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韮崎高校は、校訓「百折不撓」のもと、県北部地域の人材育成の拠点校としての役割を担い、本年度、創

立 99 周年を迎え、普通科 5 学級、文理科 1 学級の全日制と、普通科昼間 2 部制の定時制を併設していま

す。韮崎市は南に霊峰富士、西に南アルプス山脈、北に八ヶ岳連峰を望む、豊かな自然環境と、人情細や

かな風土に恵まれています。また、この地域には先端的な産業分野で活躍する企業も多く所在しており、

科学教育の面での連携を可能にしています。このような環境のなかで、たくましく、しなやかな心を育み、

学習だけでなく部活動にも励む文武両道を貫き、地域や国内外のリーダーとなる人材の育成を目指してい

ます。 

本校は文部科学省により、平成 24 年度から５年間、スーパーサイエンスハイスクールに指定（Ⅰ期）さ

れ、さらに平成 29 年度から 5 年間、Ⅱ期の指定を受け、本年度Ⅱ期 5 年目の最終年度が終了いたします。

Ⅱ期の研究開発課題は、「韮高から世界へ！スーパーサイエンス ハブ スクールの構築～未来の科学者と

市民を育てる～」として設定しております。このテーマの到達目標は、本校が、「科学」による地域連携の

ハブとなること、さらに、本校生徒が、中心的な役割を担い、地域の小中学校、高校、大学、企業等と連

携・協働を図り、科学的活動を広め、深化させていくことで、地域理数教育の質の向上につなげ、本校卒

業生の偉大な大先輩大村智博士に続く未来の科学者を育成することにあります。端的に言えば、ＳＳＨ基

本理念は、大村博士の「イズム継承」であり、この先の予測困難な未来に向けて、「人のためになる」研究

を創造できる人材育成こそが本校のＳＳＨの使命であると捉えております。この基本理念実現のため、生

徒が、自ら考え、判断し課題研究に取り組めるよう、全教職員が、本校教育方針「人間を育てる」を踏まえ

ながら、熱心に学習指導・生徒指導に取り組んでおります。 

さて、本校のＳＳＨの特色は、学校設定科目「ＳＳ英語などＳを付した科目」において、課題研究に対

する「基礎的・基本的知識・技能」の習得とともに、その身に付けた知識等を活用し、思考力・判断力・表

現力等の育成を図ります。その後、学校設定科目「スカラー」の中の独自に開発したＳＳＨメソッドによ

り、教科を横断した探究的な学習活動を展開し、さらに「大村学」、「地域自然学」外部専門家による「アド

バンス講座」等を取り入れる中で課題研究を充実させております。これに加え、鹿児島（1 年生）、関西（2

年生）、峡北（3 年生）の「科学研修」によって先端科学施設の見学や生物多様性の観察等のプログラムも

組み込んでおります。また、一昨年度からは、「総合的な探究の時間」において、全校生徒が、ＳＳＨ課題

研究のプロセスを活用し、課題研究に取り組む体制を構築しており、さらなる本校生徒の進化が期待され

るところであります。 

皆様も御承知のように、本年度も新型コロナウイルス感染拡大を受け、残念ながら前述の行事等が中止、

またはオンラインでの実施となってしまいました。本年度も活動が制限された苦しい一年間でしたが、生

徒はそうした中においても、常にできることを模索し、創意工夫しながら研究活動に励んでくれました。

その成果として、日本学生科学賞において県知事賞を受賞し、全国審査会に進み、全日本科学教育振興委

員会賞を受賞しました。この他にも、高校生・高専生科学技術チャレンジ（ＪＳＥＣ）やサイエンスキャ

ッスルにおいても、全国の最終審査に進むなどの成績も残しております。一歩一歩ではありますが、大村

博士の「イズム継承」を体現する生徒が出てきております。 

Ⅰ期、Ⅱ期の 10 年間のＳＳＨ活動が本校にもたらす教育効果は絶大であると捉えております。多くの生

徒がＳＳＨ活動に取り組む中で、日常生活における様々な事象に対して、疑問を持ち、課題や問題を発見

し、論理的思考力を駆使して、課題解決を図っていくという問題解決能力が高まりました。その効果とし

て、多くの生徒が、課題研究を重視した大学入試に挑み、進学し、大学でも研究を続ける卒業生も増加し

てきております。 

結びに、本校のＳＳＨ研究推進のために御指導と御支援を賜りました山梨大学をはじめとする関係諸大

学、文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構、山梨県教育委員会並びに NPO・企業等関係諸機関の皆様

に心からお礼を申し上げるとともに、今後も忌憚のない御意見と御助言を賜りますようお願い申し上げ、

巻頭のあいさつといたします。 
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別紙様式１－１ 
学 校 名 山梨県立韮崎高等学校 指定第５期目 指定期間 29～03 

 
❶令和３年度 SSH 研究開発実施報告（要約） 

 
 ① 研究開発課題  

韮高から世界へ！スーパーサイエンス ハブ スクールの構築 
～未来の科学者と市民を育てる～ 

 ② 研究開発の概要  
1「大村学」を創設し，その成果を発信して生徒と地域の科学リテラシーを高める。 
2 地域の自然の特性を再発見し，地域が有する科学技術の存在を学び，それらを教材化することにより理解を深化す

る。 
3 大学や研究機関との接続を強化，生徒の課題研究の質を向上させ，課題を発見し協働して解決する能力を育成する。 
4 多くの生徒が自らの考えを海外の若者に発信し，共有する経験を得ることを目的とし，現行の国際交流プログラム

を深化，汎用化する方法を模索する。 
5 生徒の変容をより客観的に評価するために妥当性・信頼性のある評価方法を開発し，生徒が自ら自己を向上させる

力を身につける方法を模索する。 
 ③ 令和３年度実施規模  
1 教育課程開発の対象者 

1 学年 2 学年 3 学年 
文理科（30 名） 文理科理系（20 名）普通科理系希望者（18 名） 文理科理系（24 名）普通科理系希望者（16 名） 

2 外部研究機関等と連携する科学研修及びグループ課題研究の実施は，③-1 に明記した SSH クラス(108 名)と自然科

学系の 3 部（物理化学／環境科学／生物研究）に所属する生徒（20 名 ただし SSH クラス以外は 6 名）を対象と

した。  
3 「スポーツの科学」「人間を知ろう（人文科学）」については，今年度は中止。 
4 全校サイエンス講演会及び SSH 活動の情報発信については，全校生徒（685 名）を対象に実施予定だったが，全 

校サイエンス講演会を 3 月に延期した関係で，１・２年生（452 名）を対象に実施した。 
5 研究発表や研究交流及び地域との連携事業は，③-2 に示した生徒以外も対象とし，成果の普及をめざした。 
6 科学研修の対象者 
鹿児島科学研修 ③-1 に示した 1 学年文理科（30 名）2 年普通科・文理科（38 名）⇒中止（オンライン） 
関西科学研修 ③-1 に示した 2 学年 38 名のうち希望者⇒中止（オンライン） 
峡北地域科学研修 ③-1 に示した 3 学年 40 名と希望者⇒中止（オンライン） 
山梨大学実験研修 ③-1 に示した 2 学年 38 名と希望者（7 名）⇒規模を縮小して実施（8 講座→3 講座） 

 

 ④ 研究開発内容  
○研究計画 

第Ⅰ期（H24~H28）の成果：Ⅰ期５年間でシステムの構築がなされた 

1 地域連携 

・地域の小中学校，NPO 法人との連携 

2 グループ課題研究指導法 

・ユニット制による指導体制 

3 高大接続（研究機関を含む） 

・学校設定科目「スカラー」のアドバンス講座に大学の研究者を講師として招聘した。 

・科学研修旅行における特別講座へ大学の研究者を講師として招聘した。 

・グループ課題研究の実験観察を大学での施設を利用して行った。 

・グループ課題研究の大学等の研究者による研究指導を行った。 

4 小中高接続 

・サイエンスレクチャー・科学きらきら祭りで小中学校の児童生徒と交流した。 

・小中学校訪問で，本校生徒による出前講座を行った。 

5 生徒全校体制 

・グループ課題研究を全校で実施するようになった。 
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・SS 科目の全校実施。 

・全校生徒対象「全校サイエンス講演会」を開催した。 

・「スポーツの科学」を開催し，部活動を科学的切り口で捉えトレーニング・技術向上に役立てた。 

6 職員全校体制 

・SSH グループ課題研究指導にユニット制を継続した。 

7 国際性を高める取り組み 

・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れ，課題研究の英語によるプレゼン

テーションや放課後には科学実験をともに行い交流を深めた。 

8 評価システム 

・アドバンス講座においてワンページポートフォリオ（OnePagePortforioAssessment：OPPA）を実施した。 

・アドバンス講座においてルーブリックを開発し実施した。 

第Ⅱ期（H29～R03）：第Ⅰ期で得られた成果の継続と更なる研究開発，未完成事業の深化 

1 「大村学」の創設 

・「大村学Ⅰ・Ⅱ」を開講し，大村博士の社会貢献・研究理念などについて調査，考察。微生物研究の基礎となる方

法を学び，ガラス細工で実験器具を作成すると共に大村博士の行った土壌微生物の単離を追体験（H29） 

・「大村学Ⅰ・Ⅱ」は，大村博士の理念について考える講座を実施し，研究の目的，手法，博士の生き方そのものに

ついて情報共有し，自らの生き方にも反映（H30，R1，R2） 

・大村博士について深く知りそれを人に伝えることで，博士の業績を知るだけでなく自らの研究へのモチベーション

も高まりや，大学の志望理由書などから SSH を経験した生徒への講座の影響について検証（R3） 

2 地域自然の教材化 

・ドンドコ沢巨岩群の調査 韮崎市青木鉱泉付近のドンドコ沢には多くの巨岩が見られ，周辺には土埋木も多く見ら

れることから，これらの巨岩群は AD887 年の巨大地震での落石という説があり，これらの教材化 

・糸静構造線近傍の水質調査 韮崎高校はフォッサマグナの西端に位置し，近隣には糸静構造線断層帯の断層が観察

できる露頭が複数存在し，これらの教材化 

・ユネスコエコパーク 緩衝地域に属する甘利山環境調査を継続・深化（H29，H30、R1，R2，R3） 

・八ヶ岳の山体崩壊関連の課題研究を深化。（R1，R2，R3） 

3 地域企業との連携 

・企業連携事業の研究と実施。「峡北地域科学研修」を実施（H29） 

・連携企業の開拓 企業連携が可能な企業の開拓 

・企業連携事業の実施。「峡北地域科学研修」を実施。地域企業（株）ミラプロがデバイス提供している研究施設を

見学し地域産業と先端科学研究とを関連付け（H30，R1，R2，R3） 

4 小中学校・高等学校との連携 

・周辺小中学校における科学クラブ（授業）での交流授業・学校紹介授業（出前授業）の実施 

・韮崎工業高校・北杜高校との課題研究発表による交流（H29） 

・市内小学校における科学クラブ（授業）での交流事業（出前授業）の実施 

・周辺中学校における学校紹介授業（出前授業）の実施 

・周辺小中学校の実験授業など通常授業を通して交流 

・SPH 校の甲府工業高校と課題研究発表などを通して交流（H30，R1，R2，R3） 

5 大学・研究機関との連携 

・山梨県産業技術センター・山梨県果樹試験場・山梨県水産技術センターとの課題研究における技術協力 

・富士山科学研究所からの研究者招聘講義フィールドワーク指導 

・山梨大学からの研究者招聘講義，および生徒が大学を訪問しての実験研修 

・科学研修における鹿児島大学・京都大学・神戸大学・高エネルギー加速器研究機構との連携 

・課題研究において大学から指導助言が得られるように生徒と大学とを繋ぐ（H29，H30，R1，R2，R3） 

・山梨県農業試験場との課題研究における技術協力（H30） 
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・富士山科学研究所からの研究者招聘講義フィールドワーク指導 

・科学研修における名古屋大学，東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設，理化学研究所

（Spring-8/SACLA,RCC-S,BDR）などとの連携（R1） 

・お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センターとの連携（スパコン「京」のシャットダウンにより令和 2 年度追加）

(R2) 

・本校の卒業生である酪農学園大学の浅川教授にアドバンス講座として法獣医学の内容を実施（R3） 

 

6 プレゼンテーション力の育成 

・校内課題研究発表会（3 年：7 月 1,2 年：3 月），サイエンスフェスタ（1,2 年：1 月），学会発表（随時）へ参

加することでプレゼンテーション力の向上（H29，H30，R1，R2） 

※ サイエンスフェスタ（1,2 年：1 月）⇒R1 年度で終了 

・本校を会場にして，近隣の高校との研究交流として「韮崎高校サイエンスフェスタ」を実施し，コロナ禍において

本校の生徒のみであったが対面でのポスターセッションを実施（R3） 

 

7 語学力・情報分析力の育成 

・SS イングリッシュⅠ･Ⅱ･Ⅲの全校実施とスカラーの SS メソド（数理･統計･英語･論文）実施（H29，H30，R1，R2，

R3） 

・サイエンスダイアログの実施（H29，H30，R1，R2，R3） 

・「大村学Ⅱ」の内容も加味して，SS メソド統計でデータの分析方法について，共通の課題に対して各自の考え方

や表現方法を全員で共有する機会を設けた（R3） 

 

8 国際性の向上 

・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れ，課題研究の英語によるプレゼン

テーションや放課後に科学実験を共に行い交流を深める（H29,H30,R1,R2,R3）※R1,R2,R3：コロナ禍のため実施せず 

・豪州の姉妹校クロナラ高校との交流事業の一環として，本校訪問時に授業（全ての教科・科目）や放課後の部活動

を通して多面的に交流を深め国際性を向上（H29,H30,R1,R2,R3）※R1,R2,R3：コロナ禍のため実施せず 

・オンラインでクロナラ高校との授業交流を実施（R3） 

 

9 評価方法の確立 

・山梨大学と協働で評価研究を実施（H29,H30,R1,R2,R3） 

・ポートフォリオ，ルーブリックの連携したメタ認知と方略に繋がる評価方法を研究（H30,R1） 

・ポートフォリオ，ルーブリック，コンピテンシー評価（令和元年に追加）の連携したメタ認知と方略に繋がる評価

方法を研究(R2,R3) 

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

科目名 単位数 代替科目 

スカラーⅠ ２ 文理科１年：「総合的な探求の時間」「社会と情報」 

スカラーⅡ 
３ 

文理科：「総合的な探究の時間」「保健」「社会と情報」 

普通科：「総合的な探究の時間」「保健」「数学探究」 

スカラーⅢ １ ２年次スカラーⅡ履修者：「総合的な学習の時間」 

SS 物理・SS 理数物理 

SS 化学・SS 理数化学 

SS 生物・SS 理数生物 

SS 地学・SS 理数地学 

SS 数学 

SS イングリッシュⅠ 

SS イングリッシュⅡ 

SS イングリッシュⅢ 

普通科：８ 文理科：７ 

普通科：９ 文理科：７ 

普通科：８ 文理科：７ 

普通科：２ 文理科：２ 

５ 

２ 

２ 

２ 

普通科：「物理基礎」「物理」 文理科：「理数物理」 

普通科：「化学基礎」「化学」 文理科：「理数化学」 

普通科：「生物基礎」「生物」 文理科：「理数生物」 

普通科：「地学基礎」     文理科：「理数地学」 

普通科１学年全員「数学Ⅰ」「数学 A」 

１学年全員「英語表現Ⅰ」 

２学年全員「英語表現Ⅱ」 

３学年全員「英語表現Ⅲ」 
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○令和３年度の教育課程の内容のうち特徴的な事項 

科目名 内容 

スカラーⅠ アドバンス講座・メソド講座・グループ課題研究 他 

スカラーⅡ アドバンス講座・メソド講座・グループ課題研究 他 

スカラーⅢ グループ課題研究・テーマ学習 他 

SS 物理・SS 理数物理 

SS 化学・SS 理数化学 

SS 生物・SS 理数生物 

SS 地学・SS 理数地学 

SS 数学 

SS イングリッシュⅠ 

SS イングリッシュⅡ 

SS イングリッシュⅢ 

本来の学習指導要領に準拠した内容に加え教科・科目横断的な学際領域の内容を積極

的に取り入れるとともに，高等学校の学習範囲を超えた内容についても関連事項を取

り入れた学習内容。 

○具体的な研究事項・活動内容 

項目 ◎研究事項 ・活動内容 

スカラーⅠ 

スカラーⅡ 

スカラーⅢ 

◎大学・研究機関との連携         ◎プレゼンテーション力の育成 

◎メタ認知と方略を目指した評価方法の研究 ◎語学力・情報分析力の育成 

・高等学校教諭の「基礎講座」と研究者による「アドバンス講座」を実施。 

・グループ課題研究を進めるために必要なスキル（英語・統計・情報・論文）の修得。 

・グループ課題研究及び研究発表（校内・学会・他校発表会） 

・ワンページポートフォリオによる変容の把握（OPPA） ⇒評価研究 

・ルーブリックによる変容の評価            ⇒評価研究 

科学研修 ◎大学・研究機関との連携      ◎企業との連携 

・山梨大学実験研修（45 名）・鹿児島科学研修（68 名）・関西科学研修（25 名） 

・峡北地域科学研修（45 名） 

地域連携 

地 域 の教 材

化 等 

◎地域自然の教材化         ◎小中学校・高等学校との連携 

◎国際性の向上 

・「サイエンスレクチャー」「科学きらきら祭り」「出前講座」 

・姉妹都市，姉妹校との交流事業   ・サイエンスダイアログ 
 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  
○実施による成果とその評価 
1 「大村学」の内容を一連のスカラーの講座で実施した 
「大村学」を創設して 5 年目である。今年度もコロナ禍で授業時間が削減され，これまで「大村学」で培った理念を

スカラーⅡの「SS メソド統計」に取り込み，データの分析方法を各自で模索し，その内容を共有することで理解の

深化を目指すことができた。 
2 地域自然の教材化は感染防止対策を施した上で実施した 
・令和 3 年度もコロナ禍でフィールドワークの機会が制限された。学校設定科目「スカラーⅠ」では感染防止対策を

十分に施した上で，近隣の「オオムラサキセンター」を訪れ講義とフィールドワークを実施できた。多様な生物の生

息地を保護することの重要性を学んだ。 
・昨年度の台風による中止に続き「甘利山環境調査」は今年度も中止となった。一方で，環境科学部が進めている「甘

利山土壌環境調査」は少人数で感染防止対策を十分に施し研究を継続した。また，従来の分析法に加え PCR 法など

の分析も行ったことから，インドアでの研究も増えて，地域自然の教材化を進めた。 
3 企業との連携体制は中止となった研修旅行の代替で実施したオンライン講座で進んだ 
・峡北地域科学研修は現地での研修は中止となったが，東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の厚意でオン

ラインを活用して講義と見学が行われた。連携企業（株）ミラプロの製品である「ベローズ」を画面上で指し示し，

その機能についても解説があったため理解が進んだ。 
・関西科学研修は現地での研修は中止となったが，京都大学大学院医学研究科の奥野恭史教授の厚意でオンライン講

座を設け，スーパーコンピュータ「富岳」の利用にも触れ，科学者として大切な考え方を学んだ。 
4 小中学校・高等学校との連携が深まった 
今年度はコロナ禍で小中学校との連携は，「甘利小学校出前講座」を除いてすべて中止となった。「出前講座」では，

感染症対策を十分に施した上で，少人数ではあったが児童達に「科学の面白さ」を伝えることで，科学の正しい知識

の理解ができた。 
一方で，高等学校の連携では 1 月開催の「韮崎高校サイエンスフェスタ」において，これまでも連携して下 SSH

校である甲陵高校と研究交流を兼ねて，本校を会場に研究発表会を企画したが，新型コロナ感染症の拡大で本校のみ

の開催となった。来年度は，甲陵高校だけでなく，これまでも交流のあった SPH 校であった県立甲府工業高校や総

合学科高校の県立北杜高校、そして新たな学校との研究交流を実施していきたいと考えている。 
5 大学・研究機関との連携方法が拡大した 

アドバンス講座や科学研修の代替としてオンライン講義などの方法を導入できた。今後この方法を活用して，生徒
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の課題研究の個別指導を研究者に依頼することが現実的となった。また，学会などへ参加することで，審査される大

学の先生や企業の方との交流をきっかけにして，グループ課題研究においてオンラインを活用して研究者に指導を仰

ぐ計画を進め，今年度は企業からアドバイスをいただき，研究を進めるチームがでてきた。 
6 生徒のプレゼンテーション力が高まった 
・多くの学会や成果発表会がオンライン開催となったことから，発表機会に多くしようと積極的に生徒に促し，参加

数も年々増加し，課題研究の質の向上を目指し熱心に取り組むようになってきている。（昨年度 9 件→今年度 18 件） 
・「韮崎高校探究交流会」（旧文理科 SSH 研究交流会）において「総合的な探究の時間」のグループ課題研究も発

表するように拡大した。生徒の発表に対する意欲が高まった。 
7 語学力・情報分析力の育成ができた 
・「サイエンスダイアログ」から，いろいろな人達が様々な研究方法で研究していることを知ることで，研究へのモ

チベーションを高めると共に，研究には言語（英語）も必要不可欠なものであることを認識した。 
8 国際性の向上に取り組んだ 
・「サイエンスダイアログ」や「SSEⅢ」の中で豪州の姉妹校であるクロナラ高校とオンラインでお互いに授業を参

観し，積極的に会話するなど交流を深めた。 
9 評価方法の確立に向けた研究を試行した 
5 年間にわたり進めてきた「メタ認知的方略に基づく生徒の自己評価法」を「スカラーⅡ」内で施行し，結果を少し

ずつではあるが生徒の評価や講座内容の改善に繋げた。 
 
○実施上の課題と今後の取組 
1 「大村学」により培われた対応力の定着 

「大村学」については，「オリジナリティの推進」と「社会貢献の意識の醸成」の方向性をもって実施してきた。

昨年度に続き今年度も，コロナ禍において思い通りに進められない厳しい状況においても生徒は優れた対応力を見

せ，新たな発表方法であるオンライン発表などを活用し，例年になく多くの研究が学会や発表会に参加できた。次ね

年度は，1 年次では講座として実施していくが，2 年次においては，「大村学」として講座を設けずに他の講座の中

に理念や取り組み方法などを組み込んで実施していく。 
2 地域自然の教材化 

今年度は地域の NPO 法人との連携がほとんど中止となり，課題研究の深化や地域自然の教材化を進めていくのが

厳しい状況だった。オンラインで対応できた部分もあったが，コロナ禍が続くことも想定すると関係機関との連携方

法を考える必要がある。来年度は，1 年生の課題研究で山梨をテーマに分野を指定してミニ課題研究を実施し，地域

の理解や地域との連携を目的に取り組んでいく。  
3 地域企業との連携深化 
・コロナ禍において科学研修が中止となり，最新技術を実際に現地へ赴き見学することができなかった。「百聞は一

見に如かず」の言葉にもあるようにオンラインでも対応できず体感できなった科学技術が多々あるので，来年度は実

施の時期や方法を検討していく。 
・地域企業の技術が貢献している施設を見学する機会を設けることで，地域企業の理解と連携を深化していく。 
4 小中学校・高等学校との連携 
・今年度はほとんどの小中学校との連携事業が中止となったことから，来年度は，地域を少しずつ拡大しながら連携

を進めると共に，地域の理数系教育の普及を目標に，科学の楽しさを伝えていく機会を増やしていく。 
・地域の高等学校との連携を拡大し研究交流することで知的好奇心の向上と情報を共有して研究を深めていく。 
5 大学・研究機関との連携 
・今年度はオンラインでの実施を主として県内外の大学や研究機関との連携を行ってきた。来年度以降は，オンライ

ンと対面での両方で実施し，今まで交流がなかった大学や研究機関との連携を開拓し，課題研究の質の向上を目指し

て取り組んでいく。 
・データサイエンスにも注目して，定期的に県内外の大学や研究機関に講座を依頼し，研究の裏付けとしての知識を

身に付けていく。 
6 プレゼンテーション力の育成 
・コロナ禍で対面でのポスターセッションの発表会が実施できていない状況から，自分達の考えを他者へ分かるよう

に伝えることができない生徒が多くなっている。今年度は，１度だけ校内での実施となったが対面でのポスターセッ

ションを実施することができた。生徒達にも得るものが多い発表会となった。来年度は，これまでの動画での発表形

式だけでなく，対面のポスターセッションの機会も増やしながら，研究を深化させ校外の発表会や学会に積極的に参

加し，生徒のプレゼンテーション力を向上させていく。 
7 語学力・情報分析力の育成 
・「サイエンスダイアログ」を今後も実施することで，研究に必要な知識や交流は国内だけでなく海外との連携が不

可欠であることを確認させていく。 
・これからの課題研究にはデータの分析力が必要不可欠となることから，大学や研究機関などの講義や RESAS の活

用等，情報分析力の向上に全校で取り組んでいく。 
8 国際性の向上 
・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れ，課題研究の英語によるプレゼン

テーションや放課後には科学実験をともに行い交流を再開する。 
・豪州姉妹校クロナラ高校との交流を再開するとともに，今年度はオンラインでの授業交流を実施できたことを受け
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て，次年度以降も実施していく。 
9 評価方法の深化 
・令和 2 年度に試行した評価法について検討を重ね，生徒にもフィードバックすることで，授業に対する生徒の意識

の改革や講座の内容の改善にも利用するなど更に充実させていく。 
⑥ 新型コロナウイルス感染拡大の影響  

昨年度に続き今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響で，多くの SSH 事業が中止または縮小開催を余儀なく

されてきた。この関係で，2 年間全く実施できていない事業を経験した生徒の不在や担当を経験している教諭が減っ

ていく状況で来年度実施しなくてはいけない事業もあり，来年度は事前の打ち合わせを密にしながら取り組む必要が

ある。特に，地域の人達や小中学生との交流をする事業は，本校の特色の一つでもあるので一人でも多くの人が参加

できるような工夫も準備していく。また，科学研修でも中止が相次ぎ，SSH の 3 年間で一度も科学研修に参加でき

ない状況が考えられるので，来年度は実施の時期や方法を工夫しながら実施をしていきたい。特に，県外での研修旅

行では，JAXA や屋久島，Spring-8 やスーパーコンピュータの「富岳」など，実際に現地で見学することで理解が深

まる場所もあるので是非とも実施して最新技術をより多く学ぶ機会を設けていきたい。そして，高校での課題研究は

勿論，大学や大学院，そして企業においても研究を深めていくきっかけになって欲しい。 
コロナ禍での活動はマイナス面ばかりではなく，今後の活動の参考になることもあった。特に，オンラインでの活

動は，これまで日程の調整が出来なかった研究者とも調整がつくようになり，生徒にも研究の方法や考え方だけでな

く，研究者としてあるべき姿などを聞かせるきっかけができるので，今後も積極的に取り入れていく。また，プレゼ

ンテーション力も対面においてはまだまだ力不足ではあるが，オンラインでの動画による発表会や学会が増え，生徒

の動画作成のスキルの向上と発表会や学会に参加し易く，自分達の研究を他者から評価していただく機会を増やすこ

とができるのもプラスの面である。 
来年度は，SSH 校としての本校にとっていろいろな意味で分岐点となるので，新型コロナウイルス感染拡大の影

響を受けず，予定している事業がすべて実施でき，その状況下でいかに生徒が変容していけるかを第一に考えて取り

組んでいきたいと考える。 
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別紙様式２－１ 
学 校 名 山梨県立韮崎高等学校 指定第５年目 指定期間 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  

研究開発１「大村学」の開発 
【平成 29 年度（第１年次）】 
・「大村学Ⅰ」：生徒のレポートからは「大村学」を更に広義に捉え，世代縦断地域密着型の地域連
携，交流を期待想定していることが読み取れた。生徒は博士の業績を社会貢献という大枠で捉え，自
らの行動指針の 1 つとして考えていることが分かった。  
・「大村学Ⅱ」：大村博士が行った土壌微生物の研究を短時間で追体験する内容となることを目的と
してガラス細工によるコンラージ棒の作成と土壌微生物の単離を行った。 
【平成 30 年度（第２年次）】 
・「大村学」の方向性は，(ⅰ)オリジナリティの育成と(ⅱ)社会貢献の意識の醸成である。 
(ⅰ)既製品で使用法などが決められておりある程度結果が期待できる実験キットを購入するばかり
でなく，使用方法などに自由度のある実験器具を自作できることを知ることでオリジナリティを育成
することをめざした。実験道具など欲しいものが見つからなければ自分の実験にあったものを作り，
さらに工夫を重ねるという姿勢が伝えられるような講座を目指した。 
・「大村学Ⅰ」：「自分で実験器具を作る」ことを目標に 1 年生はガラス細工でコンラージ棒を作成
した。 
・「大村学Ⅱ」：2 年生のガラス細工は 1 年生より高度なものをめざし，パスツールピペットを作成
した。 
(ⅱ)大村博士の生い立ちや業績について調べ学習を行い社会貢献について知ることができた。博士の
生まれ育った地は生徒にとって慣れ親しんだ地元である。博士が幼少時，少年期に手伝った農業や青
年期を過ごしたスキー場の跡地は生徒にとって身近な話題である。また，博士が幼少時より言い聴か
された「他人の役に立つ人間になれ」また常に「他人のやらないことをやれ」「二つの選択肢がある
ときより困難な道を選択せよ」という姿勢を辿ることで，生徒一人一人が自らの高校生活を見直し，
一段階上の高校生活を志すきっかけとなることを目指した。 
・「大村学Ⅰ」：博士の語録の分析を行った。 
・「大村学Ⅱ」：博士の業績と社会貢献について改めて確認した。 
【令和元年度（第３年次）】 
これまでの「大村学」は，(ⅰ)オリジナリティの育成と(ⅱ)社会貢献の意識の醸成を目指し，(ⅰ)実験
器具の作成（ガラス細工）と，土壌からの微生物培養，(ⅱ)博士に関する調べ学習を行ってきた。 
・「大村学Ⅰ」：今年度は 1 年生には入学して間もないタイミングで探究活動のプロセスのについて
実際に経験するプログラムを実施した。高等学校入学直後の最初の講座で全員に同じ課題を与え，探
究活動のプロセスを経験するプログラムを実施した。（詳細については大村学Ⅰ参照）与えられた課
題に対し，①グループ内で仮説を立て，②根拠を明確にして仮説についてプレゼンテーション。続い
て，③実験を行い仮説の正否を確認。次に必要であれば④仮説を修正し，⑤グループ内で結果をまと
めて⑥プレゼンテーション。最後に⑦全体でディスカッション。という，探究活動の核となるプロセ
スを全員が経験した。。 
・「大村学Ⅱ」：「学びのプロセス」についての講座を持った。これは，理科の学習をいわゆる暗記
と捉えている生徒の多さに危機感を抱いたことから従来の内容から大幅に内容を変更して実施した。
今年度は１年次には覚えただけだった“酸化数”の意味について考えたり，実験を行いながら化学反
応式を作成し，平衡定数の意味を考えた。本講座が「学び方」改善のきっかけになることが望まれる。 
【令和２年度（第４年次）】 
これまでの「大村学」が目指してきた，(ⅰ)オリジナリティの育成と(ⅱ)社会貢献の意識の醸成に加
え（ⅲ）主体的・対話的な学びの深化（ⅳ）「探究のプロセス」の修得を「スカラー」内に留めるこ
となく，SS を付した学校設定科目においても積極的に取り入れて授業を展開した。 
これまで，「大村学」の実施で培われた科学研究の理念について考える機会を設け，「大村学」の目
指した 4 点（ⅰ）～（ⅳ）の深化に努めた。 
また，このことは学校設定教科「スカラー」を受講しない生徒が履修する「総合的な探究の時間」に
おけるグループ課題研究の指導にも取り入れた。「探究のプロセス」を明示するとともに，グループ
で課題（研究テーマ）を見つけて取り組むことでコロナ禍においても、意欲的に探究活動を進めるこ
とができた。このことにより，今年度 1，２年生は全員がグループ課題研究に取り組み，１年生は全
グループが 3 月の「第 9 回韮崎高校探究交流会」において動画によるポスター発表を行う。 
【令和３年度（第５年次）】 
昨年度に続き，(ⅰ)オリジナリティの育成と(ⅱ)社会貢献の意識の醸成に加え（ⅲ）主体的・対話的
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な学びの深化（ⅳ）「探究のプロセス」の修得を「スカラー」内に留めることなく，SS を付した学
校設定科目においても積極的に取り入れて授業を展開した。 
・「大村学Ⅰ」：コロナ禍で時間数確保が厳しかったが，論理的思考を養いつつ探究のプロセスを経
験させることで，論理パズルを題材にして，まずは個人で仮説を立てて，根拠を明確にして他者へプ
レゼンテーションする。次に，３人グループを作り，グループ内で意見を集約し新たな仮説を立て，
その根拠を明確にしてプレゼンテーションすることで，他者の考え方などを理解し自分達の考えに対
する理解も深めた。 
・「大村学Ⅱ」：「SS メソド統計」で既習した内容を基に全員共通のデータの分析課題を用意し，
既習した内容を活用するとともに問題に最適なグラフや図，分析方法など根拠を明確にしてレポート
を作成し，全体でプレゼンテーションを実施する予定であったが，コロナ禍で発表時間が取れず，レ
ポートをまとめた資料を用意し、他者の考え方や分析方法、そして他者にも分かりやすく表現する方
法などの情報を共有することで，自分達の研究の参考にした。 
 
研究開発 2 地域自然の教材化 
【平成 29 年度（第１年次）】 
・ドンドコ沢の巨岩群の教材化研究に着手した  
ドンドコ沢の巨岩群および土埋木の教材化に向けて現地調査を行った。巨岩群・土埋木の存在は確認
できたが，現地に至るまでの道路事情，フィールドワーク時の安全性等を考慮すると，大人数でのフ
ィールドワークは困難であることが分かった。  
・ドンドコ沢の水質調査を行った  
申請時にはドンドコ沢の水質調査までは計画に入っていなかったが，グループ課題研究の班で河川源
流付近の水質に興味を持つグループがあり，ドンドコ沢の水質調査を行った。  
・甘利山土壌環境調査を行った  
環境科学部が平成 25 年度から実施している甘利山土壌環境調査を継続して実施した。5 年の歳月を
経て調査項目の絞り込みと調査内容の高度化が図られた。調査の目的はレンゲツツジの個体数減少の
原因究明であったが，酸性土壌にその一端があるとの考察を得，また酸性土壌によるレンゲツツジの
栄養吸収阻害についての仮説を得た。  
・甘利山生態調査を行った  
平成 25 年度より実施している甘利山生態調査を継続して実施した。参加者は全校より希望者を募っ
た。実施に際しては第 1 回より山梨県富士山科学研究所の北原正彦博士を招聘し，調査は 5 回目を
迎え，観察されたチョウを始めとする昆虫のデータが蓄積されてきたので今後集計分析を進める。 
【平成 30 年度（第 2 年次）】 
韮崎高校周辺の豊かな自然の教材化課題研究のテーマ化を進めることができた。 
・ドンドコ沢巨岩群の調査では，平成 29 年度に教材化に向けた調査を実施し，フィールドワークも
実施した。しかし，平成 28 年度の計画段階では見られなかった崖の崩落など多くの危険箇所が判明
したため，今年度は本校地学教員による現地調査と調査範囲を拡大させ，地域の地層・地質などの教
材化に向けた研究を再度行った。それと並行して新たに地学的研究材料の開発を行い，生徒による課
題研究も地学分野のテーマで実施できた。その結果(ⅰ)従来の甘利山研究から新たな研究テーマが生
まれた。 
・ユネスコエコパークに属する従来の甘利山周辺の課題研究（土壌環境調査・生態調査）を進めつつ，
甘利山をフィールドにした新たな生徒の研究テーマ（学校周辺地域のタンポポの分布）も実施した。 
・甘利山生態調査についてはこれまで（平成 25 年～）蓄積してきたデータの整理を開始し，地球温
暖化との関連についても考察できた。また，甘利山研究はこれまで土壌分析をすすめてきたが，研究
の発端となったレンゲツツジについて遺伝学的解析の必要性が出てきたので新たな研究テーマとし
て計画が進行中である。 
・八ヶ岳南麓地域の自然の教材化を目指して地質調査等を行い，１年生のスカラーで「水」「岩石」
「地層」などに関連したフィールドワークを実施した。また，この地質調査から派生して生徒のグル
ープ課題研究では新たな研究テーマが生まれ，10 万年前の御嶽山の火山噴火によって生じた地層を
検証し古環境の復元を行った。 
・甘利山環境調査は継続・深化させるとともにこれまでのデータをまとめる必要性がある。甘利山生
態調査は富士山科学研究所の協力の元，主にチョウに特化して生息調査を行ってきた。わずか６年の
データであるが明らかに生物相に変化が見られ，地球温暖化を感じさせる結果が見られる。南方系の
チョウの出現数が年々増加傾向にあるのと共に，甘利山の特徴ともいえる希少な種が第１回の調査時
に確認されて以来，まったく見られなくなってしまった。また，同一の種においても出現時期が変化
してきており，このことからも気候変動が窺われる。 
【令和元年度（第 3 年次）】 
・ドンドコ沢巨岩群の調査では，昨年度の報告書に記載したように，崖の崩落などの危険箇所が判明
したため，調査地域を変更し，地域の地層・地質などの教材化を進めた。 
・昨年度後半から始まった八ヶ岳南麓地域の地学分野のグループ課題研究も進化を遂げた。これはよ
く知られている八ヶ岳の山体崩壊のおよそ１０万年後に起きた小規模の山体崩壊に関する研究で，夏
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に神戸で行われる「生徒研究発表会」で発表できた。 
・ユネスコエコパークに属する甘利山周辺の課題研究（土壌環境調査・生態調査）も研究が進んだ。
北原博士指導の下平成２５年度から継続している甘利山生態調査（チョウの出現）に関し第８回のす
る調査が計画された。残念ながら台風の影響で調査開始以来初めての中止を余儀なくされたが，今年
度は，これまで蓄積してきた甘利山生態調査のデータをまとめ，地球温暖化との関連についても考察
し，土壌環境調査と合わせて「ユネスコエコパーク 5 周年活動報告会」において成果を発表した。 
・土壌環境調査に関しては，昨年度の報告書に述べた遺伝学的解析は頓挫しているものの，研究者か
らのアドバイスにより別のアプローチによる分析を開始した。 
【令和 2，3 年度（第 4，5 年次）】 
・ユネスコエコパークに属する甘利山周辺の課題研究（土壌環境調査・生態調査）は，令和元年度に
台風襲来による生態調査の中止に続き，令和 2，3 年度も新型コロナウイルス蔓延防止の観点から中
止となった。しかし，土壌調査は昨年度後半から遺伝学的手法を用いた研究も導入したため，コロナ
禍においても研究を進めることができた。研究は思うように進まなかったが甘利山土壌からリン酸フ
ォスファターゼ産生菌の単離に成功した。現在，PCR 法により特定領域を増幅することにより，産
生菌の種の同定を進めている。また，土壌のリン酸フォスファターゼ活性の測定も始まっている。  
 
研究開発 3 企業連携 
【平成 29 年度（第 1 年次）】 
・（株）ミラプロと連携し科学研修を実施した  
今年度は（株）ミラプロがデバイス提供している高エネルギー加速器研究機構（KEK）の見学が実
現した。（株）ミラプロより事前に施設で採用されている部品に関する資料提供を受け，事前学習に
活用した。地域産業と先端科学研究との関連付ができた。  
・連携先企業を模索した  
申請段階で連携を打診し快諾を得ていた明野九州屋ファームと情報交換を行った。また，新たな連携
先候補として地元企業であるリバーエレテックとも情報交換を始めた。 
【平成 30 年度（第 2 年次）】 
・科学研修と課題研究で企業との連携が深まった。企業連携は本年で 2 年目になる。2 年間にわたり
企業，研究施設と情報交換を密にすることでより充実した内容の企画ができた。夏休みには 3 年生の
理系生徒全体から参加希望者を募り（70 名参加），つくば学園都市にある粒子加速器施設である高
エネルギー加速器研究機構（KEK）を訪問し研修した。また，この技術はニュートリノ研究（カミ
オカンデ・スーパーカミオカンデ）や重力波研究（KAGRA）でも必要不可欠なものである。（以上
は事前研修で予め研修した）研修コースの一部ではミラプロに籍を置く研究者による講義もあり，地
域関連企業と最先端科学とを結び付けることでキャリア意識の向上に結び付けることもできた。 
・課題研究では実験方法のアドバイスを実験機器メーカーに仰ぎ，やり取りを重ねながら研究を深め
た。これまでフィールドワークと化学分析を積んできた課題研究（甘利山土壌研究）に新たにレンゲ
ツツジの遺伝子解析という研究テーマが加わった。DNA の抽出方法について実験試薬の企業にメー
ルで問い合わせたところ，快く相談に乗って頂き，試薬の試供品まで提供を受けた。今後，研究の結
果次第では更なる連携が期待される。研究の深まりが研究を拡大させ，さらに企業との連携に結びつ
いた。 
【令和元年度（第 3 年次）】 
・企業連携は本年で 3 年目になる。これまで企業，研究施設と情報交換を密にすることでより充実し
た内容の企画ができた。夏休みには 3 年生の理系生徒全体から参加希望者を募り（46 名参加），岐
阜県飛騨市神岡町にある東京大学宇宙線研究所（スーパーカミオカンデ/KAGRA）を訪問し研修する
ことができた。これまでスカラーを受講していない生徒も含め理系コースを選択している生徒全員か
ら希望者を募り研修を実施した。本研究施設は昨年度まで 2 回研修を行ったつくば学園都市にある粒
子加速器施設である高エネルギー加速器研究機構（KEK），2 年時に希望者対象に行う関西科学研修
に組み込まれている理化学研究所播磨事業所の Spring-8/SACLA と同様に本校が連携している(株)ミ
ラプロの真空技術がその稼働に不可欠である。また，この技術はニュートリノ研究（カミオカンデ・
スーパーカミオカンデ）や重力波研究（KAGRA）にも同様である。地域関連企業と最先端科学とを
結び付けることでキャリア意識の向上に結び付けることができた。 
・韮崎オープンファクトリーは今年度初めて開催された。韮崎市商工会議所が主催する地域産業の興
隆を目的としたイベントである。5 月に韮崎市商工会議所より参加の意向調査があり，企画の詳細が
伝えられた。夏休み中の一定期間に地域の子供から大人まで幅広い年齢層を対象に主に工場などの地
域産業の現場を公開するという企画である。本校では期間中の 1 日，昇降口周辺で来校者に科学体験
をしていただいたり，課題研究のポスター発表を聞いていただいた。この企画については令和 2 年度
の開催に向けて既に準備委員会が立ち上げられている。 
【令和 2，3 年度（第 4，5 年次）】 
・企業連携は本年で４年目になる。従来，2 年生の関西科学研修で SPring-8/SACLA，3 年時の峡北地
域科学研修で KEK（平成 29，30），東京大学宇宙線研究所（ス―パ－カミオカンデ/KAGRA）（令
和元年）に訪問した。これらの施設には本校が連携している（株）ミラプロの真空技術が不可欠であ
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る。これまで企業，研究施設と情報交換を密にすることでより充実した内容の企画を練り上げてきた。
今年度の訪問は叶わなかったが，東京大学宇宙線研究所の厚意によりオンラインで講義と施設見学を
実施できた。事前に（株）ミラプロの技術との関連についての紹介を依頼してあったため，ミラプロ
製「ベローズ」を Web カメラに映すことで指し示して頂き，さらにその性能についての説明があっ
た。 
・韮崎オープンファクトリー（主催：韮崎市商工会議所）は令和元年に初めて開催された。令和 2，
3 年度についても新型コロナウィルス蔓延の影響で中止となった。 
 
研究開発 4 小中学校・高等学校との連携 
【平成 29 年度（第 1 年次）】 
・「科学きらきら祭り」の募集地域を拡張した。今年度から募集地域を韮崎市に加え北杜市にも拡げ，
参加小学生が前年の 157 名から 197 名に 40 名増加した。  
・「サイエンスレクチャー」の募集地域を拡張した。募集地域を韮崎市・北杜市に加え甲斐市・南ア
ルプス市にも拡げ，参加校数は増えたものの 1 校当たりの参加人数の減少，学校行事により学校単
位で参加できない中学校もあり，参加総数に大きな変化は見られなかった。  
・中学校出前授業を実施した。韮崎市内の 2 中学校に加え甲斐市の中学校にも訪問して文理科・SSH 
に関する学校紹介講座を実施した。  
・小学校出前授業を実施した。市内甘利小学校で科学クラブの活動に参加し小学生と科学実験を実施
した。  
・地域理数教育連絡協議会を開催した。周辺小中学校の実験授業など通常授業を通した交流の可能性
について中学校と情報交換を行った。  
・周辺高等学校との連携強化については，近隣の韮崎工業高校・北杜高校との課題研究発表による交
流に向けて情報交換を行った。  
・SSH 先進校である都立戸山高等学校第 6 回生徒研究成果発表会に参加した。（口頭発表 1 件 
ポスター発表 2 件） 
【平成 30 年度（第 2 年次）】 
・連携対象を拡大することができた。山梨県内唯一の SPH 校である甲府工業高校と初めて連携する
ことができた。 
・本校が継続的に実施してきた地域の小学生対象の「科学きらきら祭り」はこれまでに中学校教諭に
よるブースの開設が過去に一度のみあったもののそれ以外は本校の生徒によるブースのみで運営し
てきた。しかし，今年度は甲府工業高校の協力を得て，新たなブースを開設することが出来た。忙し
い日程の中ではあったが本校生徒と工業高校生徒との交流機会ももつことができ，双方の高校にとっ
て貴重な経験となった。また，平成 31 年 3 月 14 日（木）に開催される「文理科 SSH 研究交流会」
においても甲府工業高校より課題研究の発表があった。 
・生徒が小学校を訪問し，サイエンス教室を行う交流事業は継続的に行われている。甘利小学校の科
学クラブへの訪問は 2 年連続 2 回目になる。高校から持ち込む器具に加え小学生が日頃使用する器具
も用いるなど先方の担当教諭の配慮で，小学生が実験をより身近に感じることができるなど，昨年よ
り充実した内容となった。高校生は 2 年生が訪問しているので新鮮な気持ちで臨むことができたが，
小学生は 2 年連続で受講する児童もおり，内容を一新して臨んだことで 2 度目の参加児童を飽きさせ
ることなく授業に引き付けることができた。 
・今年度は地域の公民館からの依頼を受け，幼児から小学生を対象としたサイエンス教室を開催した。
内容は「科学きらきら祭り」で実施している内容であったが，実験室のような整った環境でなくても
同様のサイエンス教室が実施できたことは，生徒の対応力・適応力の充実によるものと考えられる。
また，サイエンス教室を通して地域の科学に対する意識の向上に貢献できた。 
・例年実施されている生徒会の事業で地域の保育園への出前授業があるが今年度も自然科学系 3 部が
平成 31 年 3 月に近隣の保育園を訪問し，サイエンスショーを披露した。 
【令和元年度（第 3 年次）】 
・山梨県内唯一の SPH 校である甲府工業高校との連携が 2 年目となった。今年度は「科学きらきら
祭り」への参加は先方の学校行事の関係で見送られたが，3 月実施の「文理科 SSH 研究交流会」で
は課題研究発表が行われた。 
・今年度も本校生徒が小学校を訪問し，サイエンス教室を行う交流事業は継続的に行われた。甘利小
学校の科学クラブへの訪問は 3 年連続 3 回目となった。高校生は 2 年生が訪問しているので新鮮な気
持ちで臨むことができたが，小学生は 2 年連続で受講する児童もおり，内容を一新して臨んだことで
2 度目の参加児童も飽きさせることなく授業に引き付けることができた。 
・地域の公民館から依頼される幼児から小学生を対象としたサイエンス教室も第 2 回となった。 
・今年度の「文理科 SSH 研究交流会」は「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき中
止となった。今年度は新規に北杜市の県立北杜高等学校から 1 つの研究発表が予定されていた。 
・例年 3 月に実施されている生徒会の事業で地域の保育園への出前授業についても中止となった。 
【令和 2 年度（第 4 年次）】 
・今年度小中学校との連携はすべて中止となった。 
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・「第 9 回韮崎高校探究交流会」においては，山梨県内の SSH 校である北杜市立甲陵高等学校（15
研究），県立北杜高等学校（1 研究），山梨県内唯一の SPH 校である県立甲府工業高校（37 研究）
からの研究発表が得られた。ただし，甲府工業高校の研究は甲府工業高校の HP にリンクを張らせて
いただくという形で実現した。これまで，本校卒業生に大学や大学院の研究の発表を依頼してきたが
今年度は横の連携を拡げることを目指した。 
【令和 3 年度（第 5 年次）】 
・今年度の小中学校との連携は，「甘利小学校科学クラブの出前講座」のみ実施できた。2 年生が訪
問し，2 年振りではあったが実験を通して科学の面白さを伝えることができた。 
・1 月に「韮崎高校サイエンスフェスタ」を立ち上げ，SSH 校である北杜市立甲陵高等学校との研究
交流を目的として計画していたが，新型コロナウイルス感染拡大の防止ということで本校 SSH 生徒
のみで開催することになった。短時間ではあったが対面での発表会に参加生徒達は，発表の仕方や研
究方法など学ぶべきことがたくさんありとても良い機会になった。次年度は，近隣の高等学校にも声
を掛けて実施していく。 
 
研究開発 5 大学・研究機関との連携 
【平成 29 年度（第 1 年次）】 
・アドバンス講座の講師を依頼し連携  
山梨大学(1 年 4 講座 2 年 4 講座)，首都大学東京(1 年 1 講座)，京都薬科大学(2 年 1 講座)，オオム
ラサキセンター(1 年 1 講座)，山梨県企業局（1 年 1 講座）  
・課題研究の実験などにおける技術協力・アドバイスによる連携  
山梨県産業技術センター，山梨県果樹試験場，山梨県水産技術センター，山梨大学，東北大学，広島
大学と連携することで分析機器の使用，害虫による被害状況の情報提供，害虫駆除に関するアドバイ
ス，県内に生息する魚類の情報提供を受けるなど課題研究における連携が深化した。  
・フィールドワークにおける指導などにおける連携  
富士山科学研究所：ドンドコ沢教材化事前調査(教員 5 月)，地学フィールドワーク(1 年 6 月)，甘利
山生態調査(希望者 8 月)，オオムラサキセンター：アドバンス講座 2(里山の自然)(1 年 6 月)，山梨
県企業局：アドバンス講座 3(クリーンエネルギー)(1 年 7 月)  
・科学研修における連携  

山梨大学実験研修（SSH 生徒 85 名 8 月）：山梨大学 *生徒が山梨大学の研究室を訪問しての研修  
鹿児島科学研修（2 月 1 年文理科）：鹿児島大学，JAXA（種子島宇宙センター）：  
関西科学研修（7 月 2 年 SSH 希望者）：京都大学，神戸大学，理化学研究所（計算科学研究機構，

放射光科学総合研究センター） 
峡北地域科学研修（7 月 3 年理系希望者）：農研機構，高エネルギー加速器研究機構（KEK）  

【平成 30 年度（第 2 年次）】 
・スカラー，科学研修において多くの大学，研究機関と連携できた 
・スカラーにおける「アドバンス講座」での連携 
山梨大学(1 年 4 講座 2 年 4 講座)，首都大学東京(1 年 1 講座)，明治大学(2 年 1 講座)，オオムラサ
キセンター(1 年 1 講座)  
・以前から，生物系の講座が多く物理系の講座が少ないという指摘が生徒から多く挙げられていた。
教育課程との関連で物理系の講座が後半に位置することはやむを得なかったが，今年度は生物系の講
座「創薬」の替わりに物理系の講座「音」を開講した。 
・フィールドワークにおける指導などにおける連携 
富士山科学研究所：ドンドコ沢教材化事前調査(教員 5 月)，地学フィールドワーク(1 年 6 月)，  
甘利山生態調査(希望者 8 月) 
以上のフィールドワークは全面的に富士山科学研究所の協力のもと行われた。地学フィールドワーク
と甘利山生態調査についてはそれぞれ 1 名ずつの研究者に協力いただき，長年にわたり研究が深化さ
れてきた。他方，ドンドコ沢の教材化については，Ⅱ期指定を受けてから新たに始まった事業である
が，地学フィールドワークで指導を受けてきた研究者に引き続き協力を仰ぎながら教材化を進めるこ
とができた。 
・科学研修 
 山梨大学実験研修（SSH 生徒 85 名 8 月）：山梨大学 *生徒が山梨大学の研究室を訪問しての研修 
 鹿児島科学研修（2 月 1 年文理科）：鹿児島大学，JAXA（種子島宇宙センター），NPO 桜島ミュ 
  ジアム 
 関西科学研修（7 月 2 年 SSH 希望者）：京都大学，理化学研究所(計算科学研究機構「京」，放射 

光科学総合研究センターSPring-8,SACLA)，海遊館 
  峡北地域科学研修（7 月）3 年理系希望者）：筑波大学，高エネルギー加速器研究機構（KEK） 
以上のうち，今年度新たに加わった内容は２点ある。１つ目は関西科学研修において研修した「海遊
館」である。「海遊館」ではバックヤード見学を通して，水族館の展示施設以外の役割を知ることが
できた。１つは水生生物の生態研究であり，もう１つは種の保存である。昨年度の鹿児島科学研修で
は鹿児島水族館のバックヤード研修を実施したが，２つの類似した施設において研修し，類似点と相
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違点を知ることで水族館の役割についての知識の深化させることができた。２つ目は峡北地域科学研
修において筑波大学と連携できたことである。医学部の研究室と連携し講義をして頂いたが，この研
究室は基礎研究を行っており，臨床の発展を支える基礎研究が果たす役割の認識を新たにすることが
できた。今回研修に御協力頂いた研究室は細胞内のシグナル伝達について研究を進めているが，この
研究分野はガン研究，免疫療法，再生医療を始めとし幅広く応用の効く研究分野であることから基礎
研究の重要性を改めて確認できた。 
【令和元年度（第３年次）】 
・スカラー，科学研修において多くの大学，研究機関と連携できた 
・スカラーにおける「アドバンス講座」での連携 
山梨大学(1 年 4 講座 2 年 4 講座)，首都大学東京(1 年 1 講座)，明治大学(2 年 1 講座)，オオムラサ
キセンター(1 年 1 講座)  
・フィールドワークにおける指導などにおける連携 
 富士山科学研究所：甘利山生態調査（希望者 8 月）（台風の直撃を受け今年度は中止） 
・科学研修 
 山梨大学実験研修（SSH 生徒 70 名 8 月）：山梨大学 *生徒が山梨大学の研究室を訪問しての研修 
 鹿児島科学研修（12 月 1 年文理科）：鹿児島大学，JAXA（種子島宇宙センター），NPO 桜島ミュー 

ジアム 
 関西科学研修（7 月 2 年 SSH 希望者）：京都大学医学部，理化学研究所(計算科学研究センター ス 

ーパーコンピュータ「京」，放射光科学総合研究センターSPring-8/SACLA，生体機能科学研究セ 
ンターBDR)，名古屋大学理学部 

  峡北地域科学研修（8 月 3 年理系希望者）：東京大学宇宙線研究施設（スーパーカミオカンデ・KAGRA） 
以上のうち，今年度新たに加わった連携先は 2 件ある。１つ目は関西科学研修で連携した名古屋大学
理学部である。これまで，京都大学（H25～R1），岡山大学（H25,26），大阪大学（H27～H28）神戸
大学（H29）との連携が実現している。連携先はスパコン「京」を活用して研究を進めている京都大
学医学部教授奥野聡博士と Spring-8/SACLA を活用して研究を進めている研究者である。2 つ目は峡
北地域科学研修において連携した東京大学宇宙線研究施設（スーパーカミオカンデ・KAGRA）である。
本施設の見学申し込みは前年度中に行った。また，特殊環境における研修であることから現地で環境
バスに乗り換えたり，バス毎に保安員が同乗するなど，全く新しい準備が必要となった。 
【令和 2 年度（第 4 年次）】 
・今年度，大学教育機関等との連携は対面とオンラインを併用する中で実施した。 
・スカラーにおける「アドバンス講座」での連携（対面） 
山梨大学(1 年 1 講座 2 年 1 講座)，オオムラサキセンター(1 年 1 講座) 
「オオムラサキの生態と里山の自然」では、本校生徒（30 名）が大型バス（2 台）で現地へ赴きフィ
ールドワーク・施設見学・センターの館長の講義を受講した。 
「微生物による生態系の回復と保全」「燃料電池の今と未来」（両講座とも 10 月）は，感染対策な
どが順調に定着したことから，講師に来校いただき対面で講座を実施した。 
・科学研修は現地を訪問する計画はすべて中止となったが，オンライン会議システムを活用すること
で実施することができた。 
 峡北地域科学研修(3 年生スカラー受講者 46 名)，鹿児島科学研修(1,2 年生スカラー受講者 70 名) 
・コロナ禍に対応して追加した科学研修 
 富士山麓研修(文理科 2 年生 30 名)，拡大ながの研修(2 年生スカラー受講者ほか 46 名) 
【令和３年度（第５年次）】 
・スカラー，科学研修において多くの大学，研究機関と連携できた 
・スカラーにおける「アドバンス講座」での連携 
山梨大学(1 年 2 講座 2 年 3 講座)，名古屋大学(1,2 年 1 講座)，明治大学(2 年 1 講座)，オオムラサ
キセンター(1 年 1 講座)，酪農学園大学(1 年 1 講座) 
今年度は，大学や企業で活躍されている本校の卒業生による講座を実施する目的で，酪農学園大学で
法獣医学を専門にされている浅川満彦教授に講座を依頼した。 
・フィールドワークにおける指導などにおける連携 
 富士山科学研究所：甘利山生態調査（希望者 8 月）（新型コロナウイルス感染拡大のため中止） 
・科学研修は現地を訪問する計画はすべて中止となったが，オンライン会議システムを活用すること
で実施することができた。山梨大学実験研修は実施規模を縮小して実施された。 

山梨大学実験研修（2 年生 SSH 生徒，理系希望生徒 45 名 8 月）：山梨大 
 *生徒が山梨大学の研究室を訪問しての研修 

 オンラインでの講座 
 峡北地域科学研修(3 年生スカラー受講者 45 名 9 月) 

関西科学研修（2 年生スカラー受講者 38 名 10 月） 
鹿児島科学研修(文理科 1 年生 30 名，文理科 2 年生文系 8 名，2 年生スカラー受講者 38 名 2 月) 

 
研究開発 6 プレゼンテーション力の育成 
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【平成 29 年度（第 1 年次）】 
・校内課題研究発表会（3 年：7 月 1,2 年：3 月）を開催した。  
・山梨県内課題研究発表会に参加した。  
山梨県高等学校芸術文化祭（自然科学系 3 部：11 月），サイエンスフェスタ（県立科学館 1,2 年
：1 月），山梨県衛生環境研究所成果発表会（県立図書館 2 年普通科 SSH：3 月）  
・県外の学会発表などに積極的に参加した。  
第 7 回バイオサミット in TSURUOKA（生物研究部 7 月），全国総合文化祭みやぎ大会（物理化学
部・生物研究部 8 月）土壌肥料学会東北大会（環境科学部：9 月），土壌肥料学会関東支部高校生
ポスター発表（環境科学部：11 月），第 11 回高校生理科研究発表大会（千葉大学）（自然科学系 
3 部：9 月），サイエンスキャッスル 2017（自然科学系 3 部：12 月） 
・高等学校の課題研究成果発表会に参加した。  
東京都立戸山高等学校第 6 回生徒研究成果合同発表会（自然科学系 3 部：2 月）  
・小中学生対象の科学教室，小学校への出前講座を実施した。科学きらきら祭り in 韮高（SSH1,2 
年，生徒会，放送部：10 月）甘利小学校出前講座（2 年普通科 SSH：1 月）生徒は伝える難しさを
再認識すると共に交流している最中にも工夫を重ね表現力を伸長させることが出来た。 
【平成 30 年度（第 2 年次）】 
・多様化する生徒の課題研究の発表の場を拡げることができた。 
・新規のコンテストへの参加 
 平成 30 年 10 月 27 日（土）28 日（日）名古屋市立大学田辺通キャンパスで開催された「第 15 回
化学グランドコンテスト」に応募したところ，書類選考を通過して本選に出場することができた。化
学分野の研究に特化した発表会であったが，内容は生命化学，環境化学，物理化学と多岐にわたった。
本大会の上位大会は世界大会であり，口頭発表の多くは英語であった。今回このコンテストに参加し
た生徒は 1 年生であったがハイレベルな研究を目の当たりにし，また，多くの研究者や高校生からの
質問への応答を通して短時間でプレゼンテーション力が大きく伸長した。また，初日の夜には発表生
徒のみのレセプションパ－ティーが開催され参加生徒同士の交流が持たれた。 
・プレゼンテーション力の底上げ 
 平成 31 年 1 月 26 日（土）開催のサイエンスフェスタに本校のスカラー受講生徒全員が参加し各々
のグループ課題研究を発表した（1 年生 32 名 11 研究 2 年生 35 名 13 研究）。短い時間ではあった
が内輪でない人にプレゼンテーションを行い質疑応答する初めての機会を得て発表技術のみならず
質問力の向上も見られた。 
・OB との交流から生まれるプレゼンテーション力の向上 
 平成 31 年 3 月 14 日（木）に実施される「文理科 SSH 研究交流会」では例年通り，OB の大学生，
大学院生の発表も行われる。最年長は博士後期課程の 2 年生であり，科学の最前線で研究を深めてい
る先輩のポスター発表を聴き，自らのプレゼンテーション力を向上させるとともに，初以来のビジョ
ンを描くきっかけともなった。 
【令和元年度（第 3 年次）】 
・多様化する生徒の課題研究の発表の場を拡げることができた。 
・プレゼンテーション力の底上げ 
 令和 2 年 1 月 25 日（土）開催のサイエンスフェスタ（於山梨県立科学館）に本校のスカラー受講
生徒全員が参加し各々のグループ課題研究を発表した。（1 年生 34 名 14 研究 2 年生 35 名 11 研究）
当日はポスター発表が行われ，40 分毎に発表者と聴講者が入れ替わることで互いに発表を聴き合い，
質問をすることで交流した。短い時間ではあったが外部の人にプレゼンテーションを行い質疑応答す
る初めての機会を得て発表技術のみならず質問力も向上した。 
・OB との交流から生まれるプレゼンテーション力の向上 
 令和 2 年 3 月 13 日（金）に予定されていた「文理科 SSH 研究交流会」は前述のとおり中止となっ
たが，例年 OB の大学生，大学院生の発表が行われる。科学の最前線で研究を深めている先輩のポス
ター発表を聴き，自らのプレゼンテーション力を向上させるとともに，将来のビジョンを描くきっか
けともなっている。 
【令和 2，3 年度（第 4，5 年次）】 
・コロナ禍の状況であらゆる対面での発表の機会がなくなった。一方で，オンラインによるプレゼン
テーションの機会は増大し，それに伴ってこれまでになく，多くの生徒が学会や校外の発表会に参加
するようになった。 
 
研究開発 7 語学力・情報分析力の育成 
【平成 29，30 年度，令和元年度（第 1，2，3 年次）】 
・SS イングリッシュⅠ･Ⅱ･Ⅲを全校実施する教育課程を組むことが出来た。  
・課題研究のポスター発表において 2 年生は Abstract を英語化する。  
・SS メソド（数理･統計･英語･論文）をスカラーの中で実施した。 論理的な文章の読み取り，作成
について理解を深めた。科学的な英語表現について理解を深めた。また，得られたデータの処理方法
について学んだ統計的手法や知識を活かしてデータの信頼性を高めることが出来た。 
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【令和 2，3 年度（第 4，5 年次）】 
・これまで「スカラー」内で行ってきたメソド英語はその内容を汎用化させ，SS イングリッシュ内
で実施した。 
 
研究開発 8 国際性の向上 
【平成 29 年度（第 1 年次）】 
・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れた。グループ課題
研究の英語によるプレゼンテーションや放課後には葉脈標本や銀鏡反応を利用したシルバーボトル
作成を共に行い交流を深めた。（自然科学系 3 部，SSH2 年：7 月）  
・サイエンスダイアログを実施した。脳科学総合研究センターのヴィヴィアン＝サイトウ博士（理化
学研究所研究員、ブラジルの神経科学・心理学者）によるテーマ："The fascinating world of Neuroscience: 
from microbes to behavior" 「魅惑の神経科学の世界：細菌から行動へ」の講座を実施した。（1，2 
年 SSH 他：12 月） 
【平成 30 年度（第 2 年次）】 
・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れた。SSH を活か
した交流では物理化学部の課題研究「水中シャボン玉の研究」の英語によるプレゼンテーションや質
疑応答を行った。放課後には科学実験や科学工作を共に行い交流を深めた。フェアフィールド市交流
事業では留学生の滞在が１日のみであったが，回を重ねるにつれて，先輩から後輩へと交流の段取り
などが伝えられている。 
・姉妹校である豪州クナラ高校の本校滞在中（８日間）に 2 年生の SS イングリッシュの授業をクナ
ラ高校の生徒も参加して「ミラクルフルーツ」を題材に実施した。ミラクルフルーツに含まれる味覚
修飾物質「ミラクリン」の作用機作について ALT が分子生物学的な説明を行い，実際に「味覚が変
化する」体験を通して，感想を述べ合ったり，ミラクリンの有効な活用方法について意見を交わすこ
とができた。また，放課後は自然科学系 3 部の生徒が開発した実験・工作を協働して行うことで交流
を深めることができた。 
・日本学術振興機構の支援のもと「サイエンスダイアログ」を実施した。これまで，「化学」「脳科
学」の分野で実施してきたことから今年度は新たな分野の「物理」で実施した。本校は授業で物理選
択者が理系の中でもごく一部なため実施に際しては不安もあったが，講師との綿密な打ち合わせと事
前の予備実験を経て，特に物理を履修していない生徒であっても理解可能な内容の講座を開講でき
た。学術的な内容もさることながら，海外から日本に訪れている研究者の生きざま，人生の選択肢を
知ることで，生徒が各々の人生について改めて見つめなおすキャリア教育の機会ともなった。 
【令和元年度（第３年次）】 
・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れた。SSH を活か
した交流では物理化学部の課題研究「水中シャボン玉の研究」の英語によるプレゼンテーションや質
疑応答を行った。放課後には科学実験や科学工作をともに行い交流を深めた。フェアフィールド市交
流事業では留学生の滞在が１日のみであったが，回を重ねるにつれて，先輩から後輩へと交流の段取
りなどが伝えられている。 
・4 回目となる「サイエンスダイアログ」を実施した。今回は太陽系の研究に関する内容で来日して
まだ 1 年経過していないインドからの研究者によるダイアログだった。講師は修士課程まではイン
ド，博士号はイタリアで取得し，ポスドクとして日本で研究生活を送っていた。前半はインドやイタ
リアの歴史や文化に関する話題も多く取り入れていただいたため，生徒が入りやすい導入だった。そ
のためか，講話が終了した後の質疑応答では例年になく多くの質問が学年を問わず出された。また，
英語による質問も数多く出され，生徒の英語によるコミュニケーションスキルの向上が感じられた。 
【令和 2 年度（第 4 年次）】 
・5 回目となる「サイエンスダイアログ」を実施した（1 月）。今回は「昆虫の共進化」の研究をし
ているエジプトからの研究者によるダイアログだった。前半はエジプトの歴史や文化に関する話題も
多く取り入れていただいたため，講話が終了した後の質疑応答では昨年に引き続き多くの質問が学年
を問わず出された。今年度，質問はすべて英語で行われ，生徒の英語によるコミュニケーションスキ
ルの向上が感じられた。 
【令和 3 年度（第 5 年次）】 
・6 回目となる「サイエンスダイアログ」を実施した（2 月）。今回は「タンパク質」の研究をして
いるスロバキアからの研究者によるダイアログだった。前半はスロバキアの歴史や文化に関する話題
も多く取り入れていただいたため，講話が終了した後の質疑応答では，生徒の英語によるコミュニケ
ーションスキルの向上が感じられた。 
 
研究開発 9 評価方法の確立に向けた研究の深化 
【平成 29 年度（H29）】 
・山梨大学松森靖夫教授を講師として招き評価研究研修会を実施した。本校職員の実践報告の後，松
森教授の講評を頂いた。参加者を公募したところ，県内から 4 名長野県飯山高校から 2 名の参加が
得られた。  
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・大学入試改革に向けて山梨県内の大学と高等学校で高大接続につながる評価方法の研究へ参加し
た。 山梨大学，山梨県立大学でそれぞれ県内の高等学校と大学入試改革に向けた評価方法の研究会
が立ち上がった。本校職員もこの研究会に参加した。  
・既実施の OPPA（OnePagePortforioAssessment）とルーブリックとの融合を目指し研究を始めた。  
従来実施されてきた OPPA とルーブリックは相互の関連性が薄い。2 つの評価方法の関連付けを目
指しルーブリックの改革を行った。 
【平成 30 年度（第 2 年次）】 
・今年度はメタ認知的方略に基づく生徒の自己評価法の確立を目的とし，評価法に関するフォーラム
に積極的に参加した。今年度参加した研修で確認された内容は次の８項目である。①基礎学力の定着
のためには正しい評価が必要である。②ポートフォリオは生徒の変容の見える化である。③ポートフ
ォリオを点数化することはポートフォリオのプロダクト（成果物）化につながる。④探究活動には高
い教育効果が認められる。⑤プロセスを重視した探究活動を正しく評価することが生徒の伸長を促進
する。⑥新学習指導要領は自らの思考のプロセスを客観的に捉える力など，いわゆる「メタ認知」の
育成を目指している。⑦生徒が本質的な問いを継続して意識することがメタ認知に結びつく。⑧カリ
キュラムマネジメントと学習評価の連携が今後の必須課題である。 
・本校 SSH の目指すポートフォリオを用いた評価研究は生徒の「メタ認知的方略」を誘導する上で
有効であると考えられるが，大学入試にポートフォリオが導入されるという大きな潮流により 2 つの
ポートフォリオを並立させるという新たな課題となったことも認識された。 
・今年度参加したフォーラム，研修会は以下の通りである。 

第６回高大接続改革フォーラム（関西学院大学主催），平成３０年度第２回山梨高大接続に関する 
研究会（山梨県進路指導部会主催），e-FORUM2018『全国スクールリーダー育成研修』（京都大 
学主催），一枚ポートフォリオ評価論（OPPA）研修会（増穂商業高校主催） 

・アドバンス講座とそれに関連した基礎講座では OPPA を活用し，生徒のメタ認知的方略と共に教
員の授業改善に結びつけることができた。 
【令和元年度（第 3 年次）】 
・今年度の評価方法に関する研究開発の成果はコンピテンシー評価の視点を取り入れたことである。
6 月に参加した「中央大学附属高等学校評価研究報告会」において中央大学附属高校が中央大学と連
携したコンピテンシー評価法の研究を研修し早速，次の SSH 授業に取り入れて試行した。従来行っ
てきたポートフォリオやルーブリックとは異なる切り口で生徒を評価することが可能となる。この評
価法の実施が負担とならないように注意しつつ，深化を進めることが有効であると考えられる。 
・今年度参加したフォーラム，研修会は以下のとおりである。 

中央大学附属高等学校評価研究報告会（中央大学附属高等学校主催），OPPA 研修会（山梨県総合 
教育センター主催），福岡県立香住丘高校課題研究発表会（福岡県立香住丘高校主催） 

・アドバンス講座とそれに関連した基礎講座では OPPA を活用し，生徒のメタ認知的方略とともに
教員の授業改善に結びつけることができた。 
【令和 2，3 年度（第 4，5 年次）】 
・本校では研究テーマとして「より客観的でかつ生徒のメタ認知的方略につながる評価法の開発」を
目指した。当初，Ⅰ期より使用していたルーブリックとポートフォリオとの融合を目論んだが，最終
的に 2 つの評価法に加えコンピテンシー評価を併用することで当初の目的を果たす評価法に辿り着
いた。 
②  研究開発の課題  

研究開発 1 「大村学」の実施と深化 
・理念は地域連携による人材育成につなげることであるが，具体的な内容に関しては常に新規性のあ
る内容に取り組む必要性がある。 
・このプログラムが単にもの作りに終わることなく，それらの活用に結びつきオリジナリティの醸成
につながるような内容を今後より一層研究してプログラム化してゆく必要がある。 
・「大村学」の理念については職員間で共通理解が持てている。人事異動に伴い新たに赴任する職員
との情報共有の機会を設ける必要がある。また，これまで「大村学」内で実施してきた（ⅰ）～（ⅳ）
の内容を，SS を付した授業内で行うことで生徒の学びに向かう姿勢の向上など効果が得られたが，
これらを持続させるため，引継ぎなどが必要である。 
・「総合的な探究の時間」と「スカラー」でグループ課題研究の全校実施の体制が整い，課題研究を
進める過程で「大村学」の理念を盛り込むことが必要である。 
 
研究開発 2 地域自然の教材化 
・甘利山土壌環境調査は従来の土壌の化学的分析に加え，現地に自生するレンゲツツジの遺伝学的解
析を行う必要性がある。 
・フィールドワークは天候の影響を強く受ける。予定していた森林が土砂で流されたり，崖の崩落で
新たに地層が現れるなどの危険地形の発生などにより，同じ地域でも研究材料の変化が起きている。
八ヶ岳南麓には地学的研究対象が豊富に散在しているがその教材化は進んでいない。今後，生徒の安
全を第一に考えながらも地域自然の教材化を推し進める。 
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・インドアでも研究が進められるようになった。リン酸フォスファターゼ活性の検証，PCR 法など
の研究手法などをほかの研究にも活用できるようにプロトコールを完成させる。 
・大学等の専門機関との連携がコロナ禍の影響で中断しているので，生徒の課題研究を推し進めるた
めには連携の再開，新たな連携先の探索が必要である。 
 
研究開発 3 地域企業との連携 
これまで積み上げてきた，科学研修と（株）ミラプロとの連携，韮崎ファクトリーにおける韮崎商工
会議所との連携の多くが中断された。研修旅行は講義や見学をオンラインを活用しながら，これらの
連携の再興とともにさらなる連携の充実を図る。 
 
研究開発 4 小中学校・高等学校との連携 
・小中学校との連携については，感染防止対策とともに安心な交流方法を模索しつつ遠隔による連携
方法（動画を用いた「きらきら祭り」）も模索する。 
・高等学校の連携は近隣高校との連携ができたのでさらに横の連携を進める。 
・現在，動画視聴による研究発表は実施できるようになったが，今後，オンライン会議システムなど
オンタイムによる交流の方法を模索する。 
 
研究開発 5 大学・研究機関との連携 
・コロナ禍で中断している県内の研究機関との連携を再興し課題研究の質の向上を図る。 
・十分な感染対策など生徒の安全面を考慮したうえでの科学研修の実施を模索する。 
・課題研究の学会発表を行うことを通じて大学・研究機関という括りではなく，研究者個人と連携す
る研究が出てきた。このような連携がより一層進むように，より多くの生徒に事例を周知して積極的
な連携先開拓を奨励する。 
 
研究開発 6 プレゼンテーション力の育成 
・オンラインによるプレゼンテーションはコロナ禍において急激にその機会が増大した。これまで自
然科学系 3 部の生徒しか参加してこなかった学会や発表会に，スカラー受講生徒が参加できるように
なった。「総合的な探究の時間」においてもグループ課題研究が実施されていることから，自然科学
系の学会に限らず，人文・社会学系の研究発表の機会も発掘し，全校体制でプレゼンテーション力の
育成が行えるような方策を整える。 
・オンライン会議システムによるプレゼンテーションやプレゼンテーション動画の制作は，新たな課
題であるが，十分な技術的フォローを準備し生徒のプレゼンテーション機会を支援する。 
 
研究開発 7 語学力・情報分析力の育成 
・「サイエンスダイアログ」開催に向けて日本学術振興機構・講師とのやり取りをより一層円滑に行
う。本行事も定例化してきたので実施に関しては広く全校生徒から参加を募るとともに広報にも力を
入れ SSH 事業の普及を図る。 
・本校独自に構築した課題研究の指導体制「ユニット制」をより一層機能的に活用するように，課題
研究を直接指導する教員，国語教員，英語教員の連携を再確認する。 
・スカラー内で「メソド統計」を実施し，課題研究で得られたデータの統計学的扱いを推奨している。
検定など統計学的手法によりデータの信頼性を高める必要性について検証できるよう指導をより一
層手厚くする。また，データサイエンスについても積極的に取り入れていく。 
・「総合的な探究の時間」において RESAS の活用ができるように教科「情報」と連携しながら生徒
の ICT 技術の向上を図る。 
 
研究開発 8 国際性の向上 
・韮崎市の姉妹都市であるフェアフィールド市交流事業で交流団の高校生を受入れに向け，準備をす
る。 
・豪州の姉妹校クロナラ高校との交流の再開が期待されるが，長年積み重ねてきた交流方法を感染防
止に留意しながら復活させる。 
・成果で示したように生徒の英語活用能力は明らかに向上している。今後，オンラインにおける交流
で英語が一つのコミュニケーションツールになることは間違いないことから，より一層の英語力の向
上を目指す。 
 
研究開発 9 評価方法の確立 
・「ルーブリック」「ポートフォリオ」「コンピテンシー評価」の併用が有効であるということが分
かった。開発した評価方法の有効性についての検証を行う。 
・生徒にフィードバックしたり，教員同士で情報を共有することで授業改善につながるので，情報共
有する機会を設ける。 
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令和３年度韮高 SSH（第Ⅱ期指定５年目）の取り組み 

１ 研究開発の概要 
（１）研究開発課題名 

韮高から世界へ！スーパーサイエンス ハブ スクールの構築 
～未来の科学者と市民を育てる～ 

 
（２）研究開発の概略 

  本研究では未来の科学者と，科学を正しく理解し判断できる市民を育成する。このことを果たすために，地域・

小学校・中学校・高等学校・大学・企業連携を推し進め，時間的・空間的に生徒の変容の領域を拡大し，科学とと

もに生きる人間の育成を図る。また，将来国際性豊かな人材を育成する仕組みを構築する。さらに，生徒の変容を

より客観的に評価し，より高い信頼性のある評価方法を開発し，生徒の内発的な動機づけを促すとともに効果的な

指導に活かす。 
 
（３）目標 

○地元の企業との連携を進め，連携システムの構築を目指す。 

○普通科生との「総合的な探究の時間」における探究活動を推進し、グループ課題研究（探究活動）の全校体制を構

築する。研究テーマの多様化を進め，指導担当の教諭の他教科化も進める。探究活動の全校体制構築に伴い、探究活

動全体のより一層の質の向上を図る。 

○これまで行ってきたルーブリックとポートフォリオ（OPPA）をさらに深化し，コンビテンシー評価と合わせて

三者を連携することで，生徒のメタ認知方略を高める総合的な評価（パフォーマンス評価）の研究開発を行う。 
※小中学生、NPO 等との交流事業は今年度においてはすべて中止とした。 

 

（４）実施規模 

○学校設定科目の教育課程上の対象者（生徒別） 

文理科生徒（各学年 30 名） 

スカラーⅠ・Ⅱ・Ⅲ，SS 理数数学，SS 理数物理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，SS 理数化学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，SS 理数生物Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ， 

SS 理数地学，SS イングリッシュⅠ・Ⅱ・Ⅲ（SS 理数物理，SS 理数化学，SS 理数生物，SS 理数地学は選択履修） 

普通科 SSH 選択生徒（各学年 20 名） 

 スカラーⅡ・Ⅲ，SS 数学Ⅰ，SS 物理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，SS 化学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，SS 生物Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ， 

SS イングリッシュⅠ・Ⅱ・Ⅲ（SS 物理，SS 生物は選択履修） 

普通科理系一般生徒（SSH を選択していない）（各学年 60 名） 

 SS 数学Ⅰ，SS 物理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，SS 化学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，SS 生物Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ， 

SS イングリッシュⅠ・Ⅱ・Ⅲ（SS 物理，SS 生物は選択履修） 

普通科文系生徒（各学年 120 名） 

 SS 数学Ⅰ，SS イングリッシュⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

○教育課程上でない対象者 

サイエンスツアー（科学研修） 

鹿児島科学研修(ｵﾝﾗｲﾝ) 関西科学研修(ｵﾝﾗｲﾝ) 山梨大学実験研修 峡北地域科学研修（ｵﾝﾗｲﾝ） 

1 年文理科(30 名) 

2 年ｽｶﾗｰⅡ受講者(38 名) 

2 年ｽｶﾗｰⅡ受講者(38 名) 

文理科文系(8 名) 

2 年ｽｶﾗｰⅡ受講者(38 名) 

2 年理系希望者(7 名) 

3 年 SSH 対象者（40 名） 

文理科文系(5 名) 

サイエンス講演会 

全校サイエンス講演会 

１・２年生(452 名） 

 
２ 研究開発の内容・方法・検証評価等 
（１）研究のテーマ（仮説） 
テーマ①：「地域の自然や科学技術，そこに根差した科学研究等を教材として学ぶことで，自らそこに課題を発見し

その解決に取り組もうとする生徒が育成できる」  

テーマ②：「研究者・技術者との連携を強化し，生徒の課題研究の質を高めることで科学的リテラシーが醸成され，

将来，研究者・技術者を目指す生徒が育成できる」 

テーマ③：「地域の科学教育の質が向上することで，小中学生の科学に対する興味関心が高まり，高校生のコミュニ

ケーション能力も高まる」 

テーマ④：「研究発表の機会を充実させることで，プレゼンテーション能力のみならず思考力や調査研究の質や意欲

も向上する」 

テーマ⑤：「教育課程上の教科科目による語学や数学の学習に加え，課題研究やスカラーの授業において英語や情報

処理，統計等の学習活動を充実させることで，これらの能力が向上し，論理的思考力が高まる」 
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テーマ⑥：「己を知り，科学的側面も含め多様な価値観と文化に触れることで, 優れた国際性を身に着けることがで

きる」 

テーマ⑦：「世界最先端の技術が身近にあり，平常の生活，或いは科学研究の場面での活用を知ることで，故郷に誇

りを持つとともに，具体的な進路のビジョンを描く機会となる」 

テーマ⑧：「ルーブリックとポートフォリオとを連携させ客観的な評価方法を開発することで，生徒の変容を的確

に把握し，SSH 事業の改善が効果的にできる」 
 

（２）科学技術人材育成に関する取組内容・実施方法 
韮崎高校には物理化学部・生物研究部・環境科学部の 3 部が存在する。SSH の主対象生徒（約 110 名）は全員がいず

れかの部に所属することで，スカラーおよび科学研修に参加する際の放課後や休日の活動が保障された。 
Ⅰ 学校設定教科・科目 

外国語 SS イングリッシュⅠ・Ⅱ・Ⅲ 

数 学 SS数学Ⅰ 

理 科 
SS物理Ⅰ･Ⅱ，SS化学Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ・，SS生物Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ 

SS理数物理Ⅰ･Ⅱ･ⅢSS理数化学Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ，SS理数生物Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ 

スカラー スカラーⅠ，スカラーⅡ，スカラーⅢ 

 

Ⅱ 学校設定科目の実施状況（ 研究開発テーマ①②④⑤⑦ ） OPPA は評価と振り返り，(数字) は実施時間数を示

す。 

月 スカラーⅠ 2 単位 スカラーⅡ 3 単位 ｽｶﾗｰⅢ 

1 単位 
 科学基礎・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ講座 SS ﾒｿﾄﾞ 科学基礎・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ講座 SS ﾒｿﾄﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ科学 課題研究 

4 SS ガイダンス (1) 

基礎 1 (4)  
 

SS ガイダンス (2) 

サイエンス研究 (2) 
数理(4)  課題研究(2) 

5 

アドバンス 1・宇宙研究 (2) 

杉山 直 氏 

（名古屋大学 副総長） 

大村学Ⅰ (1) 

OPPA1 (1) 

数理(2) 

アドバンス 1・宇宙研究 (2) 

杉山 直 氏 

（名古屋大学 副総長） 

サイエンス研究 (2) 

統計(2)  
生物基礎実験

(2) 
課題研究(1) 

6 基礎 2 (4) 数理(2) 

基礎 6 (4)   

アドバンス 6・燃料電池 (2) 

野原 愼士 氏 

 (山梨大学ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ) 

OPPA6 (1) 

サイエンス研究 (1) 

 

生物基礎実験

(1) 

物理基礎実験

(1) 

課題研究(5) 

7 
アドバンス 2・里山の自然 (2) 

跡部 治賢 氏 

（北杜市ｵｵﾑﾗｻｷｾﾝﾀｰ） 

英語(1)   
物理基礎実験

(3) 

研究成果発

表(2) 

8 基礎 3 (1) 

サイエンス研究 (1) 
   

化学基礎実験

(2) 
課題研究(1) 

9 

基礎 3 (2)  

アドバンス 3・iPS 細胞 (2) 

大貫 喜嗣 氏 

(山梨大学生命環境学部生命工学科) 

OPPA 3 (1)   

英語(1) サイエンス研究 (5) 統計(1) 
化学基礎実験

(2) 
課題研究(1) 

10 

基礎 4 (4) 

サイエンス研究 (3) 

アドバンス 4・微生物と生態系 (2) 

田中 靖浩 氏 

(山梨大学生命環境部環境学科) 

OPPA4 (1) 

 

大村学Ⅱ (3) 

基礎 7 (4) 

サイエンス研究 (2) 

 
化学基礎実験

(2) 
学問研究(3) 

11 

サイエンス研究 (4) 

アドバンス 5・獣法医学 (2) 

 浅川 満彦 氏 

（酪農学園大学獣医学群） 

 

アドバンス 7・クローンマウス (2) 

若山 照彦 氏 

 (山梨大生命工学科) 

OPPA7 (1) 

サイエンス研究 (1) 

  学問研究(2) 

12 サイエンス研究 (4)  
基礎 8 (2) 

サイエンス研究 (1) 
統計(1)  学問研究(3) 
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1 サイエンス研究 (6) 論文(2) 

基礎 8 (2) 

アドバンス 8･音 (2) 

森勢 将雅 氏  

(明治大学総合数理学部先端ﾒﾃﾞｨｱｻ

ｲｴﾝｽ学科) 

OPPA7 (1) 

サイエンス研究 (5) 

  学問研究(2) 

2 サイエンス研究 (4) 

鹿児島科学研修事前学習 (2) 
 

研究成果発表会 (2) 

鹿児島科学研修事前学習 (2) 

サイエンス研究 (3) 

   

3 サイエンス研究 (2)  サイエンス研究 (2)    

 
Ⅲ 科学研修の実施状況 
月 研修名 参加数 研 修 内 容 

8 山梨大学実験研修 45名 

山梨大学生命環境学部生命工学科 
「DNAのレベルでアルコール感受性を調べよう」 
山梨大学工学部コンピュータ理工学科 
「コンピュータリバーシプログラムを作ろう～ゲームから学ぶ人工知能～」 
山梨大学工学部機械工学科 
「ロケット推進工学入門」 

9 峡北地域科学研修 45名 
東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設 
 特別講座「スーパーカミオカンデ（SK）」オンライン 

特別講座「KAGRA」 オンライン 

10 関西科学研修 46名 京都大学大学院医学研究科 
特別講座「ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･AIが拓く創薬と医療」 オンライン 

2 鹿児島科学研修 

30名 
 

76名 
 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 
特別講座「幹細胞と再生医療」オンライン 

鹿児島大学理学部物理科学科 
特別講座「宇宙を調べる様々な方法」オンライン 

 
（３）必要となる教育課程上の特例等 

科目 単位数 代替科目（単位数） 
スカラーⅠ ２ 「総合的な探究の時間」（１）「社会と情報」（１） 
スカラーⅡ 

３ 
普通科：「総合的な学習の時間」（１）「保健」（１）「数学探究」（１） 
文理科：「総合的な学習の時間」（１）「保健」（１）「社会と情報」（１） 

スカラーⅢ １ 「総合的な学習の時間」（１） 
SS イングリッシュ 各２ 「英語表現Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（各２） 
SS 数学 ５ 数学Ⅰ（３）・数学 A（２） 
SS 物理・SS 理数物理 ８ 物理基礎（２）・物理（６） 
SS 化学・SS 理数化学 ７～９ 化学基礎（２）・化学（５～７） 
SS 生物・SS 理数生物 ８ 生物基礎（２）・生物（６） 

学校設定科目の中には代替する科目の内容を含み、加えて発展的または学際的な内容も扱いながら授業を展開した。 
 
（４）研究計画および評価計画の概要 

本報告書「(2) 研究の内容・方法について」のうち「Ⅰ 学校設定教科・科目」「Ⅱ 学校設定科目の実施状況」「Ⅲ 
科学研修・サイエンスツアーの実施状況」について研究と評価を行った。学校設定教科・科目は，年間を通して授業毎

に評価を行い，年 2 回または 4 回の定期試験においても理解度等を検証した。 
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１ 科学者・研究者との連携強化 

スカラーⅠⅡ（アドバンス講座ⅠⅡ） 

 

日 時  毎週（水）5校時    2年生 

       （金）5・6校時 1，2年生 

場 所  本校 理科の各講義室 

対象者  文理科1年6組 30名 

     文理科2年理系 20名 

     普通科2年理系希望者18名 

担 当  自然科学基礎：本校職員 

     アドバンス講座：研究者  

（１）研究の仮説 

平成24年に指定されたⅠ期5年間のSSH事業を経て

科学的好奇心や主体性を育成する学校設定科目の開発

を行ってきた。当初の仮説は徐々に深化発展され，現在

では次のような仮説のもとSSH事業を推進している。 

「自然環境に恵まれた韮崎で，地域の特性を活かした

教材を用い，様々な自然現象について考察させること

で，次世代エネルギーへの移行に関する問題の解決や

生物多様性の保全を基に自らの未来の創造に主体的に

取り組む生徒が育成される」 

「大学などで研究者が取り組む先端科学の諸分野に直

接触れ，経験することにより，将来自然科学の研究に取

り組む自らの姿をイメージし，その事を通じて研究者

を目指す動機づけを強化できる」 

 以上の 2 つの仮説を検証するためには，生徒が科学

の多様な研究領域を知ることが第一歩である。そのた

め各分野の研究者を招いて，校内で年間を通して特別

授業を実施している。 

（２）研究内容・方法・検証 

 毎年，年度末に行っている意識調査では，生徒の興味

関心の対象を調査している。その結果，表1のような領

域とキーワードが抽出された。 

表1 生徒が興味関心をもつ領域とキーワード 

また，山梨県の地場産業であるブドウ栽培とワイン

醸造，山梨の自然環境と微生物，気候変動の解決につな 

がるクリーンエネルギーの実用化を視野に入れて，表2

に示す８講座を設けた。1年次のスカラーⅠでは１～5，

2年次のスカラーⅡでは6～8を開講した。 

尚，令和３年度も昨年度に続き，新型コロナウィルス

感染拡大の影響が予測されたので，講師の方には，状況

に応じてオンラインでの講義も行えるよう準備をして

いただいた。 

表2 アドバンス講座における科学者・研究者との連携 

「スカラーⅠ」は，「自然科学基礎」と「アドバンス

講座」の2つの系統で構成した。「自然科学基礎」

は，研究者による「アドバンス講座」の内容を生徒が

理解できるようにする事前学習である。アドバンス講

座の前3～4時間を充て，基礎理解の講義と実験・工作

を含めた探究活動を取り入れた。自然科学基礎の授業

内容とその教材は，本校の理科教師が開発したプログ

ラムである。「スカラーⅠ」は「サイエンスツアー」

と並んで，先端研究や技術開発に触れることのできる

時間である。アドバンス講座の実施後には，学んだ内

容について互いに情報交換し，理解を深めることを目

的とし，いわゆる復習講座として「OPPA講座」を1時

間設けている。 科学研究の様々な領域を知ることに

留まらず，2年次以降本格化する生徒によるグループ

研究（課題研究）のテーマを考えさせることも重要な

目的である。各自然科学基礎からアドバンス講座まで

の一連の講座を通して記入するポートフォリオ 

（OnePagePortforioAssessment：OPPA）を作成した。

さらに，各講座のポイントをあらかじめ生徒に示し，

生徒が理解度を自己評価できるようにするためにルー

ブリックを導入し，生徒が自己評価により到達度を図

っている。これにより，指導する側は生徒の理解度と

変容を把握し，次回の講座に活用できた。一方，生徒

は講座の前後における自己の変容を把握し，講座をよ

り一層前向きに受講するようになった。 

領域 キーワード 

物理・技術 ロボット，プログラミング，AI，ICT 

物理・地学 宇宙研究，地震， 

化学・物理 クリーンエネルギー，再生可能 

生物・医学 iPS細胞，再生医療，感染症 

生物・環境 生態調査，里山の保全，気候変動 

アドバンス講座 連携先 

1 光と宇宙と暗黒の宇宙 名古屋大学大学院 

2 ｵｵﾑﾗｻｷの生態と里山の保全 北杜市ｵｵﾑﾗｻｷｾﾝﾀー  

3 iPS細胞と再生技術で変わる医療 山梨大学生命環境 

4 身の回りに潜む微生物のはなし 山梨大学生命環境 

5 野生動物の死因解明と社会 酪農学園大学 

6 燃料電池の今と未来 山梨大学ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ 

7 体細胞ｸｰﾛﾝﾏｳｽ誕生と核の初期化 山梨大学生命環境 

8 音 明治大学 
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１-① アドバンス講座Ⅰ 

「宇宙研究と衛星開発」 

 
日時  令和３年５月７日（金）5,6校時 
場所  本校 物理講義室 
講師  名古屋大学 副総長 
    杉 山  直 教授  

対象  文理科 1年 6組 30名 
担当  物理科 名取 寿彦 
仮説 

 近年の日本の宇宙開発は，技術力を高めつつ，成

果をあげている。また，私たちの現在の生活は，気

象観測衛星や通信衛星等の衛星技術に大いに依存し

ている。本講座では，宇宙研究と衛星開発に携わっ

ている研究者の講義を聴き，宇宙や衛星開発，およ

び，それを支える自然科学の法則等に対する興味関

心を高めることができる。 
概要 【自然科学基礎 】（事前学習） 

  令和３年４月 23日（金）5,6校時 
  令和３年４月 30日（金）5,6校時 

 担当 物理科 名取 寿彦 

（１）宇宙のはじまり 

①宇宙のはじまりについて 

  「無からはじまった宇宙」「インフレーション」

「ビッグバン」まで       

②銀河の誕生について 

  「星や銀河の誕生」「銀河の成長」「クエーサ

ーの時代」まで 

③宇宙の未来について 

  「加速膨張する宇宙」 「謎の暗黒エネルギー」 「宇

宙の未来はどうなる」 

（２）宇宙の姿 

   ①銀河集団 

「銀河群」 「銀河団」 「銀河の衝突と合体」 

②銀河の分類 

「渦巻銀河」「楕円銀河」「不規則銀河」「レン

ズ銀河」「矮小銀河」 

（３）私たちの銀河系（天の川銀河） 

①天の川銀河の構造 

「中心核バルジ」「銀河円盤」「銀河系ハロー」 

②銀河を構成する様々な天体 

「散開星団」｢球状星団」｢暗黒星雲」「散光星雲」 

（４）星の世界 

① 恒星について 

「恒星とは」「核融合反応」「ＨＲ図と星の種類」

「恒星の一生」  

② 太陽系について 

   「太陽」「水星」「金星」「地球」「火星」

「木星」「土星」「天王星」「海王星」 

【アドバンス講座】(担当：杉山 直 教授)５月７日 

夜空に輝く星々や銀河，これらは自らが光を出し

輝いている宇宙の天体である。最近では，すばる望

遠鏡などの巨大望遠鏡や宇宙望遠鏡によって，これ

までにない感度でこれらの天体を観測することが可

能となってきた。しかし，光で見える宇宙は実は全

体のごく一部に過ぎないこともまた，観測によって

明らかになってきた。宇宙に存在し，そして宇宙を

支配する暗黒の成分，ダークマター，ダークエネル

ギー，そしてブラックホールについて，どうしてそ

の存在が明らかになったのか，それらは一体どうい

うものなのか，解説していただいた。 
 

 

 

 

 

【ＯＰＰシートより】 

受講前後を振り返って 

この講座を受ける前は，宇宙について特に興味がなく，

知識もほとんどない状態であった。事前学習で宇宙の基礎

的な知識を学び，さらに，アドバンス講座で杉山先生の講

義を受け，宇宙への関心は大変強まった。特に，杉山先生

のお話は具体的でわかりやすく，非常に楽しい時間だっ

た。宇宙について最前線で研究されている研究者に直接お

話を聴けたことは，本当に貴重なことだと感じた。 

検証・評価 

新型コロナ感染症の影響により，講義はオンライ

ンで実施した。講師の先生はオンライン講義に慣れ

ており，受講した生徒たちには対面と同じような雰

囲気で受講できた。多くの質問もでき，宇宙だけで

なく，科学全般への興味・関心が高められた。 
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１－② アドバンス講座Ⅰ 

「オオムラサキの生態と里山の保全」 
 

日 時 令和 3年 7月 1３日（金） 
13:00 ～ 15:30 

場 所 北杜市オオムラサキセンター 
講 師 オオムラサキセンター 
      館長  跡部 治賢 氏 
対 象 文理科１年６組 30名 
担 当 生物科 小田 雄仁 
目 的 オオムラサキセンターでの研修を通して生

態系について学習する。また、里山の生態系を知る

ことで環境保全に関する意識や態度を育成する。 
概 要 

【自然科学基礎】（事前講義） 
 生態学の基礎を学習するため４時間を充てた。 
 (6/11；2時間、6/18；2時間）   

① 「生態系に関する基礎知識」（１時間） 
１年生は、生態学の分野についてはまだ学習して

いないため、生態系に関する重要な基礎知識と、生

態系での生物の「バランス」や物質の「循環」につ

いて講義を行った。 
② 「オオカミ導入を通して生物多様性と環境保全

を考える」（１時間） 
 実際にアメリカの国立公園であったオオカミ導入

を日本に取り入れることの是非についてグループ活

動を通して考えた。 
③ 「環境問題と里山の可能性」（２時間） 
人類が引き起こした環境問題について理解を深め

るとともに、里山がなぜ世界から注目されているの

か講義を行った。 
 

【アドバンス講座】(本講義) 

オオムラサキセ

ンターの跡部館長

に説明・指導・講

義をしていただい

た。その内容は以

下のとおり。 

映像室にて：オオ

ムラサキの生態や、里山の保全に関する映像を視聴

した。季節を通じてのオオムラサキの生態や、里山

の生態系について理解し、多種多様な生物が生態系

の中で生きていることに対する理解が深まった。 

野外観察施設にて：オオムラサキの卵、成虫(オ

ス・メス)の観察や、生息地の環境などについて説

明を受けた。オオムラサキは幼虫で越冬すること

や、オスはメスよりも１週間ほど早く羽化し、縄張

りをつくってメ

スを待っている

ことを知った。

目の前で生きた

実物を観察でき

たことが生徒の

興味関心を高め

ていた。 

評 価 

【OPPシートより『受講前後を振り返って何が変わ

りましたか？ 感想を記入してください。』】 
・里山の大切さをより深く知ることができました。

里山と生物多様性の関係は親密であり、里山保護の

重要性を学ぶことができた。また、オオムラサキが

本当に貴重な存在ということを理解し、他の生物を

含め、生態系の保護はこれからの私達の使命と考え

た。 
・そもそも里山という言葉自体を知らなかったので

すが、受講してから里山について詳しく知れたのは

もちろん、里山についての考え方がアドバンス講座

の前後で変わりました。生態系は私たちの生活に大

きく関わっているので、生態系を崩さないようにし

ていくべきだなと思いました。 
【指導教員の評価】 

 この施設は地元にあるために、小中学生の頃に訪

れたことのある生徒もいたが、SSHの授業というこ

とで、より難しい内容の説明をしていただき、改め

て、生態系多様性の重要性について知る機会となっ

た。生徒のOPPシートの記述からも里山の重要性

や生態系のバランスの大切さを実感することができ

たことがうかがえる。これを学びのきっかけとし、

環境保全には何が必要か、私たちができることは何

か、今後も意識しながら学習に取り組む姿勢を育成

したい。 

写真2：野外観察施設で説明を聞く 

写真1：屋内で説明を聞く 
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1-③ アドバンス講座Ⅰ 

「ｉＰＳ細胞と再生技術」 

 
日 時  令和３年９月１７日（金）5,6校時 
場 所  本校 生物講義室 
講 師  山梨大学大学院総合研究部（生命環境学部生命

工学科） 助教 大貫 喜嗣 氏 
対 象  文理科(１年 6組)  30名 
担 当  生物科 岡田 昇 
 
目 的 「iPS細胞」に関わる学習を通して、科学的思考、

実験による実証の重要性について理解させる。さらに再

生医療や培養技術に関する課題等について理解を深め、

この領域で取組まれている研究に対する興味関心を喚

起する。本講座は 1/31～2/3に行われるSSH事業「鹿

児島科学研修旅行」の事前学習としても位置づけている。 
 
概 要 
【自然科学基礎】（事前授業３時間） 
①オリエンテーション 
・「iPS細胞」（平凡社新書）を配布し，8/27までに読ん

でおくように指示した。(夏季休業中の課題) 
・学習前の認識状態をルーブリック、学習シート、ＯＰＰ

Ａシートに記録した。 
②セントラルドグマについて、教科書レベルでの授業を再

確認する講義を行い、遺伝子の転写、翻訳といった基本

事項の確認と、遺伝子操作や再生技術の現状について基

本的な知識を学習した。 
・NHKスペシャル「“生命”の未来を変えた男 山中伸

弥 iPS細胞革命」を使用した。 
③グループ学習による学習内容の整理 
「iPS細胞を読み解く」という学習プリントの質問をもと

にしながら「iPS細胞」（平凡社新書）の内容をグルー

プごとに分担して読みこなした。 
【アドバンス講座】(本講義)（2時間） 大貫氏の講義は、

「iPS細胞の樹立」という基礎的な内容から始まり、4
つの山中因子の働きが解説され、さらにエピゲノムの概

念が初期化や組織分化にとり重要な考え方であるとい

う興味深いものであった。遺伝情報そのものは変化せず

とも、個体の一生を通じて起こるDNA塩基のメチル化 
 
 
 
 
 
 

とヒストンの化学修飾という現象により、DNAに「読

みやすい部分」と「読みにくい部分」が生じることは

生徒に強く印象に残った。事前の学習内容をより深め

ることになったと思われる。講義は、事前に提出した

生徒からの質問に回答する形式でも進められた。課題

や論点を整理しながら生徒の疑問が解消され理解を深

めた。 さらに専門領域である疾患特異的 iPS細胞を使

った創薬研究、心毒性検査の応用例にも触れ、再生医

療研究が臨床段階に入ったことを報告されるなど、一

段と医療への応用の道が開けてきたことを実感できた。

現在では、細胞を「大量培養」できる技術の確立や品

質の安定化が大きな課題であることを知り、生徒には

新しい発見となった。これから、医療分野だけではな

く、弁護士や法律家、広報担当などの専門家との協力

を得て、豚を使った人間の心臓の作成などにどのよう

に倫理的な問題点が生じるのかなど、多方面からの解

決策を模索していくことが大切であるとのことであっ

た。 
 クイズなども交えながら、生徒たちの興味を引きつ

つ、ｉＰＳ細胞研究の最先端の現状と課題について学

んだ。この講義を通して、生徒一人一人が今後の医療

の発展を支えていくであろうｉＰＳ細胞の研究の未来

に明るい希望とさらなる展望を期待していける内容で

あった。 
 

【評価】 
 本講座においてはＯＰＰシートに生徒の意見を自由記

述で様々な意見や考え、疑問点などを吸い上げ、認識状態

を調査した。また、基本事項の理解を問う小テストも実施

し、その両方の得点により学習過程ごとの認識状態の把握

を試みた。 
 
『生徒のレポートにおける本講座に対する記述例』 
・「特に治療が困難なアルツハイマー病やパーキンソン病

などの治療薬開発にｉＰＳ細胞が役立てられていると

知り、早く実用化になってほしいと思っいました。 
・人間が絶滅の危機に瀕した時、環境さえ整えば人間のク

ローンを作ることも選択肢の１つになると思いました。 
・ｉＰＳ細胞を利用した検査には、まだ多額の費用が掛か

るようですが、この先一般的に普及し誰でも利用できる

ようになってほしいと願っています。 
・ＥＳ細胞と違い、ｉＰＳ細胞は皮膚から作るので、倫理

的な問題はないと思っていましたが、まだまだ問題が多

いとわかりました。 
・ｉＰＳ細胞の研究を深めながら安全性について高めてい

き、早く私たちに活用してもらいたいと思うが、いざ自

分が利用するとしたら少し抵抗を感じてしまいます。 

図1:大貫先生によるアドバンス講座の様子 
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１－④ アドバンス講座Ⅰ 

「身の回りに潜む微生物のはなし」 
 

日 時 令和 3年 10月 22日（金）５･６校時 
場 所 本校 生物講義室 
講 師 山梨大学 生命環境学部 環境科学科 
     准教授 田中 靖浩 氏 
対 象 １年文理科 ３０名 
担 当  生物科 小田 雄仁 
 
目 的 微生物および微生物の利用について、最先
端の研究者から学ぶ。微生物の多様性や生態系での
役割を知り、微生物を有効利用することの意義やそ
の未知の可能性について考える機会とする。 
 また、講座を通して学習した知識や研究方法を課

題研究に活用する。 
 
概 要 

【自然科学基礎】（事前講義） 
 事前の基礎学習に 4時間を充てた。 
（10/1；2時間、10/15；2時間） 

① 「微生物について」（1時間） 
 微生物がいることで人類が受ける利益、被る被

害、についての講義を行った。 
② 「身近にいる微生物」（1時間） 
試験管に微生物がいそうだと思われる部分を採取

し、その懸濁液の上澄みを培地に塗り付けた。ま

た、市販されている培地をそのまま気になる部位に

接触させ菌を採取できる「ぺたんチェック」も用い

て菌の採取をおこなった。 
③「物質の循環に欠かせない微生物」(1時間) 
炭素、窒素の循環に関係する微生物に関する講義

を行った。 
④「採取した微生物の観察」(1時間) 

2時間目の授業の際に採取し培養していた微生物

を顕微鏡で観察した。 
 

【アドバンス講座】(本講義) 

山梨大学生命環境学部准教授の田中靖浩先生に

「身の回りに潜む微生物のはなし」というテーマで

講義および実験を担当していただいた。 

微生物の定義、生息環境、地球上に生息する微生

物の数や種類について、クイズ形式の質問を交えな

がらわかりやすく説明していただいた。 

後半は、色の違う 4種類の微生物を用いて絵を描

くという実習

（微生物アー

ト）をした。こ

の実習を通し

て、微生物の多

様性についても

学ぶことができ

た。 

評 価 

【OPPシートより『受講前後を振り返って何が変わ

りましたか？ 感想を記入してください。』】 
・微生物はいてもいなくても私達には影響がないも

のとだと思ってい

たけど、創薬や分

解することがで

き、病原体となる

ものもいて、良い

意味でも悪い意味

でも私たちにとっ

て関係の深い存在

だと思った。 
・前までは微生物は人間と同じような生物の 1種と

しか考えていなかったが、授業を通して微生物は生

態系にとって、また人の体内にとって重要な働きを

担っていることが分かった。それだけではなく、薬

を作ったり、窒素固定、脱窒を行っているなど、目

に見えないものが目に見えない働きを行っているこ

とに興味を持った。 

【指導教員の評価】 

 微生物が身近であること、人類の発展と深く関わ

っていること、その発展は最近の話ではなく、微

生物の存在を人類が認識する以前から、人類が微

生物を利用してきたことを学べたと思う。本校卒

業生の大村智先生の成果も微生物と深くかかわっ

ていることについても理解を深めたはずだ。まだ

人類に知られれていない微生物は膨大にあり、大

村先生の成果のような人類に大きく貢献する成果

が今後も発見される可能性があることについても

認識できたのではないだろうか。。 

写真1：微生物に関する講義を聞く 

写真2：微生物アートの実習 
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１－⑤ アドバンス講座Ⅰ 

「野生動物の死因解明と私たちの社会」 
 

日 時  令和３年１１月２６日（金） 
１３：２５～１５：１５ 

場 所  本校 化学講義室 
講 師  酪農学園大学 獣医学群 

教授  浅川 満彦 氏 
対 象  文理科１年６組 30名 
担 当  名取 中  
目 的  
今回の講座は、本校の卒業生で大学の教授として

活躍している方にお願いしようと思い、講師を探し

ていたところ、酪農学園大学で法獣医学の研究をし

ている浅川満彦氏の紹介を受けた。講議を快諾して

いただいたことで今回の講座が実現した。 
本講義では、普段あまり聞くことのない法獣医学つ

いて、実際の事例などを紹介することにより、それ

らの事例が身近に起こっていることや死因を解明す

ることで、普段何気なく使用している洗剤が影響し

て環境破壊につながっていることが原因であること

を知るきっかけとなる。また、法獣医学は動物への

安楽死の問題や動物への虐待問題など様々な問題を

抱えていることを理解する。 
 

概 要 

 カラスやキツネなど身近な野生動物が多数、不自

然な死を遂げることがあり、人々を不安にさせてい

る。たとえば、北海道では殺虫剤を使って殺戮する

事件が発生しています。また、韮崎から近い場所で

は、長野県飯田市の浄水場で大量死したイワツバメ

の剖検依頼をされたこともあったそうである。結論

としては、謎の感染症などではなく、水をきれいに

するために使った薬剤が原因であった。このような

動物の死因を解析するのが法獣医学であり、皆さん

が安心安全な暮らしを営むためには必須である。し

かし、日本の獣医学では発展途上であり、今回は

（公財）北海道新聞野生生物基金による助成研究な

どのお話を通して、日本における法獣医学の現状を

紹介していただいた。 

     

生徒のレポートから 
・法獣医学について全く知らなかったが、今回の講

座で知ることができて良かった。ニュースで報道さ

せたことをすべて信じるのではなく、他に原因や理

由がないかなど深く調べてみたいと思った。全く知

らなかったことを知ることができるような機会を大

事にし、興味のあることを増やしていきたい。 

・人間が自然や野生生物に及ぼしている影響を把握

し、理解を深めていくべきだと思った。知っている

のと知らないのでは全くその人の心持ちが違う。人

間にとっての小さな出来事でも野生生物の命を奪っ

ているかもしれないと考えられるようになれば、少

しは生物に対していろいろと考えることができるの

ではないかと思う。 

・ニュースで動物の不可解な死について取り上げて

いるものを何度か見たことがあるが、その死因を解

明することはすごいと思った。特に、野生動物が大

量死すると近隣住民も不安な気持ちになるため、原

因がわかることで人々の安心につながっていること

を知った。今まで法獣医学というものについて深く

知らなかったが、これを機に積極的に調べたいと思

う。 

 

 

検証・評価 

 今回、講義の内容として「法獣医学」を取り上げたが、

生徒にとって「法獣医学」を知るきっかけとなり、具体的

な内容も講義の中で事例を挙げて説明していただいたおか

げで理解しやすかったと思う。そして、法獣医学を通し

て、日常生活で何気ない行動が野生生物の命に影響してい

ることを知ることで、これからの生活を考えると共に、安

楽死や虐待等の問題に対しても意識する機会になった。 
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 １－⑥ アドバンス講座Ⅱ 

「燃料電池の今と未来」 

 

日 時 令和 3 年 6 月 16 日（水）5.6 校時  
講 師 山梨大学クリーンエネルギー 

研究センター 

准教授 野原 愼二 氏  
場 所 本校 化学実験室（オンライン）  
対象者 2 年 SSH 38 名  
担 当 理科 化学担当 久保田 公博   
目 的 現在人類が直面している環境問題で

ある地球温暖化の解決に燃料電池の実用化が

有効であることを知り，科学の社会貢献を具

体的に学ぶ。 

概 要  

【自然科学基礎】（事前講義） 

今年度は化学の授業として電池・電気分解に

ついて生徒が学んでいない状況での実施とな

ったため，まずは酸化・還元の応用としての 

電池・電気分解の仕組みについて確認した。

続いて電池の歴史や燃料電池を含めた様々な

電池の種類について学んだ。講義の後，「化学

基礎実験」を通して，協働実験を経験，「燃料

電池」を通して環境問題，科学の社会貢献の

についてを学ぶ基礎を作った。 

①  1 時間目 酸化還元基礎、電池の歴史 

電池は酸化還元反応の一種であり，両極で

電子の授受が起きていること，そしてバグダ

ッド電池も含め，電池の発祥といえるボルタ

電池から太陽電池などの近代の電池まで電池

の歴史を概観した。また，燃料電池を含め，

多様な場面で用いられ生活を支えている実用

電池（鉛蓄電池やリチウムイオン電池など）

についても紹介した。 

② 2 時間目 酸化還元実験 

代表的な酸化還元実験を行った。実験をも

とに電子を含む化学反応式を用いて，酸化還

元反応と電子の移動を確認しつつ，実際の現

象を観察し酸化還元反応を直感的に理解した。 

 

③ 3，4 時間目（連続）電気分解，電池実験 

電気分解および電池の実験を通し，身に着

けた知識と実際の現象の確認を行った。 

まず，硫酸銅(Ⅱ)水溶液の電気分解を行い

流れた電気量と電極の質量変化からファラデ

ーの法則についての検証を行った。続いて基

本的な電池の仕組みを理解するため，ボルタ

電池を作成し検証した。 

実験班ごとに得られたデータを共有し，フ

ァラデーの法則がどの程度成り立つか議論し

た。生徒が気軽に使う“誤差”という用語に

ついても確認し，誤差とミスとを混同しない

よう，指導した。 

【アドバンス講座】（本講義） 

④ 5・6 時間目アドバンス講座 

山梨大学クリーンエネルギー研究センター准

教授野原愼二博士を招いて燃料電池開発の現

状と普及のための課題などについて講義が行

われた。 

本講義では，講義とともに演示実験が行われ，

生徒は教壇に付近に集まって実験に参加した

り，或いは実用化されている部品を手に取っ

て観察した。 

本講座に関するレポートは②～④に関する

もので，②③は実験レポート，④に関しては

講座内容に関するレポートを課した。 

レポートより(抜粋) 

今回の講座を受講する前，私，燃料電池

は確かに地球環境には優しいが，材料の

コストが高く，開発途中で実用化には程

遠い技術なのだと考えていた。しかし，

燃料電池は物質の持つエネルギーをたっ

た一度の変換だけで活用できるため発電

効率がよく，火力発電の約 2 倍の効率で

あることを知り，驚いた。また，材料とし

て使用されている白金の量を十分の一に

まで削減できる見通しが立っているらし

く，近い将来，燃料電池を使った製品が

手ごろな価格で提供されていることを当

たり前にするのではないかと思った。 
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１-⑦ アドバンス講座Ⅱ 

「体細胞クローンマウスの誕生と核の初期化」 

 
日時  令和 3 年 11 月 12 日（金）5,6 校時 
場所  本校 生物講義室 
講師  山梨大学生命環境学部生命工学科 
    教授 若山 照彦 氏 
対象  2 年 SSH 40 名 
担当  生物科 川村 穣 
目的 

 「クローンマウスの誕生」の概要の学習を通

して、科学的な思考、実験による実証の重要性

を理解させる。専門の先生の講義を受けること

で、専門分野の理解を深め、学ぶことの意義や

大学での教育や最前線の研究を理解させる。 
概要・方法 

【自然科学基礎】（事前講義）4 時間 担当 川村 
クローンとは何か、定義や例を講義し、ほ乳

類のクローン作製の難しさを、細胞の分化の視

点から講義した。またクローン作製の利点と欠

点について班ごとに話し合せ、発表させた。 
【アドバンス講座】(本講義) 

若山先生が所長を務める山梨大学発生工学セ

ンターではどんな研究が行われ、どんな研究が

できるかについての説明を導入に、非常に小さ

い動物の卵子を直接扱えるマイクロマニュピレ

ーター装置の操作方法、生きた精子の保存は困

難だが活動しない精子でもＤＮＡが保存されれ

ば受精が可能であることを確かめた研究、宇宙

に運ばれたフリーズドライ精子から誕生した宇

宙マウス作製までの道のりなどについて最初の

1 時間で講義をしてくださった。2時間目にはそ

もそもクローンとは何かについて、最初の体細

胞クローンを作製したガードン博士や最初のほ

乳類クローンとして誕生した羊のドリーの話に

関連しながら、説明してくださり、これらの研

究に触発され自身がクローンマウスを誕生させ

るにいたった流れと、これに伴う困難や課題を

どう乗り越えてきたかについて、また現在も行

うクローンマウスに関する最新の研究について

など、様々な話をしてくださった。１つ１つ丁

寧で分かりやすくユーモアを交えた説明で、生

徒にとっても理解しやすく、好評であった。

 

写真 質疑応答の様子 

 

【自然科学基礎】（事後講義）1 時間担当川村 

講義の内容の理解度をルーブリックにより自

己評価させ、講座の感想やクローンに対する考

えを一人一人に発表させた。最後に OPPAシー

トにより講義後の変容を記入させた。 

検証・評価・・・OPPA を用いた変容の検証 

【OPPA シートより】（変容の様子の一例） 
・クローン動物の目的とその技術について 

【Pre】 
・臓器移植のため ・実験の被験体 

【Post】 
・絶滅動物の復活、絶滅危惧種の増加 
・生物の進化の過程を解明する 
・食糧・医療等社会問題の解決 
【自己の変容について】 
・クローン等のニュースに関心を持ち、背景を

考えたり、自分の意見が持てるようになりたい 
・実験に使われるだけと思っていたが、社会問

題や人間の生活向上、宇宙規模の研究につなが

ることを学べた 
【まとめ】 

最初はクローンを実験材料の大量生産や対照

実験の同一条件化に利用するだけのものと思っ

ていたり、遠くて怖いものと考えていた生徒が

多かったが、知識を深めることで、プラス面に

気づいたり、自身の進路や将来につなげて考え

るような生徒も見られるようになった。また若

山先生の独創性と強い継続力に、自身の課題研

究につなげていきたいと感じている生徒も見ら

れた。2年生の秋の講座であったが、1 年生か

らＳＳＨの活動に参加している文理科の生徒に

とっても初めての対面でのアドバンス講座であ

り、その点でも非常に新鮮で有意義な機会にな

ったと感じられた。 
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1-⑧ アドバンス講座Ⅱ 

「音」 
 

日 時 令和 3年 1月 14日（金）5.6校時 
場 所 本校 生物講義室 
講 師 明治大学 総合数理学部 

先端メディアサイエンス学科 
准教授 森勢将雅 氏 

対 象 2年 SSH 40名 
担 当 物理科 日高翔太 
仮 説 近年、AIスピーカーなどに代表される音声

入力システムの精度は、ディープラーニングの開発

により目覚ましい発展を遂げている。今回のアドバ

ンス講座では、コンピューターによる音声処理の過

程や、人が認識する音の不思議などについて学習

し、最先端の音声入力インターフェースの研究内容

を理解する。その結果、Society5.0の構想に含まれ

るような未来の生活様式を生徒自身がイメージし、

そのアイディアを考えられるような工学系の生徒の

育成を行う。 

概 要 

【自然化学基礎】（事前講義） 

①1時間目 中学校の復習 

中学校で学習する音に関する内容の確認を行った。

音の媒質、音速の大きさ、音の大きさと高さ（振動

数）を波形から判断する方法などを確認した。 

②2時間目 高校物理基礎の学習 

高校物理基礎の範囲の波動と音に関する内容を学習

した。波の反射、定在波、弦楽器と管楽器の内部に

おける波の発生の様子などを確認した。 

③3時間目 ストローハーモニカの工作 

市販されているストローを使って長さの違いによっ

て音階を分け、ハーモニカを作成した。声道の長さ

と声の高さが負の相関にあることを考察した。 

④4時間目 AIとディープラーニングの学習 

音声処理に用いられているディープラーニングの概

要を理解するために、AI開発の歴史とその方法につ

いて説明した。特に近年では、ニューラルネットワ

ークを用いたディープラーニングの研究が進展する

ことにより音声認識の制度が飛躍的に向上したこと

に触れた。 

【アドバンス講座 オンライン】（本講義） 

アドバンス講座では、①音声分析、②音声知覚、③

音声デザインの 3つの項目に分けて講義が行われ

た。①では、音声圧縮によって声を表現してきた歴

史を学び、現在は、AIによって音の情報を数値化

し、より人に近い声を合成する研究が行われている

ことを学んだ。②では、人が合成音から受ける印象

を理解することを目的とした研究が行われているこ

とを学んだ。数値化された合成音と印象が異なる錯

聴という現象などもあり、心理学的なアプローチが

行われている。③では、ボーカロイドなどに代表さ

れるような、音声出力に作成者の個性を持たせるよ

うなデザインの方法を学んだ。従来のデザイン方法

では、時間をかけて音の切り取りやしゃくりなどの

効果入力を繰り返し、音源を完成させていた。しか

し、新たな音声

合成プラットフ

ォームを開発す

ることで大幅な

時間短縮が行え

るようにプログ

ラム開発されて

いる。 

検証・評価 

【受講前】 

・AIスピーカーは、音声だけで身の回りのことを操

作できるように開発された。 

・音声検索などに音声分析が使われいる。 

【受講後】 

・AI分析によってほとんど人に聞こえる合成音はす

でにできていて、その音から受ける心理的印象が研

究されており、心地良さなどに影響している。 

・自動アナウンスや自動翻訳など、生活の中に新た

な技術が登場し、更に発展していくと思う。 

 

生徒の記述には以上のような内容があり、多くの生

徒が音声研究の最先端を実感することができた。ま

た、仮説にある通り、次世代の科学技術の登場によ

り生活の一部が変革することを考察できている生徒

も確認できた。 

写真：オンライン講義中の様子 
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２ 問題解決の強化 スカラーⅠ・Ⅱ「大村学Ⅰ・Ⅱ」 
 

日 時 大村学Ⅰ 5月21日（金）スカラーⅠ 
    大村学Ⅱ 12月22日（水） 
         ～ 3月16日（水）スカラーⅡ 
場 所 物理講義室 
対 象 大村学ⅠｽｶﾗｰⅠ受講者（文理科1年）30名 
    大村学ⅡｽｶﾗｰⅡ受講者（   2年）38名 
担 当 名取 中（数学） 
目 的 

①大村学Ⅰ：高等学校入学直後に実験を通して課題研 

究（探究活動）の基本的なプロセス経験する。 

②大村学Ⅱ：SSメソド統計と関連付けて，データを与

え最適なグラフの選択や散布図や単回帰分析による

データの考察について課題レポートを作成し，発表の

機会を設けることで他の生徒の考え方や手法を学び，

課題研究へ活用できるようにしていく。 

実施内容 

大村学Ⅰ：今年度は「スカラーⅠ」の１時間を「大村

学Ⅰ」として実施した。論理的思考力を意識して，論

理パズルの『1枚だけページが破れた本』の問題を用い

て，ページの総数と破れていないページ番号を合計が

わかっているときに，破れたページを求める。まず最

初にページ総数を10ページ，20ページ，30ページと

少ないページから少しずつ増やしていき，途中 2 年生

の数学で学習する自然数の和の公式を紹介したところ

で，ページの総数を 173，ページ番号の合計を 15,000
として破れたページを求める方法について，仮説を立

てて考えていく。最初に個人で考えさせた後、3人グル

ープを作って 2 分程度でプレゼンをして，グループ内

で出てきた意見をまとめて再度プレゼンを行った。 
論理的思考を意識させながら課題研究のプロセスを経

験した。 

 

大村学Ⅱ：今年度は「SSメソド統計」で扱った内容の

うち，「2 種類のデータに対する最適なグラフの選択」

と「2つのデータに対する分析と考察」を事前課題とし

て提示した。課題のテーマとして2つの内容があり，1

つ目として，グラフの選択において「時間の経過」と

「単位の異なる 2 種類（個数と金額）のデータ」に対

して，どのようなグラフを使うのかを考えさせていく

こと。2つ目として，実際のデータに対して「相関係数」

や「」散布図」，そして「単回帰分析」を用いることで，

その数値や図，回帰式から読み取れることを理解し，

自分達の研究にも活用できるようにしていくこと。 

また，提出後に個人による 2 分程度のプレゼンを実施

することで，他の生徒の考え方や手法を知り，今後の

課題研究においてデータの種類によって分かりやすい

グラフの用い方やグラフや図，そして式などから正確

に分析・考察をする技術を身に付けていく。そして，

他の生徒の考えに自分の意見をぶつけることで，その

考えに対して深く理解することができる。 

 

 

 

 

実施の効果と今後の課題 

 大村学Ⅰ・Ⅱともに当初のねらい通り，独立した講

座ではなく，博士の研究理念などを講座に盛り込む形

で実施できるようになった。そして，講座を通して，

生徒が物事に対して論理的に考え，他の生徒とも意見

を交換することで理解を深めることができた。しかし，

今年度はコロナ禍において，十分な時間が取れず内容

を更に深めることができなかった。時間数を増やすこ

とはなかなか厳しいが，他の講座と連携して実施する

ことで博士の理念の定着を目指していく。    
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２－① スカラーⅠ 

「ＳＳメソッド英語」 

 

対象学年及び学科名 1学年 文理科（30名） 

目的 コミュニケーションの目的に応じて、自

分の考えや情報を整理してまとめ，場面にふさ

わしい形式でそれらを伝えることができる力を

身に付ける。具体的には，ICT を活用しながら，

英語を使う必然性を伴う今日的な課題に取り組

むことで，その育成を図る。 

内容 各生徒が「SDGs に関連する支援プロジェ

クトのリーダーとなってプロジェクトを計画し，

それを実行するための支援金を世界の人々に呼

び掛けて募る」という設定の課題（言語活動）

に取り組む。 

方法 学校１人１台パソコン，個人端末(スマホ

等)，及び各種関連アプリを活用して，実際のク

ラウドファンディングの立ち上げ手順に従いな

がら，次の➀➁を作成する。 

 

➀支援プロジェクトの詳細：Microsoft Wordを

用いて作成する。支援したい国の現状，解決す

べき問題，具体的な支援内容，目標金額とその

設定根拠，プロジェクトを思いついた背景や，

その実現にかける熱意などを記載する。 

 

【写真左】 

支援プロジ

ェクトの詳

細（実際に

生徒が作成

したもの） 

 

 

 

 

 

➁ピッチ動画：自分が企画する支援プロジェク

トに賛同してくれる潜在的な支援者を掘り起こ

し，➀へと誘うことを目的とした 1 分間程度の

動画を作成する。 

【写真左】ピ

ッチ動画をクラ

ス全体で視聴し

ている場面 

 

 

各グループから代表として選ばれた生徒の➀と

➁をクラス全体で視聴し，英語による即興での

質疑応答場面を設定した。代表生徒の中から最

も支援金額を得た生徒を選ぶ際も，Microsoft 

Teams 上で評価シート（各生徒が評価を入力す

ると自動的に投資金額が決定する Excel シート

【写真下】）を共有して行った。 

 

 

【写真右】代表生

徒が質疑応答に

答えている場面 

 

 

検証 生徒にはルーブリックを予め提示し，課

題に関する評価規準の達成状況を生徒自身に確

認させながら取り組ませた。その結果，全ての

生徒が各評価規準における達成基準を満たして

➀と➁を作成し，互いの支援計画についても即

興での質疑応答に熱心に取り組むなど，終始積

極的な姿が見られた。以上の状況を踏まえ，今

回の活動の目的は概ね達成できたものと考える。 

実際の生徒の感想（一部）「英語の力も付けな

がら ICT の技能を高めることができて良かった

です。」「様々なアプリケーションの使い方を

学べて良かったです。」「SDGｓに絡めた課題で，

各国の状況や世界に目を向けることができ，と

ても良い授業だと思いました。」 
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２－② スカラーⅠ 

「ＳＳメソッド論文」 

 
日 時  令和 4年 1月 7日（金）5校時 

令和 4年 1月 14日（金）5校時 
場 所  本校 1－6教室 
対 象  文理科 1年 30名 
担 当  国語科 保坂加奈子  
目 的   
(1) 生徒たちが、グループ課題研究や課題研究論文

作成に必要な基本的な論文スキルを身につける

こと。 

(2) 生徒たちが、今後、論理的な文章を用いた発

表・報告の場が多々あることをを知り、文章を

効果的に書く力をつけることへの意識を向上さ

せること。 

内 容 
(1) 1月 7日（金）5校時 
［ 導入 ］ある絵本について評価した、二種類の文

章を読ませ、論文的な文章の特徴をつかむ。SSH
研究論文など論文を書く場面を知る。 

［ 練習 ］論証文「トマトは野菜である」から主張

と根拠を探し、論文には主張及び、それを支える

根拠（事実）があることを理解する。 
［ 実践１ ］主張「ペンギンは鳥である」について

400字以内で論証する。示されたモデル文、また

提示された根拠や反論の例をもとにする。 
(2) 1月 14日（金）5校時 
［ 講義 ］前時の実践を振り返り、模範的な論文や

改善すべき書き方を知る。 
［ 講義 ］論文力を上げるために、先行研究にあた

る大切さや引用文献の書き方を理解する。 
［ 実践２ ］１年次のSSHの取り組みについて、

400字以内で小論文を書く。主張・根拠ともに自

ら考え、テーマに基づいて自由に記述してよい。 
検 証 
(1) 「論文スキル」の生徒の実態 

［全体を通して］ 

実践の態度は良好で、論文の知識・表現に則って

書こうと努力していた。より良いものを書こうと

したこともあり、多くの生徒は１つの実践（各

400字以内）に１時間程度かかっていた。 

［主張・根拠などのヒントを事前に与えた実践］ 

ほとんど論文が、構成・表現等に大きな問題がな

く、授業者の到達点に達していた。中には、模範

的と言えるレベルの論文も数点あった。一部の生

徒の論文で、口語的な表現や接続詞の使い方、主

張に対する根拠の挙げ方などで指摘すべき点があ

った。 

［内容が比較的自由な実践］ 

本授業の最後に行った実践であり、論文に対する

生徒の理解はある状態であったが、それゆえ、主

張となる文を考えることの難しさや、根拠となる

文の順序だてに時間がかかり、何度も書き直す生

徒が複数見られた。提出論文は大方良好であった

が、段落構成がないものや文のつながりが論理的

でないものもそれなりの数見られた。 

(2) 「論文」への捉え、理解についての生徒の変容 

複数の生徒が論文の中身や構成、文体について具

体的に述べられるようになった。例えば、生徒Ａ

は、授業前の段階から「論理的」「客観的」「説

明」という語句を用いることができていた。授業

後は、さらに「主張と根拠」「自分の意見」「分か

りやすいと思ってもらえるように」などの語句が

加わり、より実感を伴ったものに変わっている。 

(3) 「論文スキル向上」への生徒の意識 

授業後の今後の取り組み方についての記述では、

まず課題点を自ら分析する生徒が多くいた。「語

彙力がないこと」「話の内容が途中で変わってし

まうこと」「書き方がパターン化している」等で

ある。それへの対策として「書く前にまとめる」

「様々な国語的な表現力を身につける」「先輩方

の論文を読んで真似る」等が挙げられていた。 

成 果 
 今回の講義により、生徒たちは論文の基本的な書

き方や不可欠な要素を理解することができた。また

２回の実践を通して、論文を書くことの難しさや現

在の自身の課題点などを実感できたと考えられる。

しかし、論述の経験が浅く、内容が深まり、かつ構

成も適切な論文は少ない。自らの考えを、効果的に

伝える技術を磨くために、今後、構成や表現を意識

して書く機会を重ねる必要があると思われる。 
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２-③スカラーⅠＳＳメソッド 

「数理（情報）」 
 

日 時  令和 3年 5月 28日 2時間, 
6月 4日 2時間 

          (合計 4時間) 
     
場 所  本校パソコン室 
     担当 情報科 佐田 薫 
 
参加者 文理科 1年 6組 30名 
 
目 的 

 Excel演習を行い、レポート作成や実験データの処

理に必要な関数・グラフの作成の基本的な知識と技

術を身につける。 
 
概 要 

① 基本的な関数① 5月 28日（2時間） 
 Excelに関しての学習 
 このソフトウェアの特徴・出来ることを学んだあ

と数値の入力方法から演習を行った。 
関数について理解させ、四則演算や基本的な関数

を実際に使用し、計算を行った。 
② 基本的な関数②  
並べ替え（ソート（降順・昇順）ｒａｎｋ関数）

や抽出によってデータの特徴を押さえる方法を学ん

だ。 
③ グラフ化 6月 4日（2時間） 
様々なデータを提示し、どのグラフを使用するこ

とが最も適しているか学んだ後、演習を行った。円

グラフと棒グラフの 2種類は必ず作成することを目

標とした。 
④ ＩＦ関数の条件設定を作成する考え方、ＩＦ関

数複合条件について理解する。 
項目③のグラフ化する課題だけで精一杯な生徒もい

たため IF関数に関しては余力のある生徒を対象に

演習課題を配布し、取り組んだ。 
 
 
 

評 価 

【指導教員の評価】 
①  ＳＳメソドは合計４回授業を行った。後半の 2

回は生徒にとって演習の時間が充分ではなかっ

たと思う。授業後アンケートでは、授業開始前

にはほとんどの生徒が関数についての認知度が

低かったが、授業終了後、一般的な関数は、ほ

とんどの生徒が使えるようになったと回答して

いる。授業内でのグラフの作成は主に円グラフ､

棒グラフを作成したが、ほとんどの生徒はデー

タのグラフ化出来るようになったとの回答であ

った。 
② 授業後、メソドの内容を活用して作成したもの 

・SSH課題研究のポスター レポート 
実験結果のデータ処理 グラフや表の作成 
 

 
 
【生徒の感想：授業前と何が変わったか】 

Excelは使ったことがなくて心配でしたがグラフ

ができてうれしかった。 
関数と聞いて難しいと思っていたけど、やってみ

ると理解できて楽しかった。もっと関数を知りた

い。 
データの処理をしたことがなかったができるよう

になりグラフも作れるようになった。IF関数は分か

らなかった。チャレンジしてみたかった。 
使えなかったExcelが少し使えるようになり、グ

ラフがかけて嬉しかった。 



33

  

２－④ スカラーⅡ「SSメソッド数理・統計」 

【 SSメソッド数理 】 

日 時 令和 3年 4月 21日（水），23日（金） 

                  （2時間） 

場 所 コンピュータ室 

対 象 2年 SSH 38名 

担 当 数学科 名取 中 

目 的 

 数学Ⅰで学んだ「データの分析」の内容がこれま

での課題研究に活かされていない状況を改善しよう

と，教科書などの細かい数値となる問題を Excelの

分析ツールを用いて実習することで，各グループの

研究データに対してグラフや数値計算が活用できる

ことを意識させていく。 

概 要 

 「データの分析」について中学校から高校１年生 

にかけて学んできたが，用語を聞いても何となく覚

えているだけで，実際に活用することができない状

況である。特に，数学で扱う際には定期試験や模擬

試験などを意識すると計算しやすい問題を選んでし

まうので生徒もただ解くだけの意識になりやすい。

そこで，計算で出てきた数値の意味やグラフや図な

どからどんな分析ができるのかにクローズアップし

て講座を実施していく。まず，計算しやすい数値の

問題を解かせ，考え方や数値の求め方を確認する。

次に，細かい数値になる問題を解かせ，Excelのグ

ラフや分析ツールを利用して実習を行う。グラフで

は，「ヒストグラム」や「折れ線グラフ」，「箱ひ

げ図」「散布図」などを表示し，グラフや図の特徴

を確認する。分析ツールでは，分散や標準偏差，相

関係数などを確認し，それぞれの数値の意味もグラ

フや図を用いて確認していく。 

評 価 

日常には教科書の問題のように手計算でできる

ものデータはほとんどなく，今回の講座のように

Ｅxcelを利用することでグラフや図に表すことが

でき，分析ツールを用いることで数値計算も簡単

にできることを学んだ。演習中の生徒は，PC操作

に悪戦苦闘する生徒もいたが，ほとんどの生徒が

グラフや図，数値計算も用いることが出来てい

た。ぜひ課題研究に活用して欲しい。 

【SSメソッド統計】 

日 時 令和 3年 4月 28日（水），30日（金） 

5月 19日（水），9月 8日（水），10月 

6日（水），13日（水），27日（水） 

                 （7時間） 

場 所 コンピュータ室 

対 象 2年 SSH 38名 

担 当 数学科 名取 中 

目 的 

課題研究等で得られたデータの信頼性を上げたり

傾向を知り得たりする上で不可欠である統計分析の

仕組みを理解する。そのために、標本平均・標準偏

差の確認から検定・推定についての導入まで Excel

等を用いて行い、統計的な判断ができることを目標

とする。 

概 要 

1・2時間目は，1年次の数学で履修した統計の復

習を基に、分散・標準偏差の数値でデータを分析す

ることを主に行った。 

3時間目は，グラフや図を目的別に紹介し，目的

に合わせてグラフや図が選択できることを主に行っ

た。 

4時間目は，2つのデータの分析方法として，

「散布図」や「単回帰分析」を紹介し，散布図のデ

ータを直線で近似して回帰式を求め，その式が何を

表すのかを PCを操作して学んだ。 

5～7時間目は，確率分布として二項分布や正規分

布等を紹介し，検定として t検定に焦点を当てて重

点的に学習した。特に「仮説検定」の手順と「有意

差」について説明し，なぜそのような判断ができる

のかを理解させたうえで具体例を用いて演習した。 

評 価 

生徒が課題研究で活用できる単回帰分析とｔ検定

の理解を中心に授業を行った。計算については、

Excelを用いたが理解度に個人差が大きく，PCの操

作に不慣れな生徒もいた。今回の講座から、単回帰

分析やｔ検定の結果をどのように評価し課題研究に

活かしていけるかは今後の課題である。課題研究で

扱う実験のデータ量を増やし、実際に統計を活用し

分析・考察ができるような研究ができるようになっ

て欲しい。 
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２－⑤ スカラーⅡ  

「ＳＳメソッド論文」 

 

日 時 令和 4年 1月 19日(水) ３校時 

    令和 4年 1月 20日(木) ５校時     

場 所 本校 2-6教室 

対  象  2年 SSH 28名 

担 当 国語科 松田 頼樹 

目 的   

物事を論理的に分析して考察するには、客観的な

データや情報がもととなっており、誰が観ても納得

のいく結論が期待される。「評論文」の読解において

は、キーワードや強調される表現、または接続詞や助

詞の使い方などによって、筆者の主張を読み解いて

いく。その一方で、「小説」の読解においては、評論

文のそれとは異なり、客観的なデータというのは、い

つ誰がどこで何をしたというような、時系列に並ん

だ事実と情景描写のみである。よって登場人物の心

情は、行動や会話、あるいはその相手の反応となる言

動から推測せざるを得ない。確かに、読み手の、極め

て主観的な想像や判断に拠るところが多くなるが、

しかし、作者の意図するものは、一つであったはずで

あり、ともすれば、個々の読み手の自由な見解に、作

者が異論を唱えることもあり得る。そこで、今回の授

業では、その主観に委ねられる小説を、いかに論理的

客観的に読み解くかという点に焦点を当てることを

目的とした。 
概 要 
〔学習内容１〕令和 4年 1月 19日(水) ３校時 
夏目漱石の代表作である『こころ』において、主人

公の「私」と「Ｋ」との間の人間関係について、 
① なぜ「Ｋ」は自殺をしたのか 
② 自殺を決意したタイミングはいつだったのか 

について考える。 
まず、作品の中から考えられる、自殺したタイミン

グ（きっかけ）をいくつか提示し、その中から生徒が

正しいと判断できるものを選ぶ。さらに、自分の主張

を裏付ける根拠を、本文の記述から見つける。 
〔学習内容２〕令和 4年 1月 20日(木) ５校時  
学習内容１においてまとめた各自の意見を、クラ

スにおいて発表し討論する。まずは、選択した場面ご

とにグループを作り、自分の根拠となる意見を出し

確認し合う。その中で、自分の意見と他の意見とを比

べる。次に、同じ意見を共有したグループの代表者が、

クラス全体で発表し、他のグループの意見を聞いて

客観的な視野を得る。 
〔実践Ａ〕生徒Ａは、登場人物が生活していた部屋の

間取りを、本文の記述から推測し図に著した。そこへ

時系列で行動を重ね合わせ、経緯をたどった。 
〔実践Ｂ〕生徒Ｂは、自殺の現場検証をし、血しぶき

の飛び散る方向や量、凶器となった道具の種類、使用

方法、さらには、死亡推定時刻なども記述内容から読

み取った。 
〔実践Ｃ〕生徒Ｃは、この作品が書かれた時代背景に

目を向け、作者である夏目漱石がどのような時代を

生き、何を考え、何を表現したかったのかについて考

えた。すると、登場人物にもその影響は必ず反映され

ると考え、作品のテーマに絡めて読み取った。 
〔考 察〕小説は、作品の中に、定まった正解をあえ

てつくらない。読む人によって捉え方は様々であり、

読む人の境遇や立場、あるいは、読む人が同じであっ

ても、時期やタイミングでその中身や視点が変化す

ることもある。したがって、生徒Ａ・Ｂ・Ｃそれぞれ

の主張を聞いた生徒Ｄは自分の考えと比較し、生徒

Ｅは初めの自分の意見を変えた。生徒Ｆは自分とは

異なる多くの意見を聞き、自分の意見に改めて確信

を持った。 

評 価 

小説の読解では、他人の意見に耳を傾け、それによっ

て自分の考えや視点を再考する、つまり、自分の意見

を客観視することができる。それは、決して自分の意

見が浅はかであったり軽微であったりしたわけでは

なく、他の意見つまり他の視点となるデータや資料

を取り込んだのと同義であると考えられる。科学的

な現象や反応には、一つの正解があるのかもしれな

い。しかし、それを導く方法や手段には、多様な視点

があり、様々なアプローチを試みることで、多角的な

検証ができる。さらには、その検証によって、結論の

精度が増し、逆説や仮説を立てることもでき、読解を

深めることにつながると考えられる。 
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２－⑥ スカラーⅡ  

「化学基礎実験」 

 

日 時  令和3年9月24日（金）5・6校時 

     令和3年10月1日（金）5・6校時 

場 所  本校 化学講義室 

対象者  2年SSH 38名 

担 当  理科・化学担当 久保田 公博  

目 的  事前に課題として英語で書かれたプロトコ

ールを配布し，英訳しながら実験手順を確認させた。

酸化還元滴定の実験をグループで行うことで，グルー

プ内で協働して課題解決に取り組む機会とした。ま

た，本実験は化学実験に使用する基本的な器具を多く

使用するため，実験器具の使用法の習得も目的とし

た。 

概 要 

例年進級後最初に行うスカラーⅡの講座である。ア

ドバンス講座「燃料電池」との連携からその前に実施し

たかったが，今年度は 9月・10月の実施となってしま

った。2年次からSSHの対象になった生徒（普通科理系

クラスの希望者）が18名いる。今後協働して研究に取

り組む仲間と同じ課題に取り組むことで、協働意識を

持つことも目的とした。 

1 年次の後半から 2 年次にかけて学習した酸化還元

反応の実験を通して協働して問題解決に取り組む機会

とすることを目的とした。 

プロトコールはテキサス A&M 大学で使用されてお

り，インターネットで公開されているものを活用した。

（https://www.coursehero.com/file/10212882/0

8DetermininationofConcentrationbyOxidationRe

ductionTitration/）生徒にとって，文法的には平易

であるものの，実験器具や化合物の名称など初見の単

語が多く，戸惑う様子が見られたものの，分担して積極

的に取り組む姿勢が見られた。 

実 験 

① 1・2時間目 (連続）  

実験内容の確認と試薬の調整 

事前に課題として配布しておいた，英語で書かれた

実験プロトコールに沿って，標準試薬の濃度調整を中

心に次回の酸化・還元滴定の準備を行った。 

生徒は与えられたテーマの滴定実験を行うために，英

文テキストから実験方法を読み解き，使用する試薬の

濃度などの計算を行った。酸化還元滴定は時間の関係

上，通常の授業内では実施しづらい内容であるが教科

書の進度としては既習事項であるため，授業内容と結

びつけることが出来れば英語であってもテキストが読

みやすくなる。生徒にとって今後につながるものであ

ったのではないか。 

実験は次の手順で行った。 

ⅰ 共通のシュウ酸の標準溶液を調整 

標準溶液なので全班が同じものが使えるように大

容量で調整した。事前に与えられたプロトコール

に基づき，調整する試薬の全量なども，全使用料

を考慮して各実験班から一人ずつ集まり調整した。 

ⅱ 班ごとに過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ水溶液を調整  

 

② 4，5時間目（連続） 実験 

前回調整した過マンガン酸カリウムとシュウ酸を用い， 

過酸化水素水の濃度を決定した。 

ⅲ 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ水溶液の濃度決定 

ⅳ 過酸化水素水の濃度決定 

ⅲで濃度を確定した過マンガン酸カリウム水溶液

を用いて，市販の外皮用薬である「オキシドール」の

濃度を酸化還元滴定により決定した。いくつかポイン

トとなる実験操作の意味（過マンガン酸カリウムの濃

度を滴定により求めなくてはならない理由など）を理

解することが持続的な定着につながることを改めて

確認することができた。また，今年度も2年生のグル

ープ課題研究のテーマにその測定方法に中和滴定や

酸化還元滴定を採用するグループが複数あり，本講座

の波及効果が見られた。 

 



36

２－⑦ スカラーⅡ  「物理学基礎実験」 

 

日 時 令和３年７月９日，１６日 5，6校時 

場 所 本校 パソコン室 

対 象 2学年ＳＳＨ ３８名 

担 当 物理科 名取 寿彦  

仮 説 コンピュータープログラミングで物

理シミュレーションを行い，物体の運動を可

視化することで物理現象の理解を深めること

ができる。また，プログラミングに興味を持

った生徒には，課題研究においてコンピュー

ターシミュレーションを実験結果との比較に

利用する方法を考えさせることができる。 
内 容 

（１）エクセルのＶＢＡを使ってプログラミン

グの初歩を理解する。 

（２）簡単なプログラムで動きのあるシミュレ

ーションをつくる。 

（３）斜方投射のシミュレーションを構築し実

施する。 

（４）到達距離を最大にするための投射角度を

作成したシミュレーションを使って求める。 

（５）投げる位置（高さ）を変えた場合は，角

度をいくらにすると，到達距離が最大になる

か，シミュレーションを用いて求める。 

（６）空気抵抗がある場合は，どのようにプロ

グラムを変えたらよいか考える。 

生徒アンケート 

生徒の感想 

・物体の運動を可視化することで現象の理解に

役立つことがわかった。これまでに学習した他

の運動についてもシミュレーションしてみたい。 

・プログラミングは初めてで難しいところも多

かったが，わかってくると，とても面白くいろ

いろなことに発展できそうに感じた。今後も挑

戦してみたい。 

検証・評価 

昨年度から小学校でプログラミング教育が必

修化され，来年度に高校へ入学する生徒たちか

ら共通テストに「情報」が加わることが決まっ

た。しかし，現高校生の多くは，プログラミン

グを行ったことがなく，普段使っているパソコ

ンのソフトやスマホンのアプリがどのように作

られているか考えることもあまりないようだ。 

物理シミュレーションを行うためには，まず

シミュレーションする現象についての法則や数

式を理解する必要がある。よって，シミュレー

ションを作ることは，物理現象の理解を深める

のに大変効果的である。実施後の生徒アンケー

トからも，物体が動く様子を再現でき，また，

パラメータを変えるだけで，煩雑な計算も瞬時

にできることに感動したようである。この授業

でプログラミングの初歩を理解し，プログラミ

ングについての興味・関心を高めることができ

た。 
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２-⑧ スカラーⅢ「課題研究・学問研究」 

 
（1）「課題研究」 

① 概要 

 １年次から行っている課題研究は，３年次まで継

続して行う。３年次では，研究をさらに深め，口頭

発表やポスター発表の準備に入る。そして，校内の

発表会や学会，コンクール等に積極的に参加し，発

表の技術を高めている。７月には，３年生だけの研

究発表会を行い，さらに，３年間の研究成果物とし

て研究論文を作成する。最近は，大学入学試験の総

合型入試や学校推薦型入試の面接等でこの課題研究

について触れられることが多くなっており，自信を

もって受け答えができる生徒が多くなっている。 
 
② グループ課題研究 テーマ一覧（14研究） 

1 化粧水の保水力の持続  

2  温め方のちがいによるビタミンＣの量  

3 アリとバニラエッセンスの関係  

4  個人差の影響を排除した心理実験の確立 

5 液体の実験  

6 辛味成分アリルイソチオシアネートの抗菌作用  

7 二足歩行ロボットの研究 

8 プラナリアの切り方による再生速度の違い  

9 ゲンジボタル（南アルプス集団）の遺伝子解析

と分布域の確定 

10 水中シャボン玉の研究Ⅳ  

11 ダイヤモンドダストの発生条件 

12 新幹線の先端部分における空気抵抗について  

13 静電気が溶液にあたえる影響 

14 シャボン玉にできる虹  
 

③ 授業の展開 

授業は週１単位設定されている。理科教員の指導

助言のもとグループごと実験を行い，結果・考察等

をポスターとパワーポイントによる音声解説付きス

ライドショーにまとめる。ポスターのAbstractは
英語表記し，英語科教員が作成指導を行う。 

 
④ グループ課題研究発表会 

 例年は発表会を設定し，口頭発表・対面でのポス

ターセッションを行っているが，今年度は全グルー

プの発表動画をインターネット上に公開(限定公開)
した。 
・日 時 令和３年 ７月 12日(月)～８月 31日(火) 
・方 法 オンライン(YouTube)による発表 

・発表者 ３年SSH対象生徒，文理科文系課題研

究生徒 
・視聴対象者 1・2年SSH対象生徒，自然科学系

3部所属生徒，在校生希望者，保護者，

本校職員，他校参加希望者，運営指導委

員，山梨県教育委員会 
 

⑤ 課題研究論文集 

課題研究の内容は論文集にまとめ，年度末に発行

している 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 （2）「学問研究」 

 課題研究論文集の作成以降は，物理・化学・生物

の３領域に分かれて，それぞれのテーマのもと既習

の学習内容がどのように研究に繋がっていくか，学

問体系を意識した学習活動に取り組んでいる。今年

度は活動時間数の確保を重視し，物理・生物の２領

域に分かれて取り組みを行った。 
 
①物理領域          担当 物理科  

 物理の学問研究では，力学と電磁気学の分野にお

けるエネルギーの公式に共通する項目が多いことに

着目し，両分野を体系的に理解していくことを目指

した。重力場や電場がはたらく空間での仕事とエネ

ルギーの関係を把握し，エネルギー保存則から，外

力がどのように変化したのかなどを，問題演習を交

えて学んだ。 
 
②生物領域          担当 生物科  

生物の学問研究では，生物多様性の３つ側面である

種の多様性，遺伝子の多様性，生態系の多様性につ

いて，実際の生物例を挙げながら，多面的に理解し

ていくことを目指した。また生物分類について，系

統的な視野に立ち，地球上の生物の共通性と多様性

について留意しながら，それぞれの分類グループの

特徴を学んだ。 
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３ 国際的な視野と英語によるコミュニケーシ

ョン・プレゼンテーション能力の育成 

３－➀学校設定科目「SSイングリッシュⅠ」 

 

対象学年及び学科名 1学年  

目的 コミュニケーションの目的に応じて、自

分の考えや情報を整理してまとめ，場面にふさ

わしい形式でそれらを伝えることができる力を

身に付ける。具体的には，ICT を活用しながら，

英語を使う必然性を伴う今日的な課題に取り組

むことによって育成を図る。 

内容 「本校の学校ホームページ内には英語に

よる学校紹介サイトがない。オーストラリアに

姉妹校を持つ学校として，また，グローバル化

が進む今日，本校の活動を海外の人々に向けて

発信していくことは必要である。そこで，本校

学校ホームページ内に専用サイトを設け，本校

の学校生活や諸活動の様子を英語で紹介したい。

そのための写真付き英文を作成する」という設

定の課題（言語活動）に取り組む。 

方法 学校１人１台パソコン，個人端末(スマホ

等)，及び各種関連アプリ等（➊➋）を活用して，

➀を作成する。 

➊Padlet：複数の仲間で画面共有しながら，各自 

のアイディアを書き込めるアプリ。 

➋Microsoft Teams：チャット，通話・ビデオ会 

議，ファイル共有・共同編集などができるコミ 

ュニケーション・プラットフォーム。 

➀写真付き英文：Word 文書で作成する。所定の 

様式で作成（A4・1 枚）する。 

生徒には，誰に向けて，何の目的で作成するも

のなのかを常に意識させ，そのために必要な情

報を➊を活用してクラス全体で共有し【写真下】，

最終的に自分が取り上げて紹介したいものを決

定させた。決定後は，各自マンダラート【写真

右上】を活用し，情報の取捨選択を行った。 

 

 

【写真上】マンダラートを活用して情報の取捨選択を

行った。中央にトピックを書き，思い浮かぶ関連情

報やアイディアを周囲のマスに書き出していく。 

 

 

【写真左】 

生徒が作成

した➀写真

付き英文（マ

ンダラート

で整理した

情報に基づ

き英文にま

とめたもの） 

 

 

 

 

 

作成した➀写真付き英文は Teams 上のファイル

内で互いに閲覧が可能である。今後，生徒と職

員で採用にふさわしい作品を選出し，実際にホ

ームページ内に専用サイトを設ける予定である。 

 

検証 活動に際しては，予めルーブリックを提

示し，課題に関する評価規準の達成状況を生徒

自身に確認させながら取り組ませた。全ての生

徒が各評価規準における達成基準を満たして➀

の作成を終えたことから，コミュニケーション

の目的や場面，伝える対象を意識して情報発信

を行う姿勢やスキルを身に付けるという今回の

目的は，概ね達成されたものと考える。また，

現実に根差したコミュニケーションの真正性が

担保されるような活動に対しては，生徒の取り

組みもより積極的になるという印象を受けた。 
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３－② 学校設定科目「SSイングリッシュⅡ」 

 

目的 

 SSH では将来、姉妹校との共同研究を視野にいれて

いる。韮崎高校はオーストラリアのクロナラ高校が姉

妹校であるが、コロナ感染対策のため、海外研修が中止

となった。韮崎高校でもオンライン授業が進められる

中、クロナラ高校とのオンライン交流や合同授業は実

施できるか、また、学校設定科目「SSイングリッシュ

Ⅰ」で学んだ知識や技能を発展させ、オンライン交流に

おける実践的コミュニケーション能力を育成できるか

を検証したい。 
主たる教材名 

-Vision Quest English Expression Ⅱ（啓林館） 
 
内容と方法 
(1)オンライン授業の準備 

８月にオンライン交流の提案をしたが、オーストラ

リアは冬であったので、休暇の後、休校になってしまい、

実際に連絡がとれたのは９月であった。生徒は１０月

末にならないと学校に来ないということだった。 

 その中でもよかったことは日本とオーストラリアの

時差は１時間（１０月からサマータイムのため２時間）

であり、午前中なら、いつでも交流できるということだ

った。担当のカレンダー先生との授業を合わせた。 

第１回のオンライン交流の準備として、英語で１対

１のコミュニケーションができるよう、ALTと１０分間

の会話を２～３回練習した。自己紹介から練習したが、

質問されたときに内容が理解できないと困るというこ

とを考え、会話に重点をおいた。会話を続けるうえで、

共通の話題を見つけることが大切であると考え、オー

ストラリ

アについ

て調べ学

習をした。 

(2)１１月

２日第１

回オンラ

イン交流 

ヘッドセットを使い、ブレイクアウトルームで７分×

２回１対１で交流 

(3)１１月２９日第２回オンライン交流 

クロナラ高校での日本語の合同授業とオンライン交流 

録画をして、他のクラスにも見せることができた。 

 

成果と検証 

(1)生徒の感想 

・日本以外の国の生徒と話したのは初めてだった。相手

は日本語を話してくれて、自分は英語を頑張って話し

て、自分の英語が通じたときにはうれしかった。コロナ

の影響で国際交流が長くできていなかったが、オンラ

イン交流ができてよかった。日本語の授業を聞いて、私

たちが普段何気なく使っているこの言葉も学ぶのが難

しいということがわかった。英語も根気強く学ぼうと

思った。相手の文化に少し触れたとき、自分の時間が流

れている間に他国の人も生きて、生活しているのだな

あと実感した。とても良い。 

・今回は２回目のオーストラリアとの交信だった。今回

は会話をする前に日本語の授業を受けてみたことで、

その後の会話でもそ

れに触れることがで

きた。相手の日本語を

話す姿勢から、間違え

てもいいから、英語を

使ってみようと思っ

た。 

・外国での日本語の授業を初めてみたので、とても興味

深かったです。先生や生徒が日本語でしゃべっている

のを聞いて、なんだかうれしくなりました。これからも

どんどん日本のことを知ってほしいです。 

・オーストラリアの姉妹校との交流を通し、海外の人々

と会話することの楽しさを肌で感じることができた。

コロナ禍においてもzoomを使った国際交流を実現させ

てくれたことに感謝したい。 

・海外の人と話すことが最初は少し怖かったが、とても

楽しくて、時間があっという間だった。文法的には少し

おかしくても会話としては成り立つのだなと思った。

留学なども楽しそうだなと思った。これからも交流を

続けるべきだと思う。 

(2)今後の取り組み 

・クロナラ高校は１月から新年度である。カレンダー先

生と連絡を取り、韮崎高校の４月からの新学期の時間

割で、合同授業ができるようにする。 

・録画をすれば、合同授業を他クラスでも見ることがで

きる。今後、多くの生徒がオンライン交流に参加する可

能性を広げていきたい。 
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３－③ 学校設定科目 

「SSイングリッシュⅢ」 

 

科目の目標・取り組み計画 

目標：「使える英語」実現のため、リスニング力と表現

力の向上に取り組ませ、実践的コミュニケーション能

力・意欲を育成する。 

計画：授業中に、リスニング活動・英語での表現活動

を行い、パフォーマンステストを設定し、運用力を評

価する。（活動は通年、評価は学期末に実施） 

 

ねらいと概要 

リスニングに関しては、「音声の聞き取り（音声変化

の理解）、場面状況の理解、基本語彙」の習熟を目指

し、多様なリスニング場面を用意した。また、ライテ

ィングに関しては「文脈や場面の理解」、「頻出語句の

活用」に頻繁に触れることで、発信力の高い英語の記

述力の向上をねらいとした。 

 

身に付けさせたい資質及び能力 

〔知識・技能〕 

・英語の語彙・表現、文法知識、音声変化の知識を活

用した実践的な「聞く」能力。 

・情報や考えを明確に伝えるために必要な語彙や表

現を選択する能力。 

〔思考力・判断力・表現力〕 

・音声で得た情報や考えを整理して、判断することが

できる。 

・目的に応じた発言をまとめ、相手にわかりやすく伝 

えることができる。 

〔学びに向かう力〕 

・音声で得た情報を元に、その言語背景や状況に応 

じた理解を深めようとする態度。 

・相手に自らの意図を伝えるために読み手に配慮し

ながら、英語で表現しようとする態度。 

 

指導計画及び展開 

[リスニング] 

➀ リスニング演習用テキストを用い、多様な話題や 

状況に関する基本的な知識や情報の内容を判断す 

ることに慣れさせる。 

➁ リスニング実施後に、聴いた内容に関してもう一 

度確認させ、その表現や語句の使用されている場面   

や状況を復習することで、実際に使用する語彙や表 

現を増やす。（➀➁を繰り返しつつ、実践的なリス   

ニング力を養成する） 

[ライティング] 

➀ライティング演習用テキストを用い、多様な話題 

 や状況に関する英文を書くための基本的な文法知 

識や語彙に習熟させる。 

➁ライティングのための基礎表現や語句に習熟した 

のちに、提示された場面や状況を正確に理解し、 

適切な英文で表現できるようにする。具体的には、

教師が作成した 2 コマのイラストを用いて英語表

現を活用する場面を設け、その場で自分の発想で考

え出したストーリ―を英語で表現する。ペアでの活

動なので、発表者の英語を相手はまずリスニングす

ることになり、ここでそれまで実施してきたリスニ

ング力の実践的な演習になる。さらに、口頭発表の

後、英文を記述する経験をさせ、自らが表現した英

文に、それまで習熟した語彙や表現の知識がどれだ

け取り入れて書くことができているかを自ら確認

させる。（➀➁を繰り返しつつ、実践的なライティ

ング力を養成する） 

（ライティング資料） 

 
評価規準 

[リスニング] 

・目的に応じて外国語の情報を選択し、判断する 

ことができるか（定期試験にて評価） 

[ライティング] 

・提示された 2コマのイラストの流れを理解し、スト 

ーリを発表（口頭発表後、英文で書く）できたか。 

（学期末実施） 

・ストーリー作成に用いた英語知識（通年の英作文演   

習で得た知識）を自分で整理できたか。 



41

３－④ 「サイエンス・ダイアログ」

日 時 令和４年 ２月２５日(金) 14:00～15:30

場 所 本校 視聴覚室にてオンライン受講

対 象 ＳＳＨ ２年生

及び参加希望者  計４５名

講 師 東京医科歯科大学 高等研究院

Andrej Paluda（アンドレイ パルダ）

同行者 なし

目 的 ＳＳＨの国際交流事業の一環として実施

した。研究内容の解説だけではなく，研究者の生い

立ちや研究者となった動機などを中心に、若い海外

の科学者から英語で研究内容等を聞くことで，科学

についての関心や国際理解を深めることを目的と

した。

概 要 日本学術振興会の「サイエンス・ダイアログ」

のプログラムによって年に１回実施している(今年度

で６回目)。日本学術振興会から講師の紹介を受け、

担当講師とは本校 SSH 担当者と英語科教員とで事前

に講演内容等について打ち合わせを行った。当初は対

面での講義を実習・観察も含めて実施する予定であっ

たが、感染状況の拡大を受けオンラインでの実施とな

った。

講演内容は「What are proteins and how do we 

prepare them?」，「How can we see proteins to

understand them」,「How do we study proteins?」

「My research：Ubiquitin」の 4つのテーマで構成

され，画像や動画を使いながら可能な限りわかり

易い英語を使っての講演だった。まず，自国（ス

ロバキア）についての歴史も含めた紹介や日本とス

ロバキアの地理的な数字の比較，学校のシステムな

どとの違い、自身の経歴と研究者になった理由につ

いての話から始まった。続いて，タンパク質の構造

の説明から製造方法などを紹介した後，～のX線を利

用してタンパク質の結晶構造を解析し，分子モデル

を具現化することで，ブロックとブロックが結合の

仕方によって形が変わるように，その分子に他の物

質を結合することで新たなタンパク質が形成される

ことが分かり，その後講師の研究内容の一部を紹介

した。写真や動画が多く使用され、英語の理解が十

分でなくても内容が分かるように配慮していただい

た。一通りの説明の後に質疑応答の時間が設定さ

れ，質疑応答でも英語を使ったやり取りがなされ

た。生徒は苦労しながらも，積極的に英会話に取り

組む様子が見られた。講義の内容が生徒にとって難

解な内容も含んでいたこともあり，アンケート結

果によると，講師の英語の理解や研究関連の内容

理解については,50％以下が大半となったが，「研

究への関心」や「全体の感想」，「再度の外国人

研究者による講演」についての項目では，ほとん

どの生徒が50％～100％を示している。今回の講演

は，科学研究や英語学習への意欲向上と国際理解

を深める機会となった。講師にはよりわかりやす

い講演のためにさまざまな配慮をしていただき感

謝している。また、英語のリスニングに不安のあ

る生徒もいたが，集中して聴講し，内容を理解し

ようとしている姿勢がアンケート結果にも表れて

いる。生徒には，講師や本校英語科教員から専門

用語の単語プリント等の事前学習用の教材も用意

された。

生徒アンケート    受講者：45名

Ｑ．講義における英語は，どの程度理解できましたか?

100% 1人   75% 0人    50% 12人

25%  29人     0%  3人

Ｑ．講義における研究関連についての説明は，どの程

度理解できましたか？

100% 1人   75%   1人    50% 13人

25%  24人    0%   6人
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Ｑ．講義を聴き，科学や研究に対する関心は高まりま

したか？

100% 2人   75%  14人    50% 20人

25% 8人    0%   1人

Ｑ．全体として，今日の講演はいかがでしたか？

100% 8人   75%  17人    50% 17人

25%  2人   0%   1人

〔良かった点〕

・諸外国の自然や文化などの話を交えつつ，画像が多

く，文字が並べてあるだけより分かりやすく興味深

かった。

・日本と諸外国との文化圏の違いという観点かつ科

学技術の進歩と発展を理解することが出来ました。

・細かい部分まで講義して頂いたおかげで，普段知れ

ないところまで学ぶことができた。

・普通に生活していたら学べない、専門的な内容につ

いて学べた。

・理解出来ない点も多かったものの、スライドがとて

も見やすくて、それを基に理解が出来ることがあっ

てよかった。

・説明の際にグラフを使われていたので、英語が分か

らない所もグラフや図から何を言いたいのか読み

取ることが出来たことが良かったと感じます。

・研究に対する関心が少し高められたのはよかった

点だと思う。

〔良くなかった点〕

・マスク＋オンラインだと聞き取りづらかった。

・講師の話すスピードが少し速かった。

・英語で聞いたのでとても難しかったですが、聞いて

いる間に分からないことを自分で調べながら出来

ると良いと思いました。

・事前に講義の内容について学ぶ時間があれば、もう

少し理解出来たと思う

Ｑ．再度、外国人研究者からの講義を聴きたいと思い

ますか？

是非聴きたい 9人 機会があれば聴きたい 32人

考えていない  4人 その他,回答なし 0人

受講生徒の感想

・内容が理解出来ない事の方が多かったけど，図など

とても分かりやすく，もっと英語を習得してもう一度

聞きたいと思った。

・良かった点は外国の先生から生の授業が聞けて貴

重な機会だった。でも少し理解出来ず，分からない事

が多かったので和訳などあれば良かった。

・まだまだ英語に関する能力が乏しく，内容を完全に

理解することが出来なかった。

・長い時間英語を聞く経験自体がなかったので面白か

った。

・外国人の研究について話を聞く機会はあまりないの

で，とても興味深かったです。

写真や動画が多く使われていたので分かりやすく，今

まで知らなかったことを知ることが出来た。

検証・評価

アンケート結果から，大半の生徒が研究内容の理解

に苦しみ，さらに，今回は定期試験最終日の午後に設

定した関係で集中力も厳しい状況であった。このこと

からも，講演内容について事前学習の時間を設け，基

本的な知識を理解し，講演中に出てくる単語を調べる

などの準備が必要である。しかし，「研究への関心」や

「全体の感想」，「再度の外国人研究者による講演」の

項目では，概ね良い評価が出ている。特に，「再度の外

国人研究者による講演」を 41人の生徒が「聞きたい」

と回答していることに，生徒の知的好奇心の高まりを

感じることができた。
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４  生徒の自主性と問題解決力の 

向上をめざして 

① 「グループ課題研究」 

 
グループ課題研究は本校 SSHの大きな柱であ

り，本校の SSHの事業は，課題研究による生徒

の探究力の向上に繋がるように計画が立てら

れている。生徒が自ら課題を見つけ，試行錯誤

を繰り返しながら研究を進めることが，生徒の

主体性と探究力の向上に繋がっている。また，

「仮説→検証→考察→まとめ→発表」の研究の

プロセスを通して課題解決力と論理的思考力

が育成され，さらに，研究成果の発表を通して

表現力の向上にもなっている。 

研究テーマは，グループごとに生徒たちが自

ら設定し，研究内容や検証方法について担当教

員と懇談しながら最終的なテーマ決定をする。

研究を進めていくにあたっては，実験方法や実

験データ，考察などの記録を取らせ，担当教員

から定期的に指導を受ける。教員の指導体制は，

理科・数学科・保健体育科・家庭科が研究指導

を行い，データ処理を数学科，論文指導を国語

科，論文の英語は英語科が指導する。また，SSH

対象者以外の 1，2年は，「総合的な探究の時間」

で，グループ課題研究を行っている。その方法

は，これまでの SSHで培われた手法を取り入れ

ている。このように，本校の探究活動は，全職

員と生徒が関わる全校体制の取り組みとなっ

ている。 
仮 説 

 研究のプロセスである「仮説→検証→考察→

まとめ→発表」の経験を通して課題解決力の育

成と論理的思考力を育成する。また研究成果を

発表することで表現力の向上に繋がる。 
研究テーマ（SSH 主対象者 23 研究） 

研究テーマの設定は生徒の主体性を尊重して，

グループごとに生徒自身が設定することとした

が，研究内容の細部や検証方法については指導教

官（教師）と懇談を積み重ねて決定した。なお 3
年 SSH 対象者と文理科文系生徒が課題研究とし

て取り組んだ 15 研究については，本報告書『２ 
問題解決力の強化⑨スカラーⅢ「課題研究・学問

研究」』に掲載した。 
 

● 2 年 SSH 15 研究 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

金属レーン上の氷の運動 
マグヌカップの揚力 
カエデの種子が回転する理由 
イチョウの葉を分解させる方法 
甘利山土壌環境調査Ⅻ 
階段の踊り場における共鳴の研究（その３） 
ワサビの辛み成分ｱﾘﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄに関する実験 
植物と光の関係について 
撥水性について 
氷にできる白い結晶について 
水中コイン落としの研究 
溶液の沸点上昇 
気圧による炭酸水の変化 
花粉管の誘引 
マスクに適した素材 

● 1 年 SSH ８研究 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

よく飛ぶ紙飛行機の形状 
カブトムシの腸内細胞の培養とその種の特定 
カエデの種子はなぜ回転するのか 
霜柱ができる条件 
ＰＣＲ法で縄文型か弥生型かを調べる 
マイクロプラスチックを探そう 
日焼け止めを自作しよう 
化粧水の保湿力の持続Ⅲ 

 
活動内容（成果発表の記録を含む） 

 各研究班には「ラボノート」を 1冊ずつ配付し，

実験に関する記録（実験方法の詳細，実験データ・

考察・バックグラウンドの資料・ディスカッショ

ンの内容など）を必ず記録するよう指導した。ま

た実験データに関しては，グループ内で共有し，

指導教官と定期的なディスカッションを実践す

ることで，実証研究の質の向上を目指した。ラボ

ノートの質の向上は探究活動の質の向上に必要

不可欠である。 

月 活 動 内 容 
6 
 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 

 
１ 
3 

ｽｶﾗｰⅠ・Ⅱ・Ⅲｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（1，2，3年） 
グループ課題研究グループ・テーマ設
定・計画期間～9月(2年） 
課題研究発表準備(3年) 
3年SSH課題研究成果発表会（online） 
SSメソド「数理」「統計」（2年） 
研究課題の調査研究（1年） 
研究テーマの決定（1年） 
研究課題に対する予備実験開始 
グループ課題研究実施（3月まで） 
山梨県高等学校芸術文化祭（online） 
2021Girl’sScienceCafé@山梨（online） 
千葉大学高大連携「理科研究発表会」
（online） 
韮崎高校サイエンスフェスタ（ポスター発表） 
韮崎高校探究交流会（3月）（online） 
化学工学会（3月）（online） 
ジュニア農芸化学会（3月）（online） 
研究のまとめ  
年度末研究報告書提出 
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４－②「３年グループ課題研究成果発表会」 
 

目 的 3 年 SSH 生徒がこれまでのグループ課題研

究の成果を発表し，今後の研究の質の向上

を図る。また，その活動を学校内外に広報

することでＳＳＨ事業推進に資することを

目的とする。 

日 時 ① 令和３年 7月 12日(月) 
  代表グループによるポスター発表 

    ② 令和３年 7月12日(月)～８月31日(火) 
     上記の期間を発表動画公開日とした。 
場 所 ① 視聴覚室 

② 各自オンラインによる動画視聴 
発表者 ① 代表２グループ 

② 3年SSH対象生徒 15グループ 
（自然科学系 3部を含む） 

参加者 １・２年SSH対象生徒，自然科学系 3部

所属生徒，在校生希望者，保護者，本校職

員，他校参加希望者，運営指導委員，山梨

県教育委員会 
概 要 例年は対面での発表会を設定し，口頭発

表・ポスターセッションを行っているが，

今年度は，代表２グループの発表を全体で

聞き，全グループの発表動画をオンライン

(YouTube)上に公開(限定公開)して視聴し

た。 

 グループ課題研究 テーマ一覧 (15研究） 

1 化粧水の保水力の持続  

2  温め方のちがいによるビタミンＣの量  

3 アリとバニラエッセンスの関係  

4  個人差の影響を排除した心理実験の確立 

5 液体の実験  

6 辛味成分アリルイソチオシアネートの抗菌作用  

7 二足歩行ロボットの研究 

8 プラナリアの切り方による再生速度の違い  

9 ゲンジボタル（南アルプス集団）の遺伝子解析と

分布域の確定 

10 水中シャボン玉の研究Ⅳ  

11 ダイヤモンドダストの発生条件 

12 新幹線の先端部分における空気抵抗について  

13 静電気が溶液にあたえる影響 

14 シャボン玉にできる虹  

15 山梨のブドウ産業の持続と発展について 

図１：代表生徒による発表   

図２：オンラインで発表した動画 

 
視聴者からのコメント 
・それぞれ，興味があること，疑問に思うことなど

を研究しており，面白かったです。いろいろなテー

マがあり，自分達が実際の経験で疑問に思ったこと

や身近なことをテーマにしている点が良かったと思

います。（保護者１年生） 
・どの発表もハキハキしており聞きやすかったです。

YouTube での発表だったので，じっくり見る事が出

来ました。専門的な実験や研究を行っている事に感

心しました。授業や机の上の勉強でなく，研究した

り発表したりする事がとても貴重な時間だとおもい

ました。（保護者２年生） 

・時間制限があるためか，実験内容の説明が省略さ

れていることが多いので，手元に資料がない状態だ

と，結果のみしかわからず，消化不良な感じがしま

した。省略するところ，発表として言葉に出すとこ

ろの厳選がもう少し洗練されるといいと思います。 

（職員） 
・身近な問題を研究テーマにしており，この関係の

先行研究があるようですが，自分たちの研究と先行

研究との違いや今回の研究による新規の成果が分か

り難い。発表体裁に工夫が必要。 （運営指導委員） 
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４－③ 「総探Ⅰ」 

１年｢総合的な探究の時間｣における探究活動 

目 的  
自分の生活や自分の住む地域に関する課題を発見

し，その解決に向けて情報を収集・整理・分析して

まとめ，発表する力を育成する。 
概 要  

1 学年の「総合的な探究の時間」では，『地域の中

で自己を見つめる』をテーマに探究活動を行った。 

前期は，「探究活動その 1」として，自己の進路希

望に関係の深い職業・学問調べや，SDGs についての

テーマ学習を行い，情報収集の手法や目的に応じて

整理し分かりやすくまとめる能力の向上を目指した。 

後期は，3～5人のグループで「探究活動その 2」に

取り組んだ。「地域×SDGs」の視点でテーマを設定し，

山梨県の自然環境，住環境，食品ロス，男女共同参画，

産業，エネルギー問題など，様々な分野に関する探究

活動に取り組んだ。昨年度までの取り組みから，課題

解決のプロセスにおいて「課題の発見・仮説の設定」

の部分が曖昧なため，調べ学習で終わってしまうグ

ループが多いことが反省点としてあげられていた。

そこで，『グループ課題研究の進め方』と題して SSH

サイエンス振興係主任に講義をしていただき，仮説

の設定やその証明のための手法について詳しく学ぶ

機会を設けた。また，昨年度に引き続きコロナ禍では

あったが，地域の企業や行政機関を訪れ，直接取材を

する機会を設けた。さらに，Teamsを活用して情報共

有や発表資料作成を行うことで，ICT活用能力の向上

を目指すとともに，新型コロナウイルス感染対策に

も努めた。 

「探究活動その 2」の内容 日付 

オリエンテーション・探究活動班決定 9/15 

SDGsの観点から課題を設定する 10/27 

11/10 

校外での調査・取材 11/24 

「グループ課題研究の進め方」講義 

仮説の設定 

12/ 1 

12/ 8 

情報収集・整理・分析 12/15 

12/22 

1/12 

まとめ 1/19 

1/26 

発表準備・発表練習 2/2 

2/9 

発表（予定） 3月 

 

「課題研究その２」のテーマ 

（「地域×SDGs」）の例 

SDGs

番号 

これからのジェンダー平等について 

～山梨県における女性活躍の推進～ 

5・8 

山梨県の食品ロスについて 2・12 

山梨県のぶどう栽培に地球温暖化が与え

る影響 

13 

山梨県の環境を活かした再生可能エネル

ギーについて 

7・13 

山梨県のインフラ整備とイノベーション 9・11 

検証・成果 

「探究活動その 1」では，進路や SDGsなど身近な

生活に関連の深い事柄について探究活動を行い，自

分にできる課題解決の方法を考えさせることができ

た。さらに，SDGs学習を発展させるために，家庭で

不要になった子ども服を回収し難民キャンプに届け

る「届けよう服のチカラプロジェクト」にも参加し

た。 

「探究活動その 2」では，「課題の発見・仮説の設

定」の部分の指導を丁寧に行うことで，テーマが明

確になり，課題解決に向けて主体的・協働的に取り

組む姿が見られた。また，インターネットや文献だ

けでなく取材やアンケート調査など様々な方法で情

報収集を行うことで，多方面から課題解決の方法を

探ることにつながった。校外での調査・取材では，

調査先への訪問連絡などを生徒自身が行うことで，

地域への関心や理解が深まり，課題解決への意欲が

高まったという意見が多く出された。 

課 題 

 新型コロナウイルス感染症の予防のため，リモー

トや分散授業が多く,グループ活動が制限されたた

め，まとめ・発表準備・発表が予定通り実施できな

かった。リモート授業等でも，充実した探究活動が

可能になるよう学習環境の整備に努めていきたい。 
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４－④ 「総探Ⅱ」 

２年｢総合的な探究の時間｣における探究活動 

 
目  的 探究の過程において、課題の発見と

解決に必要な知識及び技能を身につけ、探究の

価値と意義を理解する力、自分で課題を立て、

情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現で

きる力を養い、活動に主体的・協働的に取り組

むとともに、互いの良さを生かしながら、新た

な価値を創造し、より良い社会を実現しようと

する態度を育成する。 
テ ー マ 社会の中で自己を見つめる 
対  象 ２年生 185 名 
学習内容 ①表現力を磨く 
     ②社会問題と自己との関わりについ

て理解する 
     ③山梨県と他の地域を比較して学ぶ 
     ④将来設計と生き方を考える 
活動内容 
｢総合的な探究の時間｣の年間活動実績は、以下

の表のとおりである（３月は予定）。 

＜探究活動＞ 
本年度も新型コロナウイルス感染拡大防止に

伴い、活動に大きな支障が出た。本授業の大半を

占める総探ゼミにおいては、９月に修学旅行行先

が沖縄から広島方面に変更になったことが運営

上の懸案事項となった。７月までは修学旅行の事

前学習を兼ねたものとして、３～５名のグループ

で活動していた。訪問先の沖縄と山梨を SDGs の

観点に基づいて比較し、その中から課題を見つけ、

テーマを設定して、文化、歴史、自然環境、産業、

観光、基地問題などの様々な分野に関する調べ学

習に取り組んでいた。しかし、行先の変更のみな

らず、感染防止の観点から個人活動へと切りかえ

ざるを得なくなり、課題設定から取り組みなおす

こととした。広島方面についての個人探究活動と

なったが、生徒たちは意欲的に取り組んだ。修学

旅行前の 12 月に中間発表をおこなった。12 月上

旬、修学旅行に行くことが出来たのは良かった。

修学旅行後にはまとめをおこない、2 月には相互

評価をおこなってのクラス内発表を実施した。個

人活動となったため、ポスターではなく、レポー

トを作成することとした。３月には各クラスの代

表者が、３月に実施される令和３年度｢第 10 回韮

崎高校探究交流会(NTS)｣で発表動画を公開する

予定である。ｆ 
＜生徒アンケート＞ 

・「総探ゼミ」に真剣にとりくみましたか 
 よく取り組んだ（77%），ほぼ取り組んだ（18%），

あまり取り組まなかった（5%） 
・「総探ゼミ」はどうでしたか 
 大変効果があった（57%），効果があった（39%）， 
 あまり効果はなかった（3%） 

 
クラス内発表 
の様子 
 
 
 
 
 

＜模擬裁判＞ 
２月には模擬裁判をオンラインで実施した。例

年であれば弁護士が来校して教室で実施してい

るが、当日は分散登校期間によるオンライン授業

日であり、リモートでの模擬裁判となった。当初

は中止も想定していたが、弁護士の方々のご厚意

により実現することができた。クラスごとに弁護

士が Teams（Microsoft）を用いておこなった。双

方向でのやり取りや小グループに分かれて活動

で、生徒たちはとても主体的・意欲的に取り組ん

でいた。 
検証・成果・課題 

コロナ禍における活動の制限・制約がある中、

生徒たちは意欲的に活動した。生徒たちの自己評

価、授業評価は高かったが、休校期間を経験して

いる生徒たちにとっては、級友と活動できること

自体が喜ばしいことなのかもしれない。オンライ

ンで実施したことについては、対面形式との比較

検証を今後することで、コロナ禍が過ぎてからも

生かせるようにしていきたい。 
 

月 活 動 内 容 
４ 
 
 
 
５ 
 
 
 
６ 
 
 
 
７ 
９ 
 
 
10 
 
11 
12 
 
１ 
２ 
  
３ 

総合的な探究の時間オリエンテーション 
総探ゼミ 沖縄についての基礎学習 
社会問題に対する自分の意見や考えを書
く(1) 
社会問題に対する自分の意見や考えを書
く(2) 
社会問題に対する自分の意見や考えを書
く(3)→全員が山梨日日新聞に投稿 
総探ゼミ グループの決定（沖縄） 
総探ゼミ 研究テーマの決定（沖縄） 
総探ゼミ 課題設定・情報収集（沖縄） 
総探ゼミ 情報の整理・分析（沖縄） 
外部講師による小論文講座と小論文模試 
小論文模試を振り返る 
ライフプランニング講演会 
進路について考えよう  コース説明会 
進路について考えよう 進路講演会 
総探ゼミ 研究テーマの再設定（広島） 
総探ゼミ 課題設定・情報収集（広島） 
総探ゼミ 中間発表（広島） 
総探ゼミ レポート作成（広島） 
外部講師による小論文講座と小論文模試 
総探ゼミ クラス内発表①（広島） 
社会を見つめよう 模擬裁判 
総探ゼミ クラス内発表①（広島） 
第10回韮崎高校探究交流会 
１年間のまとめ 
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４－⑤ 「総探ＳＳＨ」 

 
目 的 ２年次にスカラーⅡを履修予定の生徒に対

し、各種理科実験および研究発表に関する技術を

習得させる。 
対 象 1年普通科 25名  
担 当 生物科 小田 雄仁  
概 要 基本的な実験器具の使用方法について習得

したのち、2時間ずつ３つの実験を実施。そのう

ちの１つについてポスターにまとめ、サイエンス

フェスタで発表した。詳細は以下のとおりであ

る。 

授業内容 回数 

実験・器具の説明 器具を用いて定量 2回 

植物の色素抽出【講義・実験】 2回 

微生物の観察【講義・実験】 2回 

中和滴定【講義・実験】 2回 

ポスター作成・発表準備 2回 

サイエンスフェスタ 1回 

次の発表に向けて動画作成 4回 

生徒は授業で化学基礎、生物基礎は履修している

最中であるが、実験器具を用いて、定量することは

初めてであった。繰り返し操作することで、誤差も

微小となり器具

の扱いにも慣れ

てきた。 

3つの実験に

ついては 1時間

講義、1時間実

験の形式で行っ

た。発表時の

データとする

ために、写真

を撮りながら

作業をさせ

た。3つの実験

のうち、もっ

とも関心があ

るものについて各グループでポスターを作成し、サ

イエンスフェスタにエントリーさせた。なお、ポス

ター作成は冬季休業中の課題とし、休み明けに何度

か修正を加え、1/22(土)のサイエンスフェスタで発

表させた。この 25名以外の生徒達（1年文理科 30

名、2年スカラーⅡ履修生徒 40名）は、各自で研究

テーマを決め、仮説を立て実験計画をたて研究をし

ているのに対

し、この 25名の

活動は「総合的

な探究の時間」

の中の一活動で

あり、実際にＳ

ＳＨの活動に入

ったのも秋以降であった。具体的な活動が始まる 2

年次にスムーズに研究が始められるように、研究の

基礎を習得することが総探ＳＳＨの目的の 1つであ

る。そのために教員が用意した実験を使って、研究

や発表をしているのだが、生徒には教員側が期待し

た以上の学びがある印象である。 

 

生徒の感想より抜粋 
（生徒Ａ）発表してみて、人に伝わるように説明す

るということがとても難しかった。今回、私たちが

行った実験は複雑なことではなかったけれど、それ

でも言い回しだったり、端的に伝えようとすると

“これで正しく伝わっているのか”と思ったりし

た。また、先輩方の感想にもあった通りデータ不足

だなと感じた。 

（生徒Ｂ）他校とできなかったことはとても残念だ

ったが経験したことがないものができてよかったと

思った。どういうところに着眼するのか、研究する

理由、そして発表するための情報大切さがわかっ

た。 

検証・成果 

 実際に自分たちが行った実験についてポスターを

作成し発表をする、という過程を通して、身につけ

てほしい・考えてほしいと期待していることについ

て、教員が期待通りの結果になっていることが生徒

の感想からも伺える。3月に予定されているパワー

ポイントを用いての研究発表を通して、さらに研究

や発表に対する理解を深め次年度の研究につなげて

いきたい。 

写真1 講義の様子 

写真2 実験の様子 

写真3 サイエンスフェスタの様子 
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４－⑥ 「韮崎サイエンスフェスタ」 

 
※県内の自然科学部の成果を発表するイベント「サ

イエンスフェスタ」が 2年連続でコロナ対応で中止

となってしまった。生徒の学びの機会を確保するた

め、県内峡北地域の 2校でサイエンスフェスタを計

画したが、これも県から他校との交流自粛を求める

指示が来てしまったために、最終的に校内のみでの

ポスターセッションとなった。 
目 的 日頃のSSHの研究の成果の発表、および質

疑応答を通して発表技術の向上、および研究の深化

のためのきっかけを掴む。 
期 日 令和 4年 1月 22日(土) 
場 所 本校理科棟 2～4階を 6会場に分けて実施 
参加者 本校１･２年生SSH選択生徒 

1年生：18研究（57名） 
2年生：15研究（39名） 

当日の様子 全参加者をA・B、２つのグループに分

け、一方のグループが発表しているときは、他方は

興味・関心がある発表を聞き、発表後の質疑応答が

済んだところで、カードに感想等を書いて発表者に

渡すというスタ

イルで行った。

各グループの持

ち時間は 30 分

とした。 
実施数日前に

出された県教育

委員会からの指

示で、本校だけ

の開催となり、参加者数が少ないことから、たった 1
人の聴衆に対して 3 人で発表をしたり、聴衆が来る

のを待っている時間ができてしまったりもしたが、

それでも、各研究とも、少なくとも 3回は発表ができ

ていた。 
年間を通してのコロナ対応による様々な行事の縮

小やオンライン化のため、自然科学部に所属してい

る生徒であっても、対面で発表するのは初めてであ

った。コロナ禍で様々な行事がなくなるなか、このよ

うな機会を作れたことが最大の成果であったと思っ

ている。 

期待される成長 質疑応答を通して分からないこと、

気づかないことの発見はもとより、相手に分かりや

すく伝えるた

めの説明の仕

方、ポスターの

作り方を学ぶ

こと、他者の発

表を聞き自分

ならどういっ

た実験をする

か・どういった

仮説を立てるか考える機会とすること、様々な領域

の現象への興味を広げ自身の将来の選択の幅を広げ

る機会とすることが、生徒に期待される成長である。 
 

生徒の感想より抜粋 
（生徒A）今回、サイエンスフェスタに参加して学ぶ

ことが多かったです。自分たちの発表で作る段階か

ら意識していたのは矛盾が起こってないかです。発

表中に矛盾が生じてしまうと聞く人たちは何を言っ

ているのか分からなくなってしまうからです。 
（生徒 B）自分たちよりも細かく書いてあるグルー

プばかりだった。難しい内容ばかりかと思ったが、石

鹸や霜柱、紙ヒコーキなど、身の回りのものから発展

し、詳しく調べられていた。自分も来年はまず身の回

りのものに疑問を持ちたいと思った。 
（生徒 C）興味深い実験の発表を聞けてとても楽し

かった。質疑応答のときには、コミュニケーションを

たくさんして疑問点の解決ができた。発表のときは

もっと詳しくやらないと相手に伝わらないところも

あると感じたので、来年にそれはつなげていきたい。 
 
指導教員の評価 
学年を超えた行事のために 1 年生にとっては翌年

どのように研究を進めていけばいいかイメージが沸

いたのではないだろうか。決して上手ではない発表

や、準備不足の研究であっても発表する機会があり、

失敗を通して学ぶ場を提供できたことが今回の一番

の成果であると思う。今回の学びを次につなげるた

めにも、このような機会を多くして行きたい。 

写真1：発表の様子 1 

写真2：発表の様子 2 
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４－⑦「韮崎高校探究交流会（ＮＴＳ）」 

 
期  日 令和４年３月２６日(土)～４月３０日(土)  

36日間をオンライン公開日とする。 
場  所 各自がオンラインで視聴 
発 表 者 本校１･２年生 
目  的 
SSH学校設定科目「スカラー」及び「総合的な探

究の時間」に行った探究活動のまとめとして研究内

容とその成果を発表する。また，オンラインに公開

し，多くの方に視聴してもらう機会を通じて探究活

動の質の向上を図る。 

発表内容 
・SSH１･２年「スカラー」のグループ課題研究 
・自然科学系３部の課題研究 
・「総合的な探究の時間」のグループ課題研究 
参 加 者 
全校生徒，本校卒業生，本校職員，保護者，他校 
参加希望者，運営指導委員，山梨県教育委員会 他 
公開方法 
・生徒のグループ課題研究の発表動画をYouTube 
で公開する。（限定公開） 

・参加申し込み締め切り後にYouTubeの動画リスト  
を申込者にメールにて送付する。 

公開情報 
・JST(科学技術振興機構)ホームページ上に開催通知  
を公開する。⇒（本校HPにリンクが貼られる） 

・本校HP上に参加要項を公開する。 
参加方法 
募集期間 令和 4年 2月 28日(月)～3月 13日(日) 
本校HP上より申込用紙をダウンロードし，FAX 
またはメールにて申込み。 
概  要 
 発表者がグループ課題研究等の成果発表を動画と 
して作成して公開する。具体的な発表内容は以下の 
とおり。 
・１，２年SSH生徒： 
「スカラー」でのグループ課題研究 

 2年生は 15研究、SSH１年は 9研究（表参照） 
・SSH以外の生徒：  

① １学年： 

「総合的な探究の時間」に取り組んだ山梨の文化、歴

史、自然環境、産業、観光など、地域に目を向けた探

究活動。 
② ２学年： 

「総合的な探究の時間」において、修学旅行で訪れる

中国・関西地方の文化、歴史、自然環境、産業、観光

など、山梨県外に目を向けた探究活動。 

 

期待される成果 
新型コロナウイルスの影響により、年明けから分

散登校期間が続き、なかなか実験や考察、動画の作成

などを研究や発表準備を進めていく上で厳しい状況

であった。しかしながら、これまで取り組んできたグ

ループ課題研究、及び「総合的な探究の時間」の成果

発表の場として、各グループが創意・工夫をして現時

点までの研究のまとめをし、発表できる形をとった。

また、視聴者にわかりやすい発表にするためにスラ

イドやポスターを工夫して作成すること、発表の際

には言語表現に配慮することで、プレゼンテーショ

ン能力の育成・向上が期待される。 

SSH2年 テーマ

1 金属レーン上の氷の運動

2 マグヌカップの揚力

3 カエデの種子の研究

4 イチョウの葉を腐らせる方法

5 甘利山土壌環境調査Ⅻ

6 階段の踊り場における共鳴の研究（その4）

7
ワサビの辛み成分アリルイソチオシアネート
についてに関する実験Ⅱ

8 撥水性と水の運動の関係性

9 氷の性質とにごりの関係

10 水中コイン落としの研究

11 溶液の沸点上昇

12 気圧によるマシュマロの変化

13 花粉管の誘引

14 マスクに適した素材

15 植物と光の関係について

SSH1年 テーマ

16 紙飛行機と揚力

17 カブトムシの腸内細菌

18 カエデの種子の回転

19 霜柱ができる条件

20 ＰＣＲ法で調べる日本人のルーツ

21 河川におけるマイクロプラスチックの調査

22 日焼け止めをつくる

23 化粧水の保湿力の持続Ⅱ

24 ダイヤモンドダイスの発生条件
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４－⑧ 「甘利小学校出前講座」 
 

日 時  令和３年 １０月 ２５日（月） 
１３：２５～１６：３０ 

場 所  韮崎市立甘利小学校 
対 象  甘利小学校科学クラブ 23名 
担 当  2年生SSH生徒 9名 
目 的 

小学校の科学クラブの時間帯を利用して本校SSH
生徒が科学実験を提供する。小学生の科学的好奇心

を喚起するとともに、準備や当日の交流を通して高

校生の科学に対する見え方・考え方を深化させる。

また、小学生に科学実験をレクチャーすることで、

よりわかりやすい言葉で手順良く説明する技術を学

ぶことにつながる。 
概 要 

昨年度、新型コロナウイルスまん延防止の観点より

中止したため今年度満を持して行った。本校生徒が

同じ韮崎市にある甘利小学校の科学クラブの活動に

訪れ、科学実験を行う。今回の題材は「シルバーボ

トル」「液体窒素」「もちスライム」の 3つの実験を

取り上げた。どれも科学的な事象を目で見て確かめ

られる実験を選んだ。当日は、シルバーボトルを作

成している間に「液体窒素ショー」の準備をするこ

とにより各自の分担をしっかりと自覚し安全な実験

を心がけることが出来た。また、ショーが終わると

素早く片付けをしてすぐにもちスライムの作成に取

り掛かれるように事前にシミュレーションを行いな

がら入念に準備を行った。 

 小学生は日常では見ることの少ない薬品や実験道

具に神妙な面持ちになるも、ジワジワと透明なボト

ルがきらきらの銀色になる様に目を輝かせながら見

入っていたのが印象的だった。液体窒素ショーでは

ダイナミックに煙を出したり、弾むはずのゴムボー

ルがガラスのように割れてしまったりする様一つ一

つに関心を持って見てくれていた。また、事前に液

体窒素に入れてみたいものを募集し小学生から要望

の多かった「スーパーボールを液体窒素に入れると

どうなるのか？」を、実際に実演し、様々な意見を

聞きながら、実験し検証することもできた。最後に

もちスライムでは少し慣れてきたのか、小学生も試

薬を上手に扱い、2色の色水を混ぜ、自分の好みの

色水を作るなど積極的に活動していた。 

 高校生は外に出ていくことが少なく初めての体験

だったが小学生にわかりやすく説明するにはどのよ

うにしたらいいのかなど事前に試行錯誤しながら準

備を行い本番に臨んでいた。また、実際に小学生と

一緒に実験を行うことで、事前には予測できないこ

とも起こり臨機応変に対応しなければならないこと

も理解した。ここで培った体験は以後訪問した高校

生にとって科学に対する理解度や知識を見直し、成

長に繋がる良い機会になった。 

 後日、甘利小学校科学クラブに所属する児童か

ら、お礼の手紙を頂いた。参加した生徒からも普段

ほとんど接点のない小学生との交流はとても有意義

なものだったとの意見が多く見られた。小学生との

交流は多くのことを学び気づかせてくれるのもだと

改めて感じた。高校生も一回りも二回りも成長し

た。また、お礼の手紙を貰ったことで大きな達成感

があったことも貴重な体験だった。 

写真：小学生にレクチャーする本校生徒 

 
写真：小学生からのお礼の手紙 
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５ 高大連携による科学的探究心育成の研究 

（実験研修・科学研修） 

 

（１）研究の仮説 

先端科学の諸分野に直接触れることにより，生徒

の興味関心を高めることができ，そこから広く深い

自然科学観を育成することができる。 

本校では以前から大学の研究室と連携し，実験の

指導，材料の提供など多方面にわたり協力を仰いで

いる。また，大学の研究室が進めている研究内容の講

座を受講することで，生徒の課題研究における実験

や検証の方法を学び，発表の質の向上を目指して実

施した。その結果，研究発表会での全国上位入賞など

につながる探究力の向上が認められた。この形態を

高大だけではなく産学間の連携に広げることで SSH
全体に拡張できる効果的プログラムが開発できる。 

（２）研究内容・方法・検証 

 「スカラーⅠ・Ⅱ」のアドバンス講座および校外

活動であるサイエンスツアー，また，「スカラーⅢ」

に展開される課題研究などにおいて，指導助言をも

らえるように毎年複数の大学の研究室と連携して

いる。連携の形態は，特別授業や実験講座の他に，

SSH 生徒の探究活動に対する次のような助言・指導

である。 

・実験や研究のテーマについての助言 

・実験や研究の内容についての継続的な助言 

・休日を利用した大学の研究室における実験の指導 

 今年度もコロナ禍で実験に関する連携は，実験プ

ロトコールの提供を受ける程度であったが，例年は

生徒が実際に研究室に赴き，指導を受けている。 

 オンラインでの科学研修の際に，オンタイムの質

疑応答だけでなく，時間の関係でできなかった質問

を研究者にメールで送付し，コメントをいただく機

会を得た。このような機会を積極的に活用し，SSH
生徒と研究者との直接的な連携となるようにして

いく。これはアドバンス講座の目的である「最先端

の研究に直接触れ，研究者や技術者から指導を受け

ることにより，自然科学への興味・関心を高め，将来

自然科学の研究に取組む姿をイメージさせる」こと

が，未来の科学者志向には不可欠と考えるからであ

る。「総合的な探究の時間」におけるグループ課題研

究においても，このようなオンラインでの連携をさ

らに拡大させていく。そして，研究者に限らず技術者

との連携も模索する。 

これまでの連携先は次のとおりである。 

・山梨大学（工学部・教育学部・生命環境学部） 

・山梨大学クリーンエネルギー研究センター 

・京都大学・東京大学・名古屋大学・鹿児島大学 

・理化学研究所・富士山科学研究所 

・山梨県環境衛生研究所・山梨県果樹試験場 

・山梨県産業技術研究所・山梨県水産試験場 ほか 

さらに，今年度も中止となったが「科学研修旅

行」を夏季休業中，2月に実施してきた。最先端の

科学に触れ，生物の多様性の観察，火山の観察によ

り生徒の科学的好奇心の向上に結びつけ，将来的な

グループ研究（課題研究）のテーマを考えさせるこ

とが目的である。 

第Ⅱ期より，地元の峡北地域で最先端技術により

科学製品を出荷している企業との連携をはかり，そ

の科学技術を知るための「峡北地域科学研修」も実

施している。スーパーカミオカンデとKAGRAにお

いて，地元企業で製作されているデバイスの活用さ

れている施設について，オンラインとなったが見学

することができ，ニュートリノに関する講義も受け

ることができた。 

例年の科学研修の概略は以下の通りである。 

0.5日 オオムラサキの生態と里山の保全 

北杜市オオムラサキセンター 

2泊3日 関西科学研修 

京都大学 スーパーコンピュータ京 

BDR SPring-8 名古屋大学 

3日間 山梨大学実験研修  

0.5日 甘利山生態調査・土壌調査 

8/16 
1日 

峡北地域科学研修 

スーパーカミオカンデ  KAGRA  
12/1〜4 
3泊4日 

鹿児島科学研修旅行 

屋久島 JAXA種子島宇宙センター 

桜島ビジターセンター 

鹿児島大学理学部・医学部 

次ページ以降に令和３年度実施の高大連携のプロ

グラムについて，具体的な研究内容・方法・検証を

報告する。 
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５－① 「山梨大学実験研修」 

 
概要 令和3年8月4日，5日の2日間に山梨大学工学

部・生命環境学部の協力を得て3テーマ，45名の生徒

が参加して行われた。研修目的は,大学の研究室で最先

端の科学研究に触れ新たな科学的視点を獲得し科学的

探究心が育成されること。また，地域に密着した研究

を知ることにより身近な産業と環境に対する興味関心

が深まるとともに進路研究の一環として大学に対する

理解を深めることである。 

各実験研修内容 

テーマ「DNAのレベルでアルコール感受性を調べよう」 

日 時 令和3年8月4日（水）9:30～16:00 

講 師 山梨大学生命環境学部生命工学科  

     准教授 大槻 隆司 氏 

参加数 10名  引 率 廣瀬 正巳 

概 要 生物には個体差がある。私たちヒトにも顔の

形や体型をはじめとする個人差（形質）があり，それ

らの多くは遺伝子の働きにより左右される。アルコー

ル感受性（お酒に強いか弱いか）も，遺伝子の違いに

より影響を受ける形質のひとつである。本実験研修で

は，自分のDNAを用いてアルコール感受性に関わる遺

伝子型の判定を行う実験を通じて，最近よくニュース

で耳にする遺伝子やゲノムに対する理解を深めてい

く。実験では，PCR技術を用いるので、新型コロナウ

イルスの検出はどうやっているのか？ についても

解説していく。 

  

テーマ「コンピュータリバーシプログラムを作ろう 

－ゲームから学ぶ人工知能－」 

日 時 令和3年8月5日（木）13:00～16:00 

講 師 山梨大学工学部コンピュータ理工学科  

     准教授 鍋島 英知 氏 

参加数 17名  引 率 石坂 隆至 

概 要 自動運転やスマートスピーカーなど様々な

分野において人工知能(AI)技 術が活用されており，

これからの時代にAI技術は必要不可欠なものといえ

る。本研修では，オセロ・将棋・囲碁などのゲームプ

ログラムが人間のプレイヤーに勝利するまでどのよ

うに進化してきたのかを紹介しながら最新の人工知

能技術の特徴を紹介していく。 

テーマ「ロケット推進工学入門」 

日 時 令和3年8月4日（金）9:00～14:00 

講 師 山梨大学工学部機械工学科 

 准教授 青柳 潤一郎 氏 

参加数 18名    引 率 日高 翔太 

概 要 人工衛星の打ち上げや、宇宙での軌道変更で

活躍する「ロケット」について理解を深めるためのプ

ログラムである。 

・人工衛星の利用と構成要素 

・ロケットの原理や種類 

・ペットボトルロケット設計、製作、試射 

・研究室見学（宇宙用ロケットをテストする真空チャ

ンバ） 

  

まとめと今後の課題 

講師の先生方には、コロナ禍にも関わらず前年度か

ら日程調整や募集定員の面で配慮をいただき、今年度

も実施日を最終的には2日に分散し，募集人員も実施

可能な人数ではあったが対面で実施することができた。 

内容については本校で行うアドバンス講座の分野以

外から選定するとともに，毎年1,2講座ずつ変更して

いる。今年度は、鹿児島科学研修とリンクさせるため，

新たに「ロケット推進工学入門」を研修に加えた。ま

た，大学の施設を利用しないと出来ないような実験や

工作の講座を、本校生徒にも理解しやすいように開設

してもらっている。高校では体験できない実験や工作

をすることで、参加分野の理解を高め、自然科学への

興味関心を深める一因となっている。 

生徒から概ね好評価を得ており、当初の目的は達成

されたと考えている。 

課題として、夏季休業中の学校行事との調整が挙げ

られる。部活動や夏期講習、およびSSH関連の大会等

との日程調整である。分掌や各部顧問の実験研修への

理解は深まっているが、実験研修の日程が年度始めに

決まるため、進路指導部や生徒会など他の分掌との日

程調整が不可欠となる。コロナ禍に備えて早い時期か

ら準備を始める必要がある。 
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５－②「鹿児島科学研修旅行」（On Line） 

 
目 的 鹿児島科学研修の従来の目的は，「生き

ている地球」「生物多様性」を体験し，また「再生

医療」「宇宙開発」「宇宙研究」の最前線を目の当

たりにすることである。今年度は，現地で特別講

座として実施するはずだった「再生医療」と「宇

宙研究」についてオンラインで実施した。 
 
経 緯 今年度の事業計画では 1・2 年生が 2 月

に鹿児島大学，屋久島，種子島を訪問して行うこ

とになっていたが、新型コロナ感染症の影響で 3
月に延期となった。3 月実施するには、実施日数

も 3 泊 4 日から 2 泊 3 日とする必要があり、更に

3 月は大学側も入試等で忙しくなることを受けて、

「再生医療」と「宇宙研究」の分野に関して、オ

ンラインでの講義を依頼したところ、快諾してい

ただき、今回の特別講義が実現した。 
 

特別講義① 「幹細胞と再生医療」 

日 時 令和 4 年 2月 3 日（木）     
場 所 本校 生物講義室 
対 象 文理科 1 年 6 組 30 名 
講 師 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

遺伝子治療・再生医学分野 三井 薫 氏 
三井先生はかつて奈良先端科学技術大学院大 

学時代に山中伸弥博士の研究室で、iPS 細胞の開

発に関わり、山中ファクターと呼ばれる４つの増

殖因子のうち Oct3/4 と Sox2 の発見につながっ

た「Nanog」を発見した研究者である。 
 
講義内容 

本講義では「幹細胞と再生医学」というテーマ

で講義が始まり、幹細胞の種類や iPS細胞の将来

像や課題についての講義が行われた。世界各国で

行われている臨床研究が取り上げられ、倫理的な

問題もあるが世界中で研究されていることを知

った。また、国内の事例では、すでに急性心筋梗

塞患者を対象にした探索的臨床試験を開始して

おり、一昨年の秋には脳塞巣の再生を促す Muse細

胞製剤による、脳梗塞患者を対象にした探索的臨

床試験も開始されている。生徒達は再生医療に関

する先端技術に驚きを示しながらも、「生命の定

義」について考えさせられる機会となった。 

 

生徒のレポートより 

・以前にも再生医療の講義は受けていたが、今回

は iPS細胞が治せる具体的な病気の名前まで示し

てあり、イメージがとても掴みやすかった。特に、

パーキンソン病に効果があると聞いた時はとて

も驚いた。パーキンソン病は病気等にあまり詳し

くない自分でも知っている重い病気で、治すこと

ができたらとてもすごいなと思う。倫理的な問題

で規制されているとはいえ、人工的に生命を生み

出すということに興味を持った。そして、色々な

遺伝子を使って勉強が得意な人間、スポーツが得

意な人間、またその両方とも得意な人間など、自

由自在に作ることができるようになったら、それ

はすごいことだなと思うと同時に、恐ろしいなと

思った。このようなことを考慮して人工的にヒト

の生命を生み出すことは規制されていると改め

て思った。 

・ES細胞だけでなく、iPS細胞を再生医療で用い

ることにも問題点があることが分かった。まず、

腫瘍化の問題では、iPS 細胞を分化するときに生

じる自的以外の細胞が腫瘍化の原因となること

を初めて知った。直接的・間接的にこれらの腫瘍

化原因細胞を除去することで安全な iPS細胞が作

れるようになるので、その精度がどんどん向上し

ていけばいいと思った。また、再生医療の実現化

にも問題があることが分かった。希望した人全員

が受けられるくらい手軽で安全なものになれば

いいなと思った。iPS細胞も ES 細胞も目に見えな

いくらい小さなものなのに、人によって発見され、

１つの臓器などを作ることができたということ

は、今までの研究を何十年にも渡って繰り返し続

け、積み重ねてきた成果だと思う。 

・ES細胞は薬を作ったり、細胞移植による治療に

役立てられるが人工授精後の余剰胚から樹立さ

れるため倫理問題が生じたりすることを知った。

また、これは iPS細胞においても問題になること

だから倫理問題は付きものだと改めて感じた。

iPS 細胞から作った生殖細胞から命が誕生すると

考える少し複雑な気もする。ES細胞や iPS細胞を

用いた再生医療により脊髄損傷やパーキンソン

病など様々な病気に応用できることはすごいと

思う。しかし、安全性の確認やきちんと機能する

可能性があったり、コストがかかったりするなど、

まだまだ課題があるが研究を進めていくことで

再生医療が実現に近づいていると思った。 
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特別講義② 「宇宙を調べる様々な方法」 

日 時 令和 4 年 2月 4日（金）     

場 所 本校 視聴覚室 

対 象 文理科 1年 6 組 30 名(ライブ配信視聴) 

    文理科 2年 6 組文系 8名 

    2年生理系 SSH選択者 38名 

講 師 鹿児島大学大学院理工学研究科 

物理・宇宙専攻 半田 利弘 氏 

東京都大田区出身。 小学生の時にアポロ 11 号

が月に着陸したのを見たのがきっかけで天文学

を志した。 大学院では祖父江義明に師事し、野辺

山宇宙電波観測所に住み込む形で研究生活を開

始した。 2010年 12 月より鹿児島大学理学部物理

科学科・大学院理工学研究科教授。 科学技術館で

1996 年 4 月に始まった科学者によるライブショ

ー「ユニバース」の案内役を務めている。「宇宙戦

艦ヤマト 2199でわかる天文学」「基礎からわかる

天文学」(誠文堂新光社)、 「図鑑 Neo 宇宙」（小

学館）など一般市民向けの著書も多数。 

 

講義内容 

 何光年も離れた宇宙の様子や仕組みを知ろう

としても、直接、そこに行って調べることがほぼ

不可能である。しかしながら、我々人類は数万光

年、数億光年彼方の様子も調べることができてい

る。それにはどんな方法を使っているのだろうか。

それは高校での勉強とどのような関係があるの

か、実際の研究の手法や成果を通じてこれらにつ

いて紹介する。宇宙に数多ある銀河。その中でも

太陽系が属する１つ、天の川銀河は太陽系からも

っとも詳細に調べることができる銀河である。そ

こで起こっている様々な現象を観測によって調

べ、天の川全体の様子を知り、その構造や仕組み

を電波で調べる研究を行っている。 

 

生徒のレポートより 

・今まで宇宙についてアバウトな知識しかもって

いなかったけど、今回の講義で細かいことまでた

くさん知ることができた。太陽系は、水・金・地・

火・木・土・天・海という並びは知っていたが、

同じ平面上に載って回っていることは初めて知

った。そして、シミュレーションを見せていただ

いたことで動きをより理解することができた。天

の川銀河について、天の川の中心が暗くなってい

ることや中洲というものが存在し、それについて

調べるために昔から電波などを利用した様々な

方法で調査し、解明していくことが本当にすごい

と思った。特に、恒星の構成や星の誕生に興味を

持ったのでもっといろいろなことが知りたいと

思った。今の宇宙は、これまで多くの人の努力や

研究により解明されていて、今回の講義を受けて

私も宇宙についてもっとたくさんのことを知り

たいと思った。（2年生） 

・私たちが普段イメージする天文学では限界があ

ることが今回の講義を通して分かった。可視光の

領域で考え、想像し、仮説を立てた昔の研究者た

ちの理論も可能性のある理論で面白いが研究を

進めていく中で、どこか上手くいかないところや

違和感がある部分があり、電波の発見によって自

分たちが見えないところに存在するものを発見

することができた。宇宙だけでなく、我々は目に

見えるものが全てだと思い込んでしまうだけに、

目に見えない何かがあるのではないかと考える

ことも大切だと思った。（2年生） 

・惑星は太陽を中心に、水・金・地・火・木・土・

天・海・冥の順で同じ向きに公転している。内側

の方がスピードが速く、太陽からの距離と時間は

関係している。天の川は、1780年頃から研究され

てきた。電磁波を使うことで、暗黒星雲などに邪

魔されずに観測できる。宇宙空間は、濃いところ

で１㎤あたり 100～1000個の原子や分子があり真

空ではない。（地球の大気 1 ㎤≒星間ガス 1 ㎦）

恒星はガスが集まってできる。天の川の中心にあ

るいて座Ａ*は、濃度が変動して明るくなったり

暗くなったりしている。これはブラックホールが

あるということに繋がる。宇宙については、昔か

ら研究されてきたにも関わらず、まだわからない

ことだらけで本当に奥が深いなと思った。電磁波

によって、天の川のことがどんどん解明されてき

ているのを知って、電磁波の有能性を実感したし、

実生活にももっと活用できるのではと思った。天

の川の暗い部分にも星があるということに驚い

た。科学の進歩で未知のことがどんどん既知にな

っていく過程は素晴らしいなと思った。（2 年生） 

評価 
本来であれば鹿児島の地で聴く話であったが、

オンラインにも関わらず生徒も興味を持って参

加していた。レポートにも、生徒の学ぼうとする

意志がみられ、来年度以降も続けていき、生徒の

知的好奇心の向上に役立てたいと思う。 
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５－③ 「関西科学研修旅行（On Line）」 

 
日 時 令和 3 年 10 月 19 日（火）     
場 所 本校 生物講義室 
対 象 2 年 SSH 38 名 
目 的  
年間計画では令和 3 年 7 月 26 日～28 日に実施

予定であった「関西科学研修」が新型コロナウィ

ルスの影響で中止となった。ＳＳＨ事業の一環と

して行い，最先端の科学技術がどのように開発さ

れ，利用されているのかをオンラインを通じて，

科学技術に対する正しい視点を獲得し，科学に対

する探究心を一層深める。 
特別講義 

「スーパーコンピュータ・AI が拓く創薬・医療の

未来」 
講 師 京都大学 大学院 医学研究科 
 ビッグデータ医科学分野・教授 奥野恭史氏 
ビッグデータ、人工知能、スーパーコンピュータ

などの計算技術を用いた創薬・医学研究の第一人

者。新規化合物スクリーニング手法である相互作

用マシンラーニング法 (CGBDD) を開発。ケミ

カルゲノミクス情報を用いた探索技術の実用化

としては世界初であり、適応範囲の拡大や、既存

手法との融合により、新たな領域を築く技術とし

て期待されている。 
講義内容  

 近年の科学の進歩によりシミュレーションに

よる創薬分野が人工知能（AI）やゲノム医療との

関連を深めている。特に、スーパーコンピュータ

を使って、医薬品開発を大幅に効率化しようとい

う研究プロ¬ジェクトが 2012年秋から始まりまし

た。コンピュータを使って医薬品を開発する、い

わゆる「IT創薬」は、計算機の進歩とともに大き

な注目が集まりつつあります。また，近年の科学

の進歩によりシミュレーションによる創薬分野

は人工知能（AI）やゲノム医療との関連がますま

す深まっています。講義の中でも、創薬とは、病

気の原因タンパク質を見つけ出し、そのたんぱく

質に結合する（機能制御する）新規化学物質を作

ることである。また、スーパーコンピュータ「京」

を使うことで、分子レベルでのシミュレーション

を短期間で処理でき、薬剤反応を正確に予測する

ことができる。そして、最後に「わからないこと

は、素晴らしい」「誰も分からないことを自分で考

え、調べて、解明していく」「自分が研究したこと

や開発したものをたくさんの人のために役立て

ることができる」という科学者として大切な考え

方を教えていただきました。 

 

生徒のレポートより 

・『AI による医療は，「通院回数の軽減」や「不必

要な治療の抑制」，「コストの削減」などの利点が

たくさんあり，10 年後，20 年後の未来がとても

楽しみになった。』 
・『“データありきの AI”という所から、やはり人

間ももっと知能を発達させる必要があるとわか

った。僅かな確率の中から解決策を知るためには，

実験をするだけでなく，それをデータとして可視

化し，規則性・パターン化を考えていくことがこ

れからの研究に必要なことだと強く考えた。』 
・『「創薬」において，病気の原因のタンパク質を

見つけ，それに対応する新規化学物質を見つけ出

すことが「富岳」でできることに，私が想像して

いた「創薬」との方法の違いにとても驚きました。

そして，今私たちが高校で学んでいる基本的な学

習から，将来新たな発見をするための思考をつく

ることができるので，勉強も頑張っていきたいで

す。』 
・『スーパーコンピュータによって，様々なシミュ

レーションができるようになり，未来予測のよう

な物理演算を行っていて，医療だけでなく様々な

ことに応用できそうで，夢が広がった気がした。』 
評価 

 スーパーコンピュータや AI による医療の話を

聞くことで，データサイエンスの意義や何故大切

なのかを考えるきっかけとなった。また，AI の精

度を上げるためには，それ以上に研究者が知識を

身につけ，成長しなければ成し遂げられないこと

も学んだ。そして，日頃学んでいる学習が将来の

最新技術を生み出す考えのきっかけになること

を知り，学ぶことの大切さを再認識する機会とな

った。 
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５－④ 「峡北地域科学研修旅行（On Line）」 
 

日 時 令和 3 年 9 月 22 日(水) 5・6 校時 
    令和 3 年 9 月 29 日(水) 5・6 校時 
場 所 スーパーカミオカンデ（SK） 
    KAGRA 
対 象 3 年 スカラーⅢ受講生 40 名 

他希望者      5 名  
講 師  東京大学宇宙線研究所 

重力波観測研究施設 
内山  隆 博士 
片岡 洋介 博士 

目 的 生まれ育った地域の産業が最先端科学

を支えていることを知ることで，大学（大学

院）卒業後の就業先を探す際に，地域に視点を

向けるきっかけとする。また，最先端の技術や

知識を理解することで，大学（大学院）進学後

の研究意欲の向上を図る。 

経 緯 今年度の峡北地域科学研修は，「スーパ

ーカミオカンデ(SK)」と「KAGRA」ともに新型コ

ロナウィルス(covid19)の感染状況や，県の蔓延

防止措置明けとなる状況を考慮して，昨年度に

続いてオンラインでの開催となった。 

SK は 2015 年ノーベル物理学賞を受賞した梶

田博士が研究に使用し“ニュートリノ振動”を

観測した研究施設で，KAGRA は“アインシュタ

インの最後の宿題”といわれる重力波の観測を

目指す研究施設である。この 2 つの施設の建造

に共通している環境が“超真空”である。韮崎

高校の所在する山梨県峡北地域にはこれらの施

設の超真空状態を作り出す企業がある。事業計

画では夏季休業中に行い，理系クラスに所属す

るすべての生徒を対象に参加希望を募る予定で

あったが授業時間（スカラーⅢ）内で実施した

ため，スカラーⅢを履修している生徒と文理科

文系生徒を対象に実施した。 

講義内容 

両講義とも Web 会議システム Zoom を用い施設

内で実施された。事前に案内された講義に関係

する動画で、講義の基礎的な部分を理解した上

で、素粒子研究や重力波研究の原理や意義など

に関する講義を聴いた。また，両施設の Web ツ

アーが行われ、現地へ行き直接見ることができ

なったが。講師の方の計らいで現地での見学ツ

アーで見ることができない部分をモニター越し

に確認することができた。そして，事前にミラ

プロ関連の内容も依頼していたため、同社製造

の部品を指し示し、その機能、品質についても

解説があった。講座の最後には質疑応答があ

り，研究者との有意義な意見交換ができた。 

レポートの感想より 

《スーパーカミオカンデ》 

『光電子増倍管は少しの光を感知するために，

月面上の豆電球を観測できるほどであるのに驚

いた。スーパーノヴァや反物質といったワード

も有り得ないものだと思っていたが，実際に起

こっていることを知れて面白かった。』 

『ノーベル賞に繋がるような大発見があった

り，ニュートリノの研究によって物質と反物質

の非対称性や陽子崩壊についての研究もできる

と聞いて，いろいろな可能性があると思った。

小さな変化や違いによって様々な考察を立て

て，更に研究を重ねていくことで世界規模の研

究に繋がっているので本当にすごいと思った。』 

《KAGRA》 

『ニュートリノと重力波というのは似ている点

がいくつもあり，物質の干渉を受けずに進んだ

り，スーパーノヴァによって観測がされたりと

あり興味を持った。重力波は本当に微弱なもの

であるが人体が影響を受け続けるとどんな現象

が起きるのか気になった。』 

『ごく微小の重力波を調べる装置は複数の鏡を

使用したり，使用する鏡は振動を抑えるために

冷やして吊るしてあったりと様々な工夫がされ

ていた。重力波のおかげでブラックホールの存

在が確認され，新たな宇宙の謎を解く鍵となっ

たということで，今後もっと宇宙の不思議を解

明していくのではないかと楽しみにしている』 

評価 例年(株)ミラプロより資料提供を受けて

事前指導などを行い、現地を訪問するが，今年

度もオンライン開催となった。感想にもあるよ

うに，生徒達がニュートリノや重力波を理解

し，これらの研究が様々な発見に繋がっている

ことを講義を通じて実感し，高校卒業後の研究

が何かの発見に繋がることを実感できた。 
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５－⑤ 「全校サイエンス講演会」 

（On Line） 

 
日 時  令和４年 ３月 ２日（水） 

９：５５～１１：４５ 
演 題 「人は常識を超えていくもの 

 － 真の常識はずっと先にある － 」 

講 師  SMBC日興証券（株）所属 
      義足アスリート  鈴木 徹 氏 
対 象  １・２年生 452名 
担 当  名取 中 
目 的 

 SSHの諸活動の一環として専門家を招聘し行う。全

校生徒を対象に研究に対しての心構えと意義を伝え、

社会に貢献する科学技術に関する興味関心を喚起す

る。 

 今年度は、９月に全校生徒を対象に実施する予定

だったが、講師が東京パラリンピックに出場する関

係で延期となり、３年生は受験が始まることもあり、

３月に１・２年生で実施することになった。新型コロ

ナ感染症の感染拡大によって、当初体育館で実施す

る予定だったが、生徒の登校制限もあり全員自宅に

おいてライブ配信での動画視聴という形態になった。 

 東京パラリンピックに出場した鈴木氏から、義足

の研究と競技者との関りや、東京大会に向けての取

り組みや心構え、終了後の変化などを交えて話して

いただき、生徒のこれからの課題研究への取り組み

や研究者としての心構えの参考にしていく。 
内 容 

 今回の講演では、「挑戦することの大切さ」「つな

がりを大切に」「義足について」「自分だけの情報を

蓄積していく」という４つのポイントで話していた

だいた。まず「挑戦することの大切さ」では、富士

山のように１つの物事に対して「日本一」を目指し

て取り組むことも大切であるが、八ヶ岳のようにそ

れなりのレベルの山々が集まっていてるように１つ

だけに絞るのではなく、挑戦したいことがあれば可

能な限り挑戦しやれることを増やしておくと、も

し、挑戦していることがダメになったとしても自分

にはまだやれるものがあるといったように自分を守

ってくれる。そして、これからの社会では、自分の

就いている職業の仕事に対して AIの発達により、 

  

日常生活も変化し、ロボットや AIに人間の仕事が

代替えされる時代となるので、興味があることには

積極的に挑戦していくことは、自分を助けることに

繋がると語った。また、何をして良いのか分からな

くなったりするときには、自分のルーティーンを壊

すことである。ルーティーンは見方を変えれば、ず

っと同じことに拘っていることなので、脳を使って

いない状態である。帰り道を変えるだけで、「あん

なお店があったんだ」とか「ここは渋滞するん

だ」、「こういう人がいるんだ」などに気づく。この

ような「気づき」が脳に刺激を与えることで、新た

な発想や考え方が生まれる。 

次の「つながりを大切に」では、「リアルな友達が

何人いるか？」の問いから始まり、このような友達

が多ければ多いほど必ず自分の助けになる。人と人

との繋がりは、知人からの紹介に代表されるよう

に、知人を介して繋がる。そして、繋がった人達と

の出会いが夢の実現の手助けとなることもある。ま

た、伸び悩んだりしている時に、YouTubeの動画を

見たり、書籍で調べたり、別の視点から考えてみる

など、いろいろな取り組みからそのことを理解する

ことも大切である。だからこそ、人との繋がりの輪

を広げることともに、自分が取り組んでいるものの

輪を広げることも大切である。 

「義足について」では、世界で活躍する義足のアス

リートを紹介しながら、義足の種類や形態に触れ

た。また、ＭＲＩに入って指示された部分を動かす

という実験では、部位を動かすことで脳のどの部分

を使っているのかを調べることができる。通常なら

ば右足を動かすのであれば左脳、左足を動かすので

あれば右脳が機能するのですが、鈴木氏の場合は、

右足（義足側）を動かすと左脳だけではなく右脳ま
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で機能していることがわかった。これは健常者では

ありえない事象で、専門家の意見によると「複雑な

義足の使い方をしている関係で脳が限界を感じて、

健常時に使われなかった神経経路も使うようにな

り、右脳も使うようになった」という。そして、鈴

木氏本人も大学院で「義足スプリンターの競技発達

過程について」というテーマで研究をした。運動す

る過程での「コツ」に注目し、普通の選手とトップ

選手に差があると思って研究したところ、トップ選

手になればなるほど共通なワードが出てくる。例え

ば、トップになればなるほど義足を扱う意識は「義

足を置く」→「義足で荷重する」→「義足を弾ませ

る」と変化し、また、走るときの意識も「ピッチを

上げる（義足を前に出す）」→「ストライドを広げ

る（中心部を使う）」→「減速を最小限にする（ブ

レーキを少なくする）」と変化してくるそうです。 

最後に、「自分だけの情報を蓄積していく」では、 

東京大会の写真も交えて、YouTubeなどで得られる

情報から学べることは多々あるかもしれないが、そ

れらは誰でも入手できる。しかし、自分自身が取り

組んだ内容や、色々なことを経験して得たことなど

これらのアナログ的な情報を蓄積していくことで、

自分だけのエピソードとしてそれらの情報を話せた

り、発表したりすることができるようになる。 

 

生徒のレポートから 

・まずは鈴木徹さんが事故によって足を失ってしま

ったということを知って、どれだけ苦労したのかと

いうのを考えただけで、すごいとしか言えないなと

思った。パラリンピックをテレビで見ていて、テレ

ビ上の人だと思っていたので、今回の講演は夢みた

いな感じだった。事故後の気持ちの立て直し方をメ

インに講義して下さると思っていた中で、様々な方

面の事柄について講義していただいて、とても参考

になった。特に印象に残っているのは、事故後のパ

ラリンピックに出るか、死ぬかは紙一重だったとい

うことだ。鈴木選手と同時期に事故にあった女性は

自殺してしまったと聞き、とても驚いた。足がなく

なったからパラリンピックを目指そう、と考えを改

めることを非常に難しいことなんだなと改めて思わ

された。紙一重な中でもパラリンピックに何大会も

出場した鈴木さんはとてもすごいなと思った。この

講義から鈴木さんのように人生にハプニングが起き

たとしてもそこからどうするかが大事なんだなと考

えさせられた。アスリートのように人生を再スター

トすることができるのか、そこで終わってしまうの

かは紙一重であると学んだので、失敗してもどれだ

け時間がかかってもいいので、いい人生を再スター

トすることが大事なんだなと感じた。まず人生にハ

プニングが起こらないことが第一だが、もし起こっ

てしまった時は今回の講義を思い出したいと思う。 

（１年生） 

・今回の講演で学んだことは主に 2つあります。1

つ目は、挑戦することの大切さについてです。鈴木

さんはドモリ症という言葉の病気であるにもかかわ

らず、講演会を積極的に引き受けているそうです。

私だったら、引きこもってしまうところを、鈴木さ

んはチャンスをしっかりと掴んでいてすごいなと思

いました。また、挑戦をすることは違う自分に気づ

くことができ、同時進行で様々なことを行い、リス

クマネージメントをすることが大切だと学びまし

た。それをすることで自分の人生に活きると知った

ので、私も興味を持ったものにどんどんチャレンジ

していきたいと思いました。 

2つ目は、自分のコンプレックスの捉え方です。鈴

木さんは見た目でコンプレックスをさらけ出してい

ると仰っていました。私は、それを聞いて何故あん

なにも強く生きられるのだろうと疑問に思っていま

した。その理由が｢なおせないもの｣は自分の武器と

して大事にしているからと知ってとても驚きまし

た。私もこれからは｢なおせないもの｣と寄り添いな

がら自分の成長に繋げていきたいと感じました。      

（１年生） 
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・今の私たちに必要なお話を聞くことができたと思

います。｢障がい者はコンプレックスをさらけ出し

て生きていかなければならない、だから強くなる必

要がある｣という言葉が心に刺さりました。仰って

いた通り、最初から強い人はいないと私も思いま

す。鈴木さんが強く明るく見えるのは、そういう背

景があったんだと納得しました。また、お金をかけ

ても直せないものがあるということはその分まだよ

り良くなれる余地があるということだ、という考え

方も素敵だと思いました。私もコンプレックスが沢

山あり、現在それを改善しようと努力しているので

とても励みになりました。そして、ゴールを先に据

える、依頼を受ける、ルーティーンを壊してみる、

というのを実践してみようと思います。今日は本当

に貴重なお話を聞くことができました。ありがとう

ございました。           （２年生） 

今回の講演はとても自分にとって為になるお話が多

かったです。またお話がとても上手で聞き入ってし

まいました。みんながみんな障がいを持っている方

は前向きに生きていけている訳ではなく、嫌なとこ

ろをさらけ出して生活している訳だから強くならな

いとやっていけないという言葉がとても印象に残り

ました。自分の祖母も病気でずっと車椅子生活でし

た。やっぱり制限されることが多く、病気をする前

よりも少し暗い性格になってしまったなと感じてい

たので、今回お話を聞いて、やめたいと思ったこと

があったり、病気を持っていたりしながら前向きに

生きている鈴木さんを凄いと思いました。チャレン

ジすることの意味を八ヶ岳の山に例えるという考え

方が自分になかった考え方でとても新鮮でした。自

分は今まで 1つのことにずっと集中して、、という

感じの考え方だったので、これからはいろいろなこ

とに興味を持って取り組んでみて、小さな山を作っ

ていけるようにしていきたいなと思いました。 

また、人との繋がりをより大切にしていきたいと思

いました。今はネットが発達してきて顔が分からな

い人とでも繋がれる時代になってきました。今年は

高校生活も終わる年で進学したら今の友達と会える

時間も無くなってくると思います。なので、今の時

期的に頻度に遊んだり会えたりする訳ではないです

が、リアルな友達との時間をもっと大切にしていき

たいと思いました。         （２年生） 

・10代という今後の人生に対して夢や希望で満ち溢

れている時期にある悲惨な事故がきっかけで抱いて

いた夢や希望を奪われてしまい普通の人にはあまり

にも精神的に参ってしまいそうな境遇に見舞われた

中で、鈴木徹さんはそんな時にも、そんなときだか

らこそ今自分にできることは何かということを考え

自分の可能性にチャレンジしていったといいます。

これは本当に素晴らしい考えだと思いますし、尊敬

できる思想だと思います。また、そうやって自分に

待ち構えていた困難に打ち勝って、さらに今現在、

今日の講演会のように自分の経験をもとに迷える若

者たちに希望の種を植え付けていく活動をしてい

る、ということでその行動力もすさまじいものだと

感じました。しかも、講演会を行うにしても鈴木さ

んはドモリ症も患っているというのです。様々なア

ドヴァンテージをもちながら強く生き続けてる鈴木

さんの姿勢はきっと今後もあまたの若者の精神を救

っていくのだろうなと強く感じましたし私自身も鈴

木さんに大きな勇気をもらうことが出来ました。 

（２年生） 

 

検証・評価 

 今回の講演は、とても学びの多いものとなった。

鈴木氏の取り組みは、SSHでの課題研究に取り組む

生徒達の活動に置き換えられ、挑戦する気持ち、科

学者としての心構え、行き詰まった時にルーティー

ンを壊す、自分自身の情報を蓄積するなど、課題研

究を進めていくにあたり参考になることばかりだっ

た。今回学んだ内容を活かして、真の常識を目指し

てこれからも取り組んでいきたいと思う。 
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６  自然科学系部活動の活性化 
研究発表と成果の普及 

（1）科学系部活動の活性化 
① 科学啓発活動に対する取組 
自然科学系部活動の活性化を図るため，本校では「物

理化学」「環境科学」「生物研究」3部を設置し，様々な

活動を行っている。特に，課題研究では，幅広い分野に

及ぶテーマで研究に生徒たちは取組んでおり，多くの成

果を出している。 
1，研究報告会の定例化 
  自然科学系3部合同で，原則毎月１回の生徒主導に

よる定例研究報告会を行なっている。各研究の進捗状

況や課題を整理し，活発な質疑応答が行われる。 
2，研究スキルの向上 
 特に自然科学系3部では，それぞれ次の実験スキルの

向上を目指して取り組んでいる。 
物理化学部 モデル化 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 数理解析 
環境科学部 分子系統解析 より正確な分析技術，

実験技術の向上 
生物研究部 DNAの解析，現地調査 

（2）SSH研究発表と成果の普及 
 科学系部活動の生徒を中心に，今年度は以下のような

研究発表会および交流会に参加し，SSH諸活動における

研究成果を発表した。 
● 県内における研究交流および成果発表 

① 生徒の自然科学研究発表大会（芸術文化祭） 
期日 令和３年11月７日 (日) 
会場 甲府東高校（動画による審査） 
概要 SSHグループ課題研究のうち，科学系3部で取り

組んでいる８演題を発表した。 

物理部門 
A  エデの種子の回転について 

B 金属上の氷の運動 

化学部門 C  化粧水の保湿力の持続Ⅱ  

生物部門 
D カブトムシ（幼虫）の腸内細菌 

E 植物と光の関係について 

地学分野 
F 甘利山環境調査Ⅷ 

G ダイヤモンドダストの発生条件Ⅱ 

ポスター部門 H  階段の踊り場における共鳴の研究 Ⅳ 

結果は A「芸術文化祭賞」（県1位） 
FとHが「教育長奨励賞」（県２位） 
Bが「理科部会特別賞」（県３位） 

発表Aは来年度山梨県代表として，第46回全国高校

総文祭（東京大会）に出場が決定した。 
 
 

②高校生理科研究発表会 

期日 令和３年９月２２日(水)～２５日(土) 

会場 オンライン 

概要 SSHで取り組むグループ研究の７研究についてパ

ワーポイントを動画に変換した形でオンライン発表を行

った。主催者である千葉大学の教授をはじめ様々な研究

員からアドバイスを頂き，これからの研究へのモチベー

ションとなった。 

 

③ガールズサイエンスCafé2021 

期日 ① 令和３年１１月２４日(水)～１２月７日(火) 
     動画公開期間 

② 令和３年１２月２２日(水) オンラインお茶会 
会場 オンライン 
演題 「辛味成分アリルイソチオシアネートの抗菌作用」 
   「花粉管の誘引」 

「気圧による炭酸水の変化」 
「沸点上昇」 
(パワーポイントを動画に変換し発表) 

概要 ガールズサイエンス Café は，女子中高生の理系進

路選択を応援し，理系分野の魅力や面白さを体験する取り

組みで，山梨大学が主催している。本年度は，動画での発

表会以外に，大学生や研究者に研究内容などについてお話

を聞く「オンラインお茶会」開かれ，本校からは，７人が

参加した。 

● 全国における研究交流および成果発表 

① SSH生徒研究発表会 
期日 令和３年８月４日(水)～５日(木) 
会場 神戸国際展示場 
演題 「二足歩行ロボットの研究」 
概要 全国のSSH指定校が集まり，それぞれの研究成果 
を発表した。３年生３名が参 
加し成果を披露した。コロナ 
禍ではあったが，徹底した感 
染対策が講じられる中で実 
施された。 
 

② 日本気象学会ジュニアセッション2021 

期日 令和５年５月１８日 

会場 オンライン開催 

概要 ３年生が「ダイヤモンドダストの発生条件」につい

て発表した。自粛期間のためインターネトと上での開催だ

ったが，専門家からの貴重なアドバイスを戴くことができ

た。 
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③ 第45回全国高等学校総合文化祭（和歌山大会） 
期日 令和３年7月31日(土)～８月２日(月) 
会場 近畿大学生物理工学部（和歌山県） 
演題 [物理部門]  水中シャボン玉の研究 
   [ポスター部門] 階段の踊り場における共鳴の研究 
概要 山梨県の代表として，「物理部門」と「ポスター部

門」の２部門に物理化学部が参加した。今年度は，コロナ

感染症対策がとられる中，現地で開催された。生徒たちは

これまでの研究成果を分かりやすく丁寧に説明すること

ができた。審査員や来場した方々のからは，貴重なアドバ

イスを戴き，自分たちの研究についてより深く考察する機

会となった。また，他校の素晴らしい発表からも多くを学

ぶことができ，生徒たちの研究への糧となった。 

④ 第11回高校生バイオサミット成果発表部門 
期日 令和３年8月11日(木) 
会場 Zoomによるオンライン発表 
演題 ゲンジボタル(南アルプス集団)の遺伝子解析と分

布域の確定 
概要 生物研究部２名が研究発表を行った，今年度も昨年 
度と同様にオンラインで発表を行った。インターネットの 
接続等で慣れない面もあったが，しっかりと発表すること 
が出来た。 
 

⑤ 第２４回化学工学会 学生発表会 
期日 令和４年３月５日(土) 
会場 遠隔会議システムを使ったオンライン 
演題 「カエデの種子の回転の研究」 

「金属以上の氷の運動」 
「イチョウの葉を腐らせる方法」 
「マグヌス効果における回転数と揚力の関係」 

(Zoomでの口頭発表) 
概要 各部の１，2年生がｴﾝﾄﾘｰし成果発表を行った。 
 

⑥ ジュニア農芸化学会2022 
期日 令和４年3月16 日(水) 
会場 オンデマンド発表 

演題 「アリルイソチオシアネートの抗菌作用」 
「甘利山土壌環境調査Ⅷ」 
「植物と光の関係について」 

概要 発表スライドは，農芸化学会大会期間中（3/15-18）

オンデマンド公開され，発表当日（3/16）はオンラインで

質疑応答を行う。 

●その他の研究発表 

①第12回坊ちゃん科学賞 研究論文コンテスト（高校部門） 

「甘利山土壌環境調査」 佳作 

②第20回 神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 

「温め方の違いによるビタミンCの量」 

③日本土壌肥料学会 2021 年度北海道大会（高校生による

研究発表会） 「甘利山土壌環境調査」 

④第16回 科学の芽 

「甘利山土壌環境調査」 努力賞  

「温め方の違いによるビタミンCの量」 奨励賞 

⑤TAMAサイエンスフェスティバル 

「辛味成分アリルイソチオシアネートの抗菌作用」 

⑥日本生物教育学会（高校生部門） 

「カブトムシの腸内細菌」 

⑦JSEC2021(第19回高校生・高専生科学技術チャレンジ) 

「甘利山土壌環境調査」 

・予備審査通過，一次審査通過（入賞） 

・ファイナリスト(全国32研究） 

⑧第６５回日本学生科学賞 

「水中シャボン玉の膜の研究」 

・山梨審査 知事賞（１位） 

・中央最終審査 全日本科学教育振興委員会賞 
（３）科学系コンテストへの参加 

 令和３年度は，次のコンテストに参加した。 
 ・数学オリンピック ８名 
 ・化学グランプリ ７３名 
 ・生物オリンピック ２４名 
 ・科学の甲子園 ３チーム １９ 名 
 今年度はどのコンテストもインターネットでの開催と

なった。当初は，例年に比べ参加者が減少すると思われ

たが，オンラインでの実施は，学校や自宅での参加が可

能になり，逆に参加しやすくなったようである。特に，

化学グランプリの参加者は大幅に増えてた。また，SSH
選択者以外の参加も多く見られた。今後は本戦出場や全

国大会に進めるように指導を強化していきたい。 
（４）大学との連携による研究の深化 
 今年度も昨年度までと同様に大学や各種研究機関の専

門家(研究員等)による実験指導・研究支援をいただいた。 
多くの研究者の方々の専門的な立場からの的確な指導

助言は，生徒の課題研究にとって非常に有益である。その

ことに感謝しつつ，さらに連携を広げ充実させている。 
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７-① 実施の効果とその評価，中間発表の指摘事項の改善と対応状況 
 
（１）実施の効果とその評価（生徒・職員意識調査に見る SSH活動の効果） 

① ３年 SSH意識調査 

 
≪アンケート結果から≫ 

実験結果やわからないことを他の人に質問したり、時にはディスカッションすることで理解を深めている様子が伺える。
また、コミュニケーションの大切さを理解し，友人などと積極的に話をすることで、協力して実験や活動を進められるよ
うになった。そして、物事を論理的に考えられるようになり、科学的な事象についても「なぜ」という疑問を持つように
なった。しかし、SSH 以外の授業に対する取り組みや英語を利用して自分の考えを伝えようとする意欲については否定
的な項目もあるので、これをきっかけに改善することで生徒が更に変容をかじられるように取り組んでいく。 



63

 
 

Q.  SSHに参加したことによる、入学時から現在までの自身の変容などを書いてください。（自由記述） 

・グループ課題研究などを通して発想力や考察力を身につけることができた。 
・主に課題研究を通して物事に対する疑問を持ち、解決するための手立てを考える力がついた。 
・プレゼンテーション能力が向上し、先を見通して予定を立てることの大切さを学んだ。 
・課題研究を通して、プレゼンテーション能力や論理的思考、そして探究心を身につけることができた。 
・科学施設などの実際に最先端の研究が行われる所で話を聞くことができたことで、より科学への興味を増した。 
・今までは興味のない分野には関わろうとしなかったが、今までは理系・文系に関わらず様々な分野に興味を持ち、調べ
たりして知識見聞を広めることができるようになった。また、教授などのいわゆるプロフェッショナルと講義や対話す
る機会が多かったおかげで、1つのことを極めるという選択肢やその魅力も十分に知ることができた。 
・好きな学問分野が出来た。課題研究で菌を用いた研究をしていたことから、微生物学に興味をもった。SSH をしてい
なかったら「微生物は汚いもの」と思い込み続けていたと思う。SSH はそういった物事の考え方を見直す良い機会に
なった。 
・入学時に、実験を好きではなかったけど、今では実験の楽しさを知れた。また、講義もとても面白いと思う内容が多く
て、楽しんで受けることができるようになった。 
・色々なことに興味を持ち、調べるようになった。人前で意見したり、発表することへの抵抗がなくなった。実験するこ
とが好きになった。コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力が上がった。 
・1年生の時に出会った再生医療のアドバンス講座によってその先の興味がある分野が決まり、その分野の本を図書館な
どで借りて積極的に読んだ。 

・はじめは難しそうだと思ったが、研究の楽しさや仲間を協力することの大切さを感じることができた。自分の進路や受
験にもとても良い影響を与えてくれた。日常の中で疑問を持ち、多方面から物事をとらえる力がついた。 



64

② ２年 SSH意識調査 

 

第Ⅱ期の第 1年次と「肯定的」の差で比較した結果、「物事を論理的に考えられる」「友人などとコ

ミュニケーションが増えた」の項目で数字が上がった。しかし、「科学的な事象に疑問を持つようにな

った」「自分で調べる」「大切なことはメモを取る」などの項目の数字が下がっている。この状況の原

因の 1つに、この学年は 2年間本校の特徴である科学研修や地域・小中学校との交流がほとんど中止

となり、本物に触れたり、交流を通じて得られることを経験できなかったことが考えられる。このこ

とも踏まえて、次年度は実施方法や実施時期なども考慮して計画していく。 

 

 

講師の方と綿密な打ち合わせをしな
がら、事前学習の内容も例年通りでは
なく、変えていく必要がある。 

生徒の積極性が数字に表れてきてい
ることから、事前学習も含めて講座の
内容を工夫して実施していく必要が
ある。 
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Q. SSHに参加したことによる、入学時から現在までの自身の変容などを書いてください (自由記述) 

・参加したことで理系の進路選択の参考になる講座などが多くあり、大学の先生が直接教えてくれること 

がとても印象に残った。 

・研究に対応する考え方が変わり、より科学が好きなった。 

・色々なことに疑問を持つようになりました。先生に聞けるようになりました。 

・大学の先生方の話を聞くうちに、物の見方が少し変わりました。どうしてこのようになるのかを考える 

ようになり、プロセスを考えられるようになった。 

・疑問を大切にするようになり、その疑問が研究を発展させ、よりよい学びに繋がると実感できました。 

・授業に対しての意欲が変わった。自分から積極的に調べるようになった。 

・友達と課題研究についてディスカッションをするようになった。 

・最先端の研究や専門分野知識について学ぶことで、理科種目だけでなく他の科目も含めて学習意欲が向 

上した。 

・アドバンス講座について、今年は話が分かりやすいものが多く非常に良い経験となった。 

概ね良好である。生徒も英語に対し
て興味や積極性が出ているので、教
科担当と連携しながらこれからも取
り組んでいく。 

この学年は、科学研修がオンライン
講座になってしまい、本物に触れる
機会が少ないので、それを考慮に入
れて、来年度の計画に反映していく。 

PCや統計に関わる内容は、これから
の課題研究を進めていくにあたり、
必要不可欠なものであるから、講座
の内容も実習をやり方など工夫して
いく。 

分散登校や放課後に残れないなど、課
題研究に対してじっくりと研究を深
めていく時間が確保できていないの
で、次年度は時間の確保をしていく。 

シートの書式や使い方について、再度
検討して生徒に良いタイミングでフ
ィードバックしていけるようにする。 

生徒に周知徹底するためにも、内容の
検討も含めて改善する必要がある。 
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③ １年 SSH意識調査 
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Q. SSHに関する「意見」「感想」「要望」などを書いてください(自由記述) 

・アドバンス講座では新しい知識を多く得られ、興味深い内容に触れられ、自分の視野が広がり、自分の今後の進路に 

も役立つと思うのでよかったです。またオオムラサキセンターや微生物アートなど、自分で実際に行動できること 

は、とても印象に残りその分野への理解度も深まりました。 

・金曜日の午後の時間は、個人的にはとても楽しく思えた。新しい発見、面白い話を聞くことができるこの時間は彩り 

を与えてくれていると思う。 

・授業では習わない科学の発展について知ることや科学について前より興味を持つことが出来て良かった。 

・大学の先生の話を聞くなんて、滅多にできることではないから。SSHという活動を通してチャンスが得られたのはと 

ても嬉しく喜ばしいことです。しっかりとした予備知識を仕入れ、新しく得た知識を無駄にしないよう仲間と知識を 

アウトプットしあいたいと思った。 

・入学する前は SSHの授業内容についていけるか不安だったが、実際に体験してみたら、内容は難しいがそれ以上に自 

分の好奇心を引き立たせるものが多く、とても楽しい活動となった。それぞれの分野の「今」を高校生の段階から知 

ることが出来るのは自分たちの将来にとって、とても貴重なことだと深く実感している。 

・SSHを受けるまで未知だったことも沢山知ることができ、自分の考え方がすごく変化したなと思った。 

・SSHによって普通科にはできない貴重な体験を何度も出来ていると思う。大学の教授の話を聞けることはなかなか無 

いから本当に大切にしたいと思う。課題研究では、自分たちの疑問に思ったことを実験を通して追究することができ 

るため、とても良いと思う。真剣に取り組みたいと思う。勉強の内容の中には難しいものもあるが自分なりに理解し 

ていきたい。 
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④ 教職員の意識調査 

 

 

自由記述（抜粋） 

・いつもありがとうございます。生徒たちの学びが深まり、課題意識を持つようになったとおもいます。

（社会） 

・現代社会において問題発見能力、問題解決能力の養成は喫緊の課題である。生徒だけでなく教員も学 

びながら新しい力なら育成に取り組む必要がある。（数学） 

・SSHに関わる生徒の学びに向かう姿勢や協働的な取り組みは素晴らしいと感じます。また、進路実績 

が高く、生徒募集でもいい影響を与えています。特に、SSH係の先生方のご尽力には、感謝の一言に 

尽きます。(数学) 

・SSH振興係の先生方におかれましては、いつも生徒のためにご尽力いただき、ありがとうございます。

（英語） 

・いつもご苦労様です。継続されることを願ってます（保健体育） 

・総合的な探究の時間のグループ活動や発表に SSHのメソッドやスキルを活用することで、探究活動の 

充実が図れると感じました。また、教員も SSH探究活動の指導方法をもっと学ぶ必要があると思いま 

した。（家庭科） 
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（２）令和元年度実施中間評価における指摘事項と対応について 

① 中間評価の結果 
研究結果のねらいを達成するには、助言等を考慮し、一層努力する必要と判断される。 

② 中間評価における主な講評 
〇 研究計画の進捗と管理体制、成果の分析に関する評価 
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容の達成がやや不十分であり、一部改善を要する】 
１．研究計画の進捗状況 
３．成果と課題の分析、検証  

   ・エビデンスが不十分。 
  ・対話的な学びに関して全体的な向上に向けた工夫が必要。 
⇒・「課題研究の中間報告書」を作成したことで、研究の担当教諭とのコンタクトが増え、生徒達の研究の 

進め方も活発になった。特に、1月に校内ではありますが「韮崎高校サイエンスフェスタ」を企画し、現時 

点での研究成果をポスターにして、ポスターセッションを実施した。 

 ・アンケート結果から、 「質問できるようになった」（R1：63.0％ → R3：79.5％）、 「コミュニケーション 

が増えた」（R1：38.0％ → R3：41.9％）の項目の数値にも表れているが、1月に作成したポスターの内 

容を見ても夏休み明けと比較して、明らかに研究内容を深めているグループが増えてきている。 

 
〇 教育内容に関する評価 
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容の達成がやや不十分であり、一部改善を要する】 
１．教育課程の編成 
２．課題研究や探究的な学習活動に関する取組  
４．カリキュラム・マネジメントの視点を踏まえた、課題研究や探究的な学習活動と通常の教科・ 
科目との連携、授業改善等の取組  

   ・SS科目とスカラー内の講座との連携に工夫が必要。更なる向上が期待される。 
５．特色ある教材開発 

   ・開発した教材の公開・発信が望まれる。 
⇒・これまで通りに科目内で内容を完結させる授業ばかりでなく、数学と情報で連携し「データの分析」を 

PCを利用して教科横断的な取組を実践した。 

・授業や課題研究などで作成した教材を電子化して HPで一部公開した。 

 
〇 指導体制に関する評価 
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容の達成がやや不十分であり、一部改善を要する】 
２．教員の指導力向上のための取組 

   ・教員の指導力向上に向けた取り組みについては、学校全体での組織的な取組をさらに積極的に
行うことが望まれる。 

  ⇒・令和 4年度の入学生から生徒全員に PCを持たせることから、今年度はマイクロソフトの「Teams」

に関わる職員研修を定期的に実施した。また、職員会議の折りにも先生方の情報共有として、

評価法等の研修も実施した。 

   ・「SSH企画運営委員会」や「運営指導委員会」の内容を、職員会議等で情報の共有を行った。 

〇 成果の普及等に関する評価 
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容の達成がやや不十分であり、一部改善を要する】 
２．指定校による成果の普及・発信の取組状況 

   ・これまでの研究成果や指導方法等に関する情報を他校に発信していくことが望まれる。 
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⇒・授業などで使用した OPPAシートやルーブリックなどの評価方法の成果の一部を HPに掲載した。 

 ・発表会での成果を教員と生徒が共有し、今後の研究活動に反映させた。 

 
〇 対象としている生徒が限定的で、学校全体としての SSHの成果が見えない。 

    ⇒令和元年度より「総合的な探究の時間」で探究のプロセスを意識させて、全生徒がグループ課題 

研究に取り組んでいる。3月の韮崎高校探究交流会に、SSH生徒と一緒に発表者として参加して 

いる。 

 
〇 文系理系を問わず，論理的な思考、筋道を立てて考える習慣を身に付ける指導を願う。 

    ⇒・令和 2年度より文理科文系生徒も「総合的な探究の時間」と放課後を利用し、文系的な内容で課 

題研究に取り組み、3年生の 7月の SSH生徒研究発表会にも参加した。令和 4年入学生より、文 

理科文系生徒も３年間 SSHの活動に参加する。 

・1年次の SS数学（1年生全員履修）を中心に授業において「論理的思考」を意識して実施した。 
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７-② 校内における SSH の組織的推進体制 
 
（１）研究組織の概要 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ SSH運営指導委員会 
 
 
 
 
 
（２）運営指導委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・運営指導委員会 
  SSH事業の運営について専門的な見地より指導・助言を行っている。 
 
・SSH 企画運営委員会 
  主な SSH事業の運営に関し，その全体計画立案，実施及び評価等について審議する。教頭と SSH 
  担当，企画研究主任以外に各教科の代表者で構成し，事業内容や役割分担が全教員に周知徹底さ 
  れるように構成されている。 
 
・SSH サイエンス振興係 
  SSH事業の全運営に関し計画を立案し，実施及び評価等を作成し SSH企画運営委員会に提案する。 
  
校内で行っている学力向上プロジェクト「深化する学び」と，SSH 事業とが連携して全校生徒の「学

びのテーマ」発見につながるように，SSHの講演会や研究発表会には全校生徒の参加を基本としている。
また SSH についての理解や協力を得るため，校内および地域の中学校等に広報活動を行っている。 

 

功刀 能文 山梨科学アカデミー常任理事  会長 
山根 兵 山梨大学名誉教授 副会長 
輿水 達司 山梨県立大学特任教授 委員 
松森 靖夫 山梨大学教育人間科学部教授 委員 
森石 恆司 山梨大学医学部教授 委員 
堀川 薫 韮崎市教育長 委員 
丸茂 宏  ㈱ミラプロ技術本部部長 委員 

(協力) 

 
SSH企画運営委員会 

科学技術振興機構JST 

学校評議委員会 

大学・研究機関・民間企業 

PTA・同窓会 

生徒によるSSH活動 

(自己評価) 

(連携) 

（生徒による評価） 

教頭 

学年会議 教科会議 

研究委員会 校内分掌組織 学 年 教 科

山梨県教育員会 

SSH運営指導委員会 

文部科学省 

校長 

運営委員会 

(支援・指導助言・評価) 

職員会議 

企画研究係 

(支援・指導助言・評価) 

（企画立案・運営） 

(内部評価) (内部評価) 

(内部評価) (内部評価) 

(支援・指導助言・評価) 

地 

域 

理 

数 

教 

育 

推 

進 

連 

絡 

協 

議 

会 

(連携) 

(支援) 

(外部評価) 

（企画立案・運営） 

Ⅲ SSH企画運営委員会 

教頭・国語・地歴公民・英語・数学・理科 

保芸家（6教科代表）、企画研究、 

SSHサイエンス振興 18名で構成 

 

Ⅳ SSHサイエンス振興係（分掌） 

経理・事務および教育課程・評価の各研究 

連携推進・活動推進・記録広報など5名 
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７-③ 成果の発信・普及，研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向性 
 

（１）成果の発信・普及 

① 地域自然の教材化 

課題研究として、「甘利山の土壌環境調査」「甘利山におけるタンポポの垂直分布」「韮崎岩屑雪崩堆積物

上の土石流堆積物の堆積機構」「ゲンジボタルの遺伝子解析と分布域の確定」「韮崎市におけるプラナリア

類の生息状況について」など、地域に関係するテーマを設定し研究してきた。しかし、まだまだ地域の特色

のほんの一部しか活用していない現状である。 

② 地域の理数系教育の普及 

これまで、「サイエンスレクチャー」や「科学きらきら祭り」など本校を会場に科学について学ぶ機会を、

地域住民や小中学生を対象に実施してきた。そして、地域の公民館や小学校で出前講座としてサイエンスシ

ョーを披露することで，科学技術に対する興味関心の喚起に取り組んできた。SSH で行う課外活動は本校の

開発課題との関連で地域連携とも深く結びついてきた。しかし，令和 2年度以降は，新型コロナウィルスの

蔓延により交流事業・共同研究・研修旅行がほとんど中止となっている。「サイエンスレクチャー」「科学

きらきら祭り」「出前講座」（小中学校連携）「韮崎ファクトリー」（韮崎市商工会議所連携）「科学研修」

「フィールドワーク」（NPO 法人甘利山倶楽部，富士山科学研究所連携）については感染状況を注視しなが

ら再開を目指す。 

③ 全校体制の確立 

本校 SSH 事業は大枠としては全校生徒を対象とし、「総合的な探究の時間」においてグループ課題研究を通

して「未来の市民」を育成し，一方で「スカラー」受講者を対象として「未来の科学者」の育成を目指すプ

ログラムとなっている。令和元年度より先行実施の「総合的な探究の時間」では、「スカラー」で培った「探

究のプロセス（仮説の設定⇒仮説の検証⇒考察・まとめ⇒発表）」を全生徒に適用した。「総合的な探究の

時間」の課題研究のテーマ設定は TOKに基づき国際バカロレア(IB)の３段階の探究活動を参考にし，SDG’s

の 17 のグローバル目標を枠組みとして実施している。本校のスカラーにおけるグループ課題研究は国語，数

学，理科，英語が連携して指導にあたっており、グループ課題研究の指導体制は「ユニット制」をとってい

る。これは，実験観察等の研究指導に理科・数学・保健体育科・家庭科，データ解析に数学科，論文化，プ

レゼンテーションの日本語指導に国語科，研究概要の英語化，プレゼンテーションの英語化に英語科が充て

られており，組織的にグループ課題研究の指導が行われている。令和 2 年度より 1，2年生では「総合的な探

究の時間」において全員がグループ課題研究を行った。このことにより，探究活動の生徒全校体制が整った。

課題研究を行うグループ数が大幅に増加したことから，すべての課題研究に「ユニット性」を適用すること

はできなくなったが，スカラーで培った「探究のプロセス」を学校全体で共有し，探究活動の質の向上を図

る。また，研究テーマが他分野にわたることから，全職員が探究活動の指導に当たるシステムを構築する。 

④ 授業改善と課題研究活動の活性化 

本校は、５年前から学習支援端末 Classiを導入して生徒との情報共有を電子化し始めた。また、コロナ禍に

おいて休校措置が取られた際にオンラインの必要性が高まり、山梨県の主導で Teamsを取り入れるようにな

った。始めは HR をオンラインで実施する程度だったが、そこから現在に至るまでも、定期的に研修を実施し
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情報を共有することで、現在では授業に取り入れる先生方も増えてきている。これまで本校では、授業など

で紙媒体の教材が多かったが、生徒への配信の手軽さや成果物のやり取りが可能なことなどから、「OPPAシ

ート」や「講座の資料」、「レポート」などの電子化に取り組むことになった。 

⑤ 客観的な評価方法の確立 

これまで生徒の成果物に対して評価をつける際に明確な方法がなかなか見つけられずにいた。本校もこれま

で、OPPAシートとルーブリック、筆記試験、成果物などで評価してきた。しかし、課題研究については、全

グループが自ら設定したテーマに対して、どのくらいの時間を費やし、どのような研究の成果が得られたの

か分かったとしても、その研究に対する内容が比べられない現状がある。そこで、これまでも 3 つの評価法

「ルーブリック」「コンピテンシー評価」「OPPA」の併用に取り組み、客観的な評価方法として検証した。

具体的には、ルーブリックを作る際に「資質」と「能力」の 2 種類で行動パターンを作成し、資質と能力の

関係が正の相関になっているかで、その講座の内容が生徒の変容と強く関わっているかを判別し、その結果

を生徒にフィードバックすることで、自分達の改善点を明確にすると共に、現状から具体的にどういう方針

で再チャレンジしていくのかを考えさせていく。これにより、自分達の力で前に進めるようになれば、自己

達成感が生まれ今後様々な物事に対峙した際に自信を持って取り組むことができる生徒を育成していく。 

 

（２）研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向性 

① 地域の理解と「研究マップ」の作成 

峡北地域は山々に囲まれた豊かな自然が存在し，その自然環境から生み出される資源を研究する企業が多く

存在している。1年次の前半に「ミニ課題研究」として，峡北地域の「自然環境」「産業」「歴史」などの分野

から，各自がテーマを決めて「仮説の設定→検証→観察・実験→結果の処理」の課題解決のプロセスを意識

して取り組むことで，課題研究の進め方を学んでいく。そして，この研究をきっかけに 1 年次の後半から始

まる「課題研究」において，「ミニ課題研究」の内容を研究するグループを募り，更なる地域理解と地域の課

題解決に向かって取り組む人材を育成していく。 

② 理数系教育のネットワークの拡大 

これまで「サイエンスレクチャー」や「科学きらきら祭り」は峡北地域を対象に実施してきたが，「出前講座」

は韮崎市を中心に実施していた。交流地域を拡大することで，今まで「出前講座」に参加できなかった生徒

にも機会が与えられ、さらに複数回できる可能性もある。生徒達は，これらの事業に参加する準備として，

放課後等を利用して実験を繰り返し，声の掛け方や話し方なども何度も練習して取り組んでいる。また，質

問などにも対応できるように科学の知識もグループで確認し合い，本番に臨んでいる。これらの経験を重ね

ることで，コミュニケーション能力は勿論，科学の正しい知識が得られ，後の科学に対する取り組み方にも

変容が期待できる。 

③ 部活動とデータサイエンス 

本校の特色は SSHと活発な部活動である。この部活動強化を課題研究のテーマとして取り入れることで，学

校の活性化を目指す。本校のほぼ１００％に近い生徒が部活動に所属し，サッカーやバスケットボールなど

を筆頭に全国大会に出場するような部活動もある。また，数年前のサイエンス講演会で，バレーボールの全
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日本チームに帯同しているデータアナリストの方の講演を聞き，選手を裏で支える方法もあることを知った

生徒もたくさんいる。データアナリストのようにチームの特徴を考え，データを収集し，試合を有利に導く

知識や技術を身につける必要性を感じている生徒は多い。文系・理系を問わず自分事としてこの研究に取り

組む生徒が多数出現することが大いに期待できる。 

④ ICTを活用した主体的な授業 

令和 4年度から生徒 1 人 1台 PC を持参することで，授業が黒板から電子黒板や PC のモニターに変わるよう

なことが多くなると予想される。本校では，5 年前から Classiを利用して連絡ツールとして使用してきた経

緯があり，現在では Teamｓを利用した授業が展開されるようになってきている。ICTを利用することで，教

材も電子化となり事前に配信したり，授業後に課題やアンケートなどの回収もスムーズになってくる。生徒

も事前に教材や授業内容を知ることで，予習したり友達と話題にするだけでも授業に対する入り方が変わっ

てくる。さらに，生徒の質問にも迅速に対応することができ，生徒のモチベーションも上げることができる。

グループ学習にも対応できるので，生徒も授業に対して受動的ではなく主体的に取り組むことができる。 

⑤ 客観的な評価方法の実践 

これまで本校では，OPPAシートとルーブリックによる評価を実施してきた。OPPAシートについては自己評価

をしながら生徒の変容を把握できる長所はあるが評価基準が明確でないため生徒の到達度の認識が曖昧にな

ってしまった。ルーブリックでは，評価基準が明確に示されるため，教員も生徒も到達度を客観的な総括的

評価として捉えることができる。そして，これらの評価をさらに進化し，パフォーマンス評価の研究開発を

行い生徒のメタ認知と認知的方略に繋がる評価研究を進めた結果，クロス評価による集団の資質・能力の評

価に辿り着いた。クロス評価は，バブルチャート（縦軸に能力，横軸に資質，バブルの大きさが人数を表す）

を用いて評価することで，アンバランスな評価（資質と能力が負の相関）資質・能力共に評価が低い項目に

対してはその原因を検討し，その後の問いかけや基礎知識の確認などでフォローするなど対策を講じること

ができる。そして，生徒と教員がこの評価を共有することで，生徒のメタ認知が進み，教師とのコミュニケ

ーションを通じて生徒自身による改善点の把握と克服に向けた行動が期待される。 
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８- 関連資料 

① 運営指導委員会の記録（ 議事録 ） 

令和３年度山梨県立韮崎高等学校 ＳＳＨ第1回運営指導委員会 

日 時 令和3年7月16日(金)  14時45分 

参加者  功刀 能文  山梨科学アカデミー常任理事 功刀技術士事務所所長 

山根 兵   山梨大学 名誉教授 

輿水 達司  山梨県立大学 客員教授 

森石 恆司  山梨大学医学部 教授 

松森 靖夫  山梨大学教育学部 教授 

堀川 薫   韮崎市教育長 

丸茂 宏    ㈱ミラプロ技術本部 部長 

委嘱式 

議 事  （１） 令和３年度事業計画    

（２） 令和３年度予算案 

（３） 年間予定（別紙：第3版6/20）   

（４） 令和4年指定に向けて（令和3年申請） 

（５） 質疑応答および指導助言 

（６） その他委嘱式  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

１ 開会 →省略 
２ 議事  
（１）令和３年度事業計画   
山根先生：関西研修などの遠方への研修においてコロナ感染対策はどうですか。 
名取先生：関西研修は中止する方向、SSH 生徒研究発表会（神戸）つきましては、JST 主催により出来る限り

の感染対策をして参加する方向です。 
輿水先生：ＪＳＴからSSH 生徒研究発表会（神戸）に審査員として呼ばれている 

実際の発表は３分くらいで、その後質疑応答の対応という感じで、神戸に出場するメンバーには練

習しておいてもらいたい。 
輿水先生：オンラインでの講義が続いているが、生徒の食いつきはどうなのか。 
名取先生：オンライン講義は昨年から行っているが、終わってからも質問に列を作るくらい食いつきはいい。 
松森先生：大学でもオンライン講義だが、学生からはオンラインが続くと、ライブの方がいいとの本音も聞か

れる。 
森石先生：医学部でもオンライン講義だが、オンラインの方が話が聞きやすいとの声もあり、長短がある。例

えば、オンライン講義だと質問など時間内収めるのが難しいが、その辺のところはどう工夫されて

いるのか。 
名取先生：オンライン講義は延長を想定して、５．６校時後の掃除時間等を使い対応している。出来る限り生

徒が興味を持って質問をしているので、可能な限り対応しています。また、後日出た質問につい

ても、メールを送ってご返答頂くなど対応しています。 
森石先生：チャットなどを多用すると、授業後にも聞きたい生徒に対応できるかなと思う。 
堀川先生：韮崎市の小中学校もコロナ禍での授業の組み立てで非常に苦労も多く大変だが、SSH で続けてきた

内容をコロナ禍であっても、工夫して続けてほしい。 
丸 茂 様：企業間でも９割以上打ち合わせはオンラインが当たり前、でも昔ながらのフェイス to 

フェイスもとても重要。顔を見て話す機会重要なので、子供たちにとってもオンラインとライブを

上手くミックスしてあげてほしい。また、コロナが終息したらぜひお互い顔を見ながら会話する機

会を作ってほしい。 
功刀先生：いろいろと困難はあると思いますが、一つ一つを解決しながら次のステップに進めることが必

要。 
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（２） 令和３年度予算案 →省略 
（３） 年間予定（別紙：第3版6/20） →省略 
（４） 令和4年指定に向けて（令和3年申請） 
（５） 質疑応答および指導助言 
森石先生：令和4年指定に向けて、韮崎高校のうりは何か。もっとアピールした方がいいのではないか。 

他校との差別化がほしい。今年年度予算においては、図書購入費が少ないがあまり本を読まないの 

か。 
名取先生：韮崎高校のうりではないか、卒業生をもっと活用したい。卒業生が活躍するようになったときに高  

校との連携をお願いしたい。 
森石先生：このような時代になりリモートが使えるとわかってきた。海外の方ともつながることが容易になっ

た。卒業生だけでなく企業や研究者からの話を聞く機会をもってほしい。 
輿水先生：卒業生だけでなく、いまの時代なのでオンラインを上手く使って、先輩の研究をなぞるだけでなく、

地域性を生かしたオリジナルな研究をしてほしい。 
輿水先生：地学の先生がいないのが残念だが、甘利山はまだまだ地質的にも生態系とも研究対象となりうる。

自分たちだけでなくその分野に精通した方ともっとやり取りをしたほうがよい。もっとどん欲にや

り取りして研究が楽しいものとしてほしい。 
校 長：マイスターハイスクール事業が農林高校で始まり、山梨らしさをテーマに各学科がそれぞれ研究し 

学科を横断的に結ぶ計画をしている。今後はＳＳＨ校との交流も検討している。次の計画に向けて

データ分析などＳＳＨ校での経験を生かして交流が出来ればと考えている。 
輿水先生：農林高校の取り組みは、オリジナルな新しい世界を目指すものなのか。 
校 長：農林高校の取り組みはオリジナルなものというよりは、毎年単に栽培するのではなく、データを取

って新しい農業につながるような経験をさせるような事業です。そこで得られるデータを多分使い

こなせないので、SSH 校としてコラボ出来ればと思います。 
功刀先生：山梨大学に初代学長 安達先生が山梨にきて、水晶とワインだとして研究施設を作られたのが、今も

山梨大学に受け継がれている。地域性は必要だと思う。 
山根先生：課題研究向上ユニット制の役割の確認では、数学的サポートでは特に統計の部分を付け加え 

てほしい。 

 

令和３年度山梨県立韮崎高等学校SSH第２回運営指導委員会議事録 

日 時 令和３年11月10日(金)  １6時00分 
参加者 功刀 能文  山梨科学アカデミー常任理事 功刀技術士事務所所長 

山根 兵   山梨大学 名誉教授 
森石 恆司  山梨大学医学部 教授 
堀川 薫   韮崎市教育長 

議 事 
（１）SSHに関する今年度の取り組み（事務局） 
（２）第１回運営指導委員会より（事務局） 
（３）第Ⅲ期の申請について（事務局） 
（４）質疑応答及び指導助言 
（５）その他 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

１ 開会 →省略 
２ 議事  
（１）SSHに関する今年度の取り組み（事務局） 
（２）第１回運営指導委員会より（事務局） 
（３）第Ⅲ期の申請について（事務局） 
功刀先生：申請に向けてのスケジュールは。 
名取先生：11月15日公募説明会，11月中に具体的に進めて、12月上旬に申請，その後にヒヤリング日程予定。 
山根先生：Ⅲ期申請に向けては、中間評価を踏まえて新しいところがほしい。大筋ではいいが、個々の具体性
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が足りない。（Ⅲ期）テーマに対する説明が足りない。 
伝えるばかりを強調するのではなく、聞くことがすごく大切。聞くためには相手に敬意を払いなが

ら、基礎知識、理解するための背景も必要。 
課題研究では他校との交流、SGH校など違いのある者と交流し、“違い”をしっかり理解すること

も大事。 
探究力の向上では、探究力とは具体的に何なのか。粘り強さ、しなやかな考え、関心、好奇心など

ではないか。探究力はどうやったらつくのか。サポート体制はこれで本当に探究力が上がるのか。 
名取先生：Ⅲ期目に向けての申請内容に関してはご指摘いただいたことを考慮に入れていく。また、他校との

交流に関してもこれまで交流してきた学校だけでなく、近隣の高校と交流する機会を設け、国際的な

交流も視野に入れていく。サポート体制としては、現在実施しているユニット制の強化として先生方

の情報の共有や先生方のスキルアップとして研修などを定期的に実施していく。また、全校体制につ

いても探究のプロセスを指導する先生方と共有して、課題研究を進める際に意識して取り組ませてい

く。 
校 長：海外とのオンライン交流もしている。オーストラリアの生徒は日本語を学んでいる。 

次回は授業もやってみようという案もある。 
山根先生：そのようなところをもっとアピールしてほしい。 
堀川先生：ＳＳＨの目指すもの、Ⅲ期は特色と変革、Ⅱ期の時よりコロナ禍でもあり、変革についてより明確

にする。変革という意味では、小中学校ではチョークと黒板で勝負していた先生が、ITC を活用し

始めて変わってきている、それに伴って生徒の意欲も向上している。 
Ⅰ期では韮崎小学校の校長をしており、当時から「きらきら祭り」は小学生にも大人気でした。ま

た、「出張出前講座」できらきらした目をして参加していた児童が、実際に何人も韮崎高校SSH と

して活動している。地域内での科学技術人材の育成を促進では、実際にⅠ期からの積み重ねを肌で

感じ、実感している、自信を持っていいと思う。 
韮崎市としても心から応援したい。何かあれば協力していきたいと思う。 

丸 茂 様：発表と報告の使い分け、発表はきれいにまとめて伝える。報告は進行状況や結果などを伝え、どう

ように考えるのか。短いスパーンで、報告、ディスカッションをすることで見えてこなかったもの

が見えてくる。企業でも研究開発しているが、特に大切なのは過去データの分析。生徒が主体的に

出たデータを分析、思ったときにすぐに聞ける環境を作る必要がある。 
森石先生：中間評価の結果を踏まえ、Ⅱ期との違いを明記。ＰＣの活用も良いが、大学でも文章も字も書けな

い生徒が多数いる、ここも強化してほしい。 
功刀先生：韮崎高校として、新規に取り組む柱 Keyword が欲しい。今年 SSH 生徒研究発表会で他校ですが、

信玄堤を題材にし、テーマとして人の命を助ける先人の知恵、実用され現在も社会に貢献している

ことを取り上げて上位に入賞している。大事なことは知識ではなく知が欲しい。課題研究テーマを

さらに充実させてほしい。 
関 先 生：Ⅲ期の申請に向けて、テーマ（仮）課題研究の深化となっているが、200 校あまりSSH 指定校が課

題研究を基本にして授業を進めている。それを地域や生徒の卒業後の進路に繋げていくか、地域社

会や企業連携、海外交流等をどう広げるか。韮崎高校の特色をどのようにアピールするか。取組は

されているが、プレゼンテーションなので韮崎高校の良さ強みをアピールことが必要。柱となる

Keyword を現在進めているものから見つけてさらに進める。管理機関としても情報交換や横のつな

がりを持つ機会など設けていきたい。 
中間評価でも指摘されていたるが、学校内組織、教員間のSSH に対する意識、一体感をどのように

しているのか、申請のタイミングで問われているので整理してほしい。 
途中経過ではあるが、申請内容が課題研究のことになっている。５年間という長いスパーンの計画

なので、どのように広げていくかのビジョンを示すことがポイント。 
 

令和３年度山梨県立韮崎高等学校SSH第３回運営指導委員会議事録 

日 時 令和4年2月9日(水)  １6時00分（オンライン） 
参加者 功刀 能文  山梨科学アカデミー常任理事 功刀技術士事務所所長  

山根 兵   山梨大学 名誉教授 
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輿水 達司  山梨県立大学 特任教授 
森石 恆司  山梨大学医学部 教授 
堀川 薫   韮崎市教育長 
丸茂 宏   ㈱ミラプロ技術本部 部長 

議 事  
   （１）SSH 事業報告（事務局） 
      ①令和３年度韮高SSH の取組（抜粋）  
      ②第Ⅲ期の申請状況について      
   （２）その他 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

１ 開会 →省略 
２ 議事  
功刀先生：水中シャボン玉、甘利山動画を見て、すばらしく、韮高らしさ、頼もしさを感じた。ぜひ、このま

ま発展させていってほしい。総論として、大学でも感染症に重点を置く新聞記事を見たが、理系に進

むもうとする生徒が、ぜひそちらの方面に関心を持ってもらい、コロナ禍を乗り越え明るい社会に向

けて頑張ってもらいたい。 
山根先生：昨年・今年とコロナ禍の中、学校現場は大変だと思う。授業はオンラインであっても課題研究など

実験を伴うものはどうしていたか、気になっていた。 
会議資料として、事前に第Ⅲ期申請書（写し）送付してもらいよかった。これまでぼやっとしていたものがは

っきりした部分があった。これを作成するにあたり、担当先生だけでなく、校長先生はじめ教職員の

方々がバックアップされ、大変なご苦労があったとしみじみ思う。ぜひ、第Ⅲ期申請が採択され継続

出来ることを願います。次期では課題研究のユニット制を推進してほしい。申請書の中で、「マップ」

という文言が出てきたが、具体的にはどのようなことをするのか？ 
名取先生：「マップ」とは、今までの下地がないが、1年生前半でミニ課題研究として峡北地域を題材に調べ学

習的なところから出発し、内容を地図上にリンクさせる。研究を積み重ね、深く突き詰めたい。 
山根先生：課題研究の指導体制において、教員同士の連携、研修については具体的にはどのようなに考えてい

るのか。 
名取先生：全教職員に周知徹底出来るように職員会議や月１回程度の定期研修会、事業推進において教科各 1

名SSH 企画運営委員会からの各教科へおろすシステムの構築と徹底。 
輿水先生：7 月実施 3 年生グループ課題研究成果発表会の動画を見てコメントをしたが生徒の反応がなく一方

的であった。研究は意見がキャッチボールすることでステップアップしていくものなので、せっかく

の機会なので、生徒の研究の質が上がるような仕組みを検討してほしい。次期Ⅲ期目申請の中でも峡

北地域の文言は何度も出ており、採択された際には、峡北地域の生物・地学・人文系地理を柱に、化

学・物理・数学などの知識が上手く融合して新しい形を自然の姿を見いだせればと思う。ヒヤリング

当日は南アルプスエコパークについて質問はなかったか？ 
名取先生：頂いてコメントは生徒に還元するとともに、運営指導委員の先生方にもフィールドバック出来るよ

うに徹底していきたい。ヒヤリング当日のエコパーク質問に関しては、申請書には入れたが、当日の

短いヒヤリング時間の中で言えず、質問事項の中でもなかった。しかし、Ⅲ期目が採択された際には、

南アルプスエコパークはメインになってくる。 
輿水先生：エコパーク関連については、山梨大学だけでは難しい側面がある。第Ⅲ期申請が採択された際には、

研究プラン、具体的なリテールを生物の先生が中心となって組み立てると思うが、しっかり検討して

進めてほしい。峡北地域の研究だが、科学なのでそこから出てくる規則性は地球規模である。せっか

くの機会なので、南アルプスエコパーク申請に関わっている先生方も知っている。漠然とした計画で

はなく、生徒に科学の面白さが伝わる、研究のキャッチボールを伴う、生徒が成長できるようプラン

を検討してほしい。 
森石先生：採択された後、今後の発展に生かしてほしい。研究面では、一つの研究が終わっただけでなく、そ

の後どのように応用していくことが一つ重要であり、非常におもしろい研究になる。違う疑問があっ

たら、発展性を持たせた違う課題にどうやったらいけるのかを考えられたら良いと思う。シャボン玉

の研究はとても面白かったが、これからの課題で様々な膜の基礎研究に発展できるかと述べている
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が、もっと具体性を持たせるといいと思う。甘利山の研究は一定の培養方法で菌が出るが、培養方法

を変えることで違う菌が出てくるので、また違った側面が見える。ただ結果をうのみにするのではな

く、違う見方をしたら違う結果が出るのではないかと、生徒側が自主的にフィードバックして考え直

すシステム作りが重要である。 
堀川先生：コロナの影響で学校活動が制限される中、オンラインの活用など工夫をされている。地域との連携

は出来ないことが多かったが、今後も計画してほしい。地元の教育員会として今後も支援していきた

いと考えている。地域や学校との連携を深めていきたい。 
丸茂 様：コロナの影響で生徒にとっては大変だったと思う。サイエンスフェスタ感想ではとてもポジティブ

な意見が多いが、ネガティブは意見どうだったのか。また多くのことがオンラインになっているが、

生徒のモチベーションをどのように保っているのか。企業の製造現場ではオンラインを活用している

が、オンラインだけでは難しいことが多く、実際に触る、見るということがとても大切になってくる。 
名取先生：サイエンスフェスタ（1/22）実施を生徒に案内していたが、12 月中旬ぐらいまでなかなか研究は進

まなかった。しかし、実際にポスター締切日、準備期間を示し、促しながら進めていくと、本格的活

動してはじめ、周りのグループも波及し、モチベーションが上がっていった。サイエンスフェスタ後

に生徒達も研究をもっと頑張ろうとモチベーションが上がってきた。ただ、このコロナの影響で放課

後の活動が制限され、この1ケ月の状況が今後どのような影響を与えるかわからない。現在は、動画

作成にシフトさせてモチベーションの継続へとつなげている。 
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教育課程表

標準
  科　目 単位

    

小　　　計
ホームルーム 1

合 　　　計
△は前期で履修、▽は後期で履修

令和2・3年度入学生　教育課程表
山梨県立韮崎高等学校（全日制）

教
科

一学年 二　　学　　年 三　　学　　年
普通 文理

Ｌ(3) Ｓ(2)
理 共 文 理

文理科 
Ｌ１(2) Ｌ2(１) Ｓ１(１) Ｓ2(１)

文理科 
共 文

国
　
語

 国語総合 4 4 4

 国語表現 3

科　 科　

3 2

 現代文Ｂ 4 3 2 2 3 3

3 2 4

 古典総合 2 2 2

2 2 2

 古 典 Ｂ 4 4 2 2 3 3

2

 世界史Ｂ 4 4 3 4地
理
歴
史

 世界史Ａ 2 2 2 2

 日本史Ｂ 4 4

 地 理 Ｂ

4 4 4

 日本史Ａ 2 2 2 2 2

4

 地 理 Ａ 2 2 2 2 2

3 4 4 3 3 4

3 4 4

公
民

 現代社会 2 2 2

 倫　　理 2

4 4 3 4 4 3

2 3 3 2

 政治経済 2 2 2 2

数
　
　
学

 数 学 Ⅰ 3

 数 学 Ⅱ 4 3 4 3

 数 学 Ⅲ 5 6 6

 数 学 Ａ 2

 数 学 Ｂ 2 2 2

4 4

 数学探究 1 2

 数学総合 2 3 2 2 2

3 3

理
　
　
科

科学と人間生活 2

 ＳＳ物理Ⅰ 2

 ＳＳ化学Ⅲ 3

 数学総合探究 3

 ＳＳ生物Ⅲ 4

2

2

物理基礎 2 ２△

化学基礎探究 2

 ＳＳ数学 5 5

2 2

生物基礎探究Ⅰ 1 1

生物基礎探究Ⅱ 2 2 2

4 4

 ＳＳ化学Ⅰ 2 2

 ＳＳ化学Ⅱ 3 2

２△

 ＳＳ物理Ⅱ 2 ２▽

 ＳＳ物理Ⅲ 4

4 4

ＳＳ生物基礎探究 3 3

5 5

 ＳＳ生物Ⅰ 2 2

 ＳＳ生物Ⅱ 2 ２▽

2

 保　　健 2 1 1 1 1 1

2 2 3 3 2 2 体　　育  7～8 3 3 2

2

2 2

 美 術 Ⅰ 2 2 2

2

芸
　
　
術

 音 楽 Ⅰ 2 2 2

 音 楽 Ⅱ 2 2

 音 楽 Ⅲ

保
体

 ｽﾎﾟｰﾂ総合 2

 書 道 Ⅰ 2 2 2

 書 道 Ⅱ 2

 美 術 Ⅱ 2 2

 美 術 Ⅲ 2

2

 書 道 Ⅲ 2 2

外
　
国
　
語

 ｺﾐｭ英語Ⅰ 3 3 3

 ｺﾐｭ英語Ⅱ

4 4

2 2 2 3

 ＳＳＥⅢ  2

 ＳＳＥⅠ  2 2 2

 ＳＳＥⅡ 2

2 2

4 4 4

英語総合 2 2

4 4 4 3

 ｺﾐｭ英語Ⅲ 4

2 2 2

家
　
　
庭

家庭基礎 2 2 2

 栄　　養 3 4

フードデザイン 4 2

 ライフデザイン 2 2

子どもの発達と保育 4 2

2 2
総
合 総合的探究 3 1 1 1 1 1

情
報

 社会と情報 2 2 1

情報の表現と管理 3

1

理数数学特論 6 1 2

1 1 1 1

 理数数学Ⅰ 6 6

 理数数学Ⅱ 8

1

課題研究 2 1 1 1

1

SS理数生物 6 2 2 １▽ 4 2

SS理数化学 6 2 2 １△ 3

S
S
H

 スカラーⅠ 2 2 理 数

SS理数地学 6 3

理
　
数

SS理数物理 6 3 4

1 4 3

数

 スカラーⅡ 3 3 3

 スカラーⅢ 1 1 1

31 31 31 31
1 1 1 1 1 1
31 31 31 31 31 31

32 32 32 32
1 1 1 1

32 32 32 32 32 32



81

グループ研究一覧 
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