発表
をさせる。
２学期：地球の歴史と大気起床に関するもの。
地球誕生から現在までの話を誕生から先カンブリア時代までは教え、古生代・中生代・新生代・
人類史・大量絶滅に関しては、ルーブリックを用いたアクティブラーニングにより、各班で生徒
に各自調べさせて、模擬授業をさせる。
気象の基本的内容から、３ヶ月予報などについての説明をしていく。また、日本列島の気象現
象について考える。
二酸化炭素の濃度変化と温度変化と天気との関係を毎時間測定させて、地球温暖化についての
データを収集する。これを３学期の地球環境の授業に応用していく。
３学期：天文と地球環境
ケプラーの法則や太陽系の天体関係について理解を進めるために実習等に取り組む。
太陽について考え、実際に太陽黒点を観察し、昨年とどう変わったかを考えさせる。又、実習
として、太陽の寿命や星までの距離・絶対等級の求め方などを考察させる。
宇宙誕生から現在までの変化を考察させ、銀河についての理解を深める。
（６） 指導計画
啓林館の地学基礎の教科書に従い、更に深い内容を準備していく。
１学期：固体地球とその変動
地球詩の読み方
理数科臨海実習における現地調査
２学期：地球と生命の進化
大気と海洋
地球史のⅠ部を各自に講義形式で発表させる。
３学期：宇宙の構成
自然との共生
熊谷西高校での気温・天気と二酸化炭素の量的変化の関係
（７） 評価の観点
ルーブリックを用いたアクティブラーニングにより主体的で深い理解が進んだか
を考査により判断する。
（８） 仮説の検証
地球環境の変化や諸災害への理会を深め防災について考える力をつける。
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自分で授業をすることによって発表する力をつける。
災害棟の発表では、テレビ番組などを取り入れ、パラグラフライティングによりその内容を
まとめさせる。
（９） 次年度以降の課題
より実験・実習・発表などの機会を増やして、アクティブラーニングにより主体的で深い理
解が進むように、ルーブリックなどを工夫することにより、生徒の学習方法をより発展させて
いきたい。
１１ 学校設定科目「ＳＳ英語 I」
○仮説
外国語学習において、基本となる「読む」
、
「聞く」
、
「書く」
、
「話す」の 4 技能の内、最も基本
となる技能と考えられる「読む」力を伸長させながら、他の 3 技能をも伸ばし、総合的な英語の
力を伸ばす。
（１） 単位数 2 単位
（２）対 象 平成 28 年度入学生 理数科 第 1 学年
（２） 目 標 語彙力、文法の力の育成
（３） 既存の教科・科目との関連
「コミュニケーション英語 I (English Communication I)」（4 単位）の内、28 年次実施の 2 単
位分を発展させた科目として設定した。
（４） 実施内容
1 学期：5 文型、to 不定詞と動名詞、現在完了形、受動態、分詞の限定用法、関係代名詞、
仮定法現在、過去完了
2 学期：補語となる分詞、知覚動詞・使役動詞、関係代名詞 what、関係代名詞の日制限用法、
形式主語、現在完了進行形、関係副詞、形式目的語、仮定法過去、仮定法過去完了
3 学期：仮定法を含む表現、過去完了進行形、分詞構文
（５） 指導計画
１学期：中学校の学習内容の確認と高校英語の導入を図る。
教科書 English Communication I ELEMENT を使用。
２学期：読解力の向上の基本となる語彙並びに文法の確実な定着を図る。
教科書 English Communication I ELEMENT を使用。
３学期：1 年次に習得しておくべき基本事項の着実な定着を図る。
教科書 English Communication I ELEMENT を使用。
＊年間を通じて、ALT との TEAM TEACHING を行う。
（６） 評価の観点
語彙力、文法力の定着。これを基盤としての読解力、聴取力、表現力の向上。
（７） 仮説の検証
英語力全般において、生徒間の学力の差が大きく、クラスサイズからしても語学学習に適
した環境ではない中、大部分の生徒たちは個々に積極的に学習に取り組む姿勢を見せ、そう
した生徒は、それぞれに総合的に英語力向上を見せた。ただ、英語についての強い不得意意
識を有した生徒もおり、その差は大きい。
（８） 次年度以降の課題
英語学習への拒否反応を見せる、英語を苦手とする生徒への学習の動機付けが、さし当た
っての課題である。また、意欲ある生徒は、自ら学習し、学力を向上させていくが、生徒
間の英語を用いての意思疎通、個々の生徒へのより綿密な指導助言の実施を考えると、現
クラスサイズは、語学学習に適した環境とは言えず、学習環境の改善も重要な課題である。
１２ 学校設定科目「ＳＳ英語（SS English Expression Ⅱ」
○仮説
英語で自己を文章表現し、意志疎通が可能になるよう、基礎的な英語力を育成する。
（１） 単位数 ２単位
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（２） 対 象 平成２７年度入学生 理数科 第２学年
（３） 目 標 科学・技術への興味、関心を育成し、考察し発表する能力を養う。
（４） 既存の教科・科目との関連
「英語表現Ⅱ (English Expression Ⅱ)」
（２単位）を発展させた科目として設定した。
（５） 実施内容
１学期：１年次英語表現Ⅰで未習の単元についての指導。教科書 Vision Quest Ⅰ使用
２学期：英語表現能力を基礎力から応用力に発展させる。教科書 Vision Quest Ⅱ使用
３学期：学んだ知識をもとに、英語での課題英作文などに取り組む。
教科書 Vision Quest Ⅱ使用
＊各学期を通してリスニング指導も取り入れていく
（６） 指導計画
１学期 英語の基礎である文法の基礎基本の定着を図る。
２学期 知識としての文法から、コミューケーションに使える文法を目指し、指導する。文
法から作文への指導。
３学期 インプットからアウトプット。知識を使える力になるよう指導する。
（７）評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
・自然科学分野に関わる英文を、興味・関心を持って書くことができる。
・読んだ英文の概要や要点を整理し、自分自身の考えや感想を述べることができる。
（イ）読む・聞く能力
・自然科学分野に関す一般常識をもとに、英文の概要を理解することができる。
・文字情報と視覚情報を照合しながら、英文の概要を理解することができる。
・他者の発表を、要点を捉えながら聞き、発表の概要を理解することができる。
（ウ）話す・書く能力
・読みとった要点を、フォーマットにしたがって発表形式の英文に転換できる。
・読み取った概要や要点を平易な表現を用いて適切に発表できる。
・発表を効果的に行うために、必要な表現を適切に用いて文章を構成することができる。
（８）仮説の検証
○仮説：英語で自己を文章表現し、意志疎通が可能になるよう、基礎的な英語力を育成する。
（ア）基礎基本的な文法事項が理解できていないので、適切な文章表現ができない。まずは基
礎的な英文法力を構築する必要性を痛感している。
（イ）意志疎通に必要な基礎的な語彙力・文章表現力が不足し、英語での意志疎通の到達レベ
ルまでには時間がかかりそうである。
（９）次年度以降の課題
（ア）基礎的英語文法能力、読解力の向上。
（イ）英語の語彙力、文章表現の習得、会話力、リスニング力の更なる向上を目指す。
１３ 学校設定科目「ＳＳ英語Ⅲ」
○仮説
英語で自分の考えを正確に表す力の基礎を養うためには基本的な文法、語法の知識の習得が不
可欠である。日本語短文の英訳、演習形式での文法項目の反復的学習がその目的達成のために有
効である。また、将来英語を用いてのコミュニケーションの必要性も予想されるので、そのため
の学習を着実に進める必要がある。
（１） 単位数 ２単位
（２） 対 象 平成２６年度入学生 理数科 第３学年
（３） 目 標
英語の文法、語法について基本的な事項の習得をはかる。あわせて、前記の学習を生かし
て、自分の考えをできるだけ正確な英語でまとめてみる態度を養う。同時に英語リスニング
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の学習を常時行い、話される英語を理解する力を育成する。
（４） 既存の教科・科目との関連
１年次、２年次で学習したＳＳ英語Ⅰ、ＳＳ英語Ⅱの学習内容の延長線上に位置付けられる
内容である。
（５） 指導計画
１学期：
和文英訳の基本練習
時制 受動態 助動詞 仮定法 不定詞 動名詞 分詞
動詞の語法 動詞中心のイディオム
２学期：
関係詞 接続詞 前置詞 形容詞 副詞 名詞 代名詞
名詞・形容詞・副詞中心のイディオム
主語と動詞の一致
否定 倒置 省略 強調 会話表現
３学期：
１，２学期の内容の復習
※各学期に特定のテーマに関して英文で自分の考え等を表現する学習を取り入れていく。
（６） 評価の観点
文法、語法、語彙等の正確な知識の習得
自己表現への意欲 英語音声を聞き取る能力
（７） 仮説の検証
前年度からさらに進んだ内容の文法、語法、語彙等を扱うことになった。学習量が飛躍的
に増えたこともあり、一部に学習内容を十分習得しきれていない生徒がいた。英文で自分の
考えをまとめてみる活動については非常に巧みに表現できる生徒も出てきたが、一方におい
て伝えたい内容に表現能力が及ばない生徒も見受けられた。授業時間の不足もひとつの原因
という印象であった。リスニング学習については意欲的に取り組んでいた。
（８） 次年度以降の課題
前記のとおり、授業時間の確保が必要と思われる。言語の習得はどの学習分野においても、
きわめて長い時間の練習が必要である。しかし、この点は他教科との関係もあり実際には難
しいことである。また、学習への動機付けが決定的に重要である。現実にコミュニケーショ
ンに役立たせるための英語教育においては、基本事項の暗記や、それを使った繰り返しの練
習を長時間進めることが不可欠であるが、それは学習者の側に強い目的意識がなければでき
ないことである。将来の上級学校での学習、その後の職業選択まで含めた広い視野での進路
指導のありかたを同時に検討していくことが必要と考える。
１４ 学校設定科目「ＳＳ家庭基礎」
○仮説
「人の一生と家族・家庭及び福祉、衣食住、消費生活などに関する基礎的・基本的な知識と
技術を習得させ、家庭や地域の生活課題を主体的に解決するとともに、生活の充実向上を図る
能力と実践的な態度を育てる。
」という『家庭基礎』の目標を踏まえ、特に衣食住に関してより
科学的な観点を取り入れ、実験・実習を通じて検証していく。これらの実験・実習を通じて、
生徒の興味関心をより広く深くすることができると期待される。
（１） 単位数 ２単位
（２） 対 象 平成２７年度入学生 理数科 第２学年
（３） 目 標
学習指導要領の『家庭基礎』の目標を踏まえつつ、衣食住に関してより科学的な視点を取
り入れ、実験・実習を通じて検証していく。また、これらの実験・実習を通じて、生徒の
興味関心をより広く深くする。
（４） 本校でこの科目を設定する理由
「家庭基礎」（２単位）より生活と科学が深く結びついていることに重点を置き指導する
ために「ＳＳ家庭基礎」
（２単位）を設定した。
（５） 実施方法・内容
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１学期：食品の加工法や調理原理などを科学的に裏付け、実際に食品を調理・加工して検証す
る。
２学期：衣服の素材や衣服の管理などについて、実験・実習をつうじて科学的に検証する。
３学期：実際に加工した食品を用いて調理実習を行う。
（６） 指導計画
4 月：調理実習：だし巻き卵（砂糖の比較実験・熱凝固性）
6 月：発酵食品：ヨーグルト・味噌造り
協調学習：「加熱を考える」
7 月：調理実習：マドレーヌ・カスタードプディング（調理原理）
9 月：ホームプロジェクト発表
10 月：おむつの吸収実験・洗剤実験
特別授業：食品添加物実験（カプセル作り）
11 月：被服実習：エコカイロ（繭から真綿をつくる）
12 月：住居実習：平面計画
1 月：調理実習：炊飯（丼物）
・味噌汁
「人の一生」をテーマにし、家庭経営や保育、高齢者など他の分野も組み込みながら、授業を展開
していく。
（７） 評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
人の一生と家族・家庭及び福祉、消費生活などについて関心をも
ち、特に衣食住に関してより科学的な観点と結びつけて関心をもち、
その充実向上を目指して主体的に取り組むとともに、実践的な態度
を身につけている。
（イ）思考・判断・表現
人の一生と家族・家庭及び福祉、衣食住、消費生活などについて
課題を見いだし、その解決を目指して思考を深め、適切に判断し、
工夫し創造する能力を身につけている。
（ウ）技能
人の一生と家族・家庭及び福祉、衣食住、消費生活などに関する
基礎的・基本的な技術を身に付けている。
（エ）知識・理解
人の一生と家族・家庭及び福祉、衣食住、消費生活などに関する
基礎的・基本的な知識を身につけている。
（８） 仮説の検証
１２月に行ったアンケートの結果、
『生活と科学の関係に興味が持てたか』
『生活に科学
的なことが深く関わりあっていることが理解できたか』の質問に対し、ほとんどの生徒が
肯定的に答えた。過去 3 年間と同様、授業（実験・実習も含む）に積極的に取り組む生徒
が多いが、
「やや受け身」と答えた生徒は 40 人中７名（17.5％：昨年 15％）で昨年より若
干多くなった。
実験・実習の中では、調理実習や住居実習が強く印象に残ったようである。
『今後の生
活に活かせそうなこと』にも調理や住居の平面計画が多かった。
今年度は 10 月に特別授業として、埼玉県の保健医療部食品安全課から講師をお招きし
て、
「食の安全体験教室」という題目で食品添加物を使ったカプセル作りの実験を行った。
普段できない実験を行い、食品添加物の幅広い利用法や有効性について考えるよい機会と
なった。
（９） 次年度以降の課題
次年度は「ＳＳ家庭基礎」を行って 5 年目の年なので、今年度のように外部講師による
特別授業をより積極的に組み込んでいきたい。また、「家庭基礎」の内容をもとにしてい
るので、家庭経営や保育・高齢者などの他の分野との時間配分のバランスをとることが毎
年の課題である。
「ＳＳ家庭基礎」特別授業 『食の安全体験教室』10 月 31 日（月） 10:55～12:50
（１） 目的
食品添加物への理解を深めるきっかけとして、食品添加物とはどのような
ものなのか実験を通して体験する。
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（２） 講師 保健医療部食品安全課 総務・安全推進担当 杉村 孝 主査
（３） 会場 本校 調理室
（４） 対象 理数科 2 年生（41 名）
（５） 実施内容
① カプセルづくり実験
アルギン酸ナトリウムを乳酸カルシウムに一滴ずつ加
え、いくら状のカプセルを作る。食品の保護膜としても使
用されるもので、その他の利用法を考える。
アルギン酸ナトリウムに着色料・香料を加え、カプセル
を食してみることによって着色料・香料の効果を理解する。
② 食品添加物についての講義
③ アンケート

他2名

１５ 学校設定科目「ＳＳコンピュータリテラシー」
○仮説 ソフトウェアの実習により、情報収集能力と発信能力が高まる
（１） 単位数 １単位
（２） 対 象 平成２８年度入学生 理数科 第１学年
（３） 目 標 収集した情報と、それに関連する情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための
科学的な考え方を習得させ、情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる。

（４） 既存の教科・科目との関連
「情報の科学」
（２単位）の内、１年次実施の１単位分を発展させた科目として設定した。
（５） 実施内容
１学期：・ネットワークの基礎 ・ネットワークの利用法 ・Ｗｅｂの仕組み
・Ｗｅｂの利用 ・文書作成基礎 ・文書作成応用
２学期：・表計算基礎 ・表計算応用 ・３ＤＣＧ（大学との連携講座）
・プレゼンテーション基礎 ・プレゼンテーション応用
・Ｗｅｂページ作成 ・ネットワークセキュリティ（大学との連携講座）
３学期：・動画編集
（６） 指導計画
１学期：Windows を操作し、ログインＩＤとパスワードの仕組みと役割、ファイルとフォル
ダの共有について、インターネットの仕組みを学ぶ。Word2013 を操作し、文書作成の技術を身
につけ、レポート作成の能力を向上させる。
２学期：Excel を操作し、表計算ソフトウェアの基礎を学び、効果的に使用して、各自の研究
成果を効果的に表現する。Shade を操作し、３次元コンピュータグラフィックを作成する技術を
学び、表現力を高める。大学の施設を利用して高度なソフトウエアも体験させる。Powerpoint
を操作し、各自の研究成果を発表する技術を高める。Ｗｅｂページを作成し、情報発信を行う。
３学期：動画編集の基礎を学び、Ｗｅｂでも取り扱えるようにする。
（７） 評価の観点
（ア）関心・意欲・態度：操作を覚えるだけでなく、仕組みや応用操作を追求する姿勢があるか。知
識や技術を用いて問題解決を図ろうとしたか。
（イ）思考・判断：得られた結果をもとに、新たな問題解決を発見しようとしたか。
（ウ）技能・表現：情報を収集、整理、加工、表現するための知識と技術を習得できたか。
（エ）知識・理解 ・自己の作品について、使われている技術の詳細な解説ができたか。

（８） 仮説の検証
「生徒が自ら情報を収集･発信できるようにする」というＳＳコンピュータリテラシーの目的を
踏まえ、
「ソフトウェアの実習により、情報収集能力と発信能力が高まる」という仮説を立てた。
実習を繰り返すうちに、様々な情報をディジタルデータとして統合的に扱うことができ、質の
高いレポートを作成する力が身についた。
（９） 次年度以降の課題
型どおりの作品を作るのではなく、自由な発想での作品作りを行いたい。そのための時間確保
も課題である。相互に評価する機会を増やしたい。
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高大連携 特別講座「３ＤＣＧ発展」
（１）目
的 ３ＤＣＧ（３次元コンピュータグラフィック）の仕組みや利用法を専門家を講師
に迎えて学ぶ。また、大学に行き高度な施設で実習を行う。
（２）講
師 埼玉工業大学大学教授 井門俊治 氏
（３）会
場 埼玉工業大学（１０月１１日）
本校 コンピュータ室（９月１３日、２０日、１０月４日）
（４）対象生徒 理数科１年生（４１名）
（５）実 施 日 平成２８年 ９月１３日 ３限；１０：５５～１１：５０（本校にて授業）
平成２８年 ９月２０日 ３限；１０：５５～１１：５０（本校にて授業）
平成２８年１０月 ４日 ３限；１０：５５～１１：５０（本校にて授業）
平成２８年１０月１１日 終日（埼玉工業大学にて授業）
８時３０分本校集合 バスで埼玉工業大学へ １６時３０分本校に戻り解散
（６）実施内容
ＣＧソフトウェアの発展的技術
数式を利用した立体的グラフの作成
高度なＣＧソフトウェアでの実習
大学教授の発展的な講義によりＣＧの活用のヒントが得られた。
大学において、高度なソフトウェアを扱う経験ができた。
本校での授業

大学の大講義室

高大連携 特別講座「ディジタルコンテンツアセッサ入門」
（１）目
的 インターネットリテラシーの育成プログラムである「ディジタルコンテンツア
セッサ」の専門家を講師に迎え、インターネットの有効活用の基礎を学ぶ。
（２）講
師 青山学院大学経営学部教授 玉木欽也 氏
（３）会
場 本校 コンピュータ室
（４）対象生徒 理数科１年生（４１名）
（５）実 施 日 平成２８年１２月２０日 ２限９：４５～１０：３５
（６）実施内容
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ＳＮＳの良いところ・悪いところ
ＳＮＳが原因で起こった事件
著作権について
コンテンツマーケティングについて
各テーマについて生徒に考える時間を与え、議論しながら適切な結論へと導いた。

１６
(1)

学校設定科目「ＳＳ課題研究Ⅰ」「ＳＳ課題研究Ⅱ」
目的
(a)

(2)

仮説をたててから実験に臨めるようにする。特にＳＳ課題研究Ⅰにおいては、仮説・実
験・観察の流れを複数回経験させ仮説の重要性を体得させる。
(b) 自分の思考の流れを他人に正確に伝えるために、コミュニケーション力やプレゼンテ
ーション力の向上をはかる。
(c) 他人の意見も尊重しつつディスカッションできる力を身につけさせる。
実施日及び単位について
ＳＳ課題研究Ⅰ 毎週月曜日
７時限目
１単位
（理数科１年生対象）
ＳＳ課題研究Ⅱ 毎週月曜日 ６、７時限目
２単位
（理数科２年生対象）
＊成績は他の科目と同じ（１,２学期 １０段階評価、３学期（学年）は５段階評価）

(3)

実施計画

●ＳＳ課題研究Ⅰ
(a) １ユニット３時間（１時間目「実験の仮説をたてる」２時間目「実験」３時間目
「考察 もしながらポスター作成」）が原則であるが、今年度は物理・化学分野が３時
間、生物分野３時間、地学分野が４時間で展開する。物理、生物、化学、地学の順で、各
１ユニットずつ実施する。＊雨天の関係で物理４時間に変更になりました。
(b)
反省会の時間を設け、研究手法の学び合いや他の生徒の研究からの気づきができる
環境を整える。
●ＳＳ課題研究Ⅱ
(a)ＳＳ課題研究Ⅰでの経験をふまえ、物理、化学、生物、地学分野でテーマごとに研究を
実施する。
(b)１年生のＳＳ課題研究Ⅰに２年生がＴＡとして参加する機会を設け、
「教えることによ
り新たな気づき（発見や疑問）を得る」を 経験させる。
実践例１
ＳＳ課題研究Ⅰ「物理」エッグドロップ
(1) 目的
卵を保護する装置を作成する過程で、機能・性能面さらにデザイン性も意識したものづくり
を行う。また、班単位で作成することからチームワーク力の育成を図る。
(2) 実施内容
ケント紙・セロテープを用いて、卵を保護する装置を作成。装置は本校の 3 階渡り廊下
から落下させる。班編成は 5～6 人で実施。
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(3)

結果
「科学」
、
「ものづくり」に触れる機会は多いが、
「デザイン」まで考慮した取組みには生徒も新
鮮味を感じていた様子であった。

実践例２
ＳＳ課題研究Ⅰ「化学」
(1)目的
１０月３日（月）から理数科１年８組４１名は、ＳＳ課題研究Ⅰにて“発光”
（全５回）につい
て学ぶ。発光現象を理解するだけでなく、複数回の実験を通して論理的に考え、改善策を検討し、
実験に反映させる力を磨く。その中で、具体的な問題点を発見する力、問題を解決するための合
理的な考え方とその工夫を形にする実行力、仲間と議論するコミュニケーション力を養うことを
目的とする。また、ＳＳ化学Ⅰにおける３学期学習内容の電池コンテスト、身の回りの物質（無
機化学非金属元素）についてアクティブラーニングを実施するための議論する関係づくりの側面
も持つ。
(2)計画
第１回は、発光のしくみ（炎色反応や蛍石の加熱による発光、化学励起によるルミノール反応、
ペリレンや硫化亜鉛の蛍光）について学び、硫黄と亜鉛の酸化還元反応についても講義を受けた。
第２回では硫化亜鉛を合成し、各班が異なる金属化合物を加えることで様々な発光現象を確認し
た。第３・４回では第２回の実験結果から蛍光強度や蓄光性能を改善するため、生徒達が班ごと
に改善策を検討し、実験条件を変更し再実験した。添加する金属イオンの量や種類を変更、混合
する硫黄の割合など積極的な議論が交わされた。実験結果から自分たちが何を考えて、実験条件
をどう変更し、結果がどう変わったのか。自分たちの考えた軌跡がわかるようにまとめ、第５回
では各班が成果を発表した。

(3)検証と課題
合成した蓄光剤の発光が非常にきれいであり、蓄光剤を合成する過程も赤熱するほどの発熱反
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応であるため、生徒の興味を引いた。また授業で学んだ炎色反応のしくみを具体的に理解できた
ことで、生徒にとって知識と現象が結びつき、知的好奇心を刺激した。時間のない中で休み時間
や放課後を利用した生徒の議論風景、実験中の様子、アンケート結果から、発光は非常に難しい
内容であるにも関わらず、生徒一人一人が一生懸命に取り組んでいた。試行錯誤を重ねることで
問題解決力を高め、各班にて他者の意見を聞くこと、自分の意見を主張することが行われ、協調
性も養われていた。最初の講義で最低限必要な知識を与えたが、それ以降は生徒が自主的に学習
し、自分で必要と思われる知識を積極的に吸収していた。生徒の課題を解決する力や、コミュニ
ケーション力は十分に伸びた。発光という具体的な現象における問題発見力も磨かれたが、つぎ
に必要とされるのは自分の興味関心や社会の要請に基づく問題そのものを見抜く能力である。

ＳＳ課題研究（研究発表会）の目的と流れについて
１

目的
課題解決能力、リーダーシップ・協調性の育成をはかり、研究者として羽ばたける土台を作
る。

２

流れ

１年生（４月～１０月）

２年生

情報収集・検索

課題研究

実験

データ解析・統計

(ﾃｰﾏ･仮説･計画)

（経験の共有化）

発表 1 0 / ３１実施

聴

衆

（課題研究のテーマ決め）

上級生の課題研究
を引き継ぐ
放線菌，金属メッキなど

新しい課題研究

遅くとも１年生の３学期から、課題研究をスタートできるように進めている。
６月の第１回ＳＳＨ校内発表会は、理数科１・２・３年生で実施、１０月の第２回ＳＳＨ校内発
表会は理数科１・２年生、２月の第３回ＳＳＨ生徒研究発表会は全校生徒で行い、口頭発表とポス
ター発表は公開しています。
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Ⅲ

教員意識の変容
このアンケートに参加する人数が平成 25 年度 19 名、平成 27･28 年度ともに 29 名とアンケート

に回答する人数が増加傾向にあることは、SSH 事業が多くの教員に違和感なく受け入れられ、この活
動が学校全体に浸透している結果である。全体の傾向に関しても、肯定的な回答をするポイントが
前年度の調査より大幅上昇しているものがほとんどであり、SSH 活動が学校内で評価されてきている。
生徒の課題研究の発表では、科学振興展等で２作品が全国大会に出場、他１作品も県中央展に出
場、学会の高校生ポスター発表においても優秀賞を受賞するなど、成果を上げている。このことが
キーコンピテンシーとなって、学校全体の SSH 活動を押し上げている。このことを教員が認識しつ
つあるように思われる。
この傾向と異なるものが「SSH 活動において、教科・科目を越えた教員の連携を重視しましたか」
「新しい理数のカリキュラムや教育方法を開発する上で役立つ」の２項目であった。この結果は、
本校においては教科間連携、カリキュラム・教育方法開発など、新教育課程に向けてのアクティブ
ラーニングを含めた学校組織の改革が望まれることを表している。さらに一層の改善をするために、
アクティブラーニングの活動を校内で発表することで、教科間の連携を深め、カリキュラム開発に
つながっていくはずである。また、新たな取り組み方を導入する意味においても、先進校視察を今
後とも続けていく必要があるであろう。
Ⅳ

運営指導委員会の運営
運営指導委員会は、８～９名の教育関係者・学識経験者の運営指導委員で構成している。指定
３年目までは、専門的見地からのアドバイスをより多く受けるため年３回開催したが、４年目か
ら２回になった。
指導助言⇒実施計画へ反映

○指定１年目の委員会から
・地域への還元、科目の充実、教科への広がり、ユニット型を取り入れたＳＳ課題研究Ⅰ
○指定２年目の委員会から
・他校との連携による生徒育成、普通科の生徒の減少に関する分析、
「仮説を立てる」ことを評価
していく
○指定３年目の委員会から
・
「ドミノ」のように、興味・関心の連鎖反応が連続するとともに、学びを続けること、そして生
徒が考えることが重要である。
・中高の連絡をとり、ＳＳＨの情報や進路情報を中学に説明する。また、地域の教育研究会を活
用することが必要である。
○指定４年目の委員会から
・様々な取り組みによって、生徒がどのように成長したのかがわかるような客観的データが必要
である。取り組み事例を列挙するのはどうか。
・初期展開、垂直展開、水平展開を意識したルーブリック評価をしておくことが、今後のために
重要である。
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○指定５年目の委員から
・今年度は、様々な分野で課外の実習を実施している。少し、ポイントみたいなものを絞って今
後は実施したらどうか。また、全体のアンケートは実施しているが、個々の生徒の分析もした
らどうか。例えば、このような自習を参加して、このような成長があった生徒がいたなど。同
時に働きかけの効果も確認できる。
○この他、ＳＳＨ事業の評価方法や、事業内容の充実を図るために新たな運営指導委員や連携大学
をアドバイスしていただいた。
Ⅴ

国際性を育てるための取り組み

○英語プレゼンテーション研修における英語発信力の構築
英語プレゼンテーション研修を通して、論理的思考力、文章作成力、プレゼンテーション技術に
ついて、英語による発信力の構築に努めた。
９月１０日（土）、今年度初の試みである、外国人講師による英語プレゼンテーション研修を行っ
た。講師には、歴代日本人宇宙飛行士向けの英語指導や全国の SSH 指定校でのプレゼンテーション
研修を手掛けている、ヴィアヘラー・ギャリー氏、ヴィアヘラー・幸代氏をお迎えし、１年８組理
数科クラスの生徒を対象に行った。
お二人の講師の先生方のモットーである、” Questions are good ! Guesses are good ! Mistakes
are good ! “ を合言葉に、生徒たちは生き生きとした表情で研修に臨むことができた。そして、講師
の先生方の経験豊富なご指導のおかげで、３時間にわたる研修は大変充実したものとなり、研修の
最後には、参加生徒全員が自信を持って英語でのプレゼンテーションを行うまでになった。
１月２８日（土）、第２回目の研修では、前回の１年８組理数科の生徒の他に２年８組理数科から
３名、１年生と２年生普通科からそれぞれ１名、合計５名の新しい参加希望者があり、第１回目よ
りもさらに充実した研修を実施することができた。そして、第２回目の研修に参加した２年生の生
徒たちは、この研修での成果を生かし、課題研究で取り組んでいる「放線菌」に関する外部団体で
の発表に臨むことができた。
○その他、ニュージーランドとの国際交流、ブリティッシュヒルズ英語研修、校内英語スピーチコ
ンテスト、英語ディベート大会等、英語での発信力の構築に向けて、全校で取り組んでいる。
Ⅳ

自然科学部の取り組み

１

自然科学部の立場
本校自然科学部の活動は、本校生徒おける課題研究の実施の中心として存在し、他の生徒の課題

研究をリードしその指針（キー・コンピテンシー）になる立場にある。様々な機関との連携におい
てもリーダーとして活動できることを期待されている。いくつかの大学のみならず、理化学研究所
や博物館との連携、県内外の高校との横の連携、小学校及び中学校との連携、地域との連携を行っ
ている。連携活動は生徒にとって社会人としてのモラルやコミュニケーション向上の場となってい
る。様々な交流事業においても、生徒の指導者として、交流活動の中心となって活躍している。主
な交流活動としては埼玉県教育委員会が主催するサイエンスフェア、熊谷市にある県立高校３校で
共同実施している科学教室“楽しもうサイエンス”などが挙げられる。現在、連携や交流活動に関
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しては各学年理数科１クラスが中心ではあるが、普通科の生徒もその中に入ることで、普通科生徒
にもコンピテンシーを身につける必要性に関して普及させることができる。
自然科学部の活動の流れ
一年次

初期展開

三年次

垂直展開

垂直展開

水平展開

まとめ

熊西ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

大学等との連携

大学等との連携

ﾁｰﾑﾗｱｲｸﾞﾏ参加

校外学会･発表

課題研究の調査

課題研究の深化

課題研究の深化

普及プログラム

会への参加

交流事業など

発表会参加など

発表会参加など

地域連携など

初期展開

垂直展開

水平展開

まとめ

・生徒の行動観察す
ることで熊西ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾌｫｰﾑの開発検証を
行う。

・大学や研究機関と
の連携を数多く体
験させる。日々の活
動の中で自ら行動
させ、研究機関の人
たちとの情報交換
も行わせることで、
社会の一員として
行動できる人間を
育成する。

・ﾁｰﾑｱﾗｲｸﾞﾏに参加
し、生徒の主体的な
組織運営に参加

・入学後の早い段階から課題研究に取
り組むことができる
→3 年間を見通した研究ができる

・普及ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（県
主催ｻｲｴﾝｽﾌｪｱ・熊谷
３校科学教室）では
参加の中心母体と
して、参加・指導を
行わせる。生徒から
生徒への指導及び
生徒から児童への
指導の経験を通し
て、生徒の科学知
識・技術のメタ認知
へつなげる。

・複数の課題研究に取り組む
→校外で発表できる可能性が広がる

・一般の生徒が 1
つの研究課題を行
うに対して、複数の
課題研究を行い、課
題研究の開発につ
なげる
・小学校や中学校・
高校との多くの交
流事業に参加させ、
生徒の知識･技術・
精神･コミュニケー
ション能力の向上
など、交流事業その
もの検証を行う

２

二年次

・情報収集・検索→
仮説→実験計画→
実験→結果・分析と
いった課題研究の
流れを複数回経験
させる。
・大学・学会・科学
展などで複数回の
ポスター発表させ
る

・地域にあるもの
（荒川河川敷・観音
山・企業）を利用し
た課題研究の開発

・複数分野の課題研究への取り組みが
可能
→科学に対する視野の広がり
・複数の学会・大学など各種発表会へ
の参加、科学展に継続的に発表が可能
→PDCA サイクルを通した科学的な見
方の深化が期待できる。専門的な考え
方や厳しさなども知ることができる。
逆に一般の人たちにとって、課題研究
を理解してもらうことの困難さも把握
できる。生徒のメタ認知につながる。
先駆的な研究発表することで課題研究
のキー・コンピテンシーとして利用す
ることができる。

構成人数と研究内容

①全体：１年：１３名、２年１３名（系統が重複あり）
・サイエンスフェア（県教育委員会主催事業）の中心担当生徒
・楽しもうサイエンス（熊谷高校・熊谷女子高校との連携事業）の中心担当生徒
②生物系：１年９名、２年８名
・生物系全体：チームアライグマ
（関係高校・関係大学・関係諸機関・熊谷市役所などとの連携事業）
・生物系全体：東大演習林実習（３高校連携事業）
・放線菌チーム：生物農薬作成を目的とした放線菌研究（理化学研究所との連携事業）
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・ヌマガエルチーム：熊谷西高校周辺の国内外来ヌマガエル（埼玉県立川の博物館との連携事業）
・スキマチーム：スキマ植物ノジスミレの集水性（埼玉大学との連携事業）
・小学校図鑑チーム：熊谷市北西部の校庭の植物（熊谷市立籠原小学校･新堀小学校･三尻小学校・
玉井小学校との連携事業）
・DNA 分析チーム：観音山のニッコウキスゲ（東邦大学との連携予定･依頼中）
化学系：１年：５名、２年：６名
・発光班：硫化亜鉛粉末を用いた発光・蓄光（埼玉大学と連携）
・錯体班：コバルト錯体の生成
・ガラス班：鉛ガラスによる様々な色ガラスの生成、酸化亜鉛を用いたガラス生成
・合金班：テルミット反応を利用したジュラルミン合金の生成
・結晶班：ビスマス結晶・ビフォスファマイト結晶・ミョウバン結晶の生成、天気管における結晶
成長
・メッキ班：PET への化学メッキ（銅鏡・銀鏡・白金鏡・金鏡）
物理系：０名
地学系：理数科（１年：２名）、普通科１名
・秩父市大滝中津川の鉱物
３

校外発表会参加（予定も含む）

・SSH 生徒研究発表会（８／４～６）
・千葉大学生徒研究発表会（７／２４）
・サイエンスフェア（１１／６）
・茨城県自然史博物館（１１／１３）
・藤原ナチュラルヒストリー財団（１１／２０）
・東京都立つばさ総合高等学校高校生環境サミット参加（１１／２３）
・分子生物学会ポスター発表（１２／２）
・土壌肥料学会関東支部高校生ポスター発表（１２／３）
・楽しもうサイエンス（熊谷３校科学教室）生徒ポスター発表（１２／１７）
・日本生物教育学会高校生ポスター発表（１／７～８）
・埼玉大学理科教育研究発表会高校生の部（２／１８：参加予定）
・生態学会高校生ポスター発表（３／１８：参加予定）
・農芸化学会高校生ポスター発表（３／１８：参加予定）
・つくば ScienceEdge ２０１７（３／２１～２２参加予定）
４

課題研究を担うキー・コンピテンシーの利用としての校外連携

「キー・コンピテンシー」とは、日常生活のあらゆる場面で必要なコンピテンシーをすべて列挙
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するのではなく、コンピテンシーの中で、特に、1

人生の成功や社会の発展にとって有益、2

さ

まざまな文脈の中でも重要な要求（課題）に対応するために必要、3 特定の専門家ではなくすべて
の個人にとって重要、といった性質を持つとして選択されたもの。
個人の能力開発に十分な投資を行うことが社会経済の持続可能な発展と世界的な生活水準の向上
にとって唯一の戦略（文科省ホームページより）
。これらを意識し、大きく発展させる影響力をもつ
ものが、校外連携である。熊谷西高校自然科学部では以下の事業を行うことで、生徒の課題研究が
自然科学部や理数科の生徒のみならず、本校生徒や本校と連携する各校の生徒へ波及することを目
指して行っている。
キー・コンピテンシーを活用した生徒課題研究の向上
１

年 次

２

年 次
大学生徒研究発表会
ＳＳＨ研究発表会

発表方
法の改
善など

追実験等
の改善

校内課題研究発表会

科学振興展（２度目）

各種校外発表会
校内課題研究発表会
科学振興展

部活導入部

追実験等
の改善

３

キー・コンピテンシーの活
利用

・

初期展開･
水平展開･
垂直展開

科学振興展

仮説→実験
→結果・考察

キー・コンピテンシーの活用

生徒課題研究開始

生徒入学

初期展開
熊西プラット
フォームなど

年 次

発表方法
等の改善

発表方法
等の改善

キー・コンピテンシーの活用
キー・コンピテンシーの利用

全校生徒のコンピテンシーの向上
（一般生徒における課題研究の流れ

自然科学部の流れ

以下に主な連携をあげる。
① チームアライグマ参加（高校間・高大・研究機関との連携・地域連携）
熊谷西高校・蕨高校・越谷北高校・川越女子高校・越ヶ谷高校・坂戸西高校・飯能高校・所沢西
高校・所沢高校・海城中･高等学校などとの連携事業を実施している。基本的に生徒の自主運営でし
ている。
本年度は本校の生徒が代表を務め、メールなどを利用して連絡を取り合い、様々な機関と連携し
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て、下記のような様々な事業を行っている。
１． 講演会・討論会の実施（早稲田大学所沢キャンパス）
２． 講演会・討論会の実施（日本獣医生命科学大学）
３． 環境サミット参加（東京都立いずみ総合高校）
４． 外来生物共同展示（茨城県立自然史博物館）
５． 日本生態学会発表（早稲田大学）
６． 環境教育学会発表（学習院大学 目白校）
７． 共同調査会の実施（越谷北高校周辺）
８． 地域の寺社に記録カメラを設置アライグマの生態調査を実施
チームアライグマとしての活動は、公益財団法人中谷医工計測技術振興財団から科学教育振興助
成金の援助を受けて実施した。
② 放線菌研究（研究機関との連携）
理化学研究所伊藤ナノ医工学研究室専任研究員の植木雅志先生にご指導いただいて、ここ５年
余り継続して放線菌の研究をしている。昨年度卒業生までは作物（コマツナ）に病原性糸状菌の
単離を成功させ、作物から糸状菌に殺菌効果のある放線菌の単離は果たせなかった。今年度は土
壌から放線菌を採取し、殺菌効果のある３株の放線菌の単離に成功、学会や学生科学展覧・日本
学生賞などでも発表している。その結果、第 68 回埼玉県科学教育振興展覧会では 2 位の県議会
議長賞を受賞、第 60 回日本学生科学賞では入選３等に入賞した。
③ 発光実験（高大連携）
埼玉大学大学院理工学研究科の石井昭彦教授にご指導頂いている。赤熱法や沈殿法により生
成した銅イオンを含む硫化亜鉛粉末の発光について、発光スペクトル・寿命・量子収率・色度
やＸ線回折の測定を行った。特に沈殿法では微粒子の状態で得られ、埼玉大学科学分析支援セ
ンターの徳永誠技師に電子顕微鏡像を測定頂き、20～100nm 程度の微粒子が凝集して 500nm
程度の塊になっていることがわかった。実験結果から結晶構造や銅イオンの取り込み方の違い
による同物質の発光色変化について考察し、同物質でありながら実験条件の変更による発光色
ごとの作り分けを可能とした。第 68 回埼玉県科学教育振興展覧会では優秀賞を受賞し、第 60
回日本学生科学賞に推薦された。
④ スキマ植物ノジスミレの集水性（高大連携）
科学分析支援センターの走査型電子顕微鏡により、ノジスミレとメヒシバの葉の表面の電子
顕微鏡写真撮影を、教育学部金子康子教授のご指導の下、実施させていただいた。ノシズミレ
とメヒシバなどの植物はアスファルトやコンクリートの隙間に生える植物であり、昨年度より
生徒の課題研究として実施している。今年度は自然科学部の 1 年生が継続して、この課題研究
に取り組み研究成果をまとめ、科学振興展覧会に出品し、埼玉県教育委員会主催サイエンスフ
ェアや熊谷三高校共催の楽しもうサイエンス、日本生物教育学会、生態学会（予定）にポスタ
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ー発表で参加している。専門家や一般の方のアドバイスを受けながらその都度、発表内容や発
表方法を発展させた発表を行っている。
⑤ 二毛作水田のヌマガエル個体群の成長に関する研究（研究機関との連携）
埼玉県立川の博物館の藤田宏之学芸員に採集方法や研究視点などを詳しくアドバイスいただ
いている。
ヌマガエルは国内には分布していたが、埼玉県など関東地方には以前は分布していなかった。
最近の農業技術・方法の変化により、トウキョウダルマガエルに代わってヌマガエルが熊谷周
辺の二毛作を行う水田地帯では優占する種となっている。なぜ、この交代が起こったのかを解
き明かすために今年度はヌマガエルの幼若個体の成長の様子をデータ化させることを重点に調
査･研究を行った。この結果は、茨城県自然史博物館の外来生物に関する展示や熊谷市内普通科
３高校共催事業の“楽しもうサイエンス”のポスター展示、国立埼玉大学理科教育研究発表会
で発表した。夏季を中心とした調査のため、冬季には発表方法の改善を行ったり、採取･冷凍し
てあったヌマガエルの食物調査などを行い、内容の補足を行って次のポスター発表につなげて
いた。
⑥ 熊谷市北部地域における校庭の植物図鑑作成（小学校との連携）
熊谷市立籠原小学校・熊谷市立三尻小学校・熊谷市立玉井小学校・熊谷市立新堀小学校と連
携し、各校及び本校の校庭に生育している植物のリストアップを行い、公益財団法人武田科学
振興財団の助成金を受けて熊谷市北部地域における校庭の植物図鑑の作成を行った。調査は春
夏秋冬の年４回のべ３０回以上実施した。現３年生が昨年度始めた調査を、今年度の２年生及
び自然科学部の１年生が引き継ぎ、現３年生のＳＳＨの研究を自然科学部の生徒が中心になっ
て図鑑を作成した。各小学校では調査の後、小学生の親子のための植物観察会を実施した。
⑦ 熊谷市三ヶ尻にある観音山北面ニッコウキスゲ群落の遺伝的研究（地域連携・高大連携）
熊谷市三ヶ尻にある龍泉寺にある観音山北面のニッコウキスゲ群落を所有者の龍泉寺の許可
を得て、調査研究している。現在のところ植物リストづくりとニッコウキスゲ群落の調査を中
心に活動を行っている。昨年度は東邦大学や東京農業大学と連携してになって、遺伝的な研究
をし始めた。今後は埼玉県内や関東近県に生育する低地生ニッコウキスゲと埼玉県内の山地帯
に生育するニッコウキスゲと高山帯～亜高山帯に生育するニッコウキスゲとの遺伝子レベルの
違いを研究主題として取り組んでいる。今年度の活動については調査のみで、特に外部での発
表は予定していない。
Ⅶ

ＳＳ課題研究の取り組み
本年度の課題研究は２年生２５作品、１年生５作品の合計３０作品であった。
２年生の課題研究は次の通りである。物理部門「紙の落下に規則性はあるのか」
、「ウィングレ
ットの角度と飛行効率」、「ミルククラウン」
、「立体映像の表示（３Ｄの研究）
」、
「建物の耐震」
の５点、化学部門「酸化亜鉛を用いたガラスの作製を目指して」
、
「コバルト錯体の合成と評価」、
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「ジュラルミン合金の作製」、「硫化亜鉛粉末を用いた発光・蓄光」
、
「天気管における結晶ので
き方について」、「ビフォスファマイト、ミョウバン結晶について」の６点、生物部門「カイコ
卵と人工孵化」、「植物病に有効な放線菌産生物質報告」、
「チームアライグマの活動成果」、「熊
谷西高校周辺に生息するアライグマ」、
「熊谷西高校周辺の二毛作水田におけるヌマガエルの成
長率」、「荒川における河川の水質調査報告」
、「ニコチンがニワトリ胚に与える影響」
、
「プラナ
リアの再生実験」、「冬虫夏草の単離と昆虫培養細胞株の確立」、
「熊谷北部４小学校と熊谷西高
校の植物における在来・帰化種数比較」、「ミミズ生息に適した湿度の研究」、
「メキシコサラマ
ンダーの変態」、「ウミホタルの餌による成長率の差」の１３点、地学部門「古植物の復元にお
ける地質調査」の１点。
１年生の課題研究は次の通り。生物部門「ノジスミレの葉は水を集める」
、「ニッコウキスゲ
生態調査」
、「大滝演習林報告」、「荒川のカワムシ」の５点。化学部門「様々な金属イオンを導
入した硫化亜鉛の発光・蓄光」の１点。
今年度の課題として、生徒の科学的知識･教員の指導力改善、普通科生徒の課題研究への取り
組み数の向上が上げられる。生徒には文献調査を勧め、読書なども促している。課題研究を指
導する教員の指導法の工夫・改善も必要である。理数科のみならず普通科生徒が課題研究に参
加できるように組織作り、システム改革が必要である。
生徒は文献調査に不慣れでかつ絶対的な知識量も乏しい。それを補う方策として昼休みを利
用した科学番組の視聴を、今年度も引き続き実施した。物理・化学・生物・地学・数学の各分
野のビデオ番組（ＮＨＫスペシャルをはじめとした番組や放送大学の特別講座）を生徒に視聴
させている。継続実施ができなかったことから、来年度は継続実施できるよう工夫したい。視
聴予定表を作成し、昇降口などに掲示し、ＳＳＨ担当の理数科クラスのみならず、普通科の生
徒にも普及を図って行きたい。
普通科の生徒が課題研究を行えるような環境整備については、課題の一つである。機会ある
ごとに学年集会などを通じて 1 年生への課題研究について啓蒙活動を行っているが、実際今年
は、課題研究を始めた生徒が多くの課題研究活動が評価された。全国大会出場や学会表彰を受
けて、全校生徒の前での表彰されることが一つの啓蒙活動になっている。
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