
第２章 

課題を設定し、探究する力を育てる試み

第１節　生徒研究員制度

１．目標

　アドバンスト・サイエンス・プロジェクト（ASP）で
は、発展的であるのみでなく、先端的な科学研究に触れ
ることができる。しかし、人数が20名以上であるため
に、観察や簡単な実験は取り入れることはできても、生
徒たちのペースでじっくり実験を行うことは難しい。こ
のSSH生徒研究員制度では、少人数の希望者を集めて、
生徒たち自身が追究したい課題を設定して実験を行って
いる。人数が少ないため、普段の授業では扱うことがで
きない１台しかない高価な測定器機も使うことができ
る。先端的ではないかも知れないが、身近な疑問に根ざ
した課題を設定し、自分たちで実験方法を考えること
で、問題を設定し、他者と協同して解決する力を育てる
ことを目標としている。

２．学習方法

　参加を希望した生徒が授業後に集まって実験や研究を
行った。チャンドラセカールプロジェクト、数学プロ
ジェクト、相対論・宇宙論プロジェクト、色素プロジェ
クト、スライモールド（粘菌）プロジェクト、ヒドラプ
ロジェクトが活動している。
　実験を計画するところから生徒が行っているが、ス
ライムモールドプロジェクトでは、名古屋大学理学部　
佐々木成江先生、数学プロジェクトでは、名古屋大学理
学部多元数理の宇澤達先生、大沢健夫先生に協力してい
ただいた。
　校内の研究活動のみでなく、校外での発表も行ってい
る。８月に横浜で開催されたSSH生徒研究発表会へは、
校内選考で選ばれた数学プロジェクトが参加し、「生徒
投票賞」を受賞した。名城大学で行われたSSH東海地区
フェスタでは、スライムモールドプロジェクト、数学プ
ロジェクト、ヒドラプロジェクトがパネル発表を行った。

「あいち科学技術教育推進協議会　科学三昧inあいち」
では、相対論・宇宙論プロジェクトが口頭発表を行い、
チャンドラセカールプロジェクト、ヒドラプロジェクト、
スライムモールドプロジェクトがパネル発表を行った。
　各プロジェクトの代表生徒が12月14日から23日の日
程で、ニューヨークのバード高校へ行き、英語による研
究発表および研究交流を行った。
 （文責：石川久美）

第２節　色素プロジェクト

１．実践内容

　色素プロジェクトが発足して今年で８年目となる。初
年度から、ムラサキキャベツなどの植物の色素を扱って
きた。年度によってメンバーが替わっていくため、年度
ごとにテーマは変化してきている。今年度は、アントシ
アニン系のみでなく、カロテノイド系の色素の抽出液に
よる色の違いなどの研究にも始めた。

２．成果と課題

　アントシアニン系色素はｐＨの変化によって大きく色
彩が変化し、特に酸性以外の条件では不安定である。ま
た、天然素材を用いているために、実験の再現性を得る
ことが難しい。昨年度後半から始めた大麦糠を発酵させ
て作る色素については、条件を変えて再実験を行った。
　12月にはニューヨークバード高校での発表に２名の
生徒が参加した。すべての発表資料を英語に変える作業
と、英語でスピーチ原稿を書くことにかなりの時間がか
かった。しかし、バード高校におけるパワーポイントを
使った発表では、聴衆の反応の様子を見ながら発表でき
るまでになった。
　色素プロジェクトでは、身近な疑問に根ざした課題を
設定し、自分たちで実験方法を考えて、実験を行ってき
た。このため、生徒が主体的に活動することができるの
であるが、一方で、発色の原理を詳しく測定することは
手持ちの機器では不可能であるという限界もある。ま
た、多くのプロジェクトができてメンバーが増えたこと
から、活動場所が足りなくなったり、器具の取り合いに
なったりという場面も見られる。生徒たちが、スムーズ
に活動でき、さらに高度な研究へと進めるためには、場
所、器具などとともに、人的なアシストも必要である。
 （文責：石川久美）

第３節　Slime　Mold　Project

１．目標

　真正粘菌であるモジホコリの行動及び生態を研究して
おり、粘菌の様々なパターンにおける行動からその規則
性を調べることを目標としている。
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２．学習方法

　名古屋大学理学部生命理学科機能調節学講座よりいた
だいた粘菌を用いて、自分たちで実験計画を立てて研究
を行っている。

３．実践内容

（１）研究内容
　①粘菌の走性と光の波長の関係
　②摂食時のアルゴリズムの推測

（２）発表活動
　①SSH東海地区フェスタ〈名城大学〉
　②読書フェスティバル〈名古屋市公会堂〉
　③ 2013 Exchange Program With BHSEC〈ニューヨー

ク〉

４．成果と課題

　研究活動を校内、校外の場所でポスター発表やプレゼ
ンによる発表を行うことができた。今後は、走性と光の
波長との関係および摂食時のアルゴリズムに関する十分
なデータを蓄積していきたいと思う。また、新たな研究
内容として菌根菌について研究をしていきたいと思う。
 （文責：西川陽子）

第４節　数学プロジェクト

１．はじめに

　本校ではSSH以前から数学クラブがある。
部にすると部活動に支障をきたすため、火曜日、木曜
日、金曜日の朝８時00分から８時20分まで中高生10名
ほどで活動している。
　20分という時間が短いため、１つの問題について教
員も生徒とともに考え、最初はおのおので深く思考し、
皆で深く考え尽くし、お互いの意見をまとめてからそれ
ぞれ持ち帰って考えるというスタンスが多い。また、課
題がないときには１つの本を輪読するなど皆で考える取
り組みも行う。能動的に取り組む生徒が多い中、高校生
らしい取り組みやすい問題を提示し、見つけることが課
題である。

２．目標を持って

　本校は特別な進学校ではないため、生徒が独自に考え
数学の分野にチャレンジすることは少ない。そのため、
生徒たちにとって興味が湧く問題探しが教員にとって、
一番の苦労である。
　長年、問題を探すとき、基本的な内容であるが未知の

世界が広がるような問題を集めるように努力をしてい
る。
　良い問題の例として、日本数学コンクールの過去の問
題を利用している。
　2013年度は生徒たちが分数の積についての取り組み
を行った。
　コンクールの問題は難しい問題が多いが、今年度は素
朴で取り組みやすい問題を選び、その問題を解くことか
ら始めた。
　しかし、問題を解くだけでは、オリジナルな問題では
ないため、このコンクールの問題を通じて、何かほかに
おもしろい問題がないかどうか生徒と議論を重ねた。そ
して、生徒たちはオリジナルな分数の問題を作り上げ
た。
　この方法を用いると、コンクールでは制限時間がある
が、われわれはじっくりと時間をかけて取りくむことが
できる。その時間の優位性を利用し、その問題をさらに
深めることであらたな問題を発見することができた。

３．問題の内容

　分数の組、１－４、５－８ を利用して積 １－４×５－８ の計算を、強引
に 18－45  として計算したら、結果が ２－５ となり積の値と一
致する。 他にも、このような分数の組があるか調べた。 
そして１ケタの自然数 a、b、c、dにおいて
　 b－a  × d－c = 10b+d－10a+c を満たす分数の組を生徒が特定した。

○定理  a、b、c、d：一桁の自然数
    b－a  ×

d－c = 10b+d－10a+c となる分数は全部で95通り存在する。
という定理を発表した。

４．深く思考をする

　数学の研究では一人で考えることが多く、全員で考え
るということは向かない学問である。深い思考の過程
で、特別に関心をもった生徒に対して研究を続け、朝の
時間に全員に発表する。そのことで、仲間たち全員で共
有することができる。実際にその内容からあらたに取り
組んだ生徒もいた。
　しかし、数学クラブの中には興味はあるが、深く思考
することに難しさを感じる生徒も多い。そこで、
中間報告を行って、みなで現在の位置を確認することや、
レポートの作成時にレポートの作成を手伝うなどの事務
作業で貢献することによって、１つの目標にむかって取
り組む大切さを身につけ、できれば、その内容を少しで
も深く理解し強い頭を育成できるよう、努力している。

５．おわりに

　どこにも答がない問題を追及することは大変なことで
あるが、わかったときの喜びは、たとえようもなく大き
い。また、どこまでわかっているかを確認することも定
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理の発見に大切なことであり、この経過が本当の学びと
はなにかを生徒が能動的に発見すること、これが、数学
クラブの狙いである。

６．成果

・日本数学コンクールでの論文賞銅賞受賞
・ニューヨーク・バード高校での発表
・2013年度スーパーサイエンスハイスクール
　生徒投票賞　受賞
 （文責：渡辺武志）

第5節　ヒドラプロジェクト

１．目標

　生物の授業で長期的な生物の観察をおこなうことは非
常に困難である。なぜなら、長期的な観察をおこなうた
めには生物を飼育するという条件や、時間の定まった観
察等は授業で取り扱いが非常に難しい。また、授業でお
こなう実験は、単元ごとに観察するターゲットになる現
象が限定されており、生徒が自ら興味を持った現象を研
究課題に設定し、自由に実験計画を設定することも難し
い。
　そのため、本プロジェクトでは「ヒドラ」という生物
に興味関心をもった生徒を集めた。そして、自分たちで
ヒドラの生態や特徴を調べ、身の回りにあるものを使用
して飼育方法や観察に工夫を凝らす事で、研究課題の設
定と解決をおこなう力を育てることを目標としている。

２．学習方法

　希望した生徒を集めて、ヒドラのどういった生態に興
味関心があるかアンケートをとった。そして、興味関心
が似ている生徒を少人数のグループにわけ、それぞれの
グループの生徒たち自身で研究課題と実験計画をたてた。

３．実践内容

　ヒドラは刺胞動物ヒドロ虫綱花クラゲ目ヒドラ科の生
き物の総称であり、①無性生殖の一つ、出芽で個体数を
増やす、②エサを触手でつかみ、刺胞という毒針をさ
す、③極端に水温が低下すると無性生殖の一つ、出芽で
はなく雌雄どちらかに分化し、有性生殖をおこなう、④
切断すると切断面から再生をする、ということがわかっ
ている。興味関心を持つ、出発点となるこの４項目で少
人数のグループを構成した。プロジェクト始動直後はヒ
ドラが到着していなかったが、有志数名が名古屋市内の
池より野生のヒドラを捕獲してきた。そのため、ヒドラ
の生育環境についても検討することにした。野生のヒド
ラは湖沼に生息し、湖底の石や枯れ葉に付着して生息す
る。また、水質、水温について検討するために現在デー

タを収集している。低温実験の一方で、春から夏の温度
の上昇時にヒドラの出芽数が多くなった。そのため、温
度の上昇と共に出芽数が増えるという定性的推測が得ら
れた。今後、定量的な測定を工夫したい。しかし、30℃
を超える高温になると、ヒドラの細胞が破壊されてしま
うことが観察できた。他にも生徒の自由な研究計画か
ら、エサの頻度によって出芽数に変化がみられるか検討
している。
　次に、ヒドラは触手と刺胞を利用してエサの捕食行動
をおこなっているが、その条件について検討した。はじ
め、乾燥赤虫と、校内の中庭にある池から採取したゾウ
ミジンコを与えたが、乾燥赤虫に対しては捕食行動をお
こなわなかった。そこで、生徒は「大きさが大きかった
のでは」「生きていないエサだったからでは」と仮説を
立て、乾燥赤虫を細かくしてピンセットでつまんで振っ
てみた。すると、ヒドラは乾燥赤虫を触手でつかんだが
すぐに放してしまった。このことから、「大きさが大き
かった」「生きていないエサは食べない」という二つの
仮説を検証できた。
　次に、エサを判断する基準は何なのかということの検
証をおこなった。生徒の調べた文献によると、エサの表
面から分泌されるグルタチオンという物質に反応して捕
食行動をおこなっていると記されていた。そこで、本当
にグルタチオンに反応するのかエサをアルテミアに変え
て、追試をおこなった。その結果、アルテミアからグル
タチオンを除去した物には反応を示さず、逆にグルタチ
オン溶液を投入すると盛んに触手を伸ばして捕食行動を
おこなおうとした。このことから、ヒドラはエサのグル
タチオンに反応して捕食行動をおこなう事が確認できた。
また、捕食の際に
刺胞を発射させて
麻痺させるという
ことがわかってい
る。そこで、塩酸
を添加すると刺胞
から発射された刺
糸が確認できる。
　また、これらの発表を2013年11月に開催された名古
屋市主催読書フェスティバルに参加し、ポスター発表を
おこなった他、本校で開催されたSSH研究協議会にて
ポスター発表をおこなった。また、12月に米国ニュー
ヨークのバード校との研究交流で代表者２名による口頭
発表をおこなった。

４．成果と課題

　本年度の成果は、生徒がヒドラという生物に関心を持
ち、研究する事ができたことである。また、対外的な発
表を目標とした長期的な実験計画を自分たちで一から考
え、実行することができた。一方で、今後の課題は現在

課題を設定し、探究する力を育てる試み
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おこなっている、長期的データ収集が必要な実験の継続
と、次世代につながる知識、実験結果の蓄積である。特
に、効率よい実験方法・操作の情報は今後の活動にさら
なる独創性を生み出すために必要不可欠と考える。
　また「実験に携わっていない人でも、発表により実験
で何がわかったのか理解できる」発表をするスキルの習
得を目指していきたい。
 （文責：斉藤　瞳） 

第6節　チャンドラセカールプロジェクト

１．目標

　生徒が自由な発想のもとに自らテーマを設定し、研究
を体験することで科学的思考力を伸ばす。

２．学習方法

　テーマ主導のプロジェクトではないため、参加生徒が
研究テーマ自体を探求する事から始める。

３．実践内容

　毎年のことであるが、テーマ探求に時間がかかってい
る。全く生徒任せではテーマを探せないことも多いの
で、ある程度はヒントを与えながら進めているが、探求
意欲が湧いてかつ難しすぎない課題はなかなか見つから
ない。
　本年度は高校生が「霧箱による宇宙線観測システムの
製作」に着手した。ドライアイスを使わない霧箱の製作、
飛跡の自動記録と自動解析などを構想して始めたが、簡
単な霧箱の試作と飛跡の確認ができた段階である。予備
的な実験の段階ではあるが、その成果をニューヨークの
バード校との交流で発表でき、好評を得る事ができた。
　中学生は定番のカルメ焼き作りから始め、スターリン
グエンジン、結晶成長、ニュートンビーズなど小テーマ
を次々にやってみる方針で進めた。その過程で、透明な
水溶液を加熱したとき、対流が起こらずに複数の層に分
離するという現象を偶然に見つけた。しかし、再現性
が良くないため調べてみると、かくはんが不十分であっ
た。一様に見えても十分に混じっていないことがわかっ
た。

４．成果と課題

　宇宙線観測システムについては、愛知県SSH自然科
学部交流会でポスター発表、バード校で英語の口頭発
表、科学三昧2013in愛知で英語のポスター発表を行っ
た。水溶液の層分離については本校の研究協議会でポス
ター発表の予定である。どちらも本格的な研究に移行さ
せることが課題である
 （文責：竹内史央）
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