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実施の効果とその評価

大　羽　　　徹

１　第３期SSHの評価の枠組みについて

　第３期SSHにおける評価は、生徒が様々なSSHプログ
ラムや教科学習をうけることを通して、全体目標とする
力を測る。各プログラムにおける授業評価とは異なり、
様々なプログラムが全体として生徒にどのように効いた
かを調べるというものである。その方法としてアンケー
トによる意識調査、記述型の思考力を測る。

（１）意識調査の質問項目
　意識調査は、関西大学社会学部社会学科心理学専攻の
脇田貴文教授と協同で質問項目、評価項目を作成した。
毎年４月に12月に全学年で意識調査を実施し、評価項目
の平均値を解析する。

（２）記述型課題による思考力調査
　第２期SSHでは、PISA調査数学的、科学的リテラシー
問題を使用して、本校基準を作成した。また、外部基準
を利用して、日本平均や国際平均と比較し、本校の目標
に照らした力を測った。高校１年次の４月（事前）と３
月（事後）に同一の問題を実施して、事前と事後の水準
の変化を解析した。しかし、「事前」の段階で水準Ⅱに
達していた生徒の割合が高く、水準の変化を捉えにくい
ことが課題であった。
　第３期SSHでは、科学的リテラシー「ゼンメルワイス
医師」の問題の文脈を引き続き利用し、課題内容と分析
基準を「非定型課題」として改訂した。東京大学大学院
教育学研究科の藤村宣之教授と協同で、教科内の深い理
解（統合水準Ⅱ）に達している生徒について、教科を統
合した深い理解（統合水準Ⅲ、Ⅲ+）を作成した。高校
１年次の４月（事前）と高校２年次の３月（事後）に同
一の問題を実施する。事前と事後の水準の変化を解析す
る。

２　アンケートによる意識調査

（１）アンケート項目一覧
A（多様な既有知識を関連づけて、学習した内容と実生
活を結び付けて考える力）
・学習している単元と他の単元を関連づけて学習してい

る

・現在の社会で起きている問題が学習した内容でどのよ
うに説明できるかを考えている

・学習している内容を、人や社会と関連づけて考えてい
る

・自分が知った情報をうのみにせず、他の情報と合わせ
て考えるようにしている

・様々な事例に当てはまる規則性を考えるようにしてい
る

B（課題の本質を理解し、柔軟な思考の枠組みを創造す
る力）
・物事の仕組みやメカニズムを理解しようとしている
・何かに取り組もうとするときにどこから始めればいい

かを考える
・自分と違う意見でも、必ずその内容を理解しようとし

ている
・様々な事例に当てはまる規則性を考えるようにしてい

る
・いろいろな知識を組み合わせて課題の解決法を考える

ようにしている
・解き方がわからない問題でも、いろいろな知識を用い

て考えようとしている
C（自ら設定した課題について主体的に探究する力）
・何かうまくいかないとき、別な角度から考えるように

している
・自分が導き出した答えが問題の主旨にあっているか考

えている
・１つの問題に対していろいろな解決法を考えている
・現在の社会で起きている問題が学習した内容でどのよ

うに説明できるかを考えている
・書いてある言葉をそのまま使って答えるようにしてい

る
・自然や社会の現象がなぜ起きるのかを考えようとてい

る
・ある事柄と別の事柄の共通点を探している
・法則や公式はできるだけ多く覚えようとしている
・暗記を中心にした学習をしている
・問題の原因を様々な角度から考えるようにしている
・なぜそのようになるのかをいつも考えるようにしてい

る
・自分が知った情報をうのみにせず、他の情報と合わせ

て考えるようにしている
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・１つの問題に対して時間をかけて考えるようにしてい
る

・ある法則や公式がなぜ成り立つかを考えようとしてい
る

D（判断した根拠や因果関係について自分の考えで説明
する力）
・相手の知識や理解度を意識しながら説明している
・自分の考えた解き方を友達に説明している
・理解した内容を、自分の言葉で相手に伝えるようにし

ている
・相手がわかっているかどうかを確かめながら話してい

る
・自分がなぜそのように考えたかを相手に話すようにし

ている
・言葉だけでなく、図表や資料を用いて説明するように

している
・具体例や根拠を示して説明している
・考えた解決法を自分なりの言葉で説明できる
・導き出した解決法のアイデア、道筋を人に教えること

ができる
理解（探究を通じてものごとの本質を深く理解する力）
・物事の仕組みやメカニズムを理解しようとしている
・何かに取り組もうとするときにどこから始めればいい

かを考える。
・自分と違う意見でも、必ずその内容を理解しようとし

ている
・様々な事例に当てはまる規則性を考えるようにしてい

る
思考（物事を論理的、多元的かつ長期的に考える力を問
うもの）
・何かうまくいかないとき、別な角度から考えるように

している
・自分が導き出した答えが問題の主旨にあっているか考

えている
・１つの問題に対していろいろな解決法を考えている
・現在の社会で起きている問題が学習した内容でどのよ

うに説明できるかを考えている
・書いてある言葉をそのまま使って答えるようにしてい

る
・自然や社会の現象がなぜ起きるのかを考えようとして

いる
・ある事柄と別の事柄の共通点を探している
・法則や公式はできるだけ多く覚えようとしている
・暗記を中心にした学習をしている
・何かに取り組もうとするときにどこから始めればいい

かを考える。
・問題の原因を様々な角度から考えるようにしている。
・なぜそのようになるのかをいつも考えるようにしてい

る

・自分が知った情報をうのみにせず、他の情報と合わせ
て考えるようにしている

・様々な事例に当てはまる規則性を考えるようにしてい
る

・１つの問題に対して時間をかけて考えるようにしてい
る。

・ある法則や公式がなぜ成り立つかを考えようとしてい
る。

協同（問題を設定し、他者と協同して解決する力を問う
もの）
・自分の考えた解き方を友達に説明している
・さまざまな意見の相違点について話し合っている。
・友達と一緒に考えることを大切にしている
・さまざまな意見の共通点について話し合っている
・いろいろな考えを出し合いながら自分たちの解決法を

導こうとしている
・友達の考えの良いところを自分の考えに活かすように

している
・友達の様々な考えを参考にしながら自分の意見をまと

めている
・同じテーマについて考えている人と、協力しながら学

習している。
・自分と違う意見でも、必ずその内容を理解しようとし

ている
・自分や友達の考えた解決法について話し合うようにし

ている
・自分や他者が置かれている状況のちがいを考えるよう

にしている。

　選択肢は、それぞれ「あてはまらない」が１、「どち
らともいえない」が２、「ややあてはまる」が３、「ある
程度あてはまる」が４、「とてもよくあてはまる」が５
である。

（２）SSH全体目標の４つの力と理解・思考・協同
　SSH３期１年目に高校入学した生徒と、SSH３期２年
目に高校入学した生徒の３年間における意識調査の経年
変化を表１、２と、図１、２に示す。

学年 力 度数 平均値 標準偏差
2016年度
高校１年生
12月

A 123 ３.03 ０.87
B 119 ３.38 ０.80
C 123 ３.22 ０.87
D 123 ３.19 １.00

理解 124 ３.41 ０.78
思考 122 ３.21 ０.78
協同 121 ３.30 ０.73
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2017年度
高校２年生
12月

A 117 ２.93 ０.86
B 119 ３.26 ０.80
C 120 ３.13 ０.88
D 120 ３.12 ０.98

理解 119 ３.29 ０.88
思考 118 ３.10 ０.82
協同 119 ３.17 ０.81

2018年度
高校３年生
12月

A 119 ３.03 ０.90
B 117 ３.24 ０.82
C 119 ３.15 ０.89
D 120 ３.15 ０.98

理解 120 ３.29 ０.88
思考 117 ３.12 ０.86
協同 117 ３.11 ０.81

表１：2016年度高校入学生における高校３年間の意識変化

図１：2016年度高校入学生における高校３年間の意識変化
　　　（棒グラフ）

学年 力 度数 平均値 標準偏差
2017年度
高校１年生
12月

A 116 ３.27 ０.88
B 116 ３.51 ０.78
C 116 ３.43 ０.81
D 114 ３.36 ０.97

理解 115 ３.48 ０.84
思考 112 ３.38 ０.77
協同 115 ３.37 ０.84

2018年度
高校２年生
12月

A 120 ３.15 ０.79
B 119 ３.35 ０.75
C 120 ３.32 ０.82
D 120 ３.21 ０.92

理解 120 ３.37 ０.77
思考 119 ３.26 ０.76
協同 117 ３.18 ０.71

2019年度
高校３年生
12月

A 112 ３.43 ０.79
B 114 ３.48 ０.77
C 117 ３.45 ０.81
D 117 ３.39 ０.90

理解 117 ３.50 ０.75
思考 114 ３.44 ０.77
協同 112 ３.38 ０.80

表２：2017年度高校入学生における高校３年間の意識変化

図２：2017年度高校入学生における高校３年間の意識変化
　　　（棒グラフ）

３　記述式テストによる思考力調査

（１）問題の概略
　ゼンメルワイス医師の日記に関する問題

　「1846年７月。来週から，ウィーン総合病院の産婦
人科第１病棟の『先生』になる。この病棟で死亡する
産婦の比率を聞いてびっくりした。今月など、産婦
208人のうち少なくとも36人が産褥熱（さんじょくね
つ）で亡くなっている。お産をすることは、第１級の
肺炎と同じくらい危険だ。」

　上にあげたのは、イグナス・ゼンメルワイス（1818～
65）の日記で、産褥熱の怖さをよく伝えています。この
伝染病のために、多くの女性が出産後に死亡しました。
彼は、産褥熱による死
亡者数のデータを、第
１病棟と第２病棟のそ
れぞれについて集めま
した。（右の図）
　ゼンメルワイス医師
を含めて、医師たちは
産褥熱がなぜ起こるの
かまったく分かってい
ませんでした。日記に
もこうあります。

　「1846年12月。出産は何の問題もなかったのに、後
になってなぜこれほど多くの女性がこの熱病で死ぬの
だろう。今まで何世紀もの科学によると、産後の女性
を殺しているのは、目に見えないある流行病だと言わ
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れてきた。その原因は、空気の変化か、何か地球外か
らの影響か、地球そのものの動き、つまり地震かもし
れないというのだが・・・。」

　現代では、地球外からの影響とか、地震が熱病の原因
かもしれないと考える人はほとんどありません。しかし
ゼンメルワイス医師の時代には、多くの人がそう思って
いました。科学者たちでさえ、そうだったのです！しか
しゼンメルワイスは、地球外からの影響や地震などは、
熱病の原因になりえないと考えていました。
①この病院では、死体を解剖（かいぼう）して死因を探

ることもします。ふつう第１病棟の研修医は、前日に
死亡した産婦の解剖に加わったあと、体をよく洗わず
に、産後の母親を診察していました。解剖室のにおい
をつけたままで、自分がどんなによく働いたか見せび
らかす研修医さえいました。

②ゼンメルワイス医師の友人が解剖のさなかに誤って指
を切り、やがて亡くなりました。解剖してみた結果
は、産褥熱とそっくりでした。

　これを知ったゼンメルワイス医師に、③新しい考えが
ひらめきます。

問１
（１）「分娩100件当りの、産褥熱による死者数」につい

てのグラフと、下線部①から、どのようなことが
考えられますか。あなたがゼンメルワイス医師に
なったとして考えて書いて下さい。

（２）下線部②について、「友人の医師が解剖中に指を切
り、やがて亡くなりました。」という事実と、「解
剖してみた結果は、産褥熱とそっくりでした。」と
いう事実から、どのようなことが考えられますか。
あなたがゼンメルワイス医師になったとして考え
て書いてください。

（３）（１）（２）で考えたことを合わせて考えると、下
線部③の、ゼンメルワイス医師の「新しい考え」
とはどのようなものだと思いますか。あなたがゼ
ンメルワイス医師になったとして考えて書いてく
ださい。

問２
（１）ゼンメルワイス医師が産褥熱に関して考えたよう

な問題は、現在では克服されていると思いますか。
下のA～Cの中から選び，記号に○をつけて下さ
い。

Ａ　十分に克服されている
Ｂ　克服されてきているが新たな問題も生じている
Ｃ　全く克服されていない

どうしてそう考えましたか。具体的な事例を挙げて、説
明して下さい。

（２）〈（１）でAを選んだ場合〉
（１）に書いた事例は、どのような方策によって克
服されましたか。具体的に書いて下さい。

〈（１）でB、Cを選んだ場合〉
（１）に書いた事例を克服するには、どのような方
策が考えられますか。具体的に書いて下さい。

（２）正答の水準
問１（数学と理科を関連づけた思考）に関する具体的評
価基準
１）数学的リテラシー（数学に関する深い理解）の評価

課題
　統合水準Ⅰ

「産婦の死亡率と研修医の衛生状態（解剖後にから
だをよく洗うこと）の間に直接的な対応関係（共変
関係）があること」に言及している。

　統合水準Ⅱ
統合水準Ⅰを満たす説明に加えて、「他の要因（年
度による変化をもたらす要因）とは独立に、衛生状
態が死亡率に影響すること」に言及している。

２）科学的リテラシー（理科に関する深い理解）の評価
課題

　統合水準Ⅰ
「傷口」など、病気の原因となるものの侵入経路に
言及している。

　統合水準Ⅱ
統合水準Ⅰを満たす説明に加えて、「何か目に見え
ないもの」（不可視的な媒介要因）が病気を移すこ
とに言及している。科学的思考としては、当時の医
師が持つ知識を想定し、その知識の範囲内で限定的
に推理することが必要であるため、「何か目に見え
ないもの」といった表現や、「病原体」という表現
であれば水準Ⅱとするが、「細菌」「ウィルス」と
いった表現（その後に発見された事実）が用いられ
ている場合は水準Ⅱと認めない。

３）教科（数学と理科）を統合した深い理解に関する評
価課題

　統合水準Ⅲ
　　（１）または（２）で統合水準Ⅱにあり，かつ（３）

で数学的内容と理科的内容を関連づけた説明（２つ
の領域を関連づけた説明）を行っている。

　　記述例（統合水準Ⅲ）：
「どの年でも（他の気候・天候等の要因にはよら
ず）、非衛生状態によって、目に見えないものが、
傷口から侵入して病気を起こす。」（数学的説明＋
科学的説明）
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問２（理科と社会科を関連づけた思考）に関する具体的
評価基準
１）科学的リテラシー（理科に関する深い理解）の評価

課題
〈Aを選択した場合〉
　　＊Aを選択した場合は，統合水準Ⅱには至らない。
　統合水準Ⅰ

細菌やウィルスによる感染の予防メカニズム（①抗
原抗体反応を利用した予防接種（弱毒化）、②抗生
剤・抗ウィルス薬の開発、③細菌やウィルスの増
殖・蔓延の抑制など）に言及している。

〈BまたはCを選択した場合〉
　統合水準Ⅰ

未解決の疾病の存在に言及している。
　統合水準Ⅱ

統合水準Ⅰを満たす説明に加えて、なぜ現在でも疾
病が存在するかについての理由（①治療法が未確立
の新たな細菌やウィルスの発生、②細菌やウィルス
の突然変異による進化（耐性ウィルスなど）、③環
境要因（発展途上国の医療技術、生活環境等）によ
る感染の持続など）について説明している。

２）教科（理科と社会科）を統合した深い理解に関する
評価課題

〈（１）でAを選択した場合〉
　統合水準Ⅱ
　　（１）で統合水準Ⅰにあり、かつ（２）で具体的な

社会政策等を説明している。
〈（１）でBまたはCを選択した場合〉
　統合水準Ⅲ
　　（１）で統合水準Ⅱにあり、かつ（２）で問題を克

服するための社会的方策を具体的に説明できてい
る。

　統合水準Ⅲ+
統合水準Ⅲを満たす説明に加えて、さらに現代の社
会的問題（南北格差、国内の経済格差、医療倫理、
過重労働など）について説明できている。

３）高校１年生（事前）と高校２年生（事後）に実施し
た結果

事前
水準０ 水準Ⅰ 水準Ⅱ 水準Ⅲ 水準Ⅲ+

問１（１） 16 94 8
（２） 15 82 21
（３） 1

問２（１） 57 24 37
（２） 12 18 12

事後
水準０ 水準Ⅰ 水準Ⅱ 水準Ⅲ 水準Ⅲ+

問１（１） 14 38 62
（２） 10 67 37
（３） 27

問２（１） 50 31 33
（２） 18 15 7

表３：2016年４月の高校１年生（事前）と2017年３月の高
校２年生（事後）に実施した記述型課題の結果

事前
水準０ 水準Ⅰ 水準Ⅱ 水準Ⅲ 水準Ⅲ+

問１（１） 48 47 22
（２） 40 58 19
（３） 26 ７

問２（１） 51 40 26
（２） 21 11 10

事後
水準０ 水準Ⅰ 水準Ⅱ 水準Ⅲ 水準Ⅲ+

問１（１） 27 46 36
（２） 32 48 29
（３） 30 14

問２（１） 32 46 31
（２） 34 ９ ９

表４：2017年４月の高校１年生（事前）と2018年３月の高
校２年生（事後）に実施した記述型課題の結果

４　考察

　意識調査について、ABCDそれぞれの力の平均値がす
べて３以上であった。選択肢は、それぞれ「あてはまら
ない」が１、「どちらともいえない」が２、「ややあては
まる」が３、「ある程度あてはまる」が４、「とてもよく
あてはまる」が５である。
　記述型課題について、事前から事後にかけて数学的リ
テラシー（問１（１））と科学的リテラシー（問１（２））
の水準Ⅱの生徒数、教科（数学と理科）を統合した深い
理解（問１（３））の水準Ⅲの生徒数が大幅に上昇した。
協同的探究学習やSS課題研究などの実施により、SSHプ
ログラムで狙った力は確実に付いていると考えられる。
一方、理科と社会科を関連づけた思考（問２）の水準Ⅱ
以上の生徒数は、事前と事後がほぼ同じであった。原因
は、今後の課題としたい。 （文責　大羽　徹）
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