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平成２６年度　ＳＳＨ授業研究会
１．目　的　授業のあり方の研究討議
２．日　時　平成２６年６月２８日　（土）9:45 ～ 16:20
３．予　定　
　　公開授業（会場　各実験室・教室）
　　　9:45 ～ 10:35　公開授業 第 1物理室 2-6　高　橋 整流
    第 2 物理室 6-1　千　野 単振動
    第 1 化学室 6-2　峰　島 溶解度積
    第 1 生物室 1-3　小　島 気孔の観察
    第 2 生物室 5-7　庵　原 二酸化炭素の温室効果
    4-7 教室（化学） 4-7　中　川 発表活動
    2-8 教室（言語） 2-8　都　筑 言語技術 
    5-3 教室（言語） 5-3　渋　谷 構造読解
　　　10:45 ～ 11:35　公開授業 第 1物理室 3-5　越後谷 運動
    第 2 物理室 6-4　千　野 単振動
    第 2 化学室（物理）5-3,4 細　谷 楽器の科学
    第 1 生物室 4-4　山　田 ｱﾙｺｰﾙ発酵についての発表会
    第 2 生物室 5-3,4 庵　原 根粒菌の観察
    地学室／屋外 2-3　日　浦 太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ（晴れの場合）
    4-5 教室（化学） 4-5　中　川 発表活動
　　　11:45 ～ 12:35　公開授業 第 1物理室 4-4　細　谷 運動の法則
    第 2 物理室 6-2　越後谷 単振動
    第 1 化学室 5-7　木　内 燃料電池
    第 2 化学室 5-6　中　島 電気メッキ
    第 1 生物室 1-1　山　田 大町観察会のﾎﾟｽﾀｰ発表会
    第 2 生物室 3-4　日　浦 パックテスト
    4-9 教室（数学） 4-9　秋　葉 ハフモデル
　　
　　昼　食 12:35 ～ 12:55　 会場　北館１階　多目的ホール
　　昼休み 12:55 ～ 13:20  生徒による実験紹介 物理　 　　 第 1物理室
　　       生物・化学 第 1生物室
　　各分科会（会場　北館１階）メインテーマ「評価」
　　　13:20 ～ 14:30 物理・数学分科会　（会場　第 2物理実験室）司会 市川高校 　越後谷　恒
    本日の授業について 市川高校　 担当者
    アドバイザー  東京農工大学 三沢　和彦　教授
       東京学芸大学 鴨川　仁　　助教
       岐阜大学  中村　琢　　助教
       早稲田大学 駒野　誠　　客員教授
   化学分科会　（会場　第 2化学実験室）　　　司会 市川高校　舩橋　秀男
    本日の授業について 市川高校 担当者
    アドバイザー  東邦大学 今井　泉　　教授
   生物分科会　（会場　第 2生物実験室）　　　司会 市川高校　大塚　英樹
    本日の授業について 市川高校 担当者
    アドバイザー  芝浦工業大学 奥田　宏志　准教授
   言語分科会　（会場　多目的ホール）　　　　司会 市川高校　佐々木　文彦
　    本日の授業について 市川高校 担当者
　    アドバイザー  日本精工株式会社 田井　一郎　取締役
　全体会（会場　北館１階　多目的ホール）
　　　14:40 ～ 16:20 全体会 司会　市川高校 大塚　英樹
　　　14:40  校長挨拶      校　　長　宮﨑　章
　　　14:45  「課題研究」での評価    市川高校　細谷　哲雄
　　　15:15  「インターナショナルバカロレアでの評価について」 東京学芸大学付属国際中等教育学校
　　　15:45  「探究科学」での評価    奈良県立青翔中学校高等学校
　　　16:15  閉会挨拶      理事長　古賀　正一
　　　16:20  終了



参加校
岐阜大学
東邦大学
芝浦工業大学
日本精工株式会社
千葉大学　ナノサイエンス学科
千葉大学　環境フィールド
東京学芸大学教育学部物理学科
東京農工大学
早稲田大学
学芸大附属国際中等教育学校
奈良青翔高等学校
愛知県立刈谷高等学校
秋田県立秋田中央高等学校
茨城県立緑丘高等学校
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校
岩倉高等学校
大分県立大分舞鶴高等学校
沖縄県立球陽高等学校
学校法人西大和学園　西大和学園高等学校
香川県立観音寺第一高等学校
神奈川県立逗葉高等学校
神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校
株式会社ベネッセコーポレーション
京都府立嵯峨野高等学校
京都府立桃山高等学校
県立千葉高等学校
金光学園中学・高等学校
芝浦工業大学柏中学高等学校
玉川学園高等部・中等部
長生高等学校
東葉高等学校
特定非営利活動法人市川市ユネスコ協会
特新島学園高等学校
新島学園高等学校
ノートルダム清心学園清心女子高等学校
福岡県立嘉穂高等学校
北海道釧路湖陵高等学校
三重県立伊勢高等学校
安田女子中学高等学校
立命館高等学校
和洋国府台女子高等学校
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【物理・数学分科会　議事録】
平成 26 年 6月 28 日（土）13:20 ～ 14:30
会場：市川学園　北館 1階　第 2物理室

1. 評価について（細谷）
　まず前提として、市川学園の成績入力は、中間考査、期末考
査等の点数（素点）を項目ごとに生徒が確認できるシステムに
なっている。高１、高２の物理の各素点の割合は、考査 60%、
提出物（主に実験レポート）30%、平常点 10%としている。こ
の考査の割合 60%というのは、全教科の中で最も低く、提出物
と平常点に重きを置いていることが特徴である。
物理では、中間考査、期末考査毎に評価基準を作成し、生徒に
配付した。この試みは、生徒に何を意識して勉強して欲しいか
を意識させるために行ったが、現状では特にメリットがあった
とは判断できない。また、考査問題は学期初めに事前に作成し
て授業を行っており、教員の意識を共有している。
レポートは、基本点を 8点として、そこから観点別に加点、ま
たは減点して点数をつけている。平常点は、授業中の積極的な
発言に対して加点していく。このレポート、および平常点の採
点基準は他教科の教科担任にも周知し、コンセンサスを得てい
る。例として、ある高１の１クラスのレポート点の分布を見て
みると、第１回目のレポート提出率は悪かったが、第２回目以
降は高くなった。しかし、物体の運動のレポートの提出率はま
た下がってしまった。また、レポートの点数と中間考査の点数
の相関図を見ると、高１ではあまり相関は見られなかったが、
高２理系では正の相関が見られた。

2. 公開授業について
高橋（2年 6組　物理）　
　中高一貫校の強みを生かし、中学２年の授業でオシロスコー
プを用いて実験を行った。中学校３年間でオシロスコープは３
回使用し、本時はその内の１つである。テーマは交流電流から
整流までとした。電位や電流等の概念の理解は、生徒にとって
は難しいかもしれないが、オシロスコープを使えるようにする
ことを最低限の目標として授業を行った。

越後谷（3年 5組　物理）
　中学３年の授業で、テーマは「加速度と運動の関係」である。
記録テープからどのような運動をしているのかを予測できるよ
うになることを目標とした。台車を斜面上で転がし、その斜面
の角度を変えるなどして、記録テープを取得した。実験が多く、
生徒も楽しく実験しているのが特徴である。２学期からは、加
速度から力の概念把握を行っていく。

越後谷（6年 2組　物理）
　テーマは「単振動」の実験である。座学ではすでに単振動に
ついて学んでいるが、その概念が生徒に定着しているかの確認
であった。測定に PC を使うが、その設定に手間取らずに手際
よく行う必要があったが、それはうまくいった。

千野（6年 4組　物理）
　クラスの特徴として、物理はほとんどの生徒が受験に使うが、
一部の受験に使わない生徒は意欲が低いことが挙げられる。円
運動の復習から単振動を３つ行う予定だったが、時間の都合上
２つしかできなかった。
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細谷（5年 3・4組　物理）
　気柱と弦の総まとめの授業。実際の楽器の音をフーリエ変換
することでスペクトルを見て、倍音は単一の周波数の音が出て
いるわけではないことを確認した。管楽器は課題研究のテーマ
の素材になる。音楽の教員も参加し、生徒もとても意欲的に、
楽しそうに授業に臨んでいたことが何よりも良かった。

細谷（4年 4組　物理）
　運動方程式の応用として、２つの台車を重ねたときの運動の
様子を記録した。台車の積み方によって、その質量をどのよう
にとらえるべきか、がポイントであった。
 
秋葉（4年 9組　数学）
　教科書の期末考査範囲は終了し、応用問題の演習の授業だっ
た。現実社会の中で、２次関数を応用しているハフモデルを題
材に授業を行った。数学が現実世界に応用されていることを生
徒に実感させることで、数学への学習意欲を高められたと感じ
ている。今後の課題としては、経済学の専門家と協力できれば、
より良い授業となるだろう。

3. 質疑応答
Ｑ　物理のレポートの課題はどのように設定しているのか？
Ａ　レポートでは、実際に実験したことを報告させている。原
則として特に課題の設定はしない。

Ｑ　生徒の手際が良かった。これは入学時からいきなりできる
ことではないはずであり、入学から卒業まで、どのように生徒
にデータ解析の力、表現の力をつけさせているのか？
Ａ　中１の理科からレポートはずっと提出させている。中学で
は、高校に上がっていかにストレスを感じることなくレポート
を書けるようになるか、を指導のポイントとしている。今年の
中１のクラスでは、生徒同士でレポートを交換して他の生徒の
レポートを読むことから始め、レポート書き方から指導した。
中３のクラスでは、解析作業自体は高校レベルの高度なものを
要求するが、それがたとえできなくても深追いはせず、コメン
トを返して力を育てていく。高校では、過去には、学年が上が
るごとに提出率が下がっていった例もあったが、現在はそんな
ことはなくなった。高３の２学期までレポートは提出させてい
る。

Ｑ　レポートと考査の相関を見せていたが、模擬試験とレポー
トの相関はどうか？
Ａ　現状では相関はないと予想できる。ただし、本校で使用し
ているテキストは物理の概念形成を重視しているので、その概
念形成が遅い生徒は点数が低い。

Ｑ　レポートの提出期限は決まっているのか？また、返却はし
ているのか？そのときは、コメントはレポートに書いているの
か？

Ａ（細谷）　
原則として、実験終了後１週間以内にレポートを提出させてい
る。締め切り後は一切受け付けないことで、締め切りへの意識
を付けさせている。評価はレポートに書いて返却し、フィード
バックしている。

Ａ（越後谷）　
コメントは必ず書いて返している。ただし、評価は書かないよ
うにしている。その理由は、他の生徒のマネをさせないように
するためである。また、理解が間違っていることがレポートか
ら確認できれば、再提出を求めるようにしている。
Ａ（高橋）　
授業中に、レポートに書くべき内容がしっかりと生徒に伝わっ
ていれば、生徒もレポートを書きたくなるはずであり、なるべ
く再提出にならないように心がけて授業を行っている。レポー
トを通して学習し、最終的には自分の言葉で伝えたいことを第
三者に分かるように書けることが目標である。

4. アドバイザーの先生方より
■三沢先生（東京農工大学教授）
三沢先生　実験の位置づけについて、座学で勉強してから実験
で確認させているのか、または実験結果から考えさせるのか、
どちらを主に行っているのか？
細谷　ケースバイケースだが、例えば運動方程式では後者、波
の干渉では前者である。
三沢先生　大学初年時では、定性的なイメージが得意な学生と、
定量的な解析が得意な学生の２種類がある。ただし、どちらに
も当てはまらない学生もいる。実験が、確認実験に属するのか、
それとも実験結果から法則を見つける実験なのか、それぞれで
考え方の質が異なる。それによって相関分布も異なるのではな
いだろうか。また、それらは生徒の向き・不向きが大きく関係
すると予想される。

■鴨川先生（東京学芸大学助教）
鴨川先生　実験から物理を教えさせるには、議論がとても大事
である。レポート提出だけでそれが培われるのだろうか？
越後谷　生徒同士の議論は、当然推奨している。
鴨川先生　議論させることがとても効果的であり、それが今後
のＳＳＨの課題なのではないか。
越後谷　物理では、放課後の再実験も推進しており、生徒は積
極的に放課後に再実験している。

■中村先生（岐阜大学助教）
中村先生（コメントとして）　授業の中に探究活動を盛り込み、
実験をさせるだけでなく、実験結果をレポートにまとめて報告
させていることがとても良いと思った。トップダウンな考え方、
ボトムアップな考え方、そのどちらもが大切であり、その両方
を鍛えていくことが大事である。また、時々はテーマだけを与え、
そのテーマを検証する方法を考えさせることも有効なのではな
いだろうか。また、レポートの書き方が探究活動の指導に使え
るのではないか。
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【化学分科会　議事録】
平成 26 年 6月 28 日（土）13:20 ～ 14:30
会場：市川学園　北館 1階　第 2化学室

①公開授業の狙いについて
峰島（公開授業：モール法による食品中の塩分の定量）
• 溶解度積を使った定量法であり、図説化学に載っている実験
をアレンジ
• アフリカのピグミン族→１日で食塩１ｇ→心臓病なし
• 生徒たちに日本の食品中にいかに多くの塩分が入っているか、
警鐘をならす
宮澤（中川の代理、公開授業：発表活動）
• 実験プレゼンテーション（混合物の分離、炎色反応）を行った。
• 生徒はパワーポイントを使って考察を発表。
• ２年前にこの取り組みを始めたが、年々生徒のレベルが上がっ
てきていることを実感
• 聴衆者シート（発表についての書き込みシート）の記入度合
がレベルアップ
• 中学のころから実験中心のカリキュラムに切り替えた影響か。
木内（公開授業：燃料電池）
• 電池における活物質が何であるかをきちんと理解させたい。
• 非常に大変な実験であるので、実験助手に感謝。
中島（公開授業：電気メッキ）
• 計算が弱いので、既存の実験をアレンジして実験を通じて生
徒に計算練習を行わせる。
• ファラデーの法則（ファラデー定数）の検証を再度チャレン
ジ

各学校の先生方からのコメント
ノートルダム清心学園　坂部先生
• 生徒に教材・試料を持ってこさせる授業はすごい（モール法）。
自分が実験を行う場合は、すべての班に同じことをやらせる
が、このような方法だといろいろな実験結果が出て面白い。
西大和学園　稲垣先生
• 本校には６学年で実験室が１つしかない。２つあるのがうら
やましい。環境を十分に活かせていることがわかる授業だっ
た。
安田女子中学高等学校　岸田先生
• 自作の実験器具が多く感心した。
• メッキ膜の厚さはどのように計算するのか？今後の授業展開
が気になる（電気メッキ）。

京都府立嵯峨野高等学校　下川先生
• 転勤し、今年から SSHの取り組みを始めるので右も左もわか
らない。勉強させていただくために来ました。
京都府立桃山高等学校　加藤先生
• まずは、やってみろというスタンスがすごい（モール法）。
三重県立伊勢高等学校　中井先生
• 実験プレゼンを見学した。化学史の内容が気になる。
新島学園　今井先生
• 生徒がとても実験に慣れているという印象。実験室のどこに
どのような器具が置いてあるかを把握している。
• 実験は教員が一人で行っているのか？燃料電池の実験はとて
も大変そうだった。

大分県立舞鶴高等学校　首藤先生
• 生徒が積極的に授業に取り組んでいることがわかる。
• 生徒に考えさせる部分が明確である。
和洋国府台女子高等学校　中出先生
• 生徒がテキパキ動いているのが印象的。
• 女子生徒があんなに積極的に動くとは意外。女子高なので、
見習いたい。

千葉県立千葉高等学校　原先生
• 化学と生活の関わりがよくわかる授業だった。化学を教える
意義を考えさせられた。

質疑応答
Q.　実験メガネは必要時に着用とのことだったが、常につけさ
せることはしないのか？
A.　本校では一緒くたにメガネ着用という指導はしていない。
危険な試薬を生徒に判断させるために、必要時に着用の指示を
出している。
Q.　実験について①実験助手はいるのか②一人で実験はできる
のか③準備にどのくらい時間がかかるのか。
A.　専属の実験助手が１名いる。多大な苦労をかけているが、
そのおかげで質の高い実験ができている。実験にはできる限り、
助手がつく。新しい実験を開発するには予備実験も含めそれ相
応の時間（１０時間くらい）がかかる。日々研究している（峰島）

②評価基準について
木内（高２理系化学）
• 考査：提出物＝７：３
• 提出物は実験後のレポートが主であるが、実験によっては、
プリントや論文の提出など形式を変えている。
• レポートに関しては、本年度より観点別評価を行っている。
• 単元ごとの観点別評価基準も作成した。
宮澤（高 1化学基礎）
• １学期は、化学史を行うが、考査には内容的に適さないので、
全てレポートによる評価を行った（中間考査）。
• 期末は考査による評価も行う。１学期は、考査：提出物＝１：１。
• 高２理系化学と同様、レポートは観点別評価を行っている。

各学校の先生方からのコメント
• 考査と提出物の比率はほとんどの学校で考査が９割を占めて
いる。
• 評価基準の生徒への提示は学校によってさまざまである。か
なり厳密に行う学校もある。
• 共通テストではない学校は、考査の中でレポートに課すよう
な内容の設問を作るなどして工夫している。

質疑応答
Q.　レポート量はどのくらいか
A.　考査ごとに２回、年間１０回課す。その他、細かい実験で
はプリント提出などで対応している。
Q.　見るのにどのくらいの時間がかかるか。
A.　膨大な時間がかかる。生徒がレポートに慣れた分、提出率
が上がってきたので余計に大変。嬉しい反面、
忙しさは増している。観点別評価によって、評価をつけるとき
に悩む時間は短縮に成功した。



【生物分科会　議事録】
平成 26 年 6月 28 日（土）13:20 ～ 14:30
会場：市川学園　北館 1階　第 2生物室

大塚：本校生物科の基本的理念は「自然は自然から学べ」。地誌
を活かした大町観察会をはじめ、いろいろな実験実習を展開し
ている。そういう中で本日は６本の公開授業を実施した。各授
業者から本授業の目的・指導のポイントを説明させていただく。
皆様より忌憚のない意見をいただきたい。

小島：中 1の気孔の観察実験を実施した。今年の中１は中間考
査を行わず、授業より自然観察を重視。知識は塾で習ってきて
いる生徒が大半。そういう中で顕微鏡を使わせ、表と裏の違い
を実際に確認させた。ユキノシタの裏面表皮を材料とするのが
有名だが、それだとじっくりやらないといけないが、これだと
簡単にできる。

庵原：高２の温室効果実験と根粒菌の観察実験を実施した。授
業では野外観察をよく行っている。温室効果実験、前のクラス
では成功したが今回うまくいかなかった。水蒸気の追い出しが
尾をひいたようだ。根粒菌はダイズを用いると桿菌が見やすい
が、身近な植物ということでシロツメクサを用いた。なおサフ
ラニン染色はしなくても見られる。

山田：まず高１生徒によるプレゼン授業を実施した。テーマは
アルコール発酵。基質の種類や濃度、温度など条件を振ってや
らせている。今日は生徒主体だったが、同じくプレゼンのある
物理と混同してか、準備に不手際が。プロジェクターの不具合
もあった。生徒主体だと予測しないことが起きる。４限は中１
による大町観察会の発表。こちらはうまくイメージ通りにでき
た。

日浦：中３のパックテスト実験を実施した。今年の中３は 1学
期生物、２学期地学。3学期はミニ SSH 課題研究をやらせてい
る。本授業では環境調査として大町公園の湧き水の分析をさせ
た。実験自体は簡単だが、手際が悪く発表の時間が思うように
取れなかった。これからも生徒に参加させる授業をやっていこ
うと思っている。

大塚：この機会にお一人お一人ご意見を頂きたい。

ノートルダム清心学園・田中：根粒菌の実験はやったことがな
かったので、やりたいと思う。やらなくても良いサフラニン染
色をなぜ入れたのか？

庵原：染色操作として体験させたかった。本当ならグラム染色
をやらせたかったが。レポートには書かせたい。

釧路湖陵・金本：温室効果実験、参考にしたい。根粒菌はうち
の学校でもやっているが結構な割合で大腸菌が入ってくる。そ
こはどうしているか？

庵原：そこは気にしていなかった。逆にどうして大腸菌だと同
定できたか？
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③アドバイザーからのコメント（東邦大学　今井先生）
• 学校に活気があるのがよくわかる。毎回公開授業に行くのが
楽しみ。
• 同じ電気メッキの実験だが、やらせたいことによって実験方
法を変えているのが素晴らしい。
• 評価基準は、大学でも検討事項である。オリジナルな評価基
準の作成を行ってほしい。
• 受験に向けた授業とこのような思考探求型の授業をうまく共
存させられるともっと良いのでは。
• 探究のスパイラルを生徒に定着させるべきである。
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それぞれの実験の設定を各班パラメーターを変えて実施・分析
させている。

玉川学園・森：温室効果実験の二酸化炭素、コントロールをや
るとわかりやすいのかな、と。物化生の発表とのタイミングは？
また実験をたくさんやっているが考査での工夫は？

庵原：二酸化炭素は何も入れないとおそらく二酸化炭素を入れ
たときよりも温度が上昇してしまう。そういう予備実験をへて、
今回は酸素を使った。

山田：物化生とも共通の班をつかって、各ターム、ローテーショ
ン組んで発表させている。考査には、実験の考察問題を記述な
どで組み込んでいる。

大塚：物理の考査はすべて実験から出題している。

運営指導委員・奥田：これまで芝浦工大柏で教諭をしていた。
この 4月からは芝浦工業大学で准教授として仕事をしている。
柏も 10 年前は SSH 校だったので、授業者の皆さんの苦労はわ
かる。ほかに外部の仕事として、生物オリンピックの運営指導
委員。過去５回ほど海外大会引率をした。世界大会に出るのは
授業ばっかりの灘や開成が多い。逆に実験は苦手としているの
で指導に苦労する。JSEC の審査員も７、８年。また JST から各
学校科学部に予算を配分するという企画の評価委員もやってい
た。各学校予算がないところで苦労されているのがわかる。
　今日の授業、いろいろ工夫されていたと思う。やっている内
容は高校生らしく、発表も上手。ただ、気孔の観察、パックテ
スト、温室効果、どれも正しいデータは正しい方法でしか得ら
れない。温室効果実験はセンサーの入れ方を直したほうが良かっ
た。たとえばセンサーを遮光するなど。パックテストは反応時
間を間違えるとまったく違う結果になってしまう。純水と水道
水を比較させても良かった。課題研究はコントロールのとり方
が非常に重要。
　中１の発表は良かった。あの学年ではすごい。学年があがると、
スケッチやグラフが雑になる。縦軸の項目や題名がない。エク
セルグラフ点の打ち方も、線が重なるところは丸とか四角では
なく、バツと△などにすべき。
　評価項目の「技能」に「正しく実験機材が扱える」を入れて
よいのではないか。
　また、全体的に器具の使い方を指導した方が良い。顕微鏡で
倍率を変えるとき対物レンズではなくレボルバーをまわすよう
に指導すべき。さらに今日見学していて気になったのが安全対
策。ガスバーナーを使うときは女子に髪の毛を束ねさせる。ガ
ス栓を勝手にあけさせないなど。
　実験時はプリントと板書をうまく使うこと。中高生はこちら
が口頭で言ったことはほとんど頭に残っていない。今日の小島
先生の板書は良かった。

大塚：こちらが気にしていたことを奥田先生に言っていただい
た。もういちどそのあたりを見直して改善を見られるような授
業を公開できればと思う。本日はありがとうございました。

金本：コロニーをつくらせ、PCR をかけて判断した。

ベネッセ・宇都宮：温室効果実験、生徒たちは操作しながら仮
説の成否を考えながらやっていたのが印象的。そういう素地は
どうやって育んだのか？また実験発表の練習はどうやっている
のか？

庵原：今日の生徒たちは中１からみており実験を多くこなして
きた。特に物理は多く、データの管理もしっかりやってきた。
そのあたりの成果かと。

山田：発表練習は宿題としてやらせている。

大塚：冊子の 48 ページ、理科共通のレポートの表紙にあるよ
うに各科目足並みそろえて指導している。高校生段階では身に
ついている。

秋田中央・高橋：温室効果、ここは今まで講義だけだったので
参考にしたい。レポートも班で違った角度から書けるのではな
いか。中３ミニ SSH は高校課題研究のテーマ決めとの関連はあ
るのか？

庵原：SSH 課題研究のテーマ決めは生徒主体。だが流行りのも
のになることが多い。テーマ設定に迷っている生徒を外に連れ
て行くと刺激を受けることがある。虫こぶやアカメガシワの蜜
腺など。

観音寺第一・松本：生物は他科目に比べてゆったりの印象あり。
根粒菌、生徒は自信ないながらも観察していた。温室効果実験、
あれはただセンサーが温められているだけでは？また、あれと
実際の地球規模の温暖化を同じとするのはまずいのでは？ラン
プの角度を変えただけでうまくいかなくなるかも。また膨大な
レポートの処理をどうしているかお聞きしたい。

庵原：レポート、理系生物は 44 人しかいないので何とかなる。
高１は大変。朝２時 3時に起きて採点することも。温室効果実
験は化学の先生のアドバイスも得てやったのだがうまくいかな
くて残念。

竜ヶ崎第一・出雲：普段から取り組んでいる様子がわかった。
本校は今年度から SSH。二期目ということで色々教えて欲しい。
生物実験書記載の実験のうち 3年間で実際どれぐらいやってい
るのか？また他教科とのコラボは？

庵原：実験は 1/3 ぐらい。毎年新しいのを加える。コラボはま
だ実現していないが、生物は家庭科や体育など親和性が高いの
でこれからやっていこうと思っている。

大塚：大町観察会、今年からは社会科も加わった。

愛知県立刈谷・倉口：実験は体験でとどまってしまうことが多
いが、市川の生徒は考えながら活き活きとやっていて科学的思
考力が養われると思う。学習指導要領と探求生物の違いは？

大塚：探求科目には地学を取り入れている。生物は進化。また、



【言語分科会　議事録】
平成 26 年 6月 28 日（土）13:20 ～ 14:30
会場：市川学園　国語科研究室

中学「言語技術」
【質疑応答】
玉川学園藤樫
　言語技術は国語科の単元ごとに組み込まれているものなのか。
それともある時期に集中的に実施いているのか。

都筑
　通年のカリキュラムの中にあって、その 3割近くを言語技術
が占めているとイメージしている。教科書教材を扱っている場
合でも、そこに言語技術をからめており、例えば、『走れメロス』
では読解作業とともに「視点の移動」という観点から文章を書
かせるという言語技術的な作業を実施している。その一方で、「パ
ラグラフライティング」など、言語技術を集中的に扱う時もある。

玉川学園酒井
　三森先生の研修を授業担当の先生方は受けているのか。

都筑
　研修は都筑のみが受けた。週 1回授業担当者が集まってミー
ティングをしている。その場で教材の研究や作業の確認、情報
の共有をしている。

和洋国府台明石
　言語技術は SSH に指定されたから実施したのか、きっかけは
何か。

都筑
　千葉県にある麗澤中学・高校では、「言語技術」という学校の
独自設定科目が存在し、その授業を見学して興味を持ったのが
きっかけである。その後、三森先生の研修を経て授業で実践し
てきたが、SSH のニーズに即しているところから、連携しての
今日の形態になった。
　はじめは、中学 2年において週 2コマで集中的に言語技術を
実施した。それを中 1から中 3までに散らばせて実施する現行
の形になった。

和洋国府台明石
　高校から入学してきた生徒たちには、言語技術的なベースが
ないのではないか。

佐々木
　その通り。その意味では高入生（高校からの入学生）は若干
不利といえるが、1学期はじめの一か月くらいレクチャーをし
てケアしている。たとえば、問答ゲームやグループ学習などが
そうである。

安田女子教誓
　評価はどのようになされているのか。

都筑
　『SSH授業研究会』冊子の 73 ページに記載されている。なお、
各コンテンツによって評価の仕方・基準が異なる。

佐々木
　定期考査はどのように実施しているのか。

都筑
　要約だけをさせたり、パラグラフライティングだけをさせた
りしている。考査のみですべての評価をカバーすることは難し
いので、コンテンツごとに授業で採点評価を実施している。

玉川学園藤樫
　学年ごとに学習された内容がきちんと踏まえられており、学
年間の移行がスムーズになされているという印象を受けた。生
徒の学習姿勢もあるが、授業者の研修と連携によるものであり、
勉強になった。

アドバイザー田井
　企業側からの観点で指摘すると、若い人がどれだけ話をしっ
かりできるか、うまくディスカッションできるかが重要である。
実社会では問題を発見し、その問題に対して論理的に解決策を
構築していく。その点からすると、言語技術では、できるなら
意見の違う生徒同士がディベートし、その成果を構造読解に流
用するというのが理想であろう。
都筑：指摘の通りであり、中 2中 3においてディベートを実施
している。

高校「構造読解」
【質疑応答】
大分舞鶴高橋
　構造読解の学習は中高とおしてどのような流れで行っている
のか。

渋谷
　中学三年生の段階で用語や概念の簡単な学習。高校一年生に
なってから、本格的に構造読解の学習が始まる。

秋田中央佐藤
　教材の内容が面白いが、どのように教材を用意しているのか。
また二学期以降のカリキュラムも教えてほしい。

渋谷
　教材はテーマに沿ったものを学期ごとに用意している。例え
ば、一学期後半は科学論なので村上陽一郎など。一年間のカリ
キュラムは一学期前半【近代化総論】、一学期後半【科学論】、
二学期前半【日本の近代化】二学期後半【言語論】、三学期【芸
術論】となっている。評論文にはもっとたくさんのテーマがあ
るが、さしあたり今は以上の５つのテーマに絞っている。教材
を探すのが大変難しい。

安田女子
　論理的な読解を目指して授業を展開しているようだが、小説
などの必ずしも論理がはっきりしていないようなものはどのよ
うに扱っているのか。また、構造読解の汎用性はどのくらいあ
るのか。
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渋谷
　小説教材は、評論のようにはっきりとしたテーマ分けがまだ
できていない。今のところ、共感のしやすい高校生が主人公に
なっているものから、段々と自分たちとは違った人物の小説に
シフトするカリキュラムになっている。教材が揃えば評論のテー
マと連動させたものにしたい。構造読解では扱えないものもあ
るが、まずは基本的な構造がはっきりとした文章をあえて選択
している。

佐々木
　小説は関西の「読み研」をベースにした読解を行っている。
これは大学入試の問題をみてもかなり汎用性が高い。構造読解
ははっきりとした構造の教材を見つけることが難しいため、高
校一年生の基礎を教え込む段階の教材は教員が自作しているこ
とが多い。はっきりと概念を基礎学習の段階掴ませることが重
要になる。

玉川学園藤樫
　本時の授業の中で、断層の分け方が各チームでバラバラだっ
た。中学の言語技術教育の流れからいけば、あの部分は話し合
いの時間を取って生徒たちに考えさせるべきだったのではない
か。

渋谷
　授業の時間内に終わらせるために今回は省略した。普段の授
業でこの教材を扱う場合は、その部分での話し合いも行わせる。

大分舞鶴高橋
　⑧と⑨段落の部分もかなり意見が分かれていたがそこはどう
するのか。

渋谷
　教材ごとにいくつか考える部分があり、今指摘された部分も
その中の一つ。次回の授業でその話をする予定になっている。

玉川学園藤樫
　中学の言語技術教育から大学入試へシフトチェンジが大変ス
ムーズに行われているので、大変勉強になる。
アドバイザー田井：日本語の文法は結論を後に言う形になって
おり、その日本語を運用している我々は、意識しなければどう
しても結論を先送りに述べてしまう。英文法は主張の核心部分
を先に述べる形になっており、それが現代のグローバルスタン
ダードとなっている。市川学園が実施しているような言語技術・
構造読解を若いうちから訓練することが、グローバル社会にお
いては今後ますます重要になってくると実感した。

【全体会議事録（講演の概要）】

1. 本校校長 宮崎より
　評価の問題を大きな課題の一つとしている。実りのある会に
したい。

2. 本校理科主任 細谷より
　理科全体について　実験を中心にした授業によって生徒が自
分で概念を構築していくこと、課題研究を通して生徒が自ら心
理を探求する姿勢を身につけること、この２つを柱とし、最終
的な目標としては、世界で活躍できる人材を育成することを掲
げている。探求的な授業として、科目名を「探求物理」、「探求
化学」、「探求生物」としている。また、中学１年時では、イギ
リスの学習プログラムＣＡＳＥを導入している。他教科とのコ
ラボレーションによって、理科をより身近なものとして感じら
れる取り組みも行っている。課題研究は、理科は現在のカリキュ
ラムを継続する予定である。今後は数学をもっと延ばしていき
たいと考えている。また、教員の育成として、このように授業
研究会を実施し、報告書は和文とともに英文でも作成している。
課題研究の概要について　高校２年理系選択の生徒全員が課題
研究を行う。まず高校１年時の３月に、その年の高校２年生徒
による課題研究の研究発表会を見学することからスタートする。
高校２年４月から５月までは課題研究のテーマを決める。その
後は実際に教員のサポートを受けながら研究を進めていく。生
徒のモチベーションの維持を狙いとして、７月に中間発表会（こ
の時はポスター発表）を行い、上位 10 組程度は９月の千葉大
の発表会や JSEC などの外部での発表に出場させる。12 月には
第２回中間発表会（口頭発表）、そして３月には最終発表会を行
う。これは外部発表の予行練習という位置付けであり、その後
の積極的な外部コンテストへの出場を推奨している。課題研究
指導の問題点として、まず課題数が多い（毎年 90 以上のテー
マ数）ことが挙げられる。しかし、SSH 開始前は 0だった外部
の賞受賞者数が、SSH 開始後は 40 を越えるほどになったこと
は評価すべきであり、課題研究数の多さも、その一つの要因と
考えられるため、課題数が多いことは、デメリットだけではな
いと捉えている。
　課題研究の評価について　実験ノートを毎日チェックし、自
己評価しているかどうかを大きな評価項目としている。これを
70%とし、残りはポスター発表が 10%、口頭発表が 10%、質
問項目を 10%としている。これにより、地道に課題研究に取
り組んでいる生徒を高く評価することになる。また、ノートの
チェックによって日々の課題研究への活動の進展を把握できる
ことが大きなメリットとして挙げられる。一方で、ノートにま
とめる能力の個人差はどうしても無くすことはできない。いず
れにせよ、この方法は外部コンテスト等で賞をとらなくても高
い評価がつくため、これが本来の課題研究の趣旨に沿っている
のではないだろうか。

3. 東京学芸大学付属国際中等教育学校　後藤先生より
　国際バカロレアの趣旨に基づく理数探求教育プログラムの開
発および実践を行っている。ここでは大きく３つの仮説を下に
研究を行い、その大前提には、教科の評価を確立することを目
的としている。
1. 日本の現代的な教育課程に対するプログラムの有効性
2. 理数探求の充実による学際的な学びに対する取り組みの意義



3. 6 年一貫教育におけるルーブリックを用いた観点別評価の定
着）
1. について　「何を教えるか？」から「どのように教えるか？」
をテーマとしている。ＳＳ科目の準備として、高校３年時まで
探求活動をベースにしている。また、特に理科では手法を重視
して評価するようにしている。
2. について　グローバル社会で活躍できる人材の育成を目標に
している。多様化する現代の学術的課題に対して独自の発想で
状況を転換できる能力の育成や、自立した学習法の習得が課題
である。
3. について　「到達目標」を明確化した観点別評価に重きを置い
ている。個人の到達度をはかり、それを生徒にフィードバック
している。
　国際バカロレア機構（IB）では、基本的には観点別に評価し
ている。また、授業は学習目標、評価基準をまず決めて、その
目標を達成するために授業を構築する逆向き設定を採用してい
る。この場合、あらかじめ生徒にも目標を提示し、生徒による
セルフチェックによって自立した学習者を育てることを狙いと
している。
　評価は成績をつけるために行うのではなく、生徒の学習の動
機付けを高めるために行うべきであり、学びの評価（総括的評価）
と、学びのための評価（形成的評価）の２つの重視する必要が
ある。そのためには、何よりも生徒へのフィードバックを大切
にしなければならない。評価の根拠も明示し、生徒に評価結果
を納得してもらう（中学１年時から実践している。）問題点は、
事前に教員がどの程度の学習成果を求めているかを生徒に伝え
る必要があり、これが難しい。また、受験の影響が強まっており、
「問題演習に時間をとってほしい」という生徒からの要望も多い。

4. 奈良県立青翔高等学校　西田先生より
　奈良県立青翔高等学校は日本初の理数科専門高等学
校である。今回は、特に第１学年で行う探求科学につ
いて取り扱った。その目標として、ます PDCA サイク
ルを繰り返すことが挙げられる。PDCA サイクルとは、
Plan → Do → Check → Action → Plan →・・・のように、計画
から実行までの一連の作業を繰り返し行うことである。PDCA
サイクルを身につけるとともに、レポートの書き方、プレゼン
の技法も身につけていく。
　具体的な指導方法および評価方法としては、毎回の授業で研
究記録ノート（ノーベルノートと呼んでいる）への記入、およ
びそれを毎回提出させて評価を生徒にフィードバックしている。
このノーベルノートは、３年間通して同じ物を使う。ノートに
は日時、天気、共同研究者等の基本事項から、具体的に行った
PDCA を順に書いていく。評価が悪いものほどコメントや修正
が多く、良いものほどコメント等は少なくしている。また、ノー
トの写しあいは許容している。アドバイスはなるべく簡潔に書
き、グループ毎にコメントを比べさせる。また、第一学年では、
ノーベルノートとは別に不思議ノートを持たせる。何か不思議
だと感じたことを書き留めさせ、その不思議を確かめるための
実験方法を書かせるものである。残念ながら、実験方法まで書
いてくる生徒はとても少ない。こちらのノートは、年に５回提
出させている。研究成果は、クラス内で発表し、教員と同様に
生徒同士でも評価しあうようにしている。評価は項目ごとに行
い、生徒による評価は７項目、教員による評価は３項目と、生
徒のものの方が多い。

第１学年での学習活動は、
１学期　データ処理、分析方法、レポートの書き方、などの
　　　　基礎・基本
２学期　班毎にテーマ決定→実際に研究を始める
３学期　クラス発表
となっている。最後に最終報告書を提出させている。（同じ班で
も、５枚の生徒もいれば２０枚の生徒もいる。）発表が優秀な生
徒でも、報告書だと点数が低い場合もある。最終報告書の採点
は２名で項目ごとに行い、クロスチェックしている。最終的に
採点した教員全員で集まり、レポート点を規格化している。
　
　第２・３学年の探求科学では、第１学年で学んだことを下に、
個人でテーマを決めて研究している。最終報告書は最低 10 枚
以上書かせている。

5. 本校理事長　古賀より
　本年度より第３期中期計画がスタートし、リベラルアーツ教
育を実践している。その内の１つが、この市川サイエンスである。
一般に、私立学校は他校との関わりが少ないが、ＳＳＨを始め
たことで、色々なご縁をいただいた。ＳＳＨが本校を変えていっ
ていると実感している。
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