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はじめに

本校は、創立111年を迎え古い歴史と伝統のある高校で剛毅・勇健・誠実の校風や文武両道の気風を実践

をしながらこれまで多くの有為な人材を輩出してきました。

この理数系の教育に重点的に取り組む高校、SSHに平成20 年度から指定を受け5 年目に入ります。文部

科学省は学習指導要領にこだわらずに理数系の教育に重点を置くことができるという方向を明確に打ち出し、

子供たちの理数系離れがすすんでいるといわれている中、科学技術の将来を担う人材を育成しようと国策と

してこの事業が行われているわけであります。

本校は、「地域の豊かな自然環境の持つ特性とその現状について深く学ぶところから、広い視野をもった科

学的分析力と探求心を養い、将来の科学立国日本を支える人材育成」を狙いとして出発し、とくに、地域に

根ざしすということを SSH を大きな柱の一つとしています。高校だけでなく、地域の小・中学校、大学、

各企業との連携を深めながら、地域が一体となって取り組んでいくこととし、更にこの事業の実施に伴い、

理数コースの一層の充実を推し進めることを課題としています。中間評価ヒアリングにおいては、SSH導入

後,学校全体としてどのように変容したかを具体的に問われ、また課題研究発表会はもっとオープンにし中学

生･保護者･地域･報道等へも更なるアピールをという指導を受けましたが、このSSH事業により、海外研修

を行い海外の高校を日本に招き交流することができ、理数教育の発展に寄与できる。日本の文化について改

めて思いを巡らし、日本について誇りを感じる機会となると思っています。

授業実践としては、学校設定科目『スーパーサイエンス』を設けています。その中で1 年から2 年にかけ

て、『サイエンス講座』として大学や研究機関の講師から「科学入門」、「脳科学」等のテーマでの講義を受け

ています。また、『アドバンス科学』として、1 年で科学研究の実践基礎、2 年から3年にかけて「課題研究」

を実施し、自ら考え、工夫してテーマを追求する授業を行っています。また、中高連携事業として「柏崎サ

イエンススクール」として中学生を対象として、高校生が講師となる授業を実施しています。

生徒の中に、自然科学への興味関心が深まり、知的探究心が確実に芽生えるよう次年度以降、今年度の実

践結果を踏まえ、計画の円滑な実施に向け、学校を挙げて取り組みを強化してゆきたいと思っています。

本事業の実施に当たり、JSTを始め新潟大学・長岡技術科学大学・上越教育大学等多くの大学・研究機関

等の諸先生方から、暖かいご指導・ご協力を賜りましたことにこの場をお借りして、心から感謝申し上げま

す。

平成24 年3 月 新潟県立柏崎高等学校長 浅野 隆
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新潟県立柏崎高等学校 20～24

平成２３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

「豊かな自然環境に恵まれた地域の特性を生かし、自然とのかかわりを深めながら、広い視野に立った科学

的なものの見方や探求心を養い、さらに、将来の科学立国日本を支える人材の育成を効果的に進めるカリキ

ュラムや指導方法および評価方法についての研究」

② 研究計画の概要

(1)気候変動など地球規模での問題や生命倫理に関わる問題等を解決するために、教科横断的な総合的な視点

に立った思考力が求められる。そのために、自然科学の各分野をつなぐ視点をもち、有機的に連携した知

識活用力をもつ人材の育成をはかる。

(2)地域の特性を生かした研究活動を通して、総合的な自然科学観を育成するプログラムの開発研究を小・中

学校（地域教育）・高校・大学・行政・企業との連携で進め、地域の自然科学教育力の向上を目指す。

(3)日本海という身近な海洋を生かし、国際的な広い視野からの研究姿勢を育成するために、積極的な国際交

流プログラムの研究を進める。

(4)科学系部活動の成果発表や地域での指導を通して生徒の発表能力の育成を図るとともに、学校として研究

成果の効果的な発表方法についての研究を進める。

③ 平成22年度実施規模

(1)普通科理数コース第1学年(34名)、第2学年(34名)、第3学年（40名）を対象として実施する。

(2)スーパー講演会・部活動（科学系）については全校生徒を対象に実施する。

④ 研究開発内容

○研究計画

(1)高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

・学校設定科目「ＳＳ（スーパーサイエンス）Ⅰ・Ⅱ」を柱とした展開する。

ＳＳⅠは「環境科学基礎」「サイエンス講座」「アドバンス科学」の3系統を設けた。ＳＳⅡは「サイエ

ンス講座」と「アドバンス科学」を設けた。ＳＳⅢは「課題研究」を中心として実施した。

「環境科学基礎」は、自然科学・環境科学を学ぶ基礎的な理解力を養成することを目的とする。

「サイエンス講座」は大学や研究機関の講師から先端科学やその活用の現状の講義を受ける。

「アドバンス科学」では、科学研究の進め方の基礎を身につけることを目的に授業を構成した。

(2)中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

・「柏崎サイエンススクール」を通した取り組み

科学的な探求過程の基礎に触れる機会を中学生にも経験してもらうこと、高校生には中学生へのアドバイ

スの過程で論理的説明やプレゼンテーションを通して将来の研究者としての基礎を育成することを目的に実

施した。

(3)プレゼンテーション能力の育成に関する研究

・「サイエンススクール」の取り組みや、科学系部活動の活動を育成することにより、生徒の研究発表を通

してプレゼンテーション能力の向上を目指した。

(4)国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

・国際性を育成する取り組みとして韓国の科学高校との交流をめざし、生徒を派遣した。「トキ野生復帰プ

ロジェクト参加報告」や「ロシア研修」「大学講座」の内容を英文レポートとして報告した。
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(5)科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

・学校設定科目「SS（スーパーサイエンス）Ⅰ，Ⅱの中に「SSスキル」の時間を設けた（１，２学年）。

「英語スキル」（英語コミュニケーション・英語プレゼンテーション能力の育成）・「数理スキル」（実

験の基礎、データ処理の理論、プレゼンテーションソフトの技術習得）・「論文スキル」（日本語、英語の

論文の講読や作成についての能力向上）を目的に授業を行った。

(6)ネットワークを活用した授業等の研究

・遠隔地の研究者とネットを介した指導助言をいただくことのできる方法についての研究を行う。また、ネ

ットワーク活用に関してのモラル教育についての指導法の研究を行う。

○教育課程上での特例等特記すべき事項

・学校設定科目「SS（スーパーサイエンス）Ⅰ,Ⅱ」を実施

20～23年度入学生

1学年 2学年 3学年

理科総合A(2)→(0) SSⅠ

(4)

新設

日本史・地理(4)→(3) SSⅡ

(4)

新設

選択物理・化学・

生物Ⅰ(2)→（1）

SSⅢ

(2)

新設

情報A(2)→(0) 保健 (1)→(0)

「総合」(1)→(0) 家庭基礎(2)→(1)

「総合」(1)→(0) 「総合」(1)→(0)

○平成23年度の教育課程の内容

・第1学年 理数コース

「スーパーサイエンスⅠ」（水曜日5，6限ならびに月曜７限に実施。一部は週時間の外で実施）

①環境科学基礎

②サイエンス科学

③アドバンス科学

④SSスキル

・第２学年 理数コース

「スーパーサイエンスⅡ」（金曜日5，6限ならびに月曜７限に実施。一部は週時間の外で実施）

①サイエンス講座

②アドバンス科学

③SSスキル

・第３学年 理数コース

「スーパーサイエンスⅢ」（火曜日6限に設定、その他、放課後も含め、週時間の外で実施）

①課題研究

○具体的な研究事項・活動内容

(1)「スーパーサイエンスⅠ」

①「環境科学基礎」

・4月～5月の5回（10時間）、科学理解の基礎に関わる実験や環境研究に関わる分野から本校教員によ

る授業を実施。

②「サイエンス講座」

・5月～12月の3回（6時間）、各分野の大学や研究機関の専門家による講座を実施。

〔校外での講座〕

・8月8～10日「サイエンスツアーⅠ」京都大学再生医科学研究所等で講義と見学による研修を実施。

・8月19日「新潟大学理学部実験講座」新潟大学理学部で2テーマについて選択講座を実施。

・10月20日「自然科学館研修」新潟県立自然科学館で４テ－マの実験を全員が体験。

③「アドバンス科学」

・10月～2月の12回(24時間)、数学情報・物理・化学・生物の各分野に分かれて、グループでテーマを

決めて実験を重ねながら、実践を通して研究方法を学ぶ講座（「実験研究」）として実施。
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(2)「スーパーサイエンスⅡ」

①「サイエンス講座」

・5月～6月の3回（6時間）「Ｕ講座」という形で、高校側で行う授業・実験と大学のスタッフによる授

業を組み合わせて実施する講座を展開した。

〔校外での講座〕

・8月1～3日「サイエンスツアーⅡ」名古屋大学、ス－パ－カミオカンデ等で講義と見学による研修を実

施。

・8月10～11日「長岡技術科学大学サイエンス＆テクノロジー講座」長岡技術科学大学で、環境系・医療

系やエネルギー系の7テーマから１つを選んで受講する選択講座として実施。

・9月1～2日「新潟大学理学部実験講座」新潟大学理学部で６テーマから１つを選択する選択講座として

実施。

②「アドバンス科学」

・5月末～翌年2月までの21回（42時間）を「課題研究」として、グループ研究を実施。

(3)「スーパーサイエンスⅢ」

①課題研究

・4月1日,4日の2回（12時間）を中間発表の準備とし、4月5日に課題研究中間発表会を実施。

・6月11日柏崎市民プラザにて「課題研究発表会」を実施。

・7月、9月は、論文作成として実施。

・10月～12月までは、各教科で指導した。

(4)その他

「全校生徒対象」の取り組み

・7月21日（木）「SSスーパー講演会」を全校生徒対象の講演会として実施。

「中高連携・地域連携」の取り組み

・「柏崎サイエンススクール」を実施。

11月25日（金）5,6限の2時間を使い、柏崎市立第一中学校2年生全員90名を対象として実施した。

実施テーマ４つと参加者人数については、以下の通りである。

①数学系『 隠れた規則性を発見しよう』 …12名

②物理系『 低温での電気抵抗と超伝導現象』 …29名

③化学系『 おもしろ化学反応 』 …24名

④生物系『 プロトプラストの作成 』 …25名

⑤ 研究開発の成果と課題

○実施による効果とその評価

・各講座の実施後にアンケートを実施し、講座前後での生徒の意識の変化を追跡した。

・2月に1，2年生の理数コースおよび普通コースを対象にアンケートを実施し、比較を行った。

SSH意識調査および上記の結果をもとに、事業の評価を行った。

〔評価〕

・「環境科学基礎」において、1 年生に対しては身近な環境として“水”について考える機会をつくった。

また、科学的な考え方や生態学的な考え方の基礎を学ぶ機会を設け、生徒の 関心を高めることができた。

・「サイエンス講座」においては難しい内容もあったが、生徒の関心は高く、各分野に対して興味関心を高

めることができた。

・大学講座の実施により、科学への興味関心の向上をはかるとともに、科学研究の方法の基礎を学んだり科

学的なものの見方に対する意識を高めることができた。

・「SSスキル」を通して、プレゼンテーションソフトの活用、表計算ソフトの活用、論文の作成、英文によ

るプレゼンテーション資料作成や要旨の作成など、各能力の基礎を築くことができた。

・「サイエンスツアー」の実施により、先端科学への興味関心を高めることができた。

・「柏崎サイエンススクール」を通して、準備からまとめまで含めて高校生のプレゼンテーション能力の向

上を図ることができた。また、中学生においても科学への興味関心を引き出すきっかけを作ることができ
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た。

・「アドバンス科学」においては、２学年～３学年にかけて実施している「課題研究」が生徒の科学的能力

を引き出す上で大きな効果があった。また、その前段として1学年後半に行う「実験研究」が実験系の基

礎力の養成に効果があった。

・韓国訪問と韓国の高校生との交流により、国際的な視野の育成と、科学研究への関心の向上および英語プ

レゼンテーションへの意欲的な取り組みを進めることができた。

・自然科学系の部活動を通し、日本物理学会Jrセッション、科学の祭典での生徒発表等、校外での発表の機

会をもつことができた。またコンテストとして、生物学オリンピック予選、新潟県化学インターハイなど

に出場し、新潟県化学インターハイでは、ある程度の成績をおさめることができた。

・SSH事業全体としては、生徒の科学への興味関心を大きく高めていることが確認できた。

○実施上の課題と今後の取り組み

・「サイエンス講座」を通して科学への興味関心を高めるとともに、そこから「課題研究」を中心とした自

主的な探究姿勢をより高めるためのSSプログラムを構築する。

・環境の研究を軸としたプログラムを進め、韓国の高校との交流テーマとして活かすプログラムを進める。

・「柏崎サイエンス・スクール」をより充実させ、地域として科学教育を進展させる機能を高めていく。

また、地域の自然環境を活かした教育プログラムを進める。

・「課題研究」やその前段として実施している「実験研究」の質的向上を図る。
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新潟県立柏崎高等学校 20～24

平成２３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

１．学校設定科目「SS(スーパーサイエンス)」の実施について

＜ 目的 ＞

１年生対象のＳＳⅠ（「環境科学」および「サイエンス講座」）、２年生対象のＳＳⅡ（「サイエンス講座」）

を基礎とし、グループ研究である「実験研究」（ＳＳⅠ）や「課題研究」（ＳＳⅡおよびＳＳⅢ）を進め

ることにより、（１）研究を計画する過程、（２）研究を遂行する過程、（３）結果を考察する過程、を

しっかり捉え、科学研究の基礎を身につけることを目的とした。

１）「環境科学基礎」では、科学の基礎としての「基礎実験」、「海と生物」や、新たに実施した柏崎周辺

の「フィ－ルドワーク」により、自然環境への関心や分析的手法で環境を解析する基礎を学ぶことができ

た。

２）「サイエンス講座」では、大学や研究機関の研究者による講座を実施し、各分野での生徒の興味関心を

高めることができた。 （資料編p107:No.1 参照）

また、全校生徒対象に実施した「SS スーパ-講演会」では、理数コースだけでなく、普通科の生徒にも

技術者としての生き方や、夢を追い求めることの大切さ等について興味関心を高めることができた。

（本文：p66 ス―パー講演会 ３．結果と今後の課題 参照）

３）講義をいただいた先生方にサイエンスアドバイザーとして、生徒の研究等について相談に乗っていただ

ける形を作っているが、今年度については生徒の研究内容とアドバイザーの方々の専門分野の違いが多

く、そのシステムをうまく活用するところまでは至らなかった。

しかし、「大学実験講座」では、「科学研究の方法がわかった」、「科学研究をしてみたいと思う」な

どの生徒が増え、「課題研究」の参考になるとともに進路を考える上での参考や、学習意欲の向上につな

がった。 （資料編p110～p114：No.4 ～No.6 参照）

４）SSH事業の中で、「サイエンスツアー」(長期休業中に出かけた校外研修の１つ）が生徒にとっては最も

印象的であり、将来を考える上でも大きなインパクトを受けていることがわかる。ツアーを通して生徒の

自然科学への興味関心を高めることができた。

（本文：p90 Ⅳ 第2章 ,資料編p107～p109：No.2, No.3 参照）

５）「サイエンス講座」等を通して生徒がどのような成果を得たと自己評価しているかをアンケートで見る

と、SSH対象の理数の生徒は、下記の点について高い自己評価をしていることがわかる。

（１）現象の観察から、何が問題か、何を調べたらよいか判断すること。

（２）自分の考えを確かめるための方法を考え、行ってみること。

（３）実験や観察の結果を自ら評価し、次の問題点や実験方法を考えること。

この自己評価から、さらに積極的な探究姿勢を育成し、課題研究に活かしている。

（本文：p92 Ⅳ 第５章 ２．生徒の自己評価の比較から 参照）

２．中高連携・地域連携に関して

「柏崎サイエンススクール」の実施により、中学生の科学への興味関心を高めるとともに、高校生の科学へ

の興味関心も高まり、またプレゼンテーション能力の向上につながった。 （資料編p115：No.8 参照）

３．プレゼンテーション能力の育成

1学年での「実験研究」、2学年から3学年にかけての「課題研究」、あるいは科学系部活動を通しての研

究をまとめて、校外での学会および「青少年のための科学の祭典」等で発表の機会を持つことができた。こ

れらの機会が、生徒の発表能力を高めるとともに、科学研究に対するより積極的な姿勢を育成することにつ

ながった。 （資料編p115：No.7 参照）
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４．国際性の育成

韓国の科学重点高校への訪問を実施し、高校生の交流を進めた。生徒にとっては、昨年度の韓国の科学重

点高校への訪問と同様、韓国の生徒の科学研究に対する意識や研究レベルの高さ、また英語力の高さに大き

なインパクトを受けて帰ってきた。その刺激が本校での課題研究、部活動等への大きな活力となった。

（本文：p83 ～、及び p85 5．感想（抜粋） 参照）

② 研究開発の課題

１）「環境科学基礎」、「サイエンス講座」を基盤としながら、これらを通して高められた生徒の興味関心

を維持し、さらに「課題研究」を中心として生徒の自主的な探究姿勢をより高めるための SS の在り方を

固めることが課題である。

２）「柏崎サイエンススクール」の活動を通しての中高連携・地域連携の在り方を深め、より多くの中学生

の参加を得られる形を検討していく。

３）「SSスキル」等を通し、英語コミュニケーション、英語プレゼンテーション能力の向上を図るプログラ

ムを進めること。さらに、単なる技術的な向上にとどまらず、研究の深化を図る上でのプレゼンテーショ

ン教育の在り方を確立していく。

４）「柏崎科学教育研究会」を充実させ、「柏崎サイエンススクール」の発展とともに、地域の科学教育を

考えていくひとつの場として機能の充実を図ること。

また、「豊かな自然環境に恵まれた地域の特性」を活かした教育プログラムの開発を積極的に進めていく。

５）韓国の科学高校、科学重点高校との連携を強め、生徒の科学研究を通した交流が恒常的にはかれる場と

して発展させ、海外の学校との交流を進める。
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Ⅰ 研究開発の課題

第１章 学校の概要

１．学校名、校長名

学校名：新潟
にいがた

県立
けんりつ

柏 崎
かしわざき

高等学校
こうとうがっこう

学校長：浅野 隆

２．所在地、電話番号、FAX番号

所在地 ：〒945-0065 新潟県柏崎市学校町4番1号

電話番号 ：（０２５７）２２－４１９５

ＦＡＸ番号：（０２５７）２１－２８３６

３．課程・学科・学年別生徒数、学級数および教職員数

① 課程・学科・学年別生徒数、学級数

課程 学科 第1学年 第２学年 第３学年 計

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

全日制

普通科

（理系）

２０４ ５ ２０２

(８１)

５ １９２

(７５)

５ ５９８

(１５６)

１５

普通科

理数ｺｰｽ
３４ １ ３４ １ ４０ １ １０８ ３

計 ２３８ ６ ２３６ ６ ２３２ ６ ７０６ １８

②教職員数

第２章 研究開発の概要

２－１．研究開発課題

「豊かな自然環境に恵まれた地域の特性を生かし、自然との関わりを深めながら、広い視野に立った科

学的なものの見方や探究心を養い、さらに、将来の科学立国日本を支える人材の育成を効果的に進めるカ

リキュラムや指導方法および評価方法についての研究」

２－２．研究の概要（研究のねらい・目標）

（１）気候変動など地球規模での問題や生命倫理にかかわる問題等を解決するために、教科横断的な総合

的な視点に立った思考力の育成が求められる。そのために、自然科学の各分野間をつなぐ視点をもち、

有機的に連携した知識活用力をもつ人材の育成をはかる。

（２）地域の特性を生かした研究活動を通して、総合的な自然科学観を育成するプログラムの開発研究を

小・中学校（地域教育）・高校・大学・行政・企業との連携で進め、地域の自然科学教育力の向上を目

指す。

（３）日本海という身近な海洋を生かし、国際的な広い視野からの研究姿勢を育成するために、積極的な

国際交流プログラムの研究を進める。

（４）科学系部活動の成果発表や地域での指導を通して生徒の発表能力の育成を図るとともに、学校とし

て研究成果の効果的な発表方法についての研究を進める。

２－３．研究開発の実施規模

（１）第１学年から第３学年まで各理数コース１クラスを対象として実施。

（２）全体講演会・部活動（科学系）については全校生徒を対象に実施。

校長 教頭 教諭
養護

教諭

常勤

講師

実習

助手
ＡＬＴ

事務

職員

学校

技術員

学校

司書
計

１ １ ４４ １ ５ １ １ ３ ２ １ ６０
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２－４．研究開発の内容

（１）高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

○学校設定科目｢ＳＳ（スーパーサイエンス）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ｣を柱とした展開

・学校設定科目「ＳＳ（スーパーサイエンス）ⅠおよびⅡ」を設定した。１年次にＳＳⅠ、２年次にＳＳ

Ⅱ、３年次にＳＳⅢを設けた。ⅠおよびⅡはいずれも週あたり２時間でＳＳⅠは「環境科学基礎」、「サ

イエンス講座」および「アドバンス科学」、ＳＳⅡは「サイエンス講座」および「アドバンス科学」の

２系統の内容で構成する。

「環境科学基礎」では自然科学・環境科学を学ぶ基礎的な理解力を養成することを目的とする。

「サイエンス講座」では大学や研究機関の講師から先端科学研究やその活用の現状の講義を受ける。

「アドバンス科学」では、①研究を計画する過程、②研究を遂行する過程、③結果を考察する過程、に

ついて、①～③の順でしっかり捉え、科学研究の基礎を身につけることを目的に授業を実施する。

ＳＳⅢは、課題研究のまとめと発表、その後の発展的な学習を内容とする。

１年生 ＳＳⅠ 環境科学基礎 ＳＳスキル（科学的処理能力の育成）

サイエンス講座

アドバンス科学（実験研究の導入）

２年生 ＳＳⅡ サイエンス講座

アドバンス科学（課題研究の導入と展開）

３年生 ＳＳⅢ 課題研究のまとめと発表

発展的な学習

（２）中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

「柏崎サイエンススクール」を通した取組

・自然現象の観察から、問題点の特定、検証方法の検討、実行、次の検証という過程を身につけるは、高

校のみでなく、中学校段階から経験してくる中でさらに効果的により深く身につく。また、高校生にと

っても、自らの研究体験等をもとに中学生にアドバイスすることは、将来の研究者としての力を育成す

る上で大きな効果が期待できる。そのための場として「柏崎サイエンススクール」を企画し開催する。

また、中高や大学の教育機関のみでなく、地域の企業や研究機関の協力を得ることにより、科学技術

が実際に活用されている現場を生徒が訪問し、現場の技術者の指導を受けることにより、技術と人間を

考えるより広い視野に立った見方ができるようになる。学校・行政・企業や研究機関を結ぶ地域による

広い科学教育ネットワークの創設について研究する。

（３）プレゼンテーション能力の育成に関する研究

生徒が自らの研究を発表する機会をポスターセッションとして開催したり、ディスカッションの場を

設けることにより、学会発表にまでつながる科学系部活動による研究の場を活性化させる。

（４）国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

日本海や、佐渡など地域の特性を生かした教材の活用により、生徒の自然現象や地球環境問題に対する

興味関心を、発展させることが期待される。学校が海に近いという地理的特性を生かして、海洋環境研究

を導入とした科学教育の指導法の研究を行う。また、日本海の対岸諸国の学校との学術を通した交流によ

り、国際的な視野から高校生が｢環境｣研究に参加する機会を作るとともに、ネットワークを介した高校生

の国際交流プログラムを研究する。

（５）科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

英語力や数学力についても、環境をはじめとする諸科学の研究の中で、活用しながら身につけることで、

より効果的に育成できる。そのための科目として「SSスキル」を実施し、その中で英語分野では英語コミ
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ュニケーションを、科学教育の基礎としては、英語力やプレゼンテーション能力の育成を図る。平行して

日本語論文講読、論文作成を行う。また、数学分野では、数値解析基礎、統計処理を中心とした論文の作

成に必要な数学分野の能力の育成をはかる。

（６）情報ネットワークを活用した授業等の研究

遠隔地の研究者とネットを介した指導助言をいただくことのできる方法についての研究を行う。また、

ネットワーク活用に関してのモラル教育についての指導法の研究を行う。

２－５ 運営指導委員会の開催

本校ＳＳＨ事業に対する指導・助言を得るために、連携大学・教育委員会・地域の企業代表等からなる

運営指導委員会を構成する。

２－６ 評価計画

・各講座等の実施に際し、事前・事後で生徒の意識等がどのように変化したか等についてアンケート調査

を実施し、事業の実施に伴う変化を把握する。

・上記の資料等をもとに、ＳＳＨ事業の評価を実施し、次年度に生かしていく。
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２－７ 研究組織

（１）研究組織の概要

○連絡調整係

○評価研究係

○校外連携係

○部活研究係

○教科研究係

○情報研究係

＊ ＳＳＨ運営委員会：研究計画全体の企画をするとともに、進行状況をチェックする。

＊ ＳＳＨ事務局：具体的な各部門について、中心となって業務を進める。

○連絡調整係：委員会・各係等や外部との連絡調整（事務局長）

○評価研究係：研究課題の具体案について計画立案から評価

○校外連携係：小中学校や大学との連携の内容の検討

○部活研究係：科学系部活動の指導

○教科研究係：学校設定科目や理科系科目の内容や指導法の研究

○情報研究係：ネットワークを通した指導・交流の研究

運営指導委員会

学校評議委員会

同窓会・PTA

校 長

職員会議
教 頭

学校運営委員会

科学技術振興機構 新潟県教育委員会

柏崎市教育委員会
小中学校

ＳＳＨ運営委員会

〔ＳＳＨ運営委員会〕

校長 教頭 事務長

ＳＳＨ事務局

教育課程委員会

分 掌

学年会議

部活動顧問会議

事務室
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○運営指導委員会

本ＳＳＨ事業全体に渡っての指導助言をいただくために、運営指導委員会を構成する。年２回程度開

催し、事業計画および進捗状況、成果等について同委員会に諮る。

（２）運営指導委員

氏 名 所 属 職 名

谷本 盛光 新潟大学理学部 理学部長

藤岡 達也 上越教育大学 教授

城所 俊一 長岡技術科学大学 准教授

藤原 正博 厚生連刈羽郡総合病院 院長

西川 正男 株式会社サイカワ 社長

廣川 正文 柏崎市立第一中学校 校長

小林 豊 柏崎市立柏崎小学校 校長

小林 浩人 新潟県教育庁高等学校教育課 副参事

宇田 泰代 新潟県立教育センター 指導主事

品田 やよい 柏崎市教育委員会
学校教育課

主幹

第３章 SSH事業実践および実践結果概要

３－１．高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

（１）学校設定科目「ＳＳ（スーパーサイエンス）Ⅰ・Ⅱ」を柱とした展開

① SSⅠ(スーパーサイエンスⅠ)は1学年に対し、時間割上水曜5，6限に配置した時間を中心に展開した。

3つに分けた系統のうち、「環境科学基礎」では、4月から11月の延べ13回（26時間）にわたり、本校

教員による講座を設定した。内容としては生物、化学、物理の各分野から生物と環境との関わりを考える

きっかけを与えたり、科学の基礎を理解するのに必要と考える項目を取り上げた。

「サイエンス講座」では、4月から12月までの延べ4回（8時間）、大学や地域の研究機関等の研究者によ

る講座を展開した。また県立自然科学館での研修も取り入れた。

さらに、夏季休業中にサイエンスツアーを実施した。

８月には、新潟大学理学部での生物/地学分野選択講座（実験講座）を開催した。

これらの講座を通して、科学への興味・関心を高めることを目的とした。

「アドバンス科学」は、10月から2月までの延べ12回（24時間）にわたり、「実験研究」として基礎的な

実験の実践を通して科学研究への導入をはかる時間とした。

② SSⅡ(スーパーサイエンスⅡ)は２学年に対し、時間割上金曜5，6限に配置した時間を、「サイエンス

講座」と「課題研究」の2系統を中心に実施した。

「サイエンス講座」9回（18時間）では、大学や研究機関の講師による講座を設定し、より深い科学の理

解をめざした。今年度も、第２、第３年次に引き続きサイエンス講座に「Ｕ講座」を設けた。今年度は、

「数学、物理、化学、生物」の４系統を設け、選択講座として関心のある分野についてより深い理解をめ

ざした。また、８月には２日間にわたり、新潟大学理学部での実験講座を開き、生徒は分野別の7つの講

座に分かれて、実験観察を踏まえた科学的な理解の深化を図った。また、11 月には、「柏崎サイエンスス

クール」を実施し、科学者としての素養であるプレゼンテーション能力と基礎学力の定着を図った。６月

から２月の22 回（44 時間）は、この時間を「課題研究」にあて、生徒の選択したテーマに従っての自主
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的な研究を進めた。

〔結果の概要〕

・「環境科学基礎」を通し、柏崎市近辺での自然や身の回りの環境について、生徒はより科学的な視点から

ものをみられるようになった。また、様々な分野の講座を受講することにより、より広い視野から自然事

象を見られるようになった。

・「サイエンス講座」を通し、各分野について講座後の生徒の興味・関心は高まっていた。また、Ｕ講座で

は特に関心をもつ分野を選択でき、関心度も上がったようである。今後は、この興味・関心を各自の研究

テーマや研究の進展にどのように結び付けていくかが課題となる。

３－２．中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

○「柏崎サイエンススクール」を通した取り組み

柏崎サイエンススクール 11月25日（金）

柏崎市立第一中学校2年生90名を対象に、次の4分野から１つを選択する形で実施した。

①数学系（地学室） 『 隠れた規則性を発見しよう 』

②物理系（物理室） 『 低温での電気抵抗と超伝導現象 』

③化学系（化学室） 『 おもしろ化学反応 』

④生物系（生物室） 『 プロトプラストの作成 』

〔結果の概要〕

「教える立場になることで、自分達ももっと理解を深められた」という高校生の感想に現われたとおり、

中学生に指導することを通して、自分で計画を立て、予備実験をはじめとした準備を進め、プレゼンテー

ションに至るまで自ら進めるができた。そして科学研究の過程を共有する楽しさを経験するという収穫を

得た。

３－３．プレゼンテーション能力の育成に関する研究

２年生には、課題研究の中間報告、そして課題研究発表会というプレゼンテーションの機会を設定した。

また、1 年生には、大学講座のまとめやフィールドワークでの学習体験、および実験研究の結果を発表す

るプレゼンテーションの場を設けた。また、発表後の相互評価を活用し、聞く人にわかりやすい発表とは

どのようなものかを考える機会として活用した。

３－４．国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

第二年次、第三年次に引き続き、今年度も韓国の科学重点高校を訪問し、科学を学ぶ高校生との交流を

進めた。参加した２年生は大学講座で実施した内容を、１年生は大学講座および柏崎市内のフィールドワ

ークで学習した内容についてプレゼンテーションを実施した。また、韓国の高校生の研究内容やプレゼン

テーションに大きな刺激を受け、自らの研究を考える大きな機会となった。

３－５．科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

ＳＳⅠおよびⅡの各４単位のうち、１単位分を「ＳＳスキル」の時間として展開した。内容としては、

英語スキル・数理スキル・論文スキルの3分野に分けて実施した。英語スキルでは英語教師とＡＬＴによ

る英語表現の授業や、自分たちが作成した個々の日本語のプレゼンテーション資料を英文に翻訳したり、

レポートの文章を英文化し、英語で発表するなどの授業を展開した。数理スキルではコンピュータソフト

の利用についての基礎技能の習得を目的として展開した。論文スキルでは、科学論文の構成を学ぶため、

論文を読んだり書いたりする能力の育成をはかるとともに、科学への興味関心を高める場として展開をは

かった。

３－６．ネットワークを活用した授業等の研究

課題研究を進める上でのアドバイスを受けるために、大学の先生との情報交換を積極的に進める形での

ネットワークの利用を中心に生徒による活用をはかった。ホームページの構築などを進め、生徒によるウ

ェブページの活用を進めるように計画をしているが、この点は今後の推進をはかりたい。
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Ⅱ 研究開発の経緯

第1章 高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

○ 学校設定科目『ＳＳ（スーパーサイエンス）Ⅰ・Ⅱ』を柱とした展開

第４年次である平成23年度は、1学年および２学年でそれぞれ以下の表のように展開した。

・【ＳＳⅠ（スーパーサイエンスⅠ）】

1 学年では、学校設定科目『ＳＳⅠ』（４単位）を設定した。その内容として、「環境科学基礎」、「サイ

エンス講座」、「アドバンス科学」の３つの系統を設定した。

「環境科学基礎」は、本校教員による実験観察を中心に、化学分析や環境を考える基礎的な力の育成を

目的としての講座を設定した。「サイエンス講座」は、大学や研究機関のスタッフによる、専門的な内容

を含む講座とし、生徒の先端科学への興味・関心を高める機会として設定した。「アドバンス科学」は、

これら2つの系統の後に実施するものとして、生徒の実験実習を中心とした時間とした。それぞれの実施

内容は以下の通りである。

①ＳＳⅠ（スーパーサイエンスⅠ）水曜5，6限他 ＊表中ＡＤ科学は「アドバンス科学」の略

系 統 日 時 内 容 講師（敬称略） 会 場

環境科学基礎 4月20日 科学基礎① 本校教諭 化学教室

環境科学基礎 4月27日 科学基礎② 本校教諭 化学教室

環境科学基礎 5月11日 科学基礎③ 本校教諭 化学教室

環境科学基礎 5月18日 エネルギー環境科学① 本校教諭 化学教室

環境科学基礎 5月25日 エネルギー環境科学② 本校教諭 化学教室

環境科学基礎 6月 1日 柏崎の自然①（事前学習） 本校教諭 生物教室

環境科学基礎 6月 8日 柏崎の自然②（ﾌｨ-ﾙﾄﾞﾜ-ｸⅠ） 柏崎博物館研究員 柏崎市周辺地域

環境科学基礎 6月15日 柏崎の自然・発表会まとめ 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 6月22日 「科学入門」 長岡技術科学大学

今井 栄一 助教

生物教室

環境科学基礎 6月29日 博物館講座▼発表会 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 7月13日 サイエンスツアー事前学習 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 7月20日 新大理学部実験講座事前学習 本校教諭 理科・各教室

サイエンス講座 8月

8～10日

サイエンスツアー

（京都大学 他）

サイエンス講座 8月19日 新大理学部実験講座 新潟大学理学部

スタッフ

新潟大学

理学部

サイエンス講座 9月 7日 大学講座・発表会まとめ（1） 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 9月14日 大学講座・発表会まとめ（2） 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 9月21日 大学講座▼発表会 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 9月28日 柏崎の自然③（ﾌｨ-ﾙﾄﾞﾜ-ｸⅡ） 柏崎博物館研究員 柏崎周辺地域

ＡＤ科学 10月 5日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

環境科学基礎 10月19日 「海の生物」 本校教諭 海岸・生物教室

サイエンス講座 10月26日 医学系講座「イメージを覚える脳、

思い出す脳」

新潟大学医学部

長谷川 功 教授

生物教室

ＡＤ科学 11月 2日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 11月 9日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 11月16日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 11月30日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

サイエンス講座 12月 7日 「数学入門」 新潟大学理学部

秋山 茂樹 教授

1年1組教室

ＡＤ科学 12月14日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 12月21日 実験研究 本校教諭 理科・各教室
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ＡＤ科学 1月11日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 1月18日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 1月25日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 2月15日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 2月22日 実験研究 本校教諭 理科・各教室

・【ＳＳⅡ（スーパーサイエンスⅡ）】

２学年では、学校設定科目『ＳＳⅡ』（４単位）を設定した。その内容として、「サイエンス講座」、「ア

ドバンス科学」の２系統を設定した。「サイエンス講座」は、大学や研究機関のスタッフによる、専門的な内

容を含む講座とし、生徒の課題研究につながる講座として設定した。「アドバンス科学」は、この後に実施す

るものとして、生徒の課題研究を中心とする時間とした。

②ＳＳⅡ（スーパーサイエンスⅡ）金曜5，6限他 ＊表中ＡＤ科学は「アドバンス科学」の略

系 統 日 時 内 容 講師（敬称略） 会 場

ＡＤ科学 4月 8日 発表会まとめ（１） 本校教諭 パソコン教室

ＡＤ科学 4月15日 発表会まとめ（２） 本校教諭 パソコン教室

ＡＤ科学 4月22日 SSⅠ実験研究▼発表会 本校教諭 パソコン教室

サイエンス講座 5月 6日 Ｕ講座№１（１） 本校教諭 理科・各教室

サイエンス講座 5月20日 Ｕ講座№１（２） 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 5月27日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 6月 3日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

サイエンス講座 6月10日 Ｕ講座№１（３）

物理「超伝導研究の現状」

生物「光合成研究の進展 」

数学「内積の見方・考え方」

化学「ガラスを知ろう」

新潟大学理学部

山田 裕 教授

加藤 朗 准教授

田中 環 教授

新潟工科大学

日下部 征信 教授

物理教室

生物教室

地学教室

化学教室

ＡＤ科学 6月24日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 7月 8日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 7月15日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

サイエンス講座 8月

１～3日

サイエンスツアーⅡ 名古屋大学、ス－パ

－･カミオカンデ等

名古屋大学等

サイエンス講座 8月

10～11日

長岡技術科学大学サイエンス

＆テクノロジー講座

長岡技術科学大学

スタッフ

長岡技術科学

大学

サイエンス講座 8月26日 新潟大学理学部実験講座

事前学習講座

本校教諭 理科・各教室

パソコン教室

サイエンス講座 9月

1～2日

新潟大学理学部実験講座 新潟大学理学部

スタッフ

新潟大学理学

部他

ＡＤ科学 9月9日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 9月16日 課題研究

ＡＤ科学 10月14日 課題研究

ＡＤ科学 10月28日 課題研究

ＡＤ科学 11月 4日 課題研究

ＡＤ科学 11月11日 課題研究

ＡＤ科学 11月12日 課題研究

ＡＤ科学 11月18日 課題研究

ＡＤ科学 11月25日 柏崎サイエンススク－ル 理数コ－ス生徒

ＡＤ科学 12月 9日 課題研究 本校教諭 理科・各教室

ＡＤ科学 12月16日 課題研究
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ＡＤ科学 1月13日 課題研究

ＡＤ科学 1月20日 課題研究

ＡＤ科学 1月27日 課題研究

ＡＤ科学 2月 3日 課題研究

ＡＤ科学 2月10日 課題研究

ＡＤ科学 2月17日 課題研究

③ＳＳスキル

学校設定科目『ＳＳⅠ・Ⅱ』の中に、『ＳＳスキル』を設定した。

1年・2年とも、月曜7限に『ＳＳスキル』の時間を設定した。英語・数理・論文の各分野の講座では、

内容によってクラスを２または３分割し、少人数のグル－プにして基礎力の育成を図った。英語スキルで

は英語コミュニケーション・英語プレゼンテーション、数理スキルではプレゼンテーションソフトの活

用・データ処理やグラフの作成、論文スキルでは論文作成についての基礎知識などを身につけることを目

標に実施した。

第2章 中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

○「柏崎サイエンススクール」を通した取り組み

柏崎サイエンススクール 11月25日（金）5，6限

柏崎市立第一中学校2年生全員90名を対象に、4分野から１つを選択する形で実施した。

①数学系（地学室） 『 隠れた規則性を発見しよう 』

②物理系（物理室） 『 低温での電気抵抗と超伝導現象 』

③化学系（化学室） 『 おもしろ化学反応 』

④生物系（生物室） 『 プロトプラストの作成 』

・今年度も昨年に引き続き、4 分野のテーマを用意し、事前に中学生の希望をとって4 班を編成した。

班ごとに事前に、資料作成係やプレゼンテーション係など生徒の役割分担を決めて準備を進めた。生徒

は打合せやプレゼンテーション、器具の操作指導などの練習を重ねた。SSH の第3 年次からは数学分野

も加えて4 分野となり、本校の理数コースの2 年生 34 名全員が講師役として参加した。生徒には、原

則として自分が行っている課題研究の分野に相当するテーマの指導に当たることとして指導した。

第3章 プレゼンテーション能力の育成に関する研究

学校設定科目『ＳＳⅠ』および『ＳＳⅡ』の中で、大学講座などの内容をまとめて発表する機会を設定

し、生徒間の相互評価などを通して、プレゼンテーション能力の向上を目指した。その成果を『ＳＳⅢ』

での課題研究発表会の場で活かすよう指導した。

また、日本物理教育学会の高校生部門での発表や、生物部の「青少年のための科学の祭典」での発表な

ど、校外での発表の機会を持った。また、コンテストとしては、生物部は「生物学オリンピック予選」、「新

潟県高校生理科トップセミナー」に出場した。化学系では、「新潟県化学インターハイ」に出場し、金属

イオンの系統分析実験部門で第１位、電池の原理を利用した醤油の塩分濃度測定実験部門で第３位を受賞

した。

第4章 国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

第３年次に引き続き、12月15日（木）～17日（土）の日程で、韓国を訪問した。2日目（16日）に科

学重点高校2 校（その内の1 校は昨年に引き続き2 回目の訪問になる）を訪問した。科学重点高校とは、

韓国での自然科学分野の人材育成のために韓国政府が指定する高校である。生徒が本校での研究や研修の

成果を報告しながら、韓国の高校生と科学研究や日常の学校生活など広範な分野について交流する中から、

国際的な視野や、科学研究に対する興味関心を高め、英語を用いた発表能力の育成を進めることを目的と

して実施した。その際、環境セミナーとしての位置づけから、報告テーマとして柏崎という地域の特性を

生かしたテーマも選定し、生徒がまとめたレポートを報告した。

第５章 科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

『ＳＳスキル』の時間を中心に、（内容によっては２班，または３班に分かれ）実施した。
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第６章 情報ネットワークを活用した授業等の研究

今年度は、「サイエンスアドバイザー」として、大学の先生方に課題研究等についてのアドバイスをいただ

く形を整えて準備ができた。しかし、生徒が課題研究について、アドバイザーを積極的に利用して助言を頂

くということはほとんど無かったが、教員側からは、大学の先生や企業の研究者に実験方法などの助言を頂

くことができ、情報ネットワークのメリットを実感することができた。

なお、生徒の研究等で、生徒がアドバイザーに相談できるようにするため、前もって生徒をアドバイザー

の方に紹介するなどして、相談のための「きっかけを作ってあげる」ことが必要である。

また、生徒の研究内容と近いジャンルの研究をしているアドバイザーを紹介して頂くことができるような

高大連携の体制を構築することも必要である。
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Ⅲ 研究開発の内容

第1章 高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

（１）研究の仮説

先端科学の諸分野に直接触れることにより、生徒の興味関心を高めることができ、そこから広く深い自

然科学観を育成することができる。その際、広く研究の最前線を見ることと共に、自然科学の歴史的な流

れ、社会との関連あるいは科学やその研究者の持つべき倫理性等を意識しながら見ることにより、より広

く深い研究者としての人間性を育成することができると考える。そのための高大間の連携をもととした効

果的なプログラムを開発研究する。

（２）研究内容・方法・検証

○ 学校設定科目 『ＳＳ（スーパーサイエンス）Ⅰ・Ⅱ』 を柱とした展開

平成２０年度よりＳＳＨ導入に伴う教育課程の変更点（ )内の数字は単位数

平成20年度入学生より

1年 2年 3年

理科総合A(2)→(0) SSⅠ

(4)

新設

日本史・地理(4)→(3) SSⅡ

(4)

新設

選択物理・化学・生

物Ⅰ(2)→（1）

SSⅢ

(2)

新設

情報A(2)→(0) 保健 (1)→(0)

「総合」(1)→(0) 家庭基礎(2)→(1)

「総合」(1)→(0) 「総合」(1)→(0)

各教科・科目の編成を行い、「理科総合A」、「情報A」、「総合的な学習の時間」を再編成して学校設

定科目SS（スーパーサイエンス）を冠した科目を新設する。

○ 学校設定科目「スーパーサイエンス」

〔 目 標 〕

自然科学に関わる諸分野を横断的かつ専門的に学び、科学の進展が人間社会に及ぼす影響を理解し

ながら、自然科学の進展に寄与する総合的な自然科学観と、積極的な探究態度を育成する。

〔 内 容 〕

第１学年次 SSⅠ（4単位）、２年次にSSⅡ(4単位)、3年次にSSⅢ(2単位)として実施する。SS

Ⅰは、「環境科学基礎」、「サイエンス講座」および「アドバンス科学」の３つの系統で構成する。

SSⅠでは、まず環境問題に関わる基礎理解力を養成する段階として地域の環境を活用した生物分野

からの学習および化学的要素やエネルギー分野から見た環境をテーマに系統的な学習を行う（「環

境科学基礎」）。これと平行し、研究者による先端分野の講座を実施する（「サイエンス講座」）。「環

境科学基礎」と「サイエンス講座」をリンクさせ、環境学習等を導入として先端科学までの授業展

開をはかる。また、生徒の関心を持つさまざまな分野についての実験を発展させながら、生徒の手

により材料や方法を工夫した実験の展開を図る（「アドバンス科学」）。この中で、（１）研究を計画

する過程、（２）研究を遂行する過程、（３）結果を考察する過程、をしっかり捉え、科学研究の基

礎を身につける。

第２学年次のSSⅡでは、研究者による先端的な研究分野の授業を有機的にリンクさせて展開する

（「サイエンス講座」）。さらに、2年次の後半からは、3年次のSSⅢにつながる｢課題研究｣を取り入

れ、継続的な研究をスタートさせる（「アドバンス科学」）。

第３学年次のSSⅢは｢課題研究｣を中心として実施する。

なお、第１学年～第２学年次に、科学研究の基礎としての、英語力、数値処理能力、論文読解・作

成能力を育成する（「SSスキル」）。

〔 経 過 〕

◆ SS(スーパーサイエンス)Ⅰ

１）ＳＳⅠ環境科学基礎

① 科 学 基 礎

① １.目的
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最近の化学の教科書では化学史を参考程度で取り扱う場合が多くなっている。しかし、学習の初期段

階では、歴史的な流れを知ることは教科への興味を喚起し、また学習の意義を理解する上にも重要ある

と考えている。ここでは、科学基礎として化学分野からのアプローチを、化学史を授業に取り入れる試

みとして行う。

① ２.目標

中学校で学習してきた分子や原子がどのように見出されてきたのか、原子の構造はどのように解明され

てきたのか、について歴史的な観点から学ぶ。また、化学の基本法則を演示実験や生徒実験により、体験

的に理解する。

① ３.研究の内容・方法・検証

＜内容・方法＞

・第１回「物質観の変遷」

（１）日時：４月２０日（水）６・７限

（２）会場：本校化学教室

（３）対象：１学年普通科理数コース、３４名

（４）内容

講義：アリストテレスの四元素説からラボアジェの質量保存の法則に至る物質観の変遷、さらに

ドルトンの原子説への繋がりを、化学史の観点から説明する。（自作プリント使用）

演示実験①：気体の発生と性質の確認（二酸化炭素、水素、酸素）

演示実験②：質量保存の法則（銅の酸化）

・第２回「原子構造解明の歴史」

（１）日時：４月２７日（水）５・６限

（２）会場：本校化学教室

（３）対象：１学年普通科理数コース、３４名

（４）内容

講義：ドルトンの原子説からアボガドロの分子説への歩みを説

明し、さらにドルトンが倍数比例の法則で存在を証明し

た原子の構造がどのように解き明かされてきたを、物理

学の発展に触れながら解説する。（自作プリント使用）

演示実験①：気体反応の法則（水素と酸素の反応）

演示実験②：陰極線と発光スペクトルの観察

・第３回「倍数比例の法則」

（１）日時：５月１１日（水）５・６限

（２）会場：本校化学教室

（３）対象：１学年普通科理数コース、３４名

（４）内容

生徒実験：ドルトンが見出した倍数比例の法則を、塩化銅（Ⅰ）と塩化銅（Ⅱ）の組成を比較す

ることで検証する。合わせて、秤量、加熱等の基本的な実験操作と実験結果の定量的

扱いの重要性を学ぶ。

・参考文献：実験で学ぶ科学の世界 ２ 物質の変化 （日本化学会編）

演示実験①：気体反応の法則

生徒実験の様子：試料の秤量 生徒実験の様子：生成物のデカンテーション
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＜検証＞

生徒実験の結果は、プリントに書き込み提出させる。それにより、実験の正確さや生徒の理解の程

度を判断し、生徒実験としての適性を評価する。また、事後にアンケートを実施し、研究全体につい

ての生徒の理解度および受け止め方を調査し、化学史を授業に取り入れる有効性を検証する。

① ４.成果と課題

（１）成果

生徒の感想およびアンケートの結果は次のようであった。

＜感想＞

・さすが理数コースだと思うほど科学に触れ、科学の歴史や基礎をしっかり学ぶことが出来た。科学が面

白いものだと再認識することが出来た。この科学についての知識をしっかり理解し、これからの授業に

生かしていきたい。

・原子と分子の細かい構造は中学よりさらに発展的で、楽しく理解できたと思います。

・自分たちが普通に習う原子の構造が分かるまでに、何人もの人が長い間考えていたと言うことがすごい

と思った。原子の構造などに、より興味を持つことが出来た。

・中学校より実験のレベルがとても高かったです。

・実験をすることにより良く分からなかったことが分かるようになり、とても充実した授業となりました。

・とても分かりやすく面白い授業でした。科学に興味を持つことができました。

・歴史にすごく興味が持ててよかった。実験は少し苦手でよく分からない部分があったが、興味を持って

取り組んで生きたい。

・最初は不安もありましたが、徐々に慣れてきました。実験はとても面白く興味がわきました。プリント

での講義は細かく説明されているため分かりやすかったです。

・難しかったです。でも器具がたくさんあって、実験で使うのが面白かったです。理解はあまり出来なか

ったけど、歴史を聞くのはとても興味が持てました。

＜アンケートの項目＞

１ 講義「物質観の変遷」は理解できましたか。

２ 講義「原子分子への道」は理解できましたか。

３ 講義「原子構造解明の歴史」は理解できましたか。

４ 第1回の授業での演示実験（酸素・水素の発生、質量保存の法則の確認）は興味が持てましたか。

５ 第2回の授業での演示実験（気体反応の法則の確認）は興味が持てましたか。

６ 第2回の授業での演示実験（陰極線と発光スペクトル）は興味が持てましたか。

７ 第3回での生徒 実験「倍数比例の法則」は理解できましたか。

８ 第3回での生徒実験「倍数比例の法則」は興味を持って取り組むことが出来ましたか。

９ 全体の授業を終えて、化学の歴史や原子の構造に興味を持つようになりましたか。

◆ アンケート結果

アンケートの結果より、化学史を授

業に取り入れる教育的効果は大きかっ

たと考えられる。

物質観の変遷を辿り、化学の基本法

則の成り立ちや歴史的背景を知ること

は、化学のみならず科学全般の学習の

導入として重要である。生徒達は授業で見聞きしたことに素直に反応し、興味を持って取り組んでくれた。

高校に入っての最初のSSHの授業であったこともあり、生徒の期待度が大きかったとも言える。

講義や演示実験においては書画カメラやプロジェクターを用いて、見やすくインパクトのある授業を試み

た。また、生徒実験においては1000分の1gまで測定できる精度の高い電子てんびんを用い、実験の正確さ

担保すると共にSSHの授業のレベルの高さを感じさせるよう意識した。感想にもあるように、中学校の授業

との違いを感じ、ある意味当然ではあるが、SSH 校に入学したことを実感する時間となったのではないだろ

うか。
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（２）課題

アンケート結果において、肯定的な回答が多かったのは質問４、５、６、８であり、どれも演示実験や生

徒実験についての質問であった。生徒の理科好き、実験好きが証明されたわけだが、反面、授業内容の理解

についての質問には「よく当てはまる」回答が減り、「あまり当てはまらない」回答がやや多くなっている。

2 時間連続2 回の授業の中で、アリストテレスの四元素説からボーアの前期量子論までの流れを説明した

が、内容をしっかり理解するのはやや難しかったようだ。原子の構造については触れず、化学の基本法則に

ついての実験を充実させ、先達の足跡を辿ることに重点を置く方が、生徒には分かりやすいのではないかと

感じた。原子の構造については、結合や分子の構造を含めて別の単元として実施した方が、話のまとまりと

して扱いやすいと思う。

歴史的アプローチについては一定程度の手ごたえが得られたので、今後は演示実験や生徒実験を充実させ、

初期導入期の学習効果を高めていきたい。 （担当：藤纒）

② エネルギー環境科学

② １.目的

・日本の環境問題を学ぶとき欠かすことのできない４大公害病の一つである「新潟水俣病」。地元、新

潟県で発生した「新潟水俣病」について学び、さらに日本の公害、環境問題の歴史を理解する。

・東アジアで発生している越境大気汚染の現状を学び、地球温暖化など地球規模での環境問題について

理解する。日本を中心に組織されたＥＡＮＥＴ（ Acid Deposition Monitoring Network in EastAsia ）

の活動を知り、国際的な大気汚染対策の実際を理解する。

② ２.内容

・第１回 ５月１８日（水）５、６限 化学教室

（１）新潟水俣病について

県立環境と人間のふれあい館（新潟水俣病資料館）作成のＤＶＤ「新潟水俣病」視聴

（２）日本の公害問題の歴史と環境施策について

（３）新潟県の名水と妙高の優れた自然

・第２回 ５月２５日（水）５、６限 視聴覚教室

（１）越境大気汚染の現状とその対応

（２）ＥＡＮＥＴ（ Acid Deposition Monitoring Network in EastAsia ）の活動の紹介

② ３. 成果と課題

・新潟県で発生した「新潟水俣病」について学ぶことにより環境問題が生徒にとってより身近なものと

してとらえられた。

・マレーシアで開催されたＥＡＮＥＴの会議の内容を紹介するスライドなど生徒の興味を引いた。

・新潟県内に立地する「県立環境と人間のふれあい館」「東アジア大意汚染研究センター」を直接訪問し

て学ぶことができれば一層の学習効果が期待される。

③ 柏崎の自然

③ (１）フィールドワーク（平成23年度には、6月に第１講座、9月に第２講座として実施した。）

１.目的

SSHの目的にもある「地域の豊かな自然環境を生かした」科学教育をつくるための基礎講座として、

博物館と高校との連携によるカリキュラムの開発を目指す。

２.内容

1学年のSSⅠの授業の年間計画に連続3回の講座を設ける。（基本的に水曜日の5，6限に実施。）

・第1回 博物館での事前講座「柏崎地域の自然環境」（6月1日）

・第2回 フィールドワーク 『動植物の採集・観察』（6月8日）

（米山等の自然の中での観察：小グループに分かれての活動

1日あるいは半日単位でフィールドワークの時間を取る）

・第3回 採集・観察結果のまとめと報告会（生徒の相互発表）
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③ (１）フィールドワーク

第１講座『 柏崎地域の自然環境 』

第1回：事前学習 6月 1日（水）13：35～15：35（於：柏崎市立博物館）

フィールドワークの事前学習として実施。柏崎市立博物館の佐藤俊男学芸員を講師として実施した。

教えて頂いた主な内容は、下記のとおりである。

・標本の重要性

そこに何があったか。それを示すのは最後は標本です。写真やインターネットで情報が拡散する

時代。しかし、重要なのはやはり『標本』です。

・フィールドの大切さ

今は、部屋にいながら“知識”を得られる時代。しかし、自分が現地に行ってみたかどうかが大

切。フィールドワークの大切さは、生の姿を見るかどうか、です。

・歴史を学ぶことの重要性

科学する上でも、背景として歴史的な知識があるかどうかがとても大切です。

・図鑑がすべてではない

図鑑は著者のフィールドを中心としている場合が多い。そこに地元での知識を付け加えていく姿

勢が大切。

・何か一つ、地元のものに興味を持とう！

日本はかつてはトンボの国（蜻蛉州：あきつしま）と呼ばれた。湿地や水の豊かな国で、昭和50

年代くらいまではトンボがあふれていた。トンボは豊かな自然環境の象徴でもある。トンボの復活

は日本国の復活でもある。水上の低層湿原でハッチョウトンボをはじめとするトンボや他の生物の

観察から、蜻蛉州に思いを馳せてほしい。

また、湿原や樹林それぞれの環境の中で、「なぜ、この生物がここにいるのか？」疑問を持って見

ていってほしい。生物学から、いろいろなことを考える世界が広がっていきます。

第2回：『 フィールドワーク（Ⅰ） 』 6月 8日（水）8：40 ～ 15：35（柏崎市立博物館）

柏崎地域の自然環境を探ることを目的として実施した。観察地として、海岸沿いに見られる照葉

樹林、と内陸部に見られる低層湿原の計3か所を観察した。

１．西山町御島磯部神社

創祀年代は不詳だが、古い社殿、拝殿、神楽殿などが残る社である。神社の裏手の石部山一帯は、

約300本のスダジイ林（ヤブコウジ－スダジイ群衆）が見られる。高木層にスダジイが光を遮るよ

うに伸び、低木層にスダジイ、ヒサカキ、ベニシダ、ヤブツバキ、シロダモ、アオキなどが見られ

る。新潟県内ではまれなシイの純林で日本海側では樹叢の北限であり、新潟県文化財に指定されて

いる。林内の観察では、シロダモの若木がかなり見られた。将来、

シロダモ林になっていくのではないか、との佐藤先生のお話であっ

た。また、フジやサルトリイバラなどの林縁植物がみられ、林内が 荒

れてきている状況が見られた。

石部神社前にて佐藤先生の講義

シロダモ スダジイの巨樹 スダジイ林頭上の光の帯

２．宮川神社の社叢

「海岸山地の自然植生を知る上で貴重な森林群落である」との選定理由で『新潟のすぐれた自然』

に選ばれ、また、昭和56年には国の文化財（特別天然記念物）に指定されている社叢である。その
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ハッチョウトンボ

ため、許可を得た上で観察に入った。

社殿裏手の急斜面が社叢になっているが、中腹にはシロダモ林が見られる。シロダモ、ケヤキ、

タブノキ、ミズキなどの高木層。シロダモ、ヤブツバキ、ミズキなどの亜高木層。ヒサカキ、

シロダモ、ヤブツバキ、ヤツデなどの低木層が見られる。尾根沿いにはカシワ林が見られる。

また、社殿裏手の斜面には、中越沖地震（平成19年7月）により生じた大規模な崩落跡が見られる。

宮川神社社殿 神社裏山上部から、中越沖地震で崩落した斜面を望む

３．水上の低層湿原

オオミズゴケを中心とした湿原に、ハッチョウトンボをはじめと

したトンボ類が豊かに見られる湿原。

トンボ類は水環境の指標種といわれ、トンボがたくさん見られる

所はきれいな水環境の地である。これには、オオミズゴケの浄化能

力が大いに役立っている。羽化したばかりのハッッチョウトンボを

はじめ、アオイトトンボ、ヨツボシイトトンボ、カワトンボといっ

たトンボ類や、オオコイムシ、などの水生昆虫、トノサマガエルも観察できた。また、湿原脇の川で

は、ホタルブロックが設置してあったが、設置から10年ほどで、現在多くのホタルが見られ、ブロ

ックの設置が成功した例といわれるとのことであった。

ホタルブロック 低層湿原の様子 カワトンボ

第3回：『 事後学習 』

6月15日（水） 13:35～15:35

研修のまとめ（プレゼン作成等）

6月29日（水） 13:35～15:35

研修発表会

③ (１）フィールドワーク

第２講座『 フィールドワーク(Ⅱ) 』 9月28日（水）12：30～17：00

『キタガミトビケラを中心とした水生昆虫の調査』 講師：柏崎市立博物館 佐藤 俊男 学芸員

１.目的

柏崎地域の河川の水生昆虫相を調べ、水質の指標として活用できる事を知り、河川の水質と水生生物

相との関連についての調査の基本を確認する。

２.調査

１）青海川上流域（谷根）

1年生にとっては2度目のフィールドワークであったが、初めて川に入って底石の裏についてい

るトビケラ類、カワゲラ類等の幼生や、プラナリアなどを観察する生徒も多く、予定時間を超えて

観察、採集に熱中していた。

２）柏崎市大平

モウソウチクの進入が問題
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谷根川とは別の流域になる鯖石川中流域でのサンプリングを行った。川底の礫のサイズが谷根川よ

りやや大きくなっており、底生生物相の相違を比較することを目的にサンプリングを行った。

３.結果

集計用紙から

調査場所名 谷根 大平

年 月 日（時刻） 2011.9.28(13:20) 2011.9.28(15:00)

天気 晴 晴

水温（℃） 15℃ 14℃

川幅（ｍ） ７～８ｍ ４～５ｍ

生物を採集した場所 主に流れの速いところ 主に流れの速いところ

生物採取場所の水深（cm） ３０～４０㎝ ３０～４０㎝

流れの速さ やや速い 速い

川底の状態 リンゴ大の石が多い。 小石が多い。頭大の石もある。

水のにごり、におい、その他 澄んでいて匂いなし 澄んでいて匂いなし

魚、水草、鳥、その他の生物 採集中みられなかった 採集中見られなかった

見つかった生物 キタガミトビケラ

ヒゲナガカワトビケラ

ナミヒラタカゲロウ

ヨシノマダラカゲロウ

ウエノヒラタカゲロウ

エルモンヒラタカゲロウ

ガガンボ ハグロトンボ

ウズムシ カワニナ

ヒル ヘビトンボ

キタガミトビケラ

エルモンヒラタカゲロウ

ユミモンヒラタカゲロウ

ウルマーシマトビケラ

ヒメクロサナエ

青海川での採集 キタガミトビケラ巣筒 ヒラタカゲロウ類

４．感想から

・今回のフィールドワークは河川での授業で、森とか林だけでなく、水の中の生物にもいろいろなも

のがいて、川があるから住めるという生物の存在がわかった。色々な生物が河川にはいて、石の浦

などに特に多く、似ているようなものでも違う生物であったりと、生物の奥の深さを気づかされた。

2回フィールドワークをやって、前回はどのような所に注目してやればいいのかわからないところ

もあったけど、今回はしっかりと注目するところに重点を置いてみることができた。また、レポー

トを意識しながらまとめることができた。

・石を見てみるだけでいくつもの生物がみつかったり、水質によって変わっていたり、面白かった。

トビケラを見ることができたのが一番良かったと思う。二回のフィールドワークで、陸と川の生物

の生体の違いや繁殖の違いを少しでも理解することができた。二回とも楽しく興味を持って参加で

きた。

・今回は柏崎の川の上流あたりで研修をしてみて、最初の川と後の川では、川幅、石の大きさ、流れ

などが違い、最初の川には割とすぐに見つけられたものの、後の川ではなかなか見つからず川に流

れの速さに影響しているように僕は思いました（石の少なさも影響しているのか？）。

（資料編 …p116：資料No.9 参照）（担当：細井、寺尾）
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③ (２）海の生物

１.目的

沿岸の海洋生物を観察することにより、豊かな地域の自然環境に目を向けることと、海洋環境の意

味を考えることを目的として講座を設定した。

２.研究内容・方法

１）対象 理数コース1年（34名）

２）日時 10月19日（水）5，6限

３）内容・方法

柏崎市中央海岸において、プランクトンネットを引いてサンプ

リングし、教室で顕微鏡観察を行った。

顕微鏡観察時には一昨年採集した微生物の写真を示し、同様の生物が見られるか注意深く観察す

るよう指示をした。昨年はプランクトン類を観察することができなかったが、今年度は以下のよう

なプランクトン類を確認することができた。

３．成果と今後の課題

昨年と同じ柏崎中央海岸でも、少し位置を変え、潮の流れが穏やかな場所で採集したところ、多く

のプランクトンを観察することができた。生徒にとっても身近な海岸で採集した微生物ということで、

興味深く観察することができた。今回は「海の生物」として予定していた時間に他の講座が入り、昨

年のように事前学習や講義を行うことができなかったことが残念である。地域の生物に目を向ける意

味でも一昨年、今年度採集できたプランクトン類を生かした事前学習や講義を企画し、採集・観察を

より有意義な物にしていきたい。

２）ＳＳⅠサイエンス講座

１.目的

先端科学や各科学分野の現状について、大学の研究者等を講師として学ぶ講座とする。実験・実習等

も取り入れ、科学に関する興味関心を高めるための取り組みとした。

２.研究内容・方法・検証

大学等の研究者による講座を実施し、講座後にアンケートをとり、講座の理解度や興味関心度などを

調べることにより、科学への興味関心度の変化を追跡する。

○ 第1回 ＳＳⅠサイエンス講座 6月22日(水)

『科学入門』 ～ 生命の起源を探る ～ 講師：長岡技術科学大学・生物系 今井 栄一 先生

１.目的

地球上の生命はどこでどのようにして生まれたのか？世界中の研究者

が「海底熱水噴出孔」に注目し、研究を進めているこの分野で、世界の

最先端を走る成果とはどのようなものかを学ぶ。

２.内容（今井先生のテキストから）

生命とは何か

生命とは何かという問いに答えるのは困難ですが，“生命はDNA（デオキシリボ核酸）が持っている遺伝

情報に基づいて，自分自身を形づくって成長し，さらに増殖していく分子機械”と定義する場合があります。

ここでいう分子機械とは機械を構成する部品が分子でできているということです。
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化学進化

ロシアの生化学者オパーリン（A. J. Oparin, 1894-1980）によって化学進化仮説が提唱されました。それは、

生命は原始地球上で得られる単純な有機物質から，自然に起こる反応によって次第に複雑な化合物

が生成し，やがて生命が自然発生的に誕生したとするものでした。

宇宙空間から降り注ぐ宇宙線をエネルギー源として，水を含む一酸化炭素，窒素からなる酸化型の模擬

原始大気に陽子線を照射し，グリシン，アラニン，セリンなどのアミノ酸や核酸塩基のウラシルの生成が

認められています。一方，アミノ酸が地球外から隕石や宇宙塵などによって運ばれたとする考えもありま

す。マーチソン隕石からはグリシンやアラニン，バリン，グルタミン酸，プロリンなどのアミノ酸が検出

されています。

RNAワールドはギルバート（W. Gilbert）によって提唱されました。原始の海にRNAができ，塩基対を

利用して複製を行うとともにリボヌクレオチドをも合成する反応系をもった生命が誕生したというもの

です。RNAワールドが注目されたのはRNAがタンパク質の関与なく自分自身を切って再結合することを見

出したことによります。RNA自体が触媒作用と遺伝情報の保存の両者を担うことから，RNAワールド仮説

は生命の起源に関する論争の中でも主たる考え方となっています。

生命は熱水から始まった

現在の生命は真正細菌，古細菌，真核生物からなっていますが，全生物の遺伝子は共通の祖先（コモノート）

から受け継がれています。そのため現存する生物の遺伝子解析によって過去の進化の過程を探る研究も行われて

います。分子進化系統樹作成にはリボソームRNA（rRNA）遺伝子の塩基配列が多く使われています。リボソ

ームは全生物でタンパク質合成という同じ機能を担っています。同じ機能を持っていることは重要で，もし機能

が変化してしまえば遺伝子の配列も変わってしまうからです。現存の生物を分子系統樹からみると，共通先祖の

系統樹の根本に近いものほど，つまり進化的に古い種ほど生息環境の温度が高いことが知られています。このこ

とから生命の共通の祖先は熱水環境で生息していたと考えられています。

海底熱水噴出孔

生命誕生の舞台となったのは約40億年前の原始の海です。特に注目されているのがマグマ活動の盛んな中央

海嶺付近に見られる海底熱水噴出孔です。海底熱水噴出孔は1977年ガラパゴスでフランスの海洋調査船アルビ

ン号によってその存在が明らかにされました。水深2500mの海底から350℃もの高温の熱水が噴出しているの

が観測され，その周りには多くの生物が棲息していたのでした。このことから海底熱水噴出孔付近の環境で生命

が誕生したのではないかと注目されています。

フローリアクター

海底熱水噴出孔の熱水環境を実験室に作り出す装置を開発・製作し，これをフローリアクターと呼んでいます。

従来の海底熱水噴出孔の熱水環境を想定した実験はいずれも密閉容器を使ったものです。密閉容器はエネルギー

を与えることは可能ですが，物質の供給はできません。本装置は海底熱水噴出孔のように物質としての反応溶液

と熱エネルギーの双方を供給し，海底熱水噴出孔の熱水環境を世界で最初に実現しました。我々はこの装置を使

ってアミノ酸の重合が熱水環境で起り得ることを明らかにしました。この結果は原始生命が海底熱水噴出孔付近

で誕生した可能性が高いことを示すものです。

アストロバイオロジー

アストロバイオロジーは地球および地球外で生命の起源・進化・分布・未来を研究する学問領域です。宇宙の

誕生から地球の誕生といった天文学や地球科学の他に，現存する生命がどこまで分布しているかを解明する極限

環境生物学なども含まれます。生命の起源や進化を扱ってきた学問分野では生命はどのように誕生したかを考え

るためには，生命とは何かという問題も浮かび上がってきます。これらを解明するためには地球上の生命だけを

対象とするのではなく地球以外の生命探査も重要なテーマとなってきます。地球の生命だけでは生命を語れない

のです。アスロトバイオロジーは生命とは何かを宇宙に問いかけることになります。

３.アンケートから

・実験道具をすべて作ってしまうのがすごいと思った。意外にも身近な所で材料を入手していたのに驚い

た。今生きている年代とは全く離れた時代の起源をここまで正確に突き止められるなんて思ってもいなか

った。その調べるきっかけになったのが、特に自分の意志ではなかったというのに、突き止めてしまうの

はすごい。アストロバイオロジーという分野があることを今まで知らなかったので、宇宙のことに余計に

興味がもてた。
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・初めて聞く言葉がたくさんあったけれど、とても分かりやすくて楽しかった。“生命の起源”に関して

本当にたくさんの人がいろんな実験をしたり考えたりしていることが分かった。海底熱水噴出孔を初めて

知り、今回ですごく興味を持てたのでもっと詳しく知りたい。

・テーマを見る限りでは生命の起源なので生物のことについて講座をするかと思っていましたが、内容は

宇宙のでき方、他の惑星には生物は住むことが可能なのかなど生物系とは違う内容もこの講座では含まれ

ていて全体を通してとても聞きやすかったです。特に興味を持って聞くことができたことは他の惑星には

生物がいるのかという話でした。どの星にも生物が住める条件があることがこの講座のおかげで知ること

ができて良かったと思います。今回の講座は楽しめて受けられたので、今後もこのような講座を開いてほ

しいです。

・細かいところからしっかりと説明してもらえ本当によく分かった。今までよく意味とか理解せず「生命」

という言葉を使っていたが「生命」とはどんなものが生命？ということに対してしっかりと答えられるよ

うになった。生命だけでなく宇宙の誕生などの他のルートもありそこから「生命の起源」に迫っていて、

「生命」がいかに深いものなのか痛感させられた。世界初の実験を行ったというのも驚いた。深い内容で

全部理解できたとは言えないが「生命」の第一歩は踏み出せたと思うのでこれからも興味を持って行きた

い。

・生命の誕生のことについてよく知ることができた。生命は熱水によって誕生したものであるということ

が分かった。あと水深2500ｍの海底から350℃の高温の熱水が噴出されているのが観測されてその周りに

は多くの生物が生息していたのでこの付近の環境で生命が誕生したのではないかと注目されているとい

うことを知れた。又聞く機会があったら聞きたいです。

・生命の起源という非常に難しい内容であまり理解することができないと思っていたがとても分かりやす

い説明でおもしろかった。熱水噴出孔から生命が生まれた説の根拠が多く示されていて納得することがで

きた。また宇宙にも目を向けて生物の起源を調べるアストロバイオロジーという分野があることについて

は初めて知って驚いた。RNAというのが何か調べてみたい。

（担当：吉田）

○ 第２回 ＳＳⅠサイエンス講座 10月26日（水）

『 イメージを覚える脳、思いだす脳 』 講師：新潟大学 医学部 生理学教室 長谷川 功 教授

生理学教室というのは、体が働く仕組み、メカニズムを扱う所です。

目に見えないので分かりにくいのです。今日は、まず１）記憶が脳のど

こにあるのかについて話します。『「記憶」は脳のどこにあるか』。次に

２）視覚と脳の関係について。『大脳視覚システム』３）さらに、もの

の形の記憶のしくみ。『図形長期記憶の脳内表現』４）遺伝子を活性化

する脳のしくみ『イメージ活性化の脳内メカニズム』について話します。

１．「記憶」は脳のどこにあるか

これがヒトの脳です。記憶が脳にあるかどうかは分からないですね。人間はいつまでも学習する生きもの

ですね。脳が成長するといろんなことが覚えられる。動物は生後何年かで学習は終わるが、人間は 50、60

になっても学習を続ける。

記憶とは何でしょう？（生徒「覚えること」）。記憶力がいいとは、どうしたらわかる？「記憶のしかたが

いい」ということ？過去の経験を再現する能力。これが記憶。記憶には「記銘（おぼえる）」、「保持（おぼえ

ている）」「想起（おもいだす）」の過程がある。これが心理学による記憶の定義です。最近のコンピュータサ

イエンスでは、これを「符号化encording」、「貯蔵storage」、「検索 retrieval」としている。

「記憶」を頭で覚える、ととらえると、意識的・知識的なものとなり、陳述的記憶という。これは、A:エ

ピソード記憶（朝ごはんに何を食べてきたか等）とB:意味的記憶（ものの定義など）に分けられる。

記憶を考えるときに、二段階仮説がある。短期記憶と長期記憶を考える。短期記憶は一過性・容量（覚えら

れる量）制限が特徴。魔法の数７プラスマイナス２というのがある。これは意味のない数字、例えば電話番

号などを覚えられる桁数はせいぜい 7 桁。たとえば、この数字（8 桁）を見て、一度消して、再現できます

か？どうして覚えました？覚えやすい塊にして覚える方法がある。今、彼女（生徒）がしたのは 3 ケタと 5

ケタにして覚えた。これをチャンクという。このような方法をとらないとき、1 時間後に思いだそうとする

と、結構大変である。これに対して、長期記憶がある。これは永続的・無尽蔵ということが特徴である。漢

字などでは、一生覚えている。またいくらでも覚えられる。数も1000も、それ以上も覚えていられる。



29

脳について見ていきます。私は、脳について興味があって医学部に入った。人間の脳を見たいと思い、脳

外科に進んだ。記憶を保持する脳内の現象を見たい。記憶といってもいろいろある。まず、陳述的記憶（表

現できる記憶）と、非陳述的記憶（表現できない記憶）がある。陳述的記憶には、エピソード記憶と意味記

憶があり、これは内側側頭葉（海馬）・間脳が司っている。非陳述的記憶では、さらに手続き的記憶（習慣

等）は、大脳基底核・小脳が、プライミングは大脳皮質が、また、古典的条件付けの情動は扁桃体、骨格筋

運動は小脳が、担う。また、非連合学習は反射路が担う。

古典的条件付けで有名なのは、パブロフの犬。古典的条件付けに関与する部分は小脳、扁桃体。手続き的

記憶というのは、小脳に関する記憶。スポーツ、腕前、熟練工など。日常でも歯磨きなど。技能学習＝｢体で

覚える｣ものとしている。

記憶は脳のどこにあるか、というと、少し複雑になる。

ここでは試験前の記憶のときの部位を考えるてみる。扁桃体・海馬。記憶の回路としては、大脳辺縁系の

回路（海馬→脳弓→乳桃体→視床前核→帯状回→海馬）となる。内側側頭葉の損傷事例や、昔は難治性てん

かんの治療に海馬切除が行われていたことから海馬の機能を考えられる。海馬をとるとてんかんがおさまる。

てんかんのうち80％の人は薬で治る。20％の人に海馬切除手術が行われていた。切除すると記憶障害『順向

性健忘症』がおこる。これは、新しいことを覚えられないが、それに比べて古い記憶は忘れないタイプであ

る。このようなことから、内側側頭葉には「古い記憶は貯えられていない」のではないかと考えられた。

記憶は脳のどこにあるか？覚醒下の脳手術中に側頭葉連合野の表面を電気刺激すると、視覚的・聴覚的経

験が甦ることがある（側頭葉電気刺激による経験反応の誘発 Penfield＆Perot1963）。言語野を刺激すると、

１，２，３といった数字が言えなくなったり（スピーチアレスト）、運動野を刺激すると手がピクリと動いた

り、といったことが観察された。こうしたことから、脳の中に体の地図がある（体部位再現）と考えられた。

側頭葉を刺激すると、運動などとは関係ないが、自分の小さいころに流行っていた歌が思い出されたり、と

いった聴覚的な記憶の再現やうちの庭に小鳥が飛んでいたといった視覚的記憶の再現が誘発された。側頭葉

には視覚的・聴覚的記憶があることが分かった。側頭葉連合野の病変で古い記憶が失われることがある。こ

うしたことから、視覚認知の中枢である大脳視覚野そのものに「視覚の記憶」が貯えられるのではないか？

と現在は考えられている。

短期記憶と長期記憶の二段階仮説の生理学的モデルを見る。

短期記憶は、刺激のたびに活性化される神経細胞集団のネットワーク（Dynamic cell assembly）が担っ

ている。これが繰り返されるうちに、記憶固定（memory consolidation）が起こる。これには活動依存的な

シナプス伝達効率の変化が関与する。細胞レベルで言うと、神経細胞と神経細胞のつなぎ目をシナプスとい

う。ニューロンが軸索を伸ばしてシナプスを作るが、これが次のニューロンを活性化する。手前のニューロ

ンが興奮するときに、次のニューロンが同期して興奮することにより、シナプスが強化される。同期した興

奮がないとシナプスは退化する。と考えられた（ヘブの法則）。

この中で海馬は記憶の固定に関わる。記憶を蓄える場所自体は大脳、と考えられている。大脳の神経ネット

ワークの再活性化が記憶の想起、という考えが主流である。それに従うと、海馬(内側側頭葉）がやられると、

大脳連合野に貯えられている古い記憶は残るが、新しい記憶の固定が起こらないので、新しいことを覚えら

れない、と考えられる。
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２．視覚と脳の関係について『 大脳視覚システム 』

次に、物を見るときの脳内メカニズムを見ましょう。

眼球（網膜）→視神経→視交叉→視索→外側膝状体→視放線→一次視覚野V1のルートがある。

一次視覚野からさらに、先がある。一次視覚野の神経細胞の特徴を見るてみる。ひとつは受容野。金属微

小電極法と油圧マニピュレータを活用して、受容野の単一細胞活動記録を見る方法がある。V1 の細胞は明

暗の境界を検出していることが分かった。一次視覚野の神経は、明暗の境界が視野のどこにあるかというこ

と、明暗がどの向きかを検出する。視覚野 V1 から上方に背側視覚経路があるが、ここが、位置、奥行き、

運動の方向の認知に関わっている。一方、横方向には腹側視覚経路があり、物の形や色の認知に働いている。

脳の半分は、世界の半分を表している。左の視覚野は視野の右半分を担っている。片方の脳の障害により、

半側色盲がおこる。脳領域のうちV1は色の認識、TE（側頭葉）は形の認識に働いている。脳梁後部離断パ

ラダイムの電気生理実験の結果、前頭連合野からのトップダウン信号によると考えられる。

３．『図形長期記憶の脳内表現』

図形ペア連想記憶課題。サルを使った12対の図形ペアを使ったオペラント学習を実施している。

図形とジュースの関連を学習したサルの脳の側頭葉の単一ニューロン活動を調べる。

あるニューロンはペアを組む図形に対する応答に有為な相関がみられた。サル側頭葉の単一細胞活動記録

から分かったことは次のようなことである。

① 新しい図形の連想学習は側頭葉ニューロンの視覚応答性に反映する。これは、長期記憶の「保持」に

関連した脳活動と考えられる。

② 特定の図形を連想する必要に応じて、ニューロンの活動が誘発されることがある。

これは、長期記憶の「想起」に関連した脳活動と考えられる。側頭葉ニューロンの活性化ルートとしては

つぎのように考えられる。後頭葉からのボトムアップ入力。視覚入力がなくても、イメージが浮かぶが、こ

れはどこから来るのだろう。例えば、スフィンクスを見ていなくても、頭の中でその姿をイメージできる（ラ

イオンの体にヒトの頭）。そのしくみは？一つの仮説は、トップダウン信号の仮説。見えないイメージの想

起に、前頭葉から側頭葉への信号が役立つのではないか？という仮説を私たちは立てた。

大脳半球間の部位特異的な交連結合がある。脳梁後半部離断パラダイム

脳梁がどのような働きをしているか？人における脳梁の機能について調べた。脳梁がつながっていると、

左右の脳で情報交換ができる。右大脳半球へ文字入力（例えば『騎士』）をすると、左視野に『騎士』と映

る。そこで左大脳半球から、「『騎士』です」と言語出力がある。脳梁を完全に切断する（脳梁完全離断）と、

左大脳半球からの言語出力は「何も見えません」となる。

ところが、脳梁後半部離断を行うと、左大脳半球からの言語出力は、「うまく言えないけれど何か見えま

す…。2人の格闘家がローマの円形闘技場で…鎧や兜を身につけて馬に乗り…闘っているようです…」（『騎

士』という言葉は出てこないが、その属性を説明しようとする）となる。これのサル版を作ろうとした。マ

カクザル脳梁後半部離断パラダイム。

視覚連合野から反対側の脳へのルートは切断する。視覚連合野から前頭連合野を経由して脳梁前半部を通

って反対側の脳へ視覚情報（ボトムアップ信号）が行く。これはトップダウン信号となっていく。

トップダウン信号はボトムアップ信号に比べて、やや遅れて反応する。

脳梁後部離断パラダイムの電気生理実験により、前頭連合野からのトップダウン信号による側頭葉の記憶

ニューロンの活性化が検証された。見えないイメージの想起にトップダウン信号が役立つ。

アンケート（感想）から

・脳に注目して考えることが少ないので、今回はとてもよい経験になりました。まだ学んでいない分野ということ

もあり、難しかったけれど少し理解できるところもあり、とてもよかったです。先生方の研究をもっと進めてい

ってこれからの認知症などの脳の障害を軽くしていけたらいいなと思いました。

・生きていくことは、毎日脳が働き続けていき、何かを覚えていく。その記憶はどこにあり、どのようなメ

カニズムであるのかなど、とても面白い内容だった。人体でもよく知られていない部分をどのような方法

で何が知れたのか、また知れたことをどのように活用するのか、興味深いことばかりである。医学の研究

についてもっと学びたいと思った。

・難しそうなイメージだったけれど、面白かったです。記憶にはいろいろな記憶があって、それぞれ脳の様々

な部分が担当していて、どこかがなくなったりするとちゃんと機能しなくなることが分かった。生き物っ

てすごいなあと改めて思いました。医学分野に興味を持つことができたのでよかったです。

（担当：寺尾）
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○ 第3回 ＳＳⅠサイエンス講座 12月7日(水)

『数学入門』 ～「 オイラーの多面体定理と地図の塗りわけ問題 」～

講師：新潟大学 自然科学研究科 秋山 茂樹 准教授

１.目的

大学での数学にふれることで、より数学への興味･関心を高めてもらうために設定した。この講座をき

っかけとして進路選択にて数学科を選ぶ生徒が出てくれると幸いである。

２.内容

（前半） まず生徒にいろいろな立体を書かせ、その頂点、

辺、面の数を数えさせた。その３要素の関連性を考えさせ、

オイラーの多面体定理 v(頂点)－e（辺）＋ｆ(面)＝２へと

つなげた。その後、この定理の証明を、立体を平面図形に

変え、辺を消してグラフ理論における「木」へと変形させ、

その上で、必ずｆ(面)＝１ かつv(頂点)－e（辺）＝１であ

ることを使っておおまかに定理の証明を行った。

(後半) 地図を「全ての頂点で３つの面が接しているグラフ」と定義し、そのグラフが６色で塗り分

けられること(６色定理)を行った。まず、３角形の面の数＝f3 、四角形の面の数＝f4 ・・・と定義し、

f1+f2+f3+f4+･･･=2e f1+f2+f3+f4+･･･=3v f1+f2+f3+f4+･･･=f を立式した後、オイラーの多面

体定理から、12=5f1+4f2+3f3+2f4+f5-f7-2f8-3f9･･･

を導いた。この式が成り立つことを具体的なグラフを書いて

確認する作業を行ったが、生徒は「全ての頂点で３つの面が

接しているグラフ」がうまく描けず少し時間がかかった。

そのため何とか時間内に６色定理までたどり着いたが、おお

まかな証明に終わった。

３.成果と課題

生徒のアンケート結果を見ると、難しく理解が追いつかない生徒もいたが、おおむね理解し、数学

を学ぶことへの興味が増した生徒が多数だった。数学への興味・関心を深めてもらうという最初の目

的は達成できたといえる。活動を入れていただいたこともあり、時間が足りなくなってしまった。興

味・関心だけではなくもっと数学の楽しさ、奥深さを体験できるよう、半日程度時間を確保すべきだ

ったと考えられる。

（生徒の感想）

・やや受動的だったのが少し残念であったがとても美しい公式・定理に触れることができ、充実した

時間だった。

・自分の新たな引き出しとして、今回講義を受けることができたのは非常に良い経験であったと思う。

・普段何気なく見ていた図形に法則性があったという事を知り、びっくりしました。こういう風に色々な

事に視点を変えて見ると、新しいものが見えてくるのだなぁと思いました。

・今回の講義はたくさんの事を学んで、特に数学のおもしろい所を感じられました。もっと数学に興味

が湧いてきたので、今回の講義を受けて良かったです。

(担当：金井)
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３）ＳＳⅠサイエンスツアー（１年生）

１.目的

ＳＳⅠ授業の一環として自然科学系の大学や研究機関等を訪問し、最先端の施設や技術を目にするこ

とで科学に対する興味・関心を深める。また、これにより本校のＳＳＨプログラムに対する意識向上を

図る。

２.目標

目標を達成するため、以下の点に留意した。

①事前学習を十分行い、見学する大学および研究機関の研究内容など情報収集をする。

②研修先においては説明をよく聞き、メモをとる。

③事前学習で生じた疑問や質問あるいは当日の説明に関する質問は積極的に質問する。

④事後のまとめを行い、レポートを作成して提出する。

３.研究の内容・方法・検証

（１）期間 平成２３年８月８日（月）～８月１０日（水）

（２）場所 京都・福井方面

・福井県立恐竜博物館

・京都大学再生医科学研究所

・京都大学エネルギー理工学研究所

・京都府立植物園

（３）対象 1年生理数コース ３４名、引率教員２名

（４）内容

事前学習 ７月２５日（月）４，５限（２時間）

全体説明、見学場所の説明

ＥＳ細胞他幹細胞についての講義、京都大学再生医科学研究所長澤教授の研究の紹介

事前学習 ７月２６日（火）４，５限（２時間）

地質時代について講義

各研究所の研究内容、施設内容についての調べ学習

直前指導 ７月２９日（金）

しおりの配付／直前指導

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

○８月８日（月） 福井県立恐竜博物館 １３：００～１５：３０

・講義 「福井県の恐竜発掘について」 福井県立恐竜博物館 主任研究員 野田 芳和

・常設展・特別展 見学

○８月９日（火） 京都大学再生医科学研究所 ９：００～１２：００

・はじめに 岩田 博 教授（所長）

・研究所紹介ＤＶＤ上映

・講義 長澤 丘司 教授

・施設見学 電子顕微鏡、ＭＲＩ、ヒトＥＳ細胞処理施設

・まとめ・質疑応答

○８月９日（火） 京都大学エネルギー理工学研究所 １４：００～１６：００

・研究所の概要の説明 尾形 幸生 教授（所長）

・施設見学 ヘリオトロンJ （プラズマ閉じ込め装置）

DuET/MUSTER （材料試験、解析装置）

NMR （有機・バイオ材料解析装置）

・意見交換

○８月１０日（水） 京都府立植物園 ８：３０～１０：００

・植物園の説明・観覧 金子 明雄 園長

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

事後学習 ８月１８日（木）１～４限（４時間）

８月３１日（水）レポート提出
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（５）検証

ⅰ）サイエンスツアーの前後で各研究機関、およびその研究内容に関する印象や理解度がどの程

度変化したかをアンケートにとって比較する。

ⅱ）研修レポートについて記述要領を次のように指示し、事前学習で調べた内容、および研修後

に理解できた内容や感想等をまとめさせた。また、今回のサイエンスツアーの評価は提出さ

れたレポート内容によって行った。

① 研修全体の目的の記述

② 事前学習の内容（共有情報）

③ 各研究機関・講義のテーマ毎に次の (a) ～ (ｆ) について記述

(a) 研修の目的

(b) 研修の内容 ・ キーワード

(c) 研修を通して理解できた点・疑問を持った点

(d) 研修を実施する前の印象と実施後の印象

(e) 研修を実施しての感想

(f) その他

④ 全体を通しての感想

４.成果と課題

（１）成果

① アンケート結果から研修前は「興味を持てた」・「ある程度興味を持てた」を答えた生徒は７２％

であったのに対して、研修後にはこれが１００％になっている（p107 資料No.2の【１】参照）こ

とから生徒には有意義な内容であったことが分かる。各研究機関の中で最も印象に残っている研修

場所は京都大学再生医科学研究所であった。一定の環境に徹底管理されたヒトＥＳ細胞の処理施設

がとても印象深かったように思われる。また、各研修場所ともに研修前に比べ、興味・関心が高く

なっていることやアンケートの文章からも、説明をうけ最先端の施設を見学できたことで各分野へ

の興味・関心は確実に高まっていることが分かる。

② 生徒の研修レポートは概ねよく書かれていた。各研究機関につきＡ４紙２ページ程度を課したこ

とで負担は大きかったが、レポート作成のために研修後に分からないことを調べ、理解を深めるこ

とが出来たように思う。また、昨年度より訪問機関の数を少なくしたことで、事前学習を含め的を

絞って確認させることが出来た。研究に取り組む姿勢を含め、今回学んだことが今後の課題研究や

進路選択に生かされることを期待する。

生徒のレポートから感想のいくつかを紹介する。

【福井県立恐竜博物館】

・福井県で化石が発掘されていたことに自分はとても驚きました。そして、フクイラプトルという名

前が付けられていたことです。正直、自分は日本は化石は発掘があまりされないと思っていたけど、

博物館へ行って恐竜について身近に感じることができて良かったです。

・福井で初めて化石を発見した人が女性で、しかも中学生だということに驚いた。発掘調査の写真でも、小さ

い子や学生など、若い世代がたくさんやっているのを見て、興味がある者同士が集まるからこそ、標本や全

身骨格を復元出来るのだろうなと思った。

【京都大学再生医科学研究所】

・ES細胞や、CAR細胞の研究が発展して実用化までしたら、これまでのいろいろな病気で苦しんでき

た人たちは、楽になると思うから早く実用化までしてもらいたいなと思いました。

・事前学習の時から難しく、理解できるか心配だった。講義を聞いても理解するのは難しかったが、血

液に限定された講義だったので興味を持って聞くことができた。

【京都大学エネルギー理工学研究所】

・どの機器も興味深かったが、特にヘリオトロンＪは関心を持つことができた。ヘリオトロンＪの前に

ヘリオトロンA,B,C,D,DMがあり、耐久面などの問題を解決し、試行錯誤を繰り返した結果今のヘリ

オトロンＪが出来たと聞き、機器の開発にはとても時間がかかるが、研究を進めるためには重要なの

だと感じた。
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・電力不足や発電所関係の話題がとても多いので、見学がとても楽しみだった。今まで核分裂は近くの

施設などで勉強して知っていたが、核融合は初めて聞いた言葉だった。私はずっと原子力中心だと思

っていたけど、他にもバイオマスや太陽光などいろんなエネルギーがあると知り、エネルギーの問題

がより身近に感じた。節電などに気を付けながら、エネルギー生成にも関心を持っていきたい。

【京都府立植物園】

・園長さんが一つ一つの花の由来や特徴を親切に教えてくれて私は植物に興味をもちました。植物園は

植物の歴史や特徴について学ぶためにとても良い場所であると思いました。

・この園はすごいと思います。何がすごいかというと、「地域とのかかわり」です。大正１３年に公開

されてから約９０年が経っています。それにもかかわらず、今もなお、開園しているのは地域の人々

のおかげだと思います。この園には３２人の職員がいると聞きました。自分はその３２人と地域の人々

が協力して今の植物園があるのだと思います。植物についても学べましたが、人との協力の大切さに

ついても学ぶことができました。

【研修全体を通しての感想】

・この研修を終えて、生物への関心が高まりました。そして、レポートを作成するためにいろいろなこ

とを調べたので、知識が身につきました。研修で学んだことを授業や課題研究に生かしていき、進路

の判断材料にしていこうと思います。

・「純粋に科学ではない問題」にも取り組まなければならない現実があることが分かった。例えば、ES

細胞では倫理的問題。ヘリオトロンJでは放射能と住民理解。植物園では、「学びの場」と「公園」

の両立。それぞれの施設、装置に携わったいる方々は、その問題に責任を持ち、自分ができる最善を

尽くしていらっしゃった。私はその姿に感動するとともに、その行動力の裏に自分の携わっているこ

とへの誇りや、愛があることが感じられた。

（２）課題

サイエンスツアーⅠの見学場所の選定にあたっては、理科の授業カリキュラムを考慮し、１年時に履

修する生物分野、生物に関連深い地学分野、生徒の関心が高いと思われるエネルギーに関わる物理分野

を選定した。生徒の履修状況をふまえて、各研究機関の方々に分かりやすく説明いただいたことで生徒

も充実した研修を送ることが出来た。しかし、中には高度な内容のため理解できなかった部分があり、

自信をなくす生徒も見られた。サイエンスツアーの目的は生徒の興味・関心を引き出すことにあるため、

「興味・関心を持ったものについて、よく確認してこれからにつなげよう」というところを強調し、必

要以上に負担を感じさせないようにしていきたい。

（資料編 …p107:資料No.2 参照）（担当：細井）

◆ SS(スーパーサイエンス)Ⅱ

１）『 U講座 』（高校・大学連携講座）

１．目的

U講座は、1つのテーマについて、高校での講義と実習を経験し、基礎的な理解を深めた上で、専門

家の講義を通して一層理解を深めようとの目的で、第2年次より設定した。

２．内容

2校時連続の授業を3週継続して1テーマを追求する形をとった。今年度は下記の①～④のテーマで実

施した。

① Ｕ講座 数学分野 「内積の見方・考え方」

② Ｕ講座 物理分野 「低温の科学」

③ Ｕ講座 化学分野 「ガラスをつくろう」

④ Ｕ講座 生物分野 「光合成をつかまえろ」

各内容について以下の通りである。

① Ｕ講座 数学分野 「内積の見方・考え方」

１.目的

身の回りの応用を含めて，大学で学ぶ数学の中でも重要な，「内積の見方・考え方」と「一次式や一次

不等式の捉え方」について学習し，理解を深める。
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２.対象生徒 : 理数コース２年（数学系選択者７名）

３.実施内容

【第１回】授業「ベクトルとは何か」

（１） 平面上のベクトル

（２） ベクトルの演算

【第２回】授業「ベクトルの演算」

（１） ベクトルの成分

（２） ベクトルの内積

【第３回】講義「内積から見た一次式と一次不等式」

（１）相加平均と相乗平均の不等式

（２）相加平均と相乗平均の一般化

（３）ベクトルの正射影と内積の関係

（４）一次方程式（超平面）と

一次不等式（半空間）

［講師］

新潟大学大学院自然科学系教授

理学博士 田中 環

専門分野

・最適化理論

・オペレーションズ・リサーチ

・凸解析学

４.アンケート結果（抜粋）

（１）特に印象に残った内容

・定理や公式が様々な方法で書き表せるところ。今までは一つの方法でしか表せないと思っていた。

・内積を使い一次不等式（が表す領域）を図示できること。今までは内積と一次式は関わりあると

は思わなかった。

・今まで見たことのある定理を別の定理を使って証明したこと。

（２）感想

・内積と一次式には深い関係があるということが印象的だった。

・全体的に難しかった。

・数学で習うことはその単元以外でも役立つのだなと思った。

・なんとかベクトルが分かってよかった。

・いろいろな式が出てきた。高２までで学んだ式も多かったけど、まだまだこんなものではないと

思い知らされた。

５.成果と課題

（１）成果

Ｕ講座が実施された２年生の５・６月の時点では，ベクトルは未習分野であった。しかし，授

業で学習する前に平面上のベクトルの「内積」までを学習し，さらに既習分野である一次不等式

や領域，線形計画問題などと関連させながら学習することを通して，「内積」に対する興味・関

心を高めることができた。

（２）課題

「ベクトル方程式」については，田中先生の講義の前の２回の授業では（授業の回数も限られて

いて）学習することができなかった。ベクトル方程式について学んでいれば，さらに理解が深ま

ったと思われる。Ｕ講座の実施時期とテーマについて，検討しなければならない。

（担当：布施）

② Ｕ講座 物理分野「低温の科学」

１.目的

ドライアイスや液体窒素を用いた低温状態において、物質に生ずる様々な物理現象を観察し，その物
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性について考察する。また、エネルギーを効率的に活用する手段として期待されている超伝導現象を理

解するために，高温超伝導研究の先駆けとなった超伝導体（ＹＢＣＯ）の作製を行う。

２.実施対象： 理数コース２年（選択者：１１名）

３.実施場所：本校（物理教室）

４.実施内容

【第１回】化学反応と物質量・超伝導体（ＹＢＣＯ）の調合と、ドライアイスを用いた実験

［実施日］５月６日（金）

［目的］超伝導体の作製に必要な薬品の混合比を計量するため、化学反応と物質の量的関係について

の基礎知識を確認する。そして実際に超伝導体の作製を開始する。また、ドライアイスを用いて低

温、および三態変化、二酸化炭素の性質についての理解を深める。

［内容］

(1) 化学反応と物質の量的関係

・ 化学反応式，物質量の確認

・ 超伝導体の作製に必要な薬品の分量の算出

(2) 超伝導体の作製

① 薬品「酸化イットリウム」「炭酸バリウム」「酸化銅（Ⅱ）」

から生成に必要な分量を電子天秤を用いて計量

② 乳鉢・乳棒を用いて混合・撹拌（１時間程度）

※ 以下③～⑦の操作は、昼休み・放課後等を利用した。

------------------------------------------------------
③ 撹拌した薬品をアルミナの「るつぼ」に移し電気炉にて熱処理し酸化を促進。

（温度：900℃，加熱時間：約5 時間 ，冷却：室温まで10時間以上かけて徐冷）

④ 熱処理した薬品を再度乳鉢で粉砕・撹拌（１時間程度）

⑤ ③同様に電気炉にて２度目の熱処理

⑥ 熱処理した薬品を再度乳鉢で粉砕・撹拌した後，油圧プレスを

用いて10mm径のペレット状に３ｔの加重を加えて成形した。

⑦ 電気炉にて仕上げの熱処理

（温度：935℃，加熱時間：約8 時間，冷却：870℃で2時間維持し、

その後10時間以上かけて常温まで冷却）

------------------------------------------------------
(3) ドライアイスを用いた実験

・ 熱電対を用いたドライアイスの温度測定 ・ 気化した炭酸ガスによるロウソクの炎の消火

・ 水平面上のドライアイスの運動 ・ ドライアイス上の金属片の運動

・ ドライアイスの気化と体積変化 ・ 炭酸ガス上でのシャボン玉の浮遊

【第２回】熱と温度の関係性（絶対温度の概念）と、液体窒素とその低温状態での物性

［実施日］５月２０日（金）

［目的］気体の法則から絶対温度の概念を導入し，熱エネルギーと温度の関係について理解を深める。

そして，低温環境で起こる様々な物理的な現象を観察し，その発生原理を考察する。

［内容］

(1) 熱エネルギーと温度の関係

・ 気体の法則と絶対温度

・ 粒子の熱運動と内部エネルギー

(2) 液体窒素を用いた実験

・ 熱電対を用いた液体窒素の温度測定

・ 液体酸素の観察（磁性の確認・燃焼）

・ 金属の電気伝導性の変化（渦電流による反発力変化）

・ 電池の冷却と起電力の変化

・ 真空ポンプによる窒素の固化〔◆写真 右上〕

・ 冷却に伴う気体の体積減少

・ 様々な物体の冷却（食品・ボール・炭酸飲料）

・ 超伝導体のマイスナー効果・ピン止め効果の観察〔◆写真 右〕
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【第３回】超伝導研究の現状（講義・演示実験）

［実施］６月１０日（金）

［講師］新潟大学・理学部 山田 裕 教授

［目的］超伝導現象の仕組みについて解説および演示していただき，低温における物性の一端を理解

させる。また，超伝導研究の発展の歴史と今後の展望について紹介していただき，研究活動

の果たしてきた役割やプロセス，意義について考えさせる。

［内容］

(1) 講義〔◆写真 右〕

・ 大学で学ぶ物理と高校で学ぶ物理の相違点

（取り扱うスケールの違い）

・ 物理学における数学の重要性

・ 超伝導現象の基礎

・ 物質の電気伝導性と温度の関係

・ 極低温達成への努力の歴史と超伝導の発見

・ 銅酸化物超伝導の発見と臨界温度の上昇

・ 超伝導体の作製方法

・ 様々な超伝導物質

・ 特殊な条件下（超高圧下・天体内部等）における超伝導現象

(2) 演示実験

・ 冷却した金属を用いた電磁誘導

・ 大型超伝導物質によるマイスナー効果・ピン止め効果の観察

〔◆写真 右〕

・ 超伝導リニアの浮上実験

・ 生徒作製の超伝導体を用いがマイスナー効果の検証

【生徒の感想】（抜粋）

・とても楽しかった。物質の状態変化などにも興味が持てた。

・液体窒素が固体になるところを見れて良かった。

・冷却した気体の酸素が液体になると磁石にくっつくようになるのが疑問に感じた。

・そう簡単に超電導物質は作ることが出来ないということが分かった。

・とても多くの事を学べとても良かったです。

・新しい物理の知識を得られて、より物理に興味が持てた。しかし、超電導物質の理解がまだ浅い

ので、さらに深い知識にしていきたい。

５．成果と課題

【化学反応と物質量・超伝導体（ＹＢＣＯ）の調合】

化学の授業では、分子量などについてまだ未学習ということもあって、試薬の定量にはやや無理

なところもあった。しかし、実際に薬品の必要量を計算させ調合させたことにより，より具体的に

理論の重要性を認識させることができたと考えている。

【ドライアイス・液体窒素の性質】

ドライアイスについては氷菓の保冷剤など身近で利用されており，生徒の多くはその性質につい

て十分に理解をしていることから，二酸化炭素の物性についてより深く理解させられるように工夫

した。また，液体窒素については，これまでのサイエンス講座等でそれを用いた演示実験を見てい

ることから，一般的に行われている標準的な実験ではなく，より低温の物性に焦点を当てた実験を

実際に体験できるよう配慮した。

印象に残る実験としては「液体酸素の色や磁性の確認」や「真空ポンプを用いた窒素の固化」な

どが挙がっている。実際に初めて観察したものに関心が集まっていることが分かる。

【大学教員による講義「超伝導研究の現状」】

講義前から生徒の関心度が高く，大型の超伝導体上で永久磁石を浮遊させたりレール状に配置さ

れた永久磁石上を浮上しながら超伝導体を等速で移動させたりする演示実験ではしっかりと観察し

ようとする姿勢が見られた。しかし，超伝導現象の発生の仕組みについては高校物理のレベルを上
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回っていたこともあり，生徒の十分な理解が難しかったようである。一方で生徒の感想にもあるよ

うに，大学での講義に対するイメージや物理学の発展の歴史，極限状態の物性など，これまで高校

で知ることのできなかった内容に触れることで，生徒の持つ知的好奇心を大いに刺激するができた

と感じている。

【講座全体】

超伝導体の作製体験は，生徒にとって思ったより簡素な方法で作製できることが分かり興味を持

ったようである。また，撹拌・熱処理の作業を通して時間と手間がかかることが分かり，研究の大

変さも理解できたようである。

アンケートの結果、講座を通して９割程度の生徒が疑問に感じたり，もっと知りたいと感じたり

しており，この分野に関する興味関心を高めることに十分成功したと考えている。

（資料編…p116：資料No .10 参照)（担当：東條）

③ Ｕ講座 化学分野「ガラスをつくろう」

１ 目的

古くは宝石や工芸品として珍重され，現在は実用品としても広く用いられている「ガラス」を取り上

げ、その歴史や種類，性質などを化学の目でとらえる。さらに、高機能ガラスのひとつとして，イオン

電導ガラスについての講義を新潟工科大学の日下部征信准教授よりしていただき，カラスについての知

識を広げると共に、高機能ガラスの可能性と重要性を理解する。

２ 目標

次の項目について理解する。

①ガラスの歴史、物質としての特性、及び構造

②ガラスの性質と着色についての化学的な見方

③ガラスの種類および機能性

④ガラス細工とガラスの製造

⑤高機能なガラスについて

３ 研究の内容・方法・検証

＜内容・方法＞

【第１回 ガラスの歴史】

（１）日時：５月６日（水）５・６限

（２）会場：本校化学教室

（３）対象：２学年普通科理数コース、選択者１０名

（４）内容

講義：古代のガラスの歴史，日本のガラスの歴史，物質の三態，結晶と非晶体，非晶体である

ことの特徴，について

実習：ガラス細工（マドラー、L字管、スポイトの作成）

【第２回 ガラスの特徴】

（１）日時：５月２０日（水）５・６限

（２）会場：本校化学教室

（３）対象：２学年普通科理数コース、選択者１０名

（４）内容

講義：ガラスはなぜ透明か，物体に色がつくとは，補色とは，ガラスの変形，ガラスの絶縁
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性，ガラスはなぜ割れるか，いろいろなガラスについて

実習：ガラス玉の作成（ケイ砂と金属化合物から着色ガラスをつくる）

【第３回 ガラスを知ろう】

（１）日時：６月１０日（水）５・６限

（２）会場：本校化学教室

（３）対象：２学年普通科理数コース、選択者１０名

（４）内容

講師：新潟工科大学 日下部 征信 准教授

講義：ガラスの特徴 ，ガラスの作り方，ガラスの安定性，

高機能なガラス，ガラス中のイオン電導，

超イオン電導ガラス，コンピュータシミュレーショ

ン，高機能なガラスと応用，について

演示実験：超イオン電導ガラスの合成，

イオン電導性の確認

４ 成果と課題

（１）成果

ⅰ）日常生活では見慣れているガラスの歴史は以外に古く，天然のガラスを人が使用したのは有史

以前に遡る。第１回の講座では，このようなガラスの歴史とガラスが日本に伝えられた歴史など

について学ぶことができた。

また講義では，結晶と非晶質の観点からガラスについての話をし，ガラスの特性，構造につい

て理解ができたのではないかと思う。

ⅱ）第2回の講座では，ガラスはなぜ透明なのか，ガラスはなぜ割れるのかの疑問に答えるため，ガ

ラスの性質について講義を行った。また，物体に色がつく原理などにも触れた。

講義後に行った実習では，L字管を作るなどのガラス細工を行ったが，ガラスの変形，ガラスが割

れることについて，体験を通じて理解が一層深まったのではないかと思う。また，電気炉を使って

ガラス球を作る実習では，金属化合物を加えて着色ガラスができるしくみについて講義を行った後

に実習したのでよく理解できたのではないかと思う。

ⅲ）第３回の講座では，新潟工科大学の日下部先生にお願いをし，ガラスの構造と特性と高機能ガラ

スについて講義をしていただいた。この中で，先生が研究のテーマとされている超イオン電導ガラ

スをその場で合成し，イオンの電導性を確認していただいた。生徒は「ガラスがイオンを伝える」

ことに驚き，ガラスに関する認識を一層新たにしたことと思う。

【日下部先生の講義を聞いての生徒の感想】

・日下部先生の講演では自分の知らないガラスがたくさん紹介されていたりして，とても勉強になっ

た。また，日下部先生の学生時代のお話を聞いて，今後の進路について参考になった。

・はじめに驚いたのは「ガラス」という単語が物質の状態を表す単語だということです。理論上どん

な物質でもガラスにすることができるというのがとても驚きました。そして，メインの多機能ガラ

スの話では，ガラスに電気を通すという研究で，はじめから興味がありました。実際に目の前で見

ることができて，ガラスに電気を通すことがより実感できました。

【今回の講座を終えての生徒の感想】

・実習１では，ガラス管をガスバーナーで熱してやわらかくしたのを更に保ちながら熱し続けるのが

難しかったです。Ｌ字管は特にうまくできなくて失敗しました。実習２では，紫色のガラスを作ろ
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うと思ったのですが，MnO2を少し入れすぎたのか，濃い紫になってしまいました。

・ガラス管を使ったガラス細工やガラスを実際作ってみたりと，楽しく講座ができてよかった。今

後，ガラス細工をする機会があったら，今回よりもっとうまくできるようにしたい。

・今までガラスのことについて全然知らなかったので，Ｕ講座で知ったことばかりでした。自分で

ガラスを作ったり，楽しい講座でした。また，実験の多い講座をしたいです。

（２）課題

課題として特に挙げるものはないが，今年度のU講座は，時間的な制約から１回となり，３分野の

中から興味のあるものをひとつ選んで受講することにした。講座「ガラスを知ろう」には１０名の生

徒が参加したが，せっかくの内容でもあり，より多くの生徒に受講の機会を与えたいと思った。他の

講座の担当者も同様な思いがあったのではないかと感じる。

（担当：石田）

④ Ｕ講座 生物分野「光合成をつかまえろ」

目的 光合成の中心的な器官である葉の構造や光合成色素の種類・特徴についての基本的な学習から、

「光合成研究の進展」というテーマの発展的な講義へ、さらに、光合成の研究がどのような分野で

応用されているのかという発展的な理解へとつなげていく。（生物系選択者５名）

【1回目】

［実施日］５月６日（金）

［目標］ 植物体の基本構造を確認する。

①植物体の観察

レポートテーマ：植物体の構造についてまとめ、特に光合成の中心的な器官である葉の構造

についてまとめよ。

観察：ヒメジオンの茎の断面およびオオカナダモの葉の観察。それぞれの組織の特徴をつかむ。

【2回目】

［実施日］５月２０日（金）

［目標］ 次の項目について理解する。

①エンゲルマンの実験から、

・光合成には青紫色光と赤色光が有効であること。

・光合成は葉緑体で行われていること。

②植物細胞において、葉緑体を持つ細胞・組織。

③光合成色素について、

・主色素はクロロフィルaであること。

・補助色素にはクロロフィルb、カロテン、キサントフィル等があること。

④光合成色素の分離方法。

［内容］ 光合成色素について（講義）…1時間

薄層クロマトグラフィーによる光合成色素の分離（実験）…1時間

［成果と課題］

エンゲルマンの実験結果等から、光合成に青紫色光と赤色光が有効であり、葉緑体でそれらの波長

の光が吸収されていることが理解されたようである。また、それらの波長の光を吸収する光合成色素

についても、薄層クロマトグラフィーの実験から実際に抽出することにより、理解することができた

ようである。

薄層クロマトグラフィーの実験については、今回は材料としてシロツメクサを用いたが、生徒自身

にいろいろと準備させて実験させることができれば、さらに理解を深めさせることが可能であると考

えられる。

【3回目】

［実施日］６月１０日（金）

『光合成研究の進展～葉緑体と光合成～』 新潟大学理学部 加藤 朗 准教授
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講義の前に実験

実験：大葉を用いた実験

大葉を、スリットを入れたアルミホイルで覆い、懐中電灯で20～30分間光照射する。

「葉の色はどのように変化するか？」→ ①光の当たった部分が濃くなる。

②光の当たった部分が薄くなる。

葉緑体と光合成

・植物細胞中の葉緑体の構造～カボチャの緑葉の電子顕微鏡像から～

・光合成と好気呼吸におけるエネルギーの流れ

光合成とは、光エネルギーを化学エネルギーに変えて、空気中の二酸化炭素を糖に変える反応

である。

光合成の反応は、Ⅰ：光化学反応→光エネルギーの吸収（クロロフィルが関係）

Ⅱ：水の分解→（酸素の発生と）X・2[H]の生成

Ⅲ：電子伝達系によるATP生成

Ⅳ：カルビン･ベンソン回路（二酸化炭素を糖に変える）

・葉緑体の微細構造

・葉緑体およびチラコイド構造の形成と発達

チラコイドはどのように形成・発展するのかは、まだはっきりしない部分が多いが、一つの説

としては、シートに穴（切れ目）が開き、その穴がつながっていってグラナが形成される。と考

えられている。

茎の先端部分からわかる葉緑体の形成 ⇒ 原色素体から葉緑体（光合成を行える）へと変わって

いく。

・原色素体から有色体（トマトなどにみられる）、アミロプラスト(ジャガイモ・サツマイモなどに

みられる)、葉緑体などができ、生育する条件(環境)によって変化していく。

葉緑体の意外な正体

・分裂する葉緑体

葉緑体は分裂して増殖する。例）クロレラ、スイゼンジノリ

分裂している葉緑体には輪のようなもの(リング状の構造)がある。

→ 分裂周期を合わせて分裂途中の葉緑体を破壊し、リング構造を取り出す。

・分裂リング～タンパク質の二重リング（外：PD、内：FtsZ）

（内外2種類のリング構造とそれらにくっつく複数のタンパク質）

・分裂リングの形成

まず内側のリングができ、外側のリングができる。

・FtsZの構造が失われると葉緑体は拡大化する(分裂できない)。

・これが葉緑体？

葉緑体のストロマの部分を特殊な染色で発光させると、糸状の構造(ストロミュールという)によ

り葉緑体の隣同士がつながっていた。

・ストロミュールってなんだ？ → 何のためにあるのかははっきりしていない。

実験の結果は…

スリットを入れたアルミホイルで覆った部分は白くなる。(しかし、放っておくと元に戻る。）

→ 葉緑体の数が変わるわけではない。
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・光条件による葉緑体の細胞内分布の変化

弱光下では，細胞の上下面に移動(光を集めるため広がる)。

強光下では、細胞の横に移動し、縦に並ぶ(光が抜けるように)。

葉緑体の移動は、アクチン繊維が関与している。

質 問

葉緑体が移動するのはなぜか？

強い光が当たるとなぜ葉緑体が移動するのか？

・光の吸収と利用

光が強くなればなるほど吸収される光の量は増加する。

しかし、利用できる光の量には限界がある。

・過ぎたるは及ばざるが如し ～ 強い光は害になる

弱光下で育てたギシギシを強光下に置くと、光合成の活性が低下する

(一度回復するがまた低下する)。

・強い光はなぜストレスになるのか

強い光により過剰なエネルギーが入ってくると電子伝達系では処理しきれなくなる。

→ 過剰な還元された電子は行き場がなくなり、周辺にある酸素に電子を渡すため、活

性酸素が生成される。

→ 活性酸素によりタンパク質や細胞膜などの構造を壊すため、光合成の活性が低下し、

ますます処理能力が低下してしまう。

・光障害を回避するためにはどうしたらよいか

対策Ⅰ：エネルギーが余らないように処理する(光合成以外で使う)。

その1：D1タンパク質の分解と再生。

その2：キサントフィルの構造変化により熱で放出。

その3：光呼吸により余剰なATPを消費する。

対策Ⅱ：活性酸素を標的とする酵素を産生する。などがある。

・逃避行動を起こさない突然変異のシロイヌナズナ

強光をあてると、葉は細胞が壊死（えし）して白くなった。

葉緑体の起源と進化

・葉緑体の祖先はシアノバクテリアと考えられている。

→ シアノバクテリアが、ミトコンドリアと核をもった細胞の中に入り込んでいった(共生)。

→ そして、もう一回別の細胞の中に入り込んでいった。（二重膜構造）

・葉緑体とシアノバクテリアとの類似性

いくつかあるが、その中でも大きいものは、

①葉緑体にはDNAがある。②タンパク質合成を行う→原核生物型のリボソームをもっている。

③チラコイドという構造がある。④酸素発生型の光合成を行う。⑤DNAの塩基配列がよく似ている。

葉緑体における同化および物質生産

・葉緑体における糖およびデンプンの合成と輸送

・葉緑体における窒素の同化とアミノ酸の合成

その他にも、硫黄の生成、脂質の生成、クロロフィルの合成、タンパク質の合成、植物ホルモン

の生成などがある。

ヒトのタンパク質をレタスの葉緑体で合成する

・ヒトチオレドキシンの産生

メリット：①コストが低い。②活性型である。③取り出す必要がない(有害な病原菌から守られる)。

［成果と課題］

3回の講座を通して、高校での学習分野「植物の生活と光」、「同化」の基本的学習から、「葉緑体の研

究（分裂リング、逃避行動など）やその応用（ヒトチオレドキシンの産生）」という講義内容へと発展
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させることができ、この分野に関しての理解を一層深められたようである。

今後の課題として、このような講座を通して高校と大学の連携がさらに強まり、一人一人の課題研究

などに生かされてくるような体制がとれてくると、更に効果的なものへと変えていくことができると考

えられる。

（担当：吉田、寺尾）

２）ＳＳⅡサイエンスツアー（２年生）

１ 目的

① 大学や研究機関を見学することにより，日本の最先端の研究や技術を学び，自然科学に対する知見や

興味・関心の幅を広げる。

② 今後の課題研究をはじめとするＳＳＨのプログラムに生かすためのシーズ（種）を探す。

③ ２泊３日の宿泊研修を通して，一般社会における常識や集団生活において必要な心構えを学ぶ。

さらに，互いに助け合い，思いやりのある言動によってクラスの団結をより一層強いものにする。

２ 目標

目的を達成するため，以下の点に留意した。

① 事前学習を十分行い，見学する大学および研究機関の研究内容など情報収集をする。

② 研修先においては説明者の話をよく聞き，メモをとる。

③ 事前学習で生じた疑問や質問，あるいは当日の説明に関する疑問は積極的に質問する。

④ 事後のまとめを行い，研修レポートを作成して提出する。

３ 研究の内容・方法・検証

（１）期間 平成２３年８月１日（月）～８月３日（水）

（２）場所 飛騨・名古屋方面（高山市，神岡町，岡崎市，名古屋市）

（３）対象 ２年生 理数コース ３１名，引率教員２名

（４）内容

○７月２８日（木） 事前学習（２時間）

京都大学附属飛騨天文台の調べ学習／東京大学神岡宇宙素粒子研究施設の調べ学習／

東北大学ニュートリノ科学研究センターの調べ学習／しおりの作成

○７月２９日（金） 事前学習（２時間）

自然科学研究機構の調べ学習／名古屋大学理学部の調べ学習／班別討論／直前指導

＊＊＊＊＊

○８月１日（月） 京都大学附属飛騨天文台 １３：３０～１５：３０

・太陽磁場活動望遠鏡（SMART），６５cm屈折望遠鏡，ドームレス太陽望遠鏡の見学

○８月２日（火） 東京大学神岡宇宙素粒子研究施設， ９：００～１５：３０

東北大学ニュートリノ科学研究センター

・ 講義１；『宇宙素粒子とスーパーカミオカンデ』 ・・・東京大学 竹田 敦 氏

・ 講義２；『ニュートリノのお話～カムランドでニュートリノを捕まえる方法』

・・・東北大学 中村健悟 氏

・ 東京大学神岡宇宙素粒子研究施設（スーパーカミオカンデ）の見学

・ 東北大学ニュートリノ科学研究センター（カムランド）の見学

○８月３日（水） （独）自然科学研究機構 ９：００～１１：００

・（独）自然科学研究機構の概要説明

・講義；『脳の不思議』・・・生理学研究所 小泉 周 准教授

・基礎生理学研究所（光学解析室，メダカバイオリソース）の見学

・分子科学研究所（UVSOR，分子研展示室）の見学

名古屋大学・理学部・理学研究科 １３：３０～１５：３０

・ 理学研究科大学院生による発表および質疑応答

・低温センター，ノーベル賞展示室の見学

＊＊＊＊＊

○８月４～９日 事後のまとめ，研修レポート作成

○８月３１日（火） 研修レポート提出
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（５）検証

ⅰ） サイエンスツアーの前後で各研究機関，およびその研究内容に関する印象や理解度がどの程度変

化したかをアンケートを取って比較をした。

ⅱ）研修レポートについては記述要領を次のように指示し，事前学習で調べた内容，および研修後に理

解できた内容や感想等をまとめさせた。また，今回のサイエンスツアーの評価は提出された研修レポ

ートの内容によって行った。

① 研修全体の目的の記述

② 事前学習の内容

③ 各研究機関・講義のテーマ毎に次の （a） ～（f） について記述

（a） 研修の目的

（b） 研修の内容・キーワード

（c） 研修を通して理解できた点・疑問を持った点

（d） 研修を実施する前の印象と実施後の印象

（e） 研修を実施しての感想

（f） その他

④ 全体を通しての感想

４ 成果と課題

（１）成果 （資料編…p109：資料No.3 参照）

ⅰ）アンケート結果から今回のサイエンスツアーを評価すると，研修前は「興味を持てた・ある程度持て

た」と答えた生徒は８２％であったが，研修終了後には100％に増加した（資料編…資料No.3；図１）。

今年度のサイエンスツアーは，生徒にとって２度目の経験になるため，研修前の期待度も昨年のそ

れに比べて若干高かった。さらに，研修後の数値が100％になったことから，今年度の研修も昨年同

様に生徒にとって有意義なものであったことがわかる。

各研修場所の中で，研修前後の印象の変化がもっとも大きかったのは，３日目に訪問した自然科学

研究機構で，研修前の期待度が８０％であったものが研修後には100％になっている（資料編.…資料

No.3；図２）。この理由のひとつは，「脳の不思議」と題して生理学研究所の小泉周准教授からお願い

した講義が 「脳の働き」，「脳と錯視」といった身近で新鮮な大変わかりやすい内容であったことと，

講義後に見学させていただいた「メダカバイオリソース」（各地のメダカ，様々な遺伝的形質をもった

メダカを研究目的のために飼育している施設）や「分子研究所展示室」の展示の内容が視覚的で理解

しやすいものであったためと考えられる。

したがって，アンケートの質問５で，「もっとも印象に残った研修場所は？」の問いについても自然

科学研究機構を挙げた生徒が全体の５０％を占めてトップとなっている（資料編…資料No.3；図３）。

今回のツアーでは，１日目と２日目の見学日程を岐阜県高山市の観光課内に設置されている「飛騨ア

カデミー」に依頼し，立案をしていただいた。このため，１日目の京都大学付属飛騨天文台の見学，

２日目のスーパーカミオカンデ，カムランドの見学，および見学に先立ってお願いした講義は内容も

充実しており，効率よく見学地を回ることができた。飛騨アカデミーには紙面を借りてお礼を申し上

げます。

ⅱ）生徒の研修レポートは概ねよく書かれていた。これは，１年次の実験研究のまとめ，論文スキルやU

講座のレポートなどを通じ，レポートの書き方に熟達してきた成果が出てきたものと思われる。

今回の見学の中でスーパーカミオカンデとカムランドは，ニュートリノをはじめとする「素粒子」検

出が主な目的の施設である。したがって，事前学習でもこれらの内容を調べることになり，生徒には

理解するのが難しいのではないかと思われた。

しかし，８月２日に神岡宇宙素粒子研究施設では，東京大学の竹田敦先生と東北大学の中村健悟先

生から，たいへんに噛み砕いた講義をしていただいたことにより，見学前の生徒の理解は大変に深ま

ったようである。

加えて翌日の名古屋大学では，理学部理学研究科（物理学科）の大学院生３名から自身の研究テーマ

について発表していただいたが，この中で素粒子物理学を専攻している大学院生が，クイズ形式で素

粒子の説明をしてくれた。高校生にもわかるようにと工夫を凝らして作ってくれたパワーポイントの

説明は，前日の復習にもなり，生徒の理解は一層深まったように思う。
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最後に，生徒のレポートから感想をいくつか紹介する。

【飛騨天文台】

・ 行く前は飛騨天文台ということで，太陽や惑星を観察しているところくらいの認識だったのですが，想

像以上に望遠鏡や分光器などで知れる情報が多くて驚きました。身近なようで謎に満ちている宇宙につ

いて，新しいことが解明されていくというのは人類がこれから生きていく上で重要なことだと思うし，

これからもいろんなことが解明されればいいなと思います。

【スーパーカミオカンデ・カムランド】

・今回はニュートリノ関係の内容が多くて少し難しかった。でも，いくつかの講義を通して少しずつ理解

できた。カミオカンデなんかは滅多に行けないところだから良い経験になった。

・ 実際にスーパーカミオカンデの中を見ることができなくて残念だったけど，鉱山の中に入って見学でき

たのはとても貴重な体験だったなと感じました。素粒子などは全然知識がない分野だったけれど，実際

に勉強してみてもっと知りたいなと感じました。

【自然科学研究機構】

・ 自然科学研究所で，小泉先生の話が分かりやすく脳について教えてくれたので面白かった。

・ 脳についての講義は新たな発見の連続でとても面白かった。しかし，脳にはまだ謎が多くあります。

これから研究が進んで，もっと多くの脳の不思議が解明されるといいと思いました。

【名古屋大学理学部】

・ 名古屋大学はとてもキャンパスが広くて，大学の中が街みたいでした。大学院生のみなさんの研究を聞

いていると，自分のやりたいことを見つけて積極的に研究をしなければいけないと感じました。自由と

いう大学の雰囲気を感じながら自分の将来について考える，いいきっかけになりました。

【研修全体を通しての感想】

・ とてもハードな日程だったけど，貴重な体験が色々できて良かったです。

・ 今回の研修では普段ではとてもいくことが出来ないような場所へ行くことができて，これからのために

いい経験になったと思う。専門的な話は抽象的になってしまいがちで，良く分からない事もあったが，

研究の規模や内容の深さが感じ取れた。

・ 今回は素粒子に関する物理の話を同じ内容を含めて多く聞きました。そのおかげで理解を深められまし

た。全く知らなかった事ばかりだったので，どれも興味深かったです。楽しく過ごせました。

・ （略）どこの研究機関で聞いた言葉かわすれましたが，「今は学校の勉強を一生懸命やりなさい」とお

っしゃっていました。今回学んだ最先端の知識を頭の片隅に置いて置くとともに，今は学校での勉強を

大切にしていきたいと思います。

（２）課題

今回のサイエンスツアーは，日数では２泊３日，予算面では８０万円程度，貸切りバスの利用という制約

の中，見学地を選定するのに苦労をした。このような中で，１，２日目を飛騨方面，３日目を名古屋方面を

コースに選んだが本校からの移動距離・時間が長く，生徒の負担は大きかったように思う。

今後は，日数の制約，予算の制約のある中で，目標の達成ができる有意義な見学地を選定し，どのような

見学コースを立案していくかがひとつの課題になると思う。

（資料編…p109：資料No.3 参照）（担当： 石田）

◆〔 大学での実践 〕

１）ＳＳⅠ サイエンス講座「新潟大学・理学部実験講座」（１学年）

１ 目的

大学のスタッフ、設備を使って研究の基本的なプロセスを学ぶ。生徒の科学への興味関心を高め、将

来の進路を考える機会とする。また、事後に発表会を行うことで、プレゼンテーション能力の向上を目

指す。

２ 研究の内容・方法・検証

(1) 期日 【事前指導】 平成23年7月20日（水）

【実験講座】 平成23年8月19日（金）

【発 表 会】 平成23年9月21日（水）

(2) 場所 【事前指導】 本校 生物教室（生物分野）・会議室（地学分野）

【実験講座】 新潟大学理学部
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【発 表 会】 本校コンピュータ室

(3) 対象 1年生理数コース34名

(4) 内容

【事前指導】

大学から事前に送付された資料をもとに、本校教諭による事前指導を行った。

【実験講座】

〔日程〕 08:00 柏崎高校出発

09:30 新潟大学到着・開講式

10:00～15：00 実習

15:30 新潟大学出発

17:00 柏崎高校到着

〔分野①〕生物分野「アオウキクサを使った実験」 講師：新潟大学理学部 和田 清俊 教授

概要：アオウキクサは成長の早い小型の水生植物で、三角フラスコ内で無菌的に培養でき、いろ

いろな実験に使える。実習では、増殖の様子や花の形態、栄養繁殖や花芽形成に対する培

養液の組成・ｐＨや培養環境の影響を調べる。また、無菌操作の基本を体験する。

〔分野②〕地学分野「地震発生のメカニズムと地質学的背景」

講師：新潟大学理学部 小林 健太 講師

概要：活断層から発生する地震や海溝型地震のメカニズム、地質学的な背景について、最新の研

究結果を含めて講述する。また、特に新潟県内で発生する地震を理解するため、県内に産

する岩石や地震発生に伴って変形した岩石の観察実習を行う。

【発表会】

3～6人グループで各グループ7分の発表をおこなった。

３ 成果と課題

実験講座当日は、興味関心を持って取り組めたことがわかる（アンケート結果①）。内容について

は、約８割の生徒が難しい・やや難しいと答えた（アンケート結果②）が、85％の生徒が内容を理解

した（アンケート結果③）とあり、難しい内容でも、丁寧に説明していただき、ある程度の理解を得

ることができたようだ。また、科学研究の方法の理解、科学研究に対する意欲の向上にもある程度の

効果があったと考える（アンケート結果⑥⑦⑧）。後日、発表会を行ったことは、講座の内容の定着

につながり、さらに発表会で調べ方が足りなかった点等も指摘し合うことができ、改善点を明確にす

ることができた。今回の発表会は今後に生かせるものとなったと考える。発表のためのエクセルやパ

ワーポイントの演習時間が発表準備前に十分にあると、さらに各自が納得のいくまとめ方ができたと

考えられるため、今後の課題として改善していきたい。

４ 資料 〔生徒の感想〕

・小さな植物を相手にしての観察は大変でしたが、花を見つけられてよかったです。無菌操作がとて

も楽しかったので、またやってみたいと思いました。細かい所までじっくり観察することの大切さが

分かりました。

・生物は奥が深いなと思いました。いろいろ応用できて生物は面白いなと感じた。

・東日本大震災などで今一番興味深いことについて学べて良かったです。すごく難しい内容もあり、よ

く分からないこともあったけど楽しかったです。

・今回地学を習い、初めて知ることや、大学は何回も何回もデータを集め、正確に研究しているとこを

見て感心できました。僕もその姿勢を目指して行きたいです。

・とても難しい内容で理解するのに時間がかかったが、講師の方、院生の方々が分かりやすく教えて下

さったので、少しは理解することができた。また地学について学ぶ機会があればいいなと思う。

（資料編 …p110：資料No.４ 参照）

（担当：細井）
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２）ＳＳⅡ サイエンス講座①「長岡技術科学大学・実験講座」（２学年）

１ 目的

大学の施設での講座を通して、科学への興味関心を喚起するとともに、主体的に深く考察し、探究

するという姿勢を身につけ、科学の研究方法を学び、課題研究の進行に役立てる。また、大学の教員や

院生との交流を通して、コミュニケーション能力を高め、自らの進路を考える機会とする。

２ 目標

目的を達成するために、以下の①～④の項目について徹底する。

① 事前指導において、実験講座の内容を理解するとともに、その研究がなされている背景まで理解し

ようとする。

② 実験講座中は、実験操作一つにおいても、その意味を理解するように心がける。

③ 実験講座中は、事後の報告に向けノートにメモやデータを記録し、写真等のデータ採集も忘れな

い。

④ 報告は、分かりやすい内容になるように工夫する。

３ 研究の内容・方法・検証

（１）期日 事前学習 ７月１５日（金）

実験講座 ８月１０日（水）、１１日（木） の ２日間

（２）場所 事前学習 本校生物実験室、物理実験室、化学実験室、コンピュータ室

実験講座 長岡技術科学大学

（３）対象 ２年生理数コースの生徒３４名

（４）内容

講座の内容は、科学の４分野（物理、化学、生物、地学）に加えて、ロボット工学系の分野のも

のまであり、生徒の希望により、その中の１つを選び、２日間にわたり大学で受講するという内容

である。受講後は、大学に報告書（レポート）を提出するという課題も課せられている。

また、実験内容については、より理解を深めるため、大学から事前に送付された資料をもとに、

本校教諭による事前学習を行った。

（５）検証 生徒のレポートで成果を確認する。

４ 成果と課題

成果①

昨年度に引き続き、大学との連携で取り組む実験講座の１つであるが、本校の教諭が行う授業や実験

と比べ、大学という研究機関で実際に指導されている教授や准教授の先生方から、直接指導を受けられ

るということで、生徒はかなり期待をしていたと同時に、大学ではどんな授業をしているのだろうかと

いう好奇心もみられた。講座によっては、大学３、４年生が行っている実験とほぼ同じ内容の実験を体

７月１５日

(金)

５・６限

受講グループ（７つ）に分かれ事前学習

１）見えない流れを可視化する （２名）

２）トンネル顕微鏡で原子を見てみよう、電子を見てみよう （２名）

３）電気系：プラズマのコンピュータ・シミュレーション （４名）

４）電気系：介護リハビリ用健康福祉ロボット実験 （６名）

５）生物系：野生動物学への誘い （８名）

６）生物系：海底熱水噴出孔（海底の温泉）に生命の起源を探る（４名）

７）Suzukiカップリングを用いた液晶用化合物の合成 （８名）

８月１０日

(水)

9：００ ～

１６：３０

長岡技術科学大学にて実験講座

・開会式、ガイダンス 30分

・実験講座（昼食をはさみ午前・午後）

８月１１日

(木)

9：００ ～

１６：３０

長岡技術科学大学にて実験講座

・実験講座（昼食をはさみ午前・午後）

・閉会式
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験できたところもあった。また、大学院生の方々からも懇切丁寧な指導・助言を受け、研究者の具体的

な活動を体験できたということで、生徒が受けた刺激は研究者育成のプログラム開発の側面を担うＳＳ

Ｈ事業としてはとても有用なものであった。

実験内容は、高校のレベルを超えているものばかりであるが、高校生にも分かり易く教えていただい

たこともあり、多くの生徒に必死に内容を理解しようとする態度が伺えた。

成果② 以下に生徒のレポートの一部を紹介する。

１) 機械系：見えない流れを可視化する より

< 実験結果 >

「火炎の音響励振運動」

真っすぐの火炎（写真左）に横

から100㏈・8000Hzの音を

加えると、火炎がV字型に変

形（写真右）した。

（感想）

自分たちが考えて実験をして失敗したら何が駄目であったのかを相談して、また実験をしての繰り

返しでとても大変だったです。ですが研究に近い体験ができ、とてもいい経験をしたと思います。

２）電気系：トンネル顕微鏡で原子、電子を見てみよう より

< 実験結果 >

ＳＴＭ（走査型トンネル顕

微鏡）を起動させ、Siの表

面を観察した。（写真右）

今回の実験では、Siの表面を映し出すことはできたが、原子の配列などがはっきりと確認できるま

でには至らなかった。しかし、ステップ構造だと思われる規則的な模様は確認することができた。

(感想)

ちょうど観察をしようとした日はSTMの調子が悪かったが、アシスタントの方々は、このように機

器の調子が悪い日も多く大変だけど、研究にはたくさんの時間をかけることが必要とおっしゃっていて、

課題研究ではたくさんの時間をかけて、何回も実験を重ねようと思った。普段、体験できないことを体

験できたので、今後の実験や学習において今回学んだことを活かしたいと思った。

３）電気系：プラズマのコンピュータ・シミュレーション より

【実験結果】講師の方や大学生の方の力を借り、なんとか計算できて、グラフ

化もできた。小さい数値ならコンピュータは素早く計算できるが数値が大きく

なれば人間と同じように計算に時間がかかることがわかった。

(感想)

・最初にプラズマと聞いてイメージしたものと実際に研究してみてプラズマ

というものをシミュレーションでみて違いにとても驚いた。

・予想以上にプログラムを作成するのが大変だった。特に for文の中身を組み立てるのがよく分からず

大変だった。でも、理系の大学ではこの知識は要と聞いたので、今後のために少しは理解できたので

良かった。それと、講師の方もおっしゃっていたようにコンピュータはコンピュータが理解できるよ

うにプログラムを打ちこまなくては、計算開始できず、不便なところもあると分かった。

４）電気系：介護リハビリ用健康福祉ロボット実験 より

< 体験 >

モーターの力制御により負荷を

0キロ・10キ ロ・30キロ・40キロ

と変化させたときの、屈伸運動の力情

報と位置情報がパソコンに映し出され

る。この装置を全員に体験させてもらっ

計測データ（写真中央） た。
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(感想)

モーターでバネのような動きが再現できたり、マスタースレーブなどでスレーブに当たった感触をマスター

で感じることができたり、熱を伝えたりする技術があることにはとても驚いたし、面白いと思いました。また、もし

そのようなモーターの動きがもう少し洗練され、安全性が確認されて医療の現場などにもっと普及していくとし

たら、それはすごいことだと思うし、人間がするより安全で確実な治療ができるんだろうなと思います。そんな

技術の最先端を研究している長岡技術科学大学にはとても興味が湧いたし、今回の講座は進路を再び考え

直す良い機会になりました。

５）生物系：野生動物学への誘い

< 解剖実験 > 魚の解剖・および耳石の観察

＜ 結果 ＞ 耳石と魚の関係

魚種 体長 耳石の大きさ

アジ 25㎝ 1㎝

マメアジ 10㎝ 0.5㎝

カレイ 32.5㎝ 0.7㎝

・耳石は大きい魚だからといって、大きいわけではない。

・耳石は、成長に比例し、大きくなっていく。

< テレメトリー実習 >

（写真左）・八木アンテナで方向を特定する。

（写真右）・そして、コンパスで角度を測り、

地図に記入する。

これを3か所で行い場所を特定する。

(感想)

私の三箇所の線は上手に交わることができませんでした。他の人は上手に交わっていたので少し残念

でした。実際に自分で実験をやることはとても楽しいことなのだなと思いました。この実験には答えが

あったのですが私たちの班ももうひとつの班もわりと近い位置に記入することができました。とてもよ

かったと思います。

６）生物系：海底熱水噴出孔（海底の温泉）に生命の起源を探る

＜進化フローリアクターを使ったアミノ酸の重合実験 ＞ ＜ プロテノイド・ミクロスフィアの観察 ＞

＜結果＞ 今回フローリアクターに通して10、20、30、40、50、60分ごとに反応液を採取し、HPCLプ

ロファイルには0、20、40、60分の4つを測定した。その結果、特に40分、60分のときに採取した

反応液にいくつかの生成物がみられた。これにより、含まれている5種類のアミノ酸が海底噴出孔の

環境で結合し新たな生成物をつくることが分かった。

(感想)

今回の講座では、今までに見たことのないような実験機具などを使わせてもらいました。学校ではすることの

できないような実験ができてとてもいい勉強になり、このような普段できないようなことを学ぶ機会がもらえること

は幸せなことなのだと思いました。実験の内容は少し難しかったけど、他の仲間などと協力して楽しみつつでき

たのでよかったです。
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７）Suzukiカップリングを用いた液晶用化合物の合成

< 実験 >

フェニルホウ酸と４-ブロモベンズアルデヒ

ドから、酢酸パラジウム/トリフェニルホス

フィンという触媒の組み合わせでSuzuki

カップリング反応を行い、ビフェニル‐４‐

カルバルデヒドという化合物を合成する。

また、目的物が得られたかどうかを、各種の機器分析測定により確認する。

< 構造解析とその手法 >

マススペクトル → 生成物の分子量の確認

赤外吸収スペクトル → 生成物中の官能基の有無

NMR(核磁気共鳴)スペクトル → 生成物中の¹Hの数、炭素骨格の確認

紫外吸収スペクトル → 生成物中の共役系の長さの確認

＜結果 ＞ 生成された物質は、黄色がかっており、完全に純粋な生成物はできなかった。

（構造解析より）

ガスクロマトグラフー質量スペクトル（サンプル中に含まれる成分の数や成分の分子量について情報が

得れる）を使い解析を行った、カラムSE－３０入り口の温度は２５０度、中心付近の温度は２１５度

の条件ですると三つのピークが見られるので３つの種類の成分を含むことが分かった。

赤外吸収スペクトル（IRスペクトルとも呼ばれるは、分子に赤外線を照射すると特定の波長の光が

吸収されるこの波長は結合の種類によって大きく異なる）を使い解析を行うと（自分の班のではない）

実例のものと多少異なっていたので変なものが混じっていることが分かった。

核磁気共鳴スペクトル（原子番号または質量数の等しい奇数の核が均一な磁場の中に置かれると電磁波

を吸収する）を使い解析したがデータがないので比較できなかった。

(感想)

実験では、高校にはないたくさんの実験器具を使って行いました。とても暑い中での実験だったけれど

さまざまな操作を行って結果を出すことは、楽しいことだと改めて実感しました。今までしたことのな

い操作や使ったことのない器具を使って実験をしたことで、たくさんの知識を得ることができました。

今回の講座の経験をこれから行う課題研究に生かしていきたいです。

成果③

上記に記載した生徒のレポートの感想の中で、アンダーラインを付けた部分などは、大いに成果が達成

されている部分だといえる。

成果④

この講座の終了後に、ＳＳスキルの時間を２時間設定し、生徒の各自のレポートの英文化の時間を設

けている。全ての英文化は難しいが、英文化を試みることは、英語力のレベル向上とともに、国際化に

対応するための研究者としての素養や、表現力を身につけることにつながると思われる。

〔課題〕

大学との連携であるが、例えば物理分野の実験内容を理解するための基礎的な事項についても、２年生の

１学期が終わった段階では、履修していない内容がほとんどであり、生徒にも事前学習すら理解できない内

容も多い。そのため、十分な準備ができないまま当日を向かえてしまう。生物の解剖などでは、新しい知識

として抵抗なく受け入れられるが、数式を使った内容が出てくると、生徒の理解は難しい。このようなこと

は、ＳＳＨの課題研究においてもしばしば見受けられることである。このような課題を解決することは、生

徒の学習状況の実態から考えると非常に難しいといえる。

しかし、大学で行われている研究の一部ではあるが、内容は理解できなくとも、「こんな研究をしている

んだ」、ということが分かり、そのような研究を進めるためには高校の基礎知識は不可欠であることが分かる

だけでも十分意義のあることである。また、知的好奇心が刺激され、高校では到底味わうことが不可能な雰

囲気が体験できることも大きなメリットである。

このように、多くのことが学習できる大学との連携講座であるが、この事業を益々有意義にするために、

打ち合わせを密にし、生徒の興味関心がより多く得られるような講座を準備できるようにすることなどが今

後の課題であろう。 （資料編…p112：資料No.５ 参照）（担当：東條）
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３）ＳＳⅡ サイエンス講座②「新潟大学・理学部実験講座」（２学年）

１ 目的

サイエンス講座の一環として大学の施設・設備を使用し，大学の職員・大学院生から直接講義や実験

の指導を受けることにより，大学での研究に対する興味や関心を高めるとともに，科学研究に対する基

礎基本を身につけることを目的とする。

２ 目標

目的を達成するため，次の①～④の項目について指導を徹底する。

① 事前指導においては，実験講座の内容を充分理解するとともに，その研究がなされた背景について

も情報収集を行う。

② 実験講座中は，実験操作のひとつひとつの意味を考えながら取り組むとともに，疑問点があれば積

極的に質問する。

③ 実験講座中は，事後のレポート作成のためのデータの記録，写真の収集をしっかりと行う。

④ レポートは，内容が正確でわかりやすいように作成する。

３ 研究の内容・方法・検証

（１）期日

事前学習 平成２３年８月２６日（金）５，６限

実験講座 平成２３年９月１日（木），２日（金）

事後学習 平成２３年９月７日（水）７限，９月１２日（月）７限

（２）場所

事前学習 本校 ２年１組教室，物理教室，化学教室，生物教室

実験講座 新潟大学理学部

事後学習 本校コンピュータ室

（３）対象 理数コース２年生３３名

（４）概要

事前学習 新潟大学理学部から事前に送付された資料をもとに，本校職員が事前指導を行った。

実験講座 大学側から示された６テーマの中から生徒が希望する講座を選択し，受講した。

（５）検証

実験講座終了後にまとめたレポートの内容，およびアンケート結果により成果の検証を行う。

第１日 ９月１日（木） 第２日 ９月２日（金）

08:00 柏崎高校出発 08:00 柏崎高校出発

09:20 新潟大学理学部到着 09:20 新潟大学理学部到着

09:30 開講式，オリエンテーション 10:00 実習

（理学部大講義室） 12:00 昼食

10:00 実習 13:00 実習

12:00 昼食 15:30 実習終了，閉講式

13:00 実習 （理学部大講義室）

15:30 実習終了 17:10 柏崎高校到着

17:10 柏崎高校到着

《 講座の内容 》

ⅰ）数学系 「楕円で遊ぼう」 参加生徒： ５名

講師：新潟大学理学部 秋山 茂樹 准教授

内容：数学の本当の面白さは，一生懸命に頭を使うことにある。公式などはあまり役に立ないし

面白くない。そこで，今まで習ってきたことをもとに，円と楕円の様々な性質を基本に戻

って調べてみる。数式はなるだけ使わないようにして頭の柔軟体操をする。

ⅱ）物理系 「自然界にある放射線と高エネルギー物理学」 参加生徒： ５名

講師：新潟大学理学部 宮田 等 教授

内容：最初に自然界に存在する放射線について解説すると共にこれに関連がある高エネルギー物理

学について紹介する。次に，実際に宇宙から来る高速放射線等を計測し，相対性理論や量子
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論について理解を深める。

ⅲ）物理系 「超伝導現象の不思議と面白さ」 参加生徒： ４名

講師：新潟大学理学部 山田 裕 教授

内容：始めに電気伝導現象および超伝導に関する解説を行い，超伝導のデモ実験を行う。また，酸

化物超伝導体を実際に合成し，電気抵抗測定実験を行う。

ⅳ）化学系 「(＋) -シトロネラールから(－) -メントールの合成」 参加生徒： ６名

講師：新潟大学理学部 田山 英治 准教授

内容： (＋) -シトロネラールから(－) -メントールの合成と，ハッカ草から(－) -メントールの抽出を

行うことで，2001年のノーベル化学賞（野依良治・キラル触媒による不斉合成反応の研究）

の関連内容を学習する。

ⅴ）生物系 「メダカのからだのつくりを顕微鏡でしらべよう！」 参加生徒： ６名

講師：新潟大学理学部 濱口 哲 教授

内容：動物の身体は，多くの器官から成り，器官は組織から，組織は細胞から構成されている。こ

の実習では，メダカ（仔魚）の連続切片標本を作成し，顕微鏡で観察する。動物のからだが

多種多様な細胞で構成されていることを実感する。

ⅵ）自然環境科学系 「地球温暖化のシミュレーション」 参加生徒： ７名

講師：新潟大学理学部 本田明治 准教授（１日目），浮田甚郎 教授 （２日目）

内容：ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）で用いられている気候モデルに基づいて開発さ

れた，一般ＰＣで動作可能な気候モデルによって地球温暖化シミュレーションを実施し，計

算結果の解釈を通じて，予測される温暖化をもたらす要因とそのメカニズムを理論的に理解

する。

事後学習 実験講座の内容をレポートにまとめた。

６ 成果と課題

（１）成果 （資料編…p113：資料No.6 参照）

実験講座の受講にあたっては，大学側から提示された６テーマの中から生徒が興味関心に合わせて講座を

選択したため，資料 No.6 アンケート結果１にあるように，８３％の生徒が「興味関心が大いに持てた・持

てた」と回答している。

アンケート結果２で，事前学習について聞いたところ，「実験講座の理解に大いに役立った・役立った」と

回答した生徒は９１％であった。講座の内容は高度なものもあり，本校担当職員も事前の準備に苦労し，指

導内容にも若干の不安を持って望んだが，生徒の感想を見ると実験講座の予習としては充分機能したものと

言える。

講座の内容については，「相対性理論」や「量子論」，あるいは「超伝導」などが含まれており，高校レベ

ルを超えるものもあったため，「内容がとても難しかった・難しかった」と回答した生徒は９１％になった

（アンケート結果３）。しかし，アンケート結果４では，「どれくらい内容が理解できたか」の問いに対して

８８％の生徒が「よく理解できた・ある程度理解できた」と回答しており，また，当日各講座を回って実習

の様子を見学してみたが，生徒は生き生きと実験に取り組んでいて心配するまでもなかった。これらの結果

から，今講座は，生徒にとっては「歯ごたえのある内容」で，適度な負荷があってよい経験ができたものと

考える。

また，今講座では，生徒と年齢も近い大学院生がフレンドリーに，親切・丁寧に指導してくれていたので，

生徒は大学や研究者をより身近なものとして感じられるようになったのではないかと思う（アンケート結果

５，６）。

２日間の実験講座の経験が，今後の自分たちの課題研究に，また，進路の決定に大いに生かされることを

期待している。最後に，生徒の感想をいくつか紹介したい。

〔参加生徒の感想〕

◇ 公式にとらわれず，何故そうなるかの考え方をみつけることが出来たので良かったと思います。

◇ 今回の講座では，なぜそうなつのか？というところから考える，公式に頼らない考え方をし，根本からつ

きつめた考え方をすることが大事だということを学んだ。少し理解が難しいところもあったが，だいたい

の内容はわかって良かった。

◇ 相対性理論が全く理解できなかったが，放射線がどのようなものか知ることができてよかった。放射線の

測定などは予想していたのと少し違ったところもあった。宇宙からの放射線の測定はとても興味深かった。



53

◇ 化学の講義や講座は今まであまり選ばなかったけれど，意外と面白かった。実験を通して「数値はしっか

りとメモする」ことが大切だと感じた。

◇ 今回は，メダカの組織標本を作ることができてメダカのからだのつくりがよくわかりました。また，新潟

大学もバイオリソースプロジェクトに参加されていて，多くのメダカを見せていただいたので，とても勉

強になりました。普段することができない実験ができたので良かったです。

◇ 今回地球温暖化の現状知り，こんなにも深刻であったということに驚いた。現在の被害もそうだし，今回

作った地球温暖化シミュレーションの図から知った100年後の気温の変化などについても，これは本当に

私たちがなんとかしていかなければいけないなと思った。

（２）課題

ⅰ）今年度の新潟大学理学部実験講座は，実施時期が夏休み直後の９月１，２日であった。このため，講

座終了後のレポート作成が，夏休み中のサイエンスツアー，長岡技術科学大学実験講座のレポート作成

と時期が重なり，生徒たちは２学期早々，レポート作成に追われることになった。ただ，今年度は講座

の結果をプレゼンテーションする計画がなかったので負担は幾分か軽減されていたはずだが，この時期，

生徒は大変な思いでレポート作成に取り組んだことと思う。そこで２年生の大きな事業となるサイエン

スツアー，長岡技術科学大学実験講座，新潟大学理学部実験講座の３つの時期が重ならないように計画

すれば，生徒の負担軽減の面からもよいのではないかと考える。

ⅱ）実験講座の経験を踏まえ，地域の小中学生にその成果を普及していく立場から考えると，新潟大学理

学部実験講座はその内容が高いレベルであるため，どのように内容を咀嚼し，小中学生に伝えていくか

は大変難しい課題となる。柏崎高校サイエンススクールは，その方法，内容とも今後の検討課題になる

と思われる。 （資料編…p113：資料No.6 参照）

（担当： 石田）

◆ アドバンス科学 ｛ 実験研究（１学年）・課題研究（２学年）・課題研究 (３学年) ｝

［１］実験研究（１学年）

１年生の実験研究は９月１２日（月）に説明・テーマ検討第１回を行い、１１月２日（水）に各系に分か

れ説明・班編成の調整を行った。以後，２月２２日（水）まで約４カ月間を経過し，実験は概ね順調に進ん

でいる。実験研究の発表会は，４月（２学年次）に行われる。以下、１年生実験研究のテーマ一覧を示す。

テーマ 系 人数 概 要

１
溶液の濃度と光の

屈折
物理 ３

光の屈折率の大きさについて、溶液の種類（食塩水や砂糖水など）

やその濃度とどのような関係があるのか実験により調べる。ま

た、光の波長と屈折率の大きさの関係についても調べたい。

２
地震 液状化と地

質の関係
物理 ２

水と砂を入れた大型水槽に振動を与え，液状化現象が発生する条

件（振幅・周期・振動時間・水と砂の分量等）について調べる．

またそのための起振装置を作製する．

３ 雪の結晶 化学 ２
液体窒素やドライアイスを用い，温度や糸などの条件を変えてで

きる雪の結晶の生成の様子を観察する。

４
物質の違いによる

ガラスの色の変化
化学 ２

ガラスに加える塩類の種類や量を変えて様々な着色ガラスをつ

くる。塩を混合するなどして七色のガラス作りに挑戦する。

５
雑草からつくるバ

イオエタノール
化学 ２

脱脂綿，ろ紙，雑草に市販のセルラーゼと酵母を順に作用させ，

バイオエタノールの生成を試みた。

６ 水の硬度 化学 ４ 飲料水や地下水等 各種の水の硬度を測定する。

７
ビタミンＣの量を

計る
化学 ３

インドファノール色素はアスコルビン酸によって分解され，その

量は加えた酸に比例する。これを利用して食品中に含まれるビタ

ミンCの量を測定する。
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８
油脂中の過酸化物

の検出
化学 ２

使い古した天ぷら油中に生じる過酸化物は発ガン性も指摘され

る。油脂の加熱温度や時間を変え，過酸化物の生成量を測定する。

９
フィザルムを使用

した実験
生物 ３

フィザルム（粘菌）を材料にして、実験生物としての維持増殖の

方法を学ぶこと、およびフィザルムを利用して走性などの性質を

検証する実験を組み、解析する基本を学ぶ。

10
ゾウリムシを使っ

た実験
生物 ２

濃度の異なる食塩水にゾウリムシを入れ、収縮胞の収縮速度を調

べる。データ数を多くとり、計測・検証の基本を学ぶ。

11
植物ホルモンの影

響
生物 １

ニンジンを材料にして、植物組織培養の基礎を身につける。ホル

モンバランスによるカルス形成等の違いを比較するとともに、ニ

ンジン以外の材料で同様の結果が得られるのか、等の比較を行

う。

12

プロトプラストの

作成・および細胞

融合の実験

生物 ３

数種類の植物についてプロトプラストを作成し、細胞融合の実験

を行う。プロトプラスト生成時の温度や反応時間を変え、効率よ

く、状態の良いプロトプラストを生成できる条件を確認する。

13
マツの葉を用いた

環境汚染調査
生物 ２

マツの気孔に詰まった汚染物質の度合いから汚染指数を出し、大

気汚染の指標とする。環境の異なる数カ所からマツの葉を採集

し、比較検証する。

14
サイコロの目の和

とその関係
数学 ３

サイコロの目の和の総数を一般化し、他のいろいろな事象との関

係性を探る

［２］課題研究（２学年）

２年生の課題研究は，５月２７日（金）に説明会を行い，班編成，および研究テーマの検討を行った。７

月からは校舎改築が始まり，実験室が使用できなくなったため，この期間は先行研究の調査に充てた。した

がって実働は９月以降となったが，２月２０日（金）までの約６カ月を経過し，実験は概ね順調に進んでい

る。以下の２年生の課題研究のテーマ一覧を示す。

テーマ 系 人数 概 要

１ 真空バズーカ 物理 ３

直径 4cm の均一なパイプに卓球の球を入れ、真空に近い状態か

ら、突然空気を一方向から入れたとき、球の速さがパイプの長さ

とどんな関係になるかを実験で調べ、そのメカニズムを考える。

２ コイルガン 物理 ３

コンデンサーに蓄電した電荷をコイルに流し，それによって生じ

る磁場が強磁性体に力を与える仕組みについて理解する．また，

その力が様々な条件によってどのように変わるかを調べる．

３
ボールの回転と揚

力の関係
物理 １

ボールが回転するとき、ボールが風から受ける力について、風速

とボールの回転数の影響について調べるための実験装置を作っ

て調べ、どのような条件で力が変化するかを探る。

４
光触媒を使った汚

染水の浄化
化学 ２

酸化チタン（Ⅳ）は抗菌剤としてトイレの便器などに利用されて

いる。この酸化作用を使って，汚染水の浄化を試みる。

５
納豆菌を利用した

汚染水の浄化
化学 ４

製品化されている納豆菌を含んだブロックを自作し，どのような

条件で作成したブロックがより汚染水を浄化するかを調べる。

６ 音力発電の研究 化学 ２
音による発電を確認し，その利用を調べる。

７ アセチレンの燃焼 化学 ２
アセチレン，メタン，ブタンの燃焼をハイスピードカメラで撮影

し，反応の違いについて研究する。

８ 植物と音の関係 生物 ３
植物にいろいろな周波の音を聴かせて成長の違いを調べる。
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９
ストレスの解消に

ついて
生物 ５

ストレスを与え、グレープフルーツ、ローズマリー、ラベンダー

の各香りをかいだ後のストレスの下がり方を調べる。

10
レタスの発芽につ

いて
生物 ４

教科書では「光発芽種子」として出てくるレタスが、本当に光発

芽種子なのか確かる。光以外に発芽に関する条件があるかを調べ

る。

11 自然界と螺旋 数学 ４

自然界（動植物・自然現象）に現れる螺旋を数式で表わす。

葉序や黄金角での回転・拡大のシミュレーションにより現れる螺

旋を調べる。

［３］課題研究（３学年）

〔１〕SSⅢ 課題研究

１ 目的

プレゼンテーション能力の向上を図るとともに，研究発表の要領を身につけるために，昨年度実施

したＳＳⅡにおける課題研究の成果をまとめ，MS Power Point を用いてステージ発表を行う。また，

在校生，保護者，来賓等の多くの方に観覧していただくことで，ＳＳＨの成果の発信の場とする。

２ 成果の仮説

(1) 校外に向けての発表会を目標にすることで，研究成果のまとめに向けて研究内容の理解を深める

ことができる。また，ステージ発表に対してより積極的な姿勢が得られる。

(2) スライドやポスターの作成を通して，効果的で分かりやすいプレゼンテーションをするための要

領や技術が身につく。

(3) 発表会の準備や当日の進行を生徒の手で行うことで，お互いのコミュニケーションを大切にし，

協力して成功させようとする意識が育まれる。

３ 研究のまとめおよび中間発表会

(1) 期間

平成２３年４月１日（金）～ ４月５日（火）

［６時間×２日＋７時間＝１９時間］

(2) 場所

本校物理教室，化学教室，生物教室

地学教室，パソコン教室，視聴覚室

(3) 対象

３年理数コース４０名

(4) 内容

① 課題研究のまとめ［４月１日・４日］

ＳＳⅡで行った課題研究を研究班ごとにまとめるとともに，中間発表会に向けて実験資料の整

理を行い，発表用のスライド資料および原稿を作成する。また，必要に応じて追加実験をする。

② 中間発表会［４月５日］

［目的］

課題研究発表会の前に途中経過を生徒相互および他の指導教員に報告することにより，自己の

研究内容をより理解するとともに，研究の到達度を測りながら不足する点を指摘し合うことで，

研究と発表の質をより高いものにする。

［形式］

研究発表テーマ，発表順は課題研究発表会と同様とし（次項参照），発表時間はやや短めの５分，

質疑応答を２分とする。生徒および教員からプレゼンテーションについての評価をしてもらい，

終了後に良かった点や改善すべき点について把握できるようにする。

(5) 成果と課題

６月に行われる発表会の前に、一度、課題研究の成果をまとめることは、多くの点において有効

であると感じた。

(a) 課題研究を発表形式でまとめることにより、準備不足になっている部分を認識できた。

(b) 残された貴重な時間を、有効的に使うための具体的内容が明確になった。
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(c) 研究内容の中間発表を行うことで、多くのアドバイスが得られた。

(d) 他の研究班と比較することで，研究内容の進み具合がどの程度か判断することができた。

(e) プレゼンテーション技術について、まだ工夫できる余地があることを認識できた。

(f) 発表会に向けて、準備の段取りが確認できた（共同研究者同士での役割分担など）。

各グループの発表後での質疑応答では生徒間で積極的に質問や意見が出された。よって上記の点の

他に、発表会の質疑応答などでのコミュニケーション力が必要であることも生徒達は感じ、本番の発

表会に向けての心構えも、発表会によって充実したものになった。

４ 発表準備

(1) 期間 平成２３年４月１２日（火）～ ６月７日（火） ［毎週火曜６校時］

(2) 場所 本校物理教室，化学教室，生物教室，地学教室，パソコン教室

(3) 対象 ３年理数コース４０名

(4) 内容

① 課題研究のまとめ

中間発表会での評価をもとに改善すべき点を修正しつつ，必要に応じて追加実験をしながら，

課題研究発表会用の資料作成にあたる．

② 課題研究発表会準備

［発表要旨集原稿および研究内容展示用ポスター作成］

研究発表内容を要約した資料をＡ４サイズ２枚程度に作成し，配布用の要旨集として製本する。

また，その原稿をＡ１サイズに拡大印刷し，発表会終了後のポスターセッション用の資料と

して，展示用パネルに貼付する。

［スライド資料作成］

プレゼンテーションソフト（MS Power Point）を用いて，発表用のスライドを作成する。

より分かりやすくするために，動画や静止画，アニメーションなどを適度に利用することを意

識させる。

［発表練習］

発表者とソフトを操作する者とを分担し，スムーズに進行できるように練習する。必要に応

じて発表用原稿を作成し，適度な時間で収まるように調整するとともに，声の大きさや口調の

速さ，説明の聞き取りやすさなどの調整を行う。また，あらかじめ想定される質問に対する回

答についても確認しておく。内容については担当教員の指導を受け，分かりやすい発表になる

ように心掛ける。

５ 研究発表会

(1) 期日 ６月１１日（土）

(2) 場所 柏崎市市民プラザ（波のホール）

(3) 発表者 ３年理数コース４０名

(4) 参加者 １・２年理数コース６８名，保護者，来賓

(5) 内容

① 日程

09：30 ～ 09：40 開会の挨拶 （新潟県立柏崎高等学校長）

09：40 ～ 09：50 来賓紹介 ・ 連絡 ・ 説明

09：50 ～ 14：55 研究発表 （発表：10分 ／ 質疑応答：５分）

※ 途中休憩あり

14：55 ～ 15：05 海外研修報告 （韓国の科学重点高校との交流）

15：05 ～ 15：15 講評 （運営指導委員）

15：15 ～ 15：25 閉会の挨拶 （新潟県立柏崎高等学校教頭）

15：25 ～ 16：15 ポスターセッション
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(6) 研究分野と発表テーマ

No 発表テーマ【分野、グループ人数】 および 研究概要

１

風力発電と柏崎の気候【物理系、２人】

風力発電機の羽根の角度別の風速と羽根の回転数の関係、及

び柏崎高校屋上での１年間の風の調査を行い、前者の研究では

羽根の角度が20度の時に最も回転数が多くなること。後者の研

究では西風が最も多く、冬から春にかけて風が最も強くなるこ

とがわかった。

２

超伝導物質の作成【物理系、４人】

高温超伝導物質の作成を行った。酸化イットリウム、酸化第

二銅、炭酸バリウムから生成するＹ系超伝導物質を作成しまし

た。作成した試料のうち 7 個が超伝導物質としてマイスナー効

果を示した。そしてそ成功した要因について考察した。

３

ｴｼﾞｿﾝ電球とﾌｨﾗﾒﾝﾄの関係【物理系、４人】

エジソン電球を作成し、フィラメントによる光り方の違いを

調べた。まず、身近な存在であるシャープペンシルの芯をフィ

ラメントとして使用し、発光強度および発光時間について調べ

た。シャープペンシルの芯では太く濃いものがフィラメントに

適切であると分かった。また、自分達で竹炭のフィラメントを

作成し使用した。

４

パイプの共鳴【物理系、２人】

開口端補正とパイプの直径との関係性と、直径の異なるパイ

プを組み合わせたときの共鳴の特徴について調べた。結果は、

開口端補正は直径5.0cm,10.0cm,15.0cmの範囲では、直径の0.3

～0.4 倍であることが分かった。直径の異なるパイプを組み合

わせたパイプでは、初めに共鳴した振動数を基本

振動数とすると、2回目、3回目に共鳴した振動数は基本振動数

の整数倍にならなかった。これは、共鳴振動数が基本振動数の整数倍になるという、直径が単一なパ

イプに現れる共鳴の特徴とは異なる。
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５

イオンクラフト【物理系、３人】

高電圧を掛けると浮上するイオンクラフトと呼ばれる非対称

コンデンサーのような構造体を用いて，電極の縦幅，横幅，電

極間距離，及び電圧と機体の浮力の関係について調べた．また，

機体の周囲の気体の違いが浮力にどう影響するかについて確認

した。

浮力の大きさについては，電極の横幅が大きいほど，電

極間距離が短いほど，電圧が大きいほど大きな浮力を得られるということが分かった．また周囲の気

体によって浮力が異なることから，電極付近の気体のイオン化の仕組みが浮力の発生に関係している

ことが分かった。

６

ｱﾌﾘｶﾂﾒｶﾞｴﾙ幼生と色【生物系、２人】

アフリカツメガエル幼生が好む色を赤、青、黄、緑の中から

調べた。予備実験から、光の条件を一定にして行うことでアフ

リカツメガエル幼生の好む色が調べられると分かった。実験の

結果から、アフリカツメガエル幼生は青、黄、緑、赤の順に好

むとわかった。

７

ストレスの解消法【生物系、２人】

色はストレス解消に影響を及ぼすか興味を持った。そこで、ストレ

スを与えた後に赤・青・緑を見ることでストレスの大きさに変化が生

じるか調べた。ストレスの測定には、唾液アミラーゼの測定と主観的

評価ＶＡＳの「ストレス度」「疲労度」の尺度を用いた。

結果、唾液アミラーゼ測定では、色による違いは見られなかった。ＶＡＳでは、青・緑色はストレ

ス度・疲労度を軽減させる傾向が、赤は疲労度を上昇させる傾向が

見られた。

８

ジベレリンの影響について【生物系、１人】

植物に様々な濃度のジベレリンを与え、茎の伸長を最も促進

する濃度（最適濃度）を調べた。実験の結果から、エンドウに

おけるジベレリンの最適濃度は10-3 ％～10-4 ％の間であると推

測した。

９

ヒドラの再生と接合【生物系、３人】

ヒドラの再生能力に関する実験を行った。

初めに切断したヒドラを接合させるため、毛髪とパラフィル

ムを使い２個体のヒドラ上部切片を繋げたところ３日ほどで接

合した。つぎに移植実験として、ヒドラの切片を別個体に移植

したところ頭部とみられる触手を形成した。

10

生分解性プラスチックの合成を目指して【化学系、３人】

生分解性プラスチックを作るために２つの実験を行った。１つは、

粘性をもった納豆ともずくから試薬とお湯のみを用いた２つの方法

で生分解性高分子を抽出する実験である。結果は、試薬の場合は量

は多かったが不純物が残り、お湯を用いた場合は量は少なかった。

もう1つは、抽出した高分子をプラスチック状に固める実験である。

結果は、今回用いた方法では固まらなかったことがわかった。
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(7) 成果と課題

昨年度の課題研究や中間発表会にて浮上した課題を克服すべく，約２ヶ月間研究内容を見直したり，発展

させる工夫をしたりしながら資料の作成に取り組んだ。週に１時間の準備では十分とは言えなかったが放課

後や昼休みなどを利用して時間の不足を補った。生徒同士が互いを参考にしあいながら，高いレベルを目指

して準備を進めたことで，研究と発表の両面で昨年以上の発表会にすることができた。

今年度は、「発表者が原稿を読まずに発表用のスライドを見ながら発表する。」という目標を、新たに加え

た。よって発表練習の時間を確保できるように、発表原稿やスライド、ポスター等の完成が早くなるよう、

締め切り期限を早めた。発表練習が進むにつれ、多少編集上の微調整はあったが、発表会の一週間前には、

概ね発表練習のみに時間を費やすことができた。よって発表の面では，生徒がＳＳＨプログラムを入学当初

からの経験（様々な講座や研修を通してスライドを見たり，自らスライドを作成したりする機会に恵まれて

きたこと。）と充分な発表練習時間によって、ほとんどの班で発表時間内に説明が収まり，発表者の口調や早

11

鉛蓄電池の充電・放電回数と放電時間について【化学系、１人】

鉛蓄電池を自作し、充電と放電を繰り返したところ、次第に

放電時間が増加することが分かった。放電時間が増加するので

あれば、鉛蓄電池の正極板の質量に変化があるのではないかと

考え、充電前と充電後の正極板の質量を測定した。それにより、

充電回数が増えると正極板の質量増加が大きくなることが分か

った。

12

アセチレンの爆発反応【化学系、３人】

アセチレンの爆発反応について、ペットボトルを固定した力

学台車を用いて、最適な爆発の条件を調べた。

ペットボトル内のアセチレンの混合比を変えて実験したとこ

ろ、空気に対するアセチレンの混合比が10％のときに、力学台

車の移動距離が最も長くなった。また、アセチレンを捕集して

から点火するまでの時間は力学台車の移動距離には影響がなか

った。

13

色素増感型太陽電池【化学系、４人】

私達は、色素増感型太陽電池の起電力増加について研究した。

色素増感型太陽電池の内部にある酸化チタン(Ⅳ)膜を改良し、そ

の膜を定着する際、溶媒に水ではなくポリエチレングリコール

を用いること、また出来たペーストを薄く塗ることにより起電

力が増加した。また、酸化チタン膜に定着する色素の違いによ

る起電力の変化については大きな傾向は見られなかった。

14

ポーカーの確率【数学系、２人】

トランプゲームのポーカーにおける各役について、初めに５枚引

いた際のそれぞれが出現する確率、またストレートおよびフラッシュ

の両役に関して、交換によって意図的に作り出す確率を場合分けの考

え方を用いることで算出することに成功した。

総合的にフラッシュに比べストレートの方が交換によって成

功する確率が高いということと、両役とも1枚交換以外の手段

によって完成させる確率は大変低いということが分かった。

15

折り紙と方程式【数学系、４人】

私たちは、折り紙を折って正多角形を作ることを研究した。結果

として、私たちは、折り紙の角の数を2倍、3倍する方法を見つけ

出しました。さらに、私たちは角をn等分することができれば、角

の数をn倍することができるということを証明しました。



さにも十分に聞き手に配慮されていたものであった

効果を発揮しており，プログラムの

にまとめようとした努力の結果といえる

研究の面では，一部の班ではあるが

解決しようとする意識が見られるものもあった

を見出そうと取り組んでおり，課題研究

独自性を重視し，柏崎特有の気候を

らに、「角２倍法」など、課題研究で

ことが感じられ、課題と反省が生かされることで

かと捉えている。

参加者の感想として，発表した生徒

た。発表会を終えた充実感と，ある

た１・２年生の生徒からは「今後の自分

も頑張りたい」という感想が多く見

えるものが多かった。本校のＳＳＨ

うことに一定の貢献ができたのではないかと

生徒や保護者，地域の方々に広く参加

たい。

(8) 参加者の感想

［発表者］

・今回の発表会でも、よく研究していたものや

容の良かったと感じられるもの等

分があったと思います。講評で注意

分（先行研究があるのかどうかを

参考文献を明記すること）は、神戸

班や、２年生はこれからに活かして

います。

・４月の中間発表時より皆発表が上手

と思った。

・全員でじっくり考察して、成長できたと

・みんながどんなテーマでこれまで

過ごすことが出来ました。

・発表会の中では、自分達で出した

間取ってしまった。

・今回初めて多くの人のいる前で、

手く発表出来なかった。けれども

れた。みんなも同じような気持ちだったはずだと

いました。

・全体的に中間発表の時より堂々と

いる班が多く、たくさん練習した

・満足の発表が出来なかったことは

う。

・みんなスライドを上手く活用し、

・ほとんどの発表者が原稿を見ずに発表

ほとんどの理由が「時間が足りなかった

思う。

［来賓・保護者］

・SSHの三年間の成果が見られました

めにどのような方法で取り組んだかということが

・限られた時間の中での研究ですが
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されていたものであった。ＳＳスキルや校内研修報告会などの

プログラムの有効性が実証されたといえる．中間発表会が目安

といえる．

ではあるが、仮説に対する検証で満足することなく積極的

られるものもあった。実験を繰り返してデータを蓄積し，

課題研究に対する基本的な姿勢が出てきたことは評価

を探ろうとするような地元の題材をテーマに取り上

で新たに発見したものもあった。年を追うごとに、

かされることで研究に対する取り組み方の要領が分

生徒からは「苦労したがいい経験になった」といった

ある程度満足のいく発表ができた達成感が得られたようである

自分の課題研究の参考になった」「レベルの高い発表

見られた。来賓や保護者からは，生徒の頑張りや取

ＳＳＨプラグラムの取り組みの一端を紹介し，それを肯定的

ができたのではないかと感じている。中には「理数コースの生徒

参加を呼びかけてみてはどうか」という意見があった

していたものや内

等、色々良い部

注意を受けた部

があるのかどうかを調べること、

神戸で発表する

かして欲しいと思

上手になっていた。自分も含めて、生徒間での質問

できたと思う。

・みんながどんなテーマでこれまで実験に取り組んできたかを知り、少し理解できたので

した法則を出していた班も多く、興味深かった。自分達

、プレゼンテーションをしてものすごく緊張した。

けれども人の前でのプレゼンの慣れのおかげで、ちゃんと

ちだったはずだと思います。大変でしたが良い経験

と発表していたように思える。原稿を読まずに前を

した事がうかがえた。

なかったことは悔いが残るが、この一年間頑張ってきて、人間的

、発表態度もとても良かった。

発表していて良かった。ただ、研究内容で実験回数

りなかった」といっていたので、もう少し時間の使い

られました。高校三年生になるとこのような事に興味があり

んだかということが分りました。逞しい学習欲に希望

ですが、データ不足が多くの発表で感じました。

などの取り組みが十分に

目安となり説明内容を適度

積極的に新たに生じた疑問を

，そこから出てくる事実

評価できる。また，研究の

上げたものもあった。さ

、発表内容に進展がある

分かってきたのではない

といった感想が大多数を占め

られたようである。発表を聞い

発表に興味が湧き，自分

取り組みによる成長を称

肯定的に受け取ってもら

生徒だけでなく，普通科の

があった。今後検討していき

質問がもっと増えると良い

できたので、充実した時間を

自分達は質疑応答で少し手

。何回も噛んでしまい上

ちゃんと伝えたいことを伝えら

経験でしたありがとうござ

を向いてプレゼンをして

人間的に大きく変化したと思

実験回数が少ない班が多くて、

い方を工夫するべきだと

があり、それを解決するた

希望が見られました。
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・３年間を通してレポート作成やプレゼンを数多くこなしてきたことは、卒業してからも大きな財産になる

と思う。

・こうした発表会をする事自体、大変であるし意義のあることだと思います。今後も継続して頑張ってくだ

さい。「なぜ？」をもっと追求すべし。相手が何を聞いているのか？コミュニケーション能力を磨くべし。

［生徒（１・２年生）］

・どのグループもレベルが高く、動画を入れるなどをしており、理解しやすかった。原稿を見ないで発表を

行っていたところが多く、とても驚いた。自分達もあのレベルに到達出来るように、頑張っていきたいと

思った。

・先輩達の発表はとても素晴しいと思った。来年、自分達も同じような発表をしたい。

・来年は自分達がやる番なので、発表態度をしっかりまねて、良い発表にするように努めたい。

・原稿を見ずに発表していてすごかったです。

・ステージ発表も、ポスター発表も上手くまとめられていた。見やすかった。分らないところをポスター発

表で質問出来て良かった。

・昨年同様、レベルが高いものばかりだったと思う。進行もスムーズにやっていたと思う。

・自分達も来年同じ事をするのかと思いながら発表を聞きました。難しい質問をされてもきちんと答えてい

てすごいと思いました。

・３年生は自分達よりも、プレゼンのやり方が上手かったと思う。自分達は来年、今年の３年生よりも良い

発表が出来たら良いと思う。

・去年の発表会は、先輩方のプレゼンに自分の知識が全く付いていかなかったので、刺激を受けただけだっ

た。今年は内容も分るようになり、次は自分達が同じように行うのだと、責任感ややる気が生まれた。先

輩方のように堂々とした発表をしょうと思った。

・難しかったけど、色々なことに興味を持って聞くことが出来ました。発表の上手な人がたくさんいた。

・三年生の発表は堂々としていて、内容はもっと時間を掛ければより素晴しいものになると思う。いつか自

分達もやるのだと思うとワクワクする。

・発表の内容は分かりやすかったけれど、確かに実験回数が少なく情報量や結果に正確さがなかったと思う。

改善すればより良い発表が出来ると思います。

・それぞれ内容が詳しくて興味を持てるものばかりだった。身近な事をより深く調べて結果を出したり、ま

とめたりするのはすごく大変だと思った。もっとたくさんの人に聞いてもらいたい。

・とても面白い発表がたくさんあり、もっともっと聞いていたいと思える発表会でした。先輩方の立派な姿

が見られて自分達も頑張らなくちゃいけないなと思いました。

・発表内容と態度はしっかりしていて非常に良かったです。この発表を通じてたくさんの知らなかった事が

分かった。私もこのような研究をしてみたいです。

（担当：田中）

◆ スーパー講演会

１ 目的

ＳＳＨ事業を理数コース以外の生徒にも還元し、科学への興味関心を高める取り組みの一環として『Ｓ

ＳＨスーパー講演会』を実施した。

今回の講演者として、民間企業でありながらすべて自費で宇宙開発を行い、ロケットエンジンや、人

工衛星まで開発し、みごとな成果を達成されている(株)植松電気の 植松 努 様をお招きし、勉強の意味、

夢をあきらめない大切さを、実践者本人からの熱い思いを込めた言葉でご講演していただいた。

２ 内容

テーマ 『 夢見る力』･･「思うは招く」「夢があれば何でもできる」

７月２１日（木） 柏崎高等学校体育館

講師 (株)植松電気 専務取締役 植松 努 氏

【講演内容（一部抜粋）】

今、ご紹介していただきました植松努と申します。僕は今いろんな仕事しています。いろんな仕事してま

すから、いろんな会社の人と仲よしです。今ちょっと日本が困ったことになって来たことに気が付きました。

何とかしたいけど1人ではなかなかうまくいきません。だから仲間が欲しいです。だから僕は今日も仲間が
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欲しくてきました。気を楽にして前のスクリーンを見ながら、話を聞いて欲しいと思います。

今から言う力を、私は「夢見る力」、その下には、「思うは招く」と書いてあります。「思ったらそうなるよ」

という、とても簡単な話です。だから、その下には、「夢があれば何でもできる」と書いてあります。でも残

念なことに、このタイトルを見て「きれい事だ」という人がたくさんいます。でも「きれい事」とは、言っ

たきりやらないからきれい事です。言ってやったらきれいになるのです。みんなにはきれいな生き方をして

ほしいです。

では、まず最初に、みんなはなぜ勉強をしなくちゃいけないのでしょうか？ 勉強が好きな人も嫌いな人も

いるでしょう。で、僕は中学校の時に勉強が嫌いになりました。なぜなら勉強の意味が分からなかったから

です。でも、僕は今、勉強の意味を知っているんです。実は、「勉強」も、「資格」も、「学歴」も、「仕事」

も、「趣味」も、「お金」も、これはすべて同じもので、「夢を叶えるための手段」なんです。だから、ほんと

の夢というものが無ければ、なんぼ勉強しようが、どれだけ働こうが、なんぼお金があろうが、意味がない

のです。お金が欲しいというのは、買える範囲のことしか夢じゃないということを意味しているのかもしれ

ません。だからこそ、今こそ、ほんとの夢を考えたいのです。

みんなは夢について知っていることがあります。「諦めなければ、夢は叶う」というものです。そして、

これは真実なんです。でも、なのにどうして夢は叶わないのでしょうか？ それは、「とはいうけどさ－、現

実にはね－、どうせ無理だ－、自分なんて－」という言葉を覚えちゃっているからです。

僕らは、なぜ夢を諦められるようになってしまうんでしょうか？ やる前から「どうせ無理だから、失敗し

たらどうすんの？」って言われちゃうと、頑張れなくなります。今できる事しか出来なくなります。考える

のが嫌になります。そして、「頑張れないのは普通だよね－、考えないのも普通だよね－」って言い訳をしな

きゃいけなくなります。その言い訳が、「自分なんて－、どうせ無理だ－」っていう言葉です。この言葉は、

ものすごく悲しい言葉です。でもこの言葉はいま、すっごい増えています。

僕はスペ－スシャトルに乗りたかったです。でも乗れませんでした。７月９日、最後の打ち上げをしてしま

ったからです。もうスペ－スシャトルは古くて危ないから使えないのです。でも、どうして３０年時間があ

ったのに、アメリカは次のスペ－スシャトルを間に合わすことができなかったのでしょうか？しょうがない

からこれから人類はロシアのロケットで宇宙に行きます。ついこの間、古川さんが乗っていきました。古川

さんが乗ったロシアのロケットはガガ－リンが乗ったロケットです。今から５０年以上前のロケットが未だ

に使われています。いったい何が起きているのでしょうか？それは、進化がないと簡単に真似をされて、安

い方に負けてしまうということです。

では、なぜ進化が無いのでしょうか？それは、頑張れない人、出来ることしかしない人、考えない人がす

っごく増えているからです。こうされちゃったという人が増えているからです。この人たちは、「ミニマム・

マクシマム」といいます。ミニマム・マキシマムというのは、「せめて最低限これだけやっておいてね－」と

言われた事を、「結局それだけやっていれば十分なんだろう、余計な事をしたら損をするよ」と声を発します。

最低限のことだけをして、それを最大限にしてしまう人たちです。最低の生き方です。

多くの人たちが、１００の会社をいい会社だといいます。従業員数や給料で会社の善し悪しを決めてしまし

ました。そして多くの人が、せめて自分の子供を１００の会社に入れてやりたいと思うようになります。応

募が殺到した１００の会社は、面接がめんどうくさくなりました。しょうがないから、学歴を使う１次試験

をしました。その瞬間に大学は学問探究の場から、企業の１次試験の場になり下がったのです。その瞬間に

高校は大学の１次試験の場になって、中学は高校の１次試験の場になって、おそらく学ぶと言うことの意味

がずれたのだと思います。

大量生産というものは、おとなしくて聞き分けのいい消費者と労働者と言うものを必要としてきました。

だから僕たちは、おとなしくて聞き分けのいい人にされつつあるのです。ここに美しい二つの車があります。

プリウスとマ－チです。どちらも日本で最も売れている素晴らしい車ですが、両方ともタイで作っています。

もう日本で作るのは止めてしまいました。誰でもできるような仕事は、ロボットや外国の人がやったほうが、

はるかに安いです。進化がない日本から、今どんどん仕事がなくなっています。ではどうすればよいでしょ
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うか。

日本を取り戻すために、大事な仕事があるんです。それは0から1を生み出す仕事です。0から1を生み出

すために必要なのは、①やったことがないことをやりたがる人、②諦めない人、③工夫をする人、です。こ

の３つだけで OK です。ここには、学歴は１つも書かれていません。成績も書かれていません。この三つ

が今、必要だと言われています。

僕たちはロケットを丸ごと作れます。誰かに頼まれて部品を作るのではありません。自分たちで作って打

ち上げます。僕たちは人工衛星を丸ごと作れます。世界で３つしかない無重力を作り出す実験装置も持って

います。ドイツとアメリカのNASAとそしてこの赤平にしかありません。だから今では世界中から研究者が

僕の工場に集まって来るようになりました。JAXA（宇宙航空研究開発機構）の人もNASAの人もやって来

るようになりました。で、僕たちは何で宇宙開発が出来るようになっちゃったんでしょうか？ 実は誰でも

出来るんです。ロケットを造るための材料は、ホ－ムセンタ－と通信販売で買えるようになっちゃたんです。

人工衛星を造るためには、角度を測ったりする特別なセンサ－が必要ですが、それはＷｉｉを分解したらい

くらでも手に入るようになってしまったんです。実はＷｉｉリモコンに使われているセンサ－は、日本のロ

ケットに使われている物より性能が良かったりするんです。なぜならば、２０年たゃちってるからです。日

本が誇るロケットは、今から約２０年前に開発されたものです。だからもう、宇宙開発なんて誰でも出来る

ものになっちゃてました。ところが、出来ないと思っているから出来ないだけなんです。「宇宙の仕事はね－、

よっぽど頭が良くないとね－、ものすごいお金がかかるからね－」と教えてくれる人がいますが、その人に

限って宇宙開発をしたことがありません。やったこともない人が、適当なことを言って、夢の諦め方を教え

ています。だから僕は「そんなことないよ」って伝えたいのです。僕が宇宙開発をしているのは、そして、

こうやって喋っているのは、「どうせ無理」という言葉をこの世から無くすためです。

昔は、素直で真面目という価値観がありました。でも今では、そんなのロボットに負けてしまうんです。

素直で真面目だけではない、もっと違う何かが必要なんです。だから学校の勉強は大事だけれども、さっさ

と終わらせて欲しいんです。そして時間を作り出して欲しいんです。その上で、自分で考えて自分で調べて

自分で試す「大好きなこと」をやってほしいんです。これが最後に人を助ける力になるからです。大好きな

ことをやろうて思っても、ちょっとだけ罪悪感が湧いちゃう人たちは、大好きなことに「読む」と、「書く」

と、「調べる」をくっつけて下さい。それは間違いなく、すばらしい勉強になるからです。

で、僕の大好きなことと、長田先生の力を合わせて、僕たちはロケットが作れるようになりました。一般的

なロケットは危険だから作ってはいけません。安全なロケットのためには、巻き散らかせない燃料が必要で

す。僕らはそれをプラスティックの塊で作り出します。ポリエチレンです。ポリエチレンは成分が石油とほ

とんど一緒で、塩素を含まないのでダイオキシンは出ません。かちんかちんの塊だから、巻き散らされませ

ん。とても安全です。でもなかなか燃えなかったんです。ロケット作りは、とうとう方法を見つけ出しまし

た。今では僕たちは、たった３ｋｇのポリエチレンからフェリ－を動かせるぐらいの 25,000 馬力が取り出

せるようになりました。ついこの間は100,000馬力のエンジンも完成しました。

で、僕らのロケットは、今でこそとても安く安全に実験できるということで、日本のJAXAの新型ロケット

エンジンの試験にも使われるようになり、僕はあこがれだった（もと宇宙飛行士の）毛利さんや（漫画家の）

松本零士さんと一緒に色んな会議に参加して、意見を交わすことができるようになりました。「できない」と

言われたことが、できるようになりました。

でも最初はひどかったんです。僕らのロケットエンジンは失敗しかしませんでした。失敗、失敗、失

敗、・・・・・・、失敗の連続です。爆発しかしませんでした。世界で初めてポリエチレンを燃料にしたため

に、参考文献がありません。設計図もありません。一緒に研究している北海道大学の教授（長田先生）が頭

を抱えてしまいました。そのとき僕はやっと気がついたんです。「なるほど、世界初のことはこんなすごい大

学に行っても絶対に教えてもらえないんだなｱ－」と。実は教えてもらえることは、過去のことでしかないん

です。教えてもらうことだけでは全然足りなかったんです。「自分で考えて、自分で試すことがどうしても必

要なんです！。」でも、「自分で考えて、自分で試すこと」は、誰も信じてくれないんです。そういうことだ

から、気にしなくていいんです。世界で一番のパテシェは、まわりじゅうから、「なにそれ、ほんとに食える

の？」とか、「そんなもん、ほんとに売れると思ってんの？」とか、嫌になるくらい言われています。でも、

それに負けなかった人だけが「こんなの見たことな－い、食べたことな－い！」というスイーツを生み出す

のです。「自分を信じればいい」んです。

やったことのないことをやると、間違いなく失敗するんです。失敗は嫌です。失敗が嫌なのは、「失敗したら

どうすんのさー」って言われてきたからなのです。これは、失敗を絶対に許さない「最悪の言葉」です。「で

きないー」て思いこむと、できることもできなくなるんです。ぼくは、そういう大学生を山ほど見てきまし
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た。もったいないんです。みんなにはすごい能力があるんです。「失敗したら、どうすればいいのかを考えれ

ばいい」だけなんです。これだけで、みんなは前に進んでいくことができるんです。負けないでください。

失敗は成功の母です。悪いことではないんです。これからみんなは沢山失敗するでしょう。そのたびに、「あ

んた、なにやってんのさー」、「これ、だれのせいさー」って言われるかもしれませんが、無視してください。

無視して「何でだろう」って「考える」んです。「だったら、こうしてみたら」って考えるんです。それだけ

で、失敗は成功への階段の一段になって、みんなを未来へ運ぶんです。

で、僕たちは今、北海道の真ん中辺の、赤平というところで会社をやっています。一生懸命マグネットを作

っています。だから、本当の仕事は鉄工所です。2000年にマグネットを作り始めてからまだ11年しか経っ

ていません。このきっかけは、僕は発明をしました。マグネットについて発明をしたんです。そしたら、沢

山物が売れるようになって、会社を作らなくてはいけなくなりました。「いや－、株式会社なんて作ったこと

が無いからわかんないわ－」って言うのはとっても簡単なことです。でもそれは、今の状態を説明している

だけなんです。わかんないことを分かるためには調べればいいんです。だから僕はすぐに自転車に乗り、近

所の本屋に行ったんです。本屋で本を買って調べたら会社を作ることが出来ました。現在の宇宙開発の出来

る植松電気を作ったのは、この本のお陰なんです。

大事なことは、「分からないことをそのまんまにしなければ何でも出来る」ということなんです。「わかんな

－い」というのは現在の降伏なんです。わかんないことが分かったんだから、調べればいいだけなんです。

それだけで、みんなは何でもできるようになっちゃうんです。僕らは今、「普通」に宇宙開発をしています。

僕らは宇宙開発を始めてからたったの６年しかたっていません。うちの会社に来て、初めて宇宙開発に出会

った人たちが宇宙開発をしているんです。僕らがする宇宙開発、「普通じゃない」って言われます。でも、「普

通」なんです。「ロケットエンジン作れませんか？」と言われたとき、昔の人が作れたんだからきっと作れる

と思ったんです。そしたら、苦労はしたけどほんとに作れました。でも今では、「無ければ買え！」、「お金が

無ければ諦めろ！」、「売ってなければ諦めろ！」が「普通」かもしれません。でも、「普通」なんて簡単に変

わるから大丈夫です。関わる人によって「普通」は変わってしまうんです。だから、良い仲間を探せばいい

だけのことなんです。みんなには良い仲間を探し続けてほしいんです。そして、今の自分が何となく好きに

なれないな、変わりたいな、と思ったらどうすればいいんでしょう？ とっても簡単です。「本を読めばいい」

んです。人と出会えばいいんです。なぜならば、新しい記憶が入ってくるからです。新しい記憶が入った段

階で、もう昨日とは違うんです。「自分を変えたいなー」って思ったなら、本を読んでください。そして、会

ったことのない人と関わってみてください。そしたらきっと変わるんです。

実は、やりたいことを、やっとことがない人に相談すると、できない理由を教えてもらうことになるんで

す。相談する相手を間違えてはいけません。大事なことは、「やりたいことは、やったことがある人と仲良く

なればできる。」ということなんです。だからみんながするべきことは、「今からやりたいことは、どんどん

口に出して言う」ということです。やりたいことはどんどん口に出して言って、そういう人（やったことが

ある人）と会えるための時間を作り出す努力をしてほしいんです。でも、残念なことに、僕の生まれた町に

は飛行機を作った人はいませんでした。僕は出会えなかったんです。でも出会えるんです。本はそのために

あるんです。大学生が使う教科書は、普通に本屋にあるし、図書館にもありました。中学生が読んじゃダメ

だという決まりはありませんでした。だから僕は読むことにしたんです。そしたら飛行機、ロケットが作れ

るようになったんです。

実は、「教えてもらえないからできなーい、習ってないからできなーい」じゃなかったんです。これは「位置

について、用～意どん」をただ待っている状態です。そうじゃなくって、「自分で学ぶ」っていうのも出来る

んです。これは「フライング」っていうんです。人生はフライングした方が先に進めます。だから、ばんば

んフライングした方がいいです！ 将来やりたいことを今からやった方がいいです。それは必ず力になるか

らです。だからどんどんフライングした方がいいです。でも、「何をすればいいかわからなーい」って、悩む

人がいるかもしれません。これは普通のことだから自分を責めないで下さい。分からなかったら、調べれば

いいだけなんです。だから、まずは本を読むんです。その本は、漫画だって全然かまわないです。たとえば、

「ものの始まり図鑑」には、新製品が生まれる理由が書いてあるんです。新製品は、「世の中の悲しみと苦し

みを何とか（解決）しよう！」ってところから生まれてくるんです。それを教えてくれるすばらしい本だか

ら、是非読んでほしいです。そして、「伝記」もいいです。なぜならば、「伝記にはあきらめ方が書いてない」

からです。「伝記」を読んだら、あきらめ方を知らない人になります。あきらめた人の話は伝記にはならない

からです。

で、僕は、大学を受験することにしました。僕は北海道にある北見工業大学に合格したんです。頭がよくな

くても、偏差値が低くて入りやすい学校です。で、僕はこの学校で、また絶望します。大学の教授に言われ
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たんです。「この大学に来た段階で飛行機の仕事は無理だ」って言われました。「またかよっ」て思いました。

そして僕は気がつきました。「あきらめた人は、あきらめ方しか教えてくれないんだなー」ていうことです。

だからあきらめた人の意見は聞かなくていいんです。あきらめなかった人の意見を聞くんです。で、僕は大

学でビックリします。なぜならば、大学で出会った学問は小学校の頃からの趣味だったからです。流体力学

も航空力学も紙飛行機で覚えちゃってたんです。設計も製図もペーパークラフトで覚えちゃってたんです。

僕は大学で気がついたんです。大学や専門学校は、知るための環境にすぎないということです。夢を実現す

る手段の１つなんです。大学の図書館にはそこら辺の本屋には、絶対売ってないような本がいっぱいありま

した。読めといわれませんでした。もちろん読んでも単位には関係ありません。でも読んだんです。そした

ら僕は、いろんな事を知りました。大学には沢山の教授がいました。へんてこりんな人もいました。でもみ

んな世界でつながっていました。仲良くなれって言われませんでした。でも、仲良くなったら、また未来が

広がったんです。それをやったとき、学費の１００倍もって帰れます。みんなの中に、後に歴史を変えるよ

うな偉大な人が混じっているかもしれません。スピルバ－グやハリ－ポッタ－のＪ．Ｋ．ローリングになる

人が混じっているかもしれません。わかんないんですよ。だって、この人達は、こうなろうって思ってこう

なったんじゃないし、この人達は、好きなことを止めなかったらこうなっちゃたんです。さらに、大好きな

趣味があると世界の人と仲良くなれるんです。だからみんなも、大好きなことは、大事にして欲しいのです。

僕は、ペ－パ－クラフトが大好きです。でも大人は「ペーパークラフトはくだらない、子供の遊びだ」って

います。「なめんなよ」って思いました。なぜなら、どんな高級車も 1 枚の鉄板から出来ているからなんで

す。どんな高いカバンだって1枚の皮から出来ているんです。どんなすてきな洋服だって型紙から出来てい

るんです。誰かが作った型紙で、たくさん物を作る仕事はやがて日本には無くなるでしょう。でもプロトタ

イプ（原型、試作品）を作る仕事は絶対無くなりません。その時、ペ－パ－クラフトはすっごい役立つ能力

なんです。ぜんぜんくだらなくないです。僕が今何でも作れるのは、ペ－パ－クラフトのお陰なんです。で、

僕は小さい頃から色んな趣味がありました。お陰でそれがつながって、色んな仕事が出来るようになりまし

た。お陰で植松電気は強くなっていったんです。リ－マンショックも乗り越えることが出来ました。

だから僕は思うんです。夢は１つでないほうがいい。夢はたくさんあった方がいい。なぜならば、夢がた

くさんあったなら、1個くらい失敗したって大丈夫だからです。一生懸命っていうのは、「一生止めるな」っ

ていう意味です。でもしっかりやっていないと、中途半端なことすんな！って言われます。全然気にしなく

ていいです。なぜならば、「中途半端だって、何もしないよりはるかにいい」からです。中途半端が0.1、い

や0.01だとします。０で割ったら無限大なんです。何もしないよりはるかにいい。だから、中途半端や適当

に負けないで下さい。そもそも、「出来ない」から「出来るようになる」だけなんです。「弱い」から「強く」

なるだけなんです。ぼくらは中途半端だからこそ成長できるんです。ウォルト・デズニ－が言っています。

彼はデズニ－ランドを作ったときに、「人に想像力がある限り、この遊園地は完成しない」って言っています。

デズニ－ランドは中途半端なんです。だから成長することができるんです。だからみんなも中途半端を恐れ

ずに、一生懸命成長して下さい。

日本語の「感動」を、ロ－マ字で書くと、「ＣＡＮ ＤＯ」になります。この駄洒落、実はネタもとがあ

るんです。ＮＡＳＡの石碑に刻まれている言葉です。ドリ－ム・キャン・ドウ、リアリティ・キャン・ドウ、

「思い描くことが出来れば、それは現実に出来る」という言葉が、今から８０年前に彫られたんです。学問

とは、社会の問題を解決するためにあるんです。教育というのは、死に至らない失敗を、安全に経験させる

ためにあるんです。理想は追い求めるためにあるんです。理想を追うとバカにされます。大丈夫です。なん

ぼバカにされても、笑われてもバカにはならないんです。ほっときゃいいんです。

大事なことは、失敗した自分を、できない自分を、諦めた自分を、責めている時間はもったいない
．．．．．．．．．．．．．．

と言うこ

とです。そんな暇があったなら、悔しさをバネにして、これから仇をとればいいだけなんです。だから、学

んで力をつけるんです。みんなは、「知恵」と「工夫」で世界を救うために生まれてきたんです。そして世界

を救うのはとっても簡単なんです。世界は人間でできているんです。一人一人が自分を見捨てなければ、世

界が救われるんです。お願いだから、「どうせ無理」、「自分なんて・・」に負けないでください。僕も頑張る

から、みんなも頑張ってください。

で、僕の長い話は、やっと終わります。「思うは招く。」、思ったらそうなるよ、っていうとても簡単な言

葉です。「どうせ無理だー」は考えることを止める言葉です。そうじゃなくて、「だったら、こうしてみたら？」

って思ってください。「だったら、こうしてみたら？」で食い下がったならば、夢も悩みも解決します。で、

僕らは今日、出会ってしまいました。せっかく同じ時間の上に生まれたんです。これから同じ人間として生

きていくんです。だから助け合うことができるはずです。僕がみんなを「だったらこうしてみたら？」かも
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しれません、みんなが、僕に「だったらこうしてみたら？」かもしれません。何時か一緒に仕事をする日が

来るかもしれません。その時まで、お互い助け合って、頑張ってやってみたいと思います。で、ネットで僕

のやっていることやブログとかフェイスブックが見つかるかもしれません。是非遊びに来てください。せっ

かく今日をきっかけに仲良くなって欲しいんです。ということで、僕の話はこれで終わります。みんなの未

来はとてつもなく明るいです。それを信じて頑張りましょう。今日はほんとにどうもありがとうございまし

た。

（文責：東條）

３ 結果と今後の課題 （生徒のアンケートより（抜粋））

・諦めなければ、自分のやりたいこと、なりたいものになれると思った。でも、そのための努力をせず、

楽をすればダメになると聞き、やりたい事と、そのためにやるべき事の両方を努力していこうと思った。

・研究の話ばかりでなくて、生き方とか、夢を諦めないとか大事なことを教わった。3年生のこの時期に

こんな良い講演会が聞けて、恵まれているなと思った。(3年・普通)

・今回の講演は、ロケットや宇宙学だけでなく仕事や生き方についても学ぶことができた、とても良い講

演でした。自分は機械が好きなので、その道に進めるように頑張りたいと思う。・好きなことややりた

いことに向かって、失敗を恐れず、失敗を何回もしながら前に進んでいきたいと思った。（3 年・理数）

・夢は簡単にあきらめるものではない。実現していない人に相談するのではなく、実現した人に相談する

といいアドバイスがもらえる、と教えてもらいました。とてもためになりよかったです。（2 年・普通）

・SSHと聞いて堅いイメージがあったが、科学に関することばかりでなく他の分野に通じることがたくさ

んあったので理系でない自分でも参考になる話ばかりであった。メモをとったのですがこんなに書いた

全てがすごく大切だと思えることは今までありませんでした。紙の裏一枚分のメモを大切にしようと思

います。（2年・普通）

・特に印象に残っていることは、「出来ないと思うと、出来ることも出来なくなる」ということです。私

は今まで、「どうせできないだろう」と思うことがよくありました。今日、それがどれだけ自分にとっ

てマイナスだったか分かりました。これからは、どんなことでもとりあえず挑戦して失敗したら失敗し

たでなぜ失敗したのか考えて、自分の可能性を広げていきたい。（2年・理数）

・僕も「科学者になり、とことんまで研究し、新たな発見をする」という夢を追い続けていきたい。（そ

のためにもまず勉強だ！）（1年・理数）

〔今後の課題〕

SSHは、一部の生徒のみに実施されている事業であるが、このスーパー講演会は、全校生徒対象の講演会

であり、1年生や、3年生の文系の生徒にも広く共通して役に立つ講演会にしたいとの思いがあった。

企業や大学の先端科学分野で活躍されている人に共通している考え（「人の役に立つ」）や信念（「夢を諦めな

い」など）があり、今回の講演内容から夢を実現するための最も根底に必要な考え方、生き方の実例を示せ

たのではないかと思う。このような最も大切と思える考え方や生き方をされている人を今後も捜して、講演

会を企画することが大切であろう。 （担当：東條）
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第２章 中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

○『柏崎サイエンススクール』

【講座の概要】

(1) 実施方法

「数学」「物理」「化学」「生物」の４講座を設け，高校生が各分野のテーマについて実験および説明を

講義形式で中学生に指導する．中学生は希望により講座を選択することができる．講座によって希望

者数に大きな偏りが生じた場合には，希望順により人数の調整を行う．

(2) 講座の目的

① 高校生に対して

・ 講師役の生徒は，講座のテーマについてどれだけ理解できたかを確認する．

・ 実験の準備を１から行うことで，科学実験に必要な要素が何かを考え習得させる．

・ スライドによる解説や実験の演示を通してプレゼンテーション能力を向上させる．

・ 実験をより円滑に進められるよう積極的に中学生にはたらきかけることにより，

コミュニケーション能力を向上させる．

・ 教えることの楽しさと難しさを体験させることで，普段の講義の大切さを実感させる．

② 中学生に対して

・ 中学校までの授業ではあまり経験することのない実験や観察を通して科学に対する興味・関心を

高める．

・ 中学校で学習する内容に関係する部分については，基礎を定着させるための一助とする．

・ 発展的内容に踏み込んで知的好奇心を煽り，理数科目に対する向学意欲を高める．

・ 本校で行われているＳＳＨプログラムの内容の一部を理解させる．

(3) 協力校

柏崎市立第一中学校２年生（３クラス[９０名]）

(4) 実施日

平成23年11月25日（金）５～７限（ＳＳⅡ）

(5) 事前学習および準備

① ガイダンス

10月14日（金）５限（ＳＳⅡ）時において，生徒に概要説明および講座担当者の決定を行った．

その後講座ごとに分かれて指導教員よりテーマの内容説明および役割分担の指示を行った．

② 準備

11月初旬より放課後を利用して実験準備および資料作成等を行った．

③ 事前リハーサル

11 月18 日（金）５・６限（ＳＳⅡ）時においてリハーサルを行った．実験の進め方や説明の内容

について改良点を検討しながら，当日に向けて講座の完成度を高めた．

【 講座 1)～ ４）の各テーマと内容 】

1) 数学分野「 隠れた規則性を発見しよう 」…（１２名）

① 目的

いろいろな数列の規則性を見つけ，パズルを組み立てて「公式」を導くことを通して，考えて発見

する数学の難しさや楽しさを体験してもらう．

② 実施内容

(a) 自然数の和を求めよう ＜↓パズルのパーツを切り取っているところ ＞

１から５までの自然数の和に相当する図形を

２組用意し，組み合わせてできる長方形の面積

を利用して次の公式を導いた．

1 + 2 + 3 + ･･･+ n =
ଵ

ଶ
n(n + 1)

(b) 奇数の和を求めよう

１から９までの奇数に相当する図形を用意し，

組み合わせてできる正方形の面積を利用して次の

公式を導いた．
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1 + 3 + 5 + ･･･+ (2n − 1) = nଶ

(c) 等差数列の和を求めよう

初項１，公差３の等差数列を扱った．項数５の場合の和に相当する図形を２組用意し，組み合わ

せてできる長方形の面積を利用して，末項１００の場合の和を求めるための式を作った．

1 + 4 + 7 + ･･･+ 100 =
1

2
･34･(1 + 100)

(d) 自然数の３乗の和を求めよう

１の３乗から５の３乗に相当する図形を用意し，組み合わせてできる正方形の面積を利用して次

の公式を導いた．

1ଷ + 2ଷ + 3ଷ + ･･･+ nଷ = ቄ
ଵ

ଶ
n(n + 1)ቅ

ଶ

(e) 自然数の２乗の和を求めよう（班別学習）

さいころを組み合わせて，１の２乗から３の

２乗の和に相当する図形（立体）を６組用意し，

組み合わせて直方体を作った．

また，紙で作った立方体を組み合わせて，１の

２乗から４の２乗の和に相当する図形（立体）を

６組用意し，組み合わせてできる直方体の体積を

利用して次の公式を導いた．

1ଶ + 2ଶ + 3ଶ + ･･･+ nଶ =
ଵ


n(n + 1)(2n + 1) （担当：布施）

2) 物理分野「 低温での電気抵抗と超伝導現象 」…（２９名）

① 目的

オームの法則と電気抵抗に関する内容の復習に加え，発展的な電気抵抗率の温度変化について簡単

な測定実験を通して学ぶ．そして低温で電気抵抗が０になる超伝導現象を体験し，その仕組みについ

て理解させる．また，液体窒素を用いて低温の物体の示す物性について理解を深めるために，興味を

引くような実験を行う．

② 実験内容

(a) 金属の電気伝導性について

・長さや太さを変えたエナメル線をコイル状に巻き，デジタルテスターを用いてその抵抗値を計測．

計測値を用意したグラフに描き込み，導体の抵抗が長さに比例し，太さ（断面積）に反比例する

ことを確認した．

・ コイル状に巻いたエナメル線に電池と豆電球を直列に接続し，エナメル線を液体窒素で冷却する

と豆電球の光量が増すことを確認した．さらにエナメル線の抵抗値をデジタルテスターで測定し，

抵抗値が低下していることを理解した．

(b) 液体窒素を用いた低温実験

・ゴムボールの落下による破壊を通して，温度による物性の変化を理解した．

・ 風船を冷却し収縮させたり，フィルムケースに液体窒素を染みこませたティッシュペーパーを入

れて爆発させたりすることで，気体と液体の体積の違いについて理解を深めた．

・ マシュマロを冷やしてその食感を楽しんだ．

(c) 電磁誘導と超伝導現象の確認

・ コイル付近でネオジム磁石を動かし，誘導電流が発生していることを（レンツの法則について）

を確認した．

・ リング状の銅付近でネオジム磁石を動かし，渦電流の発生に伴って抵抗力が生じることを確認し

た．さらにその銅リングを液体窒素で冷却し，抵抗力が強まることを確認した．

・ イットリウム系超伝導体を液体窒素で冷却し，その上で磁石が浮上することを確認した．また，

マイスナー効果およびピン留め効果について，スライドを用いて発生原理等を含めて説明した．
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③ 実験・演示の様子

金属の電気伝導性について

液体窒素を用いた物性の変化

電磁誘導と超伝導現象の確認

本校生徒による実験の演示と解説

（担当：石井）

3) 化学分野「 おもしろ化学反応 」…（２４名）

① 実験内容

(a)燃焼反応

・線香の燃焼反応

線香が燃えるための条件について

・スチールウールの燃焼反応

スチールウールの燃焼後の質量について

・マグネシウムの燃焼反応

空気中での燃焼

二酸化炭素中での燃焼

・その他の燃焼反応（演示実験）

ドライアイス中でのマグネシウムの燃焼

砂糖の燃焼
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硝化綿（ニトロセルロース）の燃焼

(b)不思議な化学反応

・赤くなったり青くなったりと変化する反応 … 振動反応（ベローゾフ・ジャボチンスキー反応）

・一定時間経過すると途端に青く変化する反応 … 時計反応

反応時間と試薬の濃度との関係性

反応時間と試薬の温度との関係性

②実験・演示の様子

（担当：石田）

4) 生物分野「 プロトプラストの作成 」…（２５名）

① 内容

(a) 導入（約10分）

生徒作成のプレゼンテーションにより，プロトプラストとは何か？植物細胞のつくりを復習して

から，細胞壁を除いた場合，植物細胞はどのような形になるのかについて，中学生といっしょに考

えたりしながら，プロトプラストについて学び，応用としてどのようなことが可能かについて考え

るなど，興味を持ってもらうための事前指導に工夫をした．

(b) プロトプラストの作成

甲南大学チームの作成したプロトプラスト作成キットを用いて，ニンジン，パプリカ，ピーマン，

コマツナを材料としてプロトプラストの作成を中学生に指導した．

処理 観察 プロトプラスト（コマツナ）

(c) 植物細胞の観察

オオカナダモの葉を中学生に観察してもらうことにより，植物細胞についての確認を行った．一

部のグループでは原形質流動の観察もでき，生きている細胞というイメージを強く持つことができ

た．

(d) まとめ

自分で作ったプロトプラストを顕微鏡観察し，処理前の植物細胞とどのように異なるか．それは

なぜか，などについて中学生に問いかけ，まとめとした．

② 成果と課題

(a) 中学生の感想から
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・ 実験が成功(自分の）できなかったけど，楽しかったです．今までよりも理科の実験などに興味

を持ちました．

・ おもしろかった．とてもためになった．もっと理科に関心を持つようになりました．本当にあり

がとうございました．

・ 少し難しかったけれど，けっこう面白い実験だったのでよかったです．プロトプラストについて

だいたい理解できました．

・ 初めて参加したけれど楽しかったです．まさか別の植物どうしを融合するなんて聞いた時はびっ

くりしました．でもやってみてとても楽しかったのでまた参加したいです．

(b) 高校生の対応

当日を迎えるまでに，プレゼンテーションの作成や予備実験を重ね，また説明の練習，実験指導

の確認と，忙しい準備期間を過ごした．不安な面を抱えながら当日を迎えたが，中学生は年齢が近

いこともあり，リラックスしたやりとりができ，予定通りに終了することができた．

高校生としては，自分で実験を進めることと異なり，指導することの大変さと反面の楽しさを感

じ取ることができた．中学生に対する説明を通し，プレゼンテーション能力の向上や，説明技術の

向上に大きく寄与することができた．

しかし，プレゼンテーション作成時や指導時にどのような内容を組み込むと分かりやすく，かつ

深い内容を説明できるか，より議論しながら工夫していくこと．そのための時間を捻出すること．

チームワークを良くすること，等の課題も改めて確認できた．

（担当：寺尾）

(6)【成果と課題】

①アンケートの結果より

(a) 中学生対象

・ 講座に対する関心については，講座前に既に関心が高かった生徒が80.3％ であったが，講座後では

97.7 ％ となった．理数科目に対する興味関心の向上に大きく寄与することができたといえる．

・ 高校生の実験の演示や原理の説明および講座における態度については，97.6％が良かったと回答して

おり，満足できる結果といえる．事前の準備やリハーサルを効果的に活用できたと思われる．

・ また同様の講座を実施する場合に参加を希望するかという問いに対しては，91.9％の生徒からまた参

加したいとの回答を得た．中学生にとって満足度の高い講座にすることができたと評価している．

(b) 高校生対象

・ 講座に向けての印象については，実施前は準備などの大変さから，興味がないと回答する生徒が多

少見られるかと予想していたが，実施前から関心が低い生徒は意外に少なかった．

・ 講座に対する不安や準備に関しては，多少の不安や負担感はあったようである．しかし役割分担を

明確にするなどの工夫をすることにより準備にも集中して取り組めたので，ある程度自信を持って講

座に臨めたようである．また，メンバー同士で協力しあうことで講座を成功させることができ，その

ことに対する満足度も高かったようである．コミュニケ－ションを取り合うことの重要性を認識させ

る意味で効果的な講座にすることができたのではないかと考えている．

・ 実験の演示や説明に対しては中学生の感想と比べ多少自分に厳しく評価しているようである．ただ

し，生徒同士では互いの説明の良い点を認めており，参考になったと感じているようである．

・ 講座の全体を通して得るものがあったかとの問いには，主に「教えることの難しさ・大変さ・楽し

さ」，「知識の習得」「コミュニケーションの大切さ」「プレゼンテーション能力の向上」といった回答

が目立っていた．講座を実施がねらい通りになったのではないかと感じている．

② 成果と課題

・ 講座の実施前は準備時間も限られており，生徒は昼休みや放課後を利用してようやく間に合わせる

ような状態であった．しかし，時間がないながらも，説明を行った生徒は事前によく内容の理解に努

め，図などを多用した分かりやすい資料を作成した．また，実験の演示とサポートを行った生徒も，

実験の素材の下準備やプリント作成に熱心に取り組んだ．それらの努力によって中学生からは一定の

評価を得た．

・ 講座の時間は２時間と限られていたが，事前のリハーサルで入念に確認したこともあり，どの講座

も予定通りに終えることができた．実験内容を厳選し時間に余裕を持たせることで，講座の満足度を

高めることができたのではないかと考えている．一方で難易度が高く理解できなかったという回答も

少なくなかったため，今後はその点について多少工夫していく必要があると思われる．
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・ 講座の途中では，高校生は積極的に実験の指示やアドバイス，事故に対する注意を行い，また中学

生はそれに呼応して質問するなど良好なコミュ二ケ－ションが取れていた．思っていた以上に実験時

の反応も大きかったため，生徒はその様子にとても喜んでいた．互いに刺激のある中身の濃いものと

なった．講座の実施によって中高生ともに理数科目に対する興味関心を高めることができたのではな

いかと感じている．

・ 現象の仕組みなどの説明については難しい内容もあったが，何とか理解させようという気持ちが熱

心な事前準備につながった．また，その熱意は中学生にも伝わり，何とか理解しようという思いを生

む相乗効果となって表れた．年齢が近いということも良い方向に影響し，講座が学習内容の理解に非

常に大きな役割を果たすことができると感じている．

（資料編… p114：資料No.8 参照）（担当：石井）

第３章 プレゼンテーション能力の育成に関する取り組み

１．研究の仮説

生徒が自らの研究を発表する機会をポスターセッションとして開催したり、ディスカッションの場を設

定することにより、課題研究や科学系部活動により学会発表にまでつながる研究の場を活性化させる。この

ことにより、総体としての科学的能力の進展および定着を図ることができる。

２．研究内容・方法・検証

（１）校内での取り組み

【 プレゼンテーション（発表会）実施日 】

１年生 1回目 6月29日（水）5，6限 「柏崎の自然・発表会」

２年生 1回目 4月22日（金）5，6限 「SSⅠ実験研究・発表会」

2回目 9月21日（金）5，6限 「大学講座・発表会」

【 内容 】

① SSⅠでは、1年生がプレゼンテーションソフトを用いて行う発表を経験することを目的として実

施した。内容としては、今年度初めて取り入れた博物館講座「フィールドワーク」での観察結果の

プレゼンテーションを行った。

② SSⅡでは、SSⅠで実施した「実験研究」のまとめの発表会を毎年開催している。3年生での課題

研究発表会を意識して、自分達の実験結果をまとめてわかりやすく発表することを目標としている。

いずれも、発表会後に生徒の相互評価を実施している。

〔評価の一例〕

ＳＳⅡ 実験研究発表会 評価集計表 （２－１）

No 1

テーマ ラグビーボールの跳ね方

No

ス
ラ
イ
ド
の
構
成
（見
や
す
さ
・

分
か
り
や
す
さ
）

ス
ラ
イ
ド
機
能
の
活
用
度

説
明
（口
調
）の
早
さ

声
の
大
き
さ
・聞
き
取
り
や
す

さ

発
表
に
要
し
た
時
間

コ
メ
ン
ト

1 4 4 4 4 5 聴き取りやすかったです。

2 3 3 3 5 3 動画を入れた方が良かった。

3 5 5 4 3 5
スライドがとても見やすかった。時間もちょうど良かったしすごいと思っ

た。

4 （＊発表者）

5 4 4 5 5 5 声が大きくて聞き取りやすかったです。
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【１】他のグループの発表を見て感じたこと・印象に残ったこと

・それぞれのグループで発表のし仕方が工夫されていて、スライドも写真などが多く文章も少なく見やすい

と感じました。声も聴き取りやすく、何を言っているのか分からないということがなく、分かりやすいと

思いました。

・詳しく具体的な研究が多かった。初めて聞く単語の中で興味のわく事も多かった。発表者に色々聞いてみ

ようかな。過冷却とかバズーカ系は楽しそう。

【２】自分が担当した実験及び発表について

・手際よく実験ができ、発表の準備が長い時間できよかったです。ですが、聞いている人が分かりやすい発

表はあまりできなかったと思います。なので、次回はもっとくわしい発表ができるようにしたいです。

・春休みなど、行けるときは行って、フィザルムの観察・培養などしたし、毎日日記をつけたり生物の研究

は大変だと思った。しかし、自分達で考えてやって見るというのが少しだけだけど、出来るようになりよ

かった。

【３】発表会全体についての感想

・発表会をしてみて前回の発表した時よりもスライドの完成度・説明の内容の充実度、声の大きさなど良く

なっている部分がとても多くて少し慣れてきたのかなと思いました。このような経験を活かしていろんな

場面で上手に発表ができればいいなと思いました。

・それぞれスライドを工夫していて、良かったと思う。動画・写真などを使うことで、分かりやすいスライ

ドになることが分った。違う分野の実験を聞くことが出来、すごく為になったし、楽しかった。自分達の

発表もあまり練習出来なかったが、上手に発表できたと思う。次はアニメーションの工夫をして、スライ

ドを分かりやすく作りたい。課題研究での発表につながるような良い発表会になったと思う。

(２）校外での取り組み

○ 科学系部活動の育成を通した取り組み

１ 目的

科学系部活動の成果発表や地域での指導を通して生徒の発表能力の育成を図るとともに、学校とし

て研究成果の効果的な発表方法についての研究を進める。

２ 内容

1) 生物部

①「青少年の科学の祭典２０１１ 柏崎刈羽大会（春）」（6月4日 新潟工科大学）に参加した。

・CD板を用いた簡易スペクトル観測器を作り、クロロフィルの吸収スペクトルを観察することを

来場者に指導した。

②「日本生物学オリンピック２０１１」（7月17日 新潟大学理学部）県予選

・生物部員9名が参加した。

③平成23年度新潟県高等学校文化連盟自然科学系クラブ交流会（11月19日 新潟工科大学）に参加

・ポスター部門での活動報告の発表をした。

④「青少年の科学の祭典２０１１ 柏崎刈羽大会（秋）」（11月19日 新潟工科大学）に参加した。

・テーマ…「光るゾウリムシをつくろう」

蛍光ポスターカラーを用いたゾウリムシの食胞観察を来場者に指導した。

⑤「新潟県高校生 理数トップセミナー」（11月19日・20日、12月17日・18日）

・数学、化学、地学の3部門に9名が参加した。

2) SSクラブ（化学班 3名）

①「新潟県化学インターハイ」（12月18日 新潟大学理学部）に参加した。

実験部門に参加し、「金属イオンの系統分析」で第1位、「電池の原理を利用した醤油の塩分濃度

測定」で第3位となった。また、大会のための事前練習や大会当日の様子、本校のSSHの授業の

様子なども合わせ、テレビ放送されて紹介された。

3) SSクラブ（物理班 3名）

①「日本物理教育学会 Jrセッション」（7月24日(日) 新潟大学）に参加した。



74

○ 自然科学館研修 10月20日（木）

＜日程＞

10：00～12:00 ３班に分かれ ３講座を受講

(1)電子顕微鏡による身近な物の観察

(2) 異種昆虫間相互反応等についての観察と考察

(3) 液体窒素を用いた実験と考察

13:00～14:30 全員一斉受講

(4)ロボット講座

１ 目的

これまでも行ってきている自然科学館研修である。各テーマについて興味・関心を高め、理解を深

めると同時に、科学館での展示・説明・プレゼンテーションの仕方も意識して受講する。

２ 内容（ＳＳＨ通信より）

講座概要（内容のまとめ・感想）

(1)「電子顕微鏡による身近な物の観察」

光学顕微鏡と電子顕微鏡の違いや電子顕

微鏡の原理の説明を受けたのち、それぞれ

自分の髪の毛を電子顕微鏡で観察しました。

光学顕微鏡が可視光線を用いるのに対し

て、電子顕微鏡は可視光線より波長の短い

電子線を用いるため、より細部の構造を観

察することが可能になります。今回操作させていただいた走査型電子顕微鏡は試料に電子線をあて、その反

射から像を得るものです。これにより、試料表面の微細構造を確認することができます。今回は髪の毛の表

面を観察し、各自のキューティクルの状態を見ることが出来ました。それぞれ傷みがなく、美しく整ったキ

ューティクルを確認することができました。

(2)「 異種昆虫間相互反応等についての観察と考察 」

シロアリの腸内に共生している微生物を光学顕微鏡で観察しました。生物どうしの関わりの中で共生とい

う関係は一緒に生活することで利益がある関係です。シロアリの腸内に

生育する微生物（ある種のゾウリムシなど）は栄養分を吸収すると同時

に、シロアリが摂食した木材を消化する役割をはたしています。これに

より、シロアリは他の生物は消化できないため摂食しない木材をえさと

して生育することが可能になります。これは生物どうしが互いに利益の

ある「相利共生」という共生にあたります。観察の際には双眼実体顕微

鏡下でピンセットを用いてシロアリの尾部から腸を引っ張り出し、プレ

パラートを作成したのち、光学顕微鏡で観察しました。シロアリは「アリ」と名付けられていますが、ゴキ

ブリ目シロアリ科の生物で、「アリ」（ハチ目、アリ科）とは全く異なることも教えていただきました。

(3)「 液体窒素を用いた実験と考察 」

窒素の 1 気圧下沸点は－196℃であり、液体窒素

は主に冷却剤として様々な用途に用いられています。

この液体窒素の中に様々な物を入れた場合どのよう

な現象が起こるか実験しました。バナナを液体窒素

に入れた時には一瞬で凍り固くなり、これで釘を打

つことが出来ました。同様に液体窒素に入れたカラ

ーボールを床に打ち付けるとガラスのように粉々に

割れました。これらは、バナナの水分が凍結し硬くなったり、カラーボールのプラスチックが低温により硬

化したりしたため起こった現象です。また、膨らませた風船を液体窒素に入れたときには風船が小さく縮み

ました。風船内の空気が冷却され液化し、体積が小さくなるためこのような現象が起こります。実際に風船

内の液体も確認しました。さらに、この液体窒素を用いて、超伝導の状態をつくる実験も行いました。超伝

導とは金属や化合物などの物質（超伝導物質）を超低温にしたときに、電気抵抗が急激にゼロになる現象で
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す。超伝導により生じたマイスナー効果（磁場をはじく効果でこれにより磁石が浮く）とピン留め効果（超

伝導物質に不純物があることで一部磁場が通る場所が生じ、ピンで固定されたような状態になる）により超

伝導物質の上で磁石が宙に浮く様子を確認しました。

(4) 全体研修「 ロボット講座 」

用意していただいたプログラミングソフトを用いて、ロボット

を操作する実習を行いました。モーターを動かす時間・距離・力

の大きさの他に前進・後退・停止や左右のターンなどをパソコン

で入力し、ロボットにデーターを入れることが出来ます。ロボッ

トには超音波センサーや光センサーがついているため、障害物が

近づいた場合、あるいは色の明暗があった場合どのように動くかといったこと

をプログラムすることも可能です。原理を教えていただき、入力の練習を行っ

たうえで、指定されたコースをコースアウトせずにロボットを走行させること

が出来るか、班対抗で行いました。苦戦した班もありましたが、ゴールを一度

通り過ぎてからバックしてゴールに到着させたり、ゴール地点でロボットを１

回転させたり、遊び心のあるプログラムを作った班もあり、各班それぞれ趣向

をこらし、実習を楽しむことが出来ました。

《 研修全体を通して（生徒の感想より） 》

・説明も分かりやすく、とても楽しい研修だった。不思議に思ったことは、すぐに調べてみることが大切

だと思った。課題研究には直接は関係はないが、いろいろ参考になることはあったと思う。

・電子顕微鏡を使って放射性同位体でラベルしたものを可視化するということもできるそうなので、しく

みを知りたいと思った。

３．成果と課題

(1) SSⅡ実験研究発表会では、生徒の感想にもあるように、「前回の発表会よりもスライドの完成度・説明

の内容の充実度・声の大きさなど良くなっている」と評価する生徒が多い。また、アニメーションの工夫

や分かりやすいスライドの作り方など、相互評価は、プレゼンテーション能力の向上に大きく寄与するも

のである。 （担当：寺尾）

(2) 科学系部活動では、今年度は生物部の他に、SSクラブとして化学系の大会や物理学会への参加も実現

した。各種大会や学会への出場を通し、生徒の科学への興味・関心の向上や、プレゼンテーション能力の

向上にもつながっているので、今後においても各種大会や学会への参加を積極的に進めるとともに、その

基礎となる研究能力の向上につながる指導を進めていく。また、校内の科学系部活動で活動している生徒

が卒業すると継続できない部活動も出る可能性があるめ、新入生を含め、科学系部活動への参加生徒をい

かに増やしていくかが、今後の課題である。 （担当：寺尾）

(3) 自然科学館研修では、アンケートから「研修を通して、科学を進めるヒントが得られましたか？」の

問いに生徒は次のように答えている。参考になった講座の種類をあげた割合とともに以下に示す。

「どのようなヒントが得られたか？」の問いには、次のように答えている。

・顕微鏡の使い方。普段は見れないような細かい

所まで見る事が出来た。

・ピンセット等を作って技術が高まった。

・温度差による変化、仮定・結論の考え方。

・魅せる実験講座だった。プレゼンテーションを

するときに参考になる。

・１つの疑問を調べた後で、また１つ疑問が生ま

れるような研究をしたい。

・温度がデジタルで大きく表示され分かりやすくなっていたり、体験を交えながら液体窒素の実用的な用

途を分かりやすく解説していただいたり、また超低温下での物質の様々な振る舞い、酸素が液体になっ

たりゴムがもろくなったり抵抗が0になる物質があるなどについて分かりやすく教えていただき、液体

窒素の奥深さを知るとともにこれから研究発表する際に大変参考になった。

「科学研究を説明することに関してどのように考えましたか？」の問いには次のように答えている。
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・ただ淡々と言うのではなく実際に行った事をその場で行っているように伝えられたら良いと思う。

・実際に見せてみせたりして分かりやすくすること。

・自分が分かっている事を何も分からない人たちに説明する事の大変さ。写真などを効果的に使うと分か

りやすい。

・分かりやすく相手に伝えるためには自分が完ぺきに理解している必要があると分かった。

・結果だけでなく自分の考えを述べながら説明するのはとても大事だと思いました。

研修が終わった後に分からない点を調べるなかで、興味をひく分野をみつけた生徒もいたようである。

また、説明の仕方についても大きなヒントを得たようである。今後の実験研究やプレゼンテーションに

生かしていくように指導していきたい。 （担当：細井）

第４章 科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

１ 目的

科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成することを目的とする。また、論文の購読や作成

についての能力の向上を図る。

２ 研究の内容・方法・検証

次の①から③の項目を柱にして「ＳＳスキル」を実施した。

①「英語スキル」･･･科学教育の基礎としての英語力の育成を図る。特に英語コミュニュケーション、

英語プレゼンテーション能力の育成を図る。

②「数理スキル」･･･実験の基礎および、実験データの処理等に関わる理論およびコンピュータソフ

トの使用についての技能習得を図る。

③「論文スキル」･･･日本語、英語の論文の講読や作成についての能力の向上を図る。

３ 研究の内容・方法・検証

（1）期日 通年

（2）場所 本校１年１組教室、２年１組教室、各理科実験室、コンピュータ教室、図書室

（3）対象 1年生理数コースの生徒３４名、２年生理数コースの生徒３４名

（4）内容 以下の 表１ ＜1年生＞、表２ ＜2年生＞ の通り

（5）検証 生徒にレポートを提出させるとともに、アンケートを実施して成果を把握する。

表１ ＜１年生＞

月 日 授業名 内 容 授業形態

4

11 ガイダンス １年生としてのSSH活動の概要説明 一斉

18 実験基礎・A（物）B（化）C（生）
〔化学〕 「実験器具の扱い方」

実験を安全に行うための基本事項を確認し，カラス器具の

種類とその使い方，洗浄方法，ガスバーナーの構造と使い

方を学習する。

〔物理〕 「有効数字の扱い方」

長さの測定から、面積等を求め、有効数字について具体的

に考え,、数値処理法を学ぶ。

〔生物〕 「ミクロメーターによる計測」 髪の毛の太さ

を計測

〔まとめ〕 まとめとして確認テストを実施する。

A・B・C ｸﾞﾙｰﾌﾟで３展開

25 実験基礎・A（化）B（生）C（物） A・B・C ｸﾞﾙｰﾌﾟで３展開

2 実験基礎・A（生）B（物）C（化） A・B・C ｸﾞﾙｰﾌﾟで３展開

5
9 実験基礎・まとめ 一斉

23 プレゼン・ソフト 利用（1） プレゼンテーションの目的を理解し、それを達成するた

めの手段の一つとしてPower Pointの基本的な操作と効果

的な使い方を学ぶ。使用経験者の少ないPower Point 2007

を使用する。

一斉

30 プレゼン・ソフト 利用（2） 一斉

6

6 プレゼン・ソフト 利用（3） 一斉

13 プレゼン・ソフト 利用（4） 一斉

27 博物館講座発表会準備 ﾌｨ-ﾙﾄﾞﾜ-ｸの結果から、プレゼン用の資料を作る。 一斉
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7 11 英語ｽｷﾙ(A)・論文ｽｷﾙ（B）①

〔英語ｽｷﾙ〕

「恐竜と鳥の意外な関係」につ

いての文章を読み、問題演習

「国際宇宙ステーションの若

田光一さん」についての文章

を読み、問題演習

〔論文ｽｷﾙ〕

課題文やデータを読み、要

約や現状を書き出し、これ

に対する自分の意見を文

章化する。

A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

8 29 英語ｽｷﾙ(A）･論文ｽｷﾙ（B）② A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

9

12 実験研究テーマ検討

一昨年、昨年の課題研究、実験研究の内容を論文集を読み

確認したうえで、各自が行う実験研究の方向性を検討する。 一斉

26 フィールドワークⅡ事前学習

キタガミトビケラ他採集場所に生育する生物について学習

する。 一斉

10

3 フィールドワークⅡまとめ
フィールドワークⅡについて、採集した水の水質調査（ＢＯ

Ｄ）を行い,アンケート・感想を記入する。
一斉

17 英語①（「発表文章」を要約）
新潟大学実験講座について

・各班で発表した内容を要約する。

・各班の内容の要約文を英訳する。

一斉

24 英語②（「発表文章」の英語化） 一斉

31 英語③（「発表文章」の英語化） 一斉

11

7 英語ｽｷﾙ(B)・論文ｽｷﾙ（A）①

〔英語ｽｷﾙ〕

「恐竜と鳥の意外な関係」につ

いての文章を読み、問題演習

「国際宇宙ステーションの若

田光一さん」についての文章

を読み、問題演習

〔論文ｽｷﾙ〕

課題文やデータを読み、要

約や現状を書き出し、これ

に対する自分の意見を文

章化する。

A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

14 英語ｽｷﾙ(B)・論文ｽｷﾙ（A）② A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

21 数学（1）
１回目「数列の漸化式と一般項」…ハノイの塔の教具を使

い、活動を取り入れて学習する。
一斉

28 数学（2）
２回目「ユークリッドの互除法と合同式」…PowerPoint

のスライドを使い学習する。
一斉

12
12 数学（3） ( CP 室利用)

コンピュータ１回目「データ処理①」…Excelを用いて、

円グラフの作成方法を学習
一斉

19 数学（4） ( CP室利用)
コンピュータ２回目「データ処理②」…Excelを用いて、

いろいろなグラフの作成方法を学習
一斉

1

16 ｎｅｔｗｏｒｋの利用(1) ネットワークの基礎 ・ネットワークのハード・ソフトの基礎 一斉

23 ｎｅｔｗｏｒｋの利用(2) ネットワークの利用 ・Webページの基礎（ＨＴＭＬ） 一斉

30 ｎｅｔｗｏｒｋの利用(3) 課題作成 ・Webページの作成（ＨＴＭＬ） 一斉

2

6 ｎｅｔｗｏｒｋの利用(4) 課題作成 ・Webページの作成（ＨＴＭＬ） 一斉

13 実験研究 各グル－プごとに実験研究のまとめをする。 各実験ｸﾞﾙｰﾌﾟ別

20 実験研究発表準備（1） 実験研究を発表するためのプレゼン用資料を作成する。 各実験ｸﾞﾙｰﾌﾟ別

表２ ＜２年生＞

月 日 授業名 内 容 授業形態

4

11 実験研究発表準備（1） １年次で取り組んできた実験研究の結果についての校内発

表会（4月25日）のためのプレゼン用の資料をつくる。 各実験ｸﾞﾙｰﾌﾟ別

18 実験研究発表準備（2）

25 SSHガイダンス ２年生としてのSSH活動の概要説明 一斉

5 2
英語①（4月「発表ppt資料」の英

語化）

実験レポートで使用されている、物質名・実験器具等を表

す英単語を調べる。
一斉
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9
英語②（4月「発表文章」の英語

化）

上記作業の継続および、英文でのレポートの書き方を学ぶ。
一斉

23
英語③（4月［発表文章」のスピー

チ）

パワーポイントにまとめた実験レポートの「タイトル」「見

出し」を英語で表現し、入力する
一斉

30 小論文指導（1）
（１回目）小論文を書くための材料を集める手法について、

プリントで学習する。
一斉

6

6 小論文指導（2）
（２回目）三段型の文章構成について、プリントを中心に

学習する。
一斉

13 U講座・レポート作成 ① U講座の内容をレポ－トにまとめる。 一斉

27 U講座・レポート作成 ② 一斉

7 11 小論文指導 （３）
（３回目）反論を想定して文章を書く課題について、プリ

ントを用いて学習する。
一斉

8 29 小論文指導 （４）
（４回目）テーマ型小論文について、プリントをもとに文

章構成を組み立てる学習をする。
一斉

9

5 新大・レポート作成 ① 新大・理学部実験講座の内容をレポ－トにまとめる。パワ

ーポイントにまとめた実験レポートの「タイトル」「見出

し」を英語で表現し、入力する

一斉

12 新大・レポート作成 ② 一斉

26
英語 ④（レポート（新大）の英文

化）
同 上 一斉

10

3
英語 ⑤（レポート（新大）の英文

化＆スピーチ）
同 上 一斉

17 課題研究（1） 課題研究の実験を行う。 各研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ別

24 データ処理 （1）
論文作成やプレゼンテ－ションでの利用を考え、実験等

で出たデータをグラフ化し、プレゼンテーション用の資料

として使い、実際に発表用スライドを作成する。

表計算ソフトＥｘｃｅｌの基本操作

（１）入力の基礎・ワークシートの活用

（２）関数の利用 ①

（３）関数の利用 ②

（４）ワークシート作成演習 ①

（５）ワークシート作成演習 ②

一斉

31 データ処理 （2） 一斉

11

7 データ処理 （3） 一斉

14 データ処理 （4） 一斉

28 データ処理 （５） 一斉

12

12 課題研究(2) 課題研究の実験を行う。 各研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ別

19 英語(A)・論文ｽｷﾙ（B） ①
〔英語〕①ＡＬＴによる自己紹介・およびそれを題材とし

たＱ＆Ａ活動 ②ＡＬＴによる異文化紹介・生徒による日

本文化の紹介 ③Listening Comprehension

〔論文〕小論文の課題を提示し、その内容について構想を

練る。実際に小論文を書き添削指導を受ける。それを受け

てよりよい文章に仕上げる。

A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

1

16 英語(A)・論文ｽｷﾙ（B） ② A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

23 英語(A)・論文ｽｷﾙ（B） ③ A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

30 英語(B)・論文ｽｷﾙ（A） ①
〔英語〕〕①ＡＬＴによる自己紹介・およびそれを題材と

したＱ＆Ａ活動 ②ＡＬＴによる異文化紹介・生徒による

日本文化の紹介 ③Listening Comprehension

〔論文〕小論文の課題を提示し、その内容について構想を

練る。実際に小論文を書き添削指導を受ける。それを受け

てよりよい文章に仕上げる。

A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

2

6 英語(B)・論文ｽｷﾙ（A） ② A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

13 英語(B)・論文ｽｷﾙ（A） ③ A・B ｸﾞﾙｰﾌﾟで 2展開

20 課題研究 （4） 課題研究の実験を行う。 各研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ別

４ 成果と課題

（1）１学年
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【 英語スキル 】

「ppt資料」の英語化では、すべてのグループが形だけでも自分たちのppt資料を英訳することができた。

彼らにとっては、よい経験になったと思う。また、「発表文章」の英語化では、専門用語ばかりの難解な日

本語を、どのように書いたら英訳しやすいのか、彼らなりに一生懸命考えていた。よい経験になったと思う。

英語力に乏しい生徒も多数いるものの、英語力が優れている生徒に頼り切ることはなく、自分の持ち分をど

うにかして英訳しようと和英辞書を片手に四苦八苦していた姿は好感が持てた。

英語・論文ｽｷﾙでは、７，８月のグループA、Bと11月のグループA、Bで、実施時期の間隔が３ヶ月もあ

る。もう少し実施の間隔が狭くなると有り難い。また、英語による発表も計画はしていたが、残念ながら発

表にいたることができなかった。次年度では作業の進め方を改善し、英語で発表できるようにしていきたい。

【 数理スキル 】

4 月で行った「実験基礎」については、今年度初めての試みであるが、学年のはじめにこのような基本的

な操作や実験での数値の扱いについて確認ができ、良かったと思う。このような基礎確認の時間は、今後さ

らに増やすべきである。

11月後半に実施した数学の講座については、テーマによっては内容が多く、時間内に終わらなかったもの

もあるが、生徒は積極的に参加し、よかったと思う。ただし、実施時期について、（より効果的にするため）

できればSSⅠの「数学入門」とセットで、課題研究の選択を行う前の配置が望ましいと考える。

【 論文スキル 】

もう少し分かりやすい教材を用いて、論文作成の基本が確認できれば良かった。

また、英語スキルとも関係するが、将来、英訳の論文の読解や作成力の向上のために、1 年次から少しで

も経験させるというねらいがあり、自分のレポートの文章を英文化するという取り組みは評価できる。

英語に翻訳するにせよ、まずは、論文としてきちんとした日本語で的確に表現できるように今後も指導し

ていきたい。

（2）２学年

【 英語スキル 】5 月…実験レポート全体を英文に翻訳することは分量が多すぎて、この時間でやりきるの

は不可能であった。例えば、参加した実験の感想を英文にするといいと思われる。9 月…活動自体は有意義

であり、実験レポートの準備になる活動であったと思う。ただ、予定していた時間が他の行事などの関係で

キャンセルになり、発表までもっていくことができなかった。12月…ＡＬＴと少人数でコミュニケーション

をとることができ有意義であった。しかし、ＡＬＴが出張のため、予定していた活動ができないことがあっ

た。全体を通してリスニングの強化ができたのは収穫であった。また、ＡＬＴと少人数でコミュニケーショ

ンをとることができたことも有意義であった。

【 数理スキル 】

演習に様々な演習問題を取り入れた。反省点としては、時間の制約もあり、基礎的な操作しかできず、統

計的な応用まで出来なかった。また、関数・図の利用程度で終わり、データ分析等の本来のデータ処理まで

は出来なかった。

今後の改善点として、関数が理解できないと分析等の応用が出来ないが、最小２乗法など簡単な統計解析

も触れさせると実験のデータ処理などにより役立つ内容にできると考えられる。

【 論文スキル 】

プリントを用いて作業をさせることで机間巡視の時間確保ができた。また、生徒の作業は比較的スムーズ

にできていたと思う。ただ、作業の手順説明に時間がかかってしまった

内容的には、評論の文章構成をもとに説明し、考え方の理解を深めることができた。また、反論を想定する

という作業が、生徒にとっては難しく、理解に時間がかかっていた。身近な例を挙げたほうが、生徒は理解

しやすかったようだ。

課題・改善点としては、一般的な小論文指導が中心となり、次のレポート作成への接続が不十分だった。

また、実施時期については、総合学習での小論文の学習と時期を合わせた方が効率的な学習になると考える。

（3）全体を通して

ＳＳＨ事業も４年目を迎え、３年間の経験が蓄積されて内容も充実してきたといえる。この中で、ＳＳス

キルも上表にまとめたように、１、２年目に比べて充実した内容となった。

昨年度の反省会の中で、明らかになった課題の１つが、「英語スキル」、「数値スキル」、「論文スキル」の
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それぞれが有機的な繋がりに欠けていたことである。この点については一昨年度も指摘されたものである。

そこで今年度は、実験・課題研究の生のデータや大学実験講座の生のデータを使ってグラフや表を作成し

（数値スキル）、これを元にレポートやプレゼンテーションスライドを作成し（論文スキル）、できあがった

論文、スライドを英文に直す（英語スキル）という一連の作業を設けることで有機的な繋がりを持たせてい

くことにした。特に英語の文章に翻訳するという作業では自分の作成した資料を英文に直すということで、

より将来の論文の作成や発表にも繋がる現実的なものとした。

しかし、理系ならではの専門用語などが多く出てくるので２年生でさえ英文に翻訳することはなかなか大

変であった。計画では英文による発表の時間も入れておいたが、実際は発表どころか英文化に時間が費やさ

れ、途中で時間切れとなった生徒がほとんどである。

１年生についても、プレゼン資料を英文化したり、レポ－トの英文化や発表の時間も入れたが、これも発

表まで出来る状態ではなかった。

日常会話を含め、英作文や英語のスピ－チ力をどのようにつけるかは、本校にとって、とても大きな課題

である。

他のＳＳＨ活動に対して実際に役立ち、その内容をサポートできるような、まさに「スキルの向上」がで

きるような実践的なカリキュラムを提供していけるように、今後も内容を精選していきたいと考えている。

（担当：東條）

第５章 国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

（１）佐渡環境講座 トキ野生復帰プロジェクトより

1 目的

身近な環境問題として、トキ絶滅の経緯やトキ復帰のための取り組みについて学び、また、ビオトー

プの整備作業を通し環境問題への意識を高める。さらに、自然観察や生物調査を行い、科学データに基

づいた環境保全について学ぶ。

2 期日 平成23年7月28日（木）～7月30日（土）

3 場所 佐渡市新穂キセン城・トキ野生復帰コアエリア トキ交流会館

4 講師 新潟大学農学部 准教授 本間 航介 先生

新潟大学 教育支援員 関谷 国男 先生

5 参加生徒 新潟県立新潟南高校 8名

新潟県立柏崎高校 4名（1年生） 計12名

6 引率 新潟県立新潟南高校 教諭 伊藤 大助 教諭 平野 朋子

新潟県立柏崎高校 講師 罇 あづみ

7 研修日程

＜7月28日（木）＞

7：10 柏崎高校出発

8：55 新潟港到着

9：25 新潟港出発（カーフェリー）

11：55 両津港到着

13：20 トキ交流会館到着 開講式

13：30－15：00 研修Ⅰ（講義：トキ絶滅の経緯、トキ野生復帰の取り組みについて）

15：20－16：50 研修Ⅱ（実習：実験田の生物調査）

19：30－21：00 研修Ⅲ（実習：生物の同定）

＜7月29日（金）＞

8：30－ 9：45 研修Ⅳ（講義：トキ野生復帰の取り組み）

10：30－16：30 研修Ⅴ（実習：新穂キセン城にてビオトープの生物調査、整備作業）

20：00－23：00 研修Ⅵ（実習：生物の同定、調査結果のまとめなど）
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＜7月30日（土）＞

5：00 研修Ⅶ（観察：放鳥されたトキの観察）

10：00－11：30 研修Ⅷ（見学：トキ保護センター）

12：40 両津港出発（カーフェリー）

15：00 新潟港到着

17：00 柏崎高校到着

8 研修概要

研修Ⅰ（講義：トキ絶滅の経緯、トキ野生復帰の取り組みについて）

トキ交流会館の講義室にて、本間先生よりトキ絶滅の経緯と、野生復帰に

向けた取り組みについて講義をしていただいた。トキの生息場所として棚田

が利用されていること、環境を整えてトキを迎え入れる取り組みが行われて

いることを教えていただいた。また、関谷先生からトキの餌生物の多様性に

ついて教えていただいた。

＜生徒の感想から＞

自分は最初トキの野生復帰はただトキを自然に放せばいいと思っていまし

た。しかしそれだけではもちろんダメで、トキの住処となる里山、餌となる

生き物、トキについて知識のある人作りなどの研究、整備、そういった活

動が必要だと知りました。

研修Ⅱ（実習：実験田の生物調査）

交流会館脇の新潟大学の実験田において、生物調査を行った。調査した場

所は、減農薬・減化学肥料の田、有機栽培の田、江（2カ所）で行った。各

班で3分間スイープ（網を3分間ふり、網に入った生物を採取する）を2セ

ット行った。

研修Ⅲ（実習：生物の同定）

研修Ⅱで採取した生物を実験室に持ち帰り、図鑑を用いて同定を行った。

カエルの幼生やドジョウ、多様な水生昆虫などが採取された。

＜生徒の感想から＞

 同定作業が深夜まで及び大変でしたが知らなかった生物の名前をたくさん知れました。

 生物の同定は初めてだったこともあり、予定を2時間もオーバーしてしまった。去年までのデータと比

べてみると今年はヤゴなど水中にいる生物が少なく、生き物全体の数が少ないことが分かる。これは、

最終のときにも言われたように小水路の水が足りなかったせいではないか。生き物にとって、水辺の環

境がいかに大切であるかが分かった。

研修Ⅳ（講義：トキ野生復帰の取り組み）

2 日目は朝から雨が降ったため、予定を急遽変更し、1 時間ほど会議室で講義をしていただいた。この日

は午後からビオトープの整備作業の実習が予定されていたため、主に棚田や里山の環境の維持について教え

ていただいた。棚田や里山の環境は人の利用によってのみ維持され、手入れをしないと 10 年程度で森林に

なってしまうこと、人の手が入ることによって多様な環境の組合せができ、多様な生物が入り込めるように

なり、トキがこれらを捕食することを知った。
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研修Ⅴ（実習：新穂キセン城にてビオトープの生物調査、整備作業）

佐渡市新穂キセン城に移動し、ビオトープの整備作業を行った。なたを使用し、棚田周辺の草刈りを行っ

た。また、チェーンソーを使って木の伐採を

体験した。

また、棚田の生物調査を行った。調査方法

は前日と同じく、3分間スイープを2セット

行った。

＜生徒の感想から＞

 ビオトープの整備作業では鉈を使って周辺の草を刈りました。また、チェーンソーの使い方も教えても

らい、練習もしました。鉈もチェーンソーも使うのは初めてでしたが、けがをすることなく安全に使え

たのでよかったです。

 全体的に生物の数が実験田より多かった。ビオトープには1年を通して水が張られている。研修Ⅲで予

想した通り、水辺の環境は生物にとって重要なものであるようだ。また、実験田では1匹も取れなかっ

たヤゴの仲間が、ビオトープでは採集できた。ヤゴは常に水がある環境でなければ生きていけないそう

だ。この点からも、実験田とビオトープ、二つの環境の最大の違いは水辺にあると言えるのではないか。

研修Ⅵ（実習：生物の同定、調査結果のまとめなど）

棚田で採取した生物はその場で同定を行ったが、

一部を実験室に持ち帰り、顕微鏡等を用いて同定を

行った。（右写真）

研修Ⅶ（観察：放鳥されたトキの観察）

加茂湖にて、放鳥されたトキの観察を行った。寝床から飛び立ったトキを1羽確認した。その後場所を

移して、5羽を観察した。

＜生徒の感想から＞

 早朝に起床しトキの出現スポットに観察に行きました。トキが見れるかは運しだいだったんですが無事

見ることができました。僕は肉眼でトキを見るのは初めてですごく感激しました。

研修Ⅷ（見学：トキ保護センター）

トキ保護センターは、トキの保護と増殖を目的に環境省が設置し新潟県

が管理・運営している施設で、近接しているトキの森公園からトキの様子

を観察することができる。トキ資料展示館では、トキに関する資料が多数

展示してある。観察回廊から、飼育ゲージ内のトキを観察した。

＜生徒の感想から＞

 トキの鼻はくちばしの付け根にあること、トキの足で、私がヒザだと思っていた部分はかかとであった

ことなど、今まで知らなかったトキの姿を知ることができた。

 保護センターではトキの生活環境やえさについて知ることができたし、野生で見たものとは別の種類の

トキもみることができてよかったです。

＜全体を通して生徒の感想＞

 「トキ野生復帰の取り組み」とはトキを保護し、放鳥するだけではない。トキが再び野生で生きていけ

るような二次的な自然を復活させ、生態系の中にトキが組み込まれるようにしなければならない。そう

しなければ、トキが再び佐渡の空を舞うことはあり得ない。そのためには、国、民間、企業が一体とな

って、トキ保護、二次的自然復活、市民への呼びかけなどそれぞれができることを様々な面から取り組

んでいかなければならない。

 生物調査、生物の同定作業、ビオトープの整備活動、トキの観察など非常に多くのことを経験させてい

ただきました。なかでも個人的に一番つらかったのは生物の同定作業です。２日とも３時間を超える作
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業で、眠気と体力の限界の中、なんとか気力で持ちこたえたという感じでした。ですがその分、自然に

はさまざまな種類の生物がいるのだということを実感することができました。非常に多くの収穫があっ

た研修だったと思います。

 講師の先生も言っていましたが自然についてただデータとして学ぶのではなく実体験として学ぶのが

大事なんだと思いました。普段の生活で田んぼの中に入り生物を捕まえることはありません。僕はそれ

を通してただ図鑑を眺めるより深く生き物について、自然について理解できたような気がします。

 トキの野生復帰のためにいろいろな生物、環境の研究が行われていました。そしてこれらの作業を通し

て生物、環境問題について興味がわきました。しかしこれらのことが決して簡単でないことも知りまし

た。でもトキの野生復帰についてもっと詳しく学びたいです。

9 成果と課題

昨年に引き続き、SSH校である新潟南高校と合同で研修に参加した。

3 日間自然と向き合い専門家からの指導を受ける本研修は、生徒にとって貴重な時間になった。特に、生

徒は普段の生活で田や川に入ることはほとんどないため、今回の研修によって、生徒の好奇心が大いに刺激

されたと考える。また、長時間に及ぶ生物の同定に真剣に取り組んだ。本研修で得た知識は、実体験に基づ

くものであり、かつ苦労して得たものであるので、深く身についたことと思う。研修後に生徒が提出したレ

ポートからも、生徒自身がこのことに気がつき、有意義な研修であったと振り返っている。この研修で得た

ものを、後に生徒が課題研究を行う際に、また生物部における活動等で生かしていきたい。

また、同じ SSH 校である新潟南高校との合同参加であるので、この機会を生かして生徒間で積極的な交

流を図りたい。

（担当：罇）

(２）高校生・北東アジア（環日本海）環境交流セミナー （海外交流） 《 韓国研修旅行 》

１ 目的

本校生徒と韓国の高校生との交流の機会を設定し、環境問題などをベースに科学研究に関する意識や

技量の向上および国際性を高める活動を継続的に実施していくことを目的とする。

大眞（テジン）高等学校、新道林（シンドリム）高等学校の2校を訪問し、生徒間の交流をはかる。本

校からは、研修旅行をはじめとしたSSH事業の説明、課題研究やクラブ活動での生徒の科学研究の紹介

等を生徒の作成した英語文をもとにして行う。また、韓国の高校側からも説明をいただき、生徒間の科

学研究に関する情報交換をもとに交流を深めることを目的とする。

その成果を、帰国後生徒のレポートとして報告集をまとめる他、地域やSSH校間の交流を通し、プレ

ゼンテーションの機会をつくり発表していく。

これらの機会を通し、生徒の国際的な視野の育成、科学研究へのさらなる興味関心の醸成、また地域

での科学を通した国際交流への関心の醸成を図る。

２ 行程表（概略）

＜12月15日（初日）＞

5:55 学校発 → 7:30 新潟空港着 → 9:30 大韓航空 (KE) 764便 → 11:45 仁川国際空港着

→ 15:00 ～ 17:15 国立果川科学館 → 18:30 ホテル着

＜12月16日（2日目）＞

8:50 ホテル出発 → 9:30 ～ 12:00 新道林高等学校 → 14:00 ～ 18:45 大眞高等学校

→ 20:30 ホテル着

＜12月17日（3日目）＞

9:00 ホテル出発 → 10:30 ～ 12:00 ソウル市水道博物館 → 13:00 ～ 15:00 国立中央博物館

→ 16:00 仁川国際空港着

18:00 大韓航空 (KE) 763便 → 19:55 新潟空港着

→ 22:00 柏崎高校着
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３ 見学施設と学習内容

国立果川科学館

韓国国内で最大規模の国立科学館であり、2008 年 11 月 14 日に開館、敷地面積は 24 万4 千m2、施設の総床

面積は4万9千m2 地下1階～地上3階で、

最新のテクノロジーから基礎研究、自然史、

宇宙航空技術など幅広い内容を展示している。

主要施設として、屋内外展示施設, 天体館,

天体観測所, 生態系体験学習場, 科学キャン

プ場などがある。

ソウル市水道博物館

水道水供給100周年を迎え、ソウル市初の水道水をつくって供給した纛島浄水場の位置に全国初の水道博物館が

開館。特に、水の不純物を濾過する緩速濾過

池と水道水を各家庭に送りだす送水施設などを

100年前の姿で原形どおりに復元、韓国上水道

100年の歴史をひと目で見ることができる。水

道博物館は纛島阿利水浄水センターの隣、2万

837m2の敷地に博物館本館、水と環境展示館、

別館、緩速濾過池の総4棟からなる。

水道博物館は100年前の水道水生産関連施設を体系的に整理・保存・展示する歴史学習場だけでなく、市民が水

道水の大切さと安全さを直接感じることができる体験空間として活用されている。

国立中央博物館

2005年10月28日、8年間の大工事を経て、アジア最大級の「国立中央

博物館」が龍山(ヨンサン)に誕生する。敷地面積9万3000坪に、延べ面積

4万1000坪、その大きさは世界で6番目である。

国宝59品に宝物79品と、規模のみならず所蔵品の凄さでも世界の有名

博物館に肩を並べる博物館である。

４ 訪問高校と交流の内容

新道林（シンドリム）高等学校

＜学校の概況＞

韓国ソウル特別市九老区にある2009年に開校した男女共学の公立人文系高等学校。創造的な知識と全人的

な品性を取りそろえた希望人・探求人・実力人を育成することを目的にして

いる。新道林高校は、学校を建てる時点から完工にいたるまで、建築に必要

な資材を全てエコ素材を使用して作り、国内初のエコ認証を受けた学校であ

る。

学生は特殊クラスの3クラスを含めて25クラス、約855人。2011年には、

ソウル特別市高校選択制の支援率が公立1位に選ばれ、2010年には、B1(数

学･科学重点)教科教室制および科学重点学校最優秀学校大賞を受賞している。

総教科履修単位の約45％以上を科学・数学科目で履修する。1年生で年間60時間以上の科学体験活動と共

に科学教養科目を追加で履修し、2年生からは課程により実験、探求中心の教育を受けている。

＜交流会＞

新道林高校、本校の学校紹介を行い、その後生徒同士のプレゼンテーショ

ンを行った。新道林高校は「堅皮類の殻を用いた重金属の抽出」・「口腔内バ

クテリア除去の検証」・「燃料電池」について3つの研究報告を、本校は「新

潟大学理学部高校生講座」・「フィールドワーク（柏崎の自然）」についての報

告であった。新道林高校は1年生の発表で、上級生3名が日本語通訳として

参加してくれた。内容は、1年次の6月からの研究報告とは思えないような

素晴らしい内容であった。



85

その後、本校の生徒8名と新道林高校の生徒15名でグループを作っての

簡単な実験（ケプラー式望遠鏡の作成）を行いながらの交流会を行った。グ

ループ実験であったため、新道林高校と本校の生徒が協力しやすかったが、

作業をしながら話をする余裕はあまりなかったようである。それでも、高校

生の通訳3名の協力により楽しく作業する姿が見られた。

大眞高等学校

＜ 学校の概況 ＞

韓国ソウル特別市蘆原区にある1985年に開校した私立男子高校。生徒の

国際感覚と外国語能力を向上させ、国際的に活躍できる人材を育成すること

を目的にしている。英語以外にも日本語と中国語をネイティブ教師（ALT）

と韓国人教師とのティームティーチングを実施し、第2外国語教育を推進。

海外教育やボランティア活動にも力を入れている。

2009年11月にソウル市教育庁から科学重点高校に指定され、4クラスが、

科学重点クラスになっている。大学との連携授業を行っており、また、課題研究も1年生の段階から8ヶ月

にわたり放課後の時間も含め、大学の先生との連携で実施されている。

また、英才クラスも3クラス設置されており、医学部をはじめ大学への強い進路希望の生徒が選択できる

ように構成しているとのことである。

＜ 授業見学 ＞

まず初めに、科学の授業を見学させていただいた。授業はパソコンとプロ

ジェクターが常設されている教室でプレゼンテーションソフトを用いる形式

であり、今回のテーマは、様々な機器（センサー）を用いて、圧力や速度、

温度などのデータを収集する。という内容のものであった。

＜ 交流会 ＞

大眞高校、本校の学校紹介を行い、その後生徒同士のプレゼンテーション

を行った。大眞高校は「人工知能の開発」・「P19EC cells」について2つの研

究報告を、本校は「長岡技術科学大学サイエンス＆テクノロジー講座」につ

いての報告であった。大眞高校も1年生の発表であり、やはり1年次の夏か

らとは思えないような素晴らしい内容であった。

その後、本校の生徒8名と大眞高校の生徒7名でグループでの交流会を行

った。大眞高校の生徒が英語で質問等をしていたが、本校の生徒はなかなか

理解ができずに苦労する場面も見られたが、英単語やゼスチャー等で何とか

コミュニケーションを図ろうとする姿が見られた。

＜ 修業式 ＞

今年は特別に、一年生の修業式に参加させていただいた。修業式は保護者

も参加し、修業証書、各賞の表彰等が行われた後、一年間の歩み、卒業生の

激励の言葉、著名人の講演、上級生の歌や一年生のバイオリン演奏のパフォ

ーマンスが行われた。日本にはないこの修業式への参加は、韓国の高校生を

知る良い機会になったと思う。

５ 感想（抜粋）

韓国の発表をきいて参考にすべきところもある。（中略）そして研究内容の選定と実験方法が良く考えら

れており、自分らも努力して研究に意欲を持ってあたらなければいけない。これらはこの先にもいかしてい

けることだ。（中略）この体験は普段の生活ではできないことである。自分の今までの人生の中でも特に大き

く印象に残ることだった。それはこれからもかわらないだろう。これからの将来に生かしていきたいこと、

それはこの研修の中で得た経験、新しいものを見た興奮と感動、そして韓国の生徒に見せつけられた実力差

の悔しさなど思ったすべてである。（1年男子）

韓国はすごい、と言うのが真っ先に出る感想です。レベルの高い授業、レベルの高い活動、それらにあう

ように造られた校舎、とてもすごいのです。その中でも日本と一番違ったのは生徒のやる気だったと僕は思

います。韓国の高校生はやる気、向上心がすごく、これも受験戦争からきているのかなと思いました。そう

考えると日本の高校生はもっと頑張れる、出来るはずだと思います。頑張っている韓国の高校生をみてそう

思いました。（1年男子）
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韓国の生徒の発表を聞き、あまりにもレベルが高かったことに驚きました。私たちはまだまだだと実感す

ることができました。（中略）大真高校の終業式である先輩からこんな話を聞きました。やりたいことをどん

どん頑張ってやりなさい、そうすれば、成功するはず。最初にこれを聞いた時は普通の話だっていう感じで

したがよく考えたらやりたいことをずっと続くのはとても強い意志を必要とします。これはとても難しいこ

とです。でも強い意志があれば、やりたいことは成功するのです。だから、私はこれから強い意志でやりた

いことをどんどんやりたいです。（1年女子）

初めて他国の学校に行って英語の大切さを学べました。なので、これから英語をがんばって勉強していき

たいです。今回の韓国研修で学んだ外国の歴史や英語の大切さを今後の活動に生かして行きたいです。（1年

男子）

今回学んだたくさんのことを生かしていくために、まずは普段の学校での勉強に励み、その中で、自分の

好きな物や興味のあるものに関心を持ち自らそういうものにちょうせんしていけたらとおもっています。言

語に大切さや自分を主張することの難しさそして大切さを学ぶことができたので、これからもいろんな人に

出会いその人たちとの出会いを大切にして自分の視野を広げていきたいと思いました。（1年女子）

訪問させていただいた学校の生徒の方は、「1日3時間しか寝ていない」「1日13時間勉強をしている」な

ど想像を絶する努力をしておられた。（中略）これは、勉強をさせられているのではなく、「自らの夢のため」

という目標を持ってやっているからではないかと思った。（中略）今回韓国の学生と交流し、彼らの情熱の火

に触れることで、私も、私の心にまた炎を灯すことができた。この炎を二度と絶やさぬよう、これからの学

校生活の中で、科学に対する姿勢の中で、また人との接し方の中で、夢と、希望と、情熱をもった真摯さを

示していきたいと思う。（1年男子）

韓国の学生の研究の内容はユニークなものが多く、オリジナル性が高かったです。細かいところまで深く

追求していて、すごいと思いました。自分のやりたいこと、知りたいことが明確になっているからこそ素晴

らしい研究になるのだと感じました。多くのことを学ぶことができて良かったです。（中略）韓国の学生は日

本の学生より、積極的だと感じました。発表に対して積極的に質問をする様子や、先生に分からないところ

を聞きなおす姿をみて驚きました。分からないことは分かるまで聞くことが大切だと韓国の生徒をみて感じ

ました。これからは韓国の生徒を見習って、積極的に行動したいです。（2年女子）

２校とも科学に関する知識や学んでいる内容はとても高度でした。しかし、研究を進めるなかでたくさん

の失敗もしていました。なぜ失敗してしまったのか、何が悪かったのか一から戻って考えることも大切であ

る、ということも学んだので、今行っている実験研究でつまずいてしまったときは、このことを思い出して

がんばりたいと思います。（2年女子）

６ 成果と課題

今回の高校生・環日本海環境交流セミナーでは、ソウル特別市の科学重点高等学校である大眞高等学校（昨

年に引き続き2回目）と新道林高等学校を訪問させていただいた。昨年度の課題から、今年は本校のプレゼ

ンテーションを英語で行うことに挑戦した。実際に行ってみて、韓国の高校生に、自分の考えや主張を伝え

ることの難しさを実感することができ、英語を使えるように学ぶことが重要であることを改めて確認できた

ことは非常に成果があったと思われる。また、韓国の高校生の学力や研究内容のレベルの高さには驚いてい

たようである。2校とも、発表者が1年生であったこともあり、2学期後半に実験研究や課題研究を始めたば

かりの本校の1年生や2年生にとって、大きなショックであると同時に、まだまだ自分たちも今以上に努力

をしていかなくてはいけないと感じたことも大きな成果であった。

しかしながら、上記の英語力（会話力）と研究内容のレベルは、本校と韓国の生徒との間には明らかに大

きな差があり、この差を今後いかに埋めていくかが、昨年から引き続きの課題といえる。生徒の感想にもあ

るように、英語力を向上させる。日常から身近な事象に目を向ける。といった取り組み姿勢や意識の改革も

大切であるが、それを実現するための具体策を見いだすことが我々にとっての大きな課題である。

（担当：吉田）

第６章 情報ネットワークを活用した授業等の研究

本節の研究としては、生徒が大学の先生等とメールを介した指導、情報交換を進められる環境を整備して

いくことが進んだことが上げられるが、ネット環境を利用した他校との交流など、大きな枠組みの整備には

至っていない。専門性を持ち合わせている担当教員の異動や関連施設の整備が難しい点などもあり、基本的

な構想の変更も考えながら進めたい。
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第７章 他校視察

石川県立金沢泉丘高等学校ＳＳＨ研究発表会

１ 学校名 石川県立金沢泉丘高等学校

２ 所在 金沢市泉野出町３－１０－１０

３ 日時 平成２３年１２月１２日（月）

４ 日程 10:00～10:25 受付

10:25～11:15 公開授業

学校設定科目「コスモサイエンスⅠ」（生物分野）理数科１年生

学校設定科目「コスモサイエンスⅠ」（物理分野）理数科２年生

11:25～12:05 全体協議

12:05～13:00 昼食

13:00～14:50 公開授業「ＡＩプロジェェクト」

（課題研究ポスターセッション）理数科２年生

５ 学校概要

明治２６年 石川県尋常中学として設置される

明治４０年 石川県立金沢第一中学校と改める

昭和２３年 学制改革により，石川県立金沢第一高等学校と改める

昭和２４年 石川県立金沢泉丘高等学校と改める

平成１５年 創立１１０周年 二学期制に移行

現在

第１学年 第２学年 第３学年 計

普通科 ８学級（321） ９学級（361） ８学級（314） ２５学級（996）

理数科 １学級（40） １学級（41） １学級（39） ３学級（120）

（ ）内は，生徒数

６ ＳＳＨ研究開発の概要

金沢泉丘高等学校は，平成１５年度に文部科学省から理数科がＳＳＨ１期目の指定を受けた。平成１７年

度までの３年間は，「高い志と豊かな教養を身につけた科学技術系人材の育成」を目標とし，学校設定教科・

科目「コスモサイエンスＩ・Ⅱ・Ⅲ」および「人間科学」を設けて研究開発に取り組んできた。

また，平成１６年度には総合的な学習の時間を「ＡＩプロジェクト」とし，課題研究も行ってきた。「コ

スモサイエンスＩ・Ⅱ・Ⅲ」および「人間科学」では，大学や研究機関との連携を図り，科学に対する興味・

関心を喚起し，進路選択の一助とするために特別講義や体験実習を実施した。また，「白山野外実習」，つく

ば大学や各種研究所を見学・実体験する「つくばサイエンスツアー」などを実施し，充実を図ってきた。

平成１８年度にはＳＳＨ２期目となる再指定を受け，１期目の研究開発課題の一部を継続するとともに，

新たに「国際的に活躍できる語学力の育成」を掲げた。この目標を達成するため，「ＡＩプロジェクト研究発

表会」では英語でポスターセッションを行う形式に変更し，新たに学校設定科目「サイエンス・イングリッ

シュ」を設けて科学英語の基礎を習得させるとともに，英語活用力の向上を図った。また，実践的な英語活

用力の向上を検証する機会として「マンチェスター大学研修」や「韓国での研修」等を実施してきた。この

他に，地域の小中学生の科学に対する興味・関心を高めるための普及活動にも積極的に取り組んできた。

今年度（平成２３年度～平成２７年）からは，ＳＳＨ３期目となる再指定を受け，「創造性･独創性及び課

題探究力を身につけた国際的に活躍できる科学技術系人材を育成するために，大学等との連携を図りながら

高等学校における教育課程や指導法に関する研究開発」を研究開発課題として取り組みを実施している。

３期目の今年は，学年ごとに以下の「研究のねらい」を定めている。

〔１年生〕；「コスモサイエンスＩ」によって理科・数学の大学初等レベルの講義，実験を体験し，科学に対

する興味･関心の喚起をするとともに，科学の基本的な学び方を身につける。「白山野外実習」，「サイエ

ンスツアー」に参加し，地域の自然や最新の科学に触れる。また，理科教室を開催し，小中学生に分か

りやすく科学実験の紹介を行うことで，科学に対する理解を深め，プレゼンテーション能力等を高める。

〔２年生〕；「コスモサイエンスⅡ」において，開発された物理・化学の教材に触れる。また，「ＡＩプロジェ

クト」で行われる課題研究の成果を英語でのポスターセッション発表するため，「サイエンス・イングリ

ッシュ」の中で英語の表現力を身につける。

〔３年生〕； 科学系部活動（物理部，化学部，生物部，アドバンスト数学部，コンピュータ部）のいずれか

に所属し，各種科学コンクールに参加する。本校教諭による事前講義を受けたり，一緒に受験する１，



88

２年生の指導をしたりすることで自分の科学的能力のアップを図る。

７ 視察の概要

（１）公開授業

公開授業（10:25～11:15）では，次の授業を見学した。

◇ 学校設定科目「コスモサイエンスＩ」 理数科１年４０名

学校設定科目「コスモサイエンスＩ」は，１単位科目で，後期に毎週２時

間連続で行われている。

今回の公開授業では，マガキを用いて心臓の拍動の様子を観察し，その後，

アセチルコリン，アドレナリンの内分泌液を心臓に作用させた時，また，

海水の温度を変化させた時に心臓の拍動数がどのように変化するかを測定

するという内容であった。

生徒は，マガキの殻を開けるのに四苦八苦しながらも，真剣に実験に取り組んでいた。地元特産で，冬の

味覚のマガキを教材に用いていたこともあり，大変新鮮な印象を受けた。

◇ 学校設定科目「コスモサイエンスⅡ」 理数科２年４１名

学校設定科目「コスモサイエンスⅡ」は１単位科目で，物理，化学の基礎

から発展的な実験までを，通年をとおして行っている。

今回の公開授業では，超音波を用いて波の反射，回折，干渉などに関する

実験を行っていた。超音波の検出にはオシロスコープを用い，送信機と受信

機の間の位相の関係を，リサージュ曲線を描かせて定量的に測定していた。

（２）全体協議

全体協議では，村澤勉校長より，ＳＳＨ３期目の研究開発に望む意気込みが語られた。また，ＳＳＨ推進

室主任の浜本信一教諭からは，３期目のＳＳＨ事業の概要説明があった。

この中で，今期研究開発の主なポイントとして，次の３点が強調されていた。

① 生徒の科学に対する興味・関心の喚起と創造性・独創性および課題研究力の育成

② 国際的に活躍できる語学力の育成

③ 小中高等学校，石川県教育センター等との連携による成果の普及

（３）公開授業（13:00～14:50） 「ＡＩプロジェクト」（課題研究ポスターセッション）

「ＡＩプロジェクト」は，２年生の「総合的な学習の時間」２単位を課題研究として読み替えたもので，

今年度行った課題研究の内容についてポスターセッション形式で発表するものである。

この日は，理数科の１，２年生と石川県内のＡＬＴ（外国語指導助手）約２０名が講堂に集まり，まず，

生徒（各５人のグループ）が，課題研究の成果を英語で約１０分間発表した後，１年生やＡＬＴの質疑にも

すべて英語で答える（約４分）というものであった。

なお，課題研究のテーマは，次の８テーマであった。

① The Circle Constant “π” （数学分野）

② 素数の性質 （数学分野）

③ ループの研究 （物理分野）

④ 微生物の有効利用 （生物分野）

⑤ 放射線の研究 （物理分野）

⑥ クロモトロピズムの研究 （化学分野）

⑦ 数学の問題を作ろう （数学分野）

⑧ 泡の研究 （物理・数学分野）

発表した生徒に質問してみると，発表のための英語の練習は２週間ほど行ったとのこと。また，１年生は，

事前に日本語での発表を聞き，質問事項を考えて英文にし，当日は，この質問（内容は事前に２年生に知ら

せてある）を英語で行っているようだった。

発表のときの生徒の英語も流暢であり，ＡＬＴからの質問（これはその場で初めて聞く）も的確に聞き取

ってこれに答えている様子に感激した。

今回，この「ＡＩプロジェクト」を見学し，当校の目指す「実践的な英語活用力の向上」が充分達成され

ていると感じるとともに，このように英語力向上に軸足を移した課題研究もあるのだと認識を新たにして帰

ってきた。

（担当：石田）
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Ⅳ 実施の効果とその評価

第１章 学校設定科目「SS（スーパーサイエンス）」

本校の SSH は学校設定科目「スーパーサイエンス（SS）」を中心に構成している。SSⅠ（1 年）では、

まず「環境科学基礎」として本校教員による授業により、科学の基礎的な考え方や方法を経験する授業を実

施する。それと並行して、大学等の教員等外部講師による先端科学の現状等の授業を受ける「サイエンス講

座」を実施する。年度後半には「実験研究」として課題研究の基礎として研究の基礎を身につけることを目

的としている。SSⅡ（２年）では、「サイエンス講座」において、外部講師の授業を受けるとともに、「アド

バンス科学」として「課題研究」の推進を進める。SSⅢ（3年）では「課題研究」を中心に進めている。こ

れら SS の授業を通して、科学への興味関心を高めるとともに、（１）研究を計画する過程、（２）研究を遂

行する過程、（３）結果を考察する過程、として「研究」の過程をとらえ、それぞれをしっかりと自己分析で

きる力の育成を目標として授業を進めた。

評価は、理数コースの１，2，3 年および比較の対象として普通科の 1，2，3 年を対象に実施した生徒の

自己評価をもとに行った(3月)。評価対象は、理数コースは各学年1クラス全員。普通科は、1年は任意の1

クラス、2年および3年は理系の1クラスとした。

まず、学校設定科目「SS」の成果を「科学への興味関心度の変化」としてアンケート結果からみると、次

のようになる。

興味関心度の変化

平成22年、23年両年をみても、各学年とも理数コースの生徒に科学への興味関心の高まりが高く見られ

る。その理由について生徒の答えを見ると、普通の「理数系の授業が面白い」との回答以上に、理数での「SS

関連授業が面白い」との回答率が高く、SSHプログラムの有効性が感知される。

（以上、昨年度の報告書の記載からの抜粋）

今年度も、同じ質問のアンケートを実施した。その結果を以下に示す。

SSH事業と、科学への興味関心の変化については、「大いに高まった」、あるいは「高まった」と答えた生

徒の割合は、SSH の対象の理数コースでは、3 年生 81％、2 年生では 70％、1 年生では 94％ という結果

になった。（以下のグラフ参照）

【 普通コース 】 【 理数コース 】

3年生

2年生

1年生



90

特に、SSH の事業を続けて3 年間受けた3 年生理数コースのアンケートの結果が80％の生徒で、科学へ

の興味関心が高まった（「大いに高まった」は22％）という結果になった。

一方、SSHの対象でない普通科普通コースでは、3年生理系で、「高まった」62％であるが、「大いに高ま

った」は0％である

1，2 年生のアンケート結果をみても、SSH の対象ではない普通コースでは、「変わらない」が 50％以上

であるが、SSH対象の理数コースでは、59～67％で「高まった」という結果であり、差が明確に表れた。

このように、昨年度までの結果や今年度の結果からも、「SSH 事業は、科学への興味関心を高める効果に

ついては非常に高い」と言える。

第２章 校外研修（サイエンスツアー・大学講座・自然科学館研修など）

SSH 事業の中で、校外で行われた研修等について、「自分の将来を考える上で影響を受けた事業がありま

すか？」という形で問うた。（複数回答可）

「大いに影響を受けた」、または「少し影響を受けた」

については、ＳＳＨ事業の中で、サイエンスツアーが

毎年1位である。

3年生では、サイエンスツアー（88％）、課題研究

（85％）、大学実験講座（82％）、サイエンス講座

（74％）、

2年生では、サイエンスツアー（78％）、大学実験講座

（73％）、サイエンス講座（67％）、課題研究（66％）、

1年生では、サイエンスツアー（84％）、サイエンス講座

（82％）、課題研究（＝実験研究）（75％）、大学実験講座

（73％）、の順であった。

◆ 各学年において、サイエンスツアーが最も影響を受けた

との回答が多い。この理由としては、地元を離れた各機関に

おいて、最先端の研究に携わる研究者から直接講義等を受け、

研究に対する熱意や面白さを直接伝えてもらうことに大きな

意義を感じたためと思われる。同様のことが、大学講座につ

いても言える。大学の先生や年齢の近い院生とのふれあいが、

科学への興味関心をより高めているものと考えられる。

◆ 3年生において、課題研究が85％と高い数値であり、今

年度も2番目に上げられている。この理由としては、自分で研

究を進め、まとめていくことの充実感を経験するためと考えら

れる。

本校では、課題研究につながる研修として、新潟大学理学部で 1，2 年生対象に、また、長岡技術科学大

学では2年生対象の「大学講座」を実施している。以下は、そのアンケートの結果である。

◆1年生 SSⅠ新潟大学理学部実験講座では、

① 興味関心度（大いにもてた48％、もてた48％）

② 難易度（とても難しかった3％、難しかった76％、やや易しかった21％）

③ 理解度（よく理解できた9％、ある程度理解できた76％、あまり理解できなかった15％）

④ 科学研究の方法（よく分かった18％、少し分かった73％、変わらない9％）

⑤ 自ら科学研究をしてみたいと思った（大いになった21％、少しはなった67％、変わらない6％）

⑥ 進路の参考（大いになった18％、少しはなった58％、変わらない12％）

などであった。
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◆2年生対象の長岡技術科学大学講座では、

① 興味関心度（大いにもてた13％、もてた69％）

② 難易度（とても難しかった9％、難しかった75％、やや易しかった9％）

③ 理解度（よく理解できた13％、ある程度理解できた63％、あまり理解できなかった22％）

④ 科学研究の方法（よく分かった9％、少し分かった66％、変わらない25％）

⑤ 自ら科学研究をしてみたいと思った（大いになった0％、少しはなった78％、変わらない4％）

⑥ 進路の参考（大いになった2％、少しはなった50％、変わらない8％）

などであった。

これらの結果から、「課題研究」の前に大学講座や自然科学館での研修を設け、科学および科学研究への

興味関心を高め、自ら積極的に研究に取り組む姿勢を高めるという目的については、アンケート結果①、⑤

などからも効果的に作用しているといえる。また、研究の方法への理解を深めるという流れについても、ア

ンケート結果④からも効果的作用があることがわかる。

以上の結果から、校外研修プログラムについては目的にそって実施できていると考えている。

第３章 地域連携

中学校との間で、「柏崎サイエンススクール」を実施し、中学生の科学への興味関心を高めるとともに、高

校生の科学理解を深めるとともに、プレゼンテーション能力の育成を目的として実施してきている。

第1 年次は中学校1 校との間で実施した。2 年生対象に生物系のテーマ1 講座、1 年生対象に化学系のテ

ーマ1講座を開いた。講師としては、生物系は「新潟大学理学部実験講座」で生物系の講座を受講した生徒。

化学系は、生徒が課題研究のテーマとして決めたテーマにもとづき、大学講座とは別に地元の新潟工科大学

の講師にサポートを受けたテーマで実施した。

第2年次は中学校2校との間で、中学2年生を対象に物理・化学・生物系の3分野で実施した。テーマと

しては、物理系は「新潟大学理学部実験講座」で受講したテーマ、化学系および生物系は高校側で選定した

テーマで実施した。1年次よりもテーマおよび中学生側の参加者も増やすことができた。

第3年次、第4年次は中学校1校との間で、2年生対象に実施した。テーマとしては数学・物理・化学・

生物の各分野を設定し、本校理数コース2年生全員がどれかのテーマの指導を担当する形で実施した。

アンケートの結果からみても中学生にとっては、科学への興味関心を高める機会となり、高校生にとって

は科学を伝えることを経験しながら、準備を通して自らの知識や探求過程を深める機会となっていることが

分かる。高校生の行う科学講座としてこのプログラムは定着しつつあると考えている。

ただし、今年度についても、昨年同様に実施対象の中学校を拡大していくことが難しく、本校から距離的

に一番近くにある昨年と同一中学校での開催になった。中学校の授業時間の一部を使わせていただくことや、

地理的に距離が遠くなると移動手段の面や移動時間の確保などで実施が難しくなるなど、多くの要因を解決

していく必要があるため、実施中学校を拡大することはなかなか難しい。この点をどう改善していくかが今

後の課題である。

第４章 国際交流

本校のSSHプログラムの中では、韓国の高校生との科学研究を通した交流を第2年次から続けている

第2年次には6名の生徒が韓国のソウル市内の「科学高校」2校を訪問し、授業参観や交流会に参加した。

学年末の特別授業として「科学研究発表」が行われており、その中で生徒相互や指導教員からの質疑応答が

活発に進められている様子に生徒は大きな刺激を受けていた。また、英語プレゼンテーションの授業を通し

て、韓国の高校生の高い英語力やプレゼンテーション力は生徒の課題研究の進行に大きな参考となった。

第 3 年次はソウル市内の「科学重点高校」を 2 校訪問した。「科学重点高校」は普通高校を「科学重点高

校」として指定し、理数教育に重点を置く授業を進めるものである。本校からは 10 名の生徒を派遣した。

本校での「大学講座」で作成したレポートを英文化したものや、「トキ野生復帰プロジェクト」に参加した成

果についてプレゼンテーションを行った。韓国の高校生も研究成果をプレゼンテーションを行い、相互の交

流をはかった。また、第3年次では、新潟南高校の生徒とともに本校生徒がロシア研修に参加する機会を設

けることができた。ここでも、プレゼンテーションを中心とした生徒の発表力、英語力が試された。また、

その前提となる研究に取り組む姿勢やその内容が試されることともなった。このような刺激が生徒の自己向

上に向けた意識の高揚に大きな効果を持つと考えられる

第4年次でもソウル市内の「科学重点高校」を2校訪問した。そのうち1校は昨年に引き続き同じ高校を
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訪問した。本校からは希望と選抜により8名の生徒を派遣し、昨年と同様に本校での「大学講座」で作成し

たレポートを英文化したものや、今年度新しく実施した、柏崎の自然をテーマに「フィールド・ワーク」で

調べて分かったことを中心に英文でまとめ、プレゼンテーションを行った。また、韓国の高校生も研究成果

のプレゼンテーションを行い、相互の交流をはかった。今年度も例年と同様に、生徒はプレゼンテーション

力や英語発表の力の差に大きな刺激を受けていた。

課題としては、（参加した８人の生徒に代表されるように）英語についての聞き取りやスピーチ力などにか

なりの差があること。また、課題研究の取り組み内容、プレゼンのレベルにもかなりの差があること、等が

あげられる。これらの力を生徒が在学中の３年間という短い期間の中で毎年入れ替わる生徒をどこまで向上

させることが可能か、が課題である。しかし、受験勉強や部活など、言わば多忙の高校生活の中でどこまで

時間が使えるのか、などの包括的な問題もあり、そう簡単に解決できる課題ではない。なお、課題研究など

をお互いに学校として継続的に交流できるような体制作りについても、今後の課題である。

第５章 全体を通しての評価

SSHはどのような効果があったか

１ 意識変化の比較

具体的な項目として、3年生について、次の①～④の4項目、①自然科学の研究者や技術者を目指そうと

いう意識が高まった。②大学で取り組みたい分野が明確になった。③学習全般に対する意識が高まった。④

科学事象に関心を持ち、自ら自主的に調べるようになった。について、①そう思う、②そう思わない、

③わからない、の中から選ぶ形で調べた。

その結果、①～④の全ての項目について、

『そう思う』と答えた生徒の割合は、理数コ

ースの生徒で高くなっている。

その中でも特に、①自然科学の研究者や技

術者を目指そうという意識が高まった、とい

う項目については、『そう思う』は、理数56％

普通18％となり、顕著な差が見られた。

以上の結果、本校のSSHプログラムによっ

て、将来の職業選択として研究者・技術者を目

指そうという意識や、大学で取り組みたい分野

選択、自主的な学習意欲の向上に寄与している

ことが伺える。

２ 生徒の自己評価の比較から

生徒に、次の各項目をどのように自己評価するかを質問した結果を示す。問いは次の７項目について、①

力がついた、②やや力がついた、③変わらない、の3項目からの選択で問うている。

１）科学を社会的な広い視野から考える力 ２）人と協力して研究を進める力

３）人の説明を正しく受け止める力 ４）自分の考えを正しく説明する力

５）観察や実験結果を記述する力 ６）ある現象の解明のため仮説を立てて検証過程を考える力

７）自然現象を客観的に観察する力
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例えば、「④自分の考えを正しく伝える力」については、プレゼンテ－ション能力育成の効果が出ているも

のと思われる。また、「⑥人と協力して研究を進める力」については、課題研究がグル－プで取り組んだ生徒

に効果があったと考えられる。「①自然現象を客観的に観察する力」についても、SSH の様々なプログラム

により身についてきた生徒がいることの表れであると考えられる。

いずれの項目も、「力がついた」という生徒の割合は、理数コ－スの方が普通コ－ス（理系）よりも高く

なっている。

また、2 年生、1 年生については、「力がついた」と解答した生徒の割合は 3 年生よりも少なくなるが、

「やや力がついた」という生徒は、いずれの項目についても理数コ－ス2年生、１年生の生徒の割合は、普

通2年（理系）、普通1年に比べて多くなっている。以上のことから、本SSHプログラムの目的とするとこ

ろが生徒の自己評価からも評価されていると考えられる。

また、3年生の生徒に対して

１）現象の観察から何が問題か、何を調べたらよいか、考える力

２）自分の考えを確かめるための方法を考え、行う力

３）実験や観察の結果を自ら評価し、次の問題点や実験方法を考える力

の3点について、①大いについている、②ある程度ついている、③変わらない、の3項目からの選択で回

答を得た結果を以下に示す。

結果を見ると、１）について、①大いについている、②ある程度ついている、のいずれも普通3年（理系）

の生徒に比べて、理数コ－スの生徒の自己評価が高い。

◆ 全体を通して、SSH事業への参加をどのようにとらえているかを、総括的に聞いた結果について

「SSHで実施してきたことをどのように受け止めていますか（①大いにプラス ②ある程度プラス ③変わ

らない ④少しマイナス）」との質問に対する答えをみる。
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平成23年度では、①「大いにプラス」が3年生33％、2年生15％ 1年39％であり、②「ある程度プラ

ス」は、3年生44％、2年生79％、1年生48％であった。

①、②を合わせると、ほぼ80％以上の生徒が、ＳＳＨ事業をプラスに評価していることが分かる。

◆ 進学のための勉強時間と、ＳＳＨ事業の関わりについて

アンケートの質問「７－３・進学のための勉強時間について、ＳＳＨ事業はどの様に関わっていました

か？」、という質問に対し、

3年生では、とてもプラス18％、ややプラス22％、と

いう肯定的にとらえている生徒の割合が40％である。

一方、ややマイナス30％、とてもマイナス15％、と

いう否定的にとらえている生徒もほぼ同数の45％であっ

た。3年生で、肯定的な理由を聞いてみると、

・「理数系の内容が頭に入りやすくなっていったから。」

・「とても進んだ授業が多かったから。」

・「ＳＳＨで興味を持ったことが、進学のための勉強に

つながった。」などを挙げている。

一方、否定的な生徒の理由としては、

・「レポート、課題研究でだいぶ時間を割かなければな

らなかったから。」

・「課題研究やレポートに時間がかかる。」

・「レポートが多かったから。」

・「他の教科の勉強時間を削らなければならないから。」

などを挙げている。

2年生では、半数以上58％の生徒が「関係ない」と答え

ている。また、否定的な生徒の割合は、とてもマイナス0％、

ややマイナス15％で、3年生の結果と比べて数が少ない。

この理由としては、大学受験を前にした3年生との意識

の違いがこの差として現れているのではないかと推測される。

また、「とてもプラス」という生徒は6％にとどまっている。本校の3年生、2年生の学力の高い生徒の人数

の動向がそのまま、SSH事業に対しても、進学に対する勉強時間にもプラスとして受け入れられている傾向

があるように思われる。

なお、肯定的な理由としては、

・「時間が少なくなり焦るけれど、その分やる気も出るから。」

・「いろいろなものの考え方ができるようになったので。」

・「大学について知れるので、モチベーションが上がる。」 などがあった。

1年生では、「とてもプラス」は0％、「ややプラス」が52％で肯定的にとらえている生徒が多かった。

肯定的な生徒の主な理由は、

・「理系の分野で多く学ぶことができ、より知識をつけることができるから。」

・「ＳＳＨによる普段の授業の圧迫（それを補って余りある魅力はある）。」

・「深い所まで考えられるようになるから。」 などであった。

３ 生徒の意識変化と行動の変化について

◆ SSH事業による具体的な行動の変化について（ < 棒グラフ① 参照 > ）

SSH事業による具体的な行動の変化について、全体的に見ると、「以前に比べて、かなり多くなった」とい

う生徒の割合（グラフでは“青”）は３年生（項目により、7％～33％程度）と２年生（項目により、0％～6％

程度）で、３年生の方がはっきりと多くなっている。
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< 棒グラフ① >

○「⑩科学者になり、何か研究したいと考える」について

「かなり多くなった」「少し多くなった」と答えた生徒の合計は、3 年生では 52％（普通コース 3 年生

理系では29％）に対し、2年生では33％、1年生で34％である。SSHを3年間受けた3年生の生徒の約

半数の生徒に、科学者になり、何か研究したいと考える機会が多くなっているという結果になった。

○「④理科や数学の教科書を自ら進んで読んで理解する」について

（3年生では、「かなり多くなった」(11％)、「少し多くなった」(48％)で、合わせて）59％の生徒が「多く

なった」と答えたのに対し、2年生では39％、1年生では3年生とほぼ同じ58％であった。教科書の予習

という面では、3年生と1年生であまり差がなかったことから、SSH経験年数の差の影響はほぼ無いと言

える。さらに、SSH を受けていない普通 3 年理系では、（「かなり多くなった」(6％)、「少し多くなった」

(56％)であり、合わせて）62％の生徒が「多くなった」と答え、理数コースの生徒より多くなっている。

これらの結果から、教科書の予習に関するこの項目に関してはSSHのプラスの影響はほぼ無いと言える。

○「⑤理科や数学の知識を増やしたくて、図書室や資料館に行く」について

SSHの対象の1年生で21％、2年生で15％の生徒が「以前に比べ、少し多くなった」と答えたのに対

し、3年生では「かなり多くなった」（7％）(2人)、「少し多くなった」（22％）(6人)で、合わせて29％（8

人）の生徒が「多くなった」と答えている。一方、SSHの対象ではない普通3年理系では「かなり多くな

った」（0％）、「少し多くなった」（32％）で、合わせて32％（11人）の生徒が「多くなった」と答えてい

る。従って、SSH の対象に関わらず、どちらの生徒も約30％（約10 人）の生徒で多くなるのであるが、

そういう生徒 10 人程度の中でもSSH のプラスの影響として、「かなり多くなった」という生徒の割合が

多く（10人中の2人程度に）なると言える。

< 棒グラフ② > 理数2年生 < 棒グラフ③ > 理数1年生
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また、その一方、「以前と行動はほとんど変化していない（「ほとんど無い」も含む）については、理数コ

ースの1、2、3年生でおよそ半分以上50％～70％の生徒がそう答えている。

SSHの対象でない普通コース2，3年生の理系と1年生普通コースについては、以下のグラフのような結

果になった。

< 棒グラフ④ >

< 棒グラフ⑤ > 普通コース2年生（理系） < 棒グラフ⑥ > 普通コース1年生

＜理数コース、普通コースの平均＞

理数コース、普通コースについて、質問項目①～⑪までの内容について、それぞれ行動が変化した人数の

平均を出して比べてみると、下表のような結果になった。

これをグラフにしたものが下の各グラフである。

< 折れ線グラフ① > 理数コースの行動の変化 < 折れ線グラフ② > 普通コースの行動の変化
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3年生について < 円グラフ① > < 円グラフ② >

3年生について、円グラフを見ると、理数コースの生徒については、具体的な行動の変化が、「以前に比べ、

かなり多くなった」が 11％(3 人)、普通コースが、3％(1.1 人)で、3 倍の差が出た。（具体的な人数の差は 2

人である。）

また、「以前に比べ、少し多くなった」は、理数コース31％、普通コース31％で、割合ではまったく同等

であった。（具体的な人数の差は2人である。）この項目については、SSHの実施有無による差は見られなか

った。

また、1年から3年までの全体を平均してみると以下のような結果になった。

1年生～3年生の全体平均

< 円グラフ③ > < 円グラフ④ >

①～⑪の各項目の行動の変化についての 1 年生～3 年生までの全体の平均について、上の円グラフ③、④

で比べてみると、SSH 対象の理数コースの生徒については、具体的な行動の変化が、「以前に比べ、かなり

多くなった」が6％(2人)、普通コースが、3％(1人)で、2倍の差が出た。（しかし、具体的な人数では僅か1

人の差にすぎない。）また、「以前に比べ、少し多くなった」は、理数コース29％（9人）、普通コース20％

（7人）で、僅かではあるが、SSH対象の理数コースの方が多くなった。（具体的な人数の差は2人である。）

【 課 題 】（科学系人材育成の目的を達成するため、それに関連する行動について）

今まで 4 年間の SSH の様々な取り組みによって、科学への興味関心は確実に高まることが判明している

が、気持ちだけでなく、実際に行動として変化することがもっとも重要なことである。アンケートの結果か

ら、実施の行動が変化する生徒数の割合は、SSH の影響を受けた生徒の方が多いことは確かであるが、「①

テレビで科学系の番組を探して見る」などの比較的安易にできる行動は多くなるが、それ以上の労力を必要

とする行動にはなかなか進まなく、普通コ－スの生徒と比べても人数的には僅かな差に留まっていることが

分かった。

科学系人材の育成に貢献するためには、科学者や技術者が育つための「具体的な行動が多くなった」とい

う生徒を増やす必要がある。そのためには、科学者や技術者になりたいという動機付けをもっとしっかり大

きくすれば、行動ももっと多く変わるであろう。ここ 4 年間の SSH で実行してきたプログラムでは、数値

としてはまだまだ満足のいくものではない。理数コ－スに入学してくる生徒の実態や、対費用とその効果を

再度よく考えながら、より有効なプログラムをどう作っていくか、検討が必要である。
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４ 保護者アンケートから

平成23年10月に実施した保護者アンケートから、保護者の評価を見る。

SSH事業全体の評価を、理数コースの学年ごとにみると、期待通りは、3年：62％、2年：64％、1年：

53％であり、期待以上、やや期待以上については、合わせて、3年：21％、2年：24％、1年：36％である。

保護者の期待に80％以上沿ったものであったことが伺える。また、3年保護者に伺ったところ、進路選択に

プラス、ややプラスを合わせて67％となった。課題研究も、学習へのプラス、ややプラスの影響があると答

えた保護者が合わせて 79％であり、課題研究は、進路選択に大いに役立った：23％、やや役立った：26％

という評価であった。

学習への取り組みの変化に対する回答では、非常に積極的になったは、1年：12％、2年：9％、やや積極

的になったは、1年：33％、2年：21％であった。

進路目標については、目標が明確になったは、1年：15％、2年：9％、やや明確になったは、1年：21％、

2年：15％であった。

科学への関心については、非常に高くなったは、1年：9％、2年：12％、やや高くなったは、1年：65％、

2年：52％との評価を得ている。

第６章 運営指導委員による評価

「研究開発課題」・「研究の概要」および「研究の仮説」にそって研究開発が進められているかについて、

SSH通信でのまとめをもとに、3月時点で評価いただいた。【評価】は次の各項目について、概要および仮説

にそって進められているか、5段階での評価をいただき、平均した。

Ａ（5）：おおいにそう言える（おおいに評価する）

Ｂ（4）：どちらかといえばそう言える（どとらかといえば評価する）

Ｃ（3）：どちらともいえない

Ｄ（2）：どちらかといえばそうは言えない（どちらかといえば評価しない）

Ｅ（1）：そうは言えない（まったく評価しない）

研 究 の 概 要 評価

（ア）柏崎の自然環境の持つ特性とその現状を教材として活用した指導方法の研究 4.2

（イ）大学・研究機関や企業との連携による先端科学への効果的な導入方法の研究 4.4

（ウ）小・中学校と連携し、地域の科学研究ネットワークを活用した指導法の研究 4.2

（エ）プレゼンテーション能力の育成に関する研究 4.6

（オ）科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究 3.6

（カ）情報ネットワークを活用した授業等の研究 3.8

総合評価（全体として研究の概要・研究の仮説にそって進められている） 4.2

表中の「評価」の数値は、〔Ａ＝5 ，Ｂ=4 ，Ｃ＝3 ，Ｄ＝2 ，Ｅ＝1 〕としての平均値を記した。

委員コメントから

項目（ア）

・柏崎の自然に触れる活動をした後、どのように意識改革をさせていくとよいのでしょうか。

この次は行動の変容につながる学習が期待されるところかと思われます。

・今年度から、柏崎の自然をテーマに「フィールドワーク」を新しく実施することができ、生徒が地域につ

いて深く学ぶ機会となった。

・「フィールドワーク」についての評価が具体的に示されていないので、アンケート等の結果を掲載してほ

しい。

・地元の自然環境を教材として活用することは、地道な取り組みであるが、将来の財産になるので、是非力

を入れていただきたい。

項目（イ）

・多用な体験を積み重ねる生徒の姿が確認できます。関心、意欲を高める上で、たいへん効果的に研究が進

められているように思われます。

・大学と連携した「大学講座」により、自然科学に対する興味関心がとても高まり、科学研究への意欲向上
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に効果的であった。

・仮説にあげられている企業との連携により、科学技術が実際に活用されている現場を知る機会を取り

入れてほしい。

・先輩と同じテーマを引き継ぎ、深めることもよいと考える。

・かなり積極的に取り組まれているように思う。先端科学と基礎をうまく組み合わせて指導されるように期

待したい。

項目（ウ）

・生徒の2年生がお世話になりました。立派な柏高生の姿を見て、あこがれを強く抱いた中学生の姿があり

ました。

・「柏崎サイエンススクール」の継続的な取り組みは、地域の中学校と連携した科学教育ネットワークを形成

し、中学生の科学に対する興味関心を高めることに効果的であった。

・地域のネットワークとしては、連携する中学校が少数であるため、実施時期等を検討して、効果をもっと

拡大してほしい。

・成果を上手にアピールしていただきたい。

・小中との連携は相手の都合もあるので難しい点もあると考えられるが、無理のない範囲でやるのが良いと

思う。

項目（エ）

・課題研究発表会に向けて、3年間を通して鍛え上げられた生徒のプレゼン能力の高さを感じました。

・「課題研究発表会」、「柏崎サイエンススクール」、「国際交流」等により、プレゼンテーション能力の育成に

つながる取り組みが行われている。

・プレゼンテーション能力がどのように向上したのかについて、具体的な評価を掲載してほしい。

・大いに成果が上がっていると考える。

項目（オ）

・高校生活3年間を見通した、さらなる指導の充実が求められます。

・「ＳＳスキル」の中で、英語や数学の授業が行われているが、英語力や数値処理能力の育成に関わる具体的

な取り組みが分からないため、資料を提示してほしい。

・プレゼン能力は、すすんでいると思われる。ただ、中味の充実なしに、プレゼン能力育成に走らないよう

にしたいものです。

項目（カ）

・活動が前面にでるように、アピールされることも重要かと思われます。

・「ＳＳスキル」の中で、「networkの利用」の授業が行われているが、（オ）と同様に具体的な取り組みが分

からないため、資料を提示してほしい。

・情報ネットワークをうまく活用できるかは、「情報」とは何か理解しておく事が重要です。「情報」＝「真

実」ではない事を徹底しておかねばなりません。

【総合】

・年々、ますます力を入れて取り組んでおられ、校内での連携体制もより強固なものになっている様子がよ

くわかります。生徒さん達の生き生きとした活動を目のあたりにし、研究の充実ぶりを実感しております。

・科学系人材育成を目指したさまざまな取り組みにより、生徒の科学に対する興味関心の向上につながって

いる。

・研究の仮説に対応する具体的な研究内容とそれぞれの取り組みに対する効果の検証について、これまでの

４年間の経緯をふまえて、さらに進めてほしい。

・英語力養成や進学についてもSSH事業は、決してマイナスになるものではないので、生徒への意識付け

をさらにしっかりとお願いしたい。

・全体として、よく取り組まれていると思います。今後も頑張っていただきたい。
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Ⅴ 研究開発上の課題、及び、今後の研究開発の方向

１．研究開発実施上の課題

（１）高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

学校設定科目SSⅠ、SSⅡ、SSⅢの中で「サイエンス講座」という形で、大学等との連携授業を実施して

きている。同講座を通して先端科学への興味関心を高めること。また研究への動機づけとしての同講座の位

置づけはその役割を果たしてきている。

今後は、この講座で学習した内容を、より効果的に「課題研究」のテーマ設定や課題研究に生かすこと、

および、生徒の自主的な探究の姿勢として、より高めるためのSSの在り方を固めること、が課題である。

（２）中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

「柏崎サイエンススクール」の活動を通しての中高連携・地域連携の在り方は定着してきている。

ただ、昨年の反省でもあるが、より広く中学校に参加して頂きたく、今年は講座の案内を市内の中学校に

配付して広く募集案内を実施した。しかし、協力して頂ける中学校がおらず、昨年と同じ中学校に声をかけ

てなんとか実施の協力を得た。平日に実施していることや、中学校の貴重な授業時間を使わせて頂くという

ことも含め、中学校の理科の授業の１つとして協力して頂けるように内容をより精選し、参加しやすい形態

を整えていくことが課題である。

（３）プレゼンテーション能力の育成に関する研究

SSⅠ、およびSSⅡの中で、「フィールド・ワーク」や「大学実験講座」等のレポートをグループ単位でプ

レゼンテーションを作成し発表することや、「課題研究中間発表」として課題研究の進行状況と自分達の問題

意識、研究への取り組み方を発表し、生徒の相互評価を進めることは、プレゼンテーション能力の育成をは

かるとともに、広い視野から研究を探り深めていく上で、アンケートの結果からも明らかに有効性が見られ

ている。このため、来年度も引き続きこのプログラムを継続していきたいと考えている。

なお、今後は、単なる技術的な向上にとどまらず、研究の深化も図れるプレゼンテーションの在り方を研

究することが課題である。

（４）国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

2 年次、3 年次、4 年次と韓国の科学高校、科学重点高校への生徒派遣を実施してきた。参加した生徒は、

韓国の高校生の積極性、意欲、英語力、プレゼン能力の高さ等に触れ、自らの今後の在り方を考える大きな

契機を得てきた。しかし、派遣生徒数が少ないため、この成果を他の生徒の意欲向上にどのように結びつけ

て活用していくかが、大きな課題になっている。

また、『高校生・北東アジア（環日本海）環境交流セミナー』として韓国および日本の高校生による環境

をテーマとした交流会を開くことを目的とし、そのための高校生派遣を行っているが、環境をテーマとした

交流に結び付けられるように、「地域の特性」を活かした課題研究テーマや科学系部活動での活動を推進して

いくことも重要な課題である。参加生徒が、帰国後も韓国の高校生との交流を続けて行かれるような環境整

備を進めるとともに、現在は「課題研究発表会」の中で行っている『高校生・北東アジア（環日本海）環境

交流セミナー報告会』を校内あるいは地域で、より広い人を対象に発表できる機会を設けていくことも必要

と考えている。

（５）科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

これまで、「英語」、「数理（情報）」、「論文」の各パートで教材を用意しながら生徒のスキル向上に向けた

指導を行ってきた。しかし、その中で、教材選定など各パートを担当する教員間の横の連携が難しいことが

課題として上げられてきていた。各パートの中で、数値処理能力の育成に関しては昨年とほぼ同じ内容で実

施したが、今年は、特に英語力の育成を目指した取り組みとして、日本語で作成したプレゼンの資料を英文

に翻訳し、さらに英文で口頭発表するということを試みた。しかし、プレゼン資料の英文化はできたが、時

間の制約もあり、英文での口頭発表はできなかった。

限られた講座時間を、より効果的に関連付けられるプログラムを構築することが今後の課題である。

（６）情報ネットワークを活用した授業等の研究

これまで、生徒が大学の先生等と直接課題研究に関する情報交換や助言をいただけるような環境を整える

ことを目的としてきた。わずかではあるが、この流れに沿った活用をしてきた生徒もいるが、なかなか生徒
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の自主的な「問い合せ」活動は育っていない。ひとつの原因は、生徒が自らの「課題研究」に対して研究方

法等の情報や意見を広く探る段階まで理解が深まっていないことがあると考えられる。

今後は、「情報」を活かすことと、自らの「研究」を深めることが両輪として進展していくことを実感で

きる指導が必要と考える。

２．今後の研究開発の方向

（１）高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究

科学への興味関心を高めることを目的とした「サイエンス講座」の事業内容が、生徒の「課題研究」にも

っと生かされる形として、研究の方法や考え方を探ることを目的とした「サイエンス講座」への進展をはか

る。

また、今後も本校 SSH 事業の柱を「課題研究」の充実におくとともに、年間計画の中でも「課題研究」

にあてる時間を今年度並みに設定し、そこにつながる形で科学研究の基礎を身につける機会として「サイエ

ンス講座」が活用できるように年間計画を策定する。

（２）中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究

「柏崎サイエンススクール」の取り組みを進めるとともに、より長期的、広範囲に実施できる形を整えて

いく。下記（４）の取り組みとも連携しながら指導を進める。

（３）プレゼンテーション能力の育成に関する研究

教科SSⅠおよびSSⅡで、「環境科学基礎」や「サイエンス講座」のまとめとしての発表や、「サイエンス

スクール」での指導、発表の経験も踏まえ、国際性を意識した英語による口頭発表の機会を設けるなど、さ

まざまな発表の機会を与えて、総合的なプレゼンテーション能力の育成をはかる。

（４）国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究

韓国の高校生との交流を継続し、国際的な広い視野から科学やその研究をとらえる姿勢を育成するととも

に、その基礎となる科学研究力、語学力の育成をはかる。

また、地域の特性に根ざした教材の研究として、今年度実施した柏崎市立博物館との連携のもと、今後も

地域の海、山、平地に生息する植物相、動物相の研修、研究、教材化を進める。

（５）科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究

英語力の育成についての教材として、先輩が作成した「課題研究論文集」を活用し、アブストラクトの英

文作成や、プレゼンテーション資料の英文化などの指導を行う。そのためにSSスキルの再編成を進める。

（６）情報ネットワークを活用した授業等の研究

校外の研究者や研究機関が「サイエンスアドバイザー」として生徒に直接指導いただく機会を設けている

が、年度によって生徒の研究内容とアドバイザーの方々の専門分野の違いが多くある年もあり、そのシステ

ムをうまく活用するところまで至っていない。今後は、生徒の研究へのより積極的な取り組み方を指導する

中で、この情報ネットワークの活用を進めたい。

〔謝辞〕

SSHの指定を受けてから、柏崎高校におけるSSH事業の4年目も無事進めることができました。ここに

至るまでご指導、ご協力をいただきました皆様に御礼申し上げます。

また、特段のご協力、ご指導をいただきました、文部科学省、科学技術振興機構、新潟県ソウル事務所、

新潟県教育委員会、柏崎市教育員会、関係大学・研究機関各位に感謝申し上げます。今後ともご指導、ご鞭

撻のほどお願い申し上げます。
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<< 資 料 編 >>

１．平成23年度実施教育課程表
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２．運営指導委員会の記録

（１）平成23年度第1回運営指導委員会

〔日 時〕平成23年6月11日（土）

〔会 場〕柏崎市市民プラザ

〔参加者〕

・運営指導委員

谷本 盛光 様 （新潟大学理学部長） 藤岡 達也 様 （上越教育大学教授）

城所 俊一 様 （長岡技術科学大学准教授） 植木 厚夫 様 （柏崎市立第一中学校：代理）

小林 浩人 様 （新潟県教育委員会） 宇田 泰代 様 （新潟県立教育センター）

品田 やよい 様（柏崎市教育委員会）

・柏崎高校

浅野 隆 清水 健夫 東條 賢二 寺尾 邦宏 南雲 仲夫 細井 真理 罇 あづみ

石田 秀一 田中 宏之 吉田 昭仁 金子 晴之 布施 暢子 渡辺 由仁 渡邊 峻

〔次 第〕

１ 開会

２ 校長挨拶

３ 新潟県教育員会挨拶

４ 運営指導委員及び校内係自己紹介

５ 課題研究発表会講評

６ 議事

（１）平成22年度事業報告

（２）平成23年度事業計画

（３）質疑応答及び指導助言

７ 閉会

（２）平成23年度第２回運営指導委員会

〔日 時〕平成23年12月2日（金）

〔会 場〕柏崎高校セミナーハウス

〔参加者〕

・運営指導委員

城所 俊一 様 （長岡技術科学大学准教授）

植木 厚夫 様 （柏崎市立第一中学校：代理）

小林 浩人 様 （新潟県教育委員会）

宇田 泰代 様 （新潟県立教育センター）

品田 やよい 様（柏崎市教育委員会）

・柏崎高校

浅野 隆 清水 健夫 東條 賢二 寺尾 邦宏 南雲 仲夫 細井 真理

石井 芳典 吉田 昭仁 金井 祐一 布施 暢子 罇 あづみ

〔次 第〕

１ 開会

２ 校長挨拶

３ 新潟県教育員会挨拶

４ 運営指導委員及び校内係自己紹介

５ 議事

（１）今年度のＳＳＨ各種事業の取り組みの紹介、及びそのアンケート結果

（２）文科省・中韓評価ヒアリングへの提出資料と質問内容について

（３）来年度（ＳＳＨ指定５年間の最終年）に向けての基本計画と方針について

６ 閉会



105

＜指導助言＞

◆「課題研究のテーマがなかなか決まらない」ということに対し、どのような指導が有効か、助言いただ

きたい。

→ 長岡高校の理数科も同じような悩みを抱えています。大学では、①テーマを決めた段階で発表させる。

②割と近いところに目標を設定し、そこまでの計画を立て発表させる。③実験の結果が出てから発表させ

るのではなく、途中経過の測定の段階でも発表の場を持たせる、等は有効だと思います。今回も４月に中

間発表会というのを設定されていますが、それをもう少し前倒ししてやると、発表としての内容は不完全

ですが割と速く動機付けできるというメリットがある。大学でも修士論文を最後にまとめるが、中間発表

の場を設けて、割と近いところに目標を設定して指導しているので参考になると思います。

◆ １年生では実験研究の進め方等、研究の基礎みたいなものを扱い、それを基にして２年生になって

課題研究のテーマを決めて研究を実施していくということなのだが、現状ではその流れがうまくつなが

らない。テーマもグループによっては全く別の新しいテーマになる。すると、また１からの出発となり、

１年生の時の研究とのつながりが保てないということが起こる。ＳＳＨの全国の交流会でも同じような

ことが取り上げられていた。大学でも学生に対して研究のための実験がおこなわれていると思いますが、

１段目、２段目とどのような指導が行われているのか、参考として伺いたい。

→ 大学によっても違いがあると思いますが、長岡技術科学大学の場合では、学部と修士が一環の扱い

で行われています。初めは与えられたテーマで始めるのだが、その後修士に上がったときに、そこでテ

ーマ設定をしてもらいます。そこは高校と似ているところだと思います。テーマ設定をさせたところで

やはり研究室や教室に呼んで発表させています。一応仮説を立てて、どのような方法で行けば結果が出

そうだ、というところまでは考えさせています。後は地道にその実験室において研究させておくという

ことになる。今は修士で１年やった段階で中間発表をしてもらっている。その場では一般の教員から多

くの批判を受けることになる。実験の結果もかなりのところまで出ていますので、その助言や批評を参

考にして最終的な修士論文にすすめていくという進め方になっています。修士から入ってくる学生に対

してはまた少し違った対応をしています。また、学部の４年生については、時間も限られていますので、

教員から研究テーマを与え、それについて研究を行っていくという大学が多いかと思います。

課題研究においては、なるべく生徒の発想を生かしたいということがあると思います。高校の場合に

もテーマ発表の場を設定すると、より効果的になると思います。

→ 全てが新しいテーマだとまた０からの出発になるが、イオンクラフトの浮上条件のような先輩が取

り組んだテーマで、ある研究テーマを継続して研究してみたいという生徒がいればそれも有効だと思う。

◆ われわれの課題の中で「評価」については、大きな部分があると認識し、各事業についてはアンケー

トをもとに行っている。一番の問題は、「生徒の能力としてどういう変化があったのか」、というところ

をどう評価したらいいのか、というのが大きな問題と考えている。教育評価となると、小・中学校では

割とよく行われているのではないかという思いもあるのですが、その点について何かご指導をいただけ

たらお願いしたい。

→（助言なし）

◆ 本校理数コースでは、定員割れがここ２年間続いている。ＳＳＨという事業が小・中学校の生徒にと

ってどのように捕らえられているのかお聞かせ頂きたい。

→ 第一中学校では、先日も９０名がお邪魔しまして、サイエンススクールをしていただいた。この内容

は非常にすばらしく、中学生の立場では、（柏崎高校は）「あこがれ」として見えているわけです。ただ、

「地域に根ざした」という意味では、いろんな地域の中学生に体験してもらいたい。また、高校生には

課題研究のようなものにも共通すると思うのですが、アウトプットする場面を提供することでよりやる

気が出るのではないかと思います。たとえば、実験研究や課題研究で自分たちが研究した内容や分かっ

たこと調べたことを中学生に教えたり、追体験してもらうという主旨で行うのもいいのではと思う。ま

た、博物館でフィールドワークしたものでも同じだと思う。この地域独特のものを中学生も知るべきだ

ろうという考えもできる。教える場面があれば、より知る必要性がでてきます。教材研究も高まると思
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う。そういう点で、いろいろな学校に広めて頂ければありがたいと思う。

→ アピールの仕方が地味だと思う。せっかく一生懸命取り組んでいるのだから、その成果をもっと積

極的に出すというのがいいのではと思う。中間評価ヒアリングの時にも指摘されたのですが、私も強く

感じたのですが、もっとＳＳＨの成果をまとめたメッセージを広く出すことが必要ではないかと思いま

す。

◆ メッセージを出す必要性については十分承知しているのですが、その出し方をどうすればいいか、

という点で、われわれとしては非常に悩んでいるところです。

例えば、柏崎サイエンススクールについても、案内を広く中学校にしたのですが、なかなか来てくれ

ないのが現状である。新聞社についてもいろんな所に宣伝して、昨年はでかでかと新聞に載せて頂いた

のですが、その結果、中学生にはどう受け止められているのかが分からないのであります。体験入学で

は、理科、数学に興味がある生徒に是非来て下さい、と言って声はかけているのですが、集まらない現

状なので、さらに具体的な提案がありましたら是非この場で助言をいただきたい。

→ 「柏崎サイアンススクール」について、応募がなかなかなかったとのことですが、実施期日が決ま

っているのであれば、柏崎市教育委員会を通して、市内の中学校の校長会などの場で中学校に連携をお

願いすることが可能です。

また、新聞報道については、柏崎の地方紙では、写真をとって内容を書いて「是非載せてください」と

頼めば載せてくれると思います。課題研究発表会についても、チラシを作って、各中学校に配付・案内

するといい。また、柏崎市教育委員会に送って頂ければ、柏崎市としての教育振興のいために教育委員

会を通じて協力のお願いとして案内もでき、協力できると思います。校長会を通じて、もし都合が付け

ば是非中学生に参加するように、という依頼もできます。来年度早々に声をかけて頂きたいと思います。

→ 同じく「柏崎サイアンススクール」の応募についてですが、４月当初に中学校の理科主任の集まる

会が必ずありますので、校長会で話が通っているのであれば、そこの場でも直接中学の理科の先生方に

案内できると思います。さらに、そこの場に説明できる先生が来て頂いて直接写真なども２，３枚披露

してもらうとより効果的であると思います。

→ ＳＳＨの成果や効果をいうときに、毎年の内容を説明するのではなく、１年生で入学した生徒が３

年間でどういうプロセスを経てどういう風にどこまで成長したか、というような内容で示して頂いた方

が分かり易いのではと思う。
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３．アンケート結果、記録写真 等

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.1) ＳＳⅠ サイエンス講座 アンケート結果

① 科学入門「生命の起源を探る」 ② 医学系講座「イメージを覚える脳、思い出す脳」

講義後 講義後

③ 数学系講座「オイラーの多面体定理と地図の塗りわけ問題」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.2) ＳＳⅠサイエンスツアー (1年生) アンケート と その結果
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【資料】ＳＳⅠ サイエンスツアー 記録写真 より

〈福井県立恐竜博物館〉

福井県の恐竜発掘について講演 フクイラプトル・キタダニエンシス 世界最大 ティラノサウルスの頭蓋骨

〈京都大学再生医科学研究所〉

はじめに 岩田所長より 電子顕微鏡操作 ＥＳ細胞

〈京都大学エネルギー理工学研究所〉

京都大学 吉田キャンパスにて 記念写真 イオンビームで書かれた文字（電顕画像）
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研究所概要 尾形所長より ＮＭＲ ヘリオトロンＪ

〈京都府立植物園〉

熱帯温室 バオバブの花

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.3) ＳＳⅡサイエンスツアー (２年生) アンケート と その結果

図１ 研修の参加前後で印象がどのように変化

したか。（問１と問２をまとめた内容）

図２ 研修の前後で印象の変化した研修場所

はどこか（問３と問４をまとめた内容）
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図３ もっとも印象に残った研修場所はどこか。（問５）

（巻末資料） ＳＳⅡ サイエンスツアーⅡ 記録写真より

京都大学附属飛騨天文台前 太陽磁場活動望遠鏡の説明 東北大学 中村健悟先生の講義

光電子増倍管（展示）の前 カムランド：防塵服を着て入室 生理学研 小泉周先生 脳の講義

分子研のUVSOR（極端紫外光研究施設）を見学 名古屋大学のノーベル賞展示室を見学

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.4)

ＳＳⅠ サイエンス講座「新潟大学・理学部実験講座」（１学年） より

生物分野

アオウキクサの形態観察 培養液のｐＨ調整 クリーンベンチ内で植え継ぎ作業
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地学分野

高圧下で破砕する機器 双眼実態顕微鏡で岩石プレパラートの観察 電子顕微鏡で岩石表面の観察

[９月２１日 発表会より]

地学分野の発表 生物分野の発表 発表内容について質問

アンケートから

① 実験講座の内容は興味関心を持て ② 実験講座の内容は難しかった ③ どのくらい内容を理解できた

るものでしたか？ ですか？ と思いますか？

④ 講座を通して大学を身近に感じる ⑤ 講座を通して研究者を身近に感じる ⑥ 講座を通して、科学研究の方法

ようになりましたか？ ようになりましたか？ が分かりましたか？

⑦ 講座前と比べて科学研究は面白くな ⑧ 自分で科学研究をしてみたい ⑨ 講座を通してあなたの学習意欲

りましたか？ と思うようになりましたか？ は変わりましたか？
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⑩ 講座は、進路を考える参考になりましたか？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.5)

ＳＳⅡ サイエンス講座①「長岡技術科学大学・実験講座」（２学年） より

① 実験講座の内容は興味関心を ② 実験講座の内容は難しかった ③ どのくらい内容を理解で

持てるものでしたか？ ですか？ きたと思いますか？

④ 講座を通して大学を身近に ⑤ 講座を通して研究者を身近に ⑥ 講座を通して、科学研究の方法

感じるようになりましたか？ 感じるようになりましたか？ が分かりましたか？

⑦ 講座前と比べて科学研究は ⑧ 自分で科学研究をしてみたいと ⑨ 講座を通してあなたの学習意欲

面白くなりましたか？ 思うようになりましたか？ は変わりましたか？

⑩ 講座は、進路を考える参考になりましたか？



113

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.6)

ＳＳⅡ サイエンス講座②「新潟大学・理学部実験講座」（２学年） より

記録写真より

〔数学系〕堕円で遊ぼう 〔物理系〕超伝導現象の不思議と 〔物理系〕自然界にある放射線と

面白さ 高エネルギー物理学

〔化学系〕(＋) -シトロネラール 〔生物系〕メダカのからだの 〔自然環境科学系〕地球温暖化

から(－) -メントールの合成 つくりを顕微鏡でしらべよう！ のシミュレーション

本校での事前学習の様子 実験講座の閉講式の様子
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（巻末資料） ＳＳⅡ サイエンス講座「 新潟大学・理学部実験講座」 アンケート結果
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.7)

ＳＳⅢ 課題研究発表会 (3学年) より

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.8) 『柏崎サイエンススクール』 アンケート結果

① 高校生向け
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②中学生向け

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No.9)

SSⅠ博物館講座フィールドワーク発表会

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

資料 (No .10） Ｕ講座 物理分野「低温の科学」アンケートより

＜資料①＞ アンケート結果

第１回、第２回の講義・実験について
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第3回目（新潟大学 山田 裕 教授）の講義について

＜資料②＞ 講座の様子

薬品の秤量 薬品の撹拌 油圧プレスでの成形

電気炉にて熱処理 焼成（完成） 低温状態での電気抵抗の変化

液体酸素の観察 気体の収縮・膨張 固体窒素の観察
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新潟大学教授 山田裕先生 講義（ダイヤモンドの超伝導） 液体酸素の磁性の観察

冷却金属の渦電流による反発 マイスナー効果による磁石の浮遊 軌道上の超伝導体の浮遊

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


