
はじめに 

平成２４年度から５年間の指定を受けました本校のＳＳＨ事業も、今年で１期最終年を迎えま

した。世界で活躍できる科学技術系の人材の育成をめざしてスタートした、素晴らしい自然環境

に恵まれたこの北杜の地を生かした開発プログラムによる数々の事業も、関係各位のご支援ご協

力のおかげで、多くの成果を修めることができました。  

 本校の開発プログラムを簡単に御紹介いたします。まず、中高一貫校としての利点を生かして、

早期に科学的リテラシーを育み、高校におけるＳＳＨ活動の核となる人材を育てるために、中学

校に特別なカリキュラムを設定して活動してきました。それを経て、高校１年生は「サイエンス

アプローチ(以下ＳＡ)」を全員が履修します。前期の「ＳＡⅠ」第１部では、身近な課題を探求

することを通じて、論理的な思考力、正しい判断力と課題発見力を育成します。第２部では地元

北杜市に目を向け、生徒自らがテーマを設定し、北杜市の行政や各関係機関と連携して、フィー

ルドワークを積極的に行う中で、様々な角度から問題を分析してその解決方法を探ります。後期

に行われる「ＳＡⅡ」では、サイエンスレクチャー、サイエンスフィールドワークとして、講師

を招き、地元の研究機関を訪問する中で、科学的な態度について理解を深め、自然科学・科学技

術への興味関心を高めます。さらにこれらの学習を深め、その成果を発表することで、プレゼン

テーションに必要な知識・技能・表現力を身につけます。これらの基礎段階でのプログラムは、

高校２、３年生での「課題研究Ⅰ・Ⅱ」を中心とした発展的プログラムの中で、自らが学び、考

え、自然の真理に迫ろうとする「探究心」、様々な困難を解決する「課題解決力」を育成する上

で、重要な役割を果たしています。その後の生徒たちの活動の状況を見ていると、学習の基礎段

階の課程の重要性を実感させられます。これらのプログラムを大きな枠組みとし、大学や研究機

関、企業、同窓会、保護者などとも連携し、共同研究を行うことにより、この５年間の中で、甲

陵ＳＳＨは内容をさらに発展させてきました。 

この５年間で、生徒達は大きく変容しました。理系進学希望者だけでなく文系進学希望者にお

いても、論理的思考力や、物事を真剣に考え主体的に研究する意欲、自らの学びを発信する意欲

に関して著しい成長が見られました。北杜市の行政を始め地元企業、研究機関及び関係機関との

連携が年を追うごとに深まる中で、生徒は積極的に社会の人々とフィールドワークを通じて交流

しています。そのような姿から、本校ＳＳＨの目標の一つである「人間力」が育ってきているこ

とを感じ取ることができます。学内だけでなく、地域や外部の研究者などの他者から評価される

ことが、生徒達にとっては大きな喜びであり、さらに自分の力を発展させようとする意欲につな

がっております。このような生徒の変容は、指導する側の教職員にとりましても大きな自信と誇

りとなっています。 

 事業を通しての課題も多々あります。今後も、この５年間の経験を活かしつつ、それらの課題

を改善し、地域の資源や人材をさらに十分に活用しながら、ＳＳＨ事業に取り組んでいくことが

できたならば幸いです。 

  

 終わりに、本校ＳＳＨ事業の推進にあたり、多大なご支援ご協力を頂きました関係各位に対し

まして、心から厚く御礼申し上げます。 

                                                          北杜市立甲陵高等学校 

                                                         校 長   内 藤  信 司 
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❶平成２８年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約） 

 

① 研究開発課題  

自然科学，科学技術に対する興味・関心を高め，「探究力」，「課題解決力」，「人間力」を養い，

世界的に活躍する科学技術系の人材を育成するための，小・中・高・大・研究機関・企業・地域・同窓

生・保護者と連携した教育システムの研究開発。 

② 研究開発の概要  

・学校設定科目「サイエンスアプローチⅠ（以下ＳＡⅠ）」，「サイエンスアプローチⅡ（以下ＳＡ

Ⅱ）」，「ＳＳＨ数学」，「ＳＳＨ物理・化学・生物」での主体的・能動的な学習，「科学研修旅

行Ⅰ・Ⅱ」や連携機関での実験・実習・見学等により，自然科学，科学技術への興味・関心を高め

，「探究力」，「課題解決力」を育む。 

・地域の科学技術教育の拠点校として，小学校・中学校・高校・地域・同窓生・海外の留学生・保護

者等と連携し交流する。これらの交流を通して「人間力」を育む。多くの自然に恵まれている北杜

市の地の利を活かした研究の可能性を追求する。 

・甲陵中学校において探究的な学習や外部講師による講義，連携機関での実験・実習を行い，高校時

における甲陵ＳＳＨの核となる人材を育てる。 

・外部機関・同窓生・保護者との連携内容・方法を研究する。 

③ 平成２８年度実施規模  

本校の高校１学年１２１名，高校２学年１１９名，高校３学年理系７２名の計３１２名と，中学生１

２０名を対象として実施した。 

④ 研究開発内容  

○研究計画 

１年次（平成２４年度） 
研究開発課題達成のための準備・調査・試行段階と位置づけ，新入生に対して平成２４・２５年度

のカリキュラムと３年間を見据えた全体のカリキュラムを理解させる。次に以下の①から③の実施と

第２年次で行われる学校設定科目に対する教材の準備を行う。 
 ①１年次甲陵ＳＳＨのスタート ②２年次甲陵ＳＳＨの準備 ③評価・検証の取り組み 
校内研究組織の評価担当を中心として実践を開始する。特に「ＳＡⅠ」，「ＳＡⅡ」については，

ＯＰＰＡシートを用いて自己評価を含め検証する。 
 ２年次（平成２５年度） 

研究開発課題達成のための充実を図る。「太陽」，「空気」，「水」のテーマのもと，小学校・中

学校・大学・研究機関・企業・地域・同窓生・保護者との連携を円滑に進めるための手法や，世界的

に活躍する科学技術系の人材を育成するためのプログラムの確立を目指す。また，以下の④から⑥の

実施と，３年次の学校設定科目に対する教材の準備，効果的な実施方法等の調査研究を行う。 

⑤ １年次①～③の継続実施 ⑤２年次甲陵ＳＳＨのスタート ⑥ ３年次甲陵ＳＳＨの準備 

 ３年次（平成２６年度） 

 １・２年次に実施した甲陵ＳＳＨの課題を分析するとともに，その対応を検討する。特に，３年次



ではこれまでに得られた成果を報告書にまとめる。また，以下の⑦から⑨を実施し，４年次での効果

的な実施方法等の調査研究を行う。 

 ⑦１・２年次の①～⑥の継続実施 ⑧３年次甲陵ＳＳＨのスタート ⑨研究の発信 

 ４年次（平成２７年度） 

 三年間の中間総括をもとに，本校の課題の明確化，継続事業の充実と新たな取組の導入を行う。研

究の充実期と位置づけ，甲陵ＳＳＨを質的に充実させる。甲陵ＳＳＨを全面的に実施することで成果

を確立させる。 

 ５年次（平成２８年度，本年度） 

 研究の完成期と位置づけ，５年前に比べ研究開発課題である小学校・中学校・大学・研究機関・企

業・地域・同窓生・保護者と連携した科学技術教育システムの研究開発が確立されているかを検証す

る。５年間の甲陵ＳＳＨの取組を更に充実，発展させるための指針を策定する。 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

特例の内容 

「社会と情報」，「現代社会」，「家庭基礎」をそれぞれ２単位から１単位に減じる。 

代替措置 

・【ＳＳＨ数学】２単位を設置し，「社会と情報」の「情報を活用する」と「情報社会の課題を見

つける」の内容を扱う。 

・【ＳＡⅠ】１単位を設置し，「現代社会」の「私たちの生きる社会」，「共に生きる社会を目指

して」の内容を扱う。 

・【ＳＡⅡ】１単位を設置し，「家庭基礎」の「人の一生と家族・家庭及び福祉」および「生活の

自立及び消費と環境」の内容を扱う。 

特例の適用範囲 

【ＳＳＨ数学】，【ＳＡⅠ】，【ＳＡⅡ】は第１学年全員を対象とする。上記の科目を履修させる

ため，１学年は「社会と情報」を１単位，「現代社会」を１単位，「家庭基礎」を１単位減じて実施

した。「現代社会」の中で「私たちの生きる社会」，「共に生きる社会を目指して」の内容を，「社

会と情報」の中で「情報を活用する」，「情報社会の課題を見つける」の内容を，「家庭基礎」の中

で「人の一生と家族・家庭及び福祉」，「生活の自立及び消費と環境」の内容を上記の学校設定科目

の中で扱うことで代替する。 

○平成２８年度の教育課程の内容 

学校設定科目 

【ＳＡⅠ】 
１つの研究テーマに対して効果的に調査・研究・考察・討論をしていく基礎的な力を身につけさせる

科目で１学年前期に行う。科学技術の発達に伴う人権や倫理観の問題についても深く考えさせる機会を

設け，昨年度と同様，内容を第１部と第２部に分けて実施した。 

【ＳＡⅡ】 
自然科学・科学技術に対する興味・関心を高め，研究内容を深めて効果的に発表する方法論を学ぶ科

目で１学年後期に行う。自然科学・科学技術への知識や興味・関心を高めることを目的として設定した

「サイエンスレクチャー」，「サイエンスフィールドワーク」と，発表をより効果的に行うための方法

論を学ぶことを目的とした「プレゼンテーション」，学んだことを生かし研究・発表を行う「最終発表」，

以上の４つの内容に分けて実施した。 



【ＳＳＨ数学】 

１学年で実施する。内容を「数学の世界」，「統計解析実習」,「ＳＳＨ数学課題研究」,「数学Ⅰ・

Ａ発展・演習」に分け，更に「数学の世界」を「算数・数学オリンピック演習」，「ＰＩＳＡ問題演習」，

「黄金比とフィボナッチ数列」，「英語で数学」の４つの講座に分け実施した。 

【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】 

２学年で実施する。生徒は開講された１３講座について，講座を担当する教員からの講座内容につい

ての説明を聞いた上で，選択を行った。各講座では，生徒が研究テーマを自分で設定し，各研究テーマ

について，１人，あるいは数人のグループで研究を行った。４月末から９月末にかけての授業時間の中

で研究を進めたが，場合によっては，放課後や夏休み中にも研究を行うこともあった。中間発表会を経

て，１０月１日に計３１グループが公開発表会を行った。 

【ＳＳＨ英語】 

２学年で行う。理系的な内容の英文を読み，内容を正しく理解するための「英文読解」，英語論文を

書くために必要なライティング力をつけるための「英語論文作成練習」，人を引き付けるプレゼンテー

ションを英語で行うための「英語プレゼンテーション（練習・課題研究発表）」，実際に論文作成を行

う「課題研究についての英語論文作成」の４つの内容を実施した。 

【ＳＳＨ物理】 

２学年から３学年にかけて行う。学習指導要領の定める「物理」の実験を充実させ，実験技術の基本

を習得するために，物理法則等の検証実験を行い，その内容を深く理解した。２月１３日のＳＳＨ授業

公開において研究授業を行った。 

【ＳＳＨ化学】 

２学年から３学年にかけて行う。化学的事物・現象に対する興味関心を高め，科学的に考察する能力

を育てると共に，化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，将来を担う科学者・技術者を育成す

る。そのために授業では実験の授業を充実させることを重視し，実際に手を動かす機会を増やす工夫を

している。 

【ＳＳＨ生物】 

２学年から３学年にかけて行う。自然に対する関心や探究心を高め，基本的な概念の理解を深める。

また，生徒が自ら実験データの集計・処理等を行い，生物学的に探究する能力と態度を育てる。「ウニ

の受精・発生実験」「ＰＣＲ法による遺伝子組換え作物の検知実験」「遺伝子組換え実験」「ＧＦＰ精

製実験」など，高度な内容が教科書にも掲載されている状況を考慮して，遺伝子に関する実験は特に重

点的に行った。 

【ＳＳＨ課題研究Ⅱ】 

３学年の理系希望者を対象に行う。各生徒が高校卒業後の進路と関連のある研究テーマを設定し，教

員による指導を受けながら研究を主体的に進める。２月１０日に研究発表会を行った。 

○具体的な研究事項・活動内容 

学校設定科目以外の研究事項・活動内容 

Ａ) 科学研修旅行  

科学研修旅行Ⅰ 

生徒は以下のコースからいずれかを選択し，グループに分かれ各施設を訪問した。 

 ○筑波（ＪＡＸＡ，産業技術総合研究所）コース（７９名） ○国立遺伝学研究所コース（３６名） 

○山梨大学工学部コース（９名） ○山梨大学教育人間科学部コース（１０名） 



 ○山梨大学クリーンエネルギーセンターコース（１０名） 

科学研修旅行Ⅱ（１０名）※３月１９日～２４日実施予定 

この研修では，最先端の太陽光発電施設の見学研修，日本のインドにおける科学技術協力に関する 

講義，見学，現地の高等学校等でのＳＳＨ課題研究Ⅰの研究発表のために，インドを訪れる。 

Ｂ) 国際交流プログラム 

Ｃ）探究学習発表会 

Ｄ）学校が主催した科学系の行事 

 ・小中学生対象科学体験教室 ・海外研修事前研修講義（山梨大学准教授、） 

Ｅ) 外部団体が主催する科学系・国際系イベントへの積極的な参加 

 ・山梨県芸術文化祭 自然科学研究発表大会 社会科学研究発表大会 ・高校生津波サミット ・数 

理の翼 ・数学甲子園 ・サイエンスフェスタ 2017 ・科学の甲子園 ・科学の甲子園 Jr．・各種 

科学オリンピック ・ＳＳＨ生徒研究発表会 ・日本地理学会春季学術大会 ・やまなし環境活動推 

進ネットワークフォーラム ・山梨県衛生環境研究所研究成果発表会 ・化学クラブ研究発表会 等 

⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 

・学校設定科目「ＳＡⅠ」，「ＳＡⅡ」の評価については，堀哲夫氏が提案する一枚ポートフォリオ（One 

Page Portfolio Assessment，以下ＯＰＰＡシート）を用いた。その他の学校設定科目およびＳＳＨカリ

キュラムについては科学意識に関する質問紙調査，観察等を行った。 

・「ＳＳＨ課題研究Ⅰ」については，「自分の希望に即したテーマがあり，興味・関心を持って行うこ

とができた」と答えた生徒が８３.８％であった。 

・「ＳＡⅠ」について，興味・関心を持つことができたと答えた生徒が８８.５％であった。 

・高校３年間を通してのＳＳＨ事業に関して「満足し，自分のプラスになった」と感じている生徒が８

５.３％と，昨年度とほぼ同じであった。 

・卒業生の中で，将来理系の職業に就こうと考えている生徒が５０.４％いて，３年間のＳＳＨ事業を

きっかけにその職業に就きたいと思った生徒が２３.３％であった。 

・卒業時に，自然科学，科学技術に関する興味・関心・意欲がある生徒が７６.７％であった。 

・８５.１％強の甲陵中学生が高校入学後のＳＳＨ事業に期待をしている。 

○実施上の課題と今後の取組 

「ＳＳＨ課題研究Ⅰ」はＳＳＨのメインの科目であると同時に教師の資質向上にも大きな役割を担って

いるが，本校のカリキュラム上，研究の題材集めから研究を行い発表するという一連の流れの期間が短

い。ひとつの原因はテーマ設定に時間がかかり，研究活動の時間が減ってしまうことである。また，Ｓ

ＡⅠやＳＡⅡとの連携や過去の生徒の先行研究を活かした取り組みが不足し，研究の深化がなされてい

ない。研究内容の引き継ぎがうまくいっていないことが原因であり，過去の研究のリポジトリ化，物理，

化学等の分野ごとの研究論文集の作成によって対処していく予定である。評価に関してはルーブリック

評価を導入した。実際に実施してみてさらなる改善が必要であり，今後も時間をかけて正確な評価を行

うための研究を進め、第２期ＳＳＨが採択された場合はＳＡⅡの一部でも導入することを考えている。

「ＳＡⅠ」に関しては実施５年目となり，かなり成熟してきた。ＯＰＰＡシートによる評価も定着し，

順調に進んでいる。今後は新しいテーマや中学校からの研究の継続を意識した改善をしていく。中高一

貫校の特性を活かした６年間の継続研究に取り組むことを予定している。 

 



別紙様式２－１ 
北杜市立甲陵高等学校 指定第１期目 24～28 

 

❷平成２８年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題 

 
①  研究開発の成果  
○実施による成果とその評価 

ＳＳＨ第１期最終年の５年目にあたりこれまでの経緯を示し、その中の平成２８年度の実施項目につ

いて，成果と評価を記す。 

① これまでの経緯 

  本校は八ヶ岳南麓の緑豊かな自然に囲まれた環境の中に位置し，平成２４年にＳＳＨ指定校となっ

た。地域の恵まれた環境を活かした学習活動ができる反面，交通の便が悪く，連携する山梨大学までも

時間を要し，外部講師を依頼するにも他校に比べて時間や交通費等を費やさねばならない状況である。

このような状況を鑑みながら，地域の様々な力を利用してＳＳＨの計画を実施してきた。 

  特に教育課程の特例を用いて設定したＳＡⅠは現代社会の１単位を減じて設定した科目であり，それ

を考慮した社会科学系の内容を用いて研究手法を習得する授業を実施した。実施に当たっては市役所や

地域の商工会等の協力を得て連携し，フィールドワークを通して地域に根付いた活動を展開した。授業

担当は地歴公民科の教員を配置した。 

  ＳＡⅡでは研究した内容をアウトプットする目的を設定し，科学論文の書き方，効果的なプレゼンテ

ーションの方法等の目的を達成すべく，授業担当には家庭科や国語科，情報科，またホームルーム担任，

副担任を配置して，全職員によるＳＳＨの事業展開を確立した。さらに地域にある東京海洋大学の施設

や企業，事業所と連携して訪問研修を実施し，国立研究開発法人産業技術総合研究所や大学，大学共同

利用機関法人の協力を得て，講演会等を実施した。また夏休み等には科学研修旅行Ⅰを実施し，協力先

の各種研究施設を訪問し実験実習等を行った。 

  課題研究ⅠではＳＡⅠやＳＡⅡでの授業を通して培った能力を実践すべく，科学研究テーマを設定し

てより深い研究を行った。研究成果の一部は各種学会，科学コンテストに参加し外部発信を行った。 

  課題研究Ⅱでは課題研究Ⅰの研究の継続，もしくは大学進学後の進路希望に沿った新たな研究テーマ

の設定をして実施した。研究成果は発表会で披露し研究論文集を作成した。 

  併設中学校においては総合的な学習の時間を主として課題研究を実施した。学年単位で，各学年担当

の他に高校の理数の教員も協力して実施し，校外学習等も積極的に行った。その他，科学系部活動も中

高連携して行い，各種大会やコンテスト等にも参加した。 

② 現状の分析 

今までの年次報告書等を基に，本校の強み（評価できる点）と弱み（問題点）を示す。 

強み（評価できる点） 弱み（問題点） 

・管理機関である市教委はもとより，北杜市全体 

からのバックアップがある。 

・地域の様々な組織や企業の協力が得られる。 

・ＳＡⅠでは地域の協力を得られて研究が進み， 

地域の理解を得ている。 

・ＯＰＰＡシートにより，生徒の変容が掴めてい 

る。 

・ＳＡⅠ・Ⅱ，課題研究Ⅰの関連性が弱く，研 

究テーマ設定に費やす時間が大きい。さらに 

中学における課題研究との関連や一貫性が乏 

しい。 

・過去の研究を活かしきれず，研究の継続性や深 

化がなされていない。 

・研究が完了まで行かずに終わってしまってい 



・教員の異動がないため一貫性のある指導がで 

きる。 

・豊かな自然に恵まれ，課題研究のフィールドと 

して可能性が大きい。 

・生徒，教員共に外部に目が向くようになった。 

・他校での発表会やコンテスト，高校生津波サミ 

ット等の国際会議にも意欲的に参加する生徒 

が増えた。 

・生徒は学力優秀で意欲的である。 

・保護者や卒業生も非常に協力的である。 

・県内唯一の公立の併設型中高一貫校である。 

 

 

る。 

・成果の外部発信が弱い。特に地域への普及活動 

が弱い。 

・１単位の課題研究のみで生徒の変容は困難で 

ある。 

・課題研究においてグループでの研究が多く，個 

人で研究する力が不足している。 

・教員数が少なく，複合的な研究テーマに対応で 

きない。また小規模校ゆえに校務分掌が重複 

している教員が多く，負担が大きい。 

・外部のコンテストでの具体的な成果が現れて 

いない。 

・生徒も教員も多忙で，時間の余裕がない。 

中間評価の講評にもあるように，第１期では生徒や教員の大きな変容があった。一方でアンケート

調査やＯＰＰＡシートの分析等の評価，運営指導委員からの指導助言等を基に分析すると，以上のよ

うな問題点も明確になった。今年度で解決が難しいような根本的な課題には、第２期目の計画の中で

取り組んで行く予定である。 

 

ⅰ学校設定科目 

「ＳＳＨ数学」 

 全校生徒対象のアンケート調査結果から「数学の問題を解くことが好きである」との問いに肯定的な 

回答を示した生徒は６７.５％である。これらの生徒に数学的な見方や考え方のよさと数学の社会的有 

用性を認識し，事象を数理的に考察する能力を養い，数学を積極的に活用する態度を育てることを目的 

として設定している。この授業で実施する６つのテーマで次のような成果があった。 

・数学答案の記述の重要性を学び数学的根拠に基づく問題作成の楽しさと難しさを知った ・自然界に 

存在する数学の美しさに対する興味・関心を深めた ・数学に対する興味・関心，論理的思考力を高め 

た ・身近な諸問題についてＥＸＣＥＬを用いて解析するという現実的な取り組みにより，統計解析に 

対する興味・関心を高めた 

 この科目により数学に関心を持ち、問題を解くことに意欲的な生徒の育成に効果があった。 

 

「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ」 

近年の社会問題について実際に調査・研究・考察・討論をする。各生徒が捉える「問題」が具体的な研

究テーマとして確立する過程を経て, １つの研究テーマに対して効果的に調査・研究・考察・討論をし

ていく基礎的な力を身につけさせるために実施している。今年度も内容を第１部と第２部に分けて実施

した。 

アンケート調査結果から、ＳＡⅠの授業に９４.５％生徒が興味関心を持って臨んだと回答した。また 

９５.１％の生徒が「課題発見力」が身についたと考えている。このＳＡⅠの取り組みを通じて，自らテ 

ーマを設定してそれを科学的に探究する能力，プレゼンテーション能力，レポート作成能力，またフィー 

ルドワークの際の関係機関・企業への連絡・調整などを通じてコミュニケーション能力（人間力）を向上 

させる事が出来た。特にフィールドワークを通じて北杜市の方々との交流を深め，多くの方々の理解と 

協力を得られたのは今後に向けて大きな意義があったと考える。また、ここでの探究の成果を社会科学 



研究発表大会など外部で発表し，優秀賞獲得などの形で高い評価を得た。今年度は県内ＳＳＨ校の発表 

会にも参加し，他校との交流も深め，大きな収穫を得た。 

また，この科目を通しての生徒の科学に対する視点や思考の変化を，ＯＰＰＡシートを用いて生徒が自 
己評価したり教員が評価したりすることが，評価法として定着してきたことは大きな成果である。 

 

「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅱ」 

自然科学・科学技術に対する興味・関心を高め，研究内容を深め効果的に発表する方法論を学ぶ科目 

である。「サイエンスレクチャー」「サイエンスフィールドワーク」「プレゼンテーション」「最終発 

表」の４つの内容に分けて実施している。 

「サイエンスレクチャー」では，研究者という視点から研究をしていくに当たって大切なことは何か， 

どのように研究を進めるべきかを学び，研究手法の獲得に効果があった。 

「サイエンスフィールドワーク」では，現地に直接赴き，観測機械に直接触れて実習することで生徒の

科学に対する興味・関心を高める事ができた。また，研究者の方々の多大な努力や最新の設備を知るよい

機会となった。 

「プレゼンテーション」では，多くのプレゼンテーションの場を設け，批評をフィードバックする機会 

を繰り返し設定した結果，プレゼンテーションに必要な知識・技能・表現方法などが身についた。授業内

容を毎年改善し作り上げた授業計画は，今後他校が同様の授業を行う上でも参考となるものであると確

信している。 

 

「課題研究Ⅰ」 

自ら課題を見つけ，学び，考え，自然の真理に迫ろうとする「探究力」，様々な困難を解決する「課 

題解決力」を育成することを目標として設定した科目である。本校の科学的な探究活動の１つとして，２ 

年生の前期に９０分１コマで理系全員と文系の生徒の一部で行っている。今年度は４月末から９月末に 

かけての授業時間の中で研究を進め，研究班によっては放課後や夏休み中にも研究を行った。中間発表 

会を経て１０月１日に公開発表会を開催し，３１チームが口頭発表を行った。 

アンケート調査結果では「知的好奇心を喚起したか」の問いに対し，８１.１％の生徒が肯定的に答え 

ている。また「真理に迫ろうとする探究力が身についたか」の問いに対しても８１.１％が肯定的に捉え 

ている。この科目で身につけた資質を活かし，将来グローバルに活躍する科学系人材となる生徒が出る 

ことを期待している。 

またこの科目を通して思考力が身についてきた。仮説を立て検証し，結論を発信するという流れが身に 

つき，物事を論理的に考えることのできる生徒が増加した。授業中の発問に対する解答でも大きな変化 

があり，生徒の変容を感じている。 

 

「課題研究Ⅱ」 

高大接続を意識して，高校卒業後の進路と関連したテーマで研究させ，主体的に研究活動を行う力を養 

うことを目的に実施した。自分の将来の進路を真剣に考えるよい機会となり，研究することや将来に対 

する高い意識を持つ生徒の育成につながった。本年度は２月１０日に研究発表会を実施し，研究論文集 

にまとめた。 

 

「ＳＳＨ英語」 

科学的内容の英文の読み方を学び，それをもとに英語による論文作成，プレゼンテーションをする能力 

を習得し，課題研究の内容を英語で発表できる能力を身につけるために実施してきた。全校生徒対象の 



アンケート調査結果では「英文を読むことが好きである」という問いに対し，６４.２％の生徒が肯定的 

に答えている。また「英語で会話することが好きである」に対しては５９.７％が肯定的であった。これ 

に対し「ＳＳＨ英語」を履修した２，３年生を対象とした調査では，この科目に対して肯定的に回答した 

生徒は８９.６％であった。この授業により意識と能力の変容があり，ＳＳＨ生徒研究発表会をはじめ外 

部での発表会における英語でのプレゼンテーションやＳＳＨ海外研修（インド研修）への意欲的な参加 

につながっている。この科目や国際交流プログラムにより，「人間力」の育成に大きな成果があった。 

授業担当者からは「最初はまとまった量の英文を書くことに抵抗がある生徒が多かったが，添削や生 

徒同士で自分たちの書いた英文を確認することを通して，生徒自身の論理的思考と表現力が高まり，ラ 

イティング力も向上するという効果を感じることが出来た。GTEC for STUDENTS の結果はまだ返却されて 

いないが期待できる」と報告があった。 

 

「ＳＳＨ物理」 

物理の基本的な概念や原理・法則の理解を深める。また，生徒が自ら実験の計測・制御，実験データの 

集計・処理等を行い，自然に対する関心や探究心を高め，物理学的に探究する能力と態度を育てることを 

目的に実施した。アンケート調査結果では「理科の問題を解くことが好きである」と回答した生徒は５７. 

５％であったが「理科の実験を行うことは好きである」と回答した者は７８.６％であった。実際に実験 

を行ってみると，興味・関心が高く、与えられた手順に沿って実験を行う能力は十分にあり実験が下手な 

わけでもないが，我々が考えている以上に実験に不慣れであることがわかった。この科目は実験器具を 

手作りさせることで物作りの楽しさと実験する楽しさの両方を感じさせるところから始めた。自分で仮 

説設定を行い，立証するための検証方法を考え，さらに自分で実験用具を作成しながら用意し実験を行 

うという経験で，研究者としての資質の一部を会得させることができた。アンケート調査結果ではこの 

科目に対して８６.１％の生徒が肯定的な回答であった。 

 

「ＳＳＨ化学」 

化学的な事物・現象に対する探究心を高め，化学的に考察する能力と態度を育てるとともに，化学の基 

本的な概念や原理・法則の理解を深め，将来を担う科学者・技術者を育成することを目的に実施した。ア 

ンケート調査結果ではこの科目に対して７０．０％の生徒が肯定的な回答であった。基本的な概念の理 

解，実験操作の技術やデータ処理の際に必要な統計処理を習得させることで，課題解決力を育成するこ 

とができた。 

 

「ＳＳＨ生物」 

自然に対する関心や探究心を高め，基本的な概念の理解を深めること，また，実験データの集計・処理 

を通じて，生物学的に探究する能力と態度を育てることを目的に実施した。生物では生命現象を遺伝子

レベルで考えることが多いので，遺伝子に関する実験を特に重点的に行い，遺伝子の理解がより深まる

ように配慮した。 

実験以外にも実験・観察を行い，その中で「探究心」や「課題解決力」が，回数を重ねるにしたがって 

育っている。また，教科書の内容について教える授業の中でも、「探究心」や「課題解決力」が育成され 

ていることが確認できた。さらに，平成２９年度のセンター試験では、高得点者（９０点台）が増加した。 

アンケート調査結果ではこの科目に対して７９.４％の生徒が肯定的な回答であった。 

 

ⅱ各種プログラム 

「ラドンプログラム」 



世界で活躍する科学技術系人材に必要な資質を身につけるための，北杜市の特色を意識した「太陽」， 

「空気」，「水」３つのテーマの中の「空気」に関する取り組みである。市営の１１カ所の温泉施設の空 

気中のラドンを近隣の中学校の生徒と共に観測し，共同研究を行うことで中学生にも科学に対する興味・ 

関心も誘起させる取り組みとして実施した。しかし，各中学校から温泉施設まで距離があり，適切な移動 

手段がなかったり，指導する教員が不足していたり，部活動等が忙しく高校と中学の共通の時間を作れ 

なかったりなどの理由により，なかなか実施できなかった。 

校舎内での測定は継続し，今年度の結果はＳＳＨ海外研修（インド研修）でも発表することになってい 

る。研究している生徒は連携先のデリー工科大学及び Appejay School（高等学校）でプレゼンテーショ 

ンを行うことに意欲的であり，「人間力」も身についてきた。 

 

「太陽のエネルギーを用いたプログラム」 

同様に「太陽」に関する取り組みである。北杜市が東京工業大学と提携して推し進める太陽熱発電シス 

テム等について学び，さらにインド共和国の２つの大学とも連携して，高校生の視点で研究を行ってき

た。今年度は設置された太陽光パネルの景観問題の解決に取り組み，さらに雨水処理や熱風の発生の問

題解決等にも取り組んだ。今後は研究結果を発表していく予定である。 

このように自分たちの研究で諸問題を解決しようとする意識も芽生え、科学者として必要な資質の獲

得ができてきた。 

 

「併設中学校におけるプログラム」 

このプログラムは「甲陵中学校に特別なカリキュラムを設定し，早期に科学的リテラシーを育むこと 

で，高校時における甲陵ＳＳＨの核となる人材が育つ」という仮説の下，総合的な学習の時間等を利用し 

て実施した。アンケート調査結果では「理科の実験を行うことは好きである」と回答した生徒は９２.６％ 

であり，「ＳＳＨの取り組みは自分のプラスになる」と回答した者は８７.６％であった。 

特に中学３年生は，今年度も「１人１研究」を基本としながら，より研究に深みをもたせるために，複 

によるグループ研究や過去の研究を掘り下げるための継続研究にも取り組んだ。これまでのＳＳＨ事業 

に関わる中学校の取り組みにおいて、数多くの体験を積み重ねることにより，中学生の科学への興味・関 

心を高めるだけでなく，従来の学習活動だけでは知り得なかった知識を身につけさせることができた。 

なお今年度は本校生徒が，地元出身のノーベル賞受賞者である大村智先生の「大村智自然科学賞」の中学 

部門を受賞した。 

 

ⅲ科学研修旅行 

科学研修旅行Ⅰにおいては，１年生１２０名が選択制の県外３コース及び地元の山梨大学で行われる 

大学連携講座の３コースに参加した。夏季休業が始まった直後で忙しい時期であり，また生徒にとって 

は難しい内容も含まれていたが，普段の生活の中では得られない見識を得ることができた。ＪＡＸＡや 

産業技術総合研究所，国立遺伝学研究所等の県外コースについては，アンケート調査での満足度も高く， 

目的である「大学や研究機関での研修を実施し，自然科学・科学技術への興味・関心を高める」という目 

的が達成できた。これは今後の活動に良い影響を及ぼすと確信している。 

科学研修旅行Ⅱ（海外研修）に関しては今年度も３月に２年生の希望者１０名がインドの高校や大学， 

企業を訪れる。現地では自らの研究内容を発表し，ディスカッション等も行いながら交流をしている。科 

学技術に対する興味・関心だけでなく，英語をコミュニケーション手段として使用することでその重要 



性を感じ，今後の学習意欲の向上にもつながっている。この経験により帰国後には生徒の英語に対する 

学習意欲や英語で話すことへの積極性の変容が見られ，また帰国後に現地で感じた疑問等の解決に対し 

て自発的に取り組む姿勢が現れている。 

研究開発課題である自然科学・科学技術に対する興味・関心を高め，「探究力」，「課題解決力」，「人 

間力」を養い，世界的に活躍する科学技術系の人材育成をより確実にするという目的は，生徒の変容によ 

り着実に達成できたと認められる。また生徒の進路実現にも多大な好影響を及ぼしている。 

 

ⅳ科学系課外活動 

 科学部の部員数は１７名であり，ＳＳＨ事業を始めてから一定の人数を保っている。外部で行われた 

山梨県高校芸術文化祭自然科学部門やサイエンスフェスタ，他校での発表会，各種オリンピック等に意 

欲的に参加している。生徒たちの科学研究に対する意欲は着実に向上している。 

 

②  研究開発の課題  
ⅰ学校設定科目 

「ＳＳＨ数学」 

 生徒は授業に興味を持って臨み「おもしろかった」という感想を述べていたが，本来の育成したい能力

を獲得できたかをしっかりと検証する必要がある。今後も継続的に研究を行い，時間をかけてしっかり

と検証方法を確立させる。またアクティブラーニングの手法を取り入れて生徒の主体的な活動を活発化

していかねばならない。 

 

「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ」 

今後の課題としては，これまでの先輩たちの研究の成果が後輩たちに十分に継承されていない部分が 

あるので，生徒たちが先行研究のレポート・レジュメを読み込む機会を設けたい。また生徒たちがフィー 

ルドワーク先などで聞いた特定の意見を鵜呑みにしてしまいがちであるので，聞いた情報についてその 

裏付けを取り検証する姿勢を育てたい，などといった事があげられる。 

 今後は中学校での課題研究との継続を図り，中高６年間を通した研究の深化も考えていく必要がある。 

将来的には高大接続にもつながる研究がなされるように，研究環境を整えることも検討したい。地域の 

更なる協力を得るために，学校と市教委が組織的に取り組むことが必要である。 

 

「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅱ」 

この科目の実施は全校体制で臨んでいる。全ての教師が授業担当者となるが，担当者による授業の質

の差が生じないシステム作りが必要である。現在，授業の手順書等の作成はしてあるが，今後は共通の

指導案で授業展開するために指導案等の作成を行い，担当者同士での綿密な打合せを実施しながら進め

ていく等の組織的な取り組みが必要である。また「サイエンスレクチャー」や「サイエンスフィールド

ワーク」が「課題研究Ⅰ」につながるように，内容等を検討していくことも必要である。 

 

「課題研究Ⅰ」 

ＳＳＨプログラムのメインとも言える科目であるが，いくつかの問題点がある。半年間の実施であるた

め，研究がこれからおもしろくなるというところで終了となり，研究する時間が短くて結論までたどり着



けないという反省がでている。また毎年同じような研究もあり，深化がなされていないという問題もある。

その原因のひとつとして研究テーマの決定に時間を費やしてしまっていることが挙げられる。 

今後はＳＡⅠ，ＳＡⅡからの流れを再検討し，特に甲陵中学校出身者に関しては中学校からの研究テ

ーマを基にした一貫したテーマの研究を行わせたい。これにより研究テーマを早期に決定し，すぐに研

究に着手できるように改善する。その過程の中でＳＡⅠと同様に過去の先輩達の研究内容を簡単に検索

できるリポリトジ化，分野ごとの研究論文集等の作成を行い，改善していく。また中高教員の連携を再

検討し，６年間の一貫研究を実現していく。 

研究内容に関しては更なる充実を図るために，地域の研究施設や企業，ＮＰＯ法人等の協力体制を組

織的に構築していく予定である。本校教員と研究者とのチームティーチングにより，より充実した課題

研究を実施していく。このことは同時に，教師に対するアンケート調査結果の「負担感がある」という

意見に対する対応策にもなるはずである。 

またアンケート調査結果では「機会があれば研究内容を外部に発信してみたいか」との問いに対し，

消極的な回答者が６１.２％いる。これらの生徒が自分の研究に自信と満足感を持ち，外部に積極的に

発信したいという意識が強くなるように改善を行う。 

 

「課題研究Ⅱ」 

一部の限られた生徒が課題研究Ⅱを選択するため、年によっては選択者が少ないこともある。また、

課題研究Ⅰとは異なり，研究期間も短いこともあり，研究内容に深みがないことも事実である。３年生

の受験期であり，指導する教員側の負担も考える必要がある。今後は大学入試改革の状況もふまえなが

ら，計画内容を再検討する必要がある。この時期は大学の先生方も多忙な時期であるので，地域の研究

施設や企業の研究者等の力（地域のあらゆる資源）を利用して実施する体制を構築していくことも必要

である。より充実した研究となるように改善していく。 

 

「ＳＳＨ英語」 

  国際交流プログラムや海外研修，課題研究，サイエンスレクチャー等の他のプログラムと連絡を密に

して，効果的に実施していく必要がある。特に理数系の教員と英語の教員の連携をしっかりとしていかね

ばならない。指導の根底はチームティーチングであるが，今後は理科の教員が英語で教えるか，英語の教

員が理科の内容を学習して英語で教えるか等をよく検討し，負担がなく効果的な手法を確立していきた

い。 

 

「ＳＳＨ物理」「ＳＳＨ化学」「ＳＳＨ生物」 

 探究活動を重視した授業展開を継続し，より強化していきたいと考えている。探究活動ではより生徒 

が主体的に臨める方法で実施をしていくために，アクティブラーニングの研究にも力を注いでいく予定 

である。また内容によっては地域の研究施設や企業の研究者の協力も仰ぎながら，有意義な授業を画策 

していく。 

 

ⅱ各種プログラム 

「ラドンプログラム」「太陽のエネルギーを用いたプログラム」 



課題研究の充実を図る一方で，ラドンと太陽のエネルギーを用いたプログラムに対する取り組みに手が回

らなくなるという影響が出た。これは本校の生徒数が少ないにもかかわらず研究テーマ数を多くし過ぎて

しまったことも原因にある。計画では北杜市の特徴である「太陽」，「空気」，「水」を研究テーマとし

て充実した研究を行うことになっていたが，この研究プログラムを希望する生徒数が少なかった。また，

地元の中学校とも連携が思うようにいかなかったことも大きな要因である。各々の中学校も多忙でスケジ

ュール調整がうまくいかなかったこともあるが，本プログラムに対する地元中学校の先生方の理解不足も

大きな要因である。今後は地域が一丸となったＳＳＨプログラムを実施できるよう，市教委とも連携して

取り組んで行く予定である。 

 

「併設中学校におけるプログラム」 

「八ヶ岳南麓学」という名称にも示されるように，地域を題材にしてフィールドワークを重視した学習

を展開している。課題は，この研究を中高６年間継続して行い，より深化した研究へ進化させることであ

る。継続してきた「オオムラサキの有視界調査」等の蓄積データが研究に活用されていない現状があるの

で，今後は研究の更なる充実を図ることが十分可能である。また実施に際して，中高教員の連携体制を組

織的に確立し，効果的な研究指導を行う必要がある。さらに積極的に地域の力の活用をしていくことを検

討していきたい。この６年間のプログラムの流れが，本校ＳＳＨの成果に重要な意味を持っていることを

再認識して臨まなければならない。 

 

ⅲ科学研修旅行 

「科学研修旅行Ⅰ」「科学研修旅行Ⅱ」ともに大きな成果があった。しかし実施には多額の費用を伴う

ことを理解し，より充実した研修となるように改善しなければならない。そのためには連携先との綿密

な打合せや，事前事後研修の更なる充実を図らなければならない。事前指導には理科の教員の関与が不

可欠であるが，必要に応じて地域の研究施設や企業の研究者の協力を活用しながら実施していくことも

必要である。実施目的により「科学研修旅行Ⅰ」は１年生を対象に実施しているが，高校での各科目（特

に理科や数学）の学習状況も考えながら，実施時期を現行の夏季休暇中から秋に変更する等の改善を行

う。 

 

ⅳ科学系課外活動 

  生徒の研究に対する意欲を評価する上で，重要な活動のひとつであることを再認識し，活性化する工

夫が必要である。各分野で研究がなされており部員数も確保されているが，なかなか外部のコンテスト

や発表会での受賞等には至っていない。今後は研究内容の深化や継続について，指導側も検討する必要

がある。指導者側の姿勢によっては各種コンテストに対する生徒の意欲も変わることは，今年度の数学

オリンピック参加者数が３０名になったことが示している。この事実をふまえ，生徒のみではなく教員

の意識改革を図ることが必要である。 

 

全体を通して 

ＳＳＨ第１期最終年を終え，各年次にあった多くの問題を改善できてきた反面，前述したように様々

な理由で改善できなかった点も多くある。今後は継続して更なる原因の究明を行っていく必要がある。



そのために適切な仮説を設定して検証を行い，ＳＳＨの目的を達成するように努力を継続していく。 
本校が置かれている様々な状況下での効果的なＳＳＨの実施を研究してきたが，ひとつの方向性が見

つかっている。それは「社会との共創」である。今後も地域社会の協力を核とし，多様な機関と連携し

ながら，優れた人材を育成するための教育プログラムを開発していく。今までの取り組みを改善すると

ともに新たな取り組みを行い，ＳＳＨの目的を果たすことが本校に課せられた使命だと考えている。今

後も研究を継続・発展させ，研究報告として地域の学校はもとより全国に発信していく責任を果たした

い。 
 



➌実施報告書 

本校の概要 

Ⅰ．教育目標 

たくましく，正しく，美しい人生の創造者を育成する。 

１．生徒・保護者のニーズにこたえる 

① 自主性を重んじる単位制 

② 教師を選べる講座選択制 

③ 質の高い教育を低廉な学費で 

２．独自の教育システム 

① 学習効果をあげやすいウィークリーテスト 

② 抜群の学習量の４コマ／日授業 

③ 高校３年分＋受験対策を３年間で 

④ リアルタイムで学べるサテラインゼミ 

３．スケールの大きな人間の育成 

① 多彩な生徒会活動 

② 海外も含めたアラカルト方式の修学旅行 

③ 豊かな感性を培うミューズホール 

Ⅱ．課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数（平成２８年４月現在） 

①課程・学科・学年別生徒数，学級数 
 
中 学 

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 

４０ １ ４０ １ ４０ １ １２０ ３ 

 
高 校  

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 学 級 数 １２１ ４ １２０ ４ １２０ ４ ３６０ １２ 

 
②教職員数 

校 長 教 頭 教 諭 養 護 教 諭 非 常 勤 講 師 実 習 助 手 ＡＬＴ 事 務 職 司 書 そ の 他 計 

１ １ ３１ １ １５ ０ １ ４ 1 １ ５９ 



①「研究開発の課題」 

 
研究開発課題 

自然科学，科学技術に対する興味・関心を高め，「探究力」，「課題解決力」，「人間力」を養い，世界的に

活躍する科学技術系の人材を育成するための小・中・高・大・研究機関・企業・地域・同窓生・保護者と連携し

た教育システムの研究開発。 

 

本校では，この研究開発課題を掲げ，以下のような生徒を育成することを目標としている。 

 

育成しようとする生徒像 

○ 様々な事象に疑問を持ち，知ること，わかることを楽しむ生徒 

○ 自然の真理に迫ろうとし，粘り強く課題を解決する生徒 

○ コミュニケーション力，表現力に優れ，人と積極的に関わりを持つ生徒 

○ 革新的な発展を目指す創造的な生徒 

 

このような生徒を育成するため，本校では以下の３つの仮説を立て，研究開発を行う。 

 

〔仮説１〕 「サイエンスアプローチⅠ（ＳＡⅠ）」，「サイエンスアプローチⅡ（ＳＡⅡ）」，「ＳＳＨ課題研

究Ⅰ」，「ＳＳＨ課題研究Ⅱ」等の学校設定科目での学び及び大学，研究機関，企業等での実験・実習

・施設見学を通して，自然の真理に迫ろうとする「探究力」，様々な困難を解決する「課題解決力」が

育つ。 

〔仮説２〕 地域の科学技術教育の拠点校として，小学校・中学校・高校・地域・同窓生・保護者等と連携し交流

する。さらに海外の高校や留学生とも交流する。これらの交流を通して豊かな「人間力※」が育つ。 

〔仮説３〕 甲陵中学校に特別なカリキュラムを設定し，早期に科学的リテラシーを育むことで，高校時における

甲陵ＳＳＨの核となる人材が育つ。 

 

※ 「人間力」とは，英語を含めたコミュニケーション力，表現力，つながりをつくる力の全てを総合した力のこ

とを指す。 

本校の研究開発における研究テーマⅰ～ⅳの実践の概要を，以下に記載する。 

 

テーマⅰ 学校設定科目 

〔仮説１〕に対する具体的な研究開発内容として，以下のプログラムを実践した。 

【サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ】 

１学年全生徒が対象。指導は地歴・公民科の教員を中心に行う。近年の社会問題を取り上げ，効果的に調査・

探究・考察・討論をしていくための基礎力を身につけさせる。 

地域の方々と連携してフィールドワーク等を行って実施してきたが，さらに組織的に実施する体制の確立を図

ることにより、より効果的に実施できる。次期には改善を図りたい。 

【サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅱ】 

 １学年全生徒が対象。指導は１学年担当の教員を中心に,国語科・数学科・英語科・社会科・体育科・情報科

の教員で行う。内容は，「サイエンスレクチャー」，「サイエンスフィールドワーク」，「プレゼンテーション」，

「最終発表」を実施した。 

 全ての教員が効果的な「プレゼンテーション」の授業の実施ができるよう，指導案をはじめ手順書の作成を行

っていくことを計画している。 

【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】 

２学年理系の生徒が対象。甲陵ＳＳＨの中心となる科目である。生徒が，教員が設定したテーマから一つを選

んで講座を受講し，個人またはグループで研究を重ねて発表を行う。 



研究の題材集めから，研究を行い発表するという一連の流れの期間が短い。原因のひとつとして，テーマ設定

に時間がかかり，研究活動の時間が少なくなってしまうことがあげられる。また，ＳＡⅠやＳＡⅡとの連携や過

去の生徒の先行研究を活かした取り組みが不足し，研究の深化がなされていない。研究内容の引き継ぎがうまく

いっていないことが原因であり，過去の研究のリポジトリ化により改善し，さらに物理，化学等の分野ごとの研

究論文集の作成で対処していく予定である。評価に関してはルーブリック評価を導入したが，実際に実施してみ

てさらなる改善が必要であり，今後も時間をかけて正確な評価を行うための研究を進める必要がある。 

今後は連携する外部機関からの講師派遣もふまえて，チームティーチングの実施も視野においている。 

【ＳＳＨ課題研究Ⅱ】 

３学年理系の生徒が対象。生徒が，課題研究Ⅰの継続研究や新たに興味を持った分野について研究を重ね，個

人で研究を重ねて，発表を日本語または英語で行う。 

大学受験との兼ね合いやひとりの教師が担当する生徒数の問題，テーマが多様過ぎる等の問題がある。大学等

の連携機関の組織的な関与を図っていく必要がある。 

【ＳＳＨ数学】 

１学年全生徒が対象。指導は数学科の教員が行う。数学Ⅰ，Ａ，Ｂの内容を中心に再編成し，内容を，「数学

の世界」，「統計解析実習」,「ＳＳＨ数学課題研究」,「数学Ⅰ・Ａ発展・演習」の４つに分け，更に，「数学

の世界」を「算数・数学オリンピック演習」，「ＰＩＳＡ問題演習」，「黄金比とフィボナッチ数列」，「英語

で数学」の４講座に分け，生徒は全ての講座を受講する形をとった。 

より主体的な活動となるよう，さらなる授業の改善を行う必要がある。 

【ＳＳＨ物理・化学・生物】 

 ２学年理系の生徒が対象。指導は理科の教員が行う。自然に対する興味・関心及び「探究心」を高めると同時

に，基本的な原理や法則の理解を深めるため,授業内で行う実験を充実させた。 

実施できるテーマに限りがあるが，テーマの拡大や実験回数の増加の可能性を模索しつつ，より主体的な活動

となるよう，さらなる授業の改善を行う必要がある。 

【ＳＳＨ英語】 

 ２学年全生徒が対象。指導は英語科の教員とＡＬＴが行う。「英文読解」，「英語レポート作成」，「英語プ

レゼンテーション」の３つの内容を設定した。 

 ＡＬＴをさらに活用する授業改善を図り，ディスカッション等が行えるような英語力，さらに高いレベルでの

「人間力」をつけられるような取り組みへの進化を模索していく。 

 

テーマⅱ 各種プログラム 

〔仮説２〕に対する具体的な研究開発内容として，以下のプログラムを実践した。 

【太陽光のエネルギーを用いたプログラム，ラドンプログラム】 

太陽光プログラムについては，東京工業大学との連携を通し，科学部の生徒が高校生の視点で研究を進めてい

る。また，ラドンプログラムについては北杜市内の小中学校に協力を呼びかけている。 

先行研究が活かされず，活用がうまくなされていないという問題がある。中学校から研究を始め，６年間の継

続研究として実施するなどの改善が必要である。また北杜市内の小・中学校との連携方法を再検討する必要があ

る。北杜市教育委員会の協力を得ながら，地域全体で取り組む研究としての実施を検討する。 

【コミュニケーション能力向上プログラム】 

 外国の人々とのコミュニケーションを通して，その国の風俗・習慣や伝統・文化に親しみ，国際交流に積極的

に取り組む態度を養うため，以下の内容で活動を行ってきた。 

・本校の教員が英語を用いて行う生物の授業に，山梨大学大学院留学生を授業のアシスタントとして招き，英

語でコミュニケーションを取りながら実験を行う。 

・中国語講座を毎週月曜と水曜の放課後に実施する。 

・ＧＴＥＣ for STUDENTSや英検の団体受験を実施する。 

今年度は高校生津波サミット参加やＳＳＨ生徒研究発表会での海外招聘校との交流，他校における英語でのポ

スター発表等にも積極的に参加した。 



このプログラムの課題としては，特定の教師だけではなく全ての教員が日本から海外へ視野を広げて行くよう

に意識を改革することがあげられる。また地元に滞在する外国人との交流を，地元のＮＰＯ法人との連携プログ

ラムとして計画し，実施することを検討している。 

 

〔仮説３〕に対して以下の内容を実施した。 

【甲陵中学校における課題研究プログラム】 

 早期に科学的リテラシーを育み，高校の課題研究において核となる人材を育てることを目的とする。各学年の

総合的な学習の時間を用いて，訪問研修や講演会,課題研究を行った。３学年では卒業研究を行った。 

 フィールドワークの更なる充実を図るとともに，高校での「ＳＡⅠ」や「課題研究Ⅰ」につながる研究の実施

を行う。中高一貫校の特性を活かした６年間の継続研究に取り組ませるために，中高教員の連携を充実させる必

要がある。 

 

テーマⅲ 科学研修旅行 

〔仮説１〕，〔仮説２〕で身につけた力をより確かなものにするため，以下に示す校外学習を実施した。 

【科学研修旅行Ⅰ】 

 自然科学，科学技術への興味・関心を高めることを目的とする。先進的なテーマに取り組む研究機関と連携し，

施設見学・講義・実験・実習を行った。 

 事前研修，事後研修の充実を図る必要がある。このためには本校教師のみならず，外部連携機関の力を組織的

に活用することを検討していく。 

【科学研修旅行Ⅱ】 

２学年の一部の生徒を対象に，インド共和国での海外科学研修旅行を実施する。本年度は１０名の生徒が現地

の大学２校と高等学校１校を訪問し，最先端の太陽エネルギー関連施設の見学を行う。訪問する高等学校では【Ｓ

ＳＨ課題研究Ⅰ】で取り組んだ研究の発表を英語で行い，また，現地の生徒と英語でディスカッションを行う。 

海外研修の回数を重ねる中で，訪問校との連携もより意義深いものとなってきた。毎年，交流内容を検討，改

善しており，ディスカッションを行うまで進化した。さらに生きた英語を身につけ「人間力」を育成するために，

「ＳＳＨ英語」や「課題研究」の充実，また事前研修の改善を図る。 

 

テーマⅳ 科学系課外活動 

〔仮説２〕における「人間力」をより一層伸ばすために，学校設定科目【ＳＳＨ課題研究】以外にも，学校外

で行われる科学的な大会等への参加を推奨している。 

参加者は徐々に増えてきているが、大会での入賞までには至っていない。研究内容の深化を含めた次のステッ

プに向けて，計画的に取り組むことが必要である。 

 

 



②「研究開発の経緯」 

テーマⅰ 学校設定科目 

月 日 内容 対象 

４ １２ 甲陵ＳＳＨのオリエンテーション 高校１学年全員 

 １１，１４ 

１５ 

ＳＳＨ課題研究Ⅰ 講座説明会 

ＳＳＨ化学 授業開始 

サイエンスアプローチⅠ 授業開始 

ＳＳＨ課題研究Ⅰ 授業開始 

高校２学年全員 

高校２学年理系 

高校１学年全員 

高校２学年全員 

１０ 

 

 

 

 

１ 

３ 

 

 

 

 

ＳＳＨ探究学習発表会 実施 

ＳＳＨ数学 授業開始 

サイエンスアプローチⅡ 授業開始 

ＳＳＨ物理 ＳＳＨ生物 授業開始 

ＳＳＨ英語 授業開始 

ＳＳＨ課題研究Ⅱ 授業開始 

高校１，２学年全員 

高校１学年全員 

高校１学年全員 

高校２学年理系 

高校２学年全員 

高校３学年希望者 

２ １０ ＳＳＨ課題研究Ⅱ発表会 実施 高校３学年希望者 

テーマⅱ 各種プログラム 

月 日 内容 対象 

通年  甲陵中学校課題研究 

太陽のエネルギーを用いたプログラム 

中学３学年全員 

高校科学部員 

６ ９ 北杜市サイト太陽光発電所研修会 中学２学年全員 

７ ７ 

１５ 

１９ 

サントリー天然水南アルプス白州工場研修会 

北杜市オオムラサキセンター研修会 

オオムラサキ有視界調査 

中学２学年全員 

中学１学年全員 

中学１学年全員 

８ １～９ 小・中学生対象科学体験講座 
簡易分光器をつくろう，レッツプレゼン、万華鏡をつくろう，

完全数，人口イクラをつくろう，「遺伝子組み換え実験」を体

験しよう，スピーカーをつくろう，「富岡製糸場世界遺産」特

別体験授業 

小・中学生対象 
（外部生）１１５名参加 

１０ 

 

２６ 

 

サイエンスアプローチⅡ講座 

「世の中にある化合物を測りたおす：メタボロミクス」 

高校１学年全員 

 

１２ ６ 三鷹光器太陽熱発電研究施設見学会 中学２学年全員 

１２ ７ サイエンスアプローチⅡ講義 

「新エネルギーの研究～見えないところで頑張ってます～」 

高校１学年全員 

 

１２ ９ 中学校天文教室 中学１学年全員 

２ １３ 課題研究発表会 中学３学年全員 

３ １６ 諏訪東京理科大学での実験実技体験学習 中学３学年全員 

 

 

 

 



テーマⅲ 科学研修旅行 

月 日 内容 対象 

７ 

 

 

 

２５，２６ 

２７，２８ 

２９ 

科学研修旅行Ⅰ  

筑波(ＪＡＸＡ，産業技術総合研究所)コース（２コース設定） 

国立遺伝学研究所コース 

山梨大学連携講座 クリーンエネルギーセンターコース 

 

高校１学年３９名，４０名 

高校１学年３６名 

高校１～２学年１０名 

８ ３ 

５ 

山梨大学連携講座 工学部情報メカトロニクス工学科コース 

山梨大学連携講座教育人間科学部コース 

高校１学年９名 

高校１～２学年４名 

３ １９～２４ 科学研修旅行Ⅱ インド・デリー工科大学他 高校２学年１０名（予定） 

テーマⅳ 科学系課外活動 

月 日 内容 対象 

通年  研究活動 科学部員 

７ 

８ 

２６ 

９～１１ 

１４～１８ 

１０ 

２７ 

２７ 

計算化学ワークショップ 

ＳＳＨ生徒研究発表会in神戸 出場 

数理の翼 参加 

数学甲子園２０１６ 出場 

科学の甲子園ジュニア山梨県大会 出場 

第１０回ひれ推進コンテスト 参加（横浜国立大学デザインカ

ップ） 

高校２学年４名 

高校３学年５名 

高校３学年１名 

高校２学年５名 

中学１～２学年６名 

高校１学年６名 

１０ １２ 第４回高校生ビジネスグランプリ参加 高校２学年５名 

１１ 

 

４ 

 

８ 

 

１４ 

１９ 

山梨県高等学校芸術文化祭 社会科学部門 出場  

優秀賞２チーム 

自然科学研究発表会（山梨県高等学校芸術文化祭 自然科学部

門) 出場 

科学の甲子園山梨県大会第1ステージ 出場 

サイエンス女子カフェ＠山梨 参加 

高校１学年２０名 

 

科学部員高校２学年７名 

 

高校１～２学年１４名 

高校１学年３名（女子） 

１２ ２３ 科学の甲子園山梨県大会 第２ステージ出場 高校２学年４名 

１ 

 

９ 

２８ 

２９ 

日本数学オリンピック 予選 出場 

サイエンスフェスタ２０１７ 出場 

やまなし環境活動推進ネットワークフォーラム 

ポスターセッションの部最優秀賞 

高校２学年２８名 

科学部員高校２学年４名 

高校２学年５名 

３ ２１ 

２８ 

山梨県衛生環境研究所研究成果発表会 出場 

第３４回化学クラブ研究発表会 出場 

高校２学年７名 

高校２学年３名 

テーマⅴ 甲陵高校ＳＳＨ事業の発信・向上，教員の資質向上 

月 日 内容 対象 

５ ２５ 第１回 運営指導委員会 ＳＳＨ開発推進部 

９ ７ ＳＳＨ校視察 長野県屋代高等学校 教員３名 

１０ １ 第２回 運営指導委員会 ＳＳＨ開発推進部 

１１ ７ 中学生対象甲陵ＳＳＨ通信 第９号 発刊  

 １５ ＳＳＨ校視察 長野県飯山高等学校 教員３名 

２ １ 中学生対象甲陵ＳＳＨ通信 第１０号 発刊 

小学生対象甲陵ＳＳＨ通信 第５号 発刊 

 

 １３ 第３回 運営指導委員会 ＳＳＨ開発推進部 

 



③「研究開発の内容」 

テーマⅰ 学校設定科目 

【サイエンスアプローチ(SA)Ⅰ】 

(a)単位数 １単位 

(b)履修対象 １学年全員 

(c)科目の目標 

身近な課題を探究する事を通じて，理論的な思考力を身に付け，正しい判断力と課題発見力を育

成する。学校設定科目【ＳＳＨ課題研究】を行うための基礎力を身に付けさせる。 

 
(ｄ)指導計画 

内容 時間数 

現代社会の課題を探る 
問題の探究① 
調査結果の分析と処理 
フィールドワーク・問題の探究② 
課題の考察・発表 

６ 
１０ 
７ 
８ 
４ 

総計 ３５ 
 
第１部 生命倫理について調査・研究・討論 

 
 
 
 
 
 

 
第２部 北杜市における課題探究 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(e)科目の内容・方法 

近年の社会問題について実際に調査・研究・考察・討論をする。各生徒が捉える「問題」を具体

的な研究テーマとして確立させた上で,効果的に調査・研究・考察・討論をしていく基礎的な力を身

につけさせる。科学技術の発達に伴う人権や倫理観の問題についても深く考えさせる機会を設ける。

月 内容 

４ 

テーマ，活動チーム決定 

グループ毎に生命倫理について討議，まとめ 

クラス内研究発表 

映画「ガタカ」鑑賞 

第１部まとめ，第２部の説明 

５ 
課題探求，テーマ設定 

各グループ調査・研究・考察・討論 
６ 

７ 
クラス内発表，クラス代表決定 

各グループ調査・研究・考察・討論 
８ 

９ 発表準備 

１０ 探究学習発表会 



昨年度と同様，内容を第１部と第２部に分けて実施した。 

 

・第１部～課題解決編～ 

生徒が興味を持つ「生命倫理」に関するテーマを挙げてもらい，同じテーマに関心を持つ仲間と

チームを作って研究し，それについてチーム内で話し合う事で理解と関心を深め，最終的に探究の

成果と改善案を発表する。 

 

・第２部～探究力・課題解決力育成編～ 

本校所在地である「北杜市の課題」の中から,生徒がテーマを設定し,自由に研究を行う。フィー

ルドワークの実施を義務付け，それを通じて北杜市の状況についての理解・関心を深めると共に，

北杜市民の方々との交流を深める。また，発表の機会を多く設け，それを通じてコミュニケーショ

ン能力やプレゼンテーション能力の向上を目指す。 

 

（ｆ）検証 

 このサイエンスアプローチⅠの取り組みを通じて，生徒が自らテーマを設定してそれを科学的に

探究する能力，発表を通じてのプレゼンテーション能力，レポート作成能力，またフィールドワー

クの際の関係機関・企業への連絡・調整などを通じてのコミュニケーション能力といった能力を向

上させる事が出来た。フィールドワークを通じて北杜市の方々との交流を深め，多くの方々のご理

解とご協力を得られたことは生徒にとって貴重な経験となった。また，ここでの探究の成果を社会

科学研究発表大会など外部の大会で発表し，優秀賞獲得などの形で高い評価をいただけたのも大き

な成果であった。 

 今後の課題として，これまでの先輩たちの研究成果が後輩たちに十分に継承されていないことが

挙げられるので，生徒たちに先行研究のレポート・レジュメを読み込ませる機会を設けたい。また

生徒たちがフィールドワーク先などで聞いた特定の意見を鵜呑みにしてしまいがちであるので，聞

いた情報についてその裏付けを取り，検証する姿勢を育てたい。 

  

《第２部の設定テーマ一覧》 

平成２８年１０月１日（土）の探究学習発表会にて，全グループがポスターセッションを行っ

た。特に優秀な内容であった◎のグループはホールでもプレゼンテーションを行った。 

１組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○北杜市に来て下さい  

○太陽光パネルと私たちの暮らし 

○シャッター開けちゃったー ○北

杜市の温泉ＰＲについて 

○清里の観光 

○北杜市の温泉を有効活用する 

◎市民バスの活性化～バスで巡る北

杜市～ 

 

 

 

２組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○景観・環境を守り隊 

○太陽光発電による環境変化と景観 

○イかす廃校舎 

○プロジェクト縁～長坂商店街にお

いでやとの縁を～ 

○私たちの「ふるさと」北杜 

○北杜市の生態系について 

○北杜の魅力発進～観光活性化～ 

◎ProjectHokuTower～外国人観光客

を北杜市に～ 

○オオムラサキの保全 



３組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民バス・利用者の増加に向けて 

○ソーラパネルが私たちの暮らしに

与える影響 

◎長坂商店街の活性化 

○北杜市の観光と別荘地による発展 

○北杜市の過疎化とこれからの対策  

 

４組 

 

○ソーラパネルの課題と対策 

◎damage caused by harmful 

animals 

○特産品を作ろう～私たちとブルー

ベリー 

○北杜市の観光活性化 

○protect animal ＆ forest  

○北杜市の少子化問題～若者を北杜

市に呼びこもう～ 

○農業の未来を考える 

 

 

【サイエンスアプローチⅡ】 

(a)単位数 １単位 

(b)履修対象 １学年全員 

(c)科目の目標  

科学的興味を刺激して論理的な思考力を身につけるとともに，２年次の「課題研究Ⅰ」につなが

る課題発見能力を養い，様々な研究手法，プレゼンテーション方法を学ぶ。 

(d)指導計画 

内容 時間数 

オリエンテーション 

サイエンスレクチャー 

サイエンスフィールドワーク 

プレゼンテーション 

ＳＡ最終発表 

２ 

４ 

４ 

１８ 

８ 

総計 ３６ 

(e)科目の内容・方法  

自然科学・科学技術に対する興味・関心を高め，研究内容を深め効果的に発表する方法論を学ぶ

科目である。上記の目標を達成するため，自然科学・科学技術への知識や興味・関心を高めること

を目的として設定した「サイエンスレクチャー」，「サイエンスフィールドワーク」と，発表をより

効果的に行うための方法論を学ぶことを目的とした「プレゼンテーション」，学んだことを生かし研

究・発表を行う「最終発表」，以上の４つの内容に分けて実施した。内容を以下に記載する。 

 

「サイエンスレクチャー」 

①《演題》世の中にある化合物を測りたおす：メタボロミクス 

《実施日》平成２８年１０月２６日 

《講師》有田正規氏 大学共同利用機関法人国立遺伝学研究所 教授 

《参加生徒》約１２１名（１学年全員） 

《講義内容》世の中にある化合物を測る研究とクロマトグラフィーと質量分析という手法の紹介。



先生がこの研究分野にたどり着いたきっかけや，研究者という職業についての説明。 

《検証》メタボロミクスとはどういう分野であり，この発展によって何が可能となるのかを講義

してくださった。また研究者という視点から，研究をしていくに当たって大切なことは何か，

どのように研究を進めるべきかについても話してくださり，生徒にとっては，これから課題

研究を進めていく上で大いに参考になった。 

②《演題》新エネルギーの研究 

《実施日》平成２８年１２月７日 

《講師》安藤尚功氏 

国立開発研究法人産業技術総合研究所 電池技術研究部門 主任研究員 

《参加生徒》約１２１名（１学年全員） 

《内容》新エネルギーの研究の紹介と，産総研という研究機関や研究者という職業についての説

明。 

《検証》新エネルギーの技術や開発について，また触媒について，実例を挙げながら実際の実験

を通じて分かりやすく解説をしてくださった。興味を持つ生徒も多く，講義後は多くの質

問や意見が出された。普段の化学や生物の授業で学習したことへの理解も深められた。 

 

「サイエンスフィールドワーク」 

本校所在地である北杜市の特色を生かした「太陽」・「空気」・「水」をテーマにした施設の見学や

実習をクラス毎行い，２年次の「ＳＳＨ課題研究Ⅰ」のテーマのヒントを得る。 

①《実施場所》ＮＴＴファシリティーズ・Ｆソーラーリサーチパーク，北杜サイト太陽光発電所 

《実習名》太陽光発電に関する実習 

《実施日》平成２８年１０月１９日（１年２組），平成２８年１１月２日（１年３組）， 

平成２８年１１月１６日（１年１組） 

《講師》阿部泰明氏 
ＮＴＴファシリティーズ ソーラープロジェクト本部 実証研究担当 

《参加生徒》各クラス約３０名 

《内容》太陽光発電の基本的な仕組みに関する講義と，太陽光パネルの最適傾斜角，不良個所発

見方法に関する実習 

《検証》一般家庭への設置が進んでいる太陽光発電に関する内容であったため，文系理系を問わ

ず多くの生徒が関心を持って実習に取り組んでいる様子が見られた。日頃目にすることがで

きないあらゆる種類の太陽光パネルを知り，直接触れて実習することで，効率的に発電を行

うための技術的な工夫や，科学技術の応用方法などを学ぶことが出来た。 

②《実施場所》東京海洋大学大泉ステーション 

《実習名》ヤマメにニジマスの卵を産ませる研究について 

《実施日》平成２８年１１月３０日（１年３組），平成２８年１２月１４日（１年４組） 

《講師》三井拓也氏 

 東京海洋大学 水圏科学フィールド教育研究センター 大泉ステーション 

《参加生徒》各クラス約３０名 

《内容》施設見学，東京海洋大学で研究中のヤマメにニジマスを産ませる研究についての講 

  義。 



《検証》実際の研究施設や，研究対象である魚を見ることで，研究に適した環境を選ぶことの重 

要性を学んだ。生徒は人工授精の様子や孵化したばかりの稚魚を興味深そうに観察していた。

生徒は代理親魚技法に衝撃を受ける一方で，新たな科学技術に対し高い関心を持った。生命科

学に対する興味関心を深めることができた。 

③《実施場所》シミックバイオリサーチセンター 

《実習名》薬の開発とそれに伴う安全性の確保について 

《実施日》平成２８年１０月１２日（１年１組），平成２８年１１月９日（１年４組） 

平成２９年１月１１日（１年２組） 

《講師》秋江靖樹氏・シミックバイオリサーチセンター所長 
《参加生徒》各クラス約３０名 

《内容》研究施設の見学や新薬が出来るまでの経緯や薬の安全性の確保に関する講義 

《検証》私たちを助ける薬が，研究者の方々の多大な努力や最新の設備，それに必要な多額の費

用，実験動物たちの犠牲の上に開発されているという事実に「深く考えさせられた」とい

う生徒が多かった。皆熱心に講義を聴き，見学し，質問も多く出ていた。薬学や医学，そ

れを支える生物学などに対する生徒の興味関心を高める事ができた。 

「プレゼンテーション」 

《題材》問題発見・グループディスカッション・プレゼンテーション 

《時期》１学年後期 

《場所》１学年各教室 

《内容》プレゼンテーション①，②，③に分けて実施した。 

①新聞に紹介されている偉人の魅力を伝える。最終的には偉人に共通する「何か」を探し出す。 
②グループごとに「家庭科」の教科書の単元をまとめ，プレゼンテーションを行い，最終的に

は各情報を持ち寄り家庭科という教科自体をまとめる。 
③自己分析をし，自分の特質を理解し，企業に自分自身を売り込むプレゼンテーションを行

う。面接官として採用・不採用の判断も行う。 
《検証》多くのプレゼンテーションの場を設け，批評をフィードバックする作業を繰り返した結

果，プレゼンテーションに必要な知識・技能・表現方法などが身についた。本授業で学んだ

ことを，２年次以降の授業の中で活用していくことで更なる効果が期待できる。 

「ＳＡ最終発表」 

《題材》１年間ＳＡⅠ，ＳＡⅡで学んだ分野に対して自分が興味を持つ新たな課題を自由に設定

し，研究と発表を行う。 

《時期》１学年後期 

《場所》１学年各教室 

《内容》個人ごとに課題を設定し，既存研究を調査した上で新たな課題を発見する。調査・研究

を進め，パワーポイントなどを利用しクラス内で発表を行う。 

《分析》３月に終了予定。 

 

 

 



【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】 

(a)単位数 １単位 

(b)履修対象 第２学年 

(c)科目の目標 

 自ら学び，考え，自然の真理に迫ろうとする「探求心」，様々な困難を解決する「課題解決力」

を育成する。大学・研究機関・企業・同窓会・保護者と共同研究を行う。 

(d)指導計画 

内容 時間数 

研究テーマの設定 

課題研究 

研究発表準備 

研究発表 

１ 

２８ 

４ 

２ 

総計 ３５ 

 (e)科目の内容 

１３講座が開講された。生徒は講座を担当する教師から内容について説明を聞いた上で，受講

する講座を選択した。各講座では，生徒が研究テーマを自分で設定し，各研究テーマについて，

１人，あるいは数人のグループで研究を行った。４月末から９月末にかけての授業時間の中で研

究を進めたが，場合によっては，放課後や夏休み中にも研究を行うこともあった。中間発表会を

経て，平成２８年１０月１日(土)に公開発表会が行われた。 

開講講座 以下，概要部分は生徒論文の要約を掲載する。 

① 《講座名》ストレスを科学する！  

《受講人数》２３名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

１.「ストレスの必要性について」 
   ストレスは実際に健康に害を及ぼすこともあり悪いものという考えが強いが，ストレスは必

要なものという研究結果もある。ストレスが害を及ぼすのは実は自身の認識，つまり悪いもの

だという思い込みが原因になっていると考え，それを証明するためにストレスの必要性を調べ，

さらに認識によってストレスの反応はどのように変わるのかという実験をした。その結果，ス

トレスをいいものと認識するとストレス反応は減り，ストレスを悪いものと認識するとストレ

ス反応は増えることが分かった。 

２.「視覚が与えるストレスの変化の研究」 
身近にストレスを減らす方法がないかと考え，色とストレスの関係について調査した。色に

よるストレスは個人で違いがあるが，ストレスの変化と色の好き嫌いは関係性がないことがわ

かった。今後深く研究していけばストレスを減少させる色についても明らかにできる可能性が

ある。 
３.「ストレスを感じる字体について」 
 字体からくるストレスに対して，太い字体のほうがストレスを感じると思い，質問紙による

調査を行った。結果は，予想通り，太い字体のほうがストレスを感じる傾向にあった。 

４．「性格とストレスの関係」 

ストレスと性格には関係があると仮説を立て特にストレスの溜まりやすさと性格の関係に



注目し，アンケート調査により検証した。性格とストレスには関係があり，ストレスの溜ま

っている人ほど否定的で神経質な傾向がある。また，ストレスの溜まっていない人ほど楽観

的で前向きな考え方をしている。 

５.「ホラー動画の視聴とストレスの関係性」 

ホラー動画を視聴することによってストレスが上がるか，下がるかの実験を行った。今回の

実験でホラー動画を視聴することによってのストレスの変化の傾向はわからなかった。私たち

はこれが，ホラー動画を見慣れているか否か，また今回実験で視聴したホラー動画を怖く感じ

たか否かに関係するのではないかと考え検証した。 

６.「ストレスと香り」 
アロマオイルを用いて香りによってストレスが軽減されるのか，また香りの中でより多くの

人にストレスに対しての効果のある香りは何かを質問紙とアミラーゼの活性を測定することで

調査した。調査の結果，香りによってストレスは軽減することがある。また，今回実験に用い

た香りの中で最もストレスに対して効果があった香りはオレンジであった。 

７.「睡眠時間と作業効率の関係」 

昼寝や仮眠が体によい影響をもたらすと言われているが，それはどれほどのものなのか，ま

た睡眠時間はどのくらいでもっとも効果が高くなるのか，作業効率の変化から調べたところ，

仮眠を２０分とったときがもっとも作業効率が高まった。 

８.「クラシック音楽とストレスの緩和」 

   ストレスの解消方法として，私達は「聴覚」に目をつけた。音楽といえば，J ポップから洋

楽まで様々であるが，対象ジャンルの幅が広すぎると，半年間の期間では研究が難しいと考え，

クラシック音楽に焦点をあてて研究をしてきた。半年間，ストレスの軽減は図れるのか，そし

て図れるとしたらどのような曲調が効果的なのかを研究した。結果，クラシック音楽は，スト

レスの軽減に効果があった。 

② 《講座名》数学課題研究 

《受講人数》５名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

９.「パズドラと数学」 

平成２３年２月２０日にガンホーから配信が開始されたパズルＲＰＧ，パズル＆ドラゴンズ

は，今年７月に国内ダウンロード数累計４３００万回を突破した人気スマートフォンゲームで

ある。ゲーム内に出てくる数字や計算，プログラムには数学が大きく関係していると考え，い

くつかの研究を行った。研究の結果，やはり数学とゲームには深い関わりがあることが分かり，

簡単な式や表で表すことに成功した。 

１０.「パスカルの三角錐」 

有名な「パスカルの三角形」について性質を調べてその理由を考え，その後，考え方を応用

して「パスカルの角錐」を作った。角錐の中には，構成できなかったもの（五角錐以上）や，

すでに論文で発表されていたもの（四角錐）もあったが，三角錐について，「パスカルの三角

形」と似た特徴を発見できた。 

１１．「数学パズルハノイの塔 ―最短回数の解析―」 

ハノイの塔において，円盤の枚数や棒の本数によって，移動させる最短回数がどのように増

えるか，その規則性を調べるために研究を行った。棒三本の場合と棒四本の場合は一部が似て



いることがわかった。私は棒三本の場合を利用すれば，棒四本においての最短回数が求められ

ると考え，棒三本の場合を調べることから始めた。調べた結果，漸化式は立てられたが，現在

の知識では漸化式を解くことが困難だった。別の方法でも解析できる可能性があり，今後も解

析を続けていく。 

１２.「A3＋B3＋C3＝D3を満たす整数の一般式」 

   A2＋B2＝C2 が成り立つ数を求めることができる数式があることを知り，同じような数式を

三乗でもつくりたいと思った。結果，(3x2＋5xy－5y2)3＋(4x2－4xy＋6y2)3＋(5x2－5xy－3y2)3＝

(6x2－4xy＋4y2)3 が常に成り立つことが分かった。しかし，A2＋B2＝C2 は直角三角形の辺の長

さを求めることができるのに対し，今回導いた式にそのような図形的意味を見出すことはでき

なかった。 

１３.「黄金比」 

黄金比の長方形が，どの長方形よりも美しく見えると言われているが，視覚以外の五感にお

いて，黄金比がどのように関係しているかを調べた。結果は，五感全てに対して心地が良いと

いう結果にはならなかった。 

③ 《講座名》失敗は成功のもと 

《受講人数》６名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

１４.「失敗は成功のもと」  

教科書に記載されている「行ってはいけない実験方法」で実験を行うとどのような弊害が起

こるかを調べた。実験の結果，数字だけで見ればあまり本来の実験結果と変わらないものも多

く間違った実験方法でも構わないものもあるという結果となった。今後この調査を行う場合は

多方面から弊害について考えていきたいと思う。 

④ 《講座名》量子化学的手法による反応モデリング 

《受講人数》４名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

１５.「活性酸素による皮膚の劣化反応に関する量子化学的研究」 

肌の劣化反応について，活性酸素が皮膚を構成するタンパク質から水素を引き抜く反応と仮

定し，非経験的分子軌道法を用い，反応物，遷移状態，生成物の分子の安定構造および分子の

持つエネルギーの計算を行った。振動解析から，水素引き抜き反応の遷移状態が求められたと

考えられるが，活性化エネルギーの値が大きすぎるため，さらなる検討をする必要がある。 

⑤ 《講座名》水「ミクロからマクロ」の考察 

《受講人数》５名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

１６.「徹底解剖水の山 ～南アルプス及び八ヶ岳南麓での水質と花崗岩の関係性～」 

山梨県・長野県には，地球の造山活動により形成された南アルプスの山々が連なる。この山

体が，雨水をろ過し，美味しい天然水として私たちのもとへ届いている。その地質は主として

花崗岩で構成されており，おいしく，きれいな水もその花崗岩のろ過によって作られると言わ

れている。しかし，書籍やインターネットで調べてみても，花崗岩が水をろ過するプロセスに

ついて細かく説明しているものはあまりなかった。本当にこの土地のおいしい天然水と花崗岩

は関係があるのか。それを知るために南アルプスと八ヶ岳の麓の川の水質を調査した。そして



それらの山の地質を調べ，それをモデルとしたろ過装置を実際に作り，花崗岩の特徴を実際に

研究・検証することによって，「水の山」の特徴を徹底解剖した。その結果，水のおいしさは

花崗岩特有の透水性の高さ，イオン交換機能，ポーラス構造に由来すること，そして山全体が

何層もの花崗岩により成り立っている環境にあることが研究から実証された。 

⑥ 《講座名》スポーツを科学しよう！ 

《受講人数》１１名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

１７．「走り幅跳びの最適な条件」 

走り幅跳びの記録向上を図る際に，助走の歩数と軸の角度に着目し，最適な条件を探る研究

を行った。その結果，記録の最高時の歩数と軸の角度を最適な条件として得ることができた。

今後はまた別の視点から研究を続け，参考にしていく。 

１８.「短距離走における立ち幅跳びの記録とタイムとの関係性」 

立ち幅跳びと短距離走は両者ともに瞬発力が求められる競技である。そこで立ち幅跳びの記

録と短距離走のタイムとには有意な相関関係が見られるのではないかと思い立ち幅跳びの記録

と短距離走のタイムとの比較を行った。その結果，両者には有意な相関が見られた。 

１９.「ゴールデンアーチと身長の関連性」 

バスケットボールの魅力の一つである「シュート」。そのシュートにおいて，最も成功率の

高い角度があるとされている。それがゴールデンアーチである。私たちはそのゴールデンアー

チは，各身長で少しずつ変わってくるのではないかと考えた。そこで，身長とゴールデンアー

チとの関連性が見出せるのではないかと仮定し，研究を行った。研究の結果，身長が高くなる

につれてゴールデンアーチも比例して低くなり，関連性を見つけることができた。 

２０.「集中力が及ぼすテニスのサーブの確率の変化」 
昨年，ラグビーワールドカップで五郎丸歩選手が行ったルーティーンが話題になった。ルー

ティーンとは，選手が行うルーティーンと呼ばれる集中力を高める一連の動作である。そこで，

私たちは集中力を高めるとどの程度プレーに影響が出るのか疑問に思い，私たちが普段行って

いるテニスのサーブを用いて検証することにした。検証の結果，集中力を高める方法を実践し

たほうが集中力を高めることができるとわかった。 
⑦ 《講座名》鉄分の分析 

《受講人数》２名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

２１.「鉄分の測定を用いた応用研究」 
光電比色計を用いた鉄分の測定を元に，体内での鉄分吸収を阻害する物質の測定を行った。

その結果，それらの物質は鉄と結合することにより沈殿物を形成し，溶液中の鉄分濃度を下げ

ることがわかった。今後はより正確な値を求め，人体への影響についても調べたい。 
⑧ 《講座名》ラドンの分析 

《受講人数》１名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

２２.「空気中の塵における放射線量について」 
空気中の塵における放射線量について特定の場所で調査を行った。調査の結果一定時間内で

放出される放射線量は単調減少せず，放射線量に一時的なピークが現れることがわかった。ま



た塵の大小でも増減の傾向は異なる。この現象の原因を，仮説を立てながら追求している。 
⑨ 《講座名》運動速度の測定 

《受講人数》２名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

２３．「速度計を作ろう」 

速度計はどのように速度を測るのか，またどうすれば精度を上げられるか。実際に作りなが

ら考える。 

⑩ 《講座名》気象観測機器の開発 

《受講人数》１８名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

２４．「ツバメを用いた気象観測機器の開発」 

雨を観測するために，湿度が上がると飛行高度が下がる習性をもつツバメを用いた。対象物

が通過するとセンサーが感知しカメラが撮影を行う機器を用いた。検証実験の結果センサーが

反応しにくいことで誤差が生じたと考えられたので，今後は他のセンサーを使うことも試し，

より精度を高めたい。 

２５.「雨量を振動で測定する」 

雨が物に当たることで生まれる振動を利用し，降水量を測定する機器の開発をした。まず楽

器用のチューナーで実験したが，雨粒の振動は測定できなかった。次に，圧電素子を利用し，

発電された電気量での測定を試した。今後は圧電素子を利用した機器の開発を予定している。 

２６.「気象観測機器の開発」 

従来の概念にとらわれない自由な発想をもとに実用的な気象観測機器を製作するため，音が

風流だと日本人に昔から親しまれてきた「獣脅し」の原理を用いた雨量観測機器を中心に制作

した。正確な雨量の測定だけでなく，「和」を融合した趣のある機器が完成した。 

⑪ 《講座名》物理・探究活動 

《受講人数》５名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

２７．「振り子運動」 

錘を使った振り子運動の中で，錘を「静止」させるための条件と規則性を知るために観察を

行った。錘の運動を安定して伝えることのできる素材と，質量の同じ錘を使用すれば「静止」

させることができるという結論に至った。 

２８.「水飲み鳥」 

水飲み鳥について，実際に水飲み鳥を使って湿度や水の温度などを変えて実験し，原理や性

質について理解を深めた。 

２９.「惑星の運動」 

惑星の運動に興味を持ち，惑星の運動の仕方，その運動がケプラーの法則で説明できるとい

うことを理解し，それを検証した。検証した結果，ケプラーの法則が成り立っていることを示

す結果を得ることが出来た。また，この応用として，自分たちでハレー彗星の公転周期と速度

変化を求めた。 

⑫ 《講座名》太陽エネルギーを活用しよう 

《受講人数》１名 



《研究テーマ名と研究の概要》 

３０．「太陽光を利用した教材キットの製作」 

児童生徒の科学に対する興味関心を喚起するために，太陽光発電パネルと身近にある道具を

組み合わせることで作れるソーラーカーの教材キットを作成した。ペットボトルやストロー等

の安価な材料を中心にソーラーカーを作成することに成功した。 

⑬ 《講座名》物理学を活用しよう 

《受講人数》２名 

《研究テーマ名と研究の概要》 

31．「物理学の応用 ～安全の自転車を～」 

    小さい子供からお年寄りまで幅広い層の間で移動手段として用いられている自転車は便利で

身近であるが，脚力の減衰したお年寄りにとっては転倒の可能性がある。この危険性や低速走

行の難しさの解消を物理学の面から試みた。 

 

《検証》研究にかける期間は決して多いとは言えず，程度の差もあるが，自分で問題を探し出し，

それを解決する方法を見つけ，研究して成果を出し，発表することを，どの生徒もやり遂げる

ことができた。研究の途上では苦労も多いが，自分の頭で考え，自分の手で実験して解決する

という，普段の受け身の授業では決して得られない喜びを得ていた。生徒たちが研究している

過程で発する言葉や行動からも，「探究心」や「課題解決力」が少しずつではあるが，身につ

きつつあることが実感できた。 

 

  



評価の高かった研究 

鉄分の測定を用いた応用研究 

北野朋希 長野颯太 

要旨 

光電比色計を用いた鉄分の測定を元に，体内での鉄分吸収を阻害する物質の測定を行った。その

結果，それらの物質は鉄と結合することにより沈殿物を形成し，溶液中の鉄分濃度を下げること

がわかった。今後はより正確な値を求め，人体への影響についても調べたい。 

 

目的 

日本人の，特に女性には貧血の症状を訴える人が多いという。ヘモグロビンを構成する鉄分を摂取

することは人間の血液運搬にとって非常に重要である。今回は鉄分の吸収を妨げる物質はどのくら

いの量を妨げているのか，調べてみることにした。 

 

方法 

二価の鉄(FeⅡ)で鉄標準溶液を作る。それにオルトフェナントロリン溶液，塩酸ヒドロキシルアン

モニウム溶液，酢酸ナトリウム溶液を入れることで，鉄標準溶液を発色させ，色の濃さによって鉄

分濃度を測る。尚，今回は色の濃さを計るために電光比色計を使用した。 

① 入れる鉄標準溶液の量を変え，吸光度を測り検量線(基準となる線)を作る。 

② ①にタンニン酸水溶液を一定量加え，同様にして吸光度を測りグラフを作る。 

③ ①にお茶(伊藤園のお～いお茶)を一定量加え，同様にして吸光度を測りグラフを作る。 

 

結果 

(グラフ 1)鉄標準溶液とタンニン酸水溶液及び緑茶の検量線 
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考察 

① 多少の誤差はあるが概ね比例していると言える。このことから，溶液中の鉄分濃度に比例して

吸光度が変化することが確認できた。 

② 鉄標準溶液にタンニンを加えると沈殿物が生じた。また，沈殿後の溶液をろ過して測定すると

吸光度が下がったため，この沈殿はタンニンと鉄が結合して形成されたものだと考えられる。

さらに実験のデータを多くすることでどのくらいの量のタンニンがどのくらいの量の鉄と結合

するのか求めたいと考えている。さらに人間の鉄分摂取量と照らし合わせることでタンニン摂

取による人体への影響も求めることができるのではないか。 

③ ②と同様に沈殿物が生じたため，お茶に含まれるタンニンが沈殿したのではないかと考えた。

しかしお茶にはタンニン以外にも鉄と結合してしまう物質が含まれている可能性もあるので，

沈殿物がタンニンであるとは一概には言えないと思う。 

結論 

タンニンは鉄と結合することで溶液中の鉄分濃度を下げ，沈殿物を形成することが分かった。タン

ニンの平均分子量や鉄との化学反応式を調べることにより，鉄とタンニンの結合の比率を求めるこ

ともできるのではないだろうか。 

 

参考文献 

鉄分とタンニンの関係性は？サプリメント大学 サプリ 

www.supkomi.com/univ/iron/iron-tannin.html 

【専門家が監修】鉄分の吸収を妨げてしまう食べ物 | 美肌レシピ 

http://www.skincare-univ.com/recipe/bihada/article/008766/ 

 

  



【ＳＳＨ課題研究Ⅱ】 

(a)単位数 １単位  (b)履修対象 第３学年 

(c)科目の目標 

自ら学び，考え，自然の真理に迫ろうとする「探究心」，様々な困難を解決する「課題解決力」を

育成する。大学・研究機関・企業・同窓会・保護者と共同研究を行う。 

(d)指導計画 

内容 時間数 

研究テーマの設定 

課題研究 

研究発表準備 

研究発表 

１ 

２８ 

４ 

２ 

総計 ３５ 

(e)科目の内容 

各生徒が高校卒業後の進路と関連のある研究テーマを設定し，教員による指導を受けながら研究

を主体的に進めた。平成２９年２月１０日(金)に公開発表会が行われた。 

 

 ◆研究テーマ名◆ 

 １．「身近な電気回路について」 

２．「微積分を英語で考える」 

３．「日本のエネルギー問題の考察」 

４．「動物園の存在意義」 

 

《検証》推薦入試やＡＯ入試などで早期に大学に合格した生徒が「課題研究Ⅱ」の主な選択者であ

るため，年によっては選択者が少ないこともある。また，「課題研究Ⅰ」とは異なり，研究期

間が短いこともあり，研究内容に深みがないことも事実である。しかし，「課題研究Ⅰ」で育

成された「探究心」や「課題解決力」が，「課題研究Ⅱ」で発揮されていることが研究過程や

研究発表に現れていた。 

 

【ＳＳＨ数学】 

(a)単位数 ２単位 

(b)履修対象 １学年全員 

(c)科目の目標 

 数学的な見方や考え方のよさと数学の社会的有用性を認識し，事象を数理的に考察する能力

を養い，数学を積極的に活用する態度を育てる。 

 

(d)指導計画 

内容 時間数 

数学の世界 

統計解析 

ＳＳＨ課題研究 

３２ 

８ 

６ 



数学Ⅰ・Ａ発展・演習 ２４ 

総計 ７０ 

(e)科目の内容 

上記の目標を達成するため，内容を「数学の世界」，「統計解析実習」,「ＳＳＨ数学課題研究」,

「数学Ⅰ・Ａ発展・演習」の４つに分けた。更に「数学の世界」を「算数・数学オリンピック演習」，

「ＰＩＳＡ問題演習」，「黄金比とフィボナッチ数列」，「英語で数学」の４つの講座に分けた。

各講座についての目標は下記の実施内容に記載している。 

① 《題材》「算数・数学オリンピック演習」 

《目標》教科書の内容や，受験で出されるような問題とは別の視点から作成されている算数・数学

オリンピックの問題の演習を通して，思考力，創造力を育む。また，パズル感覚，ゲーム感覚

で問題に取り組ませることにより，考える事，問題を解く事の楽しさを再確認する。 

《内容》 

・個人：数学オリンピック（中学生対象の広中杯など）の過去問から，空間図形の認識問題，

論理問題，整数問題など，教科書の知識やテクニックに左右されない思考問題を，時間をか

けてじっくり考えさせる。 

・団体グループ戦：６人のグループで,算数オリンピック予選問題１回分の１０～１２題を６０

分間で取り組ませる。分担しても話し合っても良いというルールで１問でも多くの正解を目

指させる。 

・団体リレー戦：算数オリンピックで過去に実施された団体リレー戦決勝問題を同じルールで

取り組ませる。 

《検証》各クラスとも積極的に問題に取り組んでいたが，団体リレー戦では，制限時間があり焦っ

たためか，なかなか正答がでてこなかった。次の解答者に続きを解いてもらうためには解答の

過程を的確に残すことも重要な作戦であるが，そのことから，記述の重要性が伝わり，当初の

目的の一つは達成したと言える。団体グループ戦では，最初は分担して静かに解く様子が見ら

れた。 

② 《題材》「ＰＩＳＡ問題演習」 

《目標》生徒が持っている知識や技能を，実生活の様々な場面でどれだけ活用できるかをみる学習

到達度調査（ＰＩＳＡ）に取り取り組むことにより，生活において確実な数学的根拠に基づき

判断を行う能力を養うとともに，数学の魅力を知り興味を持って楽しむ。 

《内容》 

・実際のＰＩＳＡ問題を解き，答えの妥当性などを話し合いながら答え合わせを行う。 

・グループで「自分たちのＰＩＳＡ問題」を２問作成する。その際，解答もつけることと，身

近な実生活に関わる問題にすることを注意させる。 

・他チームの作った「自分たちのＰＩＳＡ問題」を解き，問題作成者が問題の解説を行う。 

《検証》昨年同様全体的に興味を持って取り組んでいた。中には，問題の意図が伝わらないものが

あったり，模範解答に間違いがあったりしたが，数学的根拠に基づく問題作成の楽しさと難し

さを体験していた。 

③ 《題材》「黄金比とフィボナッチ数列」 

《目標》世の中で目にする比や数列の基礎と，その中の１つである黄金比やフィボナッチ数列を知



る。更にその２つの関係を知り，自然界の比や数そのものの美しさに触れ，数学に対する興味・

関心を深める。 

《内容》 

・実際に身の周りに溢れている黄金比やフィボナッチ数列に関する事象について，電子機器を

用いて教員が話をする。 

・フィボナッチの一般項の極限の比やミツバチの家系図，漸化式など高度な数学も扱う。黄金

比が自然界の多くの場面の比や，芸術場面で出てくることを伝える。 

・黄金長方形の作図やφの値の求め方，連分数など，手を動かして求めさせて納得させる。 

《検証》数学は紙面に向かって書いたり考えたりすることが多い教科だが，この講座は画面に映し

出された数学や自然界の法則を知ることで数学の美しさや不思議さに触れることを目的として

いる。生徒にとってはその点が，他の講座とは違い目新しく写ったようであった。フィボナッ

チ数列と黄金比のそれぞれについては，聞いたことがある，あるいは知っている生徒もいたが

その二つのつながりについては初めて知った生徒がほとんどであった。また，自然界にも存在

する数学の美しさに興味・関心を深めていた。しかし，プレゼンテーションソフトを使った授

業だったため，集中力が続かない生徒もいた。実際手を動かす機会の多い講座の方が，生徒は

集中したかもしれない。 

④ 《題材》「英語で数学」 

《目標》英語で書かれた数学の文章に触れ，その表現方法や特徴について考える。数学だけでなく，

将来，他の科学系の英文を読む際の基本となる力を養成する事を目的とする。 

《内容》 

・中学校から高校１年生レベルの数学の話題について英語で書かれた設問に答える。 

・英語で書かれた数学の問題について，英語で解答し，発表する。問題については，センテン

スごとに文章を分解し，接続詞等に注意しながら問題文を組み替えて作成するところ

から始めた。 

《検証》グループ学習を行ったため，読解の得意な者，解答の得意な者が協力をして，解答作成を

している姿が見られた。数学に対する生徒の興味・関心，また論理的思考力が高まり，生徒の

作成する答案や，授業に取り組む姿勢に変化が見られた。 

⑤ 《題材》「統計解析実習」 

《目標》数学Ⅰで学習した統計学は，現代社会では必要不可欠な知識であることを実感させ，統計

学に対する興味・関心を深める。統計学の知識を持つことで，精度の高い分析能力を身に付け

ることができることを感じ取る。 

《内容》パソコン室で，ＥＸＣＥＬを用いた実習を行う。実社会で生じる身近な問題を題材にし，

データを解析するのに必要な知識を学び，対応するＥＸＣＥＬ関数の使い方を身に付ける。 

《検証》問題を通してほとんどの生徒がＥＸＣＥＬを使いこなすことが出来るようになった。ＥＸ

ＣＥＬを用いれば極めて簡単に計算でき，グラフ化も容易なことから，統計解析に必要な関数

の意味そのものについても深く考えることが出来たようだ。身近な諸問題について，ＥＸＣＥ

Ｌを用いて解析するという現実的な取り組みによって，統計解析に対する生徒の興味・関心が

高まった。 

⑥ 《題材》「ＳＳＨ数学課題研究」 

《目標》自分で定めたテーマについて研究し，その内容を発表するという主体的な活動を通して，



数学に対する意欲，関心を高める。 

《内容》教科書や日頃の授業では扱われない内容について，各自でテーマを定めて研究し，内容を

レポートにまとめクラスごとに研究発表を行う。その後，研究発表後の質疑で出た意見なども

ふまえた上で，レポートを手直しし，完成させる。 

《検証》研究テーマは数学の定理や性質などの数学そのものに関する研究や，数学史，数学者につ

いてなど，自分の興味関心に応じて取り組む。２０１７年３月実施予定。 

 

【ＳＳＨ物理】 

(a)単位数 ３単位 

(b)履修対象 ２学年理系のうち選択者および３学年理系のうち選択者 

(c)科目の目標 基本的な概念や原理・法則の理解を深める。また，生徒が自ら実験の計測・制御，

実験データの集計・処理等を行い，自然に対する関心や探究心を高め，物理学的に探究する能力

と態度を育てる。 

(d)指導計画 

内容 時間数 

様々な運動 

波 

電気と磁気 

原子 

６５ 

５０ 

６０ 

３５ 

総計 ２１０ 

上記のうち「様々な運動」，「波」の１０５時間を２学年で実施。残りの「波」，「電気と磁気」，「原

子」の１０５時間を３学年で実施。 

 

(e)科目の内容 

 ＳＳＨ物理は学習指導要領の定める「物理」の実験を充実させ，実験技術の基本を習得する。さ

らに，物理法則等の検証実験を行い，その内容を深く理解する。本科目で実践した生徒実験例を以

下に示す。 

実験①「円運動する条件を求めよう～計算と実際は一致するかな～」 

《目標》 

(1)円運動を行う条件を実験から求め，演習問題等の問題に照らし合わせながら，円運動に関し

て正確に理解する。 

(2)実験器具を手作りする楽しさを会得する。 

(3)これからは科学においても英語が必要であることを感じる。     

《内容》実際にループコースター材料からを手作りし，実験によって円運動するための条件を求め

る。また，問題集等に記載されている同様の問題を解き，実験結果と理論値の誤差についても

考察した。さらに生徒に英語の必要性を感じさせるために，ＡＬＴと協力して実験手順ビデオ

を英語で作成して利用した。 

実験②「パラボラアンテナの原理～手作りして理解しよう～」 

《目標》 
(1)パラボラアンテナを用いて波動（音）を正確に理解する。 



 (2)パラボラアンテナの原理を理解し，理論を実験により具現化する。同時に実験器具を手作

りする楽しさ，目的を成し遂げる喜びを実感する。 
(3)物理で取り扱うパラボラアンテナと数学で学習する二次関数は，科目は異なるものの，内

容はつながっているということを実感し，既習の知識と関連づけて考える能力を身につける。 
《内容》実際にパラボラアンテナを材料から手作りし，焦点等のパラボラ（二次関数）面の特

徴を理解する。対面させたパラボラアンテナを使用して，音声通信を行う。設計上の理論

値と実験結果を考察しながら，パラボラアンテナの原理を理解する。 
実験③「はね返り係数を測定しよう～実験から理解しよう～」 

《目標》 
(1)はね返り係数を正確に理解する。 
(2)材質や大きさ等の要素を変えて実験することにより，はね返り係数を理解する。また実験す

る楽しさ，目的を成し遂げる喜びを実感する。 
(3)はね返り係数に関わる問題を数学で学習する等比数列で導き，数学と物理をリンクして考

えることを理解させ，既習の知識と関連づけて考える能力を身につける。 
《検証》甲陵中学校での課題研究，ＳＡⅠ，課題研究Ⅰにおいて実験等の探究活動を行ってきたこ

ともあり，ＳＳＨ指定以前の生徒よりは実験には慣れてきた。しかし，与えられた手順に沿っ

て実験を行うだけで，物理的な意味を考えないで作業的に行っている感も否めない。能力は十

分にあるが，我々が考えている以上に実験の目的や手段等の理解がなされていないことがわか

った。そのためには実験の手順等を実験プリントに明記して実施する従来の方法から，自らが

仮説を立て，そのための検証方法を考えて主体的に実験を行うことが重要である。 

科学者の資質を育てるために，自分で仮説設定を行い，立証するための検証方法を考え，実

験用具を作成しながら実験を行うという

物作りの実践は重要である。 

今回の実験後も生徒の実験に対する姿

勢の変容が見られた。与えられた実験プリ

ント通りに行うのではなく，自分で考えな

がら立証していく楽しみを見いだすきっ

かけになった。また数学で学習した数列と

の関連性を学び，知識のリンクの重要性が

実感できたようである。この姿勢を今後の

課題研究Ⅱにおいて発揮していけるよう，

他科目の状況もふまえて計画的に授業を

展開していくことが重要である。 

 

【ＳＳＨ化学】 

(a)単位数 ３単位 

(b)履修対象 ２学年理系のうち選択者および３学年理系のうち選択者 

(c)科目の目標 

化学的事物・現象に対する興味関心を高め，化学的に考察する能力と態度を育てると共に，化学

の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，将来を担う科学者・技術者を育成する。 



(d)指導計画 

内容 時間数 

物質の状態と平衡 

物質の変化と平衡 

無機物質 

有機物質 

高分子化合物 

６０ 

５０ 

３０ 

４０ 

３０ 

総計 ２１０ 

(e)科目の内容 

 ＳＳＨ化学では，実験を活用しながら理解を深め，理科的思考力を身につけるための工夫をして

いる。授業の中にソクラテスメソッドを用いることが有効であることは知られているが，実験に

も取り込んだ一例を以下に示す。 

実験「食酢に含まれる酢酸の定量～中和滴定～」 

 

 

《目標》酸と塩基の性質及び中和反応に関与する物質の量的関係を理解する。 

《内容》１０倍希釈した食酢を 0.100mol/L 水酸化ナトリウム標準溶液で滴定し，食酢の酢酸濃度

（質量パーセント濃度）を求める。 

《分析》実験操作の意味の理解に効果的であった。また，後に行われた定期考査においても，応用

力を必要とする問題について良い結果が得られた。興味を引き出す上で実験は有効な手段であ

るが，ソクラテスメソッドを加えることで，より理解が深まった。 

 

平成２８年度は左記のうち，「物質の状態と

平衡」「物質の変化と平衡」の１１０時間を実

施。「無機物質」「有機物質」「高分子化合物」

の１００時間は来年度前期で実施予定。 



【ＳＳＨ生物】 

(a)単位数 ３単位 

(b)履修対象 ２学年理系のうち選択者 

(c)科目の目標 自然に対する関心や探究心を高め，基本的な概念の理解を深める。また，生徒が自

ら実験データの集計・処理等を行い，生物学的に探究する能力と態度を育てる。 

(d)指導計画 

内容 時間数 

生命現象と物質 

遺伝子のはたらき 

生殖と発生 

生物の環境応答 

生態と環境 

生物の進化と系統 

３５ 

４０ 

５０ 

３０ 

３０ 

２５ 

総計 ２１０ 

(e)科目の内容 

新課程の生物では生命現象を遺伝子レベルで考えることが多いので，遺伝子に関する実験を特に

重点的に行い，遺伝子の理解がより深まるようにしている。ＰＣＲ法や電気泳動法，遺伝子組換え

実験などを実際に生徒が自分の手を使って行うことで，分子生物学への興味・関心がより一層高ま

ることを期待している。 

(f)実践と評価 

「ウニの受精・発生実験」を行うことで，受精や発生という生命現象に対する探究心が高まった。

この実験を行うようになって４年目になるが，以前は受精や発生を写真でしか学習していなかった

ため，生徒が興味や関心を示すことは少なかった。しかし実際に動いている精子や受精膜が上がる

瞬間や，１個の細胞からなる受精卵が卵割により徐々に２個の割球に卵割していく過程を観察する

ことで，受精や発生に対する興味や関心が高まり，熱心に授業に参加するようになった。また，学

校で実施する試験でも生殖・発生分野での点数が１～２割程度高くなった。 

実験①「ウニの受精・発生実験」 

《目標》生きている卵や精子，受精の瞬間，受精後の各発生段階を実際に観察することで，動物の

受精および発生過程についてより深く理解する。 

《内容》４月頃に学習する内容だが，実験に適したバフンウニを使う関係で１月に実施する。ウニ

の未受精卵や精子の観察，受精により受精膜が生じる受精の瞬間の観察，胞胚・原腸胚・プル

テウス幼生などの各発生段階での観察を行う。 

平成２８年度は左記のうち，「生命現象と物

質」，「遺伝子のはたらき」，「生殖と発生」のう

ち１０５時間を実施。「生殖と発生」，「生物の

環境応答」，「生物の進化と系統」のうち１０５

時間は来年度前期で実施する予定である。 



《検証》精子の動きや，受精により受精膜ができる瞬間を観察することで，興味・関心を高めた。

受精や発生を学ぶ上で，重要な体験であった。 

 

実験②「遺伝子組換え実験」「ＧＦＰ精製実験」 

《目標》遺伝子操作によって大腸菌が産出した緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）をクロマトグラフィ

ーで精製する実験を通じて，科学的な実験手順や系統的かつ論理的に物事を進めることの重

要性を理解する。さらに，科学技術を理解する能力をより高める。 

《内容》オワンクラゲがもつＧＦＰ遺伝子を，プラスミドをベクターに使い大腸菌に導入する。

その後，形質転換を起こした大腸菌を液体培地で培養し細胞を集めて破砕して菌体内のＧＦ

Ｐを溶液中に放出させる。これをクロマトグラフィーカラムを用いて，ＧＦＰだけを単離す

る。 

 

《検証》注意深く観察しデータを解析する度に，どうしてその結果が得られたのかを常に考えるこ

とで，「課題解決力」を養った。 

実験③「ＰＣＲ法による遺伝子組換え作物の検知実験」 

《目標》分子生物学の研究分野では必須の技術であるＰＣＲ法（ポリメラーゼ連鎖反応法）やアガ

ロース電気泳動法の原理を深く理解する。また遺伝子組換え作物（ＧＭＯ）の是非について，

科学的に考える能力を身につける。 

《内容》実験には米国で市販されている教育用実験キットを，検知に使う遺伝子組換え作物にはハ

ワイから輸入されたレインボーパパイヤと，米国で購入したトウモロコシを原料にしたスナッ

ク菓子を使う。 

 

《分析》ＰＣＲ法や電気泳動法は実際に自分でやってみないと理解しにくい。各実験操作は少し技

術を要するが，すべてのグループ（４人で１グループ）が成功することができた。実験は実験



操作の説明や実験結果について検討し合う時間も含め３日かかったが，生徒は各実験操作の意

味をよく理解し，集中力や正確さが要求される操作を確実に行うことができた。 

 

《検証》上記の実験以外にもＳＳＨ生物では実験・観察を行っている。実験や観察の回数を重ね

るにしたがって「探究心」や「課題解決力」が育っている。また，教科書の内容について教

える授業の中でも、「探究心」や「課題解決力」が育成されていることが確認できた。さら

に，平成２９年度のセンター試験では、高得点者（９０点台）が増加した。 
 

【ＳＳＨ英語】 

(a)単位数 １単位 

(b)履修対象 第２学年全員 

(c)科目の目標 

 科学的内容の英文を読むことができ，研究した内容を英語でまとめ，発表できるようになる。 

(d)指導計画 

内容 時間数 

英文読解 

英語論文作成練習 

英語プレゼンテーション練習 

課題研究についての英語論文作成 

課題研究についての英語プレゼンテーション 

１０ 

５ 

８ 

６ 

６ 

総計 ３５ 

(e)科目の内容 

 理系的な内容の英文を読み，内容を正しく理解するための「英文読解」，パラグラフ構成のしっか

りした英文を書くための「英語レポート作成」，人を引き付けるプレゼンテーションを英語で行うた

めの「英語プレゼンテーション（練習・課題研究発表）」の３つの内容を設定して実施した。 

①「英文読解」 

《題材》CROWN Ⅱ Lesson ７ Why Biomimicry? 

《目標》動植物に学んだ技術や素材の実例を英語で理解する。また動植物に学ぶバイオミミクリー

が最近注目されている背景を英語で正しく読み取り，科学への興味を深める。 

《内容》英文を正しく理解できているか，和訳を通して確認する。本文理解のために，英文を正し

く音読できるよう練習した。内容が理解できているかどうかを，筆記試験で評価した。 

《分析》科学的な内容の英文は，抽象度が高く苦手とする生徒も多いため，内容を正確に読みとり

理解するよう指導する必要があった。丁寧に英文を読むことで，生徒たちはバイオミミクリー

について理解することができた。また，本文以外のバイオミミクリーの実例について考え，工

学に対する興味・関心を深めていた。 

②「英語論文作成練習」 

《題材》ＧＴＥＣ for STUDENTS （Benesse の英語テスト） 

《目標》英語論文を書くために必要なライティング力をつける。 

《内容》練習として模擬問題を解き，１５０～２００語程度の論理的展開のある英文を書くために，



以下のことに注意させた。 

（１）主張を明確に打ち出す。 

（２）主張の裏づけになる根拠を挙げた，もとまった論理的な構成にする。 

（３）根拠をより説得力のあるものにするため，自分自身の具体例を入れる。 

（４）英文はシンプルかつ明確に書く。同じ表現を繰り返さないように，多様な表現を心がける。 

また，教員に添削されたものや，友人が書いた英文を見ることにより，より論理的な英文にす

るためにはどうしたらいいか考察した。 

《分析》最初はまとまった量の英文を書くことに抵抗がある生徒が多かったが，添削や生徒同士で

書いた英文を確認することを通して，生徒自身の論理的思考と表現力が高まり，ライティング

力も向上したため，効果を感じることが出来た。ＧＴＥＣ for STUDENTS の結果はまだ返却さ

れていないため，今後分析する。 

③「英語プレゼンテーション練習」 

《題材》シンプルプレゼン（ガー・レイノルズ，日経ＢＰ社） 

《目標》人を引き付ける効果的なプレゼンテーションを英語で行う。 

《内容》「シンプルプレゼン」ＤＶＤを視聴し，効果的なプレゼンテーションとは何かについて学び， 

１人１つのテーマで内容を考え，１～２分の制限時間の中で英語によるプレゼンテーションを

行った。また発表する際には，以下のことを心がけさせた。 

（１）原稿を見ずに聞き手に自分の主張を届ける態度で行う。 

（２）パワーポイントスライドは補助的な役割であり，発表者が中心であることを意識する。 

《分析》プレゼンテーションの時間を制限することで，多くの生徒が内容を厳選し自分の伝えたい

主張を分かりやすくまとめようとする取り組みが見られた。また，自分の興味がある内容でプ

レゼンテーションを行うことで，当初考えていた以上に生徒たちは高い意欲を持って行った。 

④「課題研究についての英語論文作成」 

《題材》【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】の発表テーマ 

《目標》【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】の発表テーマをもとに英語で論文を作成する。 

《内容》生徒 1 人 1 人が，【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】で学んだことを英語でまとめる。難解な内容をシン

プルな英語で表現するための英語力を養った。 

《分析》当初，課題研究Ⅰで行った内容が専門的で難易度が高いため，英語で表現させることには

不安があった。しかし，一度日本語でまとめたことがあるため，生徒は予想以上に良い反応を

示した。英語科の教員と外国人講師とで，生徒に課題研究で学んだことや発表を通して伝えた

いことを何度も確認する中で，生徒自身の学びも深まった。英語力も高まる効果があった。 

⑤「課題研究についての英語プレゼンテーション」 

《題材》【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】の発表テーマ 

《目標》【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】の発表テーマについて、英語論文をもとに，プレゼンテーションを英

語で行う。 

《内容》生徒１人１人が，【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】で学んだことを英語で発表する。発表の制限時間（１

～２分）内で，難解な内容を聞き手に分かりやすく伝えるために，伝えたいことを取捨選択し

発表する態度や英語力を養う。事前準備として，発音やイントネーションを正しく用いるため

に，多様な方法で音読練習を重ね，英語科教員と外国人講師で確認をする。 

《分析》今後実施予定のため，分析は発表会終了後に行う。 



テーマⅱ 各種プログラム 

【太陽光・ラドンプログラム】 

世界で活躍する科学技術系人材に必要な資質を身につけるために，北杜市の特色を意識した「太陽」

「空気」「水」のテーマの下，以下の取り組みを行ってきた。 

☆太陽のエネルギーを用いたプログラム 

 「太陽」に関する取り組み

である。北杜市が東京工業大

学と提携して推し進める太陽

熱発電システム等の研究を行

い，さらにインド共和国の２

つの大学とも連携して，高校

生の視点で研究を行ってき

た。  

 

☆ラドンプログラム 

 「空気」に関する取り組みである。市営の１１カ所の温泉施設の空気中のラドンを近隣の中学校

の生徒と共に観測し，共同研究を行うことで中学生にも科学に対する興味関心を誘起させる取り組

みである。 

《内容》北杜市の温泉施設内の空気中のラドンを測定する。冬季の温泉施設営業前に測定をしたい

が，甲陵高校だけでは測定しきれない。自然放射線の多くを占めるウラン・ラジウム系列のラ

ドンを中心とする放射性元素の量を推定することにより，自然放射線の正常的な値を知り，緊

急時の放射線異常値を理解するとともに，地震等の際のラドン量が変化するとも言われている

ことを検証する。  

①実験方法 

 (１)掃除機の吸引口にインフルエンザ用マスクを取り付け，１０分間  

吸引する。 

 (２)吸引終了後マスクをポリ袋にいれ，その下に鉛板を置き，ポリ  

袋の上にサーベイメーターを置く。 

 (３)β線量を 1 分ごとに測定する。 

 (４)鉛板の上にサーベイメーターを置き，バックグラウンドについて  

も測定する。 

②測定場所 

北杜市内には増富温泉という，ラジウムで有名な温泉があり，各地        

域に公共の温泉施設があるので，この施設内のラドン量を（実際には

ラドンの娘核種の量）北杜市内の各中学校と協力して，測定するはず

であった。これによりラドン量はもとより，地元の中学生の科学への関心を高めるきっかけに

なるのではないかと意図していた。  

しかし，各中学校からでも温泉施設までは距離があり，適切な移動手段がない，指導する教

員がいない，部活動等が忙しく高校と中学の共通の時間を作れないなど，なかなか測定を実施

できなかった。よって，公共の温泉施設にこだわらず各学校の施設内での測定も行った。  



《分析》測定の結果，温泉施設は以下の三つに分類された。  

  (１)ラドンが温泉中に多く含まれているので，温泉施設内にも多量のラドンおよびその娘核種の  

元素が浮遊している温泉施設…増富温泉  

 (２)温泉中にはラドンは多くないが，地中の花崗岩などの亀裂からラドンが空気中に排出され，  

温泉施設内にも多く浮遊している温泉施設…白州尾白の湯ベルガ，むかわの湯  

白州・武川の地区内の建造物内には多くのラドンおよびその娘核種が浮遊していると推測さ

れる。  

(３)温泉施設内に，通常の建物内と同程度のラドンおよびその娘核種の元素が浮遊している温泉  

施設…泉健康温泉施設，泉温泉パノラマの湯，たかねの湯，延命の湯  

（参考）ラドンの測定原理  

  自然放射性元素の 238Ｕは次のように長い年月をかけて  

壊変してゆく。 

    238Ｕ（ウラン） α崩壊（半減期 44 億年）  

  234Ｔｈ（トリウム） β崩壊(半減期 24 日) 

  234Ｐａ（プロトアクチニウム) β崩壊(半減期 1.2 分) 

 234Ｕ(ウラン) α崩壊(半減期 4.8 年) 

  230Ｔｈ(トリウム) α崩壊(半減期 7 万 5 千年) 

  226Ｒａ（ラジウム) α崩壊(半減期 1600 年) 

   ウランからラジウムまではすべて金属元素であり，地中にウラン 238 が存在すれば，地中で壊

変し，α線，β線を放出している。しかし， 226Ｒａがα崩壊すると， 222Ｒｎが生じる。このラド

ンは希ガスという他の元素と化合しにくい放射性元素で，地中から生じたラドンは状況によって

は大気中に出現する。(地中の空洞や，地下水に溶解することもある。） 

  大気中に出てきたラドンは大気と反応することもなく，単独で(単原子分子として）存在してい

るが，半減期が 3.8 日と短いので，他の金属元素に壊変する。 

   222Ｒｎ(ラドン) α崩壊(半減期 3.8 日) 

   218Ｐｏ(ポロニウム) α崩壊(半減期 3.1 分) 

    214Ｐｂ(鉛) β崩壊(半減期 27 分) 

    214Ｂｉ(ビスマス) β崩壊(半減期 20 分) 

    214Ｐｏ(ポロニウム) α崩壊(半減期 0.16 ﾐﾘ秒) 

  210Ｐｂ(鉛)  α崩壊(半減期 22 年) 

 226Ｒａの半減期(1600 年)に比べて， 222Ｒｎ～ 214Ｐoま   

での元素の半減期は非常に短い。このような場合，222Ｒｎ  

～214Ｐｏまでの元素は放射平衡といって，一定時間以上経過すると時間あたりの壊変数が等しく

なることが分かっている。右上のグラフはラドンが空気中に１０００万個存在したときの 222Ｒｎ

～214Ｂｉの 1 分あたりの壊変数の推移を表している。シミュレーションの結果ラドン発生から約

３時間経過すると，これらの元素の壊変数が一定な，放射平衡になることを示している。  

  また，222Ｒｎから生じた 218Ｐｏ以降の元素は，単原子としては存在できず，空気中で酸素と化

合(酸化)されるなどの反応で，空気中の塵に付着すると考えられる。  

   そこで，一定時間換気が行われていない室内空間の塵を収集し，β線量(α線は透過力が弱く，

測定しにくい点。測定装置もそろいにくいなどの理由による）を測定すれば，ラドン量の相対比



較が可能になる。  

 
【コミュニケーション能力向上プログラム】 

１ 国際交流プログラム 

豊かな「人間力」育成のために計画したプログラムである。理系学問への興味・関心を深め，さ

らに外国人とのコミュニケーションを通して，その国の風俗・習慣や伝統・文化に親しみ，国際交

流に積極的に取り組む態度を養う。これまで,山梨大学博士課程に在籍する留学生に協力をしても

らい,英語で理科的な内容に親しむプログラムを実施してきた。活動内容は以下の通りである。 

 

《実施日》平成２７年２月１８日 １０：４０～１４：３０ 

《場所》甲陵高校化学室 

《対象》１年生３０名 

《講師》山梨大学博士課程留学生６名 

《内容》生物分野の実験を行う。実験の指導は本校理科教員が自作のテキストを使用して，英語で

行う。生徒たちは６つのグループに別れ，それぞれのグループに留学生が 1 人ずつアシスタン

トとして入る。理科教員が英語で指示を出し，留学生が生徒の様子を見ながら，英語でアドバ

イスをする。実験結果をまとめる際にも，英語を使い留学生と話し合いながら結論を出し，考

察する。 

《生徒の感想・分析》昨年度は，実施予定であった本プログラムが悪天候により留学生の訪問が困

難であり，中止となった。今年度は，今後実施予定のため，実施後分析を行う。 

 

《実施日》平成２７年７月３１日 

《場所》甲陵高校書道室 

《参加生徒》希望者：中学生１０名，高校１年生６名，高校２年生１５名（合計３１名） 

《講師名》石平 博氏 山梨大学生命環境学部環境科学科 准教授 

     MUHAMMAD SYAHIR さん 山梨大学大学院修士課程１年生       

     NGUYEN MINH VUONG さん 山梨大学大学院博士課程２年生     

     李 彦 （LI Yan）氏 山梨大学研究員            

《内容》 

（１）大学の研究内容について留学生による講義を英語で聞く。 

①Heat island simulation over Jakarta, Indonesia using cloud resolving model 

considering urban activities(都市活動の影響を考慮した雲解像モデルによるジャカルタ市

のヒートアイランドのシミュレーション) 

   ② Performance assessment of rainwater harvesting considering rainfall seasonality 

and domestic water demand in Vietnam(降雨の季節性と都市の水需要を考慮したベトナムに

おける雨水利用可能性の評価) 

③ Wonderful microbial world in our daily life(身近にある“素晴らしき微生物の世界”) 

（２）英語でコミュニケーションを行う。 

《生徒の感想》 

・大学で行われている研究内容を理解することは難しかったが，受け身ではなく理解しようと積

極的に聞こうとする気持ちが大切だと思った。 

・英語で講義を聴くことに慣れていなかったため，専門用語があったり難しい単語があったりし

て，理解に苦労した。だが，講師の先生方が丁寧に熱のこもった話をしてくださったので，興



味をもって聞くことができた。 

・アジア圏の，もともと英語を母語としない人が英語で

研究発表をしていた。自分も将来出来るようにもっと頑

張りたい。日頃からもっと英語に触れるようにしたい。 

・どの発表も身近な内容で，とても興味深かった。 

《分析》生徒は普段ではなかなかない，外国人による高度な  

科学的な内容の講義を英語で聞くという体験をして，大

きな刺激を受けていた。科学に対する興味関心を深める

とともに，英語に対する学習意欲も高まった。さらに，

多くの生徒に，受身の姿勢で講義を聞くのではなく積極

的に質問を投げかける態度がみられ，つたない英語であ

っても自分の言葉で疑問に思うことを解決しようとす

る姿勢があったことは大 変意義深い。 

 

 

【甲陵中学校における課題研究プログラム】 

１ .北杜市サイト太陽光発電所見学研修会 

《実施日》平成２８年６月９日(木) 

《対象》中学２年生(４０名) 

《内容》北杜市役所生活環境部環境課温暖対策担当の協力    

を得て，日照時間日本一を誇る北杜市の太陽光の恵み  

を知り，自然環境の大切さを体感する機会とした。ま  

た，太陽光発電所を見学することで太陽光を利用した  

発電システムのしくみを学んだ。 

《生徒の感想》 

 ・太陽光パネルにもたくさんの種類があり，様々な環境に

適応できることを知り驚いた。パネルの効率の良さと日

本の技術力にはもっと驚かされた。 

《分析》科学技術への興味・関心を高めるよい機会となった。さらに，クリ－ンエネルギーである

太陽光発電について学ぶことで，環境問題への関心を高めることにも大いに役立った。 

２ .サントリー天然水白州工場見学研修会 

《実施日》平成２８年７月７日(木) 

《対象》中学２年生４０名 

《内容》全国的にも有名な地元北杜市白州町の水の素晴らし  

さを知る。飲料として販売されるまでの工程を学ぶ。 

《生徒の感想》 

・ボトルを作るときの電力量の削減や，ラベルを作るとき

の二酸化炭素削減の工夫を知り，とても素晴らしいと感

じた。環境に配慮していることに，とても驚かされた。 

・ふかふかの大地がとてもきれいな水になることを知り，

森林の大切さを改めて感じさせられた。 普段売られている水について考えたことがなかった

ので，とても良い機会となった。 



《分析》自然環境を維持することが水の品質を保つということを理解した。自然と科学技術，社会

との関わりを学ぶよい機会ともなった。さらに，試飲を通して，「水」に関する見識を深める

こともできた。 

３ .三鷹光器太陽熱発電研究施設見学会 

《実施日》平成２８年１２月６日(火) 

《対象》中学２年生４０名 

《内容》太陽熱発電研究施設の見学を通して，熱を利用した    

発電システムのしくみを学んだ。 

《生徒の感想》  

 ・太陽光発電と太陽熱発電との違いや仕組み等詳しいこ  

とをいろいろと知ることがでた。ただ，時期的に非常に  

寒く，説明を聞くのも大変だった。 

  ・今回の見学で驚くべきことがたくさんあった。２８０

０枚もの鏡が 1 点に集中するとものすごい発電量になることや鏡 1 枚 1 枚が自動で調整されて

常に 1 点に集まるようにプログラミングされていることにものすごく感動した。  

《分析》科学技術への興味・関心を高める機会となった。また，以前学習した太陽光による発電の

しくみと比較することにより，メリットとデメリットを比較しながら考えるきっかけとなった。

さらに，クリ－ンエネルギーである太陽熱発電について学ぶことで，環境問題への関心をより

高めることにもつながった。また，施設の方から，机上の学習だけでなく，実際に実験をした

り，物を製作したりすることの大切さを学ぶとてもよい機会ともなった。  

４ 卒業研究 

《実施日》平成２８年５月～平成２９年２月 

《対象》中学３年生４０名 

《内容》これまでの生活の中で興味・関心をもった科学に関する内容について，個人やグループで

研究テーマを設定し，仮説を立てた後，実験や観察，調査等を行った。９月の時点で，それま

での研究成果を発表し合い，他の生徒の研究内容や方法をこれからの研究に参考とする機会を

設けた。その後も数ヶ月に渡り間実験･観察，調査を進め，レポートを完成させ，プレゼンテー

ションを行った。 

  研究テーマ(一部) 

   「紫外線を防ぐためには」「なぜ昆虫たちは空の世界へ進出できたのか」 

   「食べ物の変色～味を変えずに変色防止～」「巨大ミルククラウンはできるのか」 

   「音でガラスのコップを割る」「ペーパーブリッジ・チャレンジ」 

   「持ち運べる水～ooho！～を極める！」「雨が降ったら…歩く？走る？」など 

 

   今後の取り組み 

  

 ◇山梨県立科学館実験実技体験 

《実施日》未定 

《対象》中学１年生４０名 

  ◇大学への実験実技体験学習 



《実施日》平成２９年３月１６日（木） 

《場所》諏訪東京理科大学 

《対象》中学３年生４０名 

《内容》中学３年生４０名を２グループに分け，午前・午後それぞれ１講座ずつ受講。 

 

《中学校活動全体を通しての分析》  

甲陵高等学校がＳＳＨの指定を受けていることで，併設校である中学校も例年を参考に事業を

企画・実施した。また，平成２８年度も中学３年生を対象に卒業研究として，科学に関するテー

マを設定し，１年をかけて研究を進めた。 

中学１年生は，中学開校以来実施してきた国蝶オオムラサキについての学習を平成２８年度も

継続して行った。北杜市内にあるオオムラサキセンターの職員に来ていただき事前学習を行い，

後日オオムラサキセンターでオオムラサキの生態観察を実施した。２度の学習会を経た後，森林

の中で自然に生息するオオムラサキの有視界調査を行ったことで，より一層興味･関心を高める

ことができた。この学習は，北杜市の自然界に生息する他の動植物にも目を向ける機会となり，

中学１年生の取り組みとして有意義なものであった。 

今後の予定としては，山梨県立科学館を見学し，実験や科学遊具を通して科学に対する興味・

関心を高めたい。 

中学２年生は，北杜市や周辺地域にある科学技術に関連する企業や研究所の見学研修会を行っ

た。飲料水の製造工場や太陽光発電，太陽熱発電施設を見学したが，どの施設も普段見学するこ

とのできない施設であり，科学技術への興味・関心を高めることにつながった。天然水工場では

軟水と硬水を比較するなど，生命維持に必要不可欠である水についての見識を深めることができ

た。また，環境保全への企業努力も学ぶことができた。太陽光発電施設では「より効率よく発電

するためには」といった説明もあり，新しい知識を得ることができた。１２月に訪れた太陽熱発

電の研究所では，あまり馴染みのない発電方法について丁寧な説明を受け，今後実用化が期待さ

れる発電のしくみにいち早く触れることができた。３年時に卒業研究のテーマを設定する上で

も，多くの施設を見学できたことはとても貴重な経験となった。 

中学３年生は，今年度も「１人１研究」を基本としながら，より研究に深みをもたせるために，

複数によるグループ研究や過去の研究を掘り下げるための継続研究に取り組むことを提案した。

これまでの生活の中で興味・関心をもったことなどを中心に科学に関するテーマを各々が設定

し，一年をかけて研究を進めてきた。温度変化，物質の耐性，生物の生態，音の威力など身近な

題材をテーマとし，試行錯誤しながら高校の先生方の協力も得るなかで熱心に研究を進めてき

た。９月には中間発表会を実施し，仲間の研究の進み具合や研究方法などを参考にする機会を設

けた。現在は，２月１３日の最終プレゼンテーションに向けて準備を進めている。 

また，３月１６日は例年同様に諏訪東京理科大学で実験体験を行う予定である。内容は，午前・

午後とで１人２科目の講義を体験する。中学校の授業では到底触れることのできない機材を用い

たレベルの高い授業を体験できることに，生徒はとても興味を示している。 

本校の生徒は，高校進学後も数々の大学や研究所に出かけ，多くの体験を詰めることに関心が

高く，楽しみにしている様子もうかがえる。これまでのＳＳＨ事業に関わる中学校側の取り組み

は，数多くの体験を積み重ねることで中学生の科学への興味・関心を高めるだけでなく，これま

で知り得なかった知識を身につける大変よい機会となっている。 



 

テーマⅲ 科学研修旅行 

【科学研修旅行Ⅰ】 

この研修旅行は，〔仮設１〕〔仮設２〕において目標としている「探求力」「課題解決力」「人間力」

を養い，自然科学，科学技術への興味関心を高めることを目的として実施された。 

 

１．山梨大学情報工学コース 

《実施日》平成２８年８月３日（水） 

《参加生徒》１、２年生９名 

《講師》寺田 英嗣氏 山梨大学工学部情報メカトロニクス工学科教授 

《内容》講義、実験 

《場所》山梨大学情報メカトロニクス工学科会議室 

《内容》歩行アシストロボットの制御 

《生徒の感想》 

・説明を聞くだけでなく、実際にロボットを付けて歩く経験も出来て良かった。 

・歩行アシストロボットのアシスト動作がなめらかで驚いた。 

・どのようなことをどのようにして行っているのかをいうことを分かりやすく教えていただいた

ことで、難しい仕組みも理解できた。 

・皆、自分のやりたいことをやっているように見え、また、非常に生き生きして研究していたの

が印象的だった。その姿を見て、自分も大学で自分の本当にやりたいことをやれたら良いと思

った。 

・アシストロボットは、単に普段の生活をアシストするだけでは筋力の低下を招くので、歩行を

行うための筋力をつけ、なおかつ歩行姿勢を直すという話を聞き驚いた。 

 

２．山梨大学エネルギーコース 

《実施日》平成２８年７月２９日（水） 

《参加生徒》１、２年生 １０名 

《講師》内田 裕之氏 山梨大学クリーンエネルギーセンター教授  

《場所》山梨大学工学部 

《内容》燃料電池に関する講義と実習 

《生徒の感想》 

・難しいところもあったが、事前学習のおかげでより深く学習することができた。 

・化学の分野をより深く極めようという意欲がわいた。   

・燃料電池の仕組みがわかった。 

・実験内容は難しかったが、燃料電池がすごいもので画期的だとわかった。 

・施設見学では設備が整っていてたくさんの学生が研究していてすごいと思った。 

・大学の実験室を見て，専門的な機械や実験器具を見られたことがとても良かった。 

・水の電気分解では，中学校の時とやり方が違い難しかったが，勉強になった。 



・実際に実験をしながらの研修だったので，仕組みを理解しやすかったし，分かりやすかった。 

 

《分析》実際に大学の実験室で高校レベル以上の実験を行ったことで，生徒の取り組みや意欲に変

化が見られた。 

 

３．山梨大学教育人間科学部コース 

《実施日》平成２８年８月５日（金） 

《参加生徒》１、２年生１０名 

《講師名》中村 宗敬氏 山梨大学大学院教育学研究科 准教授 

《内容》講義、演習 

《場所》北杜市立甲陵高等学校 

《内容》「数学オリンピック」の問題に関する講義と演習 

《生徒の感想》 

・ただ解答を出すのではなく，その過程やさらにそこから導出される様々な新たな結果まで，一

問一問丁寧に洞察することが必要だと教わり，とても良かった。 

・別解があり別の思考の仕方を知ることが出来た。 

・問題を通して、背景となる事項も学べ今後に役立ちそうだった。 

・色々と興味が持てたので、調べてみようという気持ちになって良かった。 

・解法を色々なパターンで教えてもらったので、考える幅が広がった。 

・ただ答えが分かっただけではダメだということも学べて良かった。 

 

《分析》問題の答えや解き方だけでなく考える姿勢や関連する事項についても学ぶことができ，数

学に対する取り組み方に変化が見られた。 



 

４．筑波コース 

《実施日》Ａ：平成２８年７月２５日（月）～２６日（火） 

     Ｂ：平成２８年７月２６日（火）～２７日（水） 

《参加生徒》Ａ：１年生３９名 

      Ｂ：１年生４０名 

《講師》 Ａ：中沢 孝氏 ＪＡＸＡ有人宇宙技術部 主任開発員 

     Ｂ：松本 勇氏 ＪＡＸＡ広報部 特任担当役 

《場所》宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ)筑波宇宙センター，産業技術総合研究所 

《内容》 

１日目･･･産業技術総合研究所にて講義と見学   

講義『計量標準（長さ・時間・流量・音などの単位の計測）について』 

研究室見学 

 ①温度標準 ②電気標準 ③標準ガス ④標準尺･Ｘ線ＣＴ ⑤気体流量 ⑥無響室･残響室 

２日目･･･宇宙航空研究開発機構(JAXA)筑波宇宙センター …スペースドームにて講義と見学 

Ａ:講義『国際宇宙ステーション(ＩＳＳ)の現状と大西宇宙飛行士の役割』、 

       施設見学 

Ｂ:講義『ひとと宇宙』～人工衛星利用・有人民間事業を通しての宇宙開発、 

       施設見学 

《生徒の感想》 

◆ＪＡＸＡ筑波宇宙センター◆ 

・宇宙好きの自分にとって，まさに夢のような時間だった。非公開ゾーンに入り，実物大の衛星を

見ることができたのはもちろん，憧れている大西宇宙飛行士についての話を聞く事ができ，パイ

ロットから宇宙飛行士になるルートがより現実になってきた。軌道傾斜角やＩＳＳの推進機構に

ついての質問にも分かりやすく答えて下さり，疑問を解決することができた。また，自分の夢を

応援していただき，やる気が湧いてきた。 

・過去に多くの宇宙船が打ち上げられていて，その大きさや設備に圧倒された。宇宙服も約１２０

kg と非常に重く，暑くならないように管に水を通すなど色々な工夫をしていて，とても手が込ん

でいることがわかった。一番驚いたのはボイジャーという衛星の話で，既に太陽系を突破してい

ると聞いてとてもわくわくした。私はまだ太陽系ぐらいしか宇宙のことを知らないので，もっと

たくさん調べて色々な事を知っていきたい。 

・人工衛星「みどりⅡ」など、宇宙で実際に動いていた，使われていたものを目で見ることができ

た。人工衛星は実際に見ると大きく，宇宙服も重そうだと感じた。 

・宇宙にロケットを打ち上げるためにも，軌道計算をし，宇宙飛行士の方々がストレスを感じない

ための工夫などをしている。科学で支えているとともに，人同士で支え合うことがやはり大切だ

と思う。 

◆産業技術総合研究所◆ 

・あらゆる単位のものさしを決めているのはここだということがわかった。特にｃｍの単位につ

いては見学させていただいた部屋のスペースこそ狭かったものの，ものすごい最先端の設備があ

り（レーザーなど），長さの単位ｃｍが，とても厳格な規定を乗り越えてできていることがわか

った。その際にも光の速さが使われたり，室温が一定に保たれたり，またその室温＝温度にも厳

格な規定があり，科学というものは相互に作用しあって成り立っているのだと思った。 



・色々なものが日本の測定の基準になっていることがわかった。ものさしは今まで特に深く考え

ることなく普通に使っていたけれど，光の波長の間隔を使ったりしてこんなに細かく作られてい

るとは知らなかった。Ｘ線ではいろいろと改造したりして立体の長さを計っていた。空気やガス

はボンベの中に入れて重さを量るとは知らなかった。私の家のガスメーターは産総研のものが基

準になっていた。抵抗なども測定することができていた。温度計もいろいろ細かくなっていた。

音響も何も響かない部屋や，逆に自分の声が１０秒ぐらい響いたりして面白かった。 

・研究者の方たちの話を直接聞けたことが良かった。無響室と残響室が特に印象に残っている。こ

こでは，実際に声を出したり手をたたいたりして，音の響きの違いを体感することができた。定

規や温度計の目盛など，単位の基準がつまっているのがとにかく面白かった。内容は難しかった

が，これから勉強して理解できるようになりたい。 

《分析》研究所がどのようなものか知り，科学研究や調査が自分たちの日常を支えていることを実

感した。少数ではあるが，「よくわからない」ということ自体に意欲をかきたてられるという経

験ができた生徒もいた。今後の学習や活動につながるものとなった。 

 

 

 

５．静岡コース 

《実施日》平成２８年７月２６日（火）～２７日（水） 

《参加生徒》１年生３６名 

《講師》有田 正規氏 国立遺伝学研究所 教授 

    中嶋 俊夫氏 公益財団法人 柿田川みどりのトラスト 

《場所》国立遺伝学研究所，柿田川公園，東海大学海洋学部博物館 

《内容》 

１日目･･･①東海大学海洋学部博物館にて講義と見学 

    講義内容『水族館における水生動物の飼育・展示の方法、クマノミの人工繁殖について』 

海洋科学博物館/自然史博物館の見学，バックヤードツアー 

     ②柿田川公園にて講義と見学 

講義内容『柿田川湧水の成り立ちと動植物、自然保護とナショナルトラスト運動』 

柿田川湧水の見学 



２日目･･･国立遺伝学研究所にて講義と見学 

講義内容『コンピュータによる生物学―バイオインフォマティクス―』 

研究室見学（ゼブラフィッシュ，スーパーコンピューター） 

《生徒の感想》 

・遺伝学研究所でのスーパーコンピュータの見学が印象に残っている。家庭にあるＰＣとは比べ

物にならないほどの性能を持ったコンピュータを実際に見て、とても興奮した。 

・遺伝学研究所での講義の中で、ヘモグロビンについての話をして頂いた。わからないことや詳し

く知りたいことがあったら、サイトを使って調べていけることがわかった。 

・ゼブラフィッシュで卵の中に緑色蛍光タンパク質を注射のように入れていて、将来腸になると

ころを光らせていた。なぜピンポイントで腸を光らせることができるのだろうと思った。私も研

究者になりたい！ 

・遺伝研では、ゼブラフィッシュの卵の遺伝子組み換えをしている様子や、生まれて間もないゼブ

ラフィッシュの緑色蛍光タンパク質を見せて頂き、とても印象深かった。 

・学校の同好会でも見たことのあるＧＦＰ（緑色蛍光タンパク質）が研究所でも使われているのを

みて、理解が深まった。 

・水族館のバックヤード見学では、魚のストレスをためないように事前にトレーニングをするな

ど、常に水槽を清潔に保つなどの仕事があることがわかった。 

・柿田川がとてもきれいで、地中から湧き出る水に感動した。 

・柿田川見学では、人の手で地域の自然・資源を守ることができることがわかった。 

 

《分析》生徒は各施設において水や魚を直接見ることで，教科書や写真からは受けることができな

い刺激を受けた。このことが研究や学習への強い動機付けとなった。また，遺伝子やゲノム情

報といった最新の生物学の手法に触れることができ，生物学に対して新たに関心を持つように

なった生徒も見られた。 

 

【科学研修旅行Ⅱ】 

 この海外研修は，〔仮説１〕〔仮説２〕において目標としている「探究力」「課題解決力」「人間

力」を養い，世界的に活躍する科学者を育成するという目的の達成を確かにするために実施され

た。 

《実施日》(昨年度)平成２８年３月１４日（月）～１９日（土） 

今年度予定：平成２９年３月１９日（日）～２４日（金） 



《参加生徒》 ２年生１３名 

《内容》 

現地大学での太陽光エネルギーに関する講義の受講，実習 

太陽光発電施設等の現状見学研修 

日本のインドにおける科学技術協力に関する講義，見学 

現地の高等学校等での SSH 課題研究Ⅰの研究発表，ディ

スカッション 

《研修場所》 

デリー市内の DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY（ＤＴＵ） 

デリー市内のＪＩＣＡインド事務所及びプロジェクト関係施設 

デリー市内の Appejay School（高等学校） 

《活動内容》１日目･･･出国    

２日目･･･ＤＴＵ訪問 

・太陽エネルギー利用に関する講義を受講 

・ソーラーカー研究等に関する見学・実習 

・生徒のＳＳＨ課題研究Ⅰのプレゼンテーション 

３日目･･･ＪＩＣＡプロジェクト関係施設見学 

・科学技術案件に関する講義 

・デリー高速輸送システム（デリーメトロ）の試乗と施設見学 

４日目･･･太陽光発電施設の現状見学研修（社会事情により現地の企業等の訪問見学を急遽変更） 

・太陽エネルギー利用等に関するインドの現状視察 

５日目･･･Appejay School 訪問 

・生徒のＳＳＨ課題研究Ⅰのプレゼンテーション 

・学校紹介等の国際交流 

６日目・・・帰国 

《分析》本校ではクリーンエネルギーの導入及び普及啓発活動など，官民一体となって積極的に取

り組んでいる北杜市の特色を生かし，「太陽」「空気」「水」をキーワードに掲げてＳＳＨ事

業を実施している。インドはこの分野の研究に積極的に取り組んでおり，研修に最適の場所で

ある。治安等の心配はあったが人々はみな親切で，日本人に対しても好意的で積極的である。

また，４年目となる交流先のＤＴＵやApeejaySchoolではプログラムの理解と受け入れに意欲

的に対応してくれているが，問題点としては次の通りである。 

１. 情勢，衛生上，治安上の問題。 

２. のんびりしている国民性のためか，打ち合わせ等に時間がかかる。 

３. 英語になまりがあり早口であること。 

しかしこれらはいずれも事前準備等により対処可能であり，情勢に関しても臨機応変に対応

して実施している。 

 

  



テーマⅳ 科学系課外活動 

 本校ＳＳＨ開発推進部では，〔仮説２〕における「人間力」をより一層伸ばすために，学校設定科

目【ＳＳＨ課題研究】以外にも，学校外で行われる科学的な大会などへの参加を推奨している。 

【科学部】 

 現在，１学年１２名，２学年１６名，３学年２名の計３０名が所属している。活動場所は主に

物理実験室，化学実験室，生物実験室その他，屋外などを用いて活動している。 

 本年度は，学校設定科目【ＳＳＨ課題研究】で取り組んだ研究テーマを中心に，発表会や大会

などに参加した。それらの内容を以下に記載する。 

 １ 山梨県高等学校芸術文化祭 自然科学部門 「生徒の自然科学研究発表大会」 

《実施日》平成２８年１１月１２日（土） 

《場所》山梨県立甲府東高等学校 

《内容》物理部門，化学部門，生物部門，地学部門，ポスター部門の５部門に分かれて発表を行

う。本校では以下の研究テーマで口頭発表及びポスター発表を行った。 

 「空気中の塵における放射性物質について」 

 「活性酸素による皮膚の劣化反応に関する量子化学的研究」 

 「鉄分の測定を用いた応用研究」 

 「ストレスと香り」 

化学部門において，「鉄分の測定を用いた応用研究」が第３位にあたる理科部会特別賞を受

賞した。 

 ２ 「サイエンスフェスタ２０１７」集まれ未来の科学者たち 

《実施日》平成２９年１月２８日(土) 

《場所》山梨県立科学館 多目的ホール 

《内容》１．県下の自然科学系のクラブ活動の研究成果をポスター発表する。 

    ２．実験や観察の紹介を通して交流する。 

３．発表や実験を各学校それぞれのブースで行い，質問や意見等を受けながら研究    

の内容を深めると同時に交流する。   

本校では以下の研究テーマで発表を行った。 

   「鉄分の測定を用いた応用研究」「クラシック音楽とストレスの緩和」 

 

 



３．「やまなし環境活動推進ネットワークフォーラム」 

《実施日》平成２９年１月２９日(日) 

《場所》山梨県男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」 

《内容》県内で環境保全活動を行っている個人・団体・企業等による活動発表の場を通じて，参

加者相互の情報交換とネットワークづくりを図り，今後の実践活動を推進することを目的に

開催される。発表形式はポスターセッションである。 

本校では以下の研究テーマで発表を行い，最優秀賞を獲得した。 

「徹底解剖水の山 ～南アルプス及び八ヶ岳南麓における水質と花崗岩の関連性～」 

４．「山梨県衛生環境研究所研究成果発表会」 

《実施日》平成２９年３月２１日(火) 

《場所》やまなしプラザ オープンスクエア 

《内容》公衆衛生，環境衛生及び自然科学に関連する調査研究の発表 

本校では以下の研究テーマで発表を行った。 

  「鉄分の測定を用いた応用研究 」（口頭発表） 

「徹底解剖水の山 ～南アルプス及び八ヶ岳南麓における水質と花崗岩の関連性～」 

（ポスター発表） 

５．「化学クラブ研究発表会」 

《実施日》平成２９年３月２８日(火) 

《場所》芝浦工業大学 豊洲キャンパス 

《内容》日本化学会関東支部が主催する化学振興事業の一環として，中学校・高等学校の化学ク

ラブや理科クラブの化学に関係ある研究成果の発表の場として開催される。発表形式は

口頭発表とポスター発表がある。 

     本校では以下の研究テーマで発表を行った。 

「空気中の塵における放射性物質について」（ポスター発表） 

 

【各種大会，科学オリンピック等への参加】  

１．科学の甲子園 山梨大会 

平成２８年１１月１４日実施の「科学の甲子園」山梨大会第１ステージに，１年生と２年生の

混合チーム計３チーム１９名が出場した。その中で２年生のチームが１２月２３日に実施され

た山梨県代表を決定する最終段階である第２ステージに進み，第５位になり山梨科学アカデミ

ー会長賞に入賞した。 

２．日本数学オリンピック 

平成２９年１月９日実施の予選に本校から２８名の生徒が出場した。 

《検証》科学部の部員などが自分たちの研究成果を発表する様々なイベントを通じて，県内や県外

の高校生や大学生，研究者と交流を図った。このような交流で，自分の研究や他の人の研究内

容についてディスカッションする経験を何度もしていく中で，交流が能動的なものに変化し，

積極性が高まっていった。科学部の活動を通して，「人間力」を伸ばすことができた。 

 



④「実施の効果とその評価」 

ＳＡⅠ，ＳＡⅡの評価法 

ＳＳＨ事業の効果があったかどうかを検証するために，評価を行うことは以下の点で重要である。  

○構成主義的な考え方に基づく学習論と評価（堀，２０１１） 

①評価が学習者の実態に即していること，およびそれが実生活の中で生きて働くものとなっている

かどうかを見極めることの必要性と重要性 

②学習前の素朴概念と学習後の科学的概念を評価し，その変容を学習者に気づかせることの必要性

と重要性 

③学習や指導の過程を明確にすることができる評価の必要性と重要性 

④学習者自身が自分を評価することの必要性と重要性 

⑤資質・能力を育成することのできる評価の必要性と重要性 

ＳＡⅠ，ＳＡⅡの評価方法については，ＯＰＰＡ（One Page Portfolio Assessment）シートを使用

する。上記の「構成主義的な考え方に基づく学習論と評価」について，ＯＰＰＡシートは以下の点

で有効に活用できる。 

①の点に関して 

学習により学んだことを学習者自身が思考，判断，表現することが求められている。学んだこと

を自分のものとして確実に使いこなすことができるようにするためには，学習のまとめが単元の最

後に行われたりするのではなく，学習の過程で行われることが望ましい。そうすることにより，パ

フォーマンス評価を行うこともできる。 

②の点に関して 

学習前の素朴概念は診断的評価に，学習後の科学的概念は総括的評価に出すことができる。変容

を比較するために，学習前・後における評価の問いは同じものにする必要がある。そうすることに

より，学習者自身が学習の変容を意識化し，意味づけを行うことができるようにするための自己評

価ができる。 

③の点に関して 

学習者自身が考えて表現した学習履歴は，学習や授業の改善において重要である形成的評価での

優れた情報源となる。学習者の学習による変容を把握するためには，学習者一人ひとりの学習履歴

を適切に活用することが重要である。毎回限られた時間しかない中で，形成的評価をできる優れた

教材であると言える。 

④の点に関して 

学習者自身による自己評価ができる。学習者が何を情報として中に取り入れ（内化），それにつ

いて熟考し（内省），その結果を表現（外化）するかである。学習に対する現状把握と深化，およ

び改善に対する働きかけの関わりのもとに評価が行われる必要がある。 

⑤の点に関して 

学習者の資質・能力を伸ばす評価結果を基にした教員の学習者に対する適切な働きかけができる。

教員自らのねらいが生徒に通じているかを確認できたり，生徒の考えを正しい方向に導いたりする

こともできる。 

 

 参考文献：ＯＰＰＡ（One Page Portfolio Assessment）シートの基本的骨子と理論的背景の関係に

関する研究  堀 哲夫 『山梨大学教育人間科学部紀要 第１３巻年度抜刷』  



ＯＰＰＡ（One Page Portfolio Assessment）シートによる評価の実践と報告    

ＳＡⅠ，Ⅱにおける評価                      
本校では，学校設定科目サイエンスアプローチⅠ・Ⅱ（以下ＳＡⅠ・ＳＡⅡ）の評価の柱として

１枚ポートフォリオ（以下ＯＰＰＡシート）を使用している。今回は１学年に行ったＳＡⅠとＳＡ

Ⅱの，評価の一部をここに記述する。ＯＰＰＡシートの導入により，ＳＡⅠにおいて，以下の点が

教師の授業力向上の一助になっている。 
・教師自身の目標設定意識が高まる 
→ＳＡの目的，毎回の授業の目的等，様々な目的をたてることで授業の重みが増す 
・毎時間の個々の生徒の学習状況や理解の度合いを判断できる 
→分野や数回の授業後でなく，毎回の授業においての目的の達成度が確認できる 
・生徒の学習状況により，柔軟に指導できる 
→学習目標の到達度を把握し，次回の授業でフォローできる 
次に，ＯＰＰＡシートにより評価の対象となる例を以下に挙げる。 
① 【学習前】と【学習後】の同じ問で，内容や問題を多く述べられるようになった例【ＳＡⅠ】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口減少という１つの課題に対

して、漠然とした対策を述べて

いる。どこか関心が薄いイメー

ジを与える。 

授業を通して学んだこと，現状

の課題について多角的にとら

え，自分の考えも含めて総合的

にまとめることができている。 



②【学習前】と【学習後】で自分の中での変化を客観的に記述することができた例【ＳＡⅠ】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さな課題を、日本全体の課

題であることであることに

気がついている。 

これまでになかった見方が

できるようになっている。 



③【学習前】と【学習後】で自分の中での変化を客観的に記述することができた例【ＳＡⅡ】 

 

 
 
 
回を追うごとに，より主体的に学習で学んだことの要点を掴もうとする文章になってきている。 

「最終発表」では，特に「プレゼンテーション」で学習してきた内容をもとに，実際に発表してみて

良かった点・悪かった点について客観的に自己評価が出来ている。 

 



④ 全体を通して，ＯＰＰＡシートを扱い学習内容を整理しポイントが確認できている例【ＳＡⅡ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業で学習したポ

イントを自分で確

認しながらまとめ

られている。 



「ＳＳＨ課題研究」の評価法 

ＳＳＨ課題研究Ⅰ・Ⅱの評価方法については，ルーブリックによる評価を利用する。 

 

（１）ルーブリック評価とは 

生徒の学力を、事前に達成度別に定めた評価基準を用いて評価する手法を「ルーブリック評価」

と呼ぶ。事前に基準を定めることで教員同士で評価の観点の共有化ができ，客観的評価をしやすい

という特徴がある。 

Ａ先生・・・離れた場所でも関心を引くポスターがよいポスターだ 

Ｂ先生・・・一目で概要がつかめるように書かれたポスターがいいポスターだ 

Ｃ先生・・・研究内容、動機、目的がはっきりしたポスターがいいポスターだ 

→ルーブリック評価に基づけば、このようなことも防げる 

この評価方法による指導は，課題に取り組む前に生徒に示すことで，高い教育効果が得られると

いう研究データがある。その理由は，生徒が課題に取り組む目標が明確化されるという点，評価に

対する関心が，他人との比較ではなく，自分自身の改善点に向くという点である。また，トラブル

がある主観的な評価に比べ，生徒本人や保護者への評価の説明責任を果たすことが可能である。 

 

（２）ルーブリックによる評価による利点 

 以下に挙げるようなメリットが考えられる。 

・教育評価（教育が上手くいっているかどうかを授業担当者以外の教員が把握し，そこで捉えられ

た実態を踏まえて教育を改善すること）ができる。 

・パフォーマンス評価（知識やスキルを使いこなすことを求めるような評価方法）ができる。 

・評価基準表に基づけば，文系理系の分野を問わず，評価を数値化することができる。 

・評価基準の中身は，各学校に適したものに変えることができる。 

・評価基準を事前に生徒に示すことで，生徒たちも授業の目的が分かり，主体的に活動するように

なる。 

 

ＳＳＨ課題研究では「探究する能力と態度」を育成する。ただ研究遂行能力をつけるのではなく，

「普遍的な探究力」をつけ，用意された答えがない問いに対して，正しいと思われる答えを導き出

す姿勢を養い，自分の後の人生に生かすことを学ぶことが目的である。このような目的にルーブリ

ック評価は適しているといえる。 

 

以下に、「ＳＳＨ課題研究Ⅰ」の生徒のプレゼンテーション用のルーブリックの例を挙げる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＳＳＨ事業 質問紙による評価の総括 

以下に，生徒や教員の変容，学校全体の変容等を，質問紙の回答に基づいて記す。 
 

(ア)ＳＳＨ生徒アンケートの主な質問項目の結果 

   

１，入学時（高校１年４月）におけるアンケート結果 

  ○「自然科学・科学技術に対しての興味・関心がある」     数値は（％） 

 そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない 

平成２４年度   22.9        60.1            12.7            4.2      

平成２５年度   38.2        41.1            18.5            2.2      

平成２６年度   33.9        48.4            13.7            0.8      

平成２７年度   45.1        36.1            16.4             0       

平成２８年度   33.9        46.4            16.1            3.6      

     ５年間を通して，肯定的・否定的な回答の割合はあまり変わっていない。ただ，「そう思

う」の割合が平成２５年度以降は高い数値を維持している。これは，本校のＳＳＨの地域へ

の認知度が第２年次以降高まっていることによると考えられる。 

 

  ○「ＳＳＨ指定校としての取組内容に期待をしている」     数値は（％） 

 そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない 

平成２４年度   37.3        47.9            14.0            0.8      

平成２５年度   58.5        38.2             3.3             0       

平成２６年度   43.6        46.8             6.5             0       

平成２７年度   49.2        36.9            10.7            0.8      

平成２８年度   31.4        53.0            11.7             3.9     

     前述の質問と同様，平成２５年度以降，肯定的な回答が高い数値を維持している。 

 

 ２，卒業時（高校３年１月）におけるアンケート結果 

 ○「３年間のＳＳＨ事業の内容に満足している」        数値は（％） 

 そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない 

平成２６年度   16.0        56.6            18.5            8.9      

平成２７年度   27.4        57.5            12.4            2.7      

    平成２６年度卒業生に比べ，平成２７年度卒業生の肯定的回答が大きく増加している。年

度を追うごとに，本校のＳＳＨ事業内容が改善されていっていることがうかがえる。 

 

(イ)職員アンケートの主な質問項目の結果 

   

○「ＳＳＨの取組を行うことは，生徒の理系学部への進学意欲に良い影響を与えると思います

か」                             数値は（％） 
 そう思う 少し思う あまり思わない 思わない 分からない 

平成２４年度   43.3      36.7         0           0         20.0    

平成２５年度   11.5      53.8         0          3.8        26.9    

平成２６年度   10.7      39.3   17.9    7.1        25.0    

     年度を追うごとに，否定的な回答の増加が目立つ。本校は元々理系進学希望者が多く，職

員のＳＳＨ事業に対する理解とその事業をどう生徒の進学意欲に結び付けていくかを模索

している現状がうかがえる。引き続き、全職員のＳＳＨの意義の理解と共有，またＳＳＨ事

業をどう活かしていくかを考えていく必要がある。 

 

 

 



(ウ)添付資料の質問紙調査（各プログラムの生徒対象アンケート）結果に関する考察 

 

１，甲陵高校生の意識調査（平成２８年４月） 

・８０％以上の生徒が「自然科学・科学技術に対して興味・関心がある」，「ＳＳＨ事業の内容に

満足している」という質問に対して肯定的な回答をしている。ＳＳＨ事業を行っていく上で，こ

の生徒の高い意識を継続させていく必要がある。 

・「将来就きたいと考えている職業」については，理系の職業が約半数を占める一方で，文系の職

業が約２３％，「決めていない」生徒が約２１％いる。本校は文理問わず全校生徒をＳＳＨ事業

の対象としており，進路を理系に定めていない生徒に対しても，引き続きＳＳＨのプログラムを

実施していくことで，自らの興味・関心や特性について意識させることができると考える。 

・「ＳＳＨ校として地域の小・中学校と連携している」，「ＳＳＨ校として地域・同窓生・保護者

と連携している」については，肯定的な回答が約半数にとどまった。今後ＳＳＨ事業を進めてい

く上で，改善・対策を図っていかなければならない部分である。 

 

２，甲陵中学生の意識調査（平成２８年４月） 

・「自然科学に対する興味・関心」，「ＳＳＨに対する期待」など，８０％以上の生徒が肯定的な

回答をしており，高校生の意識調査と大きな差はない。 

・「数学の問題を解くことが好きである」，「理科の実験を行うことが好きである」，「英語で会

話すること好きである」については，高校生より約１０～２０％程肯定的な回答が多く，具体的

な問題や場面に対しての行動力という点では，中学生に積極的姿勢が感じられる。 

・自由記述回答では，「高校との連携をもっと深めて欲しい」といった意見が複数見られた。中高

の連携を含め，ＳＳＨのプログラムをより柔軟に中学校にも対応していけるよう、検討していく

必要がある。 

 

３，サイエンスアプローチⅠ（平成２８年１０月） 

・ＳＡⅠは，現代社会の１単位分を充てて授業時間を確保しているが，約６０％の生徒がそのこと

を肯定的に捉えている。 

・問題解決力の定着については，約９５％の生徒が肯定的な回答をしている。実際の能力について

はＯＰＰＡシートなどでの評価が必要であるが，生徒の意識としてＳＡⅠの授業にとても満足し

ていることがうかがえる。 

・自由記述においては，フィールドワークやポスターセッションについての記述が多く見られた。

講義形式の授業に比べ主体的に活動したため，生徒の印象に強く残っているようである。 

・改善点については，「北杜市との協力・連携」に関する記述が多く見られた。情報量の問題や，

資料提供がうまく行ってもらえなかったなど，今後学校として市と積極的に関わっていく必要が

ある。 

 

４，ＳＳＨ課題研究Ⅰ（平成２８年１０月） 

・「ＳＡⅠ・ＳＡⅡで身につけたスキルが，この課題研究に役立ったと思いますか」に対して，肯

定的な回答をした生徒は約６０％であった。各ＳＳＨ科目の接続を考えたとき，ＳＳＨ課題研究

Ⅰは「課題解決力」の柱となる科目なので，もう少し課題研究に役に立つスキルを１年次のＳＡ



で取り入れていく必要がある。生徒に必要なスキルが提供できるよう，課題研究とＳＡの担当者

がより連携を深めることで，工夫をしていく必要がある。 

・「研究内容を外部に発信する機会があれば、発信してみたいか」に対しては，「発信したい」と

いう生徒が約３０％，「発信したくない」が約２５％，「どちらでも」が約３５％と、あまり積

極的ではない。発表という形態もさながら，研究内容にあまり自信が持てていない生徒も多くい

る。 

・自由記述では，研究期間の短さや通常の学習との両立など否定的な意見も目立った。基本的には

授業時間内で研究活動を行っているが，放課後や休日など授業時間外で活動することも多くある。

生徒が研究に集中できる環境を整えていく方法も考えていかなければならない。 

 

５，高校３年生・３年間の事業内容に対する意識調査（平成２８年１２月） 

・「自分にはリーダーシップがあると思う」，「自分には発表する力（プレゼンテーション力）が

あると思う」に対して，約６０％の生徒が否定的な回答をしている。一方，「ＳＳＨ事業の内容

に満足している」には約９０％の生徒が肯定的な回答をしている。また「課題解決力が身につい

たと思う」，「探究力が身についたと思う」については，約８０％の生徒が肯定的な回答をして

いる。この対照的な結果は，ＳＳＨ事業で身につける力とは，課題解決力や探究力だと生徒が認

識していると捉えることもできる。ただ，研究内容を外部に発信する際には，リーダーシップや

プレゼンテーション力が必要になってくるため、両者を共に育てていくプログラムを今後考えて

いく必要がある。 

・「３年間のＳＳＨ事業を通して、将来就きたい職業を志望する度合いが強まりましたか」に対し

ては，約６５％の生徒が「変わらない」と答えている。ＳＳＨ事業が，理系を中心とする職業教

育の第一歩という役割を果たすことは，本校ではまだ出来ていないと考えられる。 

・自由記述では，インド研修（ＳＳＨ科学研修旅行Ⅱ）に対して好評な意見が多かった。海外研修

や国際交流に関するプログラムは、学校全体としても人気がある。 

 

６，ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（筑波コース）（平成２８年７月） 

・どの見学施設においても、約８０％以上の生徒が「興味・関心を持てたか」，「思考力・表現力

を高められたか」に対して肯定的な回答をしている。 

・ＪＡＸＡ，産総研ともに，普段は入れないような施設の中を丁寧に説明して頂いたことに，生徒

は良い刺激を受けていた。自由記述では，「科学に対する意欲が高まった」など前向きな記述が

多く見られた。 

 

７，ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（静岡コース）（平成２８年７月） 

・上記筑波コースと同様，どの見学施設においても，約８０％以上の生徒が「興味・関心を持てた

か」，「思考力・表現力を高められたか」に対して肯定的な回答をしている。 

・自由記述では，特に東海海洋博物館・遺伝学研究所に関する記述が多く見られた。生物系を目指

す生徒にとっては，かなり興味を引く内容であったと思われる。 

 

８，ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（山梨大 数学オリンピックの数学コース）（平成２８年８月） 

・講座への興味・関心，満足度については，全ての生徒が肯定的な回答をしている。 



・自由記述では，数学の問題への解法過程や講座を通して出てきた新たな疑問を解決したいといっ

た，数学に対して積極的に臨んでいる記述が多く見られた。参加人数は少なかったが，参加者に

とって，非常に良い機会となったようである。 

 

９，ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（山梨大 情報工学ロボットコース）（平成２８年８月） 

・９０％以上の生徒が「興味・関心を持てたか」，「思考力・表現力を高められたか」に対して肯

定的な回答をしている。 

・実際にロボットスーツの装着体験をさせて頂いたり，大学院生などの話を聞いたりする中で，情

報工学分野だけでなく，日本のものづくりそのものに興味を持つようになったという自由記述も

見られた。 

 

（エ）年間のＳＳＨ事業全般について 

昨年度に続き理数系の科目に若干の差はあるものの，本校のＳＳＨ事業に対する意欲・関心が

とても高い。自らの学習や進路に繋げていこうと考えていることが回答からも読み取ることがで

きる。 

評価に関してはＯＰＰＡシートを用いて生徒，教師の変容を捉える評価が有効である。また事

業内容については質問紙調査での評価・検証が望ましい。自由記述欄にも様々な意見があるので，

引き続き自由記述欄を確保した形のアンケート用紙を使っていく。市内小中学生対象のプログラ

ムに関しては，質問紙調査に加え，参加人数の推移等で評価していく。また参加者の，本活動に

関連するその後の諸活動等の実績で評価を行っていく。 

ＳＳＨの成果を普及することでも、事業の評価は可能であると考えられる。探究学習発表会の

開催，各種学会やコンテスト等での発表，小中学生対象講座，ＳＳＨ通信，ＨＰの有効活用，他

校との合同研究発表，分野別の課題研究論文集の作成など，外部へ成果を発信することで，その

成果に対する声や評価を検証していくことも必要である。 

今後も研究開発課題である「探究力」・「課題解決力」・「人間力」の育成という目標に沿った，

生徒の力を伸ばすことのできる事業を展開していくことが必要であると考えられる。 



⑤「ＳＳＨ中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況」 

中間評価においての講評は以下のとおりであった。 

○ 生徒の変容，教員の変容をみても，全体的によく取り組んでいる。要因として，全校体制で

実施できていること，取組の評価検証がよくできていることが挙げられる。  

○今後は，中高一貫校の強み（プログラムの柔軟な編成が可能）と弱み（内部進学者と外部進

学者との違い）がより鮮明になると考えられるので，適切かつ柔軟な対応を期待する。 

○ 海外の高校や山梨県内の他のＳＳＨ校と継続的に交流し，活動を補完・強化できるような体

制の構築を期待する。 

 

 この講評を受け，４年次より次のような改善に取り組んでいる。 

 

 本校は中学校教員（県採用）と高校教員（市採用）の職員採

用母体が異なるが，小規模校という利点を活かして，協働して

一貫教育を行っている。今回の指摘後，中学生の課題研究に関

わる理数の教員数を増加し，指導の厚さと対応範囲を拡げてい

る。常勤職員のみならず高校の非常勤講師も指導に関わる体制

を構築した。このことにより研究のさらなるレベルアップや高

校でのスムーズな学習移行に効果があると考えている。 

 ☆中学校との連携に関わる高校教員数  

  国語１名 地歴公民３名 数学３名 理科５名 英語１名 

 近年では科学の甲子園に参加し，県予選の最終ステージに進出するメンバーの多くが甲陵中学校

出身者である。 

また，高校からの入学者に対応する方法も検討している。そのひとつとして，本校生徒が指導者

となり小・中学生に対する実験講座や出前講義の充実を

図った。特に今年度は８月の実験（体験授業）講座数を

増やし、多くの児童生徒が参加した。 

☆講座名（参加人数） 

・簡易分光器をつくろう（１３名） 

・レッツプレゼン！（１４名）  

・万華鏡をつくろう（１７名）  

・完全数（２３名）  

・人工イクラをつくろう（１５名） 

・「遺伝子組換え実験」を体験しよう！（７名）  

・スピーカーを作ろう（２０名） 

・「富岡製糸場世界遺産」特別体験授業（６名）  

合計１１５名 

本校志望者の多くが受講するこの機会を充実させることによって、高校からの入学者に対しても

学習機会を増やし意識の向上を図ることにつながると考えている。さらに，他者に伝えるためには

自らが深く理解する必要がある。生徒に実験講座の指導役を任せることで，理科に対する学習意欲

や学力の向上をはかることができる。 

 

また他校との交流に関し

ては、ＳＳＨ海外研修（イン

ド共和国）における現地の

Apeejay School との交流が

４年目を迎え、順調に推移し



ている。相互に課題研究の発表を行い、ディスカッション行っている。 

また、夏のＳＳＨ生徒研究発表会では海外からの招聘校（インド共和国）のホスト役として積極

的に交流し、その後もメール等で交流している。 

 

さらに他校の発表会

にも積極的に参加した

り，高校生津波サミッ

ト等の海外生徒との交

流の機会にも参加した

りと，活動の幅も広が

っている。 

 

 

また県内ＳＳＨ校との交流に関しては，山梨大学での合同

実験講座を企画し，実施した。県の芸術文化祭自然科学部門

やサイエンスフェスタ等の発表会においても，他校の生徒と

交流を深めた。今後は地域の核となり，発表会の共同開催等

を企画して行く予定である。 

 

本校は八ヶ岳南麓の緑豊かな自然に囲まれた環境の中に位置し，平成２４年にＳＳＨ指定校とな

った。地域の恵まれた環境を活かした学習活動ができる反面，交通の便が悪く，連携する山梨大学

までも時間を要し，外部講師を依頼するにも他校に比べて時間や交通費等を費やさねばならない状

況である。このような状況の中で，地域の様々な協力を得ながらＳＳＨの計画書に基づき実施して

きた。本校のような状況にある地方の高校は全国に多く存在し，そのような環境で育った生徒にも

優秀で将来が期待できる素養をもった生徒は多数いる。そのような地方の高校の取り組みをさらに

開発し，人材の発掘と育成を行うプログラムを完成して全国発信して行くことが本校の使命のひと

つであると考えている。 

今後は地域の力を組織的に利用したプログラムを構築し，本校ＳＳＨのさらなる深化と全国発信

に取り組んでいく予定である。地元の小中学校，さらに北杜市や市内に所在する企業，研究機関，

ＮＰＯ法人等が一体となった取り組みを模索し，確立していきたい。 
 



⑥校内におけるＳＳＨの組織的推進体制 
 
（１）ＳＳＨ運営指導委員会 

  ①学識者，企業や研究機関の研究者，地域の有識者，同窓生，保護者，北杜市教育委員会等で

構成する。それぞれの立場から甲陵ＳＳＨの教育内容に対して指導，助言，評価を行う。 
  ②平成２８年度は，平成２８年５月，９月，平成２９年２月の３回開催予定。 
  ③ＳＳＨ運営指導委員名簿  

氏 名 所 属 職 名 
秋江 靖樹 株式会社シミックバイオリサーチセンター 研究所 所長 
有田 正規 国立遺伝学研究所 生命ネットワーク研究室 教授 
伊藤 洋 山梨県立大学 前学長 
内田 裕之 山梨大学クリーンエネルギー研究センター センター長 
北原 正倫 山梨住宅工業株式会社 代表取締役社長 
瀬戸 政宏 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 理事 
豊木 博泰 山梨大学 大学院総合研究部工学域 工学域長 
喜田 哲永 
(塚本 祐二) 

サントリープロダクツ株式会社 天然水南アルプス白州

工場 

執行役員・工場長 

名取 文昭 北杜市生活環境部 部長 
 

※所属会社の人事異動のため９月より喜田氏から塚本氏に交代 

 

（２）甲陵ＳＳＨ開発推進組織  
   

 高等学校長・中学校長  
 

 ＳＳＨ開発推進部  
 

ＳＳＨ各担当 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ① 甲陵高等学校・甲陵中学校 合同の組織とする。 
  ② 教職員全員がいずれかの担当になる。教職員全員でＳＳＨに取り組む。 
  ③ ＳＳＨ開発推進部には部長を置く。部長は高等学校教頭とする。 
  ④ ＳＳＨ開発推進部の定例会議を毎週一回行い、各担当長から担当全員に伝達する。 
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流
担
当 
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担
当 

広
報
担
当 

経
理
担
当 



（３）連携機関 

 

 ＳＳＨ運営指導委員会     北杜市教育委員会  
 

 
   東京大学         甲陵高等学校・中学校         産業技術総合研究所 
   東京海洋大学                         (株)ｼﾐｯｸﾊﾞｲｵﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 

山梨大学          ＳＳＨ開発推進部           (株)NTT ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 
   山梨県立大学  

諏訪東京理科大学    ＳＳＨ各担当（全教職員）  
 

１学年 全員 
２学年 理系中心に希望者       甲陵高等学校 

市内小学校      ３学年 理系中心に希望者       同窓会・PTA 
       市内中学校 
       高等学校 
                               
              全国のＳＳＨ指定校・海外の高校  

                                              

 

（４）ＳＳＨ開発推進部及びＳＳＨ各担当の役割 

①ＳＳＨ推進開発部 

科学技術教育システムの開発研究及び科学技術教育の推進において，全教職員を牽引する。

全体の企画立案，ＳＳＨ各担当の業務内容等の検討，ＳＳＨ担当官の調整，渉外活動，全体

のとりまとめ，成果の普及，全体の評価・検証をする。 

  ②教育課程担当 

    学校設定科目を含めた教育課程全体を検討し，評価・検証する。また，公開授業等の企画

を行う。 

  ③サイエンスアプローチ担当 

    「ＳＳＨ課題研究Ⅰ」の導入としての「サイエンスアプローチⅠ」,「サイエンスアプロー
チⅡ」の教育内容を検討し，評価・検証する。「探究力」,「課題解決力」,「人間力」を育成
するという観点から教育内容を検討する。 

  ④課題研究担当 

    「ＳＳＨ課題研究Ⅰ」,「ＳＳＨ課題研究Ⅱ」の教育内容を検討し，評価・検証する。「探

究力」,「課題解決力」,「人間力」を培う教育内容を検討し，評価・検証する。 

  ⑤連携担当 

    ＳＳＨの観点から，甲陵中高の一貫したカリキュラムを検討し，評価・検証する。甲陵中

学校以外の地域の小学校・中学校・高校との連携を検討し，評価・検証する。また，大学・

研究機関・企業・地域・同窓生・保護者との連携を検討し，評価・検証する。 
  ➅国際交流担当 

    これまでの韓国，中国，シンガポール，台湾の高校生との交流の経験を踏まえ，ＳＳＨ課

題研究発表等でのアジアの高校生との交流を検討し，評価・検証する。 
  ⑦広報担当 

     成果の小学校・中学校・高校・大学・企業・地域への普及等を検討し，評価・検証する。
また，渉外を担当する他，ホームページの企画，運営，管理を行う。 

  ⑧評価担当 

     統一した評価・検証方法を検討する。また，研究報告書作成の軸となる。 
  ⑨経理担当 

    会計・事務を担当する。効果的な予算を検討し，適正な執行に努め，評価・検証する。 

※大学名・企業名を具体的に記入

したが，研究室・学部単位等での

連携を意味している。 



⑦「研究開発実施上の課題及び今後の研究開発方向・成果の普及」 

○ テーマⅰ 学校設定科目 

【ＳＡⅠ】 

 事務室を通しての市役所との連絡調整は，事務室の負担が重く，時間的制約が大きい。分析手

法のレクチャーの授業をひとコマでも入れた方が，多角的な調査分析が可能になると思われる。 

【ＳＡⅡ】 

プレゼンテーションの①で取り上げる人物について，カテゴリーなど多様性を持たせたい。②

に関しては，データを活用するために家庭科の教科書以外の資料も提示する必要性があった。 

【ＳＳＨ課題研究Ⅰ】 

生徒のプレゼンテーション能力は昨年に比べてかなり向上した。ただし，４月から始めて９月

末の発表という日程のなかで研究を深めるのはかなり厳しいのも事実である。より中身のある研

究結果を得るためにも研究する期間の検討が必要である。 

【ＳＳＨ課題研究Ⅱ】 

 課題研究Ⅰに取り組んだ内容を継続して研究し，発表する生徒が少しずつではあるが出始めて

いる。しかし，取り組む３年生は大学受験を控えており，時間的にかなり厳しい。そのような状

況下で，研究内容をより充実したものにするためにはどうすれば良いか検討する必要がある。 

【ＳＳＨ数学】 

この学校設定科目を始めてから５年目ということもあり，教員の授業力も向上してきた。特に

算数・数学オリンピックやＰＩＳＡ問題など，グループで思考しながら行うことができるアクテ

ィブラーニングを取り入れた授業は，生徒からの評価も高い。 

【ＳＳＨ物理・化学・生物】 

 アクティブラーニング等を取り入れ，自然科学に対する興味関心や探究心がより一層高まるよ

うに，実施する実験の種類，実験内容，実施する時期，方法等について，常に改善を図る。 

【ＳＳＨ英語】 

実施４年目となり，構成や評価方法が確立されてきた。生徒の活動への意欲が高く，授業後の

満足度も高い。今後は，より科学的な分野にまで踏み込んだ内容にしていくことが課題である。 

○ テーマⅱ 各種プログラム 

研究開発課題の一つである「水」に関しては，大学で行われる水質調査の講座に参加したり，

サントリー白州工場など近隣の水を扱った工場を訪れたりと，興味・関心を高められる機会を増

やすことができている。 

○ テーマⅲ 科学研修旅行 

１年次に行う県外の施設・研究所に訪れる科学研修旅行Ⅰと，県内で行う理科や数学の公開講

座の実施日が重複してしまっている。この検討事項は昨年度もあったにも関わらず，引き継ぎが

なされずそのままになってしまった。早い時期から検討事項について着手することが必要であ

る。 

○ テーマⅳ 科学系課外活動 

芸術文化祭自然科学部門やサイエンスフェスタをはじめ，県内外での研究発表会に参加してい

る。研究活動の活性化とともに内容の深化や学年間に跨がる研究の継続性を図っていく必要があ

る。 



❹関係資料 

ＳＳＨ運営指導委員会 
① 設置目的 

学識者，企業や研究機関の研究者，地域の有識者，同窓生，保護者，北杜市教育委員会等で

構成する。それぞれの立場から甲陵ＳＳＨの教育内容に対して指導，助言，評価を行う。 
② 実施日 

第一回・・・平成２８年５月２５日 
第二回・・・平成２８年１０月１日 
第三回・・・平成２９年２月１３日 

③ 実施場所 
   北杜市立甲陵高等学校 
 
④ 運営指導委員名（敬称略）     

 
 
 
⑤ 内 容 
【平成２８年度運営指導委員委嘱状交付式及び第一回運営指導委員会】 

〇ＳＳＨ運営指導委員委嘱状交付式 
（１）開 会 
（２）委嘱状交付 
（３）運営指導委員 自己紹介 
（４）北杜市教育委員会 教育長あいさつ 
（５）閉 会 
 

氏名  所属 役職 

秋江 靖樹  シミックファーマサイエンス株式会社 取締役 執行役員 センター長 

有田 正規  国立遺伝学研究所  教授 

伊藤 洋 
 
 前公立大学法人山梨県立大学 

理事長兼学長 

内田 裕之  国立大学法人山梨大学 クリーンエネルギー研究センター長 

北原 正倫  山梨住宅工業株式会社 代表取締役社長 

瀬戸 政宏  国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事 

4 月～8 月 

喜田 哲永 

9 月～ 

塚本 祐二 

 

サントリープロダクツ株式会社  
執行役員 

天然水南アルプス白州工場長 

豊木 博泰  国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部工学域長 

名取 文昭  北杜市生活環境部 部長 



〇第一回運営指導委員会  
（１）開 会 
（２）北杜市立甲陵高等学校 学校長あいさつ 
（３）学校関係者紹介 
（４）北杜市立甲陵中・高等学校の現況説明 
（５）ＳＳＨ運営指導委員会設置要綱の説明 
（６）委員長及び副委員長の選任 
（７）議 事 １．平成２７年度事業報告 

２．平成２８年度事業計画 
３．質疑 
４．指導，助言 
５．その他 

  （８）閉 会 
 

【第二回運営指導委員会】 
（１）開 会 
（２）北杜市教育委員会 教育長あいさつ 
（３）学校長あいさつ 
（４）来賓紹介 
（５）来賓あいさつ 
（６）運営指導委員 出席者紹介 
（７）議 事 １．探究学習発表会について 

２．ＳＳＨ事業経過報告 
３．質疑 
４．指導，助言 
５．その他 

（８）来賓講評 
（９）閉 会 

 
【第三回運営指導委員会】 

（１）開 会 
（２）北杜市教育委員会 教育長あいさつ 
（３）学校長あいさつ 
（４）運営指導委員 出席者紹介 
（５）議 事 １．課題研究発表会および公開授業について 

２．甲陵ＳＳＨ事業報告 
３．質疑 
４．指導，助言 
５．その他 

（6）閉 会 



 



 



 



【平成２８年度 ４月期 甲陵高 自由記述から】 

 

・ＳＳＨ課題研究のテーマをいきなり先生が生徒に提示してその中から選ばせるのではなく，最初にやりた

い研究テーマを生徒にアンケートして，その中から可能そうなものを先生が選び，生徒に提示する方がよ

り生徒が関心をもって取り組めると思う。 

・プレゼンテーションのやり方がわかった。課題研究を通して自分の仕事を責任をもってやりきる経験がで

きてよかった。 

・ＳＳＨの課題研究の「パソコン」はもう少し踏み込んだ内容をやりたかった。 

・課題研究などを通して，科学などへの興味が深まったので良かったです。 

・ＳＳＨで取り組む課題は難しかったのですが，その分達成感もあり，楽しんでできたと思います。 

・決めた一つのテーマに対して，深くまで探究することができ，科学技術など様々なところに新たな関心を

持つことが出来た。 

・私はＳＳＨ研修でインドに行って，それが一番自分にとってよい経験になった。人前で発表する機会が多

くあり，いい意味での度胸がついた。 

・文系でもためになる事が多かったと思う。 

 

【平成２８年度 ４月期 甲陵中 自由記述から】 

 

・中学校はあまりＳＳＨに関わっていない気がするのでＳＳＨ関係のことを中学校でも行ってほしいと思

う。 

・ＳＳＨと身近になれるような行事をつくってほしい。 

・ＳＳＨ発表会の実験道具を用意して下さるとスムーズに実験ができいろいろな知識が得られるので用意し

てもらいたい。 

・中学生が土曜日に参加できる実験教室はおもしろくてよかった。このように，もっと科学のすごさを広め

たほうがいいと思う。 

・３年生の研究発表はとてもおもしろい取り組みですが，１，２年のうちにＳＳＨの強みを実感するような

事があまりないので３年生の研究発表のような事ができるといいです。 

・ＳＳＨの取り組みはいいものだと思うので，これからも続けてほしい。 

・様々な実験機器があるので，通常の公立中学よりも様々なことが知れると思う。 

・ＳＳＨの学校はより深く理科の内容を知る事ができて良いと思う。理科が好きだから続けてほしい。 

・僕は高校がＳＳＨに指定されているので中学に入学したいと思いました。僕は理科や実験が好きなので，

たくさんの実験をすることができてとても楽しいです。中学にも休日に実験教室があり，ＳＳＨに指定さ

れているからこそできることだと思う部分があります。これからもＳＳＨの指定校を続けてほしいです。 

・甲陵がＳＳＨ指定校であることで自分や他の人の理科への関心が深まると思う。 



 

【平成２８年度 ＳＡⅠアンケート 自由記述から】 

 

（１）印象に残った授業の内容について 

 

・フィールドワークで，客や店員に聞き込み調査をしたこと。商店街の沿革や店員の仕事への思いなど自分

の目で確かめることができて，数々の衝撃を受けた。 

・第一部の生命倫理の授業で，クローン技術があまり推進されていない理由について，しっかり知ることが

できたし，これからどうしていくべきかなどの普段あまり調べない内容まで調べて，考えることができた

ので印象に残った。 

・中間発表の際に自分たちの班ではパワーポイントなどの準備が間に合わず，「まあいいだろう」という考

えで発表をしたが，他の班はほとんどきちんとした形になっていて，もっとしっかり調べて分かりやすく

まとめなければいけないと反省した。 

・フィールドワークに行って，活性化という言葉の定義について見直したこと。それまでずっと思い込んで

いたことが変わったこと。 

・最初の生命の研究で，社会の中でも正しいか正しくないかの結論の出ていない問題について考えたことが

印象にのこっている。自分は今まで両方の意見を聞くと，どちらも正しいような気がして，どっちでも良

いと深く考えてこなかった。しかしこの授業では理由もつけて考え，結論まで出さなくてはいけなかった。

難しかったが，他の人とも意見を交換し，しっかり話し合って結論を出せたので良かった。 

・全体を通して印象に残っているのは，まず北杜市の課題を考え，それについて深く調べ解決策を考えると

いう過程で，探求学習の楽しさやおもしろさを感じることができたことだ。今回の機会を通して，課題解

決能力も高められたと思う。 

・人に働いてもらう，人に指示して仕事をやってもらうことがすごく難しかった。仕事をしてもらっても自

分のイメージと違っていた。研究していくには，自分と他人の思っていることの違いをはっきりさせなく



てはいけな。コミュニケーションと意見の一致が大切だと痛感した。 

・アンケートを自分たちで実施した際、忙しそうな人でもしっかりと話を聞いてアンケートに答えてくれた

り、頑張ってと声をかけられたりしてやる気が出た。 

・第一部では，「命」に関係する様々な問題について解決策を考えた。遠いようでいつ起こるかわからない

「死」というものについてよく考えさせられる授業だった。この授業を通して，安楽死と代理母出産に興

味を持てた。第二部では，北杜市の問題について調べた。自然についてのことから人間にかかわりのある

ことまで様々な問題が出てそれぞれのグループの出した解決策に共感することもあれば、反対の意見を持

つこともあった。また，たくさんある問題を解決しなければいけないのは私たち若い人であると認識させ

られた。 

・パワーポイントを使った発表やポスターセッション，研究はただ調べるだけでなく，人に伝えることまで

含めて研究なのだと感じた。自分の思っていることや考えたことを人に伝えるのは，ただ調べてまとめる

こと以上に難しかった。 

・ポスターセッションは最初大人もいて緊張したけれど、質問などにもしっかり答えられたし、最後は楽し

くなった。ホール発表以外のチームにもたくさんおもしろいものがあって他の発表をみることもおもしろ

かった。 

・北杜市役所でのフィールドワークにおいて，普段は聞くことが出来ない役所の人からの話を聞くことがで

きた。事前のアンケートで，北杜市には産婦人科と小児科が少ないという意見が多く，なんとかできない

かと思っていたが，そもそも産婦人科や小児科医は少なく医師不足であるということがわかり，北杜市の

問題は市内だけではないのだなと思った。 

・全体の発表会。多くの人に向けて話すことで研究の穴がわかり，また話し方の工夫も学べたから。周りの

発表をみて，クラスでも出なかった新しい案や考え方を知り，この日が一番自分たちのわるいところも周

りから学んだことも思ったことも多かった。 

・特産品のメニューを考えたとき。自分たちで新しいものを考える難しさを学んだから。既存のものを参考

にしつつも，まねはしない，新しいものをつくるというのがこんなにも難しいとは思わなかった。でも，

一人だけではなく皆で考えたので最終的にはいくつか案がでてきたので良かった。 

 

（２）全体を通して，改善してほしい点などを含めて，何か気付いたことなど 

 

・「北杜市の問題」では，情報量が少なく，資金の問題が関わるために解決のしようがなかった。半年も研

究したわりに内容はどの班も薄いものだったと思う。また，何年も前の代から続いている取り組みだから

テーマが重複していておもしろくない。今後は山梨，日本，さらには国際的な問題の解決を扱うべきだと

思う。 

・一部のとき，どのような流れで研究をすすめていけば良いのかわからなかったので，もう少し丁寧に説明

をしてほしかった。グループの人数が多いと逆にまとまらなくなるので，もう少し人数の少ないグループ

にするべきだった。 

・レポートやレジュメ，ポスターの作成がぎりぎりになってしまったので，もう少し早くに作り方を教えて

ほしい。 

・夏休み中校外での活動の申請ができなかったので，申請する機会がほしいと思った。 



 



 

【平成２８年度 ＳＳＨ課題研究Ⅰアンケート 自由記述から】 

 

・テーマをもっと具体的に決めてもらったほうがすぐに課題に取り掛かることができると思う。 

・他の会場の人の発表もレジュメだけでもほしかった。 

・１つの実験から多くのことが学べることがわかった。このことを違う実験，分野でも生かしていきたい。 

・大学の学長さんと社長さんがとても真剣に聞いてくれてうれしかった。 

・講座という形ではなくもっと自由に活動したかった。 

・半年という期間が短い。 

・授業外に時間を使うことが多く，勉強に支障がでた。 



・  



 



【平成２８年度 ３年間カリキュラムについて 自由記述から】 

  

・研究することで探究心が高まったと思う。 

・文系だったので二年生のときはあまりＳＳＨの授業がなかったけれど、一年生のときの授業は課題解決力

が身についた。 

・２年生のＳＳＨが一番勉強になって楽しかった。プレゼンテーションで自分の考えを伝えることは上手に

なったと思う。人とのつながりの大切さを三年間を通して学べた。 

・文系の生徒は２，３年になるとＳＳＨに関わることも少なくなってしまったと思うのでそこは少し残念で

した。１年の頃から自分の興味のあるテーマについて研究、プレゼンの機会があったことは良かったと思

う。 

・中学２年から市内だけでなく市外の研究施設も数多く見られた。興味のある分野の見学もできてよかった。 

・地域に繰り出してフィールドワーク調査を行ったことが貴重な体験になったし、調べた分野に関して多く

のことを学べた。 

・個人的にはＳＡⅠとインド研修に思い入れがある。身近だけれど入ったことはない北杜市の深いところも

知れてよかった。インド研修は科学分野としての勉強になったのみでなく「真の人助けとは？」といった

現地しか見られないものを見ることで深められる考察もできて，自分なりの疑問や意見が持ててよかった。 

 

 

【平成２８年度 ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（筑波コース） 自由記述から】 



 

・日本の技術の素晴らしいところを体験やビデオ，人の話などを通して学習でき，自分の将来について考え

るきっかけとなった。 

・全体的に良かった。特に産総研での様々な単位の講義では，今まで知らない知識も出てきたが、それでも

わかりやすく，かつ質問にも丁寧に答えていただきとても理解しやすかった。少々理解難しい部分もあっ

たが，全体的に良い刺激になった。 

・全体的に本当にたくさんの内容が学べて，普段行く機会のない場所で学べてうれしかった。日程もちょう

ど良く，科学好きにはたまらない２日間でした。学校で今まで習ったことや自分で学んだ知識が産総研や

ＪＡＸＡでの説明を受ける際の理解の手助けになり，理科や数学の勉強をもっとしたくなった。 

・興味深い研究などが数多くありとても楽しめたが，自分の興味の合った部分について説明がなかったこと

が残念だった。学習意欲を高めることができた。 

・産総研では，音についての見学で，音の響きによる聞こえ方が違う部屋に実際に入ってちがいを感じるこ

とができたということが印象に残った。宇宙センターでは人工衛星の見学で全体を覆っている金色の色が

マジックテープで簡単にはられていることを知り驚いた。 

・最も地球から離れた惑星の話を聞いた。地球は他の惑星とぶつからないのかなど疑問が湧いた。 

・最初は難しい説明で全く理解できなかったが，質問を通じて徐々に理解することができ、日本の最先端の

研究の世界を垣間見たような気がした。 

・宇宙飛行士は頭が良いだけでなくコミュニケーション能力や性格など人として立派な人が選ばれていると

知ることができた。また，表にでなくてもたくさんの人が協力して宇宙飛行士の成功を助けているのだな

と感じた。その団結力はすごいと思った。 

 

【平成２８年度 ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（静岡コース） 自由記述から】 

 

・施設の人が丁寧に説明してくれたので分かりやすかった。資料が充実していた。 

・どのプログラムも自分にとってプラスになる内容だった。特に国立遺伝学研究所では学校の同好会の活動



で実施した遺伝子組み換え実験で学んだものと同じ仕組みで成されているものを見ることが出来た。自分

は将来このような知識を用いる職業に就きたいと改めて思った。 

・遺伝子操作で魚が透明になっているのが印象に残った。他にもゼブラ柄やヒョウ柄など遺伝子操作でこん

なに変わるんだと思った。 

・柿田川公園にて，吹き出ている湧水を自分の目で見られたことは感動したし、そのきれいな水を取り戻そ

うとして奮闘した皆さんの熱意が話を聞くだけで伝わってきたことが印象深かった。 

・東海海洋博物館で水族館の裏側を見学したことが最も印象に残りました。魚へのえさやりの仕方や展示の

順番など，今まで深く考えずに見ていたけれど、工夫されていることがたくさんあるのだと思いました。 

・最も印象に残っているのは遺伝学研究所でのスーパーコンピュータの見学です。家庭にあるＰＣとは比べ

ものにならないほどの性能を持ったコンピュータを実際に見てとても興奮した。 

・遺伝学研究所でのヘモグロビンに関する講義を聞いて，生物で何か分からないことや詳しく知りたいこと

があったら，サイトを使って調べ，知識を増やし，しっかり理解できるようにしていけたらいいなと思っ

た。 

・水族館の裏側では様々な工夫があっておもしろかった。水に酸素を入れるのは案外大変だということがわ

かった。深海魚は水圧が変わっても空気を抜けば生きていけることに驚いた。 

・ゼブラフィッシュで卵の中に緑色蛍光タンパク質を注射のように入ると将来腸になるところが光ってすご

いと思った。なぜピンポイントで腸を光らせることができるのだろうと思った。白衣を着ずにカジュアル

な格好で大丈夫ときいて意外だった。私も研究者になりたい。 

 

【平成２８年度 ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（数学オリンピックの数学コース） 自由記述から】 

 

・この問題の背景を知ることが出来てよかった。別解があり，別の思考の仕方を知ることができた。 

・入試でも使えそうな問題があって興味深かった。解法をいろいろなパターンで教えてもらったので考える

幅が広がってよかった。 

・問題を通して背景となる事項も学べて今後に役立ちそうだった。また，色々と興味が持てたので調べてみ

ようという気持ちになった。 

・書いていた通りそのまま解答を出すのではなく，その過程やさらにそこから導き出される様々な新しい結

果まで、一問一問丁寧に洞察することが必要だとおっしゃっていたのが印象的だった。 



 
【平成２８年度 ＳＳＨ科学研修旅行Ⅰ（情報工学ロボットコース） 自由記述から】 

 

・身近なアシストロボットの動作やしくみ，ロボットそのものを見ることができて良かった。ただし，専門

知識が多くてわからないことが多かった。 

・山梨大学の学生さんが皆親切で話しやすく，非常に良かった。 

・様々な種のロボットや大量のコンピュータがあり，環境が整っているなと思った。 

・どのような研究をどのようにして行っているのかということをわかりやすく教えていただいたことで，難

しいしくみも理解できた。 

・説明を聞くだけでなく，実際にロボットをつけて歩いたりする経験もできてとてもよかった。 

・大学院生や教授の説明がわかりやすかった。 

・実際にロボットを装着して体験できたので，より理解を深めることができた。 

・歩行アシストロボットのアシスト動作がなめらかで驚いた。 

・特産品を輸出するために検査システムを発明するあたりがすごいと思った。 

・皆，自分のやりたいことをやっているようにみえ，また、非常に生き生きして研究していたのが印象的だ

った。その姿を見て，自分も大学で自分の本当にやりたいことをやれたらいいと思った。 

・学生が誠実なのが印象的だった。 

・SCARAという人間の腕のような機械や，モモの害虫探しの機械を開発していることに驚いた。 

・歩行アシストロボットを実際に体験したり、いろいろなお話をうかがったりして，歩行をただ補助するの

ではなく，高齢者が歩行できるようになるきっかけをつくるということに重点を置いてロボットをつくっ

ていることが大事だと感じた。 

・ロボットスーツ HAL は，装着に２０分以上かかり，あまり人間にいい影響を与えず，筋力を低下させ，

平面でしか使うことができない。個人的にはものすごくかっこよくて，一回でもつけてみたいと思ったが，

あまりいいロボットスーツではないことを知った。 

・自分の歩行を録画して歩き方を見る際に，実際に長さを測って見ることができて，歩き方の特徴を知るこ

とができたのが印象に残っている。 

・アシストロボットは，単に普段の生活をアシストするだけでは筋力の低下を招くので，歩行を行うための

筋力をつけ，なおかつ歩行姿勢をなおすという話を聞き，驚いた。 

・歩行時の足の重心をはかったのが印象的だった。指別にかかる力によって足の重心の位置が変わっている

ことに気がついた。 

・自分の歩行を撮影して，その歩行を歩幅，ストライド幅，膝角度を分析する研究も面白かった。 

・外国で認められている機械が山梨大学で開発された物が多く驚いた。 



 
平成２８年度教育課程表 
 
 

教科 科目 標準単位数 

 １年次 ２年次 ３年次 

 文系 理系 文系 理系 

 単位数 単位数 単位数 単位数 単位数 

国

語 

国 語 総 合 4  6     

現 代 文 Ｂ 4   4 3   

古 典 Ｂ 4   4 3   

 国 語 演 習 Ａ ―     4 2 

国 語 演 習 Ｂ ―     3 1 

地

理

歴

史 

世 界 史 Ａ 2  2     

世 界 史 Ｂ 4   2 2 2 2 

日 本 史 Ａ 2   2 2   
日 本 史 Ｂ 4   2 2 2 2 

地 理 Ａ 2   2 2   

地 理 Ｂ 4   2 2 2 2 
地 歴 演 習 ―      1,2 1 

公

民 

現 代 社 会 2  1     

倫 理 2    2 2  
政 治 ・ 経 済 2   2   2 

公 民 演 習 ―     1 1 

数

学 

数 学 Ⅰ 3  4     

数 学 Ⅱ 4  1 5 5   
数 学 Ⅲ 5    1  5 

数 学 Ａ 2  2     

数 学 Ｂ 2   2 2   
Ｓ Ｓ Ｈ 数 学 ―  2     

数 学 演 習Ａ ―     3  

数 学 演 習 B ―     2 3 

理 
 
 
 
 
 
 
 

科 

物 理 基 礎 2   2 2   

物 理 4   3    

化 学 基 礎 2  2     
化 学 4   3    

生 物 基 礎 2  2     

生 物 4   3    
Ｓ Ｓ Ｈ 物 理 ―    3  3 

Ｓ Ｓ Ｈ 化 学 ―    3  3 

Ｓ Ｓ Ｈ 生 物 ―    3  3 
 理 科 演 習 Ａ ―     2  

 理 科 演 習 Ｂ ―     1 4 

保
健 

体
育 

体 育 7～8  3 2 2 2 2 

保 健 2  1 1 1   

芸

術 
音 楽 Ⅰ 2  2     

美 術 Ⅰ 2  2     

書 道 Ⅰ 2  2     
工 芸 Ⅰ 2  2     

外 

国 

語 

コミュニケーション英語Ⅰ  3  4     

コミュニケーション英語Ⅱ  4   4 4   

コミュニケーション英語Ⅲ  4     3 3 
英 語 表 現 Ⅰ 2  4     

英 語 表 現 Ⅱ 4   3 3   

Ｓ Ｓ Ｈ 英 語 ―   1 1   
英 語 演 習 ―     2 2 

家庭 家 庭 基 礎 2  1     

情報 社 会 と 情 報 2   1 1   

総

合

的

な 

学
習
の
時
間 

探 究 学 習 ―   1 1 1 1 
サイエンスアプローチⅠ ―  1     

サイエンスアプローチⅡ ―  1     

Ｓ Ｓ Ｈ 課 題 研 究 Ⅰ ―   1 1   
Ｓ Ｓ Ｈ 課 題 研 究 Ⅱ ―     1 1 

ホ ー ム ル ー ム 活 動 ―  1 1 1 1 1 

合 計 ―  40 40 40 18～28 21～33 

 



報道関係資料 

 

●サイエンスアプローチⅠ 

 
２０１６年１０月２７日山梨日日新聞地方欄 
サイエンスアプローチⅠ活動紹介 



 
２０１６年１１月２０日毎日新聞電子版地方欄 

サイエンス女子カフェ＠山梨活動紹介 

 



 

化学クラブホームページ紹介 

 

 












