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　今年度のＳＬＰ�の取り組みについて、各講座の概要

について紹介する。各講座の紹介文は、生徒に配布され

たオリエンテーション用の資料から作成した。

　各講座は、ＳＬＰ�のねらいの一つである幅広い学習活動

を展開している。担当教員もそれぞれの授業で工夫を凝らし、

個性豊かな授業を行っている。その授業の内容を紹介する。

第１節　科学講座（理科２講座・数学２講座）

１．「数学を楽しもう！」（数学）

1学習目標

１）身近な数学に関心を持たせる。

２）日頃の疑問を追求しようとする態度を養う。

３）概念理解を身に付ける。

４）他者に自分の考えを伝える表現力を養う。

５）問題を解決する喜び・達成感を味わさせる。

身に付けさせたい力

１）学びへの興味・関心

２）数学の基礎知識及び理解力

３）筋道を立てた論理的思考力

４）自分の考えを自分の言葉で表現する力

５）数学的なものの見方、考え方 

２．「直感や見た目にだまされないための方法を
学ぼう」（数学）

1学習内容・目的

　あなたは、直感を信じて損をしてしまったことや見た

目にだまされてしまったことはありませんか。そんな失

敗を極力避けるために、ものごとが起きる割合を数字で

表してみたり、表やグラフを正確に読み取ることを学習

しましょう。また、いろいろな情報を得ることで、より

正確にものごとが起きる割合を知ることができることも

学びましょう。

　この授業を通して、ものごとを直感で考えるだけでな

く、数字としてとらえて数学的にも考えられるようにな

りましょう。 

１１講座の取り組み

　　　　　　　　山　田　　　孝

第２章

学習活動や学習のねらい授業内容テーマ回

身近なものの中に潜む数学に触れ、数学
に興味・関心を持たせる。

名刺、パルティノン神殿の写真、ミロの
ビィーナス、ダビィンチの人体図、Ａ版・Ｂ
版の用紙等から図形の美しさを味わう。

図形の美しさを見る
（黄金比、白銀比）

１

自分の興味関心がどこにあるかを考える
ことによって、各自の課題設定力を身に
つける。

数学者、数学史、有名な定理等、自分が興
味を持つテーマを決定し、どのようにし
て調べていくかを整理する。

数学についての探究
テーマを決定する

２

課題解決力を身につける。各自の課題探求のため、図書、インター
ネット等で調べを深める。

課題探究をする３

文字等による表現力を身につける。自分で調べた結果を、Ｂ紙にまとめる。探究結果の発表１４

説明するとき、自分の言葉で表現し、論
理的な説明が必要なことを理解させる。

まとめた内容を他者の前で発表する。
探究結果の発表２５

一つの事象から規則性を見つけ、その規則
性を式に表し、一般化する力を身につける。

多角形の対角線の数から、数列の規則性
を見つけ、それの一般化を考える。

規則性を数学にする６

問題を作る楽しさ、問題を解く面白さを
知る。

自分で新しい問題を作成することによって、
その題材に潜む数学の知識を再確認する。

問題をつくる７
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2学習テーマ 
３．「食品化学実験から考える科学」（理科）

1学習目標

１）小麦粉、片栗粉、大豆といった身近な食材を使った

化学実験を行い、食品加工の課程で起こっている化

学反応を観察する。また、味覚のしくみを実験を通

して考える。食品化学実験を通して科学への興味・

関心を掘り起こす。

２）基本的な化学実験の手法を身につける。

３）食品加工における化学反応を考察する力を育てる

2学習方法

　身近な食品の化学的な性質が分かる実験を毎回行っ

た。第４回目の実験は、グループごとに、自分で実験計

画を立てるところから実験を行った。授業の最初に授業

内容とねらいを説明し、最後にまとめをした。また、参

考資料を一緒に印刷し、教科書や問題集以外の科学的な

文章を読む機会とした。 

  

１１講座の取り組み

内　　容回　　数

あるできごとが起こる割合を数字で表

してみよう
第１回

君の直感は正しい？第２回

情報を集めて確率を求めよう第３回

くじ引きの参加料を決めよう第４回

グラフや表にだまされるな第５回

測定した値は本当に正しい？第６回

今まで学習したことを実践しよう第７回

学習活動や学習のねらい授業内容（テーマ・教材）回

食品加工の行程では、ふくらませる課程をとることも多い。炭酸水素ナトリウムの加熱分解に
よる二酸化炭素の発生と、イーストによる二酸化炭素の発生について実験する。

食材をふくらませる化
学反応

１

強力粉と薄力粉それぞれから、グルテンを取り出して、質量を測定する。それぞれの
小麦粉の特徴と用途について調べる。

強力粉と薄力粉の違い
は何か

２

じゃがいも、さつまいも、しょうがなど、様々な食品からデンプンを採取して、デン
プン含量を調べる。

様々な食材からデンプ
ンを採る

３

アミロペクチンの含量によってヨウ素デンプン反応の色が異なる。前回採取した
様々なデンプンおよび、比較としてうるち米粉を使ってヨウ素デンプン反応を行う。
また、顕微鏡で観察する。

第４回で採取したデン
プンの観察と実験

４

タンパク質は加熱すると架橋を作ってゲル状となる。身近な食品である豆腐を作る
ことによって、タンパク質がにがりと加熱によって凝固する様子を観察する。舌のど
の部分で、甘み、からみ、苦み、酸味を感じているかを実験する。

豆腐が固まるしくみ５

味蕾にはまり込んで味覚を変化させるミラクルフルーツを口に含んだ後にレモンな
ど酸味をなる食べ物を食べると酸味を感じないことを体験する。

味覚を感じるしくみを
探る

６

アルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムという化学薬品から人工いくらができるこ
とを体験する。

模造食品のしくみ
人工いくらなど

７

3実践内容
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４．「科学に触れて科楽する」（理科）

1学習目標

　さまざまな切り口で、実際に科学に触れることで、楽

しみながら仕組みを考え、理解する。 

2学習方法

　普段の授業は扱いにくい時間がかかる実験を選び、少

人数のグループに分かれて実験や作業を行った。第１回

に作った望遠鏡で金星の見かけの変化や月のクレーター

を観察し、第６・７回の授業ではそれぞれの観察記録を

元に金星の運動や、クレーター形成に関する実験・考察

を進めた。毎時間の実験・学習内容を各々がＡ４の用紙

１枚にまとめた。 

第２節　ものづくり講座（家庭科、美術科）

１．布を織って小物を作ろう（家庭科）

　卓上織り機を使って手織りをします。布を実際に織る

作業を通し、織物の糸の仕組みについて学びましょう。

　また、自分で織った布を使って、コースターなどの小

物を製作します。自分で織った布で、オリジナルの作品

を作りましょう。 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

学習内容と学習のねらい授業テーマ回

レンズを２枚組み合わせることによって、遠くのものを見ることができる望遠鏡を作
ることができる。１人に１つずつの天体望遠鏡を作りながら、光の進み方について考
え、また金星や月の観察の動機付けを行う。

手作り望遠鏡作り１

楽器を用いて音が伝わる仕組みを考え、実験を通して実際に空気が振動して音が伝
わっていることを体感する。最後にグループ単位でスピーカー作りにも挑戦する。

楽器の音の出る仕組み２

貝類やサメの歯など、本物の化石から実際に型を取り、石膏を流してレプリカ作りを
する。化石の特徴を学習する。

化石のレプリカ作り３

雲や雷、夕焼けなど身近に感じている気象現象を実験室内で再現し、それぞれの仕組
みを考える。

気象現象を再現４

普段食べているものの中から鳥の手羽先を利用し、骨だけを取り出すことで手羽先の
骨格標本を作る。

骨格標本作り５

手作りの望遠鏡でも見ることができる月のクレーターを実験室内で作ることで、ク
レーターのでき方を考える。

クレーターを作ろう６

手作り望遠鏡を利用した観測結果をもとに、金星の満ち欠けと大きさの変化・見かけ
の位置の変化を参考にしながら、金星と地球との位置関係について考える。

金星の観察結果発表７

3実践内容

内　　容回　　数

・織物について
・織り機の使い方を覚えよう

第１回

・色々な織り方を身につけよう�
　（コースターの製作）

第２回

・いろいろな織り方を身につけよう�
・製作の計画を立てよう

第３回

・自由製作
ランチョンマット、クッション、マフ
ラーなど、各自で作りたいものを製作
します。

第４回

～

第６回

・製作のまとめと作品発表第７回
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２．サイエンスアートを楽しもう！（美術科）

　美術とは一体どのようなものなのでしょうか？絵画や

彫刻、あるいはデザインや工芸と呼ばれるものは、何の

ためにあるのでしょうか？この講座は、そのような素朴

な疑問を大切にしながら、７回の授業によって組み立て

られます。合言葉は“観察”“分析”。我々を楽しませる

美術作品を科学がどのように支えているのか？簡単な実

験や制作、ほんの少し難しいかもしれない解説を交えて

一緒に考えていきます。講座が終わったとき、少し異

なった“美術の世界”が見えるようになればいいなと考

えています。 

第３節　表現講座（国語、体育、音楽）

１．科学と想像力を楽しもう（国語）

　科学と想像力について、みなさんはどのように考えて

いますか。

　全７回の読書会を通じて「科学と想像力」をテーマに、

科学の光と陰、正と負の部分をともに描いた作品を読ん

で話し合いを行います。その過程で、科学について考え

たことを伝えることで、自分の意見を確認します。そし

て他の人の意見を聞くことで科学に対する考え方を深め

ていきます。 

 

１１講座の取り組み

準備と注意内　容毎回のテーマ回

美術作品の変化を眺めながめてみます。美術とは？１

国語辞典を持参
私たちがどのように色々なものを眺めて
いるのか、実験を通して考えます。

“見る”１２

運動ができる服装。実験を通して、“線”について考えます。美術作品の要素１３

国語辞典を持参
漢和辞典を持参

準備された課題に取り組みます。課題は“見
る”ことに関係をしたものですが、これ以上
は秘密です。持ち時間１００分。何かを調べ
て、何かをしなければなりません。

“見る”２（自習）４

漢和辞典を持参“カタチ”について考えます。美術作品の要素２５

実験制作を行い、生まれた作品ながめな
がら、みんなで意見交換をしてみます。

“感じる”６

これまでの授業で学んだことを生かしな
がら、作品制作をします。

作品制作７

主に取り上げる本内　容テーマ回

柳田　邦男
　　「人間の時代」への眼差し
星　　新一
　　「ひとにぎりの未来」

科学の時代から人間の時代へ
すべて番号で済む社会で番号を忘れた人
間が陥る不幸

科学と想像力の関わり１

玉手　英夫
「クマに会ったらどうするか～陸上
動物学入門」

鈴木　牧之　　「北越雪譜」

体験談から記録まで客観的データと経験
の知識化について

「クマに会ったらどう
するか」お話を語ろう

２
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２．附属発！未来のスポーツ（体育科）

1選択プロジェクトの目標

　普段の体育の授業では扱わないスポーツ種目を行った

り、新しいスポーツのルールを学ぶことによって、ス

ポーツに対する幅広い教養と技能を身につけることを目

標としています。

2学習目標

　遊びや運動を通してスポーツの成り立ちに触れ、数多

くあるいろいろなスポーツのルールや道具の由来を考え

る。新しいスポーツを体験し、生涯スポーツへ継続する

ことが出来る態度を身につける。

3学習内容

　今、私たちが知っているスポーツにはルールがありま

す。ルールが無いとどうなるでしょう？一つに、ルール

はみんなが楽しむためにあります。小さなグループで遊

びをするにもそのグループ独自のルールが作られている

場合があります。どんなルールで行っていたのでしょう

か？どんなスポーツが考えられたのでしょうか。

　今回、いろいろなスポーツを体験し、自分たちで「世

界に一つしかない」スポーツを作成することができるか

挑戦してみたいと思います。 

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

内　容授業テーマ回

「椅子」を使って身体運動を考えてみよう。まず、体のどの部分の運動につながるか
を考え、後はその方法を試行錯誤してみよう。

身近な道具を使ってどん
な運動ができるか挑戦！

１

夏休みに外で１日中駆け回って遊んでいた自分を思い出してみてください。「これを
飛び越えたら勝ちね。」「誰が一番早いか競争ね。」と知らないうちに、自分たちでルー
ルを作り、技術やスピードを競って遊んでいませんでしたか。スポーツに近いと思い
ませんか。こんなにも身近で、簡単なものなのです。お父さん・お母さんの時代は、
体を使ってどんな遊びをしていたのでしょうか。昔を覗いて見ましょう。

身近なスポーツって遊
ぶこと？

２～

３

生涯スポーツって知ってる？生涯を通じてスポーツ活動を自分の生活に取り入れる
ことです。それぞれの人が、様々な形でスポーツに携わることができればよいので
す。ダイエットのため、仲間を作るため、運動不足解消のため、動くことが好きだか
ら・・・いろいろな人が、いると思います。そのために、年齢・性別を問わず、障害
者も健常者もみんなが一緒にできる、ニュースポーツを体験してみましょう。さぁ、
未来に目を向けましょう。

ニュースポーツを知ろ
う！

４～

６

主に取り上げる本内　容テーマ回

星　　新一　　「未来いそっぷ」
長野まゆみ　　「レプリカキット」

ロボットに依存していく人間。
ほんとうの存在とは何かを求めて。
クローン技術の功罪

科学の進歩の利便性と
その功罪

３

手塚　治虫　　「鉄腕アトム」
瀬名　秀明　　「アトム誕生」

ロボットは人間を幸せにできるか。
科学と「物語」のあるべき関係について

ロボットと人間の関わ
り

４

安西　冬衛　　「てふてふが一匹」
本川　達雄
　　「ゾウの時間ネズミの時間」
モリソン他
　　「POWERS OF TEN」

サイズから発想する。科学を視覚で見
る。想像力のもとになるものと技術

海を渡るチョウ
見えるモノと見えない
もの

５

宮沢　賢治
　　「ヒジテリアン大祭」

ヒジテリアンと反ヒジテリアンの主張の
根拠について

生命倫理的に食料問題
を考える

６

レイチェルカーソン
　　「沈黙の春」

科学の想像力について考えたこと自然の中の人間まとめ７
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4学習の方法

　通常の体育の授業とは違い、自分で関心があること

は、自ら本で調べたり、家族の人に聞いたりして、知識

を深めていきます。次に、自分たちで体を使って体験す

ることにより、スポーツのルールや道具について見つめ

直してみます。自分たちで新しいものを作りだしたら、

みんなに発表してみましょう。

 

３．音楽で自分を表現しませんか？（音楽）　　　
～音楽をみんなに届けよう！～

　「音楽を表現する」っていうとかたいし難しそうです

が、自分の何かを音楽で相手に伝えたいって思うとやっ

てみたいと思いませんか？

　この授業では音楽に関する雑学から、身体を使って声

を出す表現の仕方、歌ったり演奏するだけではない音楽

のアプローチを国語から体育までにあてはめて紹介して

いきます。

ゲームやクイズもしますよ。

1学習目標

　日常生活での音楽への関心をより高める。

　いろんな方法での、音楽での表現ができるようにしま

す。 

 
 

１１講座の取り組み

内　容授業テーマ回

英語だけでなくいろくな国、いろんなジャンルの音楽を聴いてみよう。英語の時間？１

音楽著作権ってなーんだ？他に歴史、音楽、メディアについて学んでみよう。
あなたはＣＤで聴きますか？パソコンで聴きますか？
自分の好きな曲も紹介してみよう。

社会の時間２

音楽を遊ぼう！
テレビや映画、ゲーム、運動会などには音楽がつきものですよね？
もし音楽がなかったらものたりないよね。みんなも音楽を選んでみよう！

国語の時間３

自分の身体をよく知ろう！ヴォイストレーニング１
身体のしくみ、声がでるしくみを知って活かしていこう。

理科の時間４

身体を楽器にしよう！ヴォイストレーニング２
（スポーツが苦手でもだいじょうぶだよ）

体育の時間５

歌詞をつくろう！替え歌や歌詞を作ってみよう。国語の時間パート２６

さあ、みんなに音楽を届けよう！
音楽をいろいろな形で表現してみよう。

みんなの時間７

内　容授業テーマ回

今度は、自分たちでスポーツを作ってみませんか？幼い頃に、自由に発想した遊びから、み
んなで楽しめるスポーツを作り出そうではありませんか。あなたは、ボールを使う？もしくは、
器具まで手作りですか？未来の体育の教科書にのるのは誰でしょう。

新しいスポーツを作ろう！
７～

８
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第４節　地球市民講座（社会、英語）

１．「身近な社会問題からながめる法律問題（法学
教育）～ほぅー、なるほど～」（社会）

1学習目標

　権利行使や環境権などの民事的諸問題や裁判員制度と

いった今後関わっていく刑事的諸問題について、我々の

身近な出来事を題材に、関心を育んで行く。

 

１）内容は若干変更したり、順序が入れ替わったりする

場合があります。また、新年特別企画として、皆で

考えた法諺（法に関する格言・ことわざ）を書初め

できればと…。

２）冬期休業中（１２月２２日～２５日の間で決定）の皆さん

の都合の会う日に、希望者に対して、裁判所見学を

行います。法廷を見学したのち、実際の裁判を傍聴

します。

３）授業では毎回、課題（感想文程度）を出します。課

題と授業での皆さんの積極的な発言で作り上げてい

く授業となります。そして、それを基に成績を評価

します。 

２．「英語を使ってプレゼンをしよう」（英語）

1学習目標

　自分の伝えたいことを日本語で説明することも結構な

練習と準備が必要です。この授業ではそれを英語でやっ

てみようと思います。

　まずは身近な「こと」や「モノ」からはじめ、終盤に

は地球規模の内容に少しだけ触れながら、感じたことや

知ったことを英語でプレゼンテーションする。

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第５４集（２００９）

内　容授業テーマ回

我々を取り巻く法律には、どのようなものがあるのか（六法全書をながめてみる）ま
た、身近な法律家として、どの様な職業の人がいるのだろうか。

法律って何だろう１

「被告」と「被告人」の違い、両者の手続き上の違い、また、法律の持つ限界につい
て考える。

民事法と刑事法の違い
は・・・

２

（宇奈月温泉事件とアマミノクロウサギ訴訟を題材に）
民事事件について考え
よう

３

「山口六平太ＰＲビデオ」を鑑賞する。
「裁判員制度」って何だ
ろう。

４

法科大学院の模擬法廷を見学し、これから実現される法廷を見て触って楽しもう。
大学の法学部や法科大
学院ってどんな所？

５

裁判員制度「審理」を観
て、実際にみんなで判
決を出してみよう。

６

法律とうまく付き合っていく術とは・・・
冤罪とは・・・、法律や裁判は万能か・・・

我々を取り巻く社会と
法

７

2学習計画
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１１講座の取り組み

内　容タイトル回

言いたいことや、伝えたいことを聞き手にどのようにしたらきちんと伝えることがで
きるかを考え、スピーチの基本を学習する。

Basic Speech１

実際の「モノ」を持ち込み、それにまつエピソードや思いなどをスピーチする。Show and Tell２

ピクチャーカードを使って、ストーリーを展開する。起承転結に注意しながら、一貫
性あるストーリーを創り、発表する。

Story Making３

自分がこれまで生活してきたその軌跡を振り返り、その節目節目にあった内容を「写
真」や「モノ」を使いながら系統立て、時間軸を基本に発表する。

My story４

写真や絵を利用した資料を説明する。
フォトランゲージ（写真から自由に読みとる）。日本ではあまり見られない世界各地
のようすをその背景を推測に入れながら行う。

Explanation５

地球市民として、地球で起こっている様々なテーマ各自で選び、その現象の原因、結
果、今後予想される展開を考える。

Preparation６

第６回の授業で各自取り上げた内容、研結果を発表する。
前期、ＳＬＰ�の学習集大成としての位置づける。

Presentation７


