第２節
3-2-1

ＳＳ科目（学校設定科目）
ＳＳ数学Ⅰ

第１学期

○仮説
少人数クラス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を向上させる。
（１） 単位数 ７単位
（２） 対 象 平成３１年度入学生 理数科 第１学年
（３） 目 標 数学の基礎力の向上、論理的な思考・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
「ＳＳ数学Ⅰ」（７単位）の内、さらに発展させた内容を盛り込む。
（５） 実施内容
クラスを習熟度別にクラス編成を行い２展開で実施する。成績上位のクラスは教科書の内容を簡
潔に済ませ、応用問題を多く取り組む。また、成績下位のグループは教科書を丁寧に説明し、基本
的な応用問題に取り組む。長期休業中は授業で扱えなかった発展的な問題を課す。
（６） 指導計画
学期 月
学習内容
留意点
数と式・２次関数など今後の学習の基礎となる分野について学習
４ ・数と式
する。方程式・不等式・２次関数等の分野で身近な問題をとりあ
・数と式
５ ・２次関数
げる。
・２次関数
６ ・図形の性質
７ ・図形の性質
・図形と計量
図形と計量では数学史や測量への応用についても触れる。
９ ・データの分析
確率では実生活に関連する課題を発見し解決する。
整数問題は今後様々な分野との関連が考えられるので、基本事項
10 ・場合の数と確率
についてしっかりと定着させる。
・場合の数と確率
データの分析では、身近なデータをどう採取し整理するか、そこ
11 ・整数の性質
から何が読み取れるのかについて、考察する。
・整数の性質
12 ・式と証明
式と証明では、自らの考えを論理的に筋道立てて表現できるよう
１ ・式と証明
にする。
図形と方程式では、問題を多角的に捉え解決できるようにする。
・図形と方程式
２
３ ・図形と方程式
第２学期
第３学期

（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） 仮説の検証
少人数クラスによって各生徒の発表する機会が増え、一人ひとりの理解力・表現力が向上した。
また、一つの問題に対して様々な考えに触れ、多角的な視点で考察することで体系的な理解が深ま
った。
（９） 次年度以降の課題
協調学習、グループ学習など生徒主体の対話的な授業を展開し、生徒同士で課題を探求する機会
を増やしたい。そういった時間を捻出するために新たに導入されたタブレット端末・プロジェクタ
を用いて授業の効率化を図りたい。
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3-2-2

ＳＳ化学Ⅰ

１．目標・目的
観察・実験を通して自然現象に対する関心を高め、探求する能力を育てる。
「化学基礎」の内容（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」）を軸に基本的な原理・原則を理解さ
せつつ、各実験の基本操作・原理を取得させ、科学的な思考を育成する。
これを踏まえ、授業やアクティブラーニング、小中学生を対象とした行事などを通して、お互いに
発信すること・外化による学びの促進を目指す。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
平成３１年度入学生

理数科

第１学年

４単位にて実施

（２）実施内容
実教出版「化学基礎」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、基本的な探究実験を徹底的に考えさせる。
さらに、生徒による探求実験の立案、プレゼンテーションを実施させ、実験全般に対する専
門的能力を育む。科学的思考により探究する楽しさを経験させる。
（３）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
酸化還元反応（量的関係を含む）

１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）、電池コンテスト

２月 身のまわりの物質（無機化学）
（４）検証
「化学基礎」の教科書に準じた授業内容を理解できたか。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。
生徒立案の探求実験「電池コンテスト」について、プレゼンテーションによる発表会を実
施した。生徒は互いの発表について相互評価、質疑応答を行った。
３．評価・課題
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した。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
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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いた。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った。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。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。
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した。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った（ＳＳ理数探求基礎に
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、生徒が自分たちで考えた電池を提案し、各班が実際に組み立てて性能
を示し、その結果と考察をプレゼンテーションにまとめ、発表会を開催した（電池コンテスト）。
日程と内容

日程
冬休み

内容
各自が電池のアイデアを考えてくる。

第１回

検討会

各自のアイデアを検討し、班としての電池の仕様を決定する。

第２回

実験

材料を揃え、安全に配慮して実験を実施。

第３回

発表準備

班ごとに書画カメラを使用した発表の準備

第４回

発表会

目的、仮説、実験、結果、考察という体裁を意識して発表

生徒には「ユニークな電池をつくる」、「大きな電圧値・電流値を出す」という課題を冬期休業前
に与えた。冬期休業中に生徒は各自で電池のアイデアを考え、休業明けの授業にて各班にて各自のア
イデアを出しあい、班で作製する電池の仕様を考えた。

生徒の検討メモ
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実験中の様子
電池の仕様を決定する過程において、生徒が質問し教員が答える形式となったり、生徒が互いのア
イデアをぶつけあった。生徒が提案した電池をいくつかあげると、塩化銀の感光性から電子を取り出
せるのではないか？という発想から生まれた塩化銀電池やマグネシウムを負極として電解液に豆乳を
用いた豆腐電池など想像力豊かで驚かされた。
各班が電池を完成させようと一生懸命実験に取り組んだ。１０班中８班がプロペラを回すことに成
功し、２班は失敗した。発表準備では考察に力を入れるよう指示した。成功した班はどうしてプロペ
ラを回せたのか、電子がどう流れたのかを論理的に考え、多くの可能性を検討するよう伝えた。失敗
した班には失敗の原因究明ともう一度実験するならば次回どうするか、具体的に考えるよう伝えた。
これは結果がどうであれ、これから始まる個人・班の課題研究を行うにあたってできるだけ多くの可
能性に気づき、次の実験を生み出すことができるようになるためである。

発表準備にて議論している様子

発表会は書画カメラを利用して各班にて発表４分、質疑応答
１分で行った。どの班もよくまとめられており、特に考察内容
はよく検討されており可能性が感じられた。発表内容につい
て、質問や様々な指摘が生徒同士で行われたことは非常によか
った。課題研究発表会における率直な意見交換の精神が受け継
がれていると感じた。
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、色々なアイデアを聞くことができて自分の考えが広が
った、答えを探す実験は楽しかった、などの意見が寄せられた。
今回の電池コンテストを通して、仮説を立て論理的に考え実験
を行い結果を議論するという探究活動が特別なものではなく、
当たり前に日常的に行えると意識されたことがよかった。
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発表の様子

3-2-3

ＳＳ化学基礎

１．目標・目的
観察・実験を通して自然現象に対する関心を高め、探求する能力を育てる。
「化学基礎」の内容（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」）を軸に基本的な原理・原則を理解さ
せつつ、各実験の基本操作・原理を取得させ、科学的な思考を育成する。
これを踏まえ、授業やアクティブラーニング、小中学生を対象とした行事などを通して、お互いに
発信すること・外化による学びの促進を目指す。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
平成３１年度入学生

普通科

第１学年

４単位にて実施

（２）実施内容
実教出版「化学基礎」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、基本的な探究実験を徹底的に考えさせる。
（３）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
酸化還元反応（量的関係を含む）

１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）

２月 身のまわりの物質（無機化学）
（４）検証
「化学基礎」の教科書に準じた授業内容を理解できたか。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。
３．評価・課題
授業冒頭にて教師から生徒へ問いかけによる興味関心の喚起を行い、授業最後に生徒から教師へ
理解したことの発表を行った。教師と生徒の間における互いの発信は学びを促進した。これは生徒
と教師間のコミュニケーション増加による信頼関係の強化にも役立った。また、全ての授業にて生
徒二人一組で学んだことを説明しあう時間を持った。生徒は積極的に授業に取り組み、理解したこ
とを論理的に伝えようと努力していた。そのため、実験値のずれについて考察するなどの具体的に
考える力がつき、レポートの内容は充実していた。今後は自主的に学習する力を育成するような授
業改善を行いたい。
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3-2-4

ＳＳ体育

１．目標・目的
運動生理学的要素を含む初歩の実験・実習や動作解析の基礎、栄養に関する基本知識
をデータとして活用・研究することにより、将来的に医療・福祉分野等への興味関心
を深めさせ、進路選択の一助となるようにする。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
平成３１年度入学生

第１学年

３単位にて実施

（２）実施内容
単元ごとの記録、データ分析や映像による技術の改善がグループごとに実施でき
た。授業の振り返りでは話し合いから考える機会が増えお互いの理解、協力、気づ
きにつながった。
（３）指導計画
一学期

テニス、サッカー、水泳

二学期

陸上、テニス、ソフトボール

三学期

バスケットボール、柔道、

（４）検証
単元内容について競技の特性を理解し記録の向上や技能の習得ができたか。
３．評価・課題
多くの生徒が iPad の映像や記録の向上、変化に興味を持って取り組むことができた。
映像分析では自身の様子を客観的にみる観察力が着き動作の具体的なイメージにつ
ながっていた。球技については切り取った技術については十分な振り返り、話し合
いにつながったがチーム戦術については楽しさが優先し課題の抽出には至らなかっ
た。振り返りに関しても深い考察には少し経験を積み重ねる必要があった。来年度
は、記録、技術の可視化（映像、グラフ）も意識してグループディスカッションを
実施したい。また、発表の機会を作り、運動生理学的要素や動作解析の基礎へつなが
ることを目指して行いたい。
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3-2-5

ＳＳ保健

１．目標・目的
新しい知識としての「発見」、学んだことをより深く探るための「探究」、それら新
たな知識を日々の生活に取り入れる「活用」という３つのキーワードを軸に、心身の
仕組みと働き、病気やけがの予防・応急手当・交通事故について、心の成長や健康・
性に関する問題、環境や食品安全に関する問題、保健・医療・福祉に関わる諸問題を
保健との関連から学ぶ。
２．研究内容・方法
（１）対象・単位数
平成３１年度入学生

普通科

第１学年

１単位にて実施

（２）実施内容
大修館「現代高等保健体育」を主たる教材とし、グループディスカッションと発
表を実施、多様な意見交換する楽しさを経験させる。
（３）指導計画
一学期

意思決定・行動選択

生活習慣病とその予防

喫煙と健康、飲酒と健康
二学期
三学期

感染症の予防

薬物乱用と健康

欲求と適応規制

心身の相関とストレス

ストレスへの対処

交通事故の現状と要因

安全な交通社会づくり

応急手当と心肺蘇生法
（４）検証
単元内容について十分に理解し背景にある社会情勢を含め将来の生活習慣に結び
付けて習得ができたか。
３．評価・課題
生徒が自主的に考え、積極的にグループディスカッションに取り組み、気づきが深い
学びにつながる場面もあった。話し合いに慣れていない生徒や自己主張が強く他者の
意見をうまく反映できない班もありテーマや構成人数、発表の仕方は教員側の課題が
となった。そして、発表者の固定化も改善が必要であった。学びについては深さが徐
々にできたことを感じる一面、知識の定着に結び付いていない現状もあった。全教室
に設置されたプロジェクターの活用方法についてもより映像を取り入れ有効的に使
用していきたい。来年は課題設定をさらに工夫改善して活気ある授業を目指していき
たい。
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3-2-6 ＳＳ英語Ⅰ
○仮説１：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．学校設定科目「ＳＳ英語Ⅰ」
（１）単位数
２単位
（２）対象
平成３１年度入学生 普通科・理数科 第１学年
（３）目標
４技能（読む､書く、聴く、話す）の基本技能の基礎を育成する。
（４）本校でこの科目を設定する理由
工業立国である日本の高校生が、将来国際的な舞台に立った時に、最低必要限度の英語で自己
を文章表現し、意志疎通が可能になるよう、基礎的な英語力を養うことを目標とする。
（５）実施内容
基礎基本となる英語の文法力の強化を図り、読解力を深める。また、リスニング教材を活
用し、英語を聴く能力の向上を図る。
（６）指導計画
学期

第１学期

月

学習内容

４

自己紹介・興味・関心(文型・動詞の種類)

５

旅行(時制)

６

スポーツ(完了形)

７

経験談(完了形)

９
第２学期

10
11
12

第３学期

１

留意点
1学期は、中学の既習事項の振り返りか
ら始め、自己紹介やこれまでの体験談な
どを英語で発表させる。

訪日外国人を受け入れる際にも必要と
される、日本のマナーや観光名所の説明
を英語で言えるようになる、将来やりた
いことを表現できるようになることを
目指す。

食事・マナー(助動詞)
食事・マナー(助動詞・受動態)
観光案内(受動態)
将来の夢(不定詞)

日常生活で自分がこころがけているこ

日常生活・娯楽(不定詞・動名詞)

とや、映画などの娯楽について英語で発
２

娯楽(動名詞)

３

1年間のまとめ

表させる。

（７）評価の観点
（ア）関心・意欲・態度
・各単元の題材を、興味・関心を持って読むことができる。
・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
・各文法事項をもとに、英文の概要を理解することができる。
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・会話の内容や店内アナウンス・天気予報などの情報を、適切に聞き取り理解することがで
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。
・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１：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を、十分に理解できていない。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・会話力が不足し、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。
（１０）科目を跨いだ発展的取り組み
SS英語Ⅰの時間に文法の理解をし、コミュニケーション英語Ⅰの時間にそれらを用いたアウトプ
ットを数多く行った。その中の取り組みの一つが教科書の内容を扱ったパフォーマンステストである。
隣同士のペアで司会者役と教科書本文に出てくる登場人物役をそれぞれ決めて、スクリプトを作
り練習を重ね、全員が教室の前に出てインタビュー番組を行う。さらにそれを教員が評価するという
ものである。

ここで見られるように、生徒はペアで台本を試行錯誤しながら作る。評価にもかかわるため、し
っかりと準備をさせたいというねらいから、準備には5時間、発表（下図）には2時間を使う。

生徒たちが自ら考えたスクリプトで自分の言いたいことをスクリプトにし、それを発表という形
で表現することを通じて、SS英語Ⅰで理解した文法の定着につなげることができる。また評価の観点
を先に生徒に示しておくことで積極的な自己表現の場とすることができる。
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3-2-7

ＳＳコンピュータリテラシー

○仮説

３次元ＣＧソフトウェアの実習により、モデル化とシミュレーションの能力が高ま
る。プログラミング実習により、問題解決能力が高まる。Ｗｅｂ作成実習により、コンテンツ
制作・発信の能力が高まる

（１） 単位数
（２） 対 象
（３） 目 標

２単位
平成３１年度入学生 理数科 第１学年
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

用するための技術を習得させ、情報社会の発展に寄与するコンテンツの制作能力を育
てる。

（４） 既存の教科・科目との関連
「情報の科学」（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：・ネットワークの基礎 ・ネットワークの利用法 ・Ｗｅｂの仕組み
・３ＤＣＧ（大学との連携講座）・プログラミング基礎（大学との連携講座）
・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 ・プログラミング応用（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
・ネットワークセキュリティ
３学期：・Ｗｅｂページ作成・アカデミックスキルズ
（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。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。埼玉工業大学情報研修（３ＤＣＧ応用
・プログラミング基礎；６月）
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。Powerpoint を操作し、各自の研究成果を発表す
る技術を高める。埼玉工業大学情報研修（プログラミング応用；１０月）
３学期：Ｗｅｂページを作成し、情報発信を行う。アカデミックスキルズとして情
報の収集・整理・分析の手法を学んだ。
（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
「情報社会の発展に寄与するコンテンツの制作能力を育てる」というＳＳコンピュー
タリテラシーの目的を踏まえ、「様々なソフトウェアの実習により、モデル化とシ
ミュレーションの能力、問題解決能力、およびコンテンツ制作・発信の能力が高まる」
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、質の高いコンテンツを作成する力が身についた。
（９） 次年度以降の課題
技術は向上したが、生徒の課題研究において、ＣＧやプログラミングが十分に活
用されているとは言えない。活用法の研究も必要である。
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