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第３章 実施の成果とその評価

はじめに

埼玉県立熊谷西高等学校
校

長

浦部

光生

本校は、平成２４年度に文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）
の指定を受け、「潜在的能力を見いだし開花させ、安全・安心で持続可能な社会の創造・
発展に寄与し、科学技術イノベーションを推進する人材の育成を図るカリキュラム開発」
を研究開発課題として取り組んでまいりました。
指定５年目にあたる今年は、
「科学の甲子園埼玉県大会」において実技部門で優勝する
一方、第６０回「日本学生科学賞」に２つの研究が埼玉県代表に選ばれ、そのうちの「植
物病原性糸状菌に有効な微生物由来の農薬の開発」が入選３等に入賞するなど、高い評
価をいただきました。
さて、今年度は宇宙飛行士のプレゼンテーションインストラクターも務めた Gary E.
Vierheller 氏と Vierheller 幸代氏を招いて、英語による科学プレゼンテーション研修を
２回開催しました。この研修で示された３つの基本姿勢はきわめて示唆的です。
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質問はグッド、思いつきもグッド、そして失敗こそグッド。これからの社会では、知
を探求し、科学的にものを考えていく力がいっそう重要になります。実験や分析の成否
より、試行錯誤し、失敗のリスクを引き受けながら主体的にやり遂げる過程が大事であ
り、新たな価値の創造に向けて挑戦することに意義があります。
ＳＳＨの指定を受けて５年、生徒たちの変化は顕著です。Questions、Guesses 、
Mistakes をキーワードに、主体的・協働的な取り組みが進んでいます。そして、課題を
発見し、それを解決する能力や、論理的に考える力、またそれを表現する力が着実に向
上していると感じます。まさにＳＳＨ効果です。
一方、大学入試等でもそうした能力を測る入試形態や出題が増えています。これから
の時代に必要な力を育てるために、高校教育と大学教育、その間にある大学入試の一体
的な改革が進められています。変化の激しいグローバル社会の中で、自分の人生を切り
開き、社会の持続的な発展に貢献することができる力、言い換えれば、どんな状況でも、
自分の頭で考えて判断し、主体的に行動できる人を育てる教育が求められています。Ｓ
ＳＨで行っている教育がまさしくこれに当たります。
第２期では「サイエンスリテラシーを醸成し、グローバルな視野を備え、創造力に富
んだ科学技術系人材の育成」を目指したいと考えています、これまでの成果を検証して、
既存の枠にとらわれない新たな分野を創造・開拓できる人材の育成に向けて学校全体で
取り組んでいく所存です。
結びに、本校ＳＳＨの発展に御尽力いただいております文部科学省、科学技術振興機
構、県教育委員会、運営指導委員、連携機関の皆様に深く感謝申し上げるとともに、今
後も御支援・御指導いただきますようお願い申し上げます。

－1－

別紙様式２－１
埼玉県立熊谷西高等学校
指定第１期目
２４～２８
平成２８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
潜在的能力を見いだし開花させ、安全・安心で持続可能な社会の創造・発展に寄与し、科学技
術イノベーションを推進する人材の育成を図るカリキュラム開発
② 研究開発の概要
（１）「潜在能力を見いだす」（初期展開）
大学や研究所・企業等との連携をもとに、高度な実験・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プログラムの研究
（２）「高度な専門的能力を育む 」（垂直展開）
初期展開をもとに、高度な専門能力を育み科学的に事象を解き明かすために必要な思考力、探究手
法、プレゼンテーション能力を身に付けさせるプログラムの研究
（３）「理数教育の裾野を広げる 」（水平展開）
普通科生徒に対して「潜在能力を見いだす 」「高度な専門的能力を育む」機会を提供するとと
もに、地域の小・中学校や県内理数科設置校、地元企業・近隣都県の高等学校と連携した科学
技術に係わる取り組みによる、理数教育の振興に取り組むプログラムの研究
③ 平成２８年度実施規模
理数科の生徒全員と普通科の希望者や全校生徒を対象として実施した。特に、理数科 (1,2,3 年 )及
び普通科の希望者、自然科学部を中心に実施した。
④ 研究開発内容
○研究計画
（１）第１年次（平成２４年度）
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○大学との連携による講義・講演や模擬授業の実施［理数科、もしくは全校対象］
○地域や企業等の研究機関との連携による実験・実習の体験活動［理数科、全校対象］
○協働的な学習を中心とした授業の展開［１年理数科対象］
○中学生対象の出前授業やセミナーの実施［１・２年理数科対象］
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学との連携による講義・講演や模擬授業の実施［１年理数科、もしくは全校対象］
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発［１年理数科］
○教科や学年を超えたカリキュラム開発［１年理数科］
○発表会やコンテスト等の参加
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○小中学生対象の出前授業の実施［中学２年生対象］
○大学・研究機関との連携［全校対象］
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施［１年理数科］
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
（２）第２年次（平成２５年度）
新学習指導要領のもとでの研究開発の実施に必要な教育課程や教育課程の特例の活用を研
究
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○大学との連携による講義・講演や模擬授業の実施［理数科、もしくは全校対象］
○地域や企業等の研究機関との連携による実験・実習の体験活動［理数科、全校対象］
○協働的な学習を中心とした授業の展開［１、２年理数科対象］
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学との連携による講義・講演や模擬授業の実施［全校対象］
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発［１、２年理数科］
○教科や学年を超えたカリキュラム開発［１、２年理数科］
○発表会やコンテスト等の参加
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○小中学生対象の出前授業の実施［中学２年生対象］
○大学・研究機関との連携［全校対象］
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施［１年理数科］
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
（３）第３年次（平成２６年度）
ＳＳＨクラスの完成年度であるので、３年間の研究開発の成果と課題をまとめ、必要に応じて改善
する。また、生徒の卒業後の進路状況や課題研究の成果から検証する。ＳＳＨ研究開発計画とＳＳ
科目について、新学習指導要領の実施に対応した改善を図る。
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○大学との連携による講義・講演や模擬授業の実施［理数科,普通科希望者対象］
仮説の重要性を認識させるための課題研究（高大連携講座）についての研究
○地域や企業等の研究機関との連携による実験･実習の体験活動［理数科,普通科希望者対
象］地元の研究機関と連携した新しい初期展開プログラムの開発
○協働的な学習を中心とした授業の展開［１、２年理数科対象］
効果的な協働学習の展開の研究
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イ

高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学との連携による講義・講演や模擬授業の実施［理数科,普通科希望者対象］
連携機関との課題研究を深化させるための知識の集積･理解に向けたプログラムの開発
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発［１、２年理数科］
理数以外でのＳＳのついた科目での理数教育を意識したカリキュラムの研究
○教科や学年を超えたカリキュラム開発[１、２年理数科]
生徒の意識にある科目の壁を取り払うプログラムの研究
○発表会やコンテスト等の参加
各種フェア参加によるコミュニケーション力等を高める指導法の研究
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○中学生対象の出前授業の実施［中学２年生対象］
中高の連携を図り科学的思考のできる生徒を育成するためのプログラムの展開
○大学・研究機関との連携［全校対象］
本校普通科及び近隣の高校へＳＳＨ成果を普及させるためのプログラムの展開
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施［理数科］
地域の科学振興を図るプログラムの研究
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
地域のＳＳＨ事業の認知度向上と科学振興のため、「ＳＳＨ通信」（地元自治会・中学校への配
布や学校ＨＰ掲載）や「学校だより」（ＳＳＨ事業を掲載）を配布
（４）第４年次（平成２７年度）
３年間の取り組みの総括や中間評価を受け、研究方法・体制、大学・研究機関や企業等
との連携内容を見直し、ＳＳＨ事業の推進体制の改善を図る。
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○仮説の重要性を認識させるための課題研究（高大連携講座）についての研究
○地元の研究機関と連携した新しい初期展開プログラムの開発
○効果的な協働学習の展開の研究［１、２年理数科対象］
○「くまにしプラットホーム」の充実
（学びあいや他校生との交流による課題研究の方法の研究）
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学との連携による課題研究を深化させるための知識の集積、理解に向けたプログラムの開発
［全学年対象］
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発［１、２年理数科］
理数以外でのＳＳのついた科目での理数教育を意識したカリキュラムの研究
○教科や学年を超えたカリキュラム開発［１、２年理数科］
生徒の意識にある科目の壁を取り払うプログラムの研究
○発表会やコンテスト等の参加によるコミュニケーション力等を高める指導法の研究
○生徒主体で課題研究を深化させるため、課題研究Ⅱに学びあいを取り入れる研究
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○小中学生対象の出前授業の実施
中高の連携を図り科学的思考のできる生徒を育成するためのプログラムの展開
○本校普通科及び近隣の高校へＳＳＨ成果を普及させるためのプログラムの展開
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施
地域の科学振興を図るプログラムの研究
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
地域におけるＳＳＨ事業の認知度向上と科学振興のため、「ＳＳＨ通信」の発行（中学生･自治会
配布や学校ＨＰ掲載）やＳＳＨ事業について掲載した「学校だより」配布の実施
（５）第５年次（平成２８年度）
前年度までの反省をもとにＳＳＨ指定最終年度の取り組みを行う。大学や研究機関等と
の連携を整理し、ＳＳＨ指定終了後も継続できるプログラムを開発する。また、他の高校
や地域の小・中学校等との連携を密にし、本校と共に進化・成長していくＳＳＨにする。
地域はもとより近隣の都県の理数教育に対する興味関心を高め、理数教育力の向上を目指
す。
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
探究する楽しさを経験させ、生徒が持っている理数系才能を揺さぶり開花させ、将来、先端分野
に挑戦する土台作りのため、課題解決能力やプレゼンテーション能力、数値解析能力を育成する
プログラムの研究
○仮説の重要性を認識させるための課題研究（高大連携講座）についての研究
（理数科、もしくは全学年対象）
○地元の研究機関と連携した新しい初期展開プログラムの開発
○効果的な協働学習の展開の研究［１、２年理数科対象］
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
学びあいながら課題研究を行う高度な専門的能力を育む機会を設け、安全・安心で持続可能な
社会の創造・発展に寄与する人材の育成を促すプログラムの研究。
○大学との連携による課題研究を深化させるための知識の集積、理解に向けたプログラムの開発
［全学年対象］
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発［１、２年理数科］
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理数以外でのＳＳのついた科目での理数教育を意識したカリキュラムの研究
○教科や学年を超えたカリキュラム開発［１、２年理数科］
生徒の意識にある科目の壁を取り払うプログラムの研究
○発表会やコンテスト等の参加によるコミュニケーション力等を高める指導法の研究
○生徒主体で課題研究を深化させるため、課題研究Ⅱに学びあいを取り入れる研究
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
普通科生徒や地域の小・中学校や県内理数科設置校、地元企業・近隣都県の高等学校と連携
した科学技術に係わる取り組みを行い、科学技術についての社会での理解を進め、科学技術振興
のよき理解者、よき協力者を増やすプログラムの研究及び実施
○中学生対象の出前授業の実施［中学２年生対象］
中高の連携を図り科学的思考のできる生徒を育成するためのプログラムの展開
○大学・研究機関との連携［全学年対象］
本校普通科及び近隣の高校へＳＳＨ成果を普及させるためのプログラムの展開
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施［１年理数科］
地域の科学振興を図るプログラムの研究
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
地域におけるＳＳＨ事業の認知度向上と科学振興のため、「ＳＳＨ通信」の発行（中学生配付や
学校ＨＰ掲載）やＳＳＨ事業について掲載した「学校だより」配布
○教育課程上の特例等特記すべき事項
必要となる教育課程の特例とその適用範囲
【 1 年次】 ｢情報の科学｣(2 単位)→ ｢情報の科学｣(1 単位) ＋ ｢SSｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰ｣(1 単位)
｢ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ｣(4 単位)→ ｢ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ｣(2 単位) ＋ ｢SS英語Ⅰ｣(2 単位)
増加単位
→ ｢SS課題研究Ⅰ｣(1 単位)(普通科希望者も対象)
【 2 年次】 ｢家庭基礎｣(2 単位)
→ ｢SS家庭基礎｣(2 単位)
｢英語表現Ⅱ｣(4 単位)
→ ｢SS英語Ⅱ｣(2 単位)※ 3 年次：2 単位実施
｢総合的な学習の時間｣(2 単位)→ ｢SS課題研究Ⅱ｣(2 単位)(普通科希望者も対象)
○平成２８年度の教育課程の内容(ＳＳＨ関連)※教育課程の特例に該当しない教育課程の変更
【 1 年次】 ｢SS数学Ⅰ｣(7 単位)、｢SS化学Ⅰ｣(4 単位)
【 2 年次】 ｢SS数学Ⅱ｣(7 単位)、｢SS物理Ⅰ｣(2 単位)、｢SS生物Ⅰ｣(2 単位)、｢SS地学Ⅰ｣(4 単位)
【 3 年次】 ｢SS 数学探究｣(7 単位) 、｢SS 物理｣(4 単位) 、｢SS 化学Ⅱ｣(3 単位) 、｢SS 生物Ⅱ｣(4 単位) 、
｢SS地学Ⅱ｣(4 単位)、｢SS英語Ⅲ｣(2 単位)、｢SSｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰ｣(１単位)
○具体的な研究事項・活動内容
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○仮説の重要性を認識させるための課題研究（高大連携講座）についての研究
魚類実習（北浦）
、 ｶｲｺから学ぶ生物学、ｳﾐﾎﾀﾙの発光、遺伝子解析講座･遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ講座、実習
を通してﾎ乳類の体のしくみを学ぶ、身近な流体現象、昆虫から見えてくる未来の食糧生産と生命のしく
み、放射線ｾﾐﾅｰ（SSH予算外）
、MRIを使った人体解析講座(文京学院大学女子高校主催)
○地元の研究機関と連携した新しい初期展開プログラムの開発
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ研修（理化学研究所、日本科学未来館）
、-校外研修-東京大学地震研究所･理化学研究所、
英語プレゼンテーション研修（２回）
、放線菌(理化学研究所)、ＳＳＨ講演会(千葉工業大学)、ｶﾜﾑｼ
調査(埼玉県立自然の博物館)、地学巡検(ふじみ野市文化財審議員)、東京大学秩父演習林実習
○効果的な協働学習の展開の研究（１、２年理数科対象）
ＳＳ課題研究Ⅰ・Ⅱ、ＳＳ科目
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学との連携による課題研究を深化させるための知識の集積、理解に向けたプログラムの開発［全学年対
象］（群馬大学、埼玉大学、埼玉工業大学）
ニワトリ初期胚を用いた研究、-高大連携講座-遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ講座･遺伝子解析講座、観音山のニッコウキスゲ
研究、放線菌の研究、、昆虫培養細胞、ｶﾜﾑｼ調査、ｶｲｺ発生の研究
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発（１、２年理数科）
ＳＳ科目、ＳＳ生物Ⅰ特別講座「マウスの血糖調節」
○教科や学年を超えたカリキュラム開発（１、２年理数科）
ＳＳ課題研究Ⅰ・Ⅱ、-高大連携講座- 北浦魚類実習、-高大連携講座-iPadを使った数学
○発表会やコンテスト等の参加によるコミュニケーション力等を高める指導法の研究
全国高校文化祭、日本気象学会高校生ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ、高校生理科研究発表会(千葉大学)、日本生物教育
学会、日本生態学会、日本森林学会、ＳＳＨ生徒研究発表会（神戸国際展示場）、科学の甲子園全国
大会～埼玉県予選会～、高校生によるｻｲｴﾝｽﾌｪｱ、理科研究発表会、楽しもうｻｲｴﾝｽ！小中学生科学体験
教室、ひれコンテスト(横浜国立大学主催)、ｴｯｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟｺﾝﾃｽﾄ(文京学院大学女子高と合同)、北部地区科
学教育振興展覧会、埼玉県科学教育振興展覧会、日本学生科学賞全国展（日本科学未来館）
○生徒主体でＳＳ課題研究を深化させるため、ＳＳ課題研究Ⅱに学びあいを取り入れる研究
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○小中学生対象の出前授業の実施
親子植物観察講座 (熊谷市立小学校４校、各２回)
○本校普通科及び近隣の高校へＳＳＨ成果を普及させるためのプログラムの展開
【近隣の高校】く東大小石川植物園･都立薬用植物園訪問、東京大学秩父演習林実習(都立墨田川高と合
同)、ｴｯｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟｺﾝﾃｽﾄ(文京学院大学女子高等学校と合同)、ﾁｰﾑｱﾗｲｸﾞﾏ
【本校の普通科】ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ研修、希望制の各種高大連携講座・校外研修、ＳＳＨ講演会、進路講演会
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○地域の小・中学生に対する科学教室の実施
親子プランクトン教室、理数科体験授業（SSH予算外）、高校生によるｻｲｴﾝｽﾌｪｱ、楽しもうｻｲｴﾝｽ！小中学生
科学体験教室(熊谷SSH校３校合同)
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
地域におけるＳＳＨ事業の認知度向上と科学振興のため、「ＳＳＨ通信」の発行（中学生配布や学校ＨＰ掲載）
やＳＳＨ事業について掲載した「学校だより」配布の実施
○埼玉新聞への掲載(親子植物観察講座)
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による効果とその評価
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○プレゼンテーション研修として、研究所・科学館見学（理化学研究所、日本科学未来館）と英語プレゼンテ
ーション研修を２回実施した。対象は理数科１年生と普通科希望者で、実習アンケート結果から科学への興味
関心が向上したという意見が多く、課題研究テーマを考える上で効果的な研修であった。見学後に、パワーポ
イントでポスターをつくり、校内及び文化祭で掲示した。英語プレゼンテーション研修においては、初め英語に
対する抵抗感が生徒に見られたが、少しずつ慣れて後半の研修ではのびのびとジェスチャーを交えながらプ
レゼンテーションが出来るようになった。
○東京大学秩父演習林実習(都立墨田川高主催)から発展したカワムシ調査は、県立自然の博物館と連携し
た課題研究に発展し、河畔林調査とあわせて荒川流域の自然環境を総合的に考えるプログラムになった。
○ＳＳ課題研究Ⅰでは、物理でエッグドロップの課題研究とエッグドロップコンテストで協働学習を実施した。そ
の後、希望者は文京学院大学でのエッグドロップコンテストに参加した。コンテストには、本校以外に都
立戸山高校、科学技術高校、早稲田高校、文京学院大学女子高校が参加し、４０を超える
チームの出場があった。 来年度も引き続き参加していきたい。
○校内発表会を年に３回実施し、参加者全員でプレゼンテーションの評価を行った。お互いの研究テーマに
関心を持ち、特に１年生が上級生の研究に興味を持つきっかけとなった。
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○初期展開プログラムに２年生をＴＡとして参加させ、知識の集積と理解を進め、自分の課題研究が深化するよ
う促した。
○群馬大学、埼玉大学での高大連携講座に参加した生徒を中心にＳＳ課題研究Ⅰ、Ⅱで「学びあい」を実施し、サ
イエンスフェア、楽しもうサイエンス、理数科体験授業で小中学生に科学的な内容を説明することでより理解が深まった。
その後の課題研究の取組も活発になった。
○埼玉県科学教育振興展覧会（高等学校・北部地区展）に１０作品を出展したところ、３作
品が優秀賞を受賞し、第６８回埼玉県科学教育振興展覧会（第６０回日本学生科学賞埼玉
地区展覧会）へ出展した。その結果、生物系・化学系から 1 点ずつ第６０回日本学生科学
賞へ出展することとなり 、「植物病原性糸状菌に有効な微生物由来農薬の開発」が入選３等
を受賞した。また、科学の甲子園埼玉県大会には、第１回から理数科の生徒を中心に出場
している。特に、今年度は県内から１９校３６チーム（２１６名）の高校生が参加する中
で、実技部門で優勝することができた。
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○出前授業や理数科体験授業、科学教室などは、次世代にサイエンスの楽しさを伝えるばかりでなく、本校生
徒のコミュニケーション力向上に役だった。
○他校との合同講座は互いの刺激になったばかりでなく、学会でのポスター発表などに発展した。
○ＳＳＨ通信を６号までＨＰで公開した。文化祭の一般公開でＳＳＨ通信、生徒研究ポスターを展示した。
○実施上の課題と今後の取組
ア 潜在能力を見いだす（初期展開）
○今年度の１年生は、４月に新元素発見の理化学研究所、６月に最新の科学展示を誇る日本科学未来館を見
学し、科学に対する興味関心が一気に引き上げられた感がある。今後もこの研修を続けていきたい。また、今回
初めて英語プレゼンテーション研修を取り入れたが、実習アンケート結果ではとても楽しかったという生徒が９割
以上であった。この研修においても継続的な実施が必要である。ただ、「気づき」ことはできても、教え込まれるこ
とにどっぷりつかっているので、「気づき」がアイデアに発展しない。研修や実験などで知の幅を広げるとともに、
知と知を結びつけて「新しい知」を生みだすプログラムを考えたい。
○ＳＳ課題研究Ⅰでは、物理、化学、生物、地学でユニットを作って実施したが、課題研究テーマの分野を広げ
るためには、数学、情報、家庭科なども組み込んで実施する必要がある。
イ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○初期展開プログラムのＴＡを経験した生徒は、その後の課題研究の取り組みも熱心である。２年生ＴＡは１年
生にとって有用であるばかりでなく、 2 年生の成長も促すので、多くの場面で取り入れていきたい。
○課題研究を熱心に取り組んでいる生徒は「気づき」の場面が多いが、課題研究の発展まではいかない。これ
は課題研究から遠く離れた知識の集積と課題研究に有用な知識の見つけ方や活用が不十分であると考えら
れ、今後の課題である。
○群馬大学、埼玉大学での実験研修は高校では経験できない大学の実験機器を扱う体験ができ、その後の課
題研究の取組に役に立った。今後も継続していきたい研修である。
ウ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○ＳＳＨ通信においては、参加した生徒が作成するとより身近に感じられてものになる。
○理数科体験授業における理数科１、２年ＴＡは中学生に好評だった。
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別紙様式２－１
埼玉県立熊谷西高等学校
指定第１期目
２４～２８
平成２８年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
① 研究開発の成果と課題
生徒観
素直でおとなしい生徒がほとんどであり学習する意欲も高い。与えられたことはよくやるが
自ら課題を見つけ解決方法を考える力は弱い。地域性の関係で、周りからの情報も少なく、陸
の孤島のような状況も見受けられる。
これまでの経緯
ＳＳＨ１年目は 、「本校生徒の学習が修行になっているのは実験など経験値が低いためでは
ないか。経験値が上がり探究心に灯火がつけば本格的な課題研究を行うことができるのではな
いか」と仮説をたて高大連携や課題研究Ⅰなどの事業を実施した。事業の進行に伴い生徒の経
験値が上がるにつれ、生徒の興味関心の段階に応じた課題研究にも取り組むようになった。し
かし時間がたつにつれ生徒の興味関心が息切れしている場面が目立つようになった。仮説の設
定が不十分で何を明らかにするかが研究を行っている生徒自身にも明確でなく、さらに与えら
れたものをこなすだけという受け身の学習態度も息切れに拍車をかけた。
こ のよ う な現状 を踏 まえ 、ＳＳ Ｈ２ 年目は 、【「 仮 説→ 実験→ 考察 」を、 再確 認さ せた うえ
で、仮説の重要性を理解させる 】【仮説「何を明らかにするか」を明確にし、実験「仮説を明ら
かにするためには何をどのように行えばよいか」を行い、仮説と実験に 基づいた考察を課題研
究の中で意識させ、その定着をはかる】を課題とした。具体的な取り組みは、課題研究Ⅰをユ
ニット ( １ユニット３～４時間 ) 制とし、それぞれのユニットで「仮説→実験→考察」を体験させ
た。仮説の意義、重要性を理解できる生徒を前年度より増やすことができた。また 、「何を明ら
かにするのか」から考えさせる高大連携講座（希望制）を実施した。半年にわたる講座であっ
たが、首都大学東京 福田 公子 先生、大学院生の熱心なご指導のおかげで、受講生徒は仮説
の重要性についての理解が大いに深まった。しかしそれは受講生徒のみにとどまり、クラス全
体には波及しなかった。
ＳＳＨ３年目は、得られた経験を体験者のみならず非体験者にも波及させる方法の開発と課
題研究をより深化させるための方策が課題となり、理数科１年全員が参加する初期展開の課外
プログラム「くまにしプラットフォーム」を実施するに至った。
くまにしプラットホームの概要 は 、「理数科１年８組全員を３グループに分けて、研究に必要
な手法「情報収集・検索 」、「実験課題設定・実験 」、「データ解析・統計」を意識させながら課
題 研 究 （ 課 外） に 取り 組 ませ た 。そ れ らの 研 究手 法 を「 学 びあ い 」に よ って 定 着さ せる た め
に、グループごとに意識させる研究手法をあえて変えた。この情報格差は１０月からの発表会
や通称「愚痴会 」（成果発表でなく、苦労したこと、やり方などで他の生徒に伝えたいことを班
ごとに発表）などの機会に 、「学びあい」をさせることによって経験の共通化を図った 。」であ
る。
くまにしプラットフォームの「ニワトリ初期胚を用いた課題研究は、首都大学東京 福田 公
子 先生、大学院生の熱心なご指導のもと、６月（テーマ決め ）、９月（中間発表 ）、１０月（最
終発表）を都立両国高校と合同で実施した。同じ実験材料（ニワトリ初期胚）を使い同じよう
な課題研究を実施したので、ライバル意識が芽生え生徒にとって有意義 な講座となった。ライ
バ ル を 意 識 する こ とで も う１ 回 とい う 粘り が 生ま れ 、ま た 両国 高 校の 発 表や 質 問で 鍛え ら れ
た。生徒にとっては近隣の学校でないので、萎縮もなくフラットな意見交換ができたのも大変
よかった。その雰囲気が他の生徒に刺激を与え、課題研究をやるという意識がクラス全体に自
然に広まり、クラス全体の意識が向上した。
ＳＳＨ４年目は、覚え込み中心の学びを気づきスモールステップをもとに、気づき中心の学
びに変え、気づきの連鎖反応や気づきのドミノ現象で「データを知識にする術や知識を知恵に
すること」を生徒に習得させるのが課題となった。ＳＳＨ５年目は、今までの取り組みをふま
えて、大学での実験研修、研究室訪問、大学の実験設備を使った高度な分析、外国人講師によ
る英語プレゼンテーション研修などグローバルな体験を重視した。この取り組みで、当初生徒
たちの課題研究テーマは１０程度から、現在は２３テーマまで増加した。さらに、日本学生科
学賞で２点の入賞、科学の甲子園埼玉県大会で実技部門１位などの成果も実現した。
【項目ごとの研究開発の成果】
Ⅰ 潜在能力を見いだす（初期展開）
○地元の研究機関、企業と連携した新しい初期展開プログラムの開発
(1 )プレゼンテーション研修として、研究所・科学館見学（理化学研究所、日本科学未来館）を実施した。（理数科１
年生と普通科希望者対象） 実習アンケート結果から科学への興味関心が向上したという意見が多く、課題研究
テーマを考える上で効果的な研修であった。見学後に、パワーポイントでポスターをつくり、校内及び文化祭で
掲示した。
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( 2) ＳＳ課題研究Ⅰでは、物理でエッグドロップの課題研究とエッグドロップコンテストで協働学習を実施した。そ
の後、希望者は文京学院大学でのエッグドロップコンテストに参加した。コンテストには、本校以外に都
立戸山高校、科学技術高校、早稲田高校、文京学院大学女子高校が参加し、４０を超え
るチームの出場があった 。（理数科１、２年生対象）
(3 )地元の企業である日立金属との連携し、工場（マグネット工場・アルミニウム工場）内
見学及び質疑応答を実施した 。（理数科１年生対象）
○効果的な協働学習の展開の研究（理数科１、２年生対象）
( 1) SS 生物Ⅰ(授業内のミニ課題研究など)、 SS 化学Ⅰ(発光の化学)などで学びあいに取り
組んだ。 SS 生物Ⅱ(振り返り学習)は、センター試験で下位層が少なくなり、アクティブ
ラーニングの効果を実感できた。
(2 )２年生ＴＡは、課題研究を通じて自分たちが学んできたことを「教え込み」でなく、１
年 生の考えをうまく引き出して学びあえる環境を醸成していた。
○日本人宇宙飛行士のプレゼンテーションインストラクターも務めた、 Gary E. Vierheller 氏と
Vierheller 幸代氏を招いて、英語による科学プレゼンテーション研修プログラムの研究 。（理
数科１年生対象）
( 1)１回目（９月）の英語プレゼンテーション研修においては、幾つかのグループごとに共通のテー
マで英語のプレゼンテーションの指示があり、生徒たちが各グループごとに考えた独自のプレゼンを
英語で発表した。初め英語に対する抵抗感が生徒に見られたが、少しずつ慣れて後半の研修ではのび
のびとジェスチャーを交えながらプレゼンテーションが出来るようになった。
(2 )２回目（１月）の英語プレゼンテーション研修においては、１年理数科生徒に加えて、
２年理数科、１，２年普通科からの参加者もあり、１回目（９月）に行われた研修より
もさらに受講者の裾野が広がった。前回同様、研修はグループワークが中心で、英語の
プレゼンテーション能力の習得と共に、グループで協力する重要性についても生徒たち
は意識して研修を受講することができた。研修では、それぞれのグループが設定した科
学的なテーマに基づくトピックに沿って、３つの例を挙げ、その理由を考えて、プレゼ
ンテーションに繋げた。ディスカッション、プレゼンテーション共に、第１回目の研修
内容を生かしつつ、生徒たちはジェスチャーを交え、９月よりも更にリラックスした雰
囲気の中、生き生きと研修に参加し、前回よりも上達したプレゼンテーションを披露す
ることができた。研修後の生徒たちの感想も 、「１回目の研修よりもさらにプレゼンテー
ションに対する抵抗感がなくなった 」「また機会があれば、英語のプレゼンテーション研
修に参加したい 」「自分の言いたいことを英語で表現することが楽しくなった」など、自
分自身の英語力やプレゼンテーション能力の向上 について、積極的な意見が多く見られ
た。
Ⅱ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学や研究機関との連携による課題研究を深化させるための知識の集積、理解に向けたプログラムの開発
(1)群馬大学で「実験研修」を実施した 。（理数科２年生対象）
物理・化学・生物の３分野で実験研修会を実施。本年度は、物理は光の回折格子、化学
はキレート滴定、生物は、顕微鏡による個体数の測定を実施した。実験研修では、各講
座でデータの扱い方や最小二乗法の使い方など、生徒が課題研究を進める上での注意点
などを意識的に盛り込んで実施した。
(2)「理化学研究所 植木雅志 専任研究員による放線菌に関しての講演会」を実施した 。（全
学年希望者対象）放線菌は結核菌が増えるのを阻止する物質ストレプトマイシンをつく
り、現在も多くの抗生物質が確認されている。講義は、初歩的な内容から現在の最新研
究まで取り扱ったもので、放線菌の課題研究班と講義に関心を持った本校生徒 16 名が参
加した。植木先生は、本校自然科学部課題研究の実験研究アド バイザーもしていただい
ている。
(3)埼玉大学教育学部金子研究室（金子康子教授）で、ノジスミレとメヒシバの葉の表面の
走査型電子顕微鏡写真の実習体験を実施した 。（理数科１年生対象）葉が水を集めるとい
う性質についての課題研究を行っている生徒であった。 6000 倍の高倍率などで、観察する
ことで葉が水を集める性質についての一端を垣間見ることができた。
埼玉大学大学院理工学研究科理学部基礎化学科石井研究室(石井昭彦教授）で、石井教授
の研究である S ・ Te の１６族を中心とした有機燐光金属錯体や重原子効果の効かない有機
Se 蛍光体の合成と反応機構についての講義を聴講した 。（理数科２年生対象）生徒の課題
研究である硫化亜鉛蓄光材について意見交換後、今後の実験方向性などのアドバイスを受
けた。そして、生徒は自分たちで生成した物質を大学設備を用いて粉末 X 線回折・色度・
量子収率・発光寿命の測定を実施し、その結果についてディス カッションした。
○学習指導要領の範囲を超えたカリキュラム開発［全学年対象］
(1)課題研究Ⅰにおける化学分野（発光の化学）では、科学的な事象を解き明かすために必
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要な思考力を養うため、発光という現象の性能アップを課題とし、生徒は複数回の実験
を行った生徒は実験結果から課題を解決するための方法を、具体的な実験条件として形
にする必要があり、自分たちが現象をどう捉え、変更した実験条件が結果にどのような
影響を及ぼすか考えることになり、思考力を磨くことにつながる。
(2 )「ＳＳ家庭基礎」特別授業 『食の安全体験教室』を実施した 。（理数科２年生対象）
講師は、 保健医療部食品安全課 総務・安全推進担当 杉村 孝 主査 他２名が担当
した。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授業で実施内容は、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）を行った。
(3 )「ＳＳコンピュータリテラシー」高大連携講座「ディジタルコンテンツアセッサ入門」
を実施した 。（理数科１年生対象）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」の専門家である青山学院大学経営学部教授 玉木欽也
氏 を講師に迎え、インターネットの有効活用の基礎(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、コンテンツマーケティング等）についてを学ん
だ。
○発表会やコンテスト等の参加によるコミュニケーション力等を高める指導法の研究
(1)校内でのポスター掲示を通年で行った。また、外部でも熊谷ＳＳＨ３校のサイエンス教
室で本校だけがポスター発表するなど積極的に発表させ、コミュニケーション力向上に
努めた。
(2)３年生の「ニワトリ胚」は８月のＳＳＨ生徒研究発表会（神戸国際展示場）に出場する
一方、９月の千葉大学理科研究発表会に おいてもポスター発表に参加した。
Ⅲ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○小中学生対象の出前授業の実施
(1 )親子植物観察講座
「校庭の帰化植物」の課題研究を行っている生徒がＴＡとして参加した
（各小学校２回 ）。
熊谷市立三尻小学校、熊谷市立籠原小学校、熊谷市立玉井小学校、
熊谷市立新堀小学校
○本校普通科及び近隣の高校へＳＳＨ成果を普及させるためのプログラムの展開
(1)【近隣の高校】くまにしﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(都立両国高校)、東大小石川植物園･都立薬用植物園訪問(県立蕨高
校、県立越谷北高校）
、東京大学秩父演習林実習(都立墨田川高、都立江北高校、都立淵江高
校)、ｴｯｸﾄﾞﾛｯﾌﾟｺﾝﾃｽﾄ・MRI を使った人体解析講座(文京学院大学女子高等学校主催)、ﾁｰﾑｱﾗｲ
ｸﾞﾏ(県立川越女子高校、県立越谷高校、県立越谷北高校、県立坂戸西高校、県立所沢高校、県
立所沢西高校、県立飯能高校、県立蕨高校、海城学園海城高校)
【本校の普通科】ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ研修（理化学研究所訪問）
、くまにしﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ(ニワトリ初期胚を使った
研究)、希望制の各種高大連携講座・校外研修、ＳＳＨ講演会「感覚と運動を制御する脳
～簡単な実験から脳の不思議を考える～ 」理化学研究所 脳科学総合研究ｾﾝﾀｰ 村山
正宣氏、進路講演会「驚異の数、円周率πの世界」ｻｲｴﾝｽﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ桜井 進氏
(2 )東京大学秩父演習林実習を発展させた課題研究を他校とともに森林学会でポスター発表
した。
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施
(1)「親子プランクトン教室」
【熊谷市内SSH指定３校合同】
（児童生徒 184 名、保護者 118 名参加）
(児童 19 名、保護者 16 名)は、いろいろなケースを想定したうえで指導シートを作成させた。児童参
加者の 95%が「楽しかった」と答え、複数の保護者からは、教えすぎず子どもの自主性を
尊重する本校ＴＡの働きぶりが評価された。
(2 )「楽しもうサイエンス」は熊谷高校、熊谷女子高校、熊谷西高校の３校合同で小・中学
生とその保護者を対象に理科の楽しさを啓発するため、行われた。生物分野からは「ウ
ミホタルの発光観察 」、物理分野からは万華鏡製作など、小・中学生はウミホタルの生態
や発光のしくみに興味を持ち、本校生徒はわかりやすく説明しようと努力している姿が
印象的であった。さらに各自が課題研究の内容をポスター展示し、保護者の方の興味を
引いていた。
(3)理数科体験授業（75 名参加）
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信） ＳＳＨ通信１号から６号まで本校ＨＰで公開した。
② 研究開発の課題
Ⅰ 潜在能力を見いだす（初期展開）
○仮説の重要性を認識させるための課題研究（高大連携講座）についての研究
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(1 )今年度は、高大連携講座への普通科１年の参加者は昨年より減少した。課題発見力や課
題解決力の育成などが、結果的に大学入試にも大いに役立つことを生徒のみならず教員
も理解することが必要である。
(2 )「気づき」が「気づきの連鎖反応 」、「気づきのドミノ現象」に繋がっていない。アイデ
ィアの作り方などもう一歩踏み込んだ指導が初期展開で必要である。
○地元の研究機関と連携した新しい初期展開プログラムの開発
( 1)放線菌 以外の課題 研究について も、理化学研究所訪問での「 気づき」が「気づきの連
鎖」に繋がっていくようなプログラムの作成。
(2 )熊谷付近の研究機関と連携した初期展開プログラムの作成
○効果的な協働学習の展開の研究（１、２年理数科対象）
(1)今年度、ＳＳ課題研究Ⅰで試みた「課題研究とは何か 」、「課題研究の進め方 」、「先行研
究の調査」の学習を組み込み，お互いの意見交換の活動が協働学習のきっかけとなるよ
うなプ ログラムの展開を他のＳＳ科目でも実施する必要がある。
(2 )アクティブラーニングに取り組む教員は徐々に増えてきたが、用語習得型の生徒の意識
を変え生徒が持っている可能性を解放するためには、早急により多くの教員がアクティ
ブラーニングを理解する必要性を強く感じる。
Ⅱ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
○大学との連携による課題研究を深化させるための知識の集積、理解に向けたプログラムの開発［全学年対象］
(1 )スパイラル型課題研究をしている自然科学部の生徒は、他の生徒と比べると課題研究に
対する意識が高い。大学等との連携と下級生の存在が相乗して意識を高めていると考え
られるので、このような取り組みを他の生徒にいかに広げるかが課題である。
(2 )大学や外部研究機関が実施する講座への参加が、生徒の可能性を開花させ学びのエンジ
ンになるので、一層推進する必要がある。
(3 )問題解決、論理的思考、コミュニケーション、意欲等の汎用的スキルやメタ認知等を伸
ばしていく必要がある。
○理数教育及び理数教育と連携したカリキュラム開発（１、２年理数科）
(1 )ＳＳ課題研究Ⅰ・Ⅱなどで試みた手法などブラッシュアップ（磨き上げる）及び共有
化。
(2 )生徒の多様化に応じた数学指導に一層の工夫が必要である。
○教科や学年を超えたカリキュラム開発（１、２年理数科）
(1 )「生命倫理」などサイエンスの倫理的側面を考えさせるきっかけとなるようなプログラムの開発
○発表会やコンテスト等の参加によるコミュニケーション力等を高める指導法の研究
(1 )発表でのコミュニケーション力の向上を定着させるための手法の開発
(2 )学会での発表は増えたが、科学オリンピック等の参加に向けたプログラムの開発
○生徒主体でＳＳ課題研究を深化させるため、ＳＳ課題研究Ⅱに学びあいを取り入れる研究
(1 )新しい知との出会いによってＳＳ課題研究を深化させるため、理数科やＳＳ課題研究を
している生徒全体のトランザクティブ・メモリー（組織の中で、誰が何に詳しいか）を
高める手法の開発
(2 )研究手法について、生徒が違う角度から意見を言い合えるような機会の構築。
Ⅲ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
○小中学生対象の出前授業の実施
(1 )課題研究と絡めた親子植物教室の大変よい反応を、本校理数科へ進学希望増にいかにつ
なげるか。
○本校普通科へＳＳＨ成果を普及させるためのプログラムの展開
(1 )全校生徒対象のＳＳＨ研究発表会の実施（現在は２月に実施している ）。
(2 )各クラスにＳＳＨ行事日程やポスターを掲示し、普通科生徒のＳＳＨ行事参加者を増や
すことが課題である。
○地域の小・中学生に対する科学教室の実施
(1 )参加した児童生徒が「気づきのスモールステップ」を経験することにより、将来、科学
技術人材として活躍するきっかけを提供する。
(2 )課題研究の内容を小中学生に紹介し興味を持たせるような内容の工夫。
○ＳＳＨ事業の公開（情報発信）
( 1)ホームページでの発信に工夫改善を加える必要がある。
( 2)ＳＳＨ事業の公開により本校理数科や理系希望者を増加させたい。
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報告書の本文
第１章 研究開発の課題
Ⅰ 研究開発課題
潜在的能力を見いだし開花させ、安全・安心で持続可能な社会の創造・発展に寄与し、科学技術
イノベーションを推進する人材の育成を図るカリキュラム開発
Ⅱ

研究開発の概要
本校の多くの生徒に対して課題解決能力の育成や、内向き志向を打破させるようなプレゼンテーショ
ン能力の育成を図ることが重要である。１年目は、「本校生徒の学習が修行になっているのは実験など
経験値が低いためではないか。経験値が上がり探究心に灯火がつけば本格的な課題研究を行うことがで
きるのではないか」と考え事業を実施した。経験値が上がるにつれ、生徒の興味関心に応じた課題研究
にも取り組むようになったが、時間がたつにつれ息切れしている場面が目立つようになった。これは仮
説設定の不十分さと受け身の学習態度であると分析できた。２年目は「仮説→実験→考察の流れを再認
識させたうえで、仮説の重要性を理解させる」ための事業を加えて実施し、目論見以上の成果を得た。
３年目は、初期展開で「くまにしプラットホーム」を実施して、２年目で手応えのあった「仮説」「情
報検索と科学リテラシーの涵養」に加え、「数値解析能力」の３つの育成を図った。粘り強さと研究の
時間確保も「くまにしプラットホーム」を実施したことで、物理的な変化はないが改善の方向に向かっ
ている。４年目は興味関心の連鎖反応をおこすために「気づきのスモールステップ」で「気づきの連鎖
反応」をおこし「気づきのドミノ現象」「気づきの拡散」につなげることが課題となった。ＳＳＨ５年
目は、今までの取り組みをふまえて、大学での実験研修、研究室訪問、大学の実験設備を使った高度な
分析、外国人講師による英語プレゼンテーション研修などグローバルな視点を重視した。この取り組み
で、当初生徒たちの課題研究テーマは１０程度から、現在は２３テーマまで増加した。さらに、日本学
生科学賞で２点の入賞、科学の甲子園埼玉県大会で実技部門１位などの成果も実現した。

Ⅲ

研究開発の実施規模
理数科１、２、３年生と普通科の希望生徒を対象に行う。

Ⅳ 研究の仮説
[初期展開]「潜在能力を見いだす」
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、課題解決能力やプ
レゼンテーション能力、数値解析能力を育成すれば、本校生の潜在的な能力を開花させることができる
のではないか。
[垂直展開]「高度な専門的能力を育む」
初期展開をもとに、課題研究でも学びあいが
できる環境を設定すれば、高度な専門能力を育
むための手法や素地が養われ、科学的に事象を
解きあかすために必要な思考力を身に付けさせ
ることができるのではないか。
[水平展開]「理数教育の裾野を広げる」
普通科生徒や地域の小・中学校や県内理数科
設置校、地元企業・近隣都県の高等学校と連携
した科学技術に係わる取り組みを行えば、科学
技術についての社会での理解がすすみ、科学技
術イノベーションを推進する人材輩出すること
ができるのではないか。
Ⅴ 研究開発の経緯
○SS課題研究Ⅰ，Ⅱ

実施状況

ＳＳ 課題研究Ⅱ
（２年理数科）
月曜６限
4/18

課題研究班の確認

月曜７限

ＳＳ課題研究Ⅰ
(１年理数科）
月曜７限

課題研究

アンケート，説明(SSH）

4/25

課題研究

1 年 TA10 名,他は課題研究

物理
ｴｯｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ(調べる，設計図)

5/9

課題研究

課題研究

ｴｯｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ(制作，実験)
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5/30

課題研究

6/6

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備

6/27

ｴｯｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ(ﾎﾟｽﾀｰ制作)

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備

ﾎﾟｽﾀｰ制作 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ準備

第１回ＳＳＨ校内発表会(５時限～視聴覚室）

7/4 課題研究(各自で発表の反省）
9/5

課題研究

課題研究

研究進捗報告会・課題研究の進め方について

プレゼン(1-8 は ｴｯｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ)
生物（仮説）
生物（実験）

9/12

課題研究

課題研究

9/26

課題研究

1 年 TA10 名,他は課題研究

10/3

課題研究

課題研究

化学（実験）

10/17

課題研究

課題研究

化学（考察・まとめ）

10/24 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料・ポスター制作
10/31

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料・ポスター制作

第２回ＳＳＨ校内発表会(５時限～視聴覚室）

生物（考察・まとめ）
化学（仮説）昨年 発光

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料・ポスター制作
プレゼン(1-8 は生物 or 化学分野)

11/21 課題研究
（各自で発表の反省）

課題研究

11/28

課題研究

課題研究の紹介（２年生→１年生）

12/5

課題研究

課題研究

1/16

SSH 発表会準備

SSH 発表会準備

地学（仮説）

1/23

SSH 発表会準備

SSH 発表会準備

地学（実験）

1/30

SSH 発表会準備

SSH 発表会準備

地学（実験）

2/3

課題研究情報交換会

アンケート

第３回ＳＳＨ課題研究発表会（さくらめいと）

2/6

課題研究

課題研究

地学（考察・まとめ）

2/13

課題研究

課題研究

課題研究テーマについて

2/20

アンケート

1 年 TA10 名,他は課題研究

課題研究

＊ 10/8 (土）学校説明会で月授業になるため、SS 課題研究を実施。

Ⅵ 研究の内容・方法
１ 潜在的能力を見いだす
（初期展開）
（１）大学などとの連携による講義・講演や模擬実験
（２）地域や企業等の研究機関との連携による高度な実験・実習の体験活動
（３）協働的な学習を中心とした授業の展開
（４）地域の小・中学校対象とした実験教室などを開催
２ 高度な専門的能力を育む（垂直展開）
（１）理数教育の充実を図るカリキュラム
（２）教科や学年の枠を超えた新しい発想のカリキュラム
（３）探究手法の指導
（４）地域や企業等の研究機関との連携による高度な実験・実習の体験活動
（５）コミュニケーション技術を身につけ、活用する場を設け、リーダーシップや協調性を育成
（６）英語によるプレゼンテーション能力を身につけ、国際社会に通用する人材を育成
（７）科学オリンピック、科学の甲子園への参加により、高度な専門的能力を磨く機会の設定
３ 理数教育の裾野を広げる（水平展開）
（１）大学、研究機関や企業との連携
（２）地域の小・中学校に対する科学教室の実施
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Ⅶ 研究組織の概要

文部科学省・科学技術振興機構
（SSH 企画評価委員会）

埼玉県教育委員会
ＳＳＨ運営指導委員会

指導

支援

支援

指導

指導

【 埼 玉 県 立 熊 谷 西 高 等 学 校】
校
長
ＳＳＨ推進委員会

指導
助言

活動内容

学校評議員
学校評価懇話会

指示

【各ＳＳＨ推進担当】
・教育課程･評価検証担当
・課題研究･外部連携担当
・国際理解教育担当
・情報発信担当
・経理担当
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助言
大
学
研究機関
保 護 者
地域住民
県内高校
県外高校
SSH指定校
県内理数科
ﾈｯﾄﾜｰｸ校

