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はじめに 

 本校は豊かな自然に恵まれた山梨県北杜市に位置する、創立６５年目の併設型公立中高一貫校

です。平成１６年度には甲陵中学校を開校し、高い志を持った生徒の育成に取り組んでいます。

平成２４年度からスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指定を受け、今年度が２期目の

最終年（１０年目）となります。 

 市立高校の特性を活かし、初年度から地元北杜市と連携して、課題研究や様々なプログラムを

実施してきました。この北杜市は山紫水明の地であり、課題研究のフィールドとしても恵まれて

います。また、市内には多くの先端企業等もあり、優秀な人材にも恵まれています。本校では「チ

ーム北杜」と称して、地域の力を活用した研究活動を行っています。地域の身近な題材は、探究

のプロセスを進めていくための主体的、対話的で深い学びをする題材として優れています。昨年

度からは、「チーム北杜」の研究活動の主軸となる「北杜市ちえのわプラン」を立ち上げて、ま

さに地域をフル活用したＳＳＨ活動を展開しています。 

 ３年目の中間評価を経ていくつかの課題が明確になり、今年度も全職員が一丸となって課題の

改善に取り組んでいます。指摘の中には、併設の甲陵中学校での課題研究の質が上がり、高校で

のプログラムを改良しなければならないという、うれしい課題もありました。しかしながらこの

コロナ禍での研究では活動の制限もあり、フィールドワーク等を十分に行うことができず、なか

なか充実した研究が行えないのも事実です。しかしその中でも生徒たちは自分たちなりに工夫

をして研究を行ってきました。やれることをやるだけでなく、やれることを自ら発見していくと

いうことを学びました。コロナ禍での収穫と思っています。もっともっと多くのチャレンジをし

ていく生徒が増えていくことを期待しています。 

 この１０年にわたる取り組みで、本校ＳＳＨの取り組みを経て、社会で活躍する卒業生も増え

てきました。そしてそれに続く生徒も育っています。現在、高度な研究に携わっている者も、その

原点は幼少期の「これ何？」「どうして？」という素朴な疑問です。それを大切にして取り組んで

いるのが、本校のＳＳＨプログラムです。まさに北杜の自然の中で「五感」をフル活用して、楽し

んでいます。そして私も、この中から近い将来に、世界で活躍する科学系人材が育つという夢を

持ち続けながら、生徒との活動、対話を楽しんでいます。この報告書が皆さまのお役に立てるこ

とを期待しております。 

 終わりに、本校ＳＳＨ事業の推進にあたり、多大なるご支援ご協力をいただきました関係各位

に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。 

 

 

令和４年３月 

北杜市立甲陵高等学校 

                              校 長 鈴 木 伸 幸 
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別紙様式１－１ 

北杜市立甲陵高等学校 指定第 2期目 29～03 

 

❶令和３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  

地域が協力した「チーム北杜」で取り組む、ユニバーサルな科学系人材の育成 

 ② 研究開発の概要  

研究開発課題に対し、以下（１）～（３）を総合的に実施することで、効果的な教育プログラムの開発・

実践を行う。 

（１）地域のあらゆる力を活用した人材育成 

「地域のあらゆる力」を活用して人と交わる授業を行うことにより、探究プロセスを身に付けた「人間力」

豊かでユニバーサルな科学技術人材を育成する。 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成 

高度で先進的な学びの実践により、高等教育で必要とされる資質・能力を身に付けた科学技術人材を育

成する。 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成 

中高６年間を通じて探究プロセスの習得を重視したプログラムを実施し、高校から入学する生徒に比べ、

「課題解決力」「探究力」がより強化された科学技術人材を育成する。 

 ③ 令和３年度実施規模  

課程（全日制） 

学科・コース 
１年生 ２年生 ３年生 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 

普通科 
文系 

１２０ ４ 
４７ 

４ 
４７ 

４ ３５７ １２ 
理系 ７３ ７０ 

併設中学校 ４０ １ ４０ １ ４０ １ １２０ ３ 

（実施規模）高校及び併設中学校の全生徒を対象に実施。 

  

 ④ 研究開発の内容  

○研究計画  ※実施済の年次内容は主なもの 

第１年次 

(平成２９年

度) 

実施済 

・教育課程の研究開発：学校設定科目「ＳＡⅠ・Ⅱ」「探究数学」を開始。 

・「地域の力」として地元の公益財団法人キープ協会と連携し、「サイエンスイングリ

ッシュキャンプ」を開始。 

第２年次 

(平成３０年

・教育課程の研究開発：学校設定科目「課題研究Ⅰ」「探究物理・探究化学・探究生物」

「探究英語」を開始。 

＊本校では「人間力」を第一期から継続して次のように定義している。 

「コミュニケーション力、表現力、つながりを作る力の全てを備えた力とする。コミュニケーション力には英語力も含む。」 
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度) 

実施済 

・教育課程の研究開発：学校設定科目「ＳＡⅠ・Ⅱ」「探究数学」の見直しと改善。 

・国際交流プログラムとして、インドから大学生１６名を招き、本校の探究学習発表会

での発表、生徒との交流等を実施。 

第３年次 

(令和元年度) 

実施済 

・教育課程の研究開発：学校設定科目「課題研究Ⅱ」を開始。 

・教育課程の研究開発：学校設定科目「ＳＡⅠ・Ⅱ」「探究数学」「課題研究Ⅰ」「探

究物理・探究化学・探究生物」「探究英語」の見直しと改善。 

・「甲陵版ルーブリック」の作成を開始。 

・本校を会場に「日本環境教育学会」第３０回年次大会を開催。「学会発表」と並行し

て大会内で「山梨県高校生特別研究発表会」を主催して実施。（県内全高校に発表者

を募集） 

・国際交流プログラムとして、インドのデリー工科大学ケサリ教授夫妻を招聘し、講演

会と授業を実施。 

第４年次 

(令和２年度) 

実施済 

 

・中間評価を踏まえた取組内容の見直しと改善、および第三期指定に向けた具体的な検

討の開始。 

・教育課程の研究開発：学校設定科目「ＳＡⅠ・Ⅱ」「探究数学」「課題研究Ⅰ」「探

究物理・探究化学・探究生物」「探究英語」「課題研究Ⅱ」の見直しと改善。 

・地域ネットワークとして「北杜市ちえのわプラン」「講師バンク」を創設。 

・成果の普及のため甲陵高ＳＳＨのホームページを刷新。 

・「甲陵版ルーブリック」の実施方法の見直しと改善。 

・詳細な評価を行うため「生徒アンケート」を拡充。 

・卒業生の追跡調査の検討および開始。 

・国際交流プログラムとして、「インド教職員交流プログラム」をオンラインにて実施。 

第５年次 

(令和３年度) 

本年度 

・中間評価を踏まえた取組内容の見直しと改善を進めながら、最終年度として第二期事

業全体の検証と総括を実施。 

・第三期指定に向けた準備、実施希望調書と計画書の作成および提出。 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

開設する教科・科目等 代替される教科・科目等 
対象 

教科・科目名 単位数 教科・科目名 単位数 

探究数学 ２ 社会と情報 １ 第１学年 

サイエンスアプローチ（ＳＡ）

Ⅰ 

１ 現代社会 １ 第１学年 

サイエンスアプローチ（ＳＡ）

Ⅱ 

１ 家庭基礎 １ 第１学年 

課題研究Ⅰ ２ 
総合的な探究の時間 ３ 

第２学年 

課題研究Ⅱ １ 第３学年 

【代替した内容】 

 以下の学校設定科目を設置することで、上記の減じた単位分の内容を補う。 

・「探究数学」２単位を設置し「社会と情報」の「情報を活用する」「情報社会の課題をみつける」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。 
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・「ＳＡⅡ」１単位を設置し「家庭基礎」の「人の一生と家族・家庭および福祉」「生活の自立および消費と

環境」の内容を扱う。 

・「課題研究Ⅰ」２単位、「課題研究Ⅱ」１単位を設置し「総合的な探究の時間」の置き換えを行う。 

○令和３年度の教育課程の内容 

 全教員がＳＳＨプログラムに参画し、得た知見を通常授業にも応用するなど、本校は、教育課程全体をＳ

ＳＨが中心となるカリキュラム・マネジメントの視点を重視して組み立てている。 

 学校設定教科「探究総合」に以下の学校設定科目を設ける。 

１学年「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ」 

「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅱ」 

２学年「課題研究Ⅰ」 

３学年「課題研究Ⅱ」 

  課題研究との連携科目として以下の学校設定科目を設ける。 

１学年「探究数学」 

２学年「探究英語」 

２～３学年「探究物理・探究化学・探究生物」 

 各科目の内容等については次項『○具体的な研究事項・活動内容』へ記載する。 

○具体的な研究事項・活動内容 

（１）地域のあらゆる力を活用した人材育成  

以下を実践することにより、探究プロセスを身に付けた「人間力」豊かでユニバーサルな科学技術人材を

育成した。 

 

 

【課題研究にかかるプログラム】 

（ａ）学校設定科目「サイエンスアプローチ(ＳＡ)Ⅰ」（1年前期） 

社会科学的題材を通して論理的な思考力を身に付け、「課題発見力」「人間力」「研究者としての資質

（倫理観）」を育成した。課題研究Ⅰの準備科目として科学的探究プロセスを習得させた。地歴公民科の

教員が担当。 

（ｂ）学校設定科目「サイエンスアプローチ(ＳＡ)Ⅱ」（１年後期） 

  プレゼンテーションの実践、科学研究者の講義、地域の研究施設の見学を並行して実施することで、「科

学的・統計学的思考力」「人間力」「研究者としての資質」を育成し、課題研究Ⅰへスムーズに移行でき

るよう指導した。１学年のクラス担任・副担任が担当。 

（ｃ）学校設定科目「課題研究Ⅰ」（２年） 

  自ら課題を設定し、課題解決に向けて様々な方向からアプローチする研究活動を通して、研究者として

必要な課題解決能力を育成した。その際、全ての過程で生徒が主体性を持って取り組むことを重視した。

年２回の発表会を通し、プレゼンテーション能力の向上を図るとともに、研究に対する批判的精神を養っ

た。 

（ｄ）学校設定科目「課題研究Ⅱ」（３年） 

 課題研究Ⅰの継続・発展研究や将来の進路を踏まえた研究を個人で行うことで、将来のビジョンを明確

化させた。 

【その他のプログラム】 

（ｅ）人間力向上プログラム（１～３年、中学生） 

＊本校では「人間力」を第一期から継続して次のように定義している。 

「コミュニケーション力、表現力、つながりを作る力の全てを備えた力とする。コミュニケーション力には英語力も含む。」 
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  ア）サイエンスイングリッシュキャンプ イ）中国語講座 ウ）フランス語講座 エ）キャリアトーク

（卒業生による講演会）の実施により、自ら発信し社会とつながることのできる豊かなコミュニケーショ

ン力を育成した。 

（ｆ）地域向上プログラム 

  地域に研究成果を還元し、地域全体の科学技術人材育成の土壌を養うと共に、生徒に指導者側の視点を

持たせることで今後の学習・研究において多様な発想を持つことを目標に、小中学校児童生徒対象の「実

験講座」等を行う。 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成  

以下を実践することにより、高等教育で必要とされる資質・能力を身に付けた科学技術人材を育成した。 

（ｇ）学校設定科目「探究数学」（１年） 

数学的な思考方法と数学の社会的有用性を認識させ、事象を数理的に考察・処理する能力を養い、数学

を積極的に活用できる能力を育成した。課題研究等で科学的根拠に基づいた研究を行えるよう指導した。 

（ｈ）学校設定科目「探究英語」（２年） 

物事を論理的かつ多面的に考え、それを英語で発信するための表現力と、国境を越えて考えを相手に伝

え、社会を動かしていく力を育成した。 

（ｉ・ｊ・ｋ）学校設定科目「探究物理・探究化学・探究生物」（２～３年） 

「物理」「化学」「生物」の確実な理解・定着を図る「基礎実験」に加え、ここで生じる問題や課題研

究での問題を生徒自身で解決する「探究実験」を行うなど実験活動に重点を置き、自然科学に対する興味・

関心を高めるとともに将来を担う研究者・技術者の資質の育成と向上を図った。 

（ｌ）高大連携講座（１～３年、中学生） 

大学との連携講座により自然科学、科学技術への興味・関心を高めるとともに、課題研究およびそのテ

ーマ設定の一助とした。 

（ｍ）科学研修旅行Ⅰ（１年）※Ｒ３はオンライン実施 

大学や研究機関の活動を実際に見聞きし学ぶことで、自然科学、科学技術への興味・関心を高めるとと

もに、課題研究のテーマ設定の一助とした。 

（ｎ）科学研修旅行Ⅱ（インド共和国海外研修）  

  視察や研修を通して先進的な科学分野の取組みを学ぶとともに、現地の学生と交流することによる発信

力、コミュニケーション力の育成を行う。今年度はコロナ禍のため中止した。 

（ｏ）宇宙講座（１～３年） 

 ｢東北復興宇宙ミッション 記念品帰還式｣にてＪＡＸＡ事業に携わる方から直接講義を受け、科学技術

への興味・関心を高めるとともに人間力の向上を図った。 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成  

中学の段階で以下を実践することにより「課題解決力」「探究力」が強化された科学技術人材を育成した。 

（ｐ）八ヶ岳南麓学・オオムラサキ学習 

地域の自然・文化・産業・歴史を題材にして科学的探究プロセスの習得とプレゼンテーション技術の向

上を期すとともに地域の特性を知ることで高校ＳＳＨへと繋げた。 

（ｑ）地域の科学技術、環境科学に関する施設訪問、体験学習 

 地域についての理解を深め、視野を広げるとともに、思考力の向上を図る。 

（ｒ）中学課題研究  

 高校進学後の探究活動の基礎を築き、プレゼンテーション能力の向上を図った。 
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 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○研究成果の普及について 

①ホームページの充実（→ http://koryo.main.jp/ssh/ ） 

昨年度末に、全面刷新した本校ＳＳＨホームページにて、こまめに情報発信を行った。 

・発表動画の公開：成果の普及・発信のため、課題研究とサイエンスアプローチの発表動画やポスターを

公開した。 

・研究要旨の掲載と検索機能：ＳＳＨ指定期間中（第一期・平成２４年度～）の課題研究とサイエンスア

プローチの全ての研究要旨を公開し、合わせて検索機能を新設した。先行研究の確認が容易になった

ことで継続研究の増加も期待できる。 

・教材の公開（→ http://koryo.main.jp/ＳＳＨ/kaihatukyozai/ ）：サイエンスアプローチの授業

で用いている全教材を公開した。使用法の説明等、問合せに応じて講習会を実施できる体制も整え

た。今後、他の教材も順次公開し、外部からの評価も検証しながら、より汎用性の高い教材となるよ

う改良を重ねていく。 

②ＳＳＨ探究学習発表会の実施 

今年度もコロナ禍の影響で一般の参加者への公開はできなかったが、校内では例年通りに発表会を実施

した。運営指導委員の先生方には、生中継し、ＷＥＢを通じて講評を頂く試みを実施した。後日、発表を動

画で収録し、ホームページに公開することで成果の普及・発信に努めた。 

③ＳＳＨ通信の発行 

市内全小中学校をはじめとする連携機関などに配布し、研究成果の普及・発信に努めた。 

④科学系コンテスト・発表会・イベント等への参加 

 各種発表会への参加により成果の普及・発信と研究内容の向上、生徒の資質向上を図った。 

○実施による成果とその評価 

①「課題研究」にかかる取組みについて 

【学校全体の体制と教員の変容】 

本校は、教育課程全体をＳＳＨが中心となるカリキュラム・マネジメントの視点を重視して組み立てて

いる。「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ」は地歴公民科教員が担当、「サイエンスアプローチ（ＳＡ）

Ⅱ」は１学年教員（教科を問わず、クラス担任・副担任）が担当、「課題研究Ⅰ･Ⅱ」は教員全員（教科を

問わず）が担当する。これにより、教科を超えた横の繋がりが形成され、縦・横のつながりのある全校体

制が構築出来ている。同時に、各教員が課題研究に必要な資質や探究プロセスについて習得し理解を深め

ることができ、探究科目（「探究数学」「探究英語」「探究物理・探究化学・探究生物」）や通常科目に

おいても主体的・対話的で深い学びを意識した発展的な授業が展開されている。これは、教員のＳＳＨ意

識調査の結果にも現れている。ＳＳＨ次期計画策定の際、英語科と国語科が連携して課題研究の質を高め

ること等を目的に「甲陵論理表現プログラム」を考案するなど、カリキュラムマネジメントの姿勢が全教

科に浸透していることにも、ＳＳＨに全校体制で取り組む本校の姿勢およびＳＳＨ指定後１０年を経た本

校教員の変容が現れている。 

【生徒の変容】 

生徒の様々な資質が向上していることが、生徒・教員双方のＳＳＨ意識調査の結果から明らかとなった。 

【生徒の主体性の向上に資する取組】 

・今年度は、昨年度から実施した「自由枠」も廃止し、生徒が自由にテーマ設定を行った後に、分野に応

じて担当教員を配置する体制にした。１年次に２年生の研究発表会を自身の研究テーマ候補として参観さ

せる取組により、実際に継続研究や発表内容をヒントにした研究に繋げることができた。また、参観時に

http://koryo.main.jp/ssh/
http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/
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発表内容に対するコメントを書かせることで、発表会を参観者と発表者双方の研究力を高める場とするこ

とが出来た。 

 ・「甲陵版ルーブリック」の取組 

   生徒自身が評価基準を考えながら研究に取り組むことで生徒の資質能力の向上につながり、より主体

的な探究活動となることが期待できるものとして、一昨年度より導入した。導入後、生徒の研究に対す

る取組姿勢の観察を通して主体性の向上が顕著に見られているため、今後もこの取組を継続し、検証を

行っていく。 

【地域におけるネットワーク形成と指導体制の強化】 

  本校ＳＳＨは「地域の力」を活用した人材育成を行うものであるため、地域における理数系教育拠点と

して「北杜市ちえのわプラン」と名付けたネットワークを創設している。合わせて、生徒が必要に応じて

助言を得るための講師を登録する「講師バンク」を設置している。これらにより課題研究における生徒の

幅広い興味関心に対応し、新たな好奇心を引き出すと共に、生徒が課題研究に主体的に取り組める体制の

強化を図っている。今年度も「北杜市ちえのわプラン」に登録している講師に、課題研究の指導や講義を

依頼し、生徒の専門的研究内容に対応することが出来た。コロナ終息後に地域の小中学校との連携をさら

に深めるとともに、地域の理数教育の底上げに貢献できるよう、引き続き整備を進めていく。 

【中高一貫教育を活かした人材育成】 

中学３年間で２回（１年次「八ヶ岳南麓学」３年次「課題研究」）探究プロセスを経験させることによ

り、甲陵中学校出身者（内進生）はリーダー的存在として活躍しており、高校ＳＳＨを牽引する存在とな

っている。高校入学時の生徒アンケートで「探究プロセスを理解しているか」に対し肯定的な回答をした

割合は、高校からの入学者（外進生）の約３割に対し内進生は８割超であり、これは中学でのＳＳＨプロ

グラムの大きな成果である。来年度計画では、内進生の能力を最大限生かせるようプログラムの見直しを

行い、内進生・外進生双方の能力をスパイラル的に伸長させ、優れた科学技術人材に必要な資質・能力の

効率的な育成を目指している。 

 

②卒業生の進路 

卒業生の進路を分析すると、本校ではＳＳＨ指定後、医療系学部への進学者数が徐々に減り、科学技術

系学部への進学割合が増加している。また、課題研究で培った能力を活かし、総合選抜型入試・推薦入試

を利用して受験・進学する生徒数が年々増加している。また、「Forbes Japan 30 UNDER 30 2019 サイエ

ンス部門」において「世界を変える３０歳未満の日本人３０人」を受賞する生徒も輩出している。 

③地域校との連携 

地域の理数系教育の拠点校として、中学生・小学生との交流授業などを実施している。また、市内の全

小中学校と教育委員会の担当者にＩＣＴ活用の講習会を開催するなど、地域のＩＣＴ環境の整備を牽引す

る役割を果たしている。 

また、ＳＳＨ校である韮崎高校と合同研究発表会を行った。 

④成果の普及 

（前項『○研究成果の普及について』に記載） 

⑤評価方法の開発・利用 

本校では、ＯＰＰＡ・ルーブリック・生徒アンケート・ＳＳＨ意識調査を用いた評価・検証を行い、事

後の研究開発に活かしている。 

○実施上の課題と今後の取組  

中間評価における指摘を踏まえ、下記につき重点的に取り組んだ。 
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①ＳＳＨが中心となる教育課程およびカリキュラム・マネジメントの推進 

【中高一貫教育におけるプログラム開発の推進】  

甲陵中からの進学者（内進生）が中学で習得した能力を活かすため、科目の接続時期および授業内容等

を見直した次期計画を立案し、実施計画書を提出した。 

【課題研究を主体的・効果的に行うための方策の実施】 

今年度は、昨年度から実施した「自由枠」も廃止し、生徒が自由にテーマ設定を行った後に、分野に応

じて担当教員を配置する体制にした。 

【課題研究の成果の普及】 

課題研究の成果を通常科目に普及し、探究力向上に繋げる取組として、「甲陵論理表現プログラム」を

考案し、次期計画書に採り入れるなど、カリキュラム・マネジメントを意識した。 

②ＳＳＨ事業の検証・評価方法の開発 

【ＳＳＨ事業の評価と検証】 

「ＯＰＰＡ」「ルーブリック」「生徒アンケート」などの評価方法を改良しつつ、「ＳＳＨ意識調査」

とも組み合わせて評価・分析を行うことで、プログラム全体の見直しや改善を行い、次期計画書に盛り

込んだ。 

【卒業生の追跡調査】 

往復ハガキでＳＳＨに関係した全卒業生に連絡先を調査するなど、卒業生の進路状況等を収集・把握し

分析する効果的な体制を構築中であり、事業全体の検証に活かせる体制づくりをしている。 

 

 ⑥ 新型コロナウイルス感染拡大の影響  

・科学研修旅行Ⅰ･･･施設見学および講義をオンラインで実施した。 

・科学研修旅行Ⅱ･･･インド共和国海外研修を中止した。 

・探究学習発表会･･･一般参観者への公開ができなかったため発表動画、レジメ、ポスターをホームページで

一般公開した。 

・探究数学･･･６月に行う予定であったデータ分析についての講演会が２月の実施となった。 

・サイエンスアプローチⅡ･･･フィールドワークのうち、東京海洋大学大泉ステーションの訪問研修が中止と

なった。 

・中学校プログラム･･･地域の科学技術、環境科学に関する施設訪問、体験学習･･･北杜市近辺で受け入れ施

設が無く、郡内地方に求めた。 

・科学系コンテスト・発表会・イベント等･･･参加機会が減少した。 

・教員研修会･･･「ＯＰＰＡ」研修会が中止となった。 
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別紙様式２－１ 

北杜市立甲陵高等学校 指定第 2期目 29～03 

 

❷令和３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  

本校では以下（１）～（３）を総合的に実施することで「地域が協力した『チーム北杜』で取り組む、ユ

ニバーサルな科学系人材の育成」を行っている。（１）～（３）は相互に補完しあいながら相乗効果を生む

プログラムであるため、ここではその成果を横断的に記す。  

      （１）地域のあらゆる力を活用した人材育成 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成 

①課題研究にかかる取組みについて 

【学校全体の体制と教員の変容】 

本校ＳＳＨでは、1年次の学校設定科目「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ」「サイエンスアプローチ（Ｓ

Ａ）Ⅱ」を通して科学的探究プロセスやプレゼンテーション能力を習得した上で、２年次の学校設定科目「課

題研究Ⅰ」に取り組んでいる。 

本校は、教育課程全体をＳＳＨが中心となるカリキュラム・マネジメントの視点を重視して組み立ててい

る。「ＳＡⅠ」は地歴公民科教員が担当、「ＳＡⅡ」は１学年教員（各クラス担任・副担任）が教科を問わ

ず担当、「課題研究」は教員全員（該当時間に授業のない者）が教科を問わず担当する。 

「ＳＡⅡ」の分野横断的な授業展開を教科の異なる複数の教員で担当することにより、教科を超えた横の

つながりが形成され、縦・横のつながりのある強固な全校体制が構築できている。下に示したグラフは、Ｓ

ＳＨの取り組みに対する意識を年度別にまとめたものである。各設問に対して肯定的な回答をした教員の割

合は、昨年と同様７０％以上となっている。「問１０ＳＳＨの取組に参加したことで、学校の科学技術、理

科・数学に関する先進的な取組が充実したか。」に関しては、２０２０年は「やや増した」の割合の方が「と

ても増した」よりも高い数値となっていた。しかし、２０２１年の結果では逆転現象が起きており、教員に

おいても意識の変容がみられる。 

本校は北杜市立として唯一の高校であるため異動がなく、原則、学年担当がチームとなり３年間持ち上が

っていく体制をとっている。本年度でＳＳＨ指定９年目であり、ほとんどの教員はＳＡⅡの指導を複数回経

験している。そのため、課題研究に必要な資質や探究プロセスについて教員も習得しており、ＳＳＨ全体に

対する理解を深めることができている。これにより「ＳＡⅠ」「ＳＡⅡ」「課題研究」が有機的に結びつく

とともに、探究科目（「探究数学」「探究英語」「探究物理・探究化学・探究生物」）や通常科目において

も主体的・対話的で深い学びを意識した発展的な授業が展開されている。このことは、下のグラフ「問４：

ＳＳＨの取組において、学習指導要領よりも発展的な内容について重視したか」に対し肯定的な回答が２年
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連続１００％となっていることからも分かる（下グラフ参照）。 

また、時間割を工夫し、課題研究に携わる教員数が最大となるよう配慮している。今年度は教員２６名（７

６％）が課題研究の主担当となっており、その他の教員も副担当として積極的に業務をアシストしている。 

さらに、本校では生徒による授業評価や教員相互の授業参観を実施することで、指導方法の研究・向上を

図っている。 

 

【生徒の変容】 

 『問８ ＳＳＨ意識調査の結果（教員）２０２１ 「生徒の変容」』についてグラフ化したものを下に示

す。「(13)考える力（洞察力、発想力、論理力）」に関しては、ＳＳＨに関わるすべての教員が「大変向上

した」または、「向上した」と回答しており、5年間の成果が出た結果となった。しかし、『(12)真実を探

って明らかにしたい気持ち（探究心）」が５０％しか肯定的な意見が得られなかった。この回答結果と先ほ

どの回答結果との差を埋めていく必要があると考えられる。 

  「(15)英語による表現力」と「(16)国際性（国際感覚）」では、第３期の研究開発課題の一つでもある

ので、今後の変容に期待したい。 

また、今年度の生徒の『ＳＳＨ意識調査』の結果を経年比較すると、肯定的な回答の割合が高いレベルで

推移している。 

生徒の興味関心についての設問では「問２：ＳＳＨの取組に参加したことで、科学技術に対する興味・関
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心・意欲が増したか」「問３：ＳＳＨの取組に参加したことで、科学技術に関する学習に対する意欲が増し

たか」のいずれも、今年は未回答者等が多かった割には高いレベルで推移している。 

対象は文系生徒（約半数）を含む全生徒であるにも関わらず高い割合を示していることは、本校ＳＳＨが

科学技術人材の育成ならびに動機付けにおいて効果的な内容となっていることが示されている。 

【生徒の主体性の向上に資する取組】 

1年生はサイエンスアプローチの授業や課題研究の成果発表会の見学等を通し、２年次の課題研究で扱う

研究テーマを自由に設定した。生徒が決定した研究テーマを関連する分野ごとに分けて担当教員を置き、教

員は、主に研究の進捗状況のみを管理するようにした。 

また、一昨年度より、生徒自身が評価基準を考える「甲陵版ルーブリック」を導入した。今年度は「課題

研究Ⅰ」と並行して取組を進め、KJ 法等のアクティブラーニングを交えながら年間を通じて「よりよい研

究とは何か」「よりよい発表とは何か」を常に考えながら研究活動に取り組める環境づくりを行った。 

実施後アンケート結果より、「今後も研究の際にルーブリックの改訂を自分で継続しようと思うか。」に

対する肯定的感想のみ６３％となっており、今後留意していく必要があるが、その他の質問には、総じてお



- 13 - 

 

よそ８割の生徒が、肯定的な回答をしている。今後、本プログラムの研究開発を推進し、生徒の資質能力の

さらなる向上および主体的な探究活動につなげていく。 

 

【地域におけるネットワーク形成と指導体制の強化】 

 本校ＳＳＨは地域の力を活用した人材育成を行っている。昨年度、その枠組みとして「北杜市ちえのわプ

ラン」と名付けた地域ネットワーク、および、生徒が必要に応じた助言を得るための講師を登録するシステ

ムである「講師バンク」を創設した。今年度も「ｻｲｴﾝｽｱﾌﾟﾛｰﾁ」や「課題研究」で「ちえのわプラン」に登

録した講師に御協力いただいた。 

ポストコロナを見据えオンラインによる連携も併用しながら、このネットワークを地域の小中学校へも

開放し、地域の理数教育振興・連携の核として活用する。これにより、地域の理数教育の底上げにも貢献し

ていく。 

【中高一貫教育を活かした人材育成】   

 本校は県内唯一の公立中高一貫校である。高校がＳＳＨ指定校であることを理由に併設中学校に入学す

る中学生も多く、全体的に研究活動に前向きである。中学生は、１・２年次に地域（北杜市とその周辺）の

自然環境や産業について学んだ上で３年次に課題研究に取り組むことで、科学的探究プロセスを身に付け

るプログラムを実施している。 

ＳＳＨ指定第二期（平成２９年度～）より、中学１年次の「八ヶ岳南麓学」の段階から、探究プロセスの

習得を目的とし、仮説の設定から PowerPoint 等を用いたプレゼンテーションまでを全員に経験させること

とした。それにより中学３年間で２回（１年次「八ヶ岳南麓学」３年次「課題研究」）探究プロセスを経験

きるようになった。 

その１期生（Ｈ２９に中学１年であった学年）は、今年度、高校 2年生となっているが、高校からの入学

者（外進生）と区別せずにクラス編成を行っており、カリキュラムも同一である。その中で内進生は中学で

の学びを活かしリーダー的存在として活躍しており、高校ＳＳＨを牽引する存在となっている。しかしその

一方で、中学で習得した探究プロセスを活かせる内進生専用のプログラムがあれば、中学課題研究の継続研

究や発展研究をしたい、またはさせたい、という声が、生徒・教員の双方から上がっている。これは、中学
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段階において探究プロセスの習得が着実にできている証拠であり、中学でのＳＳＨプログラムの大きな成

果と言える。 

今年度、内進生の能力を最大限活かし優れた科学技術人材として育成する新しいカリキュラムを開発し

ており、来年度から実施する。 

 

【国際性を高める取組】 

 地域の力を活用した探究活動を、本校では国際性を高める取組みにも取り入れている。「サイエンスイン

グリッシュキャンプ」として、市内のキープ協会（北杜市高根町清里）に滞在する外国人研究者や留学生の

協力を得て、地元にいながら外国語のみの環境に身を置き、科学的な研究を行っている。また、実際の海外

研修では第Ⅰ期から継続してインドを訪れており、デリー工科大学や高校を訪問して課題研究の相互発表を

実施したり、先端技術を持つ企業での視察・研修等を行ってきた。コロナ禍においてはインドを訪問する代

わりにオンラインにてインドの教職員による特別授業を実施した。また、インドや台湾からの留学生を受入

れて交流事業や相互研究発表を行うなど、積極的に国際交流の取組を行っている。 

 

【科学部等課外活動の活動状況】 

本校の科学部は毎年１５名前後が所属して活動している。小規模校であり所属人数は少ないが、興味関心

に沿って様々な研究分野について主体的に研究を進めている。第Ⅱ期での主な出場状況・成績状況は以下の

通りである。 

 

 

○科学オリンピック
年度 出場者数 成績状況 年度 出場者数 成績状況
Ｈ２９ ３チーム２２名　 Ｈ２９ 生物学：予選４名　
Ｈ３０ ２チーム１６名　 総合競技第一位 Ｈ２９ 化学：１次選考５名　 関東支部奨励賞
Ｒ１ ３チーム２４名　 Ｈ３０ 生物学：予選２名　
Ｒ３ ２チーム１６名　 第１ステージ通過

○山梨県高等学校芸術文化祭　自然科学部門
○数学オリンピック予選（科学部外参加者を含む） 年度 出場者数 成績状況
年度 出場者数 成績状況 Ｈ２９ ４チーム 優良賞(生物部門・化学部門）
Ｈ２９ ３０名　 Ｈ３０ ４チーム 優良賞
Ｈ３０ １３名　 Ｒ１ ２チーム 物理部門特別賞、優良賞
Ｒ１ ３５名　 物理部門教育長奨励賞（第二位）
Ｒ２ ３６名　 地区表彰 化学部門教育長奨励賞（第二位）
Ｒ３ ３８名　 Ｒ３ ６チーム 特別賞

Ｒ２ 4チーム

↑現在２チームとも県ベスト４に進出中

○科学の甲子園山梨大会

○その他

年度 大会名など 参加者 成績状況

Ｈ２９
第１１回海洋空間のシステムデザインカップ（横浜国立大学デザインカップ）
ひれ推進コンテスト

３名 特別賞

Ｈ２９ やまなし育水推進県民大会 １チーム

Ｈ３０ 山梨県統計グラフコンクール　パソコン統計グラフの部 １名 佳作

Ｈ３０ Wave　Function理論化学ワークショップ １チーム
Ｒ１ 日本環境教育学会第３０回年次大会　山梨県高校生特別研究発表会　 ５チーム

Ｒ１ 世界津波の日２０１９高校生サミットin北海道　 １チーム

Ｒ２ 日本マイクログラビティ応用学会　学術講演会 １チーム 毛利ポスターセッションの部奨励賞
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②卒業生の進路（理系志望者数の増加・推薦入試による進学者の増加） 

本校の卒業生（各学年約１２０名）は、ほぼ全員が４年制大学へ進学する。ＳＳＨ指定後、理数系の進学

者数が徐々に増加している。 

平成２６年度卒業生（ＳＳＨ第１期生）以降の理数系進学先人数をまとめたものが下の表である。理数系の

うち、国公立大学への進学者数はここ数年３０名前後で推移している（表参照）。 

また、下のグラフは理数系の進学分野別人数をグラフにしたものである。ＳＳＨ事業開始後、医療系学部

への進学者数が徐々に減り、科学技術系学部への進学者数が増加していることが読み取れる。ＳＳＨ事業の

成果であると考えられる（グラフ参照）。 

本校の卒業生のうち最も特筆すべき人材は、令和元年度に東京大学工学部へ課題研究を用いた推薦入試で

進学した卒業生・村木風海君である。この卒業生は、ＳＳＨで取り組んだ「二酸化炭素回収・排出ゼロに関

する研究」を大学進学後(理科 I 類・工学部 化学生命工学科）も継続研究しており、特別に学部２年次から

大学内に専用研究室を与えられて最先端の研究者として活躍している。また、「Forbes Japan 30 UNDER 30 

2019 サイエンス部門」において「世界を変える３０歳未満の日本人３０人」を受賞（２０１９年８月）し、

学部生でありながら民間企業の特別研究員や科学技術顧問や内閣府ムーンショットアンバサダーに就任して

いる。さらに、「炭素回収技術研究機構（ＣＲＲＡ）」を立ち上げ、代表理事・機構長として二酸化炭素回

収技術の研究とともに２０５０年までに火星に行くことを目標とし、様々なマスメディアに出演するなど各

界から注目を浴びており、その活躍ぶりは目覚ましく、更なる期待ができる人材である。在学中、ＳＳＨ活

動を通して地域の小中学生との交流もあったことから、彼に憧れ、続きたいと本校を志望する小中学生も少

なくない。さらに卒業生として本校でも講演会等を行っており、後輩へも大きな影響を与えている。 

その他にも、東京大学、京都大学、お茶の水女子大学などの主要大学へＳＳＨで取り組んだ課題研究を用

いた推薦入試を利用して進学している。今後も彼らの進路等を注視し、調査を続けていく。 

③地域との連携  

 本校は地域の教育拠点校としての役割も果たしている。今年度はコロナ禍の影響で「科学実験教室」は見

送られたが、前出「北杜市ちえのわプラン」の推進を含め、今後も地域との連携を深めていく。 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

科学技術系 13 16 17 32 28 23 25

医療系 4 3 13 7 8 3 6

17 19 30 39 36 26 31

（うち旧帝大） （4） （6） （6） （8） （7） （4） （6）

科学技術系 9 13 5 12 11 10 17

医療系 13 7 3 4 2 5 3

22 20 8 16 13 15 20

39 39 38 55 49 41 51理数系合計

国公立大

私立大

私立合計

国公立合計

【理数系進学先】
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【地域の小中学校との交流】 

甲陵高校生と甲陵中学生との交流授業を実施した。中高の生徒同士が刺激しあいながら学びのモチベーシ

ョンを高めあう非常に良い機会となっている。また、昨年度より甲陵中学生と地域の小学生との交流も開始

している。訪問またはオンラインを利用した交流授業を行っており、本校は地域の教育拠点校として高校か

ら中学校そして小学校へと学び合いの機会を意欲的に広めている。 

【地域の小中学校へのＩＣＴ環境の構築・活用・普及】 

コロナ感染拡大防止のための一斉休校期間中、本校は、いち早くホームルームや授業をリモートで行う体

制を整えたことから、北杜市教育委員会からの依頼を受け講習会を開催するなど、地域のＩＣＴ教育拠点と

しての役割を果たしている。 

【地域の高等学校との連携】 

地域校との連携の一環として、昨年度から韮崎高校探究交流会に本校生徒の課題研究を出展し、生徒の探

究力・研究発表能力の向上を期すとともに、ＳＳＨ校同士の連携の深化、地域への普及・発信に努めている。

今後も研究や発表会を共催し、連携を深化させ、生徒の探究力の向上に努める。 

【大学や研究所等関係機関との連携】  

主な連携先は以下の通りである。課題研究やその他の研究に対する指導助言、講義・講演、訪問研修先等

として連携している。いずれも生徒の興味関心を高めると同時に研究を深める一助となっており、本校の科

学技術人材育成のために重要な存在である。 

※「◎」は回数・頻度が多く、特に繋がりの深い連携先である。 

○大学 

◎山梨大学 ・東京大学 ・東京工業大学 ・信州大学 ・筑波大学 ・横浜国立大学 

◎東京海洋大学（水圏科学フィールド教育センター） ・電気通信大学 ・東海大学 

・山梨県立大学 ・早稲田大学 ・東京医科大学 ◎デリー工科大学（ＤＴＵ）  

○研究所、企業等 

◎国立遺伝学研究所 ◎産業技術総合研究所 ・海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）  

◎宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） ・高エネルギー加速器研究機構 ・国立天文台 

◎シミックバイオリサーチセンター ◎サントリープロダクツ（南アルプス白州工場）  

◎ＮＴＴファシリティーズ（北杜サイト太陽光発電所） ◎キープ協会  

④成果の普及  

【ホームページの充実】（→ http://koryo.main.jp/ssh / ） 

中間評価での指摘と運営指導委員からの助言を踏まえ、昨年度末に本校ＳＳＨ活動の様子を一層わかりや

すく発信するためホームページを全面刷新し、以後、タイムリーに成果の発信を行っている。 

・発表動画の公開：コロナ禍の影響で発表会が一般非公開になったため、昨年度から発表動画を収録し、一

般公開する取組を今年度も継続している。 

http://koryo.main.jp/ssh%20/
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・研究要旨の掲載と検索機能：ＳＳＨ第一期初年度（平成２４年度）から本年度までの全ての課題研究とサ

イエンスアプローチの研究要旨を公開している。検索機能も設置し、キーワード検索を可能にしている。個

人情報保護の観点から、一般への公開は掲載への同意を取り付けた昨年度分以降となるが、パスワードを入

れることで本校の生徒は全研究を閲覧できる。これにより先行研究の確認が容易になり、継続研究の増加が

期待できる。 

・教材の公開（→ http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/ ）：サイエンスアプローチⅠおよびサイエ

ンスアプローチⅡ用に開発し、授業で用いている全教材を公開した。使用法の説明等、問合せに応じて随時

講習会を実施できる体制も整えている。今後も、ＳＳＨプログラムの教材を順次公開し、より汎用性の高い

教材となるよう改良を重ねていく。 

【ＳＳＨ探究学習発表会の実施】 

 今年度もコロナ禍の影響で一般の参加者への公開はできなかったが、校内では例年通りに発表会を実施し

た。その際、今年度も発表を動画で収録し、ホームページに公開する取組を継続し、成果の普及・発信に努

めた。なお、サイエンスアプローチ・課題研究共に、PowerPointを用いた口頭発表とポスター発表の両方を

経験させ、プレゼンテーション能力を高める機会としている。加えてレジュメ・資料作成・ポスター作成の

習得にも注力した。運営指導委員の方へは、研究発表会場から生徒の発表を生中継し、その場でコメントを

頂く取組を実施した。音声が聞き取りにくい等の課題が浮上したため機材を購入して次回の発表会に備えた。 

【ＳＳＨ通信の発行】 

市内全小中学校をはじめとする連携機関等に配布して研究成果の普及・発信に努めた。 

【科学系コンテスト・発表会・イベント等への参加】 

コロナ禍の影響で今年度は参加機会が減少したが、各種発表会への出展により成果の普及・発信と研究内

容の向上及び生徒の資質向上を図った。結果は以下の通りである。 

平成２９年度 

第１１回海洋空間のシステムデザインカップ・ひれ推進コンテスト 特別賞 

化学グランプリ２０１７ 支部奨励賞 

第３８回山梨県高等学校芸術文化祭自然科学部門 優良賞（生物部門・化学部門） 

平成３０年度 

第６６回山梨県統計グラフコンクール パソコン統計グラフの部 佳作 

科学の甲子園 山梨大会 第１ステージ 総合競技 第１位 

第１０回女子生徒による科学研究発表交流会 奨励賞 

令和元年度 

令和元年度生徒の自然科学研究発表大会 特別賞 優良賞 

田舎力甲子園２０１９ 奨励賞 

令和２年度 

令和２年度生徒の自然科学研究発表大会 教育長奨励賞（物理部門・科学部門） 

令和３年度 

第４２回山梨県高等学校芸術文化祭自然科学部門 特別賞 

http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/
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科学の甲子園山梨大会 山梨科学アカデミー会長賞 

科学の甲子園山梨大会 総合競技５位 

⑤評価方法の開発・利用  

本校では、ＯＰＰＡ・ルーブリック・生徒アンケート・ＳＳＨ意識調査を用いた評価を行っている。今年

度も「生徒アンケート」の拡充を重点的に行った。 

生徒アンケートは、これまでも科目の終了時などに実施していたが、本年度も全行事に対してこまめにア

ンケートを実施し、効果的な評価・検証に努めた。アンケート方法をコロナ禍で採り入れたオンライン（Teams）

を用いるものに変更したため、生徒・教員双方にとって利便性が高いものとなっている。 

 ② 研究開発の課題   

本校では、平成２４年度のＳＳＨ指定開始時から、優れた科学技術人材を育成するため、ＳＳＨを含む学校

の教育活動全体に地域の力を活用した活動を取り入れている。それにより高いレベルの探究力・課題解決力を

育成することはもちろん、加えて人間力を育成し、幅広い視野に基づく社会貢献意識や表現力をも身に付けさ

せてきた。その成果として、東京大学等主要国公立大学への総合型及び学校推薦型入試での進学や、理工系学

部などの科学技術分野への進学者数の増加があげられる。また、特出した卒業生も輩出している。 

一方で、中間評価における指摘を踏まえ、下記につき重点的に取り組んだ。 

①ＳＳＨが中心となる教育課程およびカリキュラム・マネジメントの推進 

【中高一貫教育におけるプログラム開発の推進】  

甲陵中からの進学者（内進生）が中学で習得した能力を活かすため、科目の接続時期および授業内容等を

見直した次期計画を立案し、実施計画書を提出した。 

【課題研究を主体的・効果的に行うための方策の実施】 

今年度は、昨年度から実施した「自由枠」も廃止し、生徒が自由にテーマ設定を行った後に、分野に応じ

て担当教員を配置する体制にした。 

【課題研究の成果の普及】 

課題研究の成果を通常科目に普及し、探究力向上に繋げる取組として、「甲陵論理表現プログラム」を考

案し、次期計画書に採り入れるなど、カリキュラム・マネジメントを意識した。 

②ＳＳＨ事業の検証・評価方法の開発 

【ＳＳＨ事業の評価と検証】 

「ＯＰＰＡ」「ルーブリック」「生徒アンケート」などの評価方法を改良しつつ、「ＳＳＨ意識調査」と

も組み合わせて評価・分析を行うことで、プログラム全体の見直しや改善を行い、次期計画書に盛り込んだ。 

【卒業生の追跡調査】 

往復ハガキでＳＳＨに関係した全卒業生に連絡先を調査するなど、卒業生の進路状況等を収集・把握し分

析する効果的な体制を構築中であり、事業全体の検証に活かせる体制づくりをしている。 

現在、本校ＳＳＨ活動の具体的な課題については以下のように認識している。 
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○併設（甲陵）中学での探究プログラムの確立により、甲陵中からの進学者（内進生）の能力は向上してい

るが、高校１学年「サイエンスアプローチ」に甲陵中探究プログラムと重複する内容があるなど、内進生の

能力が十分に活かせていない。 

○「サイエンスアプローチ」の内容が２学年の課題研究のテーマ決めに必ずしも活きているとは言えず、２

学年に入ってからテーマ決めが難航することがある。 

○生徒の探究力と主体性を高めるためにＳＳＨ第Ⅱ期３年目から取り入れた自己評価シート（甲陵版ルーブ

リック）が開発途上であるため、さらに取組を進める必要がある。 

○ＳＳＨ第Ⅱ期４年目から、甲陵高校を中心とした地域における理数系教育ネットワーク「北杜市ちえのわ

プラン」を創設し、様々な年代の人からの指導助言や交流等を行っているが、受動的な枠組であるため、生

徒の主体的なものとして活用を拡げる必要がある。 

○ＳＳＨ意識調査において、国際性（英語による表現力・国際感覚）が向上したと回答した生徒の割合が約

４０％と低い。一方で、もっと深く学びたいという意欲ある生徒の割合は約７０％であったため、この分

野についてのプログラムを設定し、強化する必要がある。 

（１）理数系教育に関する教育課程等の特色 

 ＳＳＨ第Ⅱ期では、理数系に関して以下の学校設定科目を設け、強化を行っている。 

○学校設定科目「探究数学」（１学年全員、２単位） 

課題研究に先がけ、実験データの分析に必要な幾何的、代数的、統計的な処理の手法を体系的に扱って

いる。「問い」づくりを発露にしてアクティブラーニングを取り入れた授業としている。 

○学校設定科目「探究物理・探究化学・探究生物」（２～３学年選択者、各６単位） 

  課題研究の連携科目として実験を重視した発展的な内容に取組み、特に３学年では課題研究Ⅱの継続研

究も扱う。対話を重視した授業展開で主体的な学びの場としている。 

（２）科学技術人材の育成に向けた取組 

本校では、科学技術人材は高い探究力だけではなく、幅広い視野に基づく社会貢献意識、人間力をも備

える必要があるとの考えに基づき、地域の力を活かした取組を行っている。具体的には、地域における理

数系教育ネットワーク「北杜市ちえのわプラン」を構築し、地域の小中学校および企業・個人と協力し、地

元北杜市の豊かな資源（環境・人材等）を活かした探究活動を通し人材育成を行っている。 

ここでは、高校段階の課題研究の取組みについて述べる。 

○学校設定科目「サイエンスアプローチⅠ・Ⅱ」（１学年全員、２単位） 

Ⅰ（前期）は、地歴公民科の教員が担当し、倫理的な「解のない問題」を題材にディスカッションを行い、

研究倫理についての洞察を深める。合わせて、地域の協力を得たフィールドワークを行い、社会や日常の

身近な事象から見つけた課題に対して科学的に分析・考察を進めていく研究手法の習得を行う。 

Ⅱ（後期）は、各ホームルーム担任が担当し、家庭科の教科書内容を題材に生徒同士でのプレゼンテーショ

ンを多数行い、その都度ディスカッションを通して簡明で説得力のあるプレゼンテーション能力の習得
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を行う。 

本科目では、２（１）に記載の通り、内進生が中学で習得した力を活かせていないことや、本科目の内容

が２学年の課題研究のテーマ決めに必ずしも活きていると言えないことが課題である。 

○課題研究Ⅰ（２学年全員、２単位） 

生徒が自由に研究テーマを決め、1 年間を通して研究を行う。理数系教員はもちろん、文系を含む全教員

が担当し全校体制で取組んでいる。前出の「北杜市ちえのわプラン」を用いて生徒の主体的で多様な研究

に対し的確な助言を行い、探究力を育成するとともに、外部の様々な人との交流等によって人間力をも育

成している。また、２（１）に記載の通り、生徒の探究力と主体性を高めるために取り入れた自己評価シー

ト（甲陵版ルーブリック）の取組みを第Ⅱ期３年目から試行錯誤しつつ進めているところであり、今後、そ

の運用を継続し、効果的な評価方法となるよう改善を行っていく。 

○課題研究Ⅱ（３学年希望者、１単位） 

生徒の希望に沿って、課題研究Ⅰの継続研究や、進路に沿った新規研究等を行っている。科学技術人材

として将来の基礎固めの科目である。本科目での研究を大学進学時に用いたり、大学進学後も継続研究す

る生徒もいる。 

また、国際的に活躍する科学技術者としては科学英語の習得が必須であるため、次期は、論文の英語化

を行うなど研究の深化と共に科学英語力の向上にも力を入れていく。 
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➌実施報告書（本文） 

第二期取組の概要 

１．仮説 

（１）地域のあらゆる力を活用した人材育成  

教育機関、市役所、企業等の地域のあらゆる力を活用し「科学的・統計的思考力」を育むこと

で、知識創造社会を担う豊かな「人間力」を身につけた人材が育つ。 

  ＊本校では「人間力」を第一期から継続して次のように定義している。 

 

「コミュニケーション力、表現力、つながりを作る力の全てを備えた力とする。 

コミュニケーション力には英語力も含む。」 

 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成  

大学での研究のプロセスを、ＳＳＨ高大接続プログラムで早期に身につけることにより、大学の

研究が飛躍的に行える人材が育つ。 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成  

中高一貫システムを利用して「説明する力」「議論する力」「批判する力」「合理的に考える

力」を早期から育成することで、科学的判断力、探究力がより強化された人材が育つ。 

 

２．実践 

本校では平成２４年度のＳＳＨ指定開始時から、校訓「立志躬行（自ら志を立て、その実現の

ため努力し実行する）」のもと、探究活動に「地域の力（市役所や地域の企業、組織、個人

等）」を取り入れることで、地域に根ざした優れた科学技術人材に必要な資質能力の育成に取り

組んできた。それにより高いレベルの探究力・課題解決力を育成することはもちろん、加えて人

間力を育成し、幅広い視野に基づく社会貢献意識や表現力をも身に付けさせてきた。 

具体的には、地域における理数系教育ネットワーク「北杜市ちえのわプラン」を構築し、地域

の小中学校および企業・個人と協力し、地元北杜市の豊かな資源（環境・人材等）を活かした探

究活動を通し科学技術人材に必要な資質能力を育成してきた。 

また、本校では地域の力を活用した探究活動を、国際性を高める取組みにも取り入れてきた。

市内のキープ協会（北杜市高根町清里）に滞在する外国人研究者や留学生の協力を得て実施する

「サイエンスイングリッシュキャンプでは、地元にいながら外国語のみの環境に身を置き、科学

的な研究を行ってきた。 

大学や研究所等関係機関とは課題研究やその他の研究に対する指導助言、講義・講演、訪問研

修先等として連携しており、生徒の興味関心を高めると同時に研究を深める一助として本校の科

学技術人材育成のために重要な存在となっている。主な連携先を以下にあげる。 

 

※「◎」は回数・頻度が多く、特に繋がりの深い連携先である。 

○大学 

◎山梨大学  ・東京大学  ・東京工業大学  ・信州大学  ・筑波大学 ・東海大学 

◎東京海洋大学（水圏科学フィールド教育センター） ・電気通信大学  ・横浜国立大学  

◎デリー工科大学（ＤＴＵ） ・山梨県立大学  ・早稲田大学  ・東京医科大学  

○研究所、企業等 

◎国立遺伝学研究所  ◎産業技術総合研究所   ・高エネルギー加速器研究機構  
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◎宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） ・海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ） 

◎シミックバイオリサーチセンター  ◎サントリープロダクツ（南アルプス白州工場）  

◎ＮＴＴファシリティーズ（北杜サイト太陽光発電所） ◎キープ協会 ・国立天文台  

 

 仮説ごとに、第二期で取り組んできた主な内容は以下の通りである。 

（１）地域のあらゆる力を活用した人材育成  

探究プロセスを身に付けた「人間力」豊かでユニバーサルな科学技術人材を育成する取組を行っ

た。主要な取組は以下である。 

○学校設定科目「サイエンスアプローチⅠ」（１学年全員、１単位） 

地歴公民科の教員が担当し、はじめに倫理的な「解のない問題」を題材にディスカッション

を行って研究倫理についての洞察を深めた。その後、地域の協力を得ながらフィールドワーク

を行い、社会や日常の身近な事象から見つけた課題に対して科学的に分析・考察を進めること

を通して研究手法を習得させた。 

○学校設定科目「サイエンスアプローチⅡ」（１学年全員、１単位） 

各ホームルーム担任が担当し、家庭科の教科書内容を題材に生徒同士でのプレゼンテーショ

ンを多数行い、その都度ディスカッションすることを通して簡明で説得力のあるプレゼンテー

ション能力の習得を行った。 

○課題研究Ⅰ（２学年全員、２単位） 

生徒が自由に研究テーマを決め、１年間を通して研究を行った。理数系教員はもちろん、文

系を含む全教員が担当し全校体制で取組んだ。前出の「北杜市ちえのわプラン」を用いて生徒

の主体的で多様な研究に対し的確な助言を行い、探究力を育成するとともに、外部の様々な人

との交流等によって人間力をも育成した。さらに生徒の探究力と主体性を高めるために取り入

れた自己評価シート（甲陵版ルーブリック）の取組みを第Ⅱ期３年目から試行錯誤しつつ進め

ているところである。 

○課題研究Ⅱ（３学年希望者、１単位） 

生徒の希望に沿って、課題研究Ⅰの継続研究や、進路に沿った新規研究等を行ってきた。科

学技術人材として将来の基礎固めの科目である。本科目での研究を大学進学時に用いたり、大

学進学後、さらに継続研究する生徒もいた。 

 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成  

高等教育で必要とされる資質・能力を身に付けた科学技術人材を育成する取組を行った。主要な

取組は以下である。 

○学校設定科目「探究数学」（１学年全員、２単位） 

課題研究に先がけ、実験データの分析に必要な幾何的、代数的、統計的な処理の手法を体系

的に扱った。「問い」づくりを発露にして、アクティブラーニングを取り入れた授業とした。 

○学校設定科目「探究物理・探究化学・探究生物」（２～３学年選択者、各６単位） 

課題研究の連携科目として実験を重視した発展的な内容に取組み、特に３学年では課題研究

Ⅱの継続研究も扱った。対話を重視した授業展開で主体的な学びの場とした。 

○学校設定科目「探究英語」（２学年全員、１単位） 

物事を論理的かつ多面的に考え、それを英語で発信するための表現力と、国境を越えて考え

を相手に伝え、社会を動かしていく力を育成した。 

○科学研修旅行Ⅱ 
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海外研修として第Ⅰ期から継続してインドを訪れており、デリー工科大学や高校を訪問し課

題研究の相互発発表先端技術を持つ企業での視察・研修等を行ってきた。 

コロナ禍においてはインドを訪問する代わりにオンラインにてインドの教職員による特別授

業を実施したり、インドや台湾からの留学生を受入れて交流事業や相互研究発表を行うなど、

国際交流の取組を模索し可能な限り積極的に実施してきた。 

 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成  

併設中学校において、「課題解決力」「探究力」が強化された科学技術人材を早期から育成する

取組を行った。主な取組は以下である。 

○八ヶ岳南麓学・オオムラサキ学習 

地域の自然・文化・産業・歴史を題材にして科学的探究プロセスの習得とプレゼンテーショ

ン技術の向上を期すとともに地域の特性を知ることで高校ＳＳＨへと繋げる基礎科目として実

施してきた。 

○中学課題研究 

高校進学後の探究活動の基礎を築き、探究のプロセスを身に付けるとともにプレゼンテーシ

ョン能力の向上を図るため、中学３年次に１年間をかけて原則１人１研究に取り組んできた。 

 

３．評価 

本校ＳＳＨ事業の成果としては、東京大学等主要国公立大学への総合型及び学校推薦型入試で

の進学や、理工系学部などの科学技術分野への進学者数の増加があげられる。 

平成２６年度卒業生（ＳＳＨ第１期生）以降の理数系進学先人数をまとめたものが下の表であ

る。理数系のうち、国公立大学への進学者数はここ数年３０名前後で推移している（表参照）。 

また、下のグラフは理数系の進学分野別人数をグラフにしたものである。ＳＳＨ事業開始後、

医療系学部への進学者数が徐々に減り、科学技術系学部への進学者数が増加していることが読み

取れる。ＳＳＨ事業の成果であると考えられる（グラフ参照）。 

本校の卒業生のうち最も特筆すべき人材は、令和元年度に東京大学工学部へ課題研究を用いた推

薦入試で進学した卒業生・村木風海君である。この卒業生は、ＳＳＨで取り組んだ「二酸化炭素

回収・排出ゼロに関する研究」を大学進学後(理科 I 類・工学部 化学生命工学科）も継続研究

しており、特別に学部２年次から大学内に専用研究室を与えられて最先端の研究者として活躍し

ている。また、「Forbes Japan 30 UNDER 30 2019 サイエンス部門」において「世界を変える３

０歳未満の日本人３０人」を受賞（２０１９年８月）し、学部生でありながら民間企業の特別研

究員や科学技術顧問や内閣府ムーンショットアンバサダーに就任している。さらに、「炭素回収

技術研究機構（ＣＲＲＡ）」を立ち上げ、代表理事・機構長として二酸化炭素回収技術の研究と

ともに２０５０年までに火星に行くことを目標とし、最近では様々なマスメディアに出演するな

ど各界から注目を浴びており、その活躍ぶりは目覚ましく、更なる期待ができる人材である。在

学中、ＳＳＨ活動を通して地域の小中学生との交流もあったことから、彼に憧れ、続きたいと本

校を志望する小中学生も多い。さらに卒業生として本校でも講演会等を行っており、後輩へも大

きな影響を与えている。 

その他、今年度（令和３年度）の卒業生も、同様に課題研究を用いた推薦入試にて東京大学工

学部へ合格し、入学予定である。さらに、京都大学、お茶の水女子大学といった主要国公立大学

での推薦入試においてもＳＳＨで取り組んだ課題研究が高く評価され、合格・進学しており、今

後の活躍が期待される。 
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ＳＳＨプログラムの人材育成は大学進学に留まらず、将来の活躍を期すものであるため、仮説

の証明には卒業後の検証を行うことが必要である。大学進学の部分だけではなく、今後、全卒業

生に対する追跡調査に注力し、引き続き分析を続けていきたい。 

 

なお、在校生の成果としては科学部の活躍があげられる。小規模校であり所属人数は少ない

が、興味関心に沿って様々な研究分野について主体的に研究を進めている。 

一方で、本校ＳＳＨ第二期の課題については具体的に以下のように認識している。 

〇学校設定科目「サイエンスアプローチⅠ・Ⅱ」について 

併設中学校での探究プログラムはＳＳＨ第Ⅱ期初年度（平成２９年度）に開始しており、出

身者は高校でリーダー的な存在として活躍している。しかし、高校１学年の「サイエンスアプ

ローチⅠ」のカリキュラムに併設中学校での探究プログラムと重複する内容があるなど、その

能力を十分には活かせていない。 

また、「サイエンスアプローチⅠ・Ⅱ」での取組が、２学年での「課題研究Ⅰ」のテーマ決

めに必ずしも活きているとは言えず、テーマ決めに難航する生徒が見受けられることが課題と

なっている。 

〇学校設定科目「探究科目」について 

学校設定科目「探究理科（物理・化学・生物）」「探究数学」「探究英語」を設置し、発展

的実践的な内容を多く扱うことで課題研究を補完してきたが、習得時期が適切でない等の課題

がでてきている。 

〇「甲陵版ルーブリック」について 

これは、課題研究の進行に合わせて生徒自らが作成する自己評価シートであり、ＯＰＰＡの

開発者で評価の専門家である堀哲夫氏の指導の下、本校で開発している独自のものである。常

に「より良い研究とは何か」「より良い発表とは何か」等を自問し、自ら改善、成長していく

ことで、生徒の資質能力が向上し研究が主体的なものとなることが期待できる。未だ導入２年

目であるため、今後もさらに継続して開発することが必要である。 

〇「北杜市ちえのわプラン」について 

本校のＳＳＨ事業では、前述の通り「地域の力」を積極的に活用している。「北杜市ちえの

わプラン」は、それを体現するもので、地域の力（市役所や地域の企業、組織、個人等）や卒

業生等と組織的かつ安定的・継続的な連携関係を構築し、それを生徒が主体的に活用して自ら

の資質能力の向上を期す取組みである。既に地域連携は強化されているが、課題研究の外部協

力者を学校が登録する「講師バンク」としての利用にとどまることが多いため、今後、更に活

用を進める必要がある。 

〇国際性（英語による表現力・国際感覚）の向上について  

ＳＳＨ意識調査（生徒）の結果、「国際性(英語による表現力・国際感覚)」が向上したとの

回答が約４０％と低い一方、約７０％の生徒が、もっと深く学びたいと回答している。このこ

とから、国際性の向上について一層注力する必要がある。 

 

本校では、これらの課題について解決・改善し、更に研究開発を進めていくため、次期（第三

期）ＳＳＨの申請を行ったところである。 
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第一章 研究開発の課題 

学校の概要 

（１）学校名：北杜
ほくと

市立
しりつ

甲
こう

陵
りょう

高等
こうとう

学校
がっこう

  

   校長名：鈴木 伸幸 

（２）所在地：山梨県北杜市長坂町長坂上条２００３ 

   電話番号 ：０５５１－３２－３０５０ 

   ＦＡＸ番号：０５５１－３２－５９３３ 

（３）課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数 

 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 120 4 120 4 117 4 357 12 

併設中学校 40 1 40 1 40 1 120 3 

  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 計 

高校 1 1 30 1 20 0 1 5 1 60 

中学校 1 1 7 1 7 0 1 1 0 19 

 

１．研究開発課題 

地域が協力した「チーム北杜」で取り組む、ユニバーサルな科学系人材の育成 

 

２．研究開発の目的・目標 

◆目 的 

現象間の因果仮説の発見や検証を行う科学探究プロセスを理解し、主体的に探究する態度を

持った生徒を育成する。 

◆目 標 

 目的の達成に向けて以下の目標を設定し、研究開発を行う。各目標は独立したものではなく

相互に関連しており、補完しあいながら相乗効果を発揮するものであると考える。 

（１）教育機関、市役所、企業等の地域のあらゆる力を活用し「科学的・統計的思考力」を育

むことで、知識創造社会を担う豊かな「人間力」を身に付けた人材を育てる。 

（２）大学での研究のプロセスをＳＳＨ高大接続プログラムで早期に身に付けることにより、

大学での研究が飛躍的に行える人材を育てる。 

（３）中高一貫システムを利用して「説明する力」「議論する力」「批判する力」「合理的に

考える力」を早期から育成することで、科学的判断力、探究力がより強化された人材を育て

る。 
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第二章 研究開発の経緯 

研究開発課題を達成するための目標（１）～（３）に対応する今年度の主な実施内容を表にし

た。 

各実施内容の詳細は第三章「研究開発の内容」に記述する。※表中の（ａ）～（ｒ）は第三章の記

載内容に対応 

（１）地域のあらゆる力を活用した人材育成 

 
学校設定科目 

その他 
1学年 2学年 3学年 

4・5月 

サイエンス 

アプローチ

（ＳＡ）Ⅰ 

（ａ） 

課題研究Ⅰ 

（ｃ） 

課題研究Ⅱ 

（ｄ） 

15日 オリエンテーション 

6月 
（～3 月) 中国語講座:毎週月・水

曜日（ｅ-イ） 

7月 7日 ＳＡⅠ中間発表会 

8月 
5・20 日 ＳＳＨ生徒研究発表会(オ

ンライン参加含む) 

9月 18日 キャリアトーク（ｅ-エ） 

10月 

サイエンス 

アプローチ

（ＳＡ）Ⅱ 

（ｂ） 

4日 脳科学講演会 

6日 ＳＡⅠ探究学習発表会 

28日 課題研究Ⅰ中間発表会 

11月 

1日 山梨県芸文祭「社会科学部門

発表大会」 

7日 山梨県芸文祭「自然科学研究

発表大会」 

10・17日 サイエンスレクチャー（ｂ） 

26～27日 ＳＳＨ講演会 

24～7 日 「ガールズサイエンス

cafe2021」オンライン 

12月 
（～3月) フランス語講座:毎週火曜

日（ｅ-ウ） 

1月  

2月 19日  探究学習発表会 

 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成 

 
学校設定科目 

その他 
1学年 2学年 3学年 

4・5

月 
探究数学 

(ｇ) 
― ― 

探究物理 

探究化学 

探究生物 

(ｉ・ｊ・ｋ) 

4月 9日 授業開始 

6月  

7月 29･30日 高大連携講座（ｌ） 

8月  
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9月 
27 日 東北復興宇宙ミッション 記

念品帰還式（ｏ） 

10月 

探究英語 

（ｈ） 

探究物理 

探究化学 

探究生物 

(ｉ・ｊ・ｋ) 

― 

 

11月 

14 日 科学の甲子園山梨大会第１

ステージ(o) 

25・26 日  科学研修旅行 Zoom 

（ｍ） 

12月 

18 日 科学の甲子園山梨大会第 2

ステージ(o) 

20日 探究数学講演会(j) 

20日 数学オリンピック演習（ｊ） 

1月  

2月 
14 日 データサイエンス基礎講座

（ｊ） 

 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成 

 中学 1学年 中学２学年 中学３学年 中・高共通 

4･

5月 

八ヶ岳南麓学 

・オオムラサ

キ学習 

（ｐ） 

水についての学

習・太陽を利用

した発電につい

ての学習 

（ｑ） 

 

地域の科学技

術、環境科学に

関する施設訪問

体験学習 

（ｑ） 

中学 

課題研究 

（ｒ） 

4月 13日 授業開始 

6月 中国語講座（～3月） 

7月  

8月 
28日科学の甲子園 Jr.山梨

大会 

9月 18日 キャリアトーク 

10月 6日 探究学習発表会 

11月  

12月 

3 日科学の甲子園 Jr. 全国

大会(o) 

フランス語講座(～3月) 

1月  

2月 19日 探究学習発表会 

3月  

  

第三章 研究開発の内容 

 研究開発課題および目的・目標（１）～（３）に基づき【仮説】を設定し研究開発を行う。各仮

説は独立したものではなく相互に関連しており、補完しあうことで相乗効果を発揮するものと考

えるが、本報告書においては便宜上、各科目やプログラムをいずれかに振り分けて記述する。 

（１）地域のあらゆる力を活用した人材育成 

【仮 説】 
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教育機関、市役所、企業等の地域のあらゆる力を活用し「科学的・統計的思考力」を育むこ

とで、知識創造社会を担う豊かな「人間力」を身につけた人材が育つ。 

  ＊本校では「人間力」を第一期から継続して次のように定義している。 

「コミュニケーション力、表現力、つながりを作る力の全てを備えた力とする。コミュニケー

ション力には英語力も含む。」 

【課題研究にかかるプログラム】 

学科 

中学３年

生 

（全員） 

第 1学年（全員） 
第２学年 

（全員） 

第３学年 

（選択者） 

科目名 

単

位

数 

科目名 

単

位

数 

科目名 

単

位

数 

普通

科 

中学 

課題研究 

サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ 

サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅱ 
２ 

課題研究

Ⅰ 
２ 

課題研究

Ⅱ 
１ 

○教育課程上の特例 

開設する科目名 
単位

数 
代替される科目名 

単位

数 
対象 

サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ １ 現代社会 １ 第１学年 

サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅱ １ 家庭基礎 １ 第１学年 

課題研究Ⅰ ２ 

総合的な探究の時間 ３ 

第２学年 

課題研究Ⅱ 
１ 第３学年 

探究学習 

○特例が必要な理由 

・「ＳＡⅠ」は「ＳＡⅡ」「課題研究Ⅰ・Ⅱ」に先行して科学的分析力や論理的に検証できる態度を

養うために必要である。 

・「ＳＡⅡ」は「課題研究Ⅰ・Ⅱ」に先行して課題発見能力を養い、また様々な研究手法・プレゼ

ンテーション方法を身につけるために必要である。 

（ａ）学校設定科目「サイエンスアプローチ(ＳＡ)Ⅰ」                                      

１.科目の概要 

開設

理由 

世界的に問題となっている課題から身近な課題まで取り扱うことにより、科学的視

点に立った物事の理解や考え方、課題を発見し解決する能力を幅広く養う。 

目 

標 

身近な課題を探究することを通じて論理的な思考力を身に付け、「課題発見力」「人

間力」「研究者としての資質」を育成する。課題研究Ⅰの準備科目として、科学的探

究プロセスを身につける。 

履修

対象 

１学年全員 

単位

数 

１単位 

開設する科目名 単位数 代替科目名 
単位

数 
対象 

サイエンスアプローチ(ＳＡ)Ⅰ １ 現代社会 １ １学年全員 
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「現代社会」の２単位を１単位に減じ、学校設定科目とした。 

「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。 

授業

時間 

１学年前期 週１回９０分 

指導

担当 

地歴公民科 

年間 

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・振り返り 

６ 

１０ 

８ 

８ 

４ 

総計 ３６ 
 

評価

方法 

ＯＰＰＡ（One Page Portfolio Assessment一枚ポートフォリオ評価）・ルーブリ

ック                        

 

２.実施内容 

近年の社会問題について調査・研究・考察・討論をすることで、各生徒が捉える「問題」を効果

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た。その際、科学探究プロセス

（甲陵４Ｒ＆Ｄサイクル：図参照）を意識して進めた。

〈第一部〉 

教員側が生命倫理・環境・科学史等について問題を提示し取り組ませた。 

② 生徒は現代の日本や世界の課題を探り、その背景や原因を分析する（Recognize ＆ 

Discover）。 

②グループに分かれて多角的に討論し、問題の核心に論理的思考により迫っていく 

（Research ＆ Discuss）ことで科学的分析力を高めていく。 
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月 内 容 

～６月 

テーマ，活動チーム決定 

グループごと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（６/５） 

第１部まとめ、第２部の説明 

〈第二部〉 

①北杜市内に目を向け、フィールドワークを行いながらさまざまな角度から問題を分析し、解

決方法を探る（Relate ＆ Develop）。「地域の力」（市役所や地域の企業、組織、個人）の協力を

得て研究を進める。 

②解決方法の成果等を題材にしてクラスで発表、討議を重ねる。 

③地元の新聞やＳＳＨ通信、探究学習発表会や外部での発表の機会を利用して地域に情報を発

信していく（Reflect ＆ Diffuse）。 

④ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）等を利用したデータの分析手法を身に付け、論理的に

検証できる能力を養う。 

月 内 容 

６月～ 
テーマ設定、先行研究調査、グループ決定 

グループ毎に調査・研究 

7月 グループ毎に調査・研究および考察・討論、クラス内発表 

７／７ 学年代表発表会（中間発表） 

８月～ グループ毎に研究内容の見直し、再調査・研究、考察・討論 

９月～ 発表準備・練習、クラス内発表 

１０／６ 探究学習発表会（最終発表） 

３.成果と課題  

【成 果】 

ⅰ）課題発見力の育成  

科目終了時の生徒アンケートの結果が次のグラフである。「興味・関心を持って行うことがで
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きたと思うか」「世の中の諸問題を探す力がついたと思うか」「諸問題に対し解決に迫ろうとす

る力が養われたと思うか」のいずれも「そう思う・思う」と回答した生徒が昨年同様ほぼ１０

０％近くになっていることから、「課題発見力」が身についていることがうかがえ、プログラム

の有効性が示されたと言える。 

また、次のグラフは、最も肯定的な回答をした生徒の割合を経年変化で見たものである。こ

れによると肯定的な回答が昨年とほぼ同じもしくは、増加年々増加しており、授業改善の成果

が出ていることが分かる。 

２年生で実施している課題研究Ⅰに関しても、ＳＡⅠで身につけた研究手法、特に仮説設定

の重要性を実感している生徒が多い。テーマ設定の際、ＳＡⅠでの活動を生かしていることが

現状見られる。 

ⅱ）人間力の育成  

「チーム北杜」として本校ＳＳＨを支える協力者・企業が年々増加し、指導体制が整って

きている。テーマを地域に限定した研究を行い、地域の協力を得てフィールドワークを含む

アクティブラーニングを実施することで、コミュニケーション能力を向上させ、「人間力」

の育成につなげている。 

ⅲ）指導力の向上・教材開発と公開  

教員の指導力も向上している。今年度、指導に力を入れた項目については、いずれも該当の

研究数が増加している。（「仮説の設定」は昨年に引き続き、今年度も１００％)、ＯＰＰＡは第

一部、第二部ともに学習前と学習後で深まりを見せている。 

また、本科目で使用している教材（図中１～７）は全てＨＰで公開し、普及を図っている。

今年度は全ての生徒の発表動画をＨＰにて公開した。 

１ 評価表２０２１ 評価を行うためのシート。授業開始時に配布し、評価表を元に

身に付けて欲しい力を説明する 
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２ 授業用作業シート 授業の際に定期的に配布し生徒に自分たちの研究がどこまで進

んでいるか、現在何が課題になっているかを確認・報告させる 

３ ＦＷ申請用紙・報告

用紙 

見通しを持った計画的なフィールドワークにするために生徒に

記載・提出させる 

４ （両面印刷で配布） 

５ 研究補助金費用申請

用紙 

研究費用を適切に支出する方法を学ぶために記載・提出させる 

６ ＯＰＰＡ第一部 学習前後の問題に解答すること、また各授業における一番大切

なことを記載することを通じて、本授業全体で何を学ぶことが

できたのかを自己認識するために記載させる。本年度はコロナ

禍のため第一部を割愛して授業を実施した 

７ ＯＰＰＡ第二部 

ⅳ）評価方法の確立（ＯＰＰＡ） 

ＯＰＰＡ（One Page Portfolio Assessment一枚ポートフォリオ評価）での評価方法につい

ては、提唱者の堀氏を運営指導委員に迎え研究開発を進めている。以下、生徒が記載した内容

の一部を抜粋する。 

＊取り上げられている問題自体の種類は限られていたが、それぞれが違ったアプローチをし

ていた。あまりに考えを煮詰めていると視野が狭くなってしまうので、研究のゴールを明

確にしながら取り組むことの大切さがわかった。 

＊フィールドワークなど、外部と関わって論理を組み立てていくということはやったことが

なかったけれど、やってみるとわかりやすくて楽しかった。 

＊中学生の時の北杜市研究よりも高校での研究の方が深く、より多様な課題について知るこ

とができた。 

＊研究という形で様々な人に評価されるのは初めてのことで、研究というもののプロセスな

ど学ぶことができた。

【課 題】 

ⅰ）内進生の能力育成に関して  

現在は甲陵中からの進学者（内進生）と高校から入学者（外進生）を区別せず同じプログラムを実施

している。その中で内進生はリーダー的存在として活躍しており、グループ活動においても欠かせない

存在である。しかし一方で、内進生と外進生で別のプログラムを実施し、内進生が中学で習得してきた

能力を活かして、中学での課題研究の継続研究や新たな課題研究をしたい、またはさせたい、との声が

今年度も生徒・教員の双方から上がるようになった。 

内進生のこの能力を活かし、優れた科学技術人材として育成するため、今後、ＳＡの授業内容の見直

し等を行い、より効果的なプログラムとなるよう開発を進めていく。今後は能力に合わせて、継続研究・

新規のテーマを選択できるようにするなどシステムの構築を検討している。 

ⅱ）「北杜市ちえのわプラン」の活用  

協力者や企業への協力依頼がいずれも単年度であることが多い。今後、「北杜市ちえのわプラン」を

用いて継続して提携する関係を構築し、ＳＡでの研究を課題研究に引き継いで行ける体制を整えてい

く。また、同じ問題に対してそれぞれのアプローチをする研究の差はあるが、テーマ設定の中で先行研

究の引き継ぎや新規の独創的なテーマが少ないこともこの「北杜市ちえのわプラン」の活用をしなが

ら、改善していく。 
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ⅲ）評価方法に関して（ＯＰＰＡ） 

現在、ＯＰＰＡは、生徒個々の変容把握と資質能力の向上に利用しているが、ＯＰＰＡ提唱者で本校

運営指導委員の堀氏の指導のもと、今後は、自己の成長を表す「キーワード」の数や、その「キーワー

ド」を書いた生徒の人数をカウントし、それを分析することでプログラム全体の評価法としても活用し

ていく。 

 

【２期総括】 

 サイエンスアプローチⅠでは、二期５年間を通して着実に探究活動のレベルを挙げてきた。各年度

の提出レポート・レジュメ・パワーポイント・ポスターを先行研究として参照するため、毎年レベル

アップした成果を上げることができたと考える。コロナウイルス感染拡大の影響により、ここ２年間

はフィールドワークが制限されるなどアンケートデータの収集やヒヤリングに苦労したものの、オン

ラインでのヒヤリングやMicrosoft formsを用いた接触のないＱＲコード作成など創意工夫をし、

探究活動の幅も広がってきた。 

 来年度以降は、これまで取り組まれていない独創的・革新的な発想のテーマ設定や、提案した解決

方法などを実際に北杜市で導入してもらえるなどの成果を挙げられるとより探究活動の深まりが出て

くるだろう。 

 

（ｂ）学校設定科目「サイエンスアプローチ(ＳＡ)Ⅱ」                                                           

１.科目の概要  

開設

理由 

科学的な課題を発見する糸口を見つけ、課題研究への導入と研究、発信を円滑に行わせる

ため。 

目標 プレゼンテーション実践、科学研究者の講義、地域研究施設での実践と見学を通して「科

学的・統計的思考力」「人間力」「研究者としての資質」を育成し、「課題研究Ⅰ」へス

ムーズに移行できるようにする。 

履修

対象 

1学年全員 

単位

数 

1単位 

開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

サイエンスアプローチ(ＳＡ)Ⅱ １ 家庭基礎 １ １学年全員 

「家庭基礎」の２単位を１単位に減じ、学校設定科目とした。 

「家庭基礎」の「人の一生と家族・家庭および福祉」「生活の自立及び消費と環境」の内

容を扱う。 

授業

時間 

1学年後期 週１回９０分 

指導

担当 

1学年担当（各クラス担任・副担任） 

年間 

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・振り返り 

２ 

４ 

４ 

１２ 

１６ 

総計 ３８ 
 

評価 ＯＰＰＡ（One Page Portfolio Assessment一枚ポートフォリオ評価）・ルーブリック 
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方法 

 

２.実施内容 

以下Ａ～Ｃを並行して実施した。別表（年間授業計画）参照。 

Ａ プレゼンテーション 

①資料把握・データ活用・自己分析をテーマとして、小～大グループの中でプレゼンテーションの実

践とフィードバックを繰り返し行った（Research ＆ Discuss）。 

②プレゼンテーションを通して他者の意見と自らの意見を融合させ、さらに客観的な分析を加えるこ

とにより、高次の意見を構築し、情報共有ができることを実体験として学ばせた（Recognize ＆ 

Discover）。 

具体的には、①新聞に紹介された偉人の功績や魅力、②「家庭科」の一単元、についてプレゼンテー

ションを行った後、最終発表では①・②および③ＳＡⅠ・ＳＡⅡで学んだ内容、などの中から、自身

が興味を持った課題について最終発表（プレゼンテーション）を行った。 

Ｂ サイエンスレクチャー 

専門的な知識を持つ外部講師による講義を行った。多分野から講師を招き、科学的な認識・態度・知

識を身に付けさせた（Recognize ＆ Discover）。 

〈第一回〉 

日 

時 

令和３年１１月１０日 ３校時（１２：５０～１４：２０） 

演 

題 

「進化を続ける蓄電池」 

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） 

内 

容 

さまざまな電池についての説明と、それらと比較してのリチウムイオン電池の特徴につ

いて講演。さらに研究者としての仕事や日常、文系と理系の学問の双方の必要性につい

て述べる。 

〈第二回〉 

日 

時 

令和３年１１月１７日 ３校時（１２：５０～１４：２０） 

演 

題 

「国立遺伝学研究所における ＳＡＲＳ－Ｃｏｖ－２ ゲノム解析」 

講 

師 

有田正規氏（国立遺伝学研究所 教授） 

内 

容 

遺伝研では２０２１年４月より静岡県由来のＳＡＲＳ－Ｃｏｖ－２ ゲノム解析を実施

している。ＰＣＲ検査だけでなくゲノムを読むことにより、海外株との違いや感染経路

の推定が可能になる。講演ではウイルスゲノムの読み方やそのコスト、国内や静岡県の

トレンドについて最新の結果を紹介する。 

 

Ｃ サイエンスフィールドワーク 

本校所在地・北杜市の特徴を活かして活動する研究機関や実験施設を訪問し、実習・見学を行い

（Reflect ＆ Diffuse）、サイエンスアプローチで学んだ北杜市の特色を再確認させた（Relate ＆ 

Develop）。 

〈シミックバイオリサーチセンター訪問〉 

日 令和３年１０月２７日（１組）、１２月２２日（２組）、令和４年１月１２日（３組）、
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時 １９日（４組）各４校時（１４：３０～１６：００） 

内 

容 

薬の開発と薬の安全性を守る研究についての講義、施設見学 

講 

師 

秋江靖樹氏（シミックバイオリサーチセンター長） 

〈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訪問〉 

日 

時 

令和３年１２月１５日（１組）、１１月２４日（２組）、１２月１日（３組）、８日（４

組） 各３校時（１２：５０～１４：２０） 

内 

容 

太陽光発電の基本的な仕組みに関する講義、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 

講 

師 

堀内秀秋氏（ＮＴＴファシリティーズ 環境エネルギー事業推進部 グリーンエネルギ

ーサービス部門担当） 

 

〔サイエンスアプローチⅡ 年間授業計画〕 

〔サイエンスアプローチⅡ 年間授業計画〕 

回 
 

1年1組 1年2組 1年3組 1年4組 

1 10月13日 オリエンテーション 

2 10月20日 プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ 

3 10月27日 シミック訪問 プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ 

4 11月10日 サイエンスレクチャー 安藤先生（産総研） 

5 11月17日 サイエンスレクチャー 有田先生（遺伝研） 

6 11月24日 プレゼンテーションⅰ NTT訪問 プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ 

7 12月1日 プレゼンテーションⅰ プレゼンテーションⅰ NTT訪問 プレゼンテーションⅱ 

8 12月8日 プレゼンテーションⅱ プレゼンテーションⅱ プレゼンテーションⅱ NTT訪問 

9 12月15日 NTT訪問 プレゼンテーションⅱ プレゼンテーションⅱ プレゼンテーションⅱ 

10 12月22日 プレゼンテーションⅱ シミック訪問 プレゼンテーションⅱ プレゼンテーションⅱ 

11 1月12日 プレゼンテーションⅱ プレゼンテーションⅱ シミック訪問 テーマ設定 

12 1月19日 テーマ設定 テーマ設定 テーマ設定 シミック訪問 

13 1月 26日 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備 

14 2月9日 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備 

15 2月16日 発表準備 発表準備 発表準備 発表準備 

16 2月 19日 中間発表（グループ内。 ＳＳＨ探究学習発表会） 

17 3月2日 最終発表準備 最終発表準備 最終発表準備 最終発表準備 

18 3月9日 最終発表 

19 3月16日 振り返り 

 

３.成果と課題 

【成 果】 

ⅰ）興味・関心、プレゼンテーション

能力の向上  

科目終了時の生徒アンケートの結

果、「興味・関心を持って取り組むこ

とができたと思うか」「科学的分野へ

の興味・関心が養われたと思うか」

「プレゼンテーション能力がついた

と思うか」のいずれも昨年同様９割

前後の生徒が「そう思う・思う」と回

答しており、プログラムの有効性が

示されたと言える（グラフ参照）                       
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さらに、昨年度の課題研究終了時（今年度の課題研究の

授業はまだ継続中）の２年生対象の生徒アンケートの結

果、「ＳＡⅡで身に付けたスキルが役に立ったと思うか」

に対して７割以上の生徒が肯定的な回答をしており、Ｓ

ＡⅡが課題研究の準備段階のプログラムとして効果的

であったと言える（グラフ参照） 

 

プログラムの個々について、実施の前後に行った生徒アンケート結果を次に示す。 

○サイエンスレクチャー 

「科学的な興味・関心」、「科学的な発想力」、「科学的な探究心」のいずれも、プログラム実施後

に向上が見られた。これらは２年次の課題研究Ⅰのテーマ決めの際に求められる力である。最前線で

活躍している研究者の話を聞くことで科学的なものの見方・考え方が身につくことが示唆される。今

年度の２回の講演においても、また過去の講演でも生徒たちが公演された先生方に活発な質問をし、

大いに興味・関心を掻き立てられた様子が見られた。 

〈第一回〉 

 

〈第二回〉 

 

○サイエンスフィールドワーク 

生徒アンケートの結果から、「科学的な興味・関心」「理系への興味・関心」の向上について、半数

以上の生徒から肯定的な回答が得られた。 
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「課題研究のテーマ設定に役立ったか」に肯定的な回答は４～５割程度であったが、これは薬の開発

や太陽光パネルについての講義が高度な内容であったために、自らの研究材料からは遠く感じた生徒

が多かったと考えられる。 

 

「期待通りの効果が得られたか」「今後、同様のプログラムに参加したいか」について、約７～８割

の生徒から肯定的な回答が得られており、また、施設訪問後にＯＰＰＡに生徒たちが書いた内容を見

ても、「大いに刺激を受けた」「興味・関心を引き付けられた」という内容のものが多く、このプロ

グラムに一定の成果があったと言える。 

 

ⅱ）教材開発と公開  

プレゼンテーションの具体的な手法について実体験を通して学ばせるために、生徒用ワーク

シートと教員用指導案を作成している。生徒用ワークシートは１～２名に対する説明から開

1 評価ルーブリック自己評価シート

2 プレゼンテーション作成シート表

3 プレゼンテーション聞き取りシート裏

4 私の履歴書分析＆プレゼン作成シート

プレゼンテーション聞き取りシート

　（６等分）

6 いいところ吸収シート

7 プレゼンテーション評価シート

家庭科プレゼンテーション

　作成シート１

家庭科プレゼンテーション

　聞き取りシート２

家庭科プレゼンテーション

　作成兼聞き取りシート

11 家庭科単元まとめシート

12 最終発表作業シート

5
グループ内でのプレゼンテーションを聞く際に使用し、質問やその後のお互いのフィードバックのため

に活用する。

自分の発表の修正や、班員のプレゼンテーションをチェックし、アドバイスし合うために使用する。

グループ内でのプレゼンテーションを聞く際に使用し、質問やその後のお互いのフィードバックのため

に活用する。

プレゼンテーション作成用の記録用紙

この単元の最終発表を聞き、それぞれの単元の大切な事をまとめるために使用する。

最終発表に向けて、全体の流れを踏まえてプレゼンテーションを作成していくために使用する。

8

9

10

プレゼンテーションを聞いた後自分のプレゼンテーションを練り直す際に使用する。

プレゼンテーションを聞き質問を行う準備や、発表内容の評価を行う際に使用する。

自己評価を行うためのシート。授業開始時に配布し、評価表を元に身に付けて欲しい力を説明する。

プレゼンテーション作成用の記録用紙

グループ内でのプレゼンテーションを聞く際に使用し、質問やその後のお互いのフィードバックのため

に活用する。

プレゼンテーション作成用の記録用紙
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始し、段階を追って対象人数を増やすとともにプレゼンテーションの内容も複雑なものにな

っていく設定になっており、半年間の授業を通じて着実にプレゼンテーション能力を伸ばす

ことができる教材である。ＳＡⅠでのＯＰＰＡと併せて活用することで、生徒自身も学びの過

程を振り返りやすく、自身の成長を確認することができるものとなっている。全ての教材（右

表）を学校のＳＳＨホームページで公開し、普及を図っている。 

 

【課 題】 

ⅰ）内進生の能力育成に関して  

ＳＡⅠと同様、現在は内進生と外進生を区別せず同じプログラムを実施している。内進生の

能力を活かし、優れた科学技術人材として育成するため、今後、ＳＡの授業内容の見直し等を

行い、より効果的なプログラムとなるよう開発を進めていく。 

ⅱ）評価方法に関して（ＯＰＰＡ） 

ＳＡⅠと同様、現在、ＯＰＰＡは生徒個々の変容把握と資質能力の向上に利用しているが、

ＯＰＰＡ提唱者で本校運営指導委員の堀氏の指導のもと、今後は、自己の成長を表す「キーワ

ード」の数や、その「キーワード」を書いた生徒の人数をカウントし、それを分析することで

プログラム全体の評価法としても活用していく。 

 

【二期総括】 

 この第二期おいて点生徒の科学的分野への興味・関心の向上、プレゼンテーション能力の向

上といった点においては一定の効果を示す事が出来た。今後はこうした能力のさらなる向上

を図ると共に、中学時代から探究活動に取り組んでいる内進生の能力を活かせる、より効果的

なプログラムの開発を図る事､さらにＯＰＰＡを用いた評価法についてもさらなる改善を進

めていきたい。 

 

（ｃ）学校設定科目「課題研究Ⅰ」                           

１.科目の概要 

開設理

由 

生徒自身が興味・関心を持ったテーマを設定して探究活動に取り組むことで、研

究の進め方や実験の基本操作など、研究遂行能力の育成を図る。 

目標 自ら課題を設定し、問題解決に向けて様々な方向からアプローチする研究活動を

経験することで、研究者として必要な課題解決能力を養う。また、地域の人々や

地元企業の協力を積極的に仰ぎ、地域との共創を実現する。年間２回の発表会を

通し、研究成果の外部発信能力の向上を目指す。 

履修対

象 

２学年全員 

単位数 ２単位 

開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

課題研究Ⅰ ２ 総合的な探究の時間 ２ ２学年全員 

「総合的な探究の時間」を置き換える。 

授業時

間 

２学年通年 週１回９０分 

指導担 全教員および連携機関担当者他 
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当 

年間 

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・振り返り 

８ 

５０ 

８ 

６ 

総計 ７２ 
 

評価方

法 

ルーブリック、評価表 

２.実施内容 

①テーマの検討：１年次（前年度）のＳＡや２年生の課題研究発表会の見学等を通し、自らの

研究テーマの検討を始めた。 

②「研究カテゴリー」の選択・研究テーマの設定：自らの希望する研究テーマや興味・関心に

応じて、大きく科目・分野に分けたカテゴリーを選ぶことで担当教員を決定し、個々のテ

ーマ設定を行った。担当教員の変更は随時可能とし、必要なアドバイスを柔軟に聞けるよ

うにした。今年度は、生徒の興味関心に基づき、過去の研究テーマに基づく継続研究と、

自ら考えた取り組みたい研究テーマとを選択できるようにし、より自由な研究テーマ設定

を促すようにした。

③研究活動：担当教員を中心に全教員が必要に応じた助言を行った。長期休暇等も活用し、テ

ーマ毎に計画性を持って研究に取り組んだ。 

④研究発表：研究成果の外部発信力向上を目的とし、中間発表会と最終発表会の年２回の発表

会を開催した。中間発表会は PowerPoint等を用いた口頭発表、最終発表会はポスター発表

とし、発表方法の習得と発信力の向上を目指した。また、それぞれレジュメと発表資料を

作成し、発表会では生徒同士の議論を重視するため、質疑応答の時間を確保し、より深い

考察を導くよう促した。 

⑤評価：評価にはルーブリックを用いテーマ設定や研究の計画性、発表資料作成などを基準と

して点数化した。生徒には評価表とともにこれを事前に示し、自身の進捗状況や達成度に

応じた目標をもって１年間の研究活動に取り組むように指導した。 

３.成果と課題 

【成 果】 

ⅰ）課題解決力・探究力の向上                             

 現在、最終発表に向け準備をしている段階において、１０月に行った中間発表会での反省を

元に研究の方向性を修正し、データの解析や考察をさらに深め、各研究テーマにおいても深化

を図れている。特に、中間発表会では発表の時間に加え、質疑応答の時間を確保したことによ

り、活発な意見交換や質問が寄せられ、当人たちだけでは気づかなかった新たな視点や、問題

点に気づくきっかけとなった点は良かった。少ない研究時間の中で以下に研究を進めるかを意

識し、計画的に研究を進めているチームも多く見受けられ、限られた時間の中で可能な限り考

察を深めようという姿勢が垣間見られた。 

ⅱ）主体性の向上  

全ての生徒が、実質的により主体的にテーマ設定を行い、似たような関心を持つもの同士で
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グループ研究を行うなど、昨年度に比べ主体的に進める機会が多くなった。長期休暇や放課後

なども積極的に活動をするグループも見受けられ、研究に対する意識の向上も見られた。 

ⅲ）成果の公表（ホームページ） 

 コロナ禍の影響で成果発表会が一般非公開となったため、発表要旨に加え発表動画とポスタ

ーを本校のＳＳＨホームページ上に公開した。初めての試みであるが、運営指導委員、外部、

校内から好評であったため、今後も継続していきたい。 

ⅳ）オンラインの活用  

コロナ禍の影響で外部講師が来校できない状況のなか、オンラインで講師からの助言を受け

たり、クラウドを介してデータのやりとりをしたりと、臨機応変に対応することができた。直

接来校をお願いして指導を受けるよりも時間の融通が利きやすく、指導助言を受けやすくなっ

た面もあった。今後も内容によってはオンラインでの対応とすることで良好な教育的効果とと

もに時間の効率化や費用の削減などが見込まれる。 

【２期総括】 

ⅰ）テーマ設定に関して  

現在、本校では、前年度までの学習内容や経験から、生徒自身が自分の研究テーマについて

大凡の方向を考えている状態からスタートし、その研究テーマの学問分野に従って「カテゴリ

ー」の中から選択をし、テーマを設定する形をとった。生徒が全く自由にテーマ設定を行える

ようになった一方で、生徒が研究テーマを決めた後に思うように研究を進められない様子が多

く見られた。これにより、課題研究の全ての過程において生徒の主体性をより重んじる方向性

は維持しつつも、ある程度研究の型を意識させ、発表に至るまでの研究の流れを経験させる必

要もあると考える。 

ⅱ）甲陵版ルーブリック  

運営指導委員からの助言に基づき、生徒自身が評価基準を考える「甲陵版ルーブリック」を

導入している。生徒が研究活動に一層主体的に取組めるようになることを期すものである。 

昨年度、課題研究Ⅰ終了時に２年生を２０グループに分け、自分たちの研究や発表を振り返

りながら次年度の２年生が用いるルーブリックをグループ毎に考えさせた。ブレインストーミ

ングやＫＪ法を活用してグループで 1つのルーブリックを考え、発表することを通して主体的・

対話的な深い学びを実現した。これは、２年生自身の振り返りや研究活動の深化としては大変

有効であったが、評価基準がグループごとに全く異なっていたため、次年度の生徒が使えるル

ーブリックとして一本化することは出来なかった。 

これに対し、運営指導委員の方から「一本化する必要はない」「下級生が使用するものでは

なく、自らが使用するルーブリックを作成することで能力が向上する」との助言をいただき今

年度は方向性を改め、１年生各自が翌年度の課題研究で用いる「自分専用のルーブリック」を

作成していくこととした。 

まず始めに、ルーブリック作成を念頭において２年生の「課題研究Ⅰ発表会」を参観させ、作

成のヒントや視点を持たせた上で自分のルーブリックを試作し、それを基に生徒自身が随時、

修正を重ねながら１年間をかけて自分専用のルーブリックを完成させていく。課題研究と並行

し、常に「より良い研究とは何か」「より良い発表とは何か」を考え続けることが生徒の資質

能力の向上につながり、研究がより主体的な探究活動となることが期待できる。 
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（ｄ）学校設定科目「課題研究Ⅱ」                           

１.科目の概要 

開設理由 生徒の希望する進路と関連したテーマを軸に、将来のビジョンを明確にしなが

ら発展的内容に取り組むため。 

目標 大学における研究の内容・方法を理解し、将来のビジョンを明確化する。また、

個での研究力を高める。 

履修対象 ３学年選択者 

単位数 １単位 

開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

課題研究Ⅱ １ 総合的な探究の時間 １ ３学年選択者 

「総合的な探究の時間」を置き換える。 

授業時間 ３学年通年 隔週 1回９０分  

指導担当 研究内容に応じた科目教員および連携機関担当者他 

年間 

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・振り返り 

４ 

２６ 

４ 

２ 

総計 ３６ 
 

評価方法 ルーブリック 

２.実施内容 

課題研究Ⅰで扱った内容の追究、または進学後に学びたい内容に関連する研究テーマを新し

く設定して研究を行った。個での研究を基本とし、専門分野の担当教員から指導を受けながら

進めた。 

３.成果と課題 

【成 果】 

 課題研究Ⅰで習得した探究プロセスを体系的に整理した上で取り組んだことにより、研究テ

ーマは全員が生徒自身で決めることができており、その後の研究も生徒が主体的に行うことが

できている。 

【２期総括】 

 生徒が自ら決めた研究テーマであるため意欲的に取り組めているが、進学に向けて勉強をす

る中で研究に十分な時間を割けなくなる生徒もいる。しっかりとした研究計画を作成させ、担

当教員が進捗状況を丁寧に把握する必要がある。また、今後、国際的に活躍できる研究者の育

成のため、課題研究Ⅱで研究の深化だけではなく、研究内容の英文化を行うなど国際性を高め

る取組とすることも検討していく。 

 

【その他のプログラム】 

（ｅ）人間力向上プログラム                                         
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豊かな「人間力」育成のためのプログラムである。理系への興味・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とを目的とする。これにより、ユニバーサルな科学技術人材の

育成を目指す。 

ア）科学研修旅行Ⅱ（インド共和国海外研修）                                 

コロナ禍の影響で中止した。連携先のデリー工科大学のケサリー教授とはこまめに連絡を

取り合い、コロナ収束後の連携方法を検討している。 

イ）サイエンスイングリッシュキャンプ                               

コロナ禍の影響で中止した。以下は計画していた内容である。 

１.概 要 

対 象 １・２学年希望者２１名 

日 時 令和３年９月２５日（土）１３：１５～２６日（日）１５：３０ （１泊２日） 

場 所 キープ自然学校及びその周辺 

講 師 小野明子氏（公益財団法人キープ協会 研究員） 

村田一樹氏（公益財団法人キープ協会 研究員） 

来日中の外国人研究者 １名 

本校職員（増渕大介・小池凌真） 

２.計画内容 

北杜市の自然豊かなフィールドと外国人研究者の滞在という強みを活かし、環境教育が専門

のキープ協会担当者および外国人研究者の指導のもと、八ヶ岳の生態系を植物と動物の両面か

ら分析・研究する。外国人研究者・スタッフの協力を得て海外研修と同様の雰囲気を作り、２

日間の全てのプログラムとコミュニケーションを英語のみで実施する。 

〔実習・研究内容〕 

八ヶ岳の植生 八ヶ岳の生態系を解明するため、八ヶ岳の

植生について仮説を立て、現地の植物等を

採取して生物科学的に分類し検証・考察し

た。 

仮説から発表まで全て英語で行った。 

八ヶ岳の動物 八ヶ岳の生態系を解明するため、八ヶ岳の動物について仮説を立て、 

現地で動物（昆虫等）を採集して生物科学的に分類し検証・考察した。 

仮説から発表まで全て英語で行った。 

 

ウ）中国語講座                                          

１.講座の概要 

対 象 中学・高校全生徒のうち希望者。受講人数：計３３名（中学９名、高校２４名） 

開講日 ６月～３月 初級：毎週月曜日 １６：３０～１７：３０ 

※本校では「人間力」を第一期から継続して次のように定義している。 

「コミュニケーション力、表現力、つながりを作る力の全てを備えた力とする。コミュニ

ケーション力には英語力も含む。」 
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中級：毎週水曜日 １６：３０～１７：３０ 

場 所 北杜市立甲陵高等学校内 

講 師 伊藤淑子先生(台湾出身) 

２.実施内容 

中国語会話および中国語文法の講義を行った。会話を中心に、文法や発音記号など基本から

指導している。日常の身近な出来事など自由な話題を取り上げることで、コミュニケーション

力だけでなく、風俗・習慣や伝統・文化の違いを体感させ、第二外国語習得の足掛かりとする。 

３.成果と課題 

【成 果】 

受講者人数については、感染症拡大の影響もあってかここ２年は減少傾向である。しかし、

中学校から継続して受講し、中級以上の実力を身につけている生徒達もいる。受講したほとん

どの生徒達には、国際社会への高い関心と、異文化間のコミュニケーションへの強い意欲が見

られた。生徒の感想からも、国際化する社会の中で、外国語はスキルとして必要なだけでなく、

異文化理解やよりよいコミュニケーションにつながるという意識があることが分かる。 

問：受講前後で外国語学習の必要性等についての考えで変わったことは。 

・多文化や他国のニュースなどにも興味を持つようになり視野が広がりました。 

・グローバル化が進む中、教養として外国語学習が必要だと考えていたが、今は他の言

語からその国の文化を知り、視野を広げるためにも必要だと思うようになった。 

・実際に学ぶと、中国の文化や日本との違いが言葉に表れていたので、外国語を学ぶこ

とはその国のことを知ることだと思うようになった。 

・グローバル化が進む中、母国語だけで世界に発信することは難しいと思った。 

問 : スマホ等の翻訳機能が進歩しているが、実際に語学を学ぶことの意義は何だと思いま

すか。 

・翻訳機能ではできない「意訳」や方言の理解などの微妙なニュアンスを感じること

は、実際に学ばなくては出来ないと思う。 

・翻訳機能を介さず直接交流できることで、より深い理解につながると思う。 

・いちいち調べながらのコミュニケーションでは会話の楽しさが損なわれてしまう。 

・翻訳せずに、もとの言語のままで伝え合う方が本当の意味でお互いを理解できると思

う。 

問：外国語を学ぶことで、異文化への理解は深まったと思いますか。 

・外国語を学ぶことは、その文化の価値観を学ぶことだと思うので、理解は深まったと

思う。 

・日本と中国の両方を知っている先生から話を聞くことで、双方への理解が深まった。 

・中国に関するニュースや文化に敏感になった。 

【課 題】 

 受講者が２年連続で減少している。国際交流に積極的に取り組む態度を養い「人間力」の向

上をはかるため、対策を徹底することで受講者の懸念を払拭し、不安感を理由に受講を断念す

ることのないよう配慮していく必要がある。 

 

エ）フランス語講座                                        
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１.講座の概要 

対 象 中学・高校全生徒のうち希望者。受講人数：計９名（中学３名，高校４名） 

開講日 １１月～２月 毎週火曜日 １６：３０～１７：３０ 

場 所 北杜市立甲陵高等学校内 

講 師 柴田有子先生（北杜市在住・元仏大使館経済部商務参事官秘書付アシスタント） 

２.実施内容 

 地域の力として市内在住の講師が講義を担当し、フランス語会話およびフランス語文法の講

義を行った。本年度は、少人数での音声によるコミュニケーションを重視した講義、動詞の活

用や発音に関する講義を行った。また、外国語学習アプリ Duolingo (デュオリンゴ) を自宅学

習として併用している。受講生徒が少人数であるメリットを活かし、きめ細やかな指導を行う

中で風俗・習慣や伝統・文化の違いについても取り上げ、国際性の育成に努めている。 

３.成果と課題 

【成 果】 

 今年度で４年目となる講座で、１１～２月の冬季のみ開講している。興味関心の高い生徒が

毎回積極的に参加しており、回数は１０回程度であるものの、フランス語のコミュニケーショ

ン能力を身に付け、第２外国語を習得する機会として効果的な講座となっている。 

生徒アンケートでは次のような回答があり、「人間力」が育成されていることが分かる。 

問：受講前後で外国語学習の必要性等についての考えで変わったことは。 

・英語だけでなくフランス語を学ぶことで多様な文化を知ることができる 

・外国語を学ぶことのハードルが下がった 

・文法や名詞の捉え方ひとつをとっても、その国の歴史や国民性がうかがえるのが楽し

い 

・外国語を学んで、もっといろいろな国の人と会話をしたいという気持ちが強くなった 

・受講前は英語のみで十分だと考えていたが、受講してみると初めは全く知らなかった

言語が読めるようになり、簡単なものならばだいたいの意味が捉えられるようになっ

て、勉強することの意味を感じた

問：スマホ等の翻訳機能が進歩しているが、実際に語学を学ぶことの意義について。 

・相手のことばのニュアンスを理解したり、伝えたいことを自分の言葉で伝えるには、

自分で言語を学ぶことが不可欠である 

・語学を学ぶことはその国の文化を知り学ぶことも含まれるのでスマホでは置き換えら

れない 

・自分のフランス語が通じることで、勉強した達成感が得られる 

・共同研究する際に翻訳機など使用していては相互理解が得られない 

 

【課 題】 

語学学習において人数が少ないことはメリットであるが、目的を達成するには受講者を増や

し活性化させる必要がある。 

コロナ禍への対策にマスク着用があるが、正しい発音には口の動きを観察することが必要な

ため、安全対策をとった上でマスクを外す時間もあった。語学学習時の感染対策が引き続き課

題である。 
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オ）キャリアトーク（卒業生による講演会）                              

１.概 要 

対 象 高校１・２年生全員、高校３年生・甲陵中学生希望者 

日 時 令和３年９月１８日（土）１０：１５～１１：０５ 講座① 

            １１：１５～１２：０５ 講座② 

場 所 北杜市立甲陵高等学校 

講 師 甲陵高校卒業生１４名 

２.実施内容 

卒業生が講師となり 1講座５０分間で「キャリアトーク」を行った。生徒は２講座を受講し

た。 

卒業年 キャリア 業務内容 高校卒業後の専攻学問分野

等 

2008 

国立天文台天文情報

センター暦計算室特

任研究員 

学術広報活動 惑星形成理

論の研究 

理論天文学（理論宇宙物理

学） 

2013 市役所（健幸市民部

健康増進課）保健師 

市民を対象とした健康作りに

関する業務 

医学部看護学科 

2006 市役所（秘書広報課

広聴広報担当） 

広報紙作成、市の情報発信 日本文学、教育学 

1994 県農政部販売・輸出

支援課 獣医師 

県産農産物等の PR 獣医学 

2003 警察官（巡査長） 交番勤務、事件・事故処理、

犯人の似顔絵作成 

表象文化論（芸術表象研究） 

2007 会社社長 

建築設計時の環境性能評価

Webアプリの開発・販売 

建築メディアの開発・運営 

都市・建築学（建築構造学、制

御工学） 

2000 小学校教諭 小学校教育全般 臨床心理学、児童学 

2000 整形外科医  整形外科医として病院勤務、

プロサッカーチームドクター 

医学 

1997 
銀行員 融資審査部

企業支援課 副長 

融資審査業務、企業支援業

務 

経済学部経済学科経営コース 

1995 大学教授 教育・研究・地域貢献 等 医学部看護学科 

1994 起業家 会社の設立、新規事業の構

築 

物理学 

1994 

化学系企業 

研究本部非臨床事業

部非臨床グループ 

医薬品開発における非臨床

試験で実施される動物試験

（毒性試験、安全性薬理試

験）や遺伝毒性試験で使用

する投与液の濃度分析 

山梨大学工学部化学生物工

学科 

化学生物工学科（生物学専

攻） 

1995 県総合農業技術セン バイオ炭を用いた土壌炭素 大学時：農芸化学 
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ター 

環境部 主任研究員 

貯留による CO2 削減効果の

検証 

大学院時：農業経済学 

1992 市議会議員  政治活動 経済学・経営学 

３.成果と課題 

【成 果】 

文理問わず幅広い分野の話を聞くことで生徒が自らの将来について考える機会となった。生

徒へのアンケートでは卒業生からの話を聞くことができて大変良かったという感想が多く、卒

業後の進路をより具体的にイメージできたことが分かる。以下に一部を転記する。 

・自分で楽しさを見つける姿勢が大切、おかれた立場で楽しさを見つければ良い、など心に

残る言葉が多かった。これから進路を考える上で大事にしたい言葉、考え方だなと思った。 

・自分は何をしたくて、どんな性格・志向性で、何が自分に合っているのか、最適なの

か、これから先見つめ直しながら進学について考えていこうと思った。 

・今の時点で職業を絞り込むより、視野を広げて様々な仕事に興味・関心をもって情報収

集することで将来の選択に幅が広がると感じた。 

 

【課 題】 

コロナ禍のため、講師を県内在住の卒業生に限って開催した。本校の卒業生は比較的県外（特

に首都圏）へ就職する者が多いため講師を確保するのに苦労した。今後は、現状の実施方法に

こだわらず、講師数を減らして講演会形式とするなど社会情勢の変化によって柔軟に方法を変

更することも考えられる。 

また、卒業生の中で在学時にＳＳＨを経験している者は比較的年齢が若く、生徒とも年齢が

近いため、ざっくばらんにより具体的な話ができることや高校時代のＳＳＨの経験が将来どの

ように繋がっていくかなどの話が期待できるので、今後は多くのＳＳＨ経験者に講師を依頼し

ていきたい。そのためには、卒業後の進路状況をしっかり追跡調査し、把握しておくことによ

っていつでも連絡が取れる体制を整えておくことが重要である。 

 

（ｆ）地域向上プログラム                                          

１.概 要 

対 象 北杜市内小・中学生および保護者 

日 時 夏季休業中（8月 2～4日） 

場 所 本校各教室 
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講 師 本校教員および生徒 

２.実施内容 

夏季休業中に、地域の小中学生を対象に実験や体験を中心とした講座を実施した。生徒が講

師となり指導を行った。講師を経験することで学習者側からの視点だけでなく指導者側からの

視点を身に付け、今後の学習・研究において多様な発想を持てるようになることを期した。さ

らに高校生とは発達段階の異なる小学生や中学生とコミュニケーションをとりながら指導の

経験をすることで人間力の成長も図った。表は、実施した講座の一覧である。 

地元の CATVで放映されるなど、盛況であった。 

３.成果と課題 

【課 題】 

地域に研究成果を還元し、地域全体の科学技術人材育成の土壌を培うと共に、生徒の人間力

向上を図るために欠かせないプログラムであり、今年度はコロナ禍の中、感染対策を万全にし

て実施した。感染拡大状況によっては、近隣小中学生を学校に集めて実施するやり方は今後難

しくなることも予想される。コロナ禍においては、オンライン配信等も視野に入れ検討してい

く。 

 

（２）高等教育につながる学びを取り入れた人材育成 

【仮 説】 

大学での研究のプロセスを、ＳＳＨ高大接続プログラムで早期に身につけることにより、

大学の研究が飛躍的に行える人材が育つ。 

 

○教育課程上の特例 

開設する科目名 単位数 代替される科目名 単位数 対象 

探究数学 ２ 社会と情報 １ 第１学年 

 

・「社会と情報」２単位を１単位に減じる。 

  

 

教科 講　　座　　名 対象学年 内　　　　　　　容

9 理科 人工いくらをつくろう 中学生 カラフルないくらをつくりましょう。

8 理科 万華鏡づくり＋(プラス) 小・中学生 偏光フィルムを使った工作

7 理科
地球の歴史・

生物の歴史

小学校高学年

～中学生

地球の歴史・生物の歴史の「長さ」に注目し、人類の歴史

の長さを体感します。

6 社会 教科書にはない「地域の歴史」
小学校高学年

～中学生
身近な地域に残るモノから、その時代の様子を知ろう！

5 理科 Dr.中嶌の化学マジック
小・中学生

（火を使います）

①ビンの中の物が動くサイコキネシス、②スライム合成、

③忍法火遁の術

4 理科 太陽系の大きさ
小学校高学年

～中学生

大きな大きな太陽系を縮尺して模型をつくります。晴れて

いれば実際の惑星の観察もします。

3 英語 英語で遊ぼう 小学校高学年 小学校で習った英語を使ってゲームをします。

2 社会 正しいお金の使い方 小学生
賢い消費者への道～物の選び方、買い方を考え適切に購入

できる力を育もう～

1 数学 完全数
小学校4年生

～中学生

６の約数は１，２，３，６です。このうち６自身を除いた

数の和は６となり最初の６に等しくなります。このような



- 48 - 

 

○特例が必要な理由 

「探究数学」は２年次に行う「課題研究Ⅰ」に先行して実験データの分析に必要不可欠と

なる幾何的、代数的、統計的な処理の手法を事前に体系的に学ぶために必要である。 

 

（ｇ）学校設定科目「探究数学」                                       

１.科目の概要 

開設理由 ２年次に行う「課題研究Ⅰ」にさきがけ、実験データの分析に必要不可欠と

なる幾何的、代数的、統計的な処理の手法を体系的に学ぶため。 

目 標 数学的な見方や考え方の良さと数学の社会的有用性を理解し、あらゆる事

象に数学を活用する姿勢を身に付ける。 

履修対象 １学年 

単位数 ２単位 

授業時間 １学年通年 週 1回９０分  

指導担当 数学科 

年間指導計画 内容 時間数 

数学の世界 

統計解析 

３２ 

４０ 

総計 ７２ 
 

評価方法 レポート提出 

２.実施内容 

「数学の世界」「統計解析」の２つに分けて実施した。 

① 「数学の世界」 

ＰＩＳＡや数学オリンピック等の問題を題材に、数学が日常と結びついた生きた学問であ

ることを実感させ、数学に対する興味・関心を高めた。高等教育につながる学びとして、山梨

大学との連携講座｢位相幾何学論」「数学オリンピック演習」を実施した。 

 

〈特別講座「位相幾何学論」〉 

日時 令和３年１２月２０日 ４校時（１４：３０～１６：００） 

演題 「不可能図形と現代幾何学入門」 

講師 小池健二氏（山梨大学教育学部科学教育コース准教授） 

内容 不可能図形の数学的な考え方についての講義。描き方の紹介など面白さも伝

えた。 

 

〈特別講座「数学オリンピック」〉 

日時 令和３年１２月２０日 ４校時（１４：３０～１６：００） 

演題 「数学オリンピック演習」 

講師 小池健二氏（山梨大学教育学部科学教育コース准教授） 

内容 数学オリンピック等の過去問から、整数問題を中心に教科書の知識やテクニ

ックに左右されない思考問題を取り上げ、時間をかけてじっくり考えさせた



- 49 - 

 

後、解説を行った。 

 

② 「統計解析」 

サイエンスアプローチや２年次の課題研究での研究レポートの作成・発表に必要な統計リ

テラシーの向上を図った。１年生の数学Ⅰ「データの分析」の授業の実施時期を繰り上げて行

うとともに、特別講座「データサイエンス基礎講座」を実施した。また、表やグラフの効果的

な用い方を習得させるために、千葉大学先進科学センター発行「理科課題研究ガイドブック」

を１人１冊貸し出して適宜参照させた。 

 

〈特別講座「データサイエンス基礎講座」〉 

日時 令和４年２月１４日 ４校時（１４：３０～１６：００） 

演題 「統計・データサイエンスの重要性」 

講師 成田雅博氏（山梨大学教育学部付属教育実践総合センター准教授） 

内容 統計学の歴史とデータの適切な統計的処理方法について、ナイチンゲー

ルの統計学上の功績の紹介や不適切な統計グラフの例などを交えた講

義を行った。 

３.成果と課題 

【成 果】 

「数学の世界」では数学オリンピックの講座を開講し、１・２学年あわせて３８名の生徒が

数学オリンピック地区予選に参加した。そのうちの７名が「地区表彰」を受賞した。 

「数学の世界」生徒感想 

・周期性のないタイリングにおいて、私たちが３次元世界から２次元を見るように、１つ

か２つ私たちの住む次元より上の所から見る事によって理解できるところにロマンを感じ

た。この考えは数学だけでなく物理や化学といった他の分野での未解決問題でも応用でき

るのではないかと感じた。 
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・不可能な図形を考えることで、平面的な視点と立体的な視点の両方を考えることがで

き、より深く図形に対する理解ができると思った。 

 

「統計数学」では、研究発表での説明やポスターの内容から、データサイエンスの重要性

やグラフを効果的に用いる方法について理解している様子が見られた。 

「大学で学ぶ学問に触れることにより、数学への興味関心を高める」「科学的根拠に基づい

た研究が行えるよう、統計手法を学ぶ」の 2点を主軸として、探究数学の授業設定に取り組

んできた。アンケートの結果から、半数以上の生徒が高等数学、統計手法に対する興味関心

が向上したと感じている。データの分析講座を受け、ＳＡⅠ、ＳＡⅡ、次年度の課題研究Ⅰ

において大半の生徒が Excelを用いた分析ができている。 

【課 題】 

 今年度はコロナ禍の影響で例年６月に実施している山梨大学との連携講座「データサイエン

ス基礎講座」が２月の実施となった。統計学習がより重要視される次年度以降の学びについて、

数学的な見方、考え方の育成に繋がるよう、内容を発展的なものとしていく。 

次年度入学する生徒は１人１台端末を所有し授業で活用する。統計手法が日頃から培えるよ

う、授業、講演会などで生徒の興味関心を抱かせる機会を増やしていく。 

 

【２期総括】 

２期の探究数学では、１学年を対象に、大きく分けて２つの内容について実施した。「数学の

世界」は、数学が日常と結びついた生きた学問であることを実感させると同時に、数学に対す

る興味・関心を高めることを目的とし、大学教授の講座も開講した。これをきっかけに２年次

で数学のテーマで研究を行う生徒も出てきた。また「統計解析」では、データサイエンスの重

要性認識し、適切な統計処理方法を身に付けることを目的として各種講座や情報などの他教科

と連携して授業を行った。ここで学んだ統計の知識を、２年次の課題研究に生かせた。 

 

（ｈ）学校設定科目「探究英語」                           

１.科目の概要 

開設理由 物事を論理的かつ多面的に考え、それを英語で表現できるようになることで、

国境を越えて自分の考えを相手に伝え、社会を動かしていく力を身に付けるた

め。 

目標 あるテーマに対して論理的に意見を構成し、正しい英語で自分の主張を書く力

を身に付ける。自分の意見をサポートするために、世の中で起こっていること

や自身の体験をテーマと結びつけ、より説得力のある文章を書く力を身に付け

る。 

履修対象 ２学年全員 

単位数 １単位 

授業時間 ２学年後期 週１回９０分  

指導担当 英語科 

年間 

指導計画 

内容 時間数 

第１～第６クール ２６ 



- 51 - 

 

（ブレインストーミング・構成・ライティング実践・評価・振り返り） 

スピーキング 

 

１０ 

総計 ３６ 
 

評価方法 ルーブリック、提出物 

２.実施内容 

それまでの英語プレゼンテーション中心の探究英語から、前段階であるライティングに重

点を据えた活動内容に変更したのが昨年のことである。今年も引き続きライティング能力の

育成を中心的目標として授業を行った。 

与えられたテーマに対し「ブレインストーミング」「構成」「ライティング実践」「評価」

「振り返り」を１クールとし、それを第６クールまで繰り返し行った。回を追うごとにテーマ

のレベルも高めていった。ブレインストーミングでは、段階に応じてペアによる意見交換やデ

ィスカッションを英語で行い、また交代でＡＬＴとのディスカッションも行った。ライティン

グはＡＬＴが添削をしてフィードバックを行い、スピーキングでは３項目５段階で評価を行っ

た。振り返りでは、各クールの自分のライティングを分析させ、次のクールの成長につなげる

よう促した。 

〔テーマ一覧〕 

第１クール すべての自動車は自動運転化すべきか 

第２クール ギャンブルはすべて禁止すべきか 

第３クール 生徒に教室の掃除をさせるべきか 

第４クール 街の監視カメラをもっと増やすべきか 

第５クール 動物実験は禁止すべきか 

第６クール 安楽死は認めるべきか 

 

〔スピーキング評価項目〕 

Pronunciation 発音の正確性や伝わりやすさを５段階で評価 

Vocabulary 内容や文脈にふさわしい語句を使用しているかを５段階で評価 

Grammar 文法・構文の正確さや、文脈にふさわしい選択をしているかを５段階で評

価 

３.成果と課題 

【成 果】 

ⅰ）生徒の意識向上  

実施後の生徒アンケートで、「探究英語の授業は充実しているか」「論理的に考える力が身に

ついたと思うか」に対しては、肯定的な回答がいずれも７割以上を占めた。また、「以前と比べ

てライティングの力が付いたと思う」と答えた生徒は８割を超え、授業を通しての自分自身の

変化について、非常に肯定的な回答が多い。前向きな変化を生徒の中に生み出すことができて

いることがわかり、プログラムの有効性は明らかである。 

 

（生徒の回答から） 
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・世の中の問題につい

て真剣に考える機会

が増えた。／社会問

題に興味を持つよう

になったかも知れな

い。 

・賛成と反対、どちら

の側からも物事を考

え総合的に判断でき

るようになった気が

する。／問題を広い

視野でとらえる力が

ついた。 

・ニュースなどを見ると、英語の授業でやったことを思い出して、自分の意見を持てる

ようになった。 

・英検のライティングで高得点を取れた。／模試のライティングが前よりできるように

なった。 

・思ったことを英語にしてみたらどうなるのか、という思考回路が日常に少し出てくる

ようになりました。 

・１つの長文を書く所要時間が減った。／Writingに対しての嫌悪感が消えました！ 

 

また、「あなたにとって英語とは何か」の問

いには、半数の生徒が「大学受験の科目」と

答えたものの、「世界とのコミュニケーショ

ンツール」と回答した生徒も約４割に上り、

英語を自分と世界をつなぐツールとして習

得しようとする姿勢が育まれていることが

窺える。「その他」の中には「文学を通して世

界を知るツール」「YouTubeを楽しく見るため

に役立つ」など、具体的な使用場面が想定さ

れている回答も見られた。 

 

ⅱ）外部模試（ＧＴＥＣ）評価の向上 

対象学年は昨年度つまり

１学年の３月にＧＴＥＣア

セスメントを受験している。

そこから９ヶ月を経た２学

年１２月に受験したＧＴＥ

Ｃ検定版の結果からは、能力

の大幅な伸張が確認できた。

下図の通り、前回（１年次３

CEFR Writing Reading Listening Speaking

C1 340～ 330～ 340～ 340～

B2 300～ 280～ 290～ 320～
B1 240～ 220～ 220～ 280～
A2 190～ 150～ 160～ 190～
A1 60～ 60～ 70～ 80～

参考：「GTEC」スコアとCEFRレベルとの対照表（技能別）
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月）と比べ、今回（２年次１２月）のＣＦＥＲ（評価規準）が飛躍的に向上した。特に、Writing

におけるＢ１ランクは前回の５２名から今回は７６名に増え、平均スコア評価もＡ２．２相当

からＢ１．１相当に上がっている。 

更にディスカッションを通して Speaking 評価も上がり、前回は８名だったＢランク以上の

生徒数が今回は２３名となった。平均スコア評価は前回と変わらずＡ２．２ではあるが、スコ

アは２４１点から２５８．３点へと大きく伸びた。 

【課 題】 

ⅰ）プログラム開発に関して  

今年度の２年生は、１年生の間に既にある程度のライティングスキルを学んできている生

徒達であるため、昨年に比べてより実践的な時間配分での実施となった。具体的には、意見

交換や文章構成の確認に割く時間を短縮し、短時間でより多くの語数からなる英作文を書き

上げられるよう指導を変化させていった。 

また、授業を通し普段から世の中の出来事や問題に意識を向け考える習慣が身につくよ

う、オーセンティックな素材を教材として使用し(CNNネットワークニュースによるリスニン

グなど)、生徒の関心と意識を高めることができた。 

 

ⅱ）生徒の意識変化に関して  

 探究英語の授業に対して前向きな感想を抱いている生徒が大多数を占める一方で、２５％の

生徒が授業を「つまらない・なんとも思わない」と回答している。さらに、授業に対し「あま

り積極的に取り組めていない・まったく積極的に取り組めていない」と回答した生徒も１７％
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存在するため、その理由を分析し、授業改善を継続的に行っていく必要がある。 

 

【２期総括】 

２期指定以降、英語科が特に意識的に取り組んできた課題として、「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・実習等を行い，高校時における甲陵ＳＳ

Ｈの核となる人材を育てる」「過去の研究が活かされておらず，研究の継続性や深化がなされて

いない」の２点が挙げられる。 

まず、甲陵中学校と連携しての探究的な学習について述べる。 

令和２年度より、高校２年生と中学３年生との間で交流授業を実施している。高校生がいわば

外部講師となり、英語での自己紹介や質問のやりとりなどの他、テーマ型ディスカッションな

ど意見交換を伴う活動を行う。中学生にとっての刺激になるのはもちろん、高校生も自分自身

の成長を実感したり中学生の熱意に触れてやる気を取り戻したりする機会になっている。 

実際、交流授業のあとで「先輩のように積極的に話せるようになりたい」「もっと勉強して高い

英語力を身につけたい」などの感想を挙げていた令和３年度の高校１年生は、進学後も高いモ

チベーションを持って高校での授業に取り組んでいる。中高一貫という特徴を生かし、年間を

通して継続していくことで、よりよい効果が期待できる。 

上記は中学生と高校生との交流であるが、高校生同士あるいは同学年・同級内においても、

やりとりや教え合い・学び合いは生徒のモチベーションを高める。以下に探究英語内での取り

組みとその成果について述べる。 

当初ＳＳＨ英語では、「科学的内容の英文の読み方を学び，それをもとに英語での論文作成，プ

レゼンテーションの方法を習得する。英語での弁論大会を行い，発表や表現，英語に対する積

極性を高める。」との目標を掲げて授業デザインを行っていた。しかし年度ごとの検証を行う中

で、ディベートやプレゼンテーションの前段階としての Writing/Speaking 能力の重要性を再

認識するようになった。そこで令和２年度からは、探究英語の授業内容が、英語プレゼンテー

ション中心のものから、スピーキング・ライティングに重点を据えた活動内容へと変化してい

る。 

このライティング活動は、ひとつのテーマに対する自由英作文を完成させるまで、個人でのブ

レインストーミング、ペアまたはグループでの意見交換、ドラフトの相互評価と改善案の提示

など、ピア・フィードバックの要素を多く含んだプログラムを、徐々にレベルを上げながら積

み重ねてゆくものである。探究英語に関する生徒アンケートでは「ペアで意見のやりとりをす

る授業が楽しい」「自分とは異なる意見の立場に立って物事を考えてみる力が付いた」などの感
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想が見られた。ライティングに対する態度だけでなく、英語を使って何かを表現することに対

して、生徒の取り組み方が前向きになってきたことがうかがえる。 

英語表現に対する前向きな姿勢は、実際の検定試験における点数の面でも成果となって表れ

ている。 

２期開始時、コミュニケーション能力向上プログラムの一環として、英語科は 

「ＧＴＥＣや英語検定を団体受検する。特にＧＴＥＣについては以下の数値目標の達成に取り

組む。 

・５０％の生徒が，５５０点（社会で求められる英語力）を獲得する。 

・９０％の生徒が，４４０点（短期の海外留学で，現地の高校の授業を理解できる英語力の目

安）を獲得する。」 

という目標を掲げていた。 

但し、上記の目標は、 ８１０点満点(Advancedの場合)を上限とする GTEC for STUDENTSに基

づいており、１２８０点満点(同上)である現行試験結果と単純に比較することはできない。以

下に比較のための処理について記載する。 

文部科学省が２０１５年に公式サイトで公開した GTEC for STUDENTS概要説明のページに拠る

と、GTEC for STUDENTS での５５０点は CEFR(CEFR-Jではないことに留意)のＡ２レベルの中

ほどに相当、４４０点はＡ１とＡ２の境目辺りに相当することが確認できる。 

２０２０年から GTEC for STUDENTSに代わって実施されている GTEC検定版では、公式スコア

証明書に CEFR-Jレベルにおける評価が併記される。従って、CEFR及び CEFR-Jとの対応関係を

通じて、上記目標の達成度を現行の試験結果で測ることが可能である。目標中の「５５０点」

は CEFRにおけるＡ２レベルの中ほど、すなわち CEFR-JのＡ２．２以上に該当すると考えられ

る。同様に「４４０点」は CEFR-JのＡ２．１以上に該当する。 

２０２１年度１２月検定を受けた２年生１１６名において、Ａ２．２以上に該当する生徒は１

１２名(９６．６％)、Ａ２．１以上の生徒は１１６名(１００％)であった。また、CEFR-Jにお

いて「海外進学を視野に入れることができるレベル」とされるＢ１以上に該当する生徒も５０

名(４３．１％)にのぼり、全体的に見て、２期開始時に設定した数値目標は十分に達成したと

言える。 

 これらの成果に基づき、今後は教科間連携の強化と、多角的な考え方や論理的表現力の深化

に取り組んでゆく。より深い学びを望む生徒は数多くおり(ＳＳＨ意識調査においては約７

０％ほど)、その一方で自身の国際性が伸びたと実感できている生徒の割合は比較的低い(約４

０％)ため、生徒が自分自身の成長に気づき、認めることができるような方策を探っていく必要

がある。 

 

ｉ）学校設定科目「探究物理」                                    

１.科目の概要 

開設理由 学習指導要領の定める「物理」の内容について理解を深め応用、発展させるた

めに探究活動を中心として取り組む。 

目標 学習指導要領に定める「物理」にある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。 

対象 ２・３学年理系のうち選択者 
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単位数 ６単位（２学年後期３単位・３学年前期３単位） 

授業時間 ２学年後期・３学年前期 週 1回９０分  

指導担当 理科 

年間 

指導計画 

内容 時間数 

様々な運動 

波動 

電気と磁気 

原子・分子の世界 

６６ 

５２ 

６０ 

３８ 

総計 ２１６ 

２学年で「様々な運動」「波動」の１０８時間を実施。 

３学年で「波動」「電気と磁気」「原子」の１０８時間を実施。 

評価方法 レポート提出等 

 

２.実施内容 

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他、仲間と議

論することで内容を深く理解する。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。可能な範囲で実験用具を手作りするなどして実験内容の正確な理解を図る。 

理論により当然であると思っていたことも、実際に実験で目の当たりにすると様々な条件に

より誤差が生じて思うような結果は得られない。さらにその理由を題材として考察し、理解を

深めた。理科では実体験が大きな効果をもたらすことを実感させた。 

今年度もコロナ禍のため活動に制限のある期間があり、計画通りの授業に厳しい部分もあっ

たが、実施内容を精選しての充実した授業展開を行った。 

 

３.成果と課題 

【成果】 

 受講後の生徒アンケート結果によると、約６割が科学的な興味が向上したと回答した。生徒

の感想からも、授業等を通して科学に触れる機会も増え、さらに身の回りの現象が物理の角度

から考えられるようになったことがうかがえる。一方で約４割の生徒が「変わらない」と回答

しているが、「元々高かった」という回答も目立った。「今までは物理が嫌いだったが、物理を

することの楽しさを体験できた」という記述回答もあり、以上のことより概ね目標は達成でき

たと考えられる。 

 また、５割弱の生徒が「今後も参加したい」と回答し、昨年に比べて「どちらともいえない」

の回答が多かった。この状況については更なる分析が必要であるが、現状では課題研究と本授

業の連携不足（実施時期のずれ等）があり、課題研究をいかすための教科として不足があると

考えられる。今後は「課題教科を活かすための探究物理」の再構築が必要であり、見直しの必

要がある。 

物理的な考え方・見方・興味関心についても、「向上した・どちらかといえば向上した」がい

ずれも５割弱となっている。昨年よりも低い数値であるが、「元々高かったので変わらない」と

いう意見も多数あり、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

てる目的は概ね達成できている。これまでの各種プログラムが順調に実施できていることが

「元々高かった」の意見の根底にあると考えられる。 
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学習指導要領の「物理」を確かな理解から応用→発展させる流れは、課題発見→解決への取

り組み→課題解決という探究活動の流れと同様であるため、科学人材に求められる「自然科学

を楽しむ」という気持ちを醸成できた結果であると示唆される。 

 

【２期総括】 

探究物理での学びが必ずしも課題研究Ⅰに役立つために有効なものとなっていない。これで

第２期の５年が終了するが、この科目により「関心・探究心」は高まったが、課題研究に活か

される工夫が必要であることが明確となった。各種探究科目が課題研究に繋がるような科目と

なるよう再整備すること必要である。さらに特例措置を用いて設置した科目として、実施内容

の検討をおこない、充実を図っていくことが必要である。課題研究を実のあるものとするため

に、しっかりと検証をして次に活かさなければならない。 

 

（ｊ）学校設定科目「探究化学」                            

１.科目の概要  

開設理由 学習指導要領の定める「化学」の内容を確実に理解し、これを応用・発展させ、

探究活動に取り組めるようにするため。 
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目標 学習指導要領に定める「化学」にある基本的な概念や原理・法則の理解を徹底

し、そこで生じる発展的な疑問に探究的に取り組み、将来を担う化学的な研究

者・技術者を育成する。 

対象 ２・３学年理系のうち選択者 

単位数 ６単位（２学年後期３単位・３学年前期３単位） 

授業時間 ２学年後期・３学年前期 週３回各９０分  

指導担当 理科 

年間 

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 

５８ 

５０ 

３２ 

４４ 

３２ 

総計 ２１６ 

２学年で「物質の状態と平衡」「物質の変化と平衡」の１０８時間を実施。 

３学年で「無機物質」「有機物質」「高分子化合物」の１０８時間を実施。 

評価方法 ルーブリック、校内試験、レポート提出     

２.実施内容 

学習指導要領の定める「化学」

の確実な理解・定着を図る「基礎

実験」に加え、ここで生じる問題

や新たな課題を生徒自身が発見

し解決する「探究実験」を行った。

「基礎実験」では、教科書を中心

とした基礎基本の徹底的な理解

を図った。また、実験を通して実

物と触れることを重視すると共

に、データ処理に必要な統計処理

も習得させた。パソコンを用いた

動画や図表の提示方法の工夫も

行い、プログラミングにより粒子

の動きを可視化するなど理解を

深めるための教材開発も行った。

「探究実験」では、生徒自ら課題

を設定し実験のプランニングを行った。学習指導要領の範囲を超える問題についても積極的に

取組み解決することで、理系研究者としての基礎を確立させた。また、今年度より「リアクシ

ョンペーパー」を導入し、授業ごとの理解度の確認や、授業改善のフィードバックに用いた。 

３.成果と課題 

【成 果】 

ⅰ）生徒の興味関心の向上  
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「科学的な興味・関心が向上した」と回答した生徒が８割近くであり、「化学に対しての興

味・関心」についても同様の結果が得られた。また、今後も参加をしたいかという問いに関し

ても７割程度と高い水準であった。本講座は選択者のみが対象であり、希望者の期待に沿った

満足度の高いプログラムであったことが示された。 

ⅱ）リアクションペーパーの導入  

「本授業で大切だと思うこと」「疑問点」などを記入するリアクションペーパーの導入で、生

徒自身が授業で得た知識・考え方・疑問点などを整理し理解を深めることが可能になったと同

時に、教員側も生徒の考えや疑問点の把握が容易になった。個別の小さな質問や疑問点に対し、

ペーパーを通して回答するとともに、重要だと判断した質問等には次の授業内で全体に解説を

している。また、授業改善のフィードバックも毎時間得られ、そのクラスに合った授業方法を

最適化するための材料となっている。リアクションペーパーを評価とは切り離すことにより、

生徒の意見が吸い上げやすく、素朴な疑問や理科的な興味関心を深めるデバイスとして効果を

発揮している。ペーパーは、各自のノートに貼り記録として残すことで振り返りとしても有効

に活用させている。 

 

【課 題】 

 「課題研究Ⅰに役立ちそうか」においては、役立ったという生徒が半数であったものの、低

下した、とても低下したと回答する生徒も見受けられた。課題研究の授業に化学の授業で行っ

ている内容が紐付いておらず、研究に利用できそうだと思えない生徒がいたためと考えられる。 

リアクションペーパーについては、クラスの人数によっては教員の負担が大きくなることが

課題である。紙を用いた一対一のやりとりになるのでそれぞれにコメントを手書きするのに手

間がかかってしまう。今後ＩＣＴの推進により一人一端末が実現する頃にはこのやりとりを全

面デジタル化することにより、さらにリアルタイムで疑問や意見の抽出がはかれることや、回

答として参考資料や図表なども用いることが容易になり、個別に最適な指導ができるようにな

ることが期待される。 

 

【２期総括】 

 今期目標として掲げた中に、「発展的な疑問に探究的に取り組み、将来を担う化学的な研究

者・技術者を育成する。」という文言を設定していた。授業内では教科書を中心とした内容理解

の徹底を図っているが、近年話題となっている化学的なニュースや研究成果などにも触れ、扱
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ったトピックについて生徒自らが考察をするような時間を授業内で設けた。それにより、単に

教科書内で扱う「知識」だけではなく、それらが身近な話題としてどこで関わってくるのかな

ど、興味関心をより深められるようなきっかけ作りをした。結果的に探究的な姿勢が身につく

と共に、学力の基礎となる教科書の内容理解に対しても積極的になった。 

 また課題として、多様なデータに対する処理と解析を通して考察する力を養う過程について

は、課題研究で得られたデータも用いながら、適切な処理の方法をはじめ、多様な解釈の幅に

ついても指導することにより、恣意的な操作を回避し、得られたデータに対する柔軟な発想と

まとめにつなげられるようにしていきたい。 

 

（ｋ）学校設定科目「探究生物」                                  

１.科目の概要 

開設理由 学習指導要領に定める「生物」の内容をより深く理解させた上で、将来、生物

学の研究に携わる人材の育成に繋げるため。 

目 標 学習指導要領に定める「生物」にある生物学の基本的な概念や原理・法則の理

解を深め、観察や実験を通して、生物学的に探究する能力と態度、科学的な自

然観を育み、将来を担う研究者・技術者を育成する。 

対 象 ２・３学年理系のうち選択者 

単位数 ６単位（２学年後期３単位・３学年前期３単位） 

授業時間 ２学年後期・３学年前期 週３回各９０分 

指導担当 理科 

年間 

指導計画 

内容 時間数 

生命現象と物質 

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 

５８ 

５０ 

３６ 

３６ 

３６ 

総計 ２１６ 

２学年で「生命現象と物質」「生殖と発生」の１０８時間を実施。 

３学年で「生物の環境応答」「生態と環境」「生物の進化と系統」の１０８時間

を実施。 

評価方法 ルーブリック、校内試験、レポート提出 

２.実施内容 

基本的な学習事項と応用的な学問の分野のつながりを意識させるよう、身近な事象の調査・

探究や、実際の実験や実習を教科書の進度に沿って行った。今年度は昨年度実施した内容に加

え、代謝の実験において、自身で仮説をたてて実験を計画し、結果を得る形で実験活動を行っ

た。実際の研究活動と同様のプロセスを生徒が授業内で経験し、これを全体に共有することで

様々な視点に触れる機会とした。また、ＰＣＲを用いた遺伝子解析を通し、電気泳動法などの

バイオテクノロジーに触れ、これらの技術が実生活にどのように結びついているのかを考える

など、学問と社会の結びつきも意識させるように努めた。 

３.成果と課題 
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【成 果】 

 受講後の生徒アンケート結果によると、多くの生徒が「科学的な興味関心が向上した」と回

答した (上図)。「今後も参加したい」との回答率も高く (上図)、満足度の高いプログラムであ

ったことが分かる。 

また、詳細をみると、生物学的な考え方・見方・興味関心の各項目に関して、ほとんどの生

徒が「向上した・どちらかといえば向上した」と回答していた。このことから、自然に対する

興味関心が高まることが生物学的視点を備えた探究能力と態度の向上に繋がり、生徒の変容を

促しているといえる。同時に、本プログラムの目的も概ね達成できていることも示された。 

 今年度は、昨年度よりも実験活動に力を入れたため、生徒が実際の経験として実験手法や器

具の扱いを身につけることができた。また、新型コロナウイルス感染症が広がる中で、ウイル

スや細菌への興味・関心が高い状態が続いているため、学習内容をこれらと結びつけることで

生徒の好奇心を引き出すことができた。さらに、新型コロナウイルス感染症に関するデータを

引用し、グラフの読み取りや理解といった解析に関しても力を高めることができた。今後も、

社会との結びつきを強く意識し、学習内容を関連付けることで学習内容の定着を図りながら、

より応用的で深い学びを実施していく。 

 ２期を通し、生物学を通して科学的なものの見方や考え方を身につけることができるように

授業を改善してきた。多くの生徒が生物学的なものの見方や考え方を身についたと答えている

ことから、目的に沿った開発を行うことができたと考えられる。 

【課 題】 

「生物学的なものの考え方は身についたと思うか」「生物学的なものの見方は身についたと

思うか」「生物学に対する興味・関心は高まったか」の問いに対し、半数以上の生徒がどちらと

もいえないと回答している (上図)。教科書の理解に時間を割かれ、本質的な理解に結びつい

ていない可能性が高い。今後、より深い理解を促しながら、生物学という学問の見方や考え方

を捉えていくことができるように改善し、優れた科学技術人材の育成につなげていきたい。 

 

【２期総括】 

  ２期５年間を通し、生徒が生物学的に物事を探究する能力や態度、さらには科学的な自然
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観の育成を目的に講座設定を行った。教科書の深い理解に努めながら、さらに発展的な内容

にも触れ、生物学的な視点や考え方の会得を目指した。実験活動を取り入れた講座構成は第

1 期でも行われており、講座設定の目的に対して有効であった。第２期ではこれに加え、生

徒が自ら実験条件を設定して行う活動や、データ処理に慣れることができるような活動を設

定した。また、学んでいる生物学と社会との結び付きに気づき、生物学をより身近に感じる

ことができるよう、社会的に話題となっている事柄を題材とした内容を多く取り入れた。こ

れらの活動を通し、生物学に対する興味・関心や、物事を探究する積極性につながった。 

  しかしながら、課題研究Ⅰに役立ちそうかとの項目に対して半数以上が消極的な解答をし

ており、これは昨年度の報告書でも同様であるため、改善がみられない。生物学的な実験活

動や教科書の理解が、実際の探究活動に結びついていない可能性が高い。本講座選択者が生

物学をテーマとした探究活動を行っている訳ではないため、本講座で身につけた知識や手法

が直接探究活動に結び付くことは稀である。そのため、科学的なものの見方やデータ処理な

ど、広く科学に還元できる能力の育成に力を入れたい。現在もデータの扱いを目的とした実

験活動を行っているが、実際の探究活動にどのようにつながるのか、どのように活用すれば

いいのかなど、生徒の探究活動に結び付くように改善する必要がある。 

 

（ｌ）高大連携講座                                  

１.講座の概要 

夏季休業中に、山梨大学との連携講座を２講座実施した。 

２.実施内容 

ア）「国際保健の世界へようこそ！」 

日 時 令和３年７月２９日  １３：３０～１５：００ 

場 所 甲陵高校音楽室 

受講者数 ２２名（１年１０名、２年６名、３年２名、甲陵中４名） 

講 師 宮本和子氏（山梨大学大学院総合研究部医学域看護学系・教授） 

内 容 感染症予防教育で必要な考え方や国際保健の分野で利用されている生物学的 

見地を通して、国際交流、国際理解の在り方を学んだ。感染症については実 

際に採取した寄生虫卵の観察を行い、講師の職業選択過程や発展途上国の経 

験等の実体験についても伺った。 

 

イ）「体験しながら学ぶ超伝導最新技術」 

日 時 令和３年７月３０日 １３：００～１４：３０ 

場 所 甲陵高校化学室 
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受講者数 ３５名（１年１４名、２年７名、３年４名、甲陵中１０名） 

講 師 關谷尚人氏（山梨大学工学部電気電子工学科 准教授 ） 

内 容 世界最先端の超電導技術について考察し、物理学について興味関心を深めた。 

実際に超電導実験を行って最新技術が実生活に用いられていることを体験 

するとともに、様々な最先端の科学技術についても考察した。 

 

３.成果と課題 

【成 果】 

今年度も、コロナ禍のため多くの行事がＷＥＢ実施もしくは中止となる中、通常通り対面で

行うことが出来た貴重なプログラムとなった。いずれの講座も、生徒の科学的興味・関心を高

めることはもちろん、課題研究で活用可能な内容となるよう留意した。生徒の感想には、本講

座が大変効果的な内容であったことが示されている。 

以下に生徒の感想（抜粋）を載せる。 

ア）国際保健の世界 

貧困層の生活が大変であまり衛生的ではないことは予想がついていたが、ある一族は、

バナナのプランテーションが原因で生活がままならないということを知って、私たちは食

べるだけで無責任だったなと感じた。また、宮本先生は貧困層の人々にキャンペーンを通

して貧困層の考えを否定せずに安全で衛生的な生活へと導いていて理想的だと思った。こ

れからは世界が一丸となって病気に対抗していかなければならないと感じた。 

イ）体験しながら学ぶ超伝導最新技術 

超電導磁石の実験など、実際に自分が体験することができてとても面白かったです。特

に私は最後にお話されていたワイヤレス電力伝送についてのお話が興味深かったです。私

は今、ＳＡⅠの活動でソーラーパネルについて調べており、宇宙空間など空中で発電でき

ないかということも考えていたので、実際にそのような発電方法が最新の技術で実現しそ

うであるということにとても驚きました。これからさらに研究を進め、超電導技術を駆使

して世の中にとって便利で、環境にも優しいようなものが発明されていってほしいと思い

ました。私もこれからＳＳＨの活動などを通して少しでも誰かの役に立てるような研究や

発明をできるよう努力したいです。 

【課 題】 

 今年度はコロナ禍の影響で２講座であったが、生徒の興味・関心を拡げると同時に課題研究

のモチベーションの向上につながるよう、今後より幅広い分野・学部の講座をできるだけ多く

用意したい。 

 

（ｍ）科学研修旅行Ⅰ                                

１.概要 

講演会① 

対 象 １学年生徒全員 

日 時 令和３年１１月２５日 ３校時（１２：５０～１４：２０） 

場 所 本校教室（Zoomを用いたオンライン実施） 

講 師 柴田雄氏（国立天文台特任研究員） 
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 講演会② 

対 象 １学年生徒全員 

日 時 令和３年１１月２６日 ４校時（１４：３０～１６：００） 

場 所 本校教室（Zoomを用いたオンライン実施） 

講 師 石橋功至氏（電気通信大学先端ワイヤレス・コミュニケーションセンター教授） 

 

２.実施内容 

 本年度はコロナ禍の影響で現地へ赴くことができなかったが、オンライン（Zoom）を用いた

講演を行った。 

講演会①「可視化ソフト Mitaka で 4D(三次元空間＋時間軸）の宇宙を俯瞰する」 

講演会②「圧縮センシングと 6G に向けた技術開発」 

３.成果と課題 

【成 果】 

ⅰ）生徒の興味関心の向上  

生徒アンケートでは、「科学的興味関心」は７割強、「理系への興味関心」は６割強が「とても

高まった・高まった」と回答しており、本プログラムにより生徒の理科学分野への興味関心が

大きく向上したことが分かる。また、８割弱の生徒が「期待以上の効果が得られた・期待通り

の効果が得られた」、８割弱の生徒が「同様のプログラムがあればまた参加したい」と回答して

おり、生徒自身が得られた効果を実感していることがうかがえ、一定の効果を得られたと言え

る。 

ⅱ）オンライン講演の有用性  

講演①では、Zoom会議による画面共有によって可視化ソフト「Mitaka」の映像が鮮明に映り、

生徒達からは非常に好評であった。宇宙をこの視点から見てみたい、といった生徒の要望をそ

の場で聞き入れていただき、双方向のやりとりが容易であったことは Zoom による講演の強み

であると考える。 

講演②では、パワーポイントの資料を背景に投射し、講師がその前に立って講演をされた。

資料の見やすさに加え、重要なポイントはその部分を強調して説明を加える等、聞き取りやす

く、理解しやすい講演をいただいた。質疑応答の際には生徒から質問が多く出た。回答を全体

に向け伝えることができることから、情報の共有や小さな質問でもしやすいというメリットが
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あった。 

【課 題】 

ⅰ）研修先に関して（コロナ禍の影響の中で） 

 成果はあったものの、やはり現地で直接見聞きする経験には及ばないことは明白である。コ

ロナ禍の影響がいつまで続くか不明瞭ではあるが、安全に最大限考慮し、実際に訪問可能な施

設や提携先を開拓する必要性がある。 

ⅱ）オンライン開催に関して  

今回は１教室につきモニター１台を用意したが、教室の後ろの席では見えにくいという声も

あがった。次年度の入学生からは１人１台パソコン、タブレットを所有するため、講演の形態、

資料の準備などを改めて考えていく必要がある。 

 

（ｏ）科学系コンテスト・発表会・イベント等への参加 

コロナ禍の影響で今年は参加機会が減少したが、各種発表会への出展により成果の普及・発

信と研究内容の向上及び生徒の資質向上を図った。今年度に参加した主なものを記す。 

 

ア）「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」 

実施日 令和３年８月５日(第１部)、８月２０日(第２部) 

場 所 参集実施(第１部)、オンライン実施(第２部) 

実施方法 物理・工学部門、化学部門、数学情報部門、生物（動物・医学）部門、生

物（植物・農学）部門、地学部門に各校作成したポスターで発表し一次審

査を行った。二次審査は Zoomによってオンラインで発表を行い、チャット

機能で質疑応答が行われた。 

参加テーマ 「野外分離のリポミセス酵母による食品廃棄物を用いた脂質生産」 

 

イ）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 令和３年１１月７日 

場 所 オンライン開催 

実施方法 物理・化学・生物・地学・ポスター発表の５部門のうち各２研究までエン

トリーが可能で、研究発表をＤＶＤに収録して提出した。後日、審査員か

ら採点結果と講評をいただいた。他校の発表は動画で視聴をした。 
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参加テーマ 物理部門「モアレによるアニメーション」 

    「磁場と落下速度の関係」 

化学部門「炭酸カルシウムの生成粒子沈降速度の急激な変化についての研

究」 

生物部門「野外分離のリポミセス酵母を用いた脂質生産に関する研究」 

「生物資源を用いた土壌改良に関する研究」 

成 果 化学部門：理科部会特別賞（第３位） 

 

ウ）山梨大学男女共同参画推進室「ガールズサイエンス cafe2021」 

実施日 令和３年１１月２４日～１２月７日 

場 所 オンライン開催 

実施方法 PowerPointでプレゼンテーションを作成し、研究内容を発表した動画を提

出した。研究内容は山梨大学の先生方が評価を行う。他校の研究は、動画

で視聴した。 

参加テーマ 「ドミノ倒しに関する研究」 

「ロドスポリジウムの赤くなる条件」 

成 果 「ドミノ倒しに関する研究」：優秀賞 

 

エ）山梨県高等学校芸術文化祭 社会科学部門 

実施日 令和３年１１月１日 

場 所 山梨県立吉田高等学校 

実施方法 PowerPointでプレゼンテーションを作成し、研究内容を発表した。 

参加テーマ サイエンスアプローチでの研究 

「コース班」「ゆるキャラで北杜市の魅力を伝えよう」「リトルスクール」 

「SNSで北杜市を盛り上げよう！」 

成 果 最優秀賞１枠と優秀賞１枠を全て本校が受賞。 

最優秀賞：「コース班」 

優秀賞 ：「ゆるキャラで北杜市の魅力を伝えよう！」 

 

オ）韮崎高校探究交流会 

実施日 令和４年１月２２日 

場 所 山梨県立韮崎高等学校 

参加テーマ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため不参加 

 

（３）中高一貫教育を活かした人材育成 

【仮 説】 

中高一貫システムを利用して「説明する力」「議論する力」「批判する力」「合理的に考え

る力」を早期から育成することで、科学的判断力、探究力がより強化された人材が育つ。 
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本校は県内唯一の公立中高一貫校であり、６年間の中高接続を生かした継続的なカリキュラ

ムを特色としている。科学的リテラシーや探究力を早期に体得することの有用性に鑑み、高校

ＳＳＨの研究仮説に沿う形で「総合的な学習」の中に探究活動を位置付け、中高の教職員が連

携してＳＳＨに関連する諸活動を展開している。 

【日程表】 

５月１１日（火） 南麓学ガイダンス 

５月１７日（月） 考古学資料館・郷土資料館訪問 

５月２５日（火） 浅川巧博物館・三分一湧水見学 

７月６日（火） 
オオムラサキ講話 

講師：オオムラサキセンター冨樫和孝氏 

７月１３日（火） オオムラサキセンター訪問研修 

７月２０日（火） オオムラサキ有視界調査 

７月２６日（月）～ フィールドワーク実施 

８月２４日（火） 前期レポート提出 

１月～ 課題研究発表資料作成 

２月８日（火）・１４日（月） 課題研究学年発表会 

３月１４日（月） 南麓学発表会 

 

（ｐ）八ヶ岳南麓学・オオムラサキ学習                                     

１.概 要 

目 的 地域の特徴を知る。探究のプロセスを習得し、プレゼンテーション技術を向上

させる。 

対 象 １学年全員（４０名） 

日 時 令和３年６月～令和４年３月 

場 所 北杜市立甲陵中学校・北杜市オオムラサキセンター・考古学資料館・郷土資料

館他 

２.実施内容 

本校には、市内だけでなく市外からの生徒が多く在籍するため、地域（北杜市および周辺）

の特徴を知り、高校ＳＳＨに繋げる内容を扱う。具体的には、八ヶ岳南麓地域の自然、文化、

産業、歴史を題材に、課題や仮説の設定、情報の収集を行う。更にフィールドワーク、情報の

分析と再構築、発信までの一連の探究プロセスをカリキュラムに沿って経験し、個々でまとめ、

発表を行う。その際、次の点に留意し指導を行った。①プロセスの習得が目的であるので、ひ

な型を与え標準的な過程を身につけさせる。②情報機器やアプリケーションを積極的に使用し、

プレゼンテーション能力を身につけさせる。 

 

３.成果と課題 
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【成 果】 

初めての探究活動として標準的な探究の過程（課題解決の型）を経験させたが、その取組を

経て、８０％の生徒が探究プロセスを、８２％の生徒がプレゼンテーションの基礎力を身に付

けており、一定の成果があったと言える。 

 

機器の使用方法については、発表の原稿作製や、発表の際にプレゼンテーションソフトを使

用する機会を経て、IT機器やソフトウエアの使用に習熟が見られた。 

また、高校ＳＳＨでのサイエンスアプローチや課題研究に繋げるための地域の特徴を学ぶ機

会となった。 

 

【課 題】 

探究の各過程で、それがどのような働きをするのかを理解せず、単に様式に従って仕上げよ

うとする様子も散見されたので、学年が上がるにつれて個々の対応を充実させていく必要があ

る。 

 

（ｑ）水についての学習・太陽を利用した発電についての学習・地域の科学技術、環境科学に

関する施設訪問、体験学習                                           



- 69 - 

 

 

１.概 要 

目 的 地域（北杜市）について理解を深め、視野を広げると共に思考力の向上を図る。 

対 象 １～３学年全生徒（１２０名） 

場 所 各訪問先 

２.実施内容 

 訪問研修を行い、研究者からの講義を受けながら実地学習を行う。今年度は表の通り計画し

実施予定であったが、いずれもコロナ禍のため訪問できなかった。 

実施日 訪問先 対象 

１０月１８日（月) 日本科学未来館（ESD体験プログラム） １学年  

１０月１８日（月） 
北杜サイト太陽光発電所・サントリー天然水南アルプ

ス白州工場 
２学年  

３月 ７日（月） 諏訪東京理科大学 ３学年  

 

３.成果と課題 

【課 題】 

今年度はコロナ禍のため予定されていた訪問研修が全て中止となり、代替として２学年の施

設見学、自然観察のみを実施した。（山梨リニア館・富士山研究所・溶岩洞穴）少人数で受け入

れ可能な施設の掘り起こしが必要である。 

  

（ｒ）中学課題研究                                  

１.概 要 

目 的 昨年度までに身につけた科学的リテラシーのうちのいずれか、または複数のもの

を重点的に強化し、高校進学後の探究活動の基礎を築く。全員共通としてプレゼン

テーション能力の向上を図る。 

対 象 ３学年全員（４０名） 

日 時 令和３年３月～令和４年２月 

場 所 北杜市立甲陵中学校 

 

２.実施内容 

２月～４月  研究相談 テーマ設定 

４月～    研究活動 

１０月１５日（金）１８日（月）  学年中間発表会 

２月４日（金）８日（火）   学年最終発表会 

２月１８日（金）  課題研究発表会 

 

身につけたい力、自己の伸長させたい力を意識し、年度を通した研究活動を計画、実施する。

発表会を通してプレゼンテーションの技能を相互に確認し合う。その際、次のことに留意した。 
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①リテラシー強化が目的であるので、結論重視の研究スタイルを取らせないよう、特にテー

マ設定時の個々への支援を厚くする。 

②題材は自然科学的なものにこだわらなくて良いとする。  

３.成果と課題 

【成 果】 

１・２学年での取組を活かして個人で課題研究に取組み、研究を組み立てる能力を身につけ

ることができた。研究の結果より、研究過程を通して、科学的なリテラシーを向上させること

を繰り返し指導したことにより、生徒自身が探究に対する基礎的な能力を身についたと感じて

いることが分かる（グラフ参照）。 

また、特にコンピュータやアプリケーションなどの機器の使い方に習熟し、全員がプレゼン

テーションを行うことが出来る状態で高校へと繋げることができている。 

また、特にコンピュータやアプリケーションなどの機器の使い方に習熟し、全員がプレゼン

テーションを行うことが出来る状態で高校へと繋げることができている。 

 

【課 題】 

数年来の課題として、テーマの設定段階において成果重視に陥りがちな傾向が見られている。

高校の発表会を参観することに影響を受け、華々しい成果を発表できる研究を計画しようとす

る傾向が強い。中学ＳＳＨは高校進学後の課題研究に向けての科学的リテラシーの習得が主目

的であるので、今年度はどの資質を習得、強化するのかを意識させながら過程重視の指導を行

った。前年度に比べそれぞれの資質向上の度合いは高まった（前項参照）が、テーマ決定に至

るまでの期間が例年にも増して延びてしまい、生徒によっては研究に充てる時間を圧迫するこ

ともあった。テーマ決定に苦しんだ経験を持つ内進生が、高校の課題研究に対して不安を抱い

ている状況が高校のアンケートにより報告されており、主体性に加えて自己肯定感を持って意

欲を維持しながら探究活動に臨めるカリキュラムの構築が課題である。 

 

【２期総括】 
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 １学年では「八ヶ岳南麓学」の取組を通して、一連の探究プロセス（課題と仮説の設定・研

究計画の立案・フィールドワークと検証操作・分析と次の課題設定のサイクル）の習得を主目

的に据え、加えて学年や全校での発表の場を経験することで、情報機器の活用や資料の作り方、

発表姿勢や話法といった「伝える力」の伸長を図った。 

 地域の専門家を講師に招聘して講演を催すことで動機付けを行い、博物館等の施設見学や自

然観察と調査を通して実地の情報を得ることなど、地域に密着した研究活動を経験し、自らが

身を置く環境で主体的に取り組むことができた教育課程として評価できる。 

 加えて２期中頃よりＩＣＴ，ギガスクールの推進を受け、（コロナ禍での制約も相まって）情

報機器の利用機会が増え、ハード、ソフト両面での活用能力が以前に比べ大きく伸びた。 

 ただし、手軽に情報を得ることが可能なため、フィールドワークがおろそかになり、調べ学

習の域を出ないものや、テンプレートに当てはめただけの「やっつけ仕事」に陥ることも散見

された。制約下ではあるが、より外の世界と接し、「経験に裏付けられた知識」の獲得に向けて

手を入れていく必要性を感じる。 

 

 ２学年のＳＳＨの取組では、探究活動から一旦離れ、北杜市を中心に先進的な技術研究や環

境に配慮した活動を行う施設・企業などを訪問し、講義を受けることを通して地域への理解を

深め視野を広げることが目的に設定されている。 

 探究活動から離れてしまう設定については、中学校の教育課程が背景にある。標準授業時間

数が決められているため、特設の授業枠は設けず、「総合的な学習」の時間（１週につき、１学

年１．５時、２学年、３学年２時）の中で計画が組まれているが、２学年の年間計画では探究

以外のテーマが多く入っており、中長期的に連続した取組は困難である。（中には１学年で南麓

学を設定するために、本来の１学年から移設された「福祉」のテーマもある） 

 この中断によって１学年次に習得した資質の伸長が停滞し、また後述、３学年での課題研究

再開時の出足（テーマ設定）に重さが見られることが今期の大きな課題点である。２学年に探

究活動を位置づけ、１～３学年で段階強化的に接続するため、総合的な学習の時間の再編成を

望む。 

 

第四章 実施の効果とその評価 

Microsoft 365アプリケーションの 1つであるアンケート作成ツールの Microsoft Formsを

利用して実施したＳＳＨ事業の内容に合わせた質問項目を作成し、生徒の変容や効果をはかっ

た。周知の方法としては、アンケートのＵＲＬを Teamsにアップロードおよび、ＱＲコードを

掲示板等に張り出して行った。 

 本章に示すアンケートの実施時期は、高校入学時、ＳＡや各種ＳＳＨ事業を経験した２年生

の４月、課題研究Ⅰに取り組んだ３年生の４月である。なお、３年生のみを対象に『Ｒ３年度

ＳＳＨ事業に関するアンケート（３年間カリキュラムについて）』に関するアンケートを３年間

のＳＳＨに関するカリキュラムを振り返る目的で１２月に実施している。 
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１．評価について 

 

２．生徒アンケートの結果 

①Ｒ３年度ＳＳＨ事業に関するアンケート（高校入学時） 

対象 高校１年生（ｎ＝１１７） 

実施時期 令和３年４月 

目的 入学時のＳＳＨへの期待値をはかる。 

 

今年度入学した高校 1年生へのアンケート結果である。 

ＳＳＨ指定校としての意識調査の結果を図 2-1に示した。「自然科学・科学技術に対して興

味・関心がある。」と答えた生徒は、約８０％と多い結果となりおおむね肯定的なイメージで

入学してきたことが示唆された。これに伴い、ＳＳＨの取組が自分にとってプラスになると考

えており、ＳＳＨ指定校としての取組内容への高い期待が感じられる結果となった。 

 

②Ｒ３年度ＳＳＨ事業に関するアンケート（昨年度の高校１年カリキュラムについて） 

対象 高校２年生（ｎ＝１１９） 
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実施時期 令和３年４月 

目的 高校１年生のＳＳＨカリキュラムの効果をはかる。 

高校 1年生のカリキュラムを終えた２年生へのアンケート結果である。 

 

対象の高校２年生は、入学時も高い興味・関心を持っており、図 2-2 に示したように自然科

学・科学技術に対する高い興味・関心が維持できたことがうかがえる。また、「ＳＳＨの取り

組みは自分にとってプラスになった」「ＳＳＨの内容に満足している」という回答も高い数値

を示した(図 2-4)。このことからもＳＳＨの取組内容が効果的であり、これが高い満足度につ

ながったと考えられる。しかし、ＳＳＨ指定校であることを不安要素であると感じている生徒

が全体の４８％に達していた。高い満足度を感じながらも不安要素と感じながら取り組んで

いる生徒が約半数にも及ぶことについては、原因を追究して行き、解決する必要があると考え

られる。 

 

③「Ｒ３年度ＳＳＨ事業に関するアンケート（昨年度の高校２年カリキュラムについて）」 

対象 高校３年生（n＝１１３） 

実施時期 令和３年４月 

目的 高校２年生のＳＳＨカリキュラムの効果をはかるため。 

 

高校２年生のカリキュラムを終えた３年生へのアンケート結果である。 
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３年生に対しても同じように「自然科学・

科学技術に対して興味・関心があるか。」と問う

た際の結果を図 2-5に示した。「そう思う」「大

体そう思う」と回答した生徒が８５％に達した。

自然科学・科学技術に対して高い興味・関心を

持っており、この興味・関心は入学当初から変

わらず高い数値を維持できている。 

生徒自身が感じる自信の能力に関する設問を

し、評価を行った。「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

する結果を示した(図 2-6,-7)。両

設問において、２年生の４月当初

は１年時の４月(入学時)に比べて

肯定的な回答割合が７～１０％ほ

ど減少していた。１年生のカリキ

ュラムに取り組んでいながらもこ

のような結果となってしまった。

しかし、２年生のカリキュラムを

終えた３年生の４月にはともに肯

定的な回答が得られ、約１．６～

１．８倍の上昇を示した。２年生と

３年生の結果をみると、「そう思わ

ない」の割合はほとんど変動せず、

「あまりそう思わない」の割合が

１０％ほど低下した。したがって、

２年生の４月当初は「リーダーシ

ップ」や「発表する力(プレゼンテ

ーション力)」の各能力があまりな

いと感じていた生徒がプラスの方

向に変容したといえる。これにつ

いては、課題研究Ⅰの経験が大き

いのではないかと考えられる。昨

年度の課題研究Ⅰでは、ある程度

の自由度を持たせながらもテーマの方向性を示していた。この方法のテーマ決めでは、教員も

ある程度の知識を持って指導が行えるため、生徒の能力向上に効果的にはたらいたのではな

いかと考えられる。また、生徒の研究テーマ決めに関しては様々な方法が考えられるので、今

後も検討を行っていく。 



- 75 - 

 

ＳＳＨの取組に関する満足度の結果を図 2-

8 に示す。約９０％の生徒がＳＳＨ事業につい

て、「プラスになった」「取り組み内容に満足して

いる」と回答している。高校入学時にも肯定的な

意見をも持っていたので期待に見合った取り組

み内容を実施することができたことがうかがえ

る結果となった。しかし、課題としてとらえるべ

きアンケート結果もある。図 2-9 に示したもの

は、「ＳＳＨ指定校であることは、自分にとって

不安要素である」との設問に対する結果である。

不安要素と感じている生徒が５５％にも達する

結果となった。図 2-8に示したように、ＳＳＨの

取組を効果的に感じているにも関わらず半数以上もの生徒が不安要素と捉えていることに関

しては、『②Ｒ３年度ＳＳＨ事業に関するアンケート（昨年度の高校１年カリキュラムについ

て）』でも触れたように原因を究明していく必要性を感じる。 

 

④「Ｒ３年度ＳＳＨ事業に関するアンケート（３年間カリキュラムについて）」 

対象 高校３年生（ｎ＝７３） 

実施時期 令和３年１２月 

目的 高校３年間の自身の成長におけるＳＳＨの効果をはかる 

卒業間近の高校３年生に対し、３年間のＳＳＨ全般について問うたアンケート結果である。 

 

 ３年間のカリキュラムを終えても多くの生

徒が「自然科学・科学技術に対して興味・関心が

ある。」と回答している。自然科学や科学技術に

対して肯定的なイメージを持ったまま次のステ

ージへ行くことができるといえる。また、本校は

ほとんどが大学へ進学することから高大連携に

も繋がる結果である。また、興味・関心を持って

大学や大学院で学び、専門的な知識を有する人

材へとさらに成長することが期待でき、研究室

に所属したり、社会人になったりした卒業生が

新たな自然科学・科学技術を在校生にフィード

バックしていく形もとれると考えられる。 
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３年間のＳＳＨ事業に対する生徒の満足度を図 2-11 に示した。「３年間のＳＳＨ事業の内

容に満足している」「自分にとってプラスになった」に対する肯定的な回答はともに９２％と

なっており、本校のＳＳＨプログラムに生徒が高い満足を得られたことが分かる。 図 2-12

は、3 年間のカリキュラムにおいて身に着けた能力について「発表する力(プレゼンテーショ

ン力)」と「リーダーシップ」に着目してまとめたものである。「発表する力(プレゼンテーシ

ョン力)」に関しては、約半

数の生徒が自信をもって「発

表する力(プレゼンテーショ

ン力)がある」と回答してい

る。一方、「リーダーシップ」

は低い結果となっている。こ

れに関しては、個人の適正もあるため全体の約

４０％の生徒がリーダーシップをとれるよう

に変容したのであれば十分ではないかと考え

られる。研究の分野では、協力して取り組める

ことも大きな意味があるので課題研究Ⅰで共

同研究をした経験が生きていけば良いともい

える。このことに関しては、「英語を含めた｢コ

ミュニケーション力｣や｢表現力｣、｢つながりを

作る力｣が身についたと思う。」という設問を設

定している。結果を図 2-13 に示した。６５％

もの生徒が｢コミュニケーション力｣や｢表現

力｣、｢つながりを作る力｣が身についたと感じ

ており、ＳＳＨ事業の取組内

容が人間力の向上に大きく

貢献できたといえる。 

将来就きたいと考えてい

る職業についてのアンケー

ト結果を図 2-14に示した。理

系の職業については、細かく

分類して設問を設定してい

る。理系の職業の割合は、全

体の５１％であった。理系の

職業のみに着目して示した

結果が図 2-15である。「大学・

公的機関・企業の研究者」と

回答した生徒が最も多く３

０％であった。ＳＳＨ事業で

は、大学教員と触れ合う機会も多く、講演会も聴講できるため、このことも影響していると示

唆される。また、「技術系の会社員・公務員」「その他理系の職業」の割合も多く、ＳＳＨ事業

の取り組みで様々な理系の職業を知ることができたのではないかといえる。  
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・最終年度(Ｒ３年度およびＨ２８年度)の「ＳＳＨ事業に関するアンケート（３年間カリキュ

ラムについて）」の比較 

 下記に各項目におけるアンケート結果を設問ごとに示す(左図：Ｒ３年度、右図：Ｈ２８年度)。 

       Ｒ３年度                  Ｈ２８年度 
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       Ｒ３年度                  Ｈ２８年度 
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       Ｒ３年度                  Ｈ２８年度 

 

 

 上図を比較していくとほとんどの設問において、肯定的な回答や生徒の成長が感じられる回

答が本年度のほうが多い結果が得られた。このことから、前期の課題を踏まえたＳＳＨ事業を

第２期では行えたのではないかと評価できる。 

 

２．ＳＳＨ意識調査（生徒の結果） 

 全校生徒を対象にＪＳＴが実施した「ＳＳＨ意識調査」に結果は、一昨年から本校へフィー

ドバックされている。以下のグラフは、フィードバックが開始された３年分の結果である。本

項目では、肯定的な回答をした生徒の割合をピックアップし、グラフ化したものを示す。 

 

問１ 

 

今年度の結果をみると、「理系学部への進学に役立つ（役立った）」と「国際性の向上に役立

つ（役立った）」が著しく向上した。国際性に関しては、第３期のキーポイントでもあるので引

き続きこの高い数字が維持できるようにしていける活動を増やしていく必要があると考えら
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れる。 

 

問２ 

問３ 

 

問２、３から肯定的な回答が３年間を通しておおむね多い傾向が維持されていることがうか

がえる結果となった。 

問４ 
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 各質問項目に対して、半数以上の生徒から肯定的な回答を得ることができた。また、３年間

の推移をみても大きな低下は見られないので、良好な研究開発が行えたと考えられる。国際性

に関しては、第３期の研究開発で向上するように教科等横断的な工夫を重ねていく。 

 

問５ 

 

「成果を発表し伝える力（レポート作成、プレゼンテーション）」が大きく低下していること

が目を引く結果となった。原因としては、昨年から続くコロナ禍が考えられる。今年度の対象

者となっている生徒のうち２／３の生徒がコロナ禍での活動がメインであるので、成果を発表

し伝える力の向上につながる活動を検討していく必要がある。 

 

問６ 

「(16)海外の生徒との共同課題研究」が２０１９年と２０２０年の回答結果と比べて約１．

３倍の数値となった。海外の生徒との交流は国際性の向上にも繋がり、共同で課題研究を行う

ことで協調性の育成も期待できる。グローバル人材の育成に向けた促進剤となる回答であるの

で、この結果を踏まえたアプローチを考案していきたいと考える。 

 



- 82 - 

 

 

 

４．ＳＳＨ意識調査（教員）の結果 

ＳＳＨに関わる教員を対象にＪＳＴが実施した「ＳＳＨ意識調査」の結果を示す。 
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上に示したグラフは、ＳＳＨの取り組みに対する意識を年度別にまとめたものである。各設

問に対して肯定的な回答をした教員の割合は、昨年と同様７０％以上となっている。「問１０Ｓ

ＳＨの取組に参加したことで、学校の科学技術、理科・数学に関する先進的な取組が充実した

か。」に関しては、２０２０年は「やや増した」の割合の方が「とても増した」よりも高い数値

となっていた。しかし、２０２１年の結果では逆転現象が起きており、教員においても意識の

変容がみられる。 

 『問８ ＳＳＨ意識調査の結果（教員）２０２１ 「生徒の変容」』についてグラフ化したも

のを示す。「(13)考える力（洞察力、発想力、論理力）」に関しては、ＳＳＨに関わるすべての

教員が「大変向上した」または、「向上した」と回答しており、５年間の成果が出た結果となっ

た。しかし、『(12)真実を探って明らかにしたい気持ち（探究心）」が５０％しか肯定的な意見

が得られなかった。この回答結果と先ほどの回答結果との差を埋めていく必要があると考えら

れる。 

 「(15)英語による表現力」と「(16)国際性（国際感覚）」では、第３期の研究開発課題の一つ

でもあるので、今後の変容に期待したい。 

 

３．まとめ 

 生徒にアンケートを取ることでＳＳＨ事業に関する評価を行った。①～④の各項目において

生徒からは、高い満足度が感じられる結果となった。本校では文系の生徒も理系の生徒と同じ

ようにＳＳＨ事業の対象となっている。そのような状況で「自然科学・科学技術に対して興味・

関心がある」と大半の生徒が感じていることは、本校の取り組みが「自然科学・科学技術」の

興味・関心が持てる内容であったといえる。また、昨今は文理融合型の学部や職業も多くみら

れるようになってきているため、理系の考えを有する文系の人材は今後さらに求められていく

ことが示唆される。 

 



- 84 - 

 

 

第五章 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 

１．研究計画の進捗と管理体制、成果の分析に関する評価 

①１１部署からなるＳＳＨ開発推進部では全職員がいずれかの部署に所属し、役割を全員

で分担するなど、学校全体で事業を推進・管理する体制となっており評価できる。 

②ＳＳＨの取組を通じて、生徒にどのような資質・能力が身に付いているのか、引き続きル

ーブリック等の内容を改善しながら、丁寧かつ詳細な分析・評価を行っていくことが望ま

れる。 

改善・対応状況 

従来から用いている「ＯＰＰＡ」「ルーブリック」「生徒アンケート」に加え、昨年度から「行

事ごとのアンケート」の実施を始めた。これらを用い、生徒にどのような資質・能力が身につ

いたか等について、より詳細に分析・評価を行うようにした。 

また、ＯＰＰＡを生徒が自身の変容を確認する手段として用いるだけでなく、自己の成長を

表す「キーワード」の数や、その「キーワード」を書いた生徒の人数をカウントし、それを分

析することでプログラム全体の評価法としても活用していく。 

２．教育内容等に関する評価 

①探究的な視点を取り入れた理数科目の設置等、探究的な学習過程を積極的に取り入れよ

うとしていることは評価できる。カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえ、課題研究

や探究的な学習とその他通常の教科・科目を繋げるとともに、研究の質を高めていくこと

が望まれる。 

②評価においてルーブリックやＯＰＰＡシート等を開発し活用していることは評価できる。

広く公開し他校でも使用してもらい、更に改良を重ねていくことが期待される。 

改善・対応状況 

 本校は、教育課程全体をＳＳＨが中心となるカリキュラム・マネジメントの視点を重視して

組み立て、ＳＳＨ事業に全校で取り組む体制としている。サイエンスアプローチ（ＳＡ）を課

題研究に必要な探究プロセスを習得する基礎科目とし、その他の探究科目も全て課題研究に

繋がる能力向上を目指して設定している。 

サイエンスアプローチⅡでは、科目を問わず１学年教員全員で担当することにより教員の

資質向上をはかると共に、通常科目においても主体的・対話的で深い学びを意識した発展的な

授業展開へと繋げている。 

研究の質を高めるため、発展的研究を行う生徒に対しては科学部への入部を呼びかけ、授業

時間以外にも研究を進められるようにした。 

評価においては、ルーブリックやＯＰＰＡおよび開発教材を本校のＳＳＨホームページ上

に公開し、使用法の説明等の問い合わせへの対応や講習会が実施できる体制を整えた。広く普

及を図り、外部からの評価も検証しながら、より汎用性の高い教材となるよう改良を重ねてい

く。 

３．指導体制等に関する評価 
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①数学や英語等において少人数指導を行うなど、指導体制を工夫していることは評価でき

る。多様な分野における課題研究の指導をより一層充実させていくためには、ＴＡ・メン

ター等に外部人材を活用していくことも考えられる。 

②教員に外部研修への参加を義務づけたり、生徒による授業評価を行ったりするなど、教員

の指導力向上を図っており評価できる。校内の研修体制や他校との連携をより一層充実さ

せるなど、更なる工夫が望まれる。 

改善・対応状況 

昨年度、「北杜市ちえのわプラン」および「講師バンク」を設置し、生徒が必要に応じて多様

な分野の研究者などから適宜、指導助言を受けられる体制を整えた。今年度の課題研究におい

ても活用している。今後も、教育や研究に理解があるなど適性に注意しながら、より幅広い分

野を網羅できるよう継続的に人材発掘を進めていく。また、生徒の主体的な活用を推奨する。 

コロナ禍の影響で今年度も外部研修へ出向く機会は少なかったが、教員個々へオンライン研

修の受講を推奨した。校内では中・高の全職員揃ってのＳＳＨ研修会に加え、生徒による授業

評価や教員相互の授業参観を実施し、指導方法の研究・向上を図っている。他校との連携につ

いては、県内においては韮崎高校と共同発表会を開催した。他県では市立の４つの高校と具体

的な連携の準備を進めている段階である。 

 

４．外部連携・国際性・部活動等の取組に関する評価 

サイエンスアプローチⅠ・Ⅱにおいて、北杜市や企業等と連携を図って幅広い学習活動を

展開するなど、地域と積極的に連携しており評価できる。引き続き取組の工夫と更なる発展

が望まれる。 

改善・対応状況 

昨年度、理数系教育拠点としての地域ネットワークである「北杜市ちえのわプラン」を創設

した。今後も、これを活用し、地域個人・地域法人等との安定的・組織的な連携関係を構築し、

ユニバーサルな科学系人材を育成していく。同時に地域の小中学校との連携をさらに深め、地

域の理数教育の底上げにも貢献していく。 

５．成果の普及等に関する評価 

学校ホームページやＳＳＨ通信等による外部への成果の普及・発信について、より一層充実

させていくことが望まれる。 

改善・対応状況 

昨年末に本校ＳＳＨ活動の様子を一層わかりやすく発信するためＳＳＨホームページを全

面的に刷新した。（→ http://koryo.main.jp/ssh/ ） 

新しいホームページには、ＳＳＨ第一期初年度（平成２４年度）から本年度までの全ての

課題研究とサイエンスアプローチの研究要旨を公開し、合わせて検索機能を新設した。個人

情報保護の観点から、一般への公開は掲載への同意を取り付けた本年度分以降となるが、パ

スワードを入れることで本校の生徒は全研究を閲覧できる。これにより先行研究の確認が容

易になり、継続研究の増加も期待できる。 

また、コロナ禍の影響で成果発表会が一般へ非公開となったことから、発表動画を公開し

http://koryo.main.jp/ssh/
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た。また、探究学習発表会場から運営指導委員の先生方に発表を WEBで生中継し、直接コメ

ントをいただく取組も開始した。ホームページでの発表動画、研究要旨、ポスターの一般公

開も、継続していく。 

さらに、サイエンスアプローチの授業で用いている全教材を公開した。使用法の説明等、

問合せに応じて随時講習会を実施できる体制も整えた。今後、他のＳＳＨプログラムの教材

も順次公開し、外部からの評価も検証しながら、より汎用性の高い教材となるよう改良を重

ねていく。（→ http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/ ） 

ＳＳＨ通信は、市内全小中学校をはじめとする連携機関等に配布を行い、研究成果の普及・

発信に努めた。 

６．管理機関の取組と管理体制に関する評価 

①学校からの要望の聞き取りや非常勤講師の配置など、充実した支援をしており評価でき

る。指定校の取組の充実に向けて、県や他校との連携など、より一層の努力が望まれる。 

②市の政策とも連携を図り、様々な取組を有機的につなげるとともに、ＳＳＨ指定校におけ

る活動内容が他校にも広がるようにすることが望まれる。 

改善・対応状況 

管理機関である北杜市教育委員会では、令和３年度「北杜市の学校教育の施策の方向」の三

本柱の一つに「中高一貫教育の推進」を挙げ、ＳＳＨ活動の推進を一層支えていく体制を整え

た。市内小中学校との連携をはかり児童向けのＳＳＨ科学実験教室の企画・実施をおこなうな

ど、人員配置だけでなく多方面からＳＳＨ事業の取組充実と成果の普及・発信に向けた支援を

している。 

今年のコロナ禍の影響による休校の際には、遠隔授業の実施方法等の説明会を甲陵高校に依

頼し、甲陵高校を核とした北杜市のＩＣＴ教育の普及、啓発に努めるとともに、ＳＳＨの成果

の普及を促した。 

また、県内ＳＳＨ校とは情報交換会を実施することで連携強化をはかるとともに、日頃の情

報交換も頻回に行っている。 

 

第六章 校内におけるＳＳＨの組織的推進体制 

（１）甲陵ＳＳＨ開発推進組織 

本校ＳＳＨ開発推進組織は、甲陵中学校・甲陵高等学校との合同組織とし、全教職員がいず

れかの担当になり学校全体でＳＳＨに取り組んでいる。 

「ＳＳＨ開発推進部」は、学校長を中心に管理職（中高）、校務分掌、教科、学年と連携・調

整しながら本校ＳＳＨ全体の方針を決定するＳＳＨ事業推進の中核組織である。 

必要に応じて適宜、開発推進部会議を開催し、その議事録は翌朝までにメールの一斉送信で

教職員全員が共有し、さらにＳＳＨ主任が朝礼で説明を加えている。これにより、ＳＳＨ事業

の方向性、進捗状況、課題等について全員の理解が深まり、ＳＳＨ事業全体の推進につながっ

ている。 

ＳＳＨ各担当（図中①～⑩）には教科を問わず全教職員が所属し、理数科の教員に偏ること

はない。また、担当部署のメンバーは毎年、約半数程度を入れ替えており、それが新たな視点

での見直し・改善に繋がっている。 

http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/
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毎年４月には中高全職員が集合してＳＳＨ研修会を実施している。全員で甲陵ＳＳＨプログ

ラムの趣旨や内容を再確認し、全校体制意識の定着を図っている。 

その他にも、外部講師による研修会や校内職員同士のＳＳＨ研修を随時実施し、事例紹介や

課題共有・解決の場を設けている。 

 

◎ＳＳＨ 

開発推進部 

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担当間

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・検証を行う。 

①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。 

②課題研究Ⅰ担

当 

「課題研究Ⅱ」の導入としての「課題研究Ⅰ」の教育内容を検討し評価・検証

する。「探究力」「人間力」を育成するという観点から教育内容を検討する。 

③課題研究Ⅱ担

当 

「課題研究Ⅱ」の教育内容を検討し評価・検証する。「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。 

④課題研究Ⅲ担

当 

「課題研究Ⅲ」の教育内容を検討し評価・検証する。「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。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。 

⑥国際交流担当 これまでの海外の大学生・高校生との交流の経験を踏まえ、課題研究発表等で

の交流を検討し評価・検証する。 

⑦広報担当 地域の小学校・中学校・高校・大学・企業への成果の普及等を検討し評価・検

証する。渉外活動に関しては、連携担当と補い合いながら活動するが、連携を

する際に最初の交渉を担当する。 

⑧評価担当 統一した評価・検証方法を検討する。 

北杜市立甲陵中学校・高等学校

管理職 各教科

各校務分掌 各学年

ＳＳＨ各担当

　①教育課程担当 ⑥広報担当

　②ｻｲｴﾝｽｱﾌﾟﾛｰﾁ担当 ⑦評価担当

　③課題研究担当 ⑧報告書担当

　④連携担当 ⑨経理担当

　⑤国際交流担当 ⑩中学校担当

文科省・科学技術振興機構（ＪＳＴ）

山梨県教育庁

管理機関：北杜市教育委員会

校長

近隣小中学校

ＳＳＨ開発推進部

◎教頭　・教務主任　・ＳＳＨ主任

・ＳＳＨ担当長　・学年代表　・教科代表

北杜市教育委員会

ちえのわプラン

（地域個人・地域企業等）ＳＳＨ運営指導委員会

海外連携校(インド)

大学・研究機関

ＳＳＨ指定校

県内高等学校
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⑨報告書担当 年次報告書等の作成を担当する。 

⑩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。 

⑪中学校担当 中学校に関わるプログラムの企画・運営・実施・評価・検証を担当する。 

 

（２）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、保護者等で構成する。 

甲陵ＳＳＨの内容に対して指導、助言、評価等を行う。 

②年度毎３回開催 

③委員名簿 （敬称略） 

氏 名 所 属 職 名 

秋江 靖樹 
シミックファーマサイエンス 

株式会社 
執行役員 バイオリサーチセンター長 

有田 正規 国立遺伝学研究所  生命情報・ＤＤＢＪセンター長 教授 

内田 裕之 国立大学法人山梨大学 特任教授 

北原 正倫 山梨住宅工業株式会社 代表取締役社長 

豊木 博泰 国立大学法人山梨大学 名誉教授 

早川 正幸 公立大学法人山梨県立大学 理事長・学長 

堀  哲夫 国立大学法人山梨大学 名誉教授 

増田 茂生 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 

輿水 伸二 北杜市産業観光部 部長 

 

第七章 成果の発信・普及 

（１）ホームページの充実（→ http://koryo.main.jp/ssh/ ） 

中間評価での指摘と運営指導委員からの助言を踏まえ、本校ＳＳＨ活動の様子を一層わか

りやすく発信するため本校のＳＳＨホームページを昨年末に全面刷新した。 

・発表動画の公開 

今年度もコロナ禍の影響で発表会が一般へ非公開になったことから、発表を動画で収録し

公開した。また、運営指導委員には発表会場から WEBで生中継し、直接、コメントをいただ

くことができた。 

・研究要旨の掲載と検索機能 

ＳＳＨ第一期初年度（平成２４年度）から本年度までの全ての課題研究とサイエンスアプ

ローチの研究要旨を公開し、合わせて検索機能を新設した。個人情報保護の観点から、一般

への公開は掲載への同意を取り付けた昨年度分以降となるが、パスワードを入れることで本

校の生徒は全研究を閲覧できる。これにより先行研究の確認が容易になり、継続研究の増加

が期待できる。 

・教材の公開（→ http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/ ） 

サイエンスアプローチⅠおよびサイエンスアプローチⅡ用に開発し、授業で用いている全

教材を公開し、使用法の説明等、問合せに応じて随時講習会を実施できる体制を整えてい

る。今後、他のＳＳＨプログラムの教材も順次公開し、外部からの評価も検証しながら、よ

http://koryo.main.jp/ssh/
http://koryo.main.jp/ssh/kaihatukyozai/
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り汎用性の高い教材となるよう改良を重ねていく。 

 

（２）ＳＳＨ探究学習発表会の実施 

 今年度もコロナ禍の影響で一般の参加者への公開はできなかったが、校内では平常時通り

に実施した。 

その際、昨年に引き続き、発表を動画で撮影し、発表要旨やポスターと共にホームページ

で公開することで成果の普及に努めた。なお、ＳＡ・課題研究共に、PowerPointを用いた口

頭発表とポスター発表の両方を経験させ、プレゼンテーション能力を高める機会としてい

る。加えてレジュメ・資料作成・ポスター作成の習得にも注力した。運営指導委員の方に

は、発表会場から WEBで生中継し、直接コメントをいただいた。 

 

（３）ＳＳＨ通信の発行 

市内全小中学校をはじめとする連携機関等に配布して研究成果の普及・発信に努めた。 

 

（４）科学系コンテスト・発表会・イベント等への参加 

コロナ禍の影響で今年は参加機会が減少したが、各種発表会への出展により成果の普及・発

信と研究内容の向上及び生徒の資質向上を図った。今年度に参加した主なものを記す。 

 

ア）「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」 

実施日 令和３年８月５日(第１部)、８月２０日(第２部) 

場 所 参集実施(第１部)、オンライン実施(第２部) 

実施方法 物理・工学部門、化学部門、数学情報部門、生物（動物・医学）部門、生

物（植物・農学）部門、地学部門に各校作成したポスターで発表し一次審

査を行った。二次審査は Zoomによってオンラインで発表を行い、チャッ

ト機能で質疑応答が行われた。 

参加テーマ 「野外分離のリポミセス酵母による食品廃棄物を用いた脂質生産」 

イ）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 令和３年１１月７日 

場 所 オンライン開催 

実施方法 物理・化学・生物・地学・ポスター発表の５部門のうち各２研究までエン

トリーが可能で、研究発表をＤＶＤに収録して提出した。後日、審査員か

ら採点結果と講評をいただいた。他校の発表は動画で視聴をした。 

参加テーマ 物理部門「モアレによるアニメーション」 

    「磁場と落下速度の関係」 

化学部門「炭酸カルシウムの生成粒子沈降速度の急激な変化についての

研究」 

生物部門「野外分離のリポミセス酵母を用いた脂質生産に関する研究」 

「生物資源を用いた土壌改良に関する研究」 

成 果 化学部門：理科部会特別賞（第３位） 

ウ）山梨大学男女共同参画推進室「ガールズサイエンス cafe2021」 

実施日 令和３年１１月２４日～１２月７日 
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場 所 オンライン開催 

実施方法 PowerPoint でプレゼンテーションを作成し、研究内容を発表した動画を

提出した。研究内容は山梨大学の先生方が評価を行う。他校の研究は、動

画で視聴した。 

参加テーマ 「ドミノ倒しに関する研究」 

「ロドスポリジウムの赤くなる条件」 

成 果 「ドミノ倒しに関する研究」：優秀賞 

エ）山梨県高等学校芸術文化祭 社会科学部門 

実施日 令和３年１１月１日 

場 所 山梨県立吉田高等学校 

実施方法 PowerPointでプレゼンテーションを作成し、研究内容を発表した。 

参加テーマ サイエンスアプローチでの研究 

「コース班」「ゆるキャラで北杜市の魅力を伝えよう」「リトルスクール」 

「SNSで北杜市を盛り上げよう！」 

成 果 最優秀賞１枠と優秀賞１枠を全て本校が受賞。 

最優秀賞：「コース班」 

優秀賞 ：「ゆるキャラで北杜市の魅力を伝えよう！」 

オ）韮崎高校探究交流会 

実施日 令和４年１月２２日 

場 所 山梨県立韮崎高等学校 

参加テーマ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため不参加 

 

第八章 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向性 

（１）現状の分析と課題 

本校では平成２４年度のＳＳＨ指定開始時から、校訓「立志躬行（自ら志を立て、その実現

のため努力し実行する）」のもと、探究活動に「地域の力（市役所や地域の企業、組織、個人等）」

を取り入れることで、地域に根ざした優れた科学技術人材に必要な資質能力の育成に取り組ん

できた。 

第Ⅰ期・第Ⅱ期で１学年前期に行っている「サイエンスアプローチ（ＳＡ）Ⅰ」では、研究

倫理を学んだ後、地域でのフィールドワークを実践しながら科学的探究プロセスを習得する。

続いて後期の「ＳＡⅡ」では、プレゼンテーションを通じたディスカッション、サイエンスレ

クチャー（講演会）、サイエンスフィールドワーク（地域の研究機関の訪問研修）等の実施によ

って、プレゼンテーション力、科学的な興味関心や科学的発想力、科学的探究心を向上させて

いる。また、「科学研修旅行Ⅰ・Ⅱ」や学校設定科目「探究理科（物化生）」「探究数学」「探究

英語」、講演会や各種講座などの実施により課題研究を補完し、科学技術人材に必要な資質能力

を向上させている。 

「地域の力」を用いることは、探究の深化はもちろん、コミュニケーション力や表現力等の

人間力を高めるとともに、全ての研究の根底にあるべき社会貢献意識の育成にも役立っている。 

これらの取組の結果、東京大学等主要国公立大学への推薦入試を用いた進学者や、理工系学
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部などの科学技術分野への進学者が増加している。ＳＳＨ課題研究での取組等が評価されて東

京大学工学部に推薦合格した後、継続研究を行う中で、学部２年次から専用研究室を与えられ

て最先端の研究者として活躍している特筆すべき卒業生もいる。 

次期申請に際しては、次の課題を解決することで今後の更なる発展が可能と考えている。 

〇第Ⅱ期における学校設定科目「サイエンスアプローチⅠ・Ⅱ」について 

本校は併設型の中高一貫校である。併設中学校ではＳＳＨ第Ⅱ期初年度（平成２９年度）

に探究プログラムを開始した。その第 1期生（平成２９年度の中学第 1学年）は高校へ入学

後（第Ⅱ期４年目・令和２年度）、中学での学びを活かして学年のリーダー的な存在として活

躍している。しかし、高校 1学年の「サイエンスアプローチⅠ」のカリキュラムに甲陵中で

の探究プログラムと重複する内容があるなど、甲陵中からの進学者の能力を十分には活かせ

ていない。 

また、「サイエンスアプローチⅠ・Ⅱ」での取組が、２学年での「課題研究Ⅰ」のテーマ決

めに必ずしも活きているとは言えず、テーマ決めに難航する生徒が見受けられる。そのため、

カリキュラムの改善が必要である。 

〇第Ⅱ期における学校設定科目「探究科目」について 

学校設定科目｢探究理科（物化生）｣「探究数学」「探究英語」を設置し、発展的実践的な内

容を多く扱うことで課題研究を補完している。しかし、習得時期が適切でないなどの問題が

出ており、実施時期やカリキュラムの改善が必要である。 

〇第Ⅱ期「甲陵版ルーブリック」について 

課題研究の進行に合わせて生徒自らが作成する自己評価シートであり、ＯＰＰＡの開発者

で評価の専門家の堀哲夫氏の指導の下、本校で開発している独自のものである。常に「より

良い研究とは何か」「より良い発表とは何か」等を自問し、自ら改善、成長していくことで生

徒の資質能力が向上し、研究が主体的なものとなることが期待できる。ＳＳＨ第Ⅱ期３年目

に構想、翌年から開始しており、現在は未だ導入２年目であるため、今後も開発を継続して

いく必要がある。 

〇第Ⅱ期「北杜市ちえのわプラン」について 

本校のＳＳＨ事業では、上述の通り「地域の力」を積極的に活用している。「北杜市ちえの

わプラン」は、地域の力（市役所や地域の企業、組織、個人等）や卒業生等と組織的かつ安

定的・継続的な連携関係を構築し、それを生徒が主体的に活用して自らの資質能力の向上を

期す取組みである。現在、地域連携は強化されたが、課題研究の外部協力者を学校が登録す

る「講師バンク」としての利用にとどまることが多いため、第Ⅲ期では生徒の資質能力がよ

り向上するプログラムにしていく必要がある。 

〇国際性（英語による表現力・国際感覚）の向上について  

ＳＳＨ意識調査（生徒）

の結果で、「国際性(英語

による表現力・国際感

覚)」が向上したとの回答

が約４０％と低い(Ａ)。

一方、約７０％の生徒が、

もっと深く学びたいと回答している (Ｂ)。このため、この分野についてのプログラムを開発

し、強化していく必要がある。 

（２）今後の研究開発の方向性  

SSH意識調査の結果　※学校にフィードバックのあった年度のみ

設問 2019 2020

SSH取組に参加したことで、
国際性（英語による表現力、国際感覚）に対する

興味、姿勢、能力が向上したか
42.0% 42.8%

英語で表現力を高める学習について、
参加したい、あるいはもっと深くまで取組んでみたいと思うか 68.7% 68.6%

A

B
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①目的  

  国際的に活躍する科学技術人材に必要な科学的探究力と人間力を育成する。 

②目標 

本校では、優れた科学技術人材に必要な資質能力は、科学的探究力と人間力の向上によ

り育成されるという考えのもと、ＳＳＨ事業に取り組んでいる。 

※人間力は以下のように定義する。  

（第Ⅰ期・第Ⅱ期） 

「英語を含めたコミュニケーション力、表現力、つながりを作る力の全てを備えた力」 

（第Ⅲ期） 

「英語を含めたコミュニケーション力、表現力、つながりを作る力、発信力、社会貢献意識

の全てを備えた力」 

 

目的を達成するため、第Ⅲ期では次の４つの目標を設定する。なお、本校ではすべてのプ

ログラムで「五感」を働かせた体験活動を重視し、実体験に基づく確かな力を育成していく。

目標１～４の各プログラムの内容及び仮説は３期計画書を参照のこと。 

 

目標１.「甲陵ＳＳ中高一貫プログラム」で課題研究や探究活動に取り組むことにより、科学

的探究力と人間力に基づく高い課題解決力を育成する。 

目標２.「甲陵Ｍｙルーブリック作成プログラム」に取り組むことにより、主体性を高めると

ともに、科学的探究力を育成する。 

目標３. 地域の力を活かす「北杜市ちえのわプログラム」に取り組むことにより、主体性を

高めるとともに、科学的探究力と人間力を育成する。 

目標４.「甲陵論理表現プログラム」により、論理的思考力および人間力を育成する。 

 

（３）ＳＳＨ事業の検証・評価方法の開発 

 ①ＳＳＨ事業の評価と検証 

  以下の評価方法を改良しながら組み合わせ、細かく評価・分析を行うことで、個々のプロ

グラムとＳＳＨ事業全体の見直しや改善を行う。 

ⅰ）ＯＰＰＡ  

現在、ＯＰＰＡは生徒個々の変容把握と資質能力の向上に利用しているが、ＯＰＰＡ

提唱者で本校運営指導委員の堀氏の指導のもと、今後はＯＰＰＡを生徒が自身の変容を

確認する手段として用いるだけでなく、自己の成長を表す「キーワード」の数や、その

「キーワード」を書いた生徒の人数をカウントし、それを分析することでプログラム全

体の評価法としても活用していく。 

ⅱ）ルーブリック  

ⅲ）生徒アンケート  

  ⅳ）ＳＳＨ意識調査  

②卒業生の追跡調査 

  卒業生への追跡調査が未熟であるため、同窓会と連携することで卒業生の進路状況等を収

集・把握し、分析する効果的な体制を整える。得られた情報を蓄積し、ＳＳＨ事業全体の検

証に用いていく。 
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❹関係資料 

（１）教育課程表 

 

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 総 合 4 6

現 代 文 Ｂ 4 4 3

古 典 Ｂ 4 4 2 2

国 語 演 習 Ａ － 4

国 語 演 習 Ｂ － 3 1

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 理 歴 史 演 習 － 1,2 0,1

※ 現 代 社 会 2 1

倫 理 2 2 2

政 治 ・ 経 済 2 2 2

公 民 演 習 － 0,1 0,1

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

※ 探 究 数 学 － 2

数 学 演 習 Ａ － 3

数 学 演 習 Ｂ － 2 3

物 理 基 礎 2 2 2

化 学 基 礎 2 2

生 物 基 礎 2 2

※ 探 究 物 理 － 3 3

※ 探 究 化 学 － 3 3

※ 探 究 生 物 － 3 3

化 学 基 礎 探 究 － 2

生 物 基 礎 探 究 － 2

理 科 演 習 Ａ － 2

理 科 演 習 Ｂ － 1 4

体 育 7～8 3 2 2 2 2

保 健 2 1 1 1

音 楽 Ⅰ 2 2

美 術 Ⅰ 2 2

書 道 Ⅰ 2 2

工 芸 Ⅰ 2 2

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

※ 探 究 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

高 大 連 携 講 座 Ⅰ － 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

高 大 連 携 講 座 Ⅱ － 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

地 域 連 携 講 座 － 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

※サ イエ ンス アプ ロー チⅠ － 1

※サ イエ ンス アプ ロー チⅡ － 1

※ 課 題 研 究 Ⅰ － 2 2

※ 課 題 研 究 Ⅱ 1 1

探 究 学 習 － 1 1

1 1 1 1 1 1

－ － － － － －

－ 40～43 40～43 40～43 30～33 34～37

理

　
　

科

教科 標準単位数

３年次

国

　
語

地
理

歴
史

公
　
民

数

　
　

学

１年次
２年次

科    　　目

※はSSH研究開発に関わる科目

保健
体育

芸
　

術

外
 

国
 

語

探
究
総

合

ホームルーム活動

※総合的な学習の時間

合            計

備　　　　　　考
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（２）研究テーマ一覧 

中学校「課題研究」（中学３年）

 

サイエンスアプローチⅠ (高校 1年前期) 

 

 

サイエンスアプローチⅡ（高校１年後期） 

 

1 グリーンゾーン長坂 15 北杜市のエネルギー問題 ～ソーラパネルを新しい視点から見つめる～

2 夏のもりMUSEUMシールラリー 16 SNSで北杜市を盛り上げよう！

3 北杜市のブルーベリーを有名にする 17 長坂商店街を発信！

4 自然をつかって北杜市の魅力を伝えよう！ 18 スイーツで地域活性化

5 北杜市民バス活性化 19 北杜市パン発信部

6 ゆるキャラで北杜市の魅力を伝えよう 20 北杜市における観光ルートの考案・拡散

7 SNSで長坂の飲食店PR 21 Living in Hokuto

8 デマンドバスを広め隊 22 コース班

9 ＃映えスイーツka!? 23 北杜市の魅力を伝えよう！

10 森人 24 飲食店PRで北杜市活性化

11 リトルスクール 25 水と北杜とSNS

12 Oh　Mai　Ga　～マイマイガ大量発生について～ 26 北杜市の商業を活性化 していき隊

13 米粉を使用して北杜市のお米をPRしよう！ 27 北杜市のソーラーパネル

14 Welcome!観光の杜 28 環境問題～ポイ捨てごみを無くすために～

1 フランスの国土から見るフランス文化が受けた影響 59 著作権はどうやって発生するか

2 電気を使わない発光 60 どうやったらくしゃみは小さくなるのか？

3 世界一平和な国と日本 61 東大が求めている物理力とはなにか

4 ポケモンはなぜ世界的なコンテンツになれたのか 62 成績及び睡眠時間の関係性について

5 地球を冷やす方法 63 理想の人と出会う確率

6 毒物・劇物について 64 計算力をあげるには

7 美術は何をすべきか 65 しろたんがかわいいのはなぜか

8 音楽のもたらす効果 66 平安時代の美人の条件が現代と違いすぎるのはなぜか

9 投槍器がよく飛ぶ理由 67 欅坂４６の人気から考えるアイドル

10 永久機関について 68 ダイソーのシャーペン折れにくさＮｏ．１

11 シュールの日本語化を試みる 69 人と話すのが怖い

12 幸せと感じる瞬間の法則 70 考えるということについて

13 今と昔で好まれる絵本に違いはあるのか 71 TEDから学ぶ魅力的なプレゼン

14 人間がまちがいをする理由について 72 国語の記述問題の意義

15 道路交通法について 73 幼児向けアニメは聴覚的にも幼児向け？

16 宇宙は本当にひとつなのか 74 理想の人と出会う確率

17 「細雪」論 -幼少期の教育・環境と性格への影響- 75 ＦＲＰは金属より有利？

18 なぜ基礎スキーは普及しないのか 76 日本の馬が凱旋門賞で勝てないのはなぜか

1 混ぜ時間とホットケーキの厚さ 19 液体を通した影

2 跳ね返り係数の式をつくる 20 ボールの高さと水しぶきの関係

3 セミの鳴き声を再現する 21 ヒラヒラ定数

4 Excelマクロ　～メンバー管理表作成の自動化～ 22 羽の面積と発電量

5 犬の感情を聞き分ける 23 あみだくじの当たりの行き方の規則性

6 メレンゲを早く泡立てる 24 画像の色を解析するプログラム

7 ペットボトルフリップ装置 25 ボールかごを部室に入れる

8 サイコロでない立体を落としたときの各面の出る確率 26 段ボールと周波数

9 グルテンの変化量 27 手書きとタイピングの記憶力の差

10 有効なストレス発散法 28 切り花と洗剤

11 夕立と気温・湿度 29 瓶の中身と転がる速さ

12 スープの濃度と温度変化の関係 30 統計学

13 紙を特定の位置に落下させる 31 濡れた紙を元に戻す

14 筋トレ後の超回復の期間の差による筋力の変化の違い 32 玉鋼をつくる

15 障害物によるスマホの消費電力の違い 33 ハチが嫌う成分

16 摘心による植物の変化 34 PKのトレンド

17 ミュータンス連鎖球菌の培養 35 皿洗いの温度と洗浄力

18 ふわふわな卵焼きを焼きたい 36 統計論
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課題研究Ⅱ（高校３年） 

 

 

19 時間はもどるのか？ 77 かわいいの定義とは？

20 「ハリー・ポッター」における杖の役割 78 ペットと触れあうと勉強の効率が上がるのか

21 消毒剤の普及によってウガンダの課題は解決できるのか 79 人間関係によりパーソナルスペースはどう変化しているのか

22 ハンセン病の歴史 80 ＶＲ使用に伴う危険について

23 勉強するなら朝か夜か 81 告白を成功させる秘訣とは

24 プレイステーション５はどうして５万円で売れるのか 82 勉強中に音楽を聴くことは効果的なのか

25 測量技術の進歩について 83 綾鷹は本当に選ばれるのか

26 日本と欧米の恐怖の対象の違い 84 場所によっての心理

27 シュメール人の目が大きい理由 85 織り姫と彦星は本当に一年に一回出会えるのか

28 自分に合った睡眠時間を見つけよう！ 86 学習時における音楽の影響

29 犯罪者の心理 87 焦らずに目標を達成するにはどうすればいいのか

30 海洋ごみとプラスチック 88 ブラックホールの仕組み

31 機械翻訳の正確性について 89 電子書籍は紙書籍にとってかわるか

32 「象は鼻が長い」の主語は？ 90 遊戯王は株

33 室内で一番育てやすい植物はなにか 91 癒しと音楽

34 スマホは私達を中毒にさせたがっている 92 暗記に効果的な色

35 噴火の予測はできるのか 93 絵描き歌初見攻略

36 ババ抜き必勝法 94 デジャブとはなにか

37 抗菌性物質のメカニズム 95 飛行機搭乗による被ばくについて

38 「くさい」最強説。 96 目がよくなるのは本当なのか

39 なぜ青色は食欲減退させるのか～色彩と食欲の関係性～ 97 文学作品におけるキリギリスによる効果

40 魔法（超能力）は科学的に実現可能か 98 パーソナルカラーの本来の目的とは

41 音、音楽、人間。 99 ミステリー作品で犯人を当てたい

42 ディズニーと左回りの法則の関係 100 欧米と日本での若者の自己肯定感の高さの違い

43 魚も痛いのか 101 暗記メカニズムから学ぶ効率的な暗記方法

44 人によって好き嫌いが分かれるのはなぜか 102 薪ストーブの良さ

45 JAZZの歴史 103 犬はどのようにして人の心を癒すのか

46 十分な食料を確保するために 104 不可能図形

47 Koenigsegg Gemeraにおける内燃機関の効率的利用 105 ギリシア神話と古代ギリシアの人々の関係

48 世界の神話の共通点 106 レシプロエンジン

49 色と心理 107 オリンピックが世界に与える影響

50 人口密度と気候・地形の関係性について 108 「Ｕｎｉｔｙ」を用いたドミノ倒し

51 これって実際どうなの？？ 109 身長が高いほうが寿命が短いのではないか

52 プラごみを減らすには 110 音楽がもたらす影響

53 生活習慣を変えるアイデア　～朝型か夜型か～ 111 スマホの利用による記憶力と集中力への影響

54 北欧スタイルを目指そう 112 あくびの発生と伝染

55 コーヒーの苦みの緩和する方法 113 ブナシメジはなぜ苦いのか？

56 三毛猫の不思議 114 勉強中の効果的な休憩方法について

57 ニホニウムのができるまでと新元素の発見 115 点字ブロックの現状と課題

58 お金持になるには 116 天気痛のメカニズムと対策

1 がん検診受診率向上への対策とその効果

2 日本におけるベーシックインカム制の実現の可能性

3 炎上CMから読み解く人々のジェンダー意識

4 惹きつけられるイラストを構図と色を観点に考える

5 文化の受容～米国文化ディズニー～

6 化粧品会社の環境保全に対する取り組みと今後の課題

7 外国人児童の教育支援に対するNPOの役割

8 法人事業と個人事業の適正

9 大企業に勝つ差別化の方法

10 防災意識と地域コミュニティーの関係性

11 なぜSNS上で誹謗・中傷が起きるのか

12 『桜の樹の下には』における「美」と「惨劇」の関係性と梶井基次郎作品内での「想像」の役割

13 野外から分離したリポミセス酵母による食品廃棄物を用いた脂質生産

14 海中のペットボトルの動き方をとらえる

15 比較から読み解く世界の都市計画

16 GDPと精神疾患患者数の関係
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課題研究Ⅰ（高校２年） 

 

 

（３）ＳＳＨ運営指導委員会 

  

［令和三年度第一回運営指導委員会］                       

①日 時 令和３年５月２５日 １４：００～１６：００ （オンライン実施） 

②参加者(敬称略)  

運営指導委員：秋江靖樹、有田正規、内田裕之、北原正倫、豊木博泰、堀哲夫、増田茂生 

  

管理機関（北杜市教育委員会）：教育長・輿水清司、教育部長・加藤寿、参事・佐野隆、指導

監・田中和美 

学校：高校校長･鈴木伸幸、中学校長･小池雅美、高校教頭・櫻井利行、中学教頭・渡邉史、

事務長・小林晋、 

ＳＳＨ主任・増渕大介、中学ＳＳＨ主任・小川庸生、他ＳＳＨ開発推進部所属職員 

③意見  

・「地域との連携」は非常にアクティビティで、学生のモチベーションに繋がっていると思う。

同時に「グローバル」という観点から、例えば外国のニュース（特にＢＢＣ）を見る授業を取

り入れると良いのでは。国際的視点を養うことが出来る。「地域」と同時に「世界の視点」に触

れる機会を作ることを勧める。 

・「高度な」理系人材の育成は大学でも難しい。高校では「高度な」というよりも、広い視野

をもつ人材育成として多彩・多様な意欲ある人材の育成を。 

・課題研究で力はつくが、そのまま大学での研究に繋がるわけではない。高校ＳＳＨで培っ

自然科学系 社会科学系

1 天然の抗ウイルス剤メチルグリオキサールの合成の量子化学的研究 34 冤罪

2 保湿剤の保湿効果に関する量子化学的研究 35 岡谷製糸の労働力について

3 アルコール酸化反応のクラスターサイズ依存性に関する量子化学的研究 36 コロナ不況に対して経済史の観点からできることはあるか

4 化学実験における疑問点の探究その１ 37 女性差別の現状共有と対策

5 糸電話 38 首都機能の移転について

6 ドミノ 39 若者の政治離れについて

7 竹とんぼ 40 コロナ禍の差別と魔女狩り

8 ルミノール 41 コミュ力とは

9 炭酸カルシウムの濃度と沈降速度の依存性③ 42 甲陵高校のLGBTフレンドリー化

10 磁場と落下速度の関係 43 株価とコロナの関係

11 金属樹生成における溶液濃度の影響 44 cute or beauty

12 ペーパープレーンの飛行距離の延伸 45 マーケティングと消費者行動

13 VIVA NATTO！ SDGs

14 食品による食品のための抗菌消毒液 46 ジェンダーフリーから見るわたしたちの制服

15 リポミセス酵母の長生きできる秘密とその利用 47 生理の貧困

16 色と形の関係性 48 青少年期におけるSOGIハラ

17 乳酸菌と酵母の共培養 49 地球に優しいハッピーセットに！

18 笹で消毒液を作る 50 カンボジアの子供たちと音楽でつながろう

19 言語連想実験から見る学習への態度 51 ”もったいない”から学ぶ制服リユース

20 紫外線による植物の影響 52 受験の効用

21 野外分離のリポミセス酵母を用いた脂質生産に関する研究 53 TOY BANK ～おもちゃ銀行～

22 生物資源を用いた土壌改良に関する研究 英米文化系

23 ロドスポリジウム酵母が赤くなるには？ 54 ハリーポッターが国境を超える理由を探る

24 土壌と乳酸菌の関係 55 アリアナ・グランデのアルバム"Thank u, next"をもとにアーティストと楽曲の関連性を探る

25 食べ物で寿命はのびるのか 56 洋楽の和訳に必要な条件とは

26 タイトル未定 57 演説におけるメタファーの効果について、オバマ大統領のスピーチを例に探る

27 植物の磁場の関係 58 「スター・ウォーズ」「メッセージ」における地球外生命体の変化

数理科学系 人文科学系

28 三角錐の内角（立体角）の和に関する研究 59 ロボットの外見と社会的地位

29 データサイエンス 60 出家による救済

スポーツ科学系 61 どんでん返しの小説はどのように読者を騙しているのか

30 スポーツが人格形成に及ぼす影響 62 お菓子のパッケージの変遷と社会

31 高校生のスポーツ場面におけるスランプエピソードの分析 63 絵本における食べ物の描かれ方

32 北杜市を拠点とした総合型地域スポーツクラス化への一考察 64 早期教育はいいの？悪いの？

33 学校教育における陸上競技の授業改善への一考察 65 言語習得におけるスマホを用いた読み聞かせと人による読み聞かせの効果の違いについて

66 色彩とキャラクターの印象の関係について

67 デマを信じる人の心理

68 名づけの研究 ～社会的背景の影響はあるか～



- 97 - 

 

た色々な経験（英語もその一つ）が役立つ。尖らせるのも有りだが、尖っていないのも有り。 

・「縦の域内連携」の一つとしてＯＢ・ＯＧとの関係をもう少し考えた方が良い。ＳＳＨを始

めて１０年目であり、大学在学中やその後にＳＳＨがどのように役立ったかなどをＳＮＳ等の

プラットフォームを用いて調査すべき。 

・中高一貫の深化に関し、中学の教員は異動があるため高校の教育方針を確実に共有した上

で指導頂くことが重要では。 

・「自ら進んで学べるようになる」ことを中心に考えているようだが、大事な視点だと思う。

「自分自身のルーブリック」の作成は、要するに自己評価し自分の力をどう高めていくかを考

えるということ。自分にフィードバックして「より良くしていくためにはどうしたら良いのか」

と考える視点が必要である。「自分を客観視する力」を付けるのは難しいことだが、それをどう

育成するかを考えていくと良い。 

・指導要領の中に、身に付けるべき力として「思考力」「判断力」「表現力」が使われている。

「思考力」「表現力」は学校生活の中で育むことが出来る。一方、「判断力」は生きていくため

にも重要な力であり、その育成はとても重要だが学校での育成はとても難しい。難しいがそこ

に関わることが大切である。 

・課題研究においても、テーマを選び研究を進めていく際に「判断力」が関わる。判断を間

違うとうまくいかない。「判断力」は、例えば先行研究の中の良い事例が「なぜ良いのか」「な

ぜうまくいったのか」「失敗をどう乗り越えたのか」などを考え、学ぶことで育成できる。自分

の研究などが壁にぶつかった時に対応する力がつく。 

・三期の計画では、資質能力の向上を強調できる中身にできると良いと思う。 

・マネジメントの考え方からいえば、学んでいることがどう教育に繋がっているのかという

関連性が見えてくると、研究の深化には直接は繋がらないかもしれないが、広い視野でモノを

見る視点につながり、それが課題研究のテーマ設定をする力に繋がるような気がする。 

・二期の研究開発課題に入っている「ユニバーサル」というのは「普遍的な」「汎用性」とい

う時に使われるが、ここでは色々なことに対応できる「汎用的な能力」を意識してあえて「ユ

ニバーサル」という単語を使っている。「文理融合」「社会的意味での課題」「人類の課題」など

を踏まえ、より広い視点や課題意識を養う能力を育成するということを考えると、研究で成果

をあげるといった狭い領域での尖った人材育成とは離れるが、ＳＤＧｓのカテゴリーがあるよ

うに人類社会や国際社会の課題を見つける生徒の視点を養うという意味を込めて、第三期でも、

あえて「ユニバーサル」という単語を使う、ということも良いのではないか。 

・「スーパーサイエンス」であるし、文科省が「高度な人材育成」というのも分かるが、高校

で育成した尖った人材が大学でそのまま活躍できるかというと難しい。大学では、まず一般教

養で視野を広げようという教育をするため、秀でた分野の取り組みが滞って元に戻ったような

教育になってしまう。尖った人もいるかもしれないが、視野が広い人材を育成してほしい。甲

陵の個性が出るよう尖った人材にこだわりすぎないように。 

  

［令和三年度第二回運営指導委員会］                         

①日 時 令和３年１０月６日 １５：４０～１７：００ （オンライン実施） 

※会議前にＳＡⅠ発表への指導助言の時間を設けた 

②参加者(敬称略)  

運営指導委員：秋江靖樹、有田正規、内田裕之、北原正倫、豊木博泰、早川正幸、堀哲夫、

増田茂生 
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科学技術振興機構：赤石定治 

山梨県教育委員会：関博史 

管理機関（北杜市教育委員会）：教育部長・加藤寿、参事・佐野隆、指導主事・氏原求 

学校：高校校長･鈴木伸幸、中学校長･小池雅美、高校教頭・櫻井利行、中学教頭・渡邉史、

事務長・小林晋、 

ＳＳＨ主任・増渕大介、中学ＳＳＨ主任・小川庸生、他ＳＳＨ開発推進部所属職員 

④意見 

（１）探究学習発表会に対して  ※1学年サイエンスアプローチ（ＳＡ） 

・アンケートのとり方、集計の仕方に工夫の余地がまだあるのでは。途中で先生から適度に

アドバイスをした方がうまく進められるのかと感じた。 

・課題に対してどんどん進んでおり、少し上っ面だけで終わっているという印象を受けた。

途中で事象の観察というか、問題について情報を調べていくと、もっと分かる部分が出てくる

のでは。ただ、1 年生として探究のプロセスを学ぶという点では、自ら体験して十分挑戦して

おり、その点は高く評価したい。 

・社会科学の分野の研究は、着眼点としてアイデアは面白いが科学的に考えているかという

と少し不足がある。アンケート等をとった後、分析することなく数はいくつでした、で終わっ

てしまっている。時間が足りていないのではと推測している。時間内で結論がきちんと出せる

内容にする、という指導がもう少し必要では。 

・運営に関し、ＰＣマイクでは聞き取りづらいのでオンラインの場合はヘッドセットの用意

など工夫・改善してほしい。 

・撮影は、もう少し引いて全体が見えた方が良かった。 

・研究プロセスに従って、きちっとやっている印象を受けた。ただ、アンケートなどを取っ

た際に、結果をもっとよく考察すべき。私が見て、新しい発見や大きな成果が得られているな

と思ったが、生徒たちからは大きな新しい結果を得たんだ！という感動のようなものが感じら

れなかった。 

・アンケートの結果をもとに、そこからさらに問題を抽出して課題を設定し、その課題の達

成に向けて研究を進めていくという次のプロセスが欲しいと思った。 

・ＳＮＳで情報を流したチームではフォロワー数について言及していたが、その数が多いの

かどうか分かりづらいので比較を示すと良い。 

・フォロワーの意見や自分たちのデータをもとに、今後どのように研究を進めていったら良

いのかと考え、次の研究の流れを作っていくことを期待したい。 

・内容を充実させるためには、「いい研究とはどういう研究なのか」と考える時間が必要なの

では。「良い内容を持った研究に必要な条件」を自分たちで明確にしないと、今回の問題点だけ

クリアしても良いものに繋がらない。 

・探究プロセスがしっかりできていると感じた。研究の流れが分かりやすく、生徒達の目的

もはっきりしていると思う。最初が弱いと途中でぶれることがあるが、自分たちの疑問の出発

点に十分時間をかけ研究がスタートしているのが良いのだと思った。 

・生徒たちが、北杜市の色々な場所に出向いて自ら提案をする等の経験をしているのは素晴

らしい。 

・地域の重要な課題を扱っており、大人が課題だと捉えていることをあげていることから考

えても、的確なテーマ設定になっていた。エネルギー、過疎化、観光などは、全国あるいは世

界全体で問題となっている大きなテーマ。問題の拡がりが大きいので、地域の課題をやる act 
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Locally は良いが、think globallyの観点で問題の拡がりがどういう風にあるのかを考えてみ

ることも重要では。その意味で、結論や成果を急いで求めすぎたところも無きにしも非ずと感

じた。 

・子ども達はこれから羽ばたいていって欲しい人間なので、ＳＡで地域の課題に取り組むこ

とを通して、難しいとは思うが、視野を広く世界の問題や文明的な問題、社会の在り方の問題

という風に視野を広げていって貰えると良い。 

・校長先生の五感の話に感銘を受けた。研究を進める上で、五感はとても重要。生徒達は時

間が無い中とは思うが、研究の内容によっては、現場に出て、五感で、ニオイも含めて感じて

研究を展開していくと良いのかなと思った。 

 

２．ＳＳＨ事業経過報告に対して 

・課題研究は、高校になると時間が足りなくなるのか、中学の方がサイエンティフィックな

内容に感じる。好きな研究をする、といういわゆる研究活動から遠ざかっている雰囲気を感じ

る。外部コンテストに参加できるテーマにすると、もう少しモチベーションが上がるのでは。 

・リポミセス酵母の研究は、昨年の内容から進んでいて、３年生になっても続けていること

を嬉しく感じた。山梨大学の先生から指導を受けながらやっていたはずなので、その研究が続

いていることが嬉しいし、さらにその後の進路にも関わったと聞いて、本当にＳＳＨをやって

いた甲斐がある、運営指導委員をやっていた甲斐があると嬉しく思った。 

・研究で得た成果に自信を持ち、感動したり失望したりしながら次のステップに進んで行く

ことが重要だと思う。生徒達には、もっと喜怒哀楽というか、研究の成果に対して感動したり

落胆したりして欲しいと思った。 

・ＳＳＨなので、人材育成という点で生徒の将来にどのような影響を与えられるかを考える

必要がある。課題研究Ⅰ・Ⅱの連続性や、それが将来にどのように繋がっていくのか、等。一

方で、全国的な発表会を見ると研究成果としてすごいものがある。それも重要かと思うが、人

材育成と研究成果、その辺のウエイトのかけ方を甲陵高校ではどうするのかについては議論し

ていく必要があると思う 

・グループごとに生徒のモチベーションに差を感じた。テーマを進めながら、途中で方向性

が厳しいと判断して修正し、研究を更に進めているグループもあったし、ゴールに向かってす

ーっと探究を行っていく、途中で振り返りをあまり行わず、まとめる方向でどんどん進めてい

く、というグループもあり、色々な発表があった。 

・一番大事なのは子ども自身が試行錯誤しながら、最終的には手応えを持って、さらに次の

研究に進めていけるようなものだと思うので、今後もそういった研究に期待したいと思った。 
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（４）用語集 

①北杜市ちえのわプラン 

地域における理数系教育拠点としてのネットワークの形成を行うプロジェクトである。研究

開発課題にある｢地域が協力した『チーム北杜』｣を体現するもので、今年度に創設した。本校

ＳＳＨと地域個人・地域法人（市役所、公共機関、市内企業、ＮＰＯ法人、学識経験者等）や

卒業生等との組織的かつ安定的・継続的な連携関係を構築し、ユニバーサルな科学系人材を育

成するため、協定を締結し運用している。また、地域の小中学校にも開放し、地域の理数教育

振興・連携の核として活用する。 

③ 講師バンク 

協力企業等と安定かつ継続した関係を構築し、｢チーム北杜｣としての連携を深化させること

が目的の人材バンク。これまで学校や教員個人の繋がりを元にしていた研究指導の依頼を一本

化し、登録した講師を生徒がいつでも必要に応じて活用できる体制を整えた。「北杜市ちえのわ

プラン」の講師も登録する。今後、卒業生も含めより幅広い分野を網羅出来るよう人材発掘を

進め、登録者を増やし利便性を高めていく。 

④ 甲陵版ルーブリック 

生徒自身が評価基準を考える「自分専用のルーブリック」で、運営指導委員からの助言に基づ

き導入したもの。昨年度の取組から見えた課題を踏まえ、今後は「課題研究Ⅰ」と並行して取

り組んでいく。年間を通じて常に「よりよい研究とは何か」「よりよい発表とは何か」と考えな

がら進めることが生徒の資質能力の向上につながり、研究がより主体的な探究活動となること

が期待できる。 

 


