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資料１

第１回運営指導委員会　議事録
■日　時　令和２年11月26日（木）16：00～17：00
■場　所　名古屋大学教育学部附属中・高等学校　

Zoomオンライン会議
■出席者（敬称略）
運営指導委員 安彦忠彦（神奈川大学　特別招聘教授）

藤村宣之（東京大学大学院教育学研究科
教授）、脇田貴文（関西大学社会学部　
教授）、堀田秋津（京都大学iPS細胞研究
所　講師）、坂本雅昭（NPO「ささえあ
い」理事）、髙味修一（附属学校　同窓
会会長）

オブザーバー 高井次郎（名古屋大学　教育発達科学研
究科長）

管理機関 大西功（名古屋大学研究協力部社会連携
課長）

本校教職員 校長、副校長、研究部員
■議事
１）開会
２）自己紹介
３）コロナ禍における取組み

〈課題研究〉
・コロナ禍の影響を受け、５月中は休校となりそれまで

はオンラインで実施した。生徒が自分たちで決めた研
究テーマを基に、担当教員とメールでやり取りをし、
チームの人数を通常の半数にしてZoomで順番に発表、
他の生徒や教員からアドバイスを受ける形で実施し
た。聞いたアドバイスを基に練り直し、更に中間報告
発表会を行った。理科など教科によっては試し実験が
出来ないデメリットはあったが、一人一人に確実なき
め細かい指導が出来たことはメリットであった。

・スキンチェッカーでの脂分や水分の測定や、鉱物から
絵の具を作り、色差計で色を数値化するような独特の
取組を行っている。

〈学びの杜〉
・コロナ禍の対策として今年度はZoomオンラインで11

回実施した。主に大学の先生から講義を受け生徒が質
問する形で実施した。オンライン実施の為、生徒同士

が話し合うのは難しかったが、モンゴルなどの海外の
生徒や中学生も一緒に受講する試みも行われた。

〈重点枠〉
・今年度はコロナ禍の対策として、学校を通して郵送で

応募する形に加え、メールによるネットでの応募も可
能とした。その結果、全国から18校、22チームの応募
があった。

・０ステージの公募問題は、１年目は数学の奥深い問題
を、２年目は本校が共同的探究学習を行っていること
もあり、複数回答から分析する問題を作成した。今年
度は１、２年目の反省も踏まえ、①多様な解法ができ
る問題　②大学の数学の理論につながる問題の２部構
成の問題とした。

・コロナ禍の影響を受け、１stステージ（数学に関わる
講義）２ndステージ（フィールドワーク）を、連続
する日程ではないが合体した形式で開催することとし
た。12チームを選抜し、オンライン（Zoom）で行っ
た。

・１stステージは８/１,８/２に実施。大学教員がZoom
で講義を行い、課題を解いた。課題の提出・回収は
メールで行った。それぞれの分科会ではブレイクアウ
トルーム機能を使い、連絡等を可能とした。

・２ndステージのフィールドワークのポスター発表も
８/29にオンライン（ZOOM）で実施した。

・３rdステージには６チームが進出し、自己成長ステー
ジではフィールドワークのレポートを英語で議論が出
来るよう準備をしている。

・昨年度はコロナ禍の為、アメリカでフィールドワーク
のレポートを基にディスカッションを行う３rdステー
ジは中止となった。今年度も３rdステージはアメリカ
での活動は中止し、名古屋に６チームが集まり、オン
ライン上でノースカロライナ大学の学生と交流、ディ
スカッションを行う予定である。

〈教員研修会〉
・今年度は対面ではなくオンラインで実施したので、他

府県の先生の参加も多く見られ、意見や疑問に思って
いることを共有できたことは良かった。

・個人情報の観点もあるが、オンラインでも実際の授業
の様子を見てもらえると良かった。

〈生徒研究員制度〉
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・SSH生徒研究発表でポスター発表賞を受賞した。重力
を測り、重力が減少することを利用して地球半径を測
るという研究内容である。今年度はオンライン発表
で、撮影した動画を提出し、審査もZoomで行われた。
４）評価
・高１の４月（事前）と高２の３月にアンケートによる

意識調査、記述型による思考力調査を行っている。意
識調査では、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）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）C

（自ら設定した課題について主体的に探究する力）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）それぞれの力の平均値が１～５段階評価です
べて３以上であり、記述型課題では教科（数学と理
科）を統合した深い理解（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。

・去年卒業した生徒の自己評価の経年変化では、高２で
一旦下がるが、３年生になり上がっている。
５）指導助言
・自己評価で測る部分と、思考力自体を記述型課題で測

るという両面からしっかりとした評価を出している。
・高校２年生で自己評価が一旦下がるというが、生徒の

負担が多いから理解が下がるのではなく、むしろ逆に
学習を進めていく中で、探究学習や研究の難しさに気
づき、自分の力に及ばないことが目に見えることで自
己評価が下がるからではないか。

・評価の面では、ただの平均値ではなく５年間の取組の
どこがどのように効いたか、先生方の設定した目標値
にどれくらい近づけたかというような評価の仕方もし
て欲しい。もう少し伸び具合に意識を向けると良い。

・協同的探究学習の理念・枠組みを発展させるような形
で教科を連携させて思考を高める取り組みも進んでき
ているので、それを更に発展させ、これからの時代に
必要な非定型の問題を解決し探究していくような力を
つけて欲しい。

・コロナ禍の中、いろいろな対応を取られ取り組まれた
のは大変だったと思うが、良かった面を維持していく
ことが大切である。例えば、WEB会議が出来るよう
になったことにより、海外から講師を呼ぶなど、拡げ
ていくのは一つの方向性であると思う。

・生徒自身にとって本当にSSHの授業の効果が見えてく
るのは大人になってから、あるいは大学に入ってから
卒業してからだと思うので、卒業生にも遡ってSSH事
業の評価をしても面白いのではないか。

・世界デジタル競争ランキングで日本は23位、AI人材
専門家ランキングは８位で、コロナ禍で意外と日本が
デジタル化に遅れていることが露呈した中で、実態を

把握しこれからの若者にデジタル化に突き進むべく取
り組んで欲しい。

・SSH事業が終了するということで、これからは費用が
かからない創意工夫によって、内容を自主的に継続で
きるような今まで蓄えたノウハウを最大限活用して
いってもらいたい。
６）閉会

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第66集（2021）
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資料２

2020年度　中学校教育課程表
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2020年度　高等学校教育課程表

名古屋大学教育学部附属中・高等学校紀要　第66集（2021）
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資料３

SS課題研究Ⅱ（STEAM）テーマ一覧
グループ 2020年度 STEAM 中間発表 研究テーマ
1若山 連立方程式

コラッツ予想を解きたい
「ことわざ」の意味と実際に生じる可能性のギャップを実験・
計算で求める
ルービックキューブのアルゴリズムの仕組みを数学で解明す
る
控えめな有理数とイデアルの関係とベクトル
物理現象を微積分で読み解く
席替え時の様々な確率を調べる
じゃんけんの勝率を上げる方法
和算特有の方法にはどのようなものがあるか
累乗とmod計算の関係
サイコロの出目の確率は面積か重心どちらと関係が深いの
か
3桁と4桁の自然数におけるカプレカ操作数の傾向

2都丸 グローバル化が進むほどGDPは高くなるのか
名大附の生徒がもつ「名大附」の性格と生徒個人の性格
の差があるのか
MBTIの診断結果と主観に相違はあるのか
睡眠習慣とSNS・インターネット依存の関係
小児用ワクチンは必要な場所に十分行き届いているか
農業において石油消費量を減らすには
社会福祉施設の数と豊かさとの関係
東証一部上場企業のロゴカラーは何色が多いか
通学時間は生活時間に影響をあたえるのか
テーマパークの集客力を高めるにはブランド力を高めるべきか
性格と血液型の関連性
英語の語彙学習において、日本語のスキーマの提示は効
果的か
音楽は計算効率に影響を与えるのか
血縁・地縁の関係性

3西川 動・植物の条部位の細胞量の差
干している魚と干していない魚で栄養価の違いはあるのか
睡眠と音はどのような関係があるか？
アメリカザリガニの捕食圧を受けやすい種は何か、また水草
により捕食圧に違いがでるか
優柔不断な性格を改善し、決定時間を短くすることははでき
るか
環境ホルモンが植物に及ぼす影響とは
色による感じる時間の長さの違いを応用した空間デザイン
人間の平熱が昔と比べて低くなってきているのは本当か
皮膚と上手く向き合うためには何が大切か
ポイ捨てされたペットボトルゴミは虫を殺すか
ローズマリー・ミント吸入による暗算能力・暗記能力の向上
はありうるのか
名大附の池の水でオオカナダモが枯れてしまうのは水中のカ
リウムが不足しているからか

4竹内 湿度によって音波は変化するのか
地下鉄名城線・名港線における鉄道車両の加速度と列車
遅延の関係性
よく飛ぶ紙飛行機の条件とは
ボウリングでストライクをとるにはどうすればよいか
キャップ投げ野球でセーブ王になる方法
競泳における飛び込みの入水角度はどのくらいがベストか
再利用できるカイロ
耐震設計と免振設計の時間と振れの大きさの関係
太陽光発電の真の発電効率を求める
風向きと風速による走行中の自転車への影響
再利用できるカイロを作ろう！
集光によって照度はどこまで上げれそうなのか

5石川 人工的にイングリッシュ・ローズのミルラ香を作る
言語表現からみた「笑い」の分析、国民性との関わり
高出力で長持ちする電池を作る
私たちの味覚に対する認識とコクを生み出す方法
耐性の高い赤色絵の具を鉱物から作る
肌の水分量を高く保持する方法（肌荒れしないかつ殺菌効
果のある消毒液）
PETがペットボトルに使用されている理由は？
サビ
一番万能な接着剤は何か？
日焼け止めの効果

グループ 2020年度 STEAM 中間発表 研究テーマ
「おばあちゃんの知恵」は科学的根拠に基づいて有用とい
えるのか？
色によって暗記能力は変わるのか
人工甘味料は本当に砂糖よりもダイエットに良いのか

6鈴木 改造ギター（キルスイッチ　連動するキーボード）
電車の音やら文字やら出す
対局時計を作ろう
ボタンを押すと曲が始まりもう一度押すと止まる
数学の表示
ドットマトリックスにおけるLED制御
触らずに開くゴミ箱
カウンター
単音とピアノ
「地獄のシャトルラン装置」を作る
信号機をプログラムしてみる
簡易電子ピアノを作る
警報装置を作る
LEDをつける

7原 男女での「女性らしさ」の認識の違いはあるか？
どのような繊維が楽に色を定着させることができるのか
布の種類による紫外線の防ぎ方のちがい
よりよいシミ抜きの方法はなにか
布の乾燥率は化学繊維と天然繊維それぞれで差はどのくら
いあるのか
登校時に重い鞄を背負っている学生ほで、肩こりの度合い
が大きいのか
書く國の気候とその国の民族衣装に用いられる布と形状の
関係性
日用品において洗剤の代わりとなるものはあるか。その共通
点はなにか。
タオルをフワフワのままに保つ洗濯の仕方は？
衣類の良い香を長持ちさせるにはどうしたらよいか
エアリズムと綿の違いはなにか
日本の着物が長い間 着続けられているのはなぜか
衣服の伸縮について
服のシミが落ちるのにタイムリミットはあるのか

8岡村 学生の購買意欲をかきたてるパッケージデザイン　ーアンパ
ン、カレーパン、クリームパン
かわいいと思うキャラクターの目の位置の法則性
気象情報の警戒色として紫を用いるのは適切か？
音楽教育の発達段階と「エーデルワイス」
勉強の集中力とノートの紙の色に関係はあるのか
ダークヒーローの魅力とは
効率よく正確に暗記する上で一番効果のある色とは？
伝えたい情報や気持ちなどを効率よく伝えられるマークとは？
配色からくる印象や購買意欲に共通点はあるか
その人が一番似合う色は何色か？
ポケモンのデザインの変化と世界の変化
着色料を含む食品と人々の嗜好の変化
コード進行がまちがっていても違和感のない音楽があるのか

9松本拓 自己声援によって運動能力は高くなるか
短距離走でより速く走るためにはどの地点まで前傾姿勢を意
識すればよいか
自分より強い相手に勝つ一撃とは何か
二重とびと音楽の関係
胎動の激しさ(出生時の身長・体重）と運動能力の関係に
ついて
幸せなら輪投げははいるか
学生のうちからでもヘッドホン難聴の症状は出るのか
高校生が走り幅跳びで最も良い記録の出せる助走は何m
か？またそれはなぜか？
利き手と非利き手のきょうさの差と利き手矯正について
感情が意図せず顔や体に表れるのは、自分にとって得だか
らか
背が高い人の方が立ち幅跳びは長く跳べるのか
世界の飲酒狩野年齢と病気の関係
若者言葉のスポーツに対する利点
応援はバスケのシュート率に優位な影響を及ぼすのか


