令和２年３月３日発行

我去了台灣交通大學（台湾交通大学に行きました）
来年度 SSH 海外研修旅行の下見に台湾へ行ってきました。その様子を写真で報告します。
行程

TSMC museum

1/19（日）
1/20（月）

1/21（火）

台湾交通大学にて打合せ・学内見学
サイエンスパーク内の TSMC museum 見学
科学園区探索館・科技生活館見学
新竹高級中学訪問、新竹市内見学
大学実験体験コーナー見学
国立台湾科学教育館見学
台湾で見た光景

大学近くの街並み

TSMC museum 正面

館内の構成紹介

VR 体験

半導体技術の発展の紹介

空港で発見した SDGｓ
台湾交通大学

科学二館

ガジュマルの木

実験体験コーナー（物理）

平松教授（中央）と石原（左）・宮原（右）

学内のおしゃれなレストラン

北大門

プラズマボール

図書館内

購買（タピオカも買えます）

実験体験コーナーのある建物

科学園区探索館

外観

半導体工場の機械の仕組み

新竹高級中学

サイエンスパーク発展の説明

校舎

正門

さまざまな製品の展示

グラウンド

剣道館

ＳＳＨ先進校訪問<Part 2>
ＳＳＨ１年目の多摩高校は、全国のＳＳＨ指定校を訪問し、勉強しています。今年度訪問した学校の取り組みで参考になったところを
お伝えします。
※記載は、訪問した教員の記録に基づいて作成したものです。

学校名

①探究活動の取組について

札幌啓成

１年生は個人研究をし

・IWMC という野生動

マレーシア・オーストラリアと交流をしている

サイエンス英語

海外交流が盛ん

高等学校

た の ち似た テ ーマ の

物の国際会議に出

・マレーシアでは森林研修や環境保全について議論し

・１コマ 50 分の２時間連続授業、all English で行っている。

な学校で、サイ

人とグループを組む。

た。

ている。

・授業は理科の先生が主体で行う。

エンス英語とい

２年生中心にゼミ形

・課題研究での１・２

・引率は理科の先生と同行講師。

・１年の理数科の生徒が月に１回、科学のプロセスを学んでもら

う授業は理科の

式を行っており、大学

位で１班が神戸、もう

・８人で１月（北海道は冬休み中）に訪問し、11 月にさく

う内容。

先生がメインで

NPO の人にテーマを

１班が全校で発表。

らサイエンスというプログラムで来てくれる。

・留学生（北大の院生等）や違う学校の ALT を毎回呼び、１グル

行っていた。「科

依頼している。

・北海道が開く SDGs

オーストラリア

ープに１人ついている。

学 を題 材 にコミ

情 報 でプ レゼ ン 指 導

の会議にも出ている。

・クイーンズランド州の学校と科学交流をし、５月～12

①生物の時間に日本語で予習し、必要な単語の確認を行う。

ュニケーションを

月の月１回放課後に生物多様性や温暖化、絶滅危惧種

②なぜ？ と思うような観察をし、仮説を考える。

する」との言葉

について議論している。

③どうやって検証するかを問い、実験をする。

が印象的で、そ

・普通科の生徒で、20 くらいグループがある中で、そ

④学んだ内容で４つのスライドを作っているので、暗唱してプ

れを実現してい

れを選択した生徒が交流している。

レゼン練習をする。

る学校だと感じ

・大学の先生がコーディネーターをやってくれて、議論

⑤留学生の前で発表をして、プレゼンの仕方のアドバイスをも

た。

を進めている。

らう。

をしている

②学校外での発表等について

③海外研修等について

④その他

⑤訪問者の所感

北海道北見

一年生は全員、二年生からは理

サイエンスクラブやＳＳＨアクション

海外での活動としては、本校と

体育館で１年生の全員、２年生の理系生徒が

SSH の先進校である北見北斗

北斗高等学

系の生徒が探究活動を行なって

チームを中心に学校外で発表して

同じく台湾研修を実施してい

集い、各グループによるポスター発表を行

高校を視察し、テーマ設定の導

いる。課題研究は学校設定科目

いる。ＳＳＨアクションチームは探究

る。そこでは、風化や海の浸食

なっていた。１・２年生合同での中間発表の

き方や生徒への働きかけといっ

「GS（グローカルサイエンス）」と

活動に興味関心のある生徒で構成

によってできた奇岩や特徴的な

ポスターセッションを行なったのは今回が初

た点において多くの学びを得

位置付け、これを隔週・二時間続

されており、各種コンテスト・大会・

地形を観察し、地形の変動や地

めてということだったが、学年を超えて質問

た。課題研究のテーマ設定につ

きで配置している。各グループ

イベントなどへの参加を通じてプレ

域の成り立ちについて理解を

やアドバイスをしあうなど、生徒にとって充

いては、本校の「Meraki」で生

は５名で編成している。年度の

ゼンテーションやディスカッション

深めたということだ。また、日

実した時間であったように見受けられた。今

徒が苦労しているポイントの一

始めに「オホーツク圏の環境」と

などのスキルアップを目指してい

本との上下水道の整備状況の

回、教員から発表の形式などは細かく指定

つであるため、「大テーマを設定

いう大テーマを提示し、考えられ

る。これまで土壌肥料学会発表会や

違いや河川の流域面積の違い

せず、発表時間についてもまとまった時間

してまずは実験させる」という訪

る問題意識を個人で整理した上

環境活動発表大会、科学の祭典や

による水質差について、目視や

を確保しながら各グループで流動的に発表

問校の取り組み方は非常に参考

で、似たようなテーマを持つ生

科学の甲子園といった舞台で活躍

パックテストでの調査を行なっ

を回すように実施していた。発表を聞いて

になった。こうした方法が可能な

徒でグループを作成した。二年

し、よい成績を収めている。また、課

ている。また、語学力やプレゼ

いる生徒は「相互評価表」を記入しており、

理由としては、グループを編成

生から理系の生徒しか課題研究

題研究の発表にとどまらず、パソコ

ンテーション能力の育成を目指

フィードバックも充実していた。（なお、今回

する下準備として、各生徒の興

を行わないのは、研究テーマを

ン甲子園や英語ディベート大会、科

し、長期休業期間中のボストン

行った中間発表ののちは、発表を通して得

味のある課題を共有しているこ

科学的（物化生地情）なものと指

学英語プレゼンテーションセミナーへ

研修も実施している。そこでは

た気づきやもらったアドバイスを参考に、３

とが挙げられる。あらかじめ「こ

定しているためであるが、文系

など、科学に関わるコンテストへの

現地の学生との交流をはじめ

月の最終発表に向けて形式を整える。その

れを研究したい」というビジョン

生徒からは「探究を続けたい」と

積極的な参加を続けている。

校

として様々なプログラムが用意

後は実験をまとめたスライドを作成し、今回

を共有することで、類似する目

の意見も出ており、その実施方

されており、生徒の人気を集め

と同じような形で相互に発表する。その中

標を持つ生徒とグループを編成

法については検討の余地がある

ている。

で優秀なグループがステージ上で発表し、

することができるのは、探究心

課題研究は一年のプログラムを終了する。）

の深化に大きく寄与していると

という。

感じた。

京都府立桃
山高等学校

探究力を育成するための教科「グローバルサイエンス（GS）」を配置し、探究活動の充

多くのポスター・チラシが

研修旅行として、オー

探究活動を全クラスで取り組むうえで、

実に取り組んでいる。１年生では科目「GS ベーシック」を４単位実施し、「プレゼン英語基

届くが、重点的に取り組

ストラリアに５泊６日

カリキュラムや時間割の工夫がされてお

礎」、「サイエンス英語」などの語学に関する取組を中心に行っている。英語の基礎を学ん

みたい内容については生

で行き、研究発表（代

り、特に理科や英語の職員に限らず、各

だ後、１月には既存の理科実験に独自の工夫を取り入れた研究をプレ課題研究として行

徒への周知を積極的に行

表生徒によるプレゼ

教科の職員が探究活動に携わっている

い、2 月にその研究を英語で発表する取組（英語口頭発表会）を行っている。

っている。特に、12 月に

ン）や学校交流を実

仕組みが魅力的であった。また、先端の

行われる SSH 情報交換

施 し て い る 。来 年 度

実験機器にとらわれず、身近な材料を使

を行っている。

２年生では科目「GS 課題研究」を２単位実施し、班ごとのテーマに基づいた探究活動

会、日本科学オリンピッ

につ いて は、台湾 に

って研究を進めていることや、科学的な

２年生の探究活動について、全９クラス（普通科７クラス、自然科学科２クラス）にて行っ

ク、科学の甲子園につい

行 くことを計 画し て

アプローチ（「課題」、「仮説」、「検証」、「結

ており、普通科クラスの探究活動は、３つの合同クラスがあり、生徒は希望する分野の研

て重点的に参加を促して

いるとのことである。

果」、「考察」の流れ）ができていれば、テ

究を行っている。１つの合同クラスに対して、10 名程度の教員が配置されている。

いる。

ーマとする分野は理科の内容に限らなく

50 分授業×２回にわたる時間で週 1 回の探究活動を行い、この時間帯には、理科室の

てもよいことなど、参考となる取り組み

他、特別教室、校内施設を使用している。生徒が外出する場合は、管理職の許可を得て

を行っていると感じた。

行っている。また、各班で使用したい実験の器材等については、購入の申込書を提出さ
せている。

