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名古屋大学との連携による専門的な学び
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第1章

名古屋大学との連携
三小田
（１）仮説

博

昭

（３）評価

本校は名古屋大学のキャンパス内に位置している。そ

○名古屋大学との連携企画に参加した生徒の声

の利点を活かし、名古屋大学の人的・物的リソースを最

・自分から発言する姿勢を今よりも身につけたい。様々

大限に活用してSSH研究開発を実践している。名古屋大

な知識や経験を得て、自分の将来を考える材料にでき

学は研究重点大学であるため、附属中学校・高等学校も

るといいと思う。

中等教育における先進的な研究開発を実践することが本

・高校では学べないことや気づかなかった考えや思いを

校のミッションの一つである。

知ることができる。

平成28年３月にだされた、高大接続改革システム会議

○附属高校生を受け入れた名古屋大学教員の声

の最終報告にもあるように、高等学校教育改革・大学教

・必修で受講している大学生と異なり附属高校の生徒さ

育改革・大学入学者選抜改革が今後の日本社会を担う子

んは自発的に参加されているために概してモチベー

どもたちを育成するための鍵となる。そのような社会的

ションが高く、そうした受講姿勢が年上である大学生

背景のもと、中等教育と高等教育が解離していては、生

にいい影響を与えていたというのが最大のメリット

徒の資質・能力を十分育成することができない。中等教

だったと思います。

育と高等教育が連携して教育を行うことにより、子ども

・思うことや考えることを素直な気持ちで自由に発言し

たちが、自分のキャリアパスを形成していく手がかりに

て頂くことです。そうした発言によって授業の中に明

なると考えている。

るくかつ活発な雰囲気がつくり出されると思います。

また、大学教員から講義を直接受けることや、学校か

・授業の雰囲気づくりの点で貴校の生徒さんが受講され

ら離れ、実際に観察・実験を体験することにより、生徒

ることは有難いですので、来年度以降もぜひ受講して

の興味・関心を深化させていくことができると仮定し
て、名古屋大学と連携したさまざまな取組を実践した。

頂きたく思います。
・デメリットを感じたことはありません。メリットにつ
いては（年にもよりますし個人差もありますが）おし
なべて言えば、大学生は「高校生には負けられない」
、

（２）実践

高校生は「足を引っ張らないように頑張る」という相
互に高め合う効果が生まれているような気がします。

・中津川プロジェクト
日時：平成28年８月９日（火）～８月11日（木）

高校生が班の中にとけ込み、積極的に絡んでくれる年

場所：岐阜県中津川市

はクラス全体の雰囲気がとてもいいです。

東海地区国立大学共同中津川研修センター
・基礎セミナー
日時：名古屋大学初年次教育の学事歴による
場所：名古屋大学東山キャンパス教養教育棟及び、
鶴舞キャンパス
・生物臨海実習
日時：平成28年７月23日（土）～７月24日（日）
場所：名古屋大学大学院理学研究科附属菅島臨海実験
所（三重県鳥羽市菅島町）
・附属農場講演会・見学会
日時：平成28年10月29日（土）
場所：名古屋大学東郷フィールド
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第2章

中津川プロジェクト
原

順

子・阿

部

英之助

【抄録】 大学のガバナンスを伝える手段として開催された教育学部附属学校協議会。その中から高大連携事業とし
て中津川プロジェクトは誕生した。附属学校協議会によって育てられた中津川プロジェクトであるが、会場となる
中津川研修センターは今年度で幕を下ろす。今年度の中津川プロジェクトのアンケート結果を中心にこのプロジェ
クトの成果を報告したい。

１

１日目（８日）

はじめに

9:00

存在の根拠を問われる動きは初めてではない。
かつては、
教員養成系でない国立大学の教育学部の附属学校は存置

２日目（９日）

の根拠を明確に示すことが求められた。本校も例外では

7:00

３日目（10日）

ジェクトは東海地区国立大学共同中津川研修センターで

7:00

8:00

２

概要

（８）企

（１）月日：平成29年８月８日（火）～８月10日（木）

◆企画５
松下先生
工学研究科

昼食

川セミナー」を留めておくために、本紀要で報告する。

朝食

起床

川研修センターは今年で閉鎖されるので、最後の「中津

9:0012:00 13:00

自主企画

川」とはプロジェクトが行われる地名である。このプロ
合宿形式で行われることを最大の特徴としている。中津

◆企画２
前島先生
生命農学
研究科

夕食

プロジェクト」である。プロジェクトの名にある「中津

◆企画４
鉱物博物館
大林先生

入浴

で高大連携の必要性が言われ、形になったのが「中津川

◆企画３
根本先生
経済学
研究科

昼食

協議会を設置し、附属学校のあり方を協議した。その中

21:30

就寝準備
点呼
23:00
就寝

9:0012:00 13:0017:00 18:30 19:30 21:30

朝食

起床

なかった。名古屋大学は、この時期に教育学部附属学校

8:00

◆企画１
岡崎先生
高橋先生
医学研究科

夕食

国立大学附属学校の機能強化が目的である。このような

16:00 17:30 18:30

入浴

属学校の改革に関する有識者会議の報告書を公表した。

昼食

集合
（豊講前）

移動

今年、文科省は国立教員養成大学・学部、大学院、附

9:1011:30 13:00

就寝準備
点呼
23:00
就寝

16:00

終わりの会
移動
学校着
◆企画６ 豊田講堂前解散
足立先生

画

１）「ドクターGと一緒にチーム医療を体験しよう」

（２）場所：東海地区国立大学共同中津川研修センター

岡﨑 医学系研究科寄附講座講師、髙橋 同研究科寄

（３）テーマ：
「よむ かく みる ふれる ときはなつ」

附講座助教

（４）目的：大学の学問と連携する。教科を超えて学問

２）「細胞の機能を支える膜輸送タンパク質分子」
前島 副総長、生命農学研究科教授

に触れる。
（５）参加者：高校１年生11名（男子９名、女子２名）
、

３）
「実社会のデータを読んで相関を見つけ、相関が

高校２年生６名
（男子１名、
女子５名）
の合計17名。

なぜ生じているのか考える」

また、
附属中学校出身者は、
17名中の14名（82.4％）

根本 アジア共創教育研究機構長、経済学研究科教

（６）引率者：植田健男研究科長、
中嶋哲彦校長、
原順子、
三小田博昭、亀井千恵子、尾方英美、阿部英之助
（高大接続研究センター）
、ツォゴゥ（新モンゴル

授
４）マイクロマウント標本の作成
中津川鉱物博物館学芸員
５）「真夏の朝の頭の体操－フィボナッチとダビンチ－」

高校）
、看護師

松下 理事・副総長、工学研究科教授

（７）日程
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を考察し、数値計算を通して理解する。

６）
「地形と地質から大地の動きをさぐる」

４）タイムテーブル

足立 PhD登竜門推進室特任教授

①細胞の成り立ちと生体膜に関する説明

３

企画紹介

（１）企画１

40分

②生体膜での物質の移動速度と濃度の計算（グルー
プ別）計算20分、発表15分
③休憩15分

医学系研究科

④生 体膜ではたらく分子：イオンポンプとイオン

１）テーマ

チャネルの分子構造と輸送速度

ドクターGと一緒にチーム医療を体験しよう

50分

⑤質疑応答（人体の膜輸送体） 30分

２）概要
総合診療医ドクターGをご存知ですか？ドクター

（３）企画３

Gと一緒に、ゲームやクイズをしながら、患者の症

１）テーマ

アジア共創教育研究機構/経済学研究科

「実社会のデータを読んで相関を見つけ、相関がな

状から病気を解き明かそう。グループ対抗でチーム

ぜ生じているのか考える」

医療に関するクイズやゲームを行い、医学の世界に

２）概要

誘います。楽しみながら医療を支える様々な職種が
あることと、その役割を学びます。また、グループ

データの相関は数学Ⅰの「データの分析」でも取

ワークをする過程で、チーム医療に必要な、それぞ

り上げられている内容であるが、ここでは特に実社

れの職種の役割を理解し責任を分担、協働する大切

会のデータ（47都道府県の経済社会指標や国民生活

さを学びます。チームコミュニケーション能力の基

基礎調査など）を使い、自分達でExcelを使って散

礎が築かれることを期待します。

布図を描き相関係数を計算し、さまざまなデータ間
の相関を発見する。さらに、見つけた相関について

３）ねらい

それが生じる理由について考察することを通じ、相

ゲームやクイズ、模擬診察を通して医療に親しむ

関の背後にある他の変数の影響や、相関と因果の違

とともに、多職種連携医療について理解すること

いなどについて理解を深める。

４）タイムテーブル

３）ねらい

13：00－13：10

教員紹介・導入

13：10－13：40

チーム医療クイズ（Jeopardy）

13：40－14：40

模擬診察

造が存在することに気付き、それらがどのように

14：40－14：50

休憩

データの間に相関（見せかけの相関も含め）を生み

14：50－15：50

チーム医療ゲーム（iPEG）

出しているか考える態度を養う。

14：50－15：00

まとめ

（２）企画２

統計データの背後に一定の人間の行動や社会の構

４）タイムテーブル
①Excelの使い方を練習。

農学部・生命農学研究科

②グループワーク：データから相関を発見する。あ

１）テーマ

らかじめ結果を予想しておき、その通りの結果が

細胞の機能を支える膜輸送タンパク質分子

得られたかどうか議論する。

２）概要

③各グループから相関の事例を発表してもらい、全

動植物の細胞は、細胞と外環境を区分けする細胞

員でその相関がなぜ生じたか考える。

膜をはじめとして、核・小胞体・ゴルジ体・リソゾー
ム・ミトコンドリア・液胞などのオルガネラの膜の

（４）企画４

機能によって支えられている。それぞれの膜には、
無機イオンや有機化合物を選択的に輸送するタンパ
ク質、
情報を受容するタンパク質等が局在している。
そのタンパク質の種類が細胞やオルガネラの働きを
特徴付けている。膜輸送分子に焦点を当て、輸送す

１）テーマ
水晶さがしをして,選んだ小水晶をマイクロマウ
ント標本にする体験をしてみよう。
２）概要
マイクロマウント標本というのは,１cm内外の小

る物質の選択、輸送の速度、輸送の機構について、

さい標本をケースにセットして整理・観察ができる

タンパク質の構造も含めて紹介する。たとえば、ア

ようにしたものです。

クアポリン（水）
、プロトンポンプ（水素イオン）
、

当館のウェブサイトの以下のページをご覧いただく

薬剤排出ポンプの話題です。同時に、輸送されるイ

と具体的なイメージをしていただけると思います。

オンや水の個数と濃度についても一緒に考える。

http://mineral.n-muse.jp/2016/08/post-271.html
http://mineral.n-muse.jp/2017/06/post-319.html

３）ねらい
生体膜の物質輸送機能を果たす分子に注目し、物
質の選択・輸送メカニズム、多様性について、構造
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３）ねらい

工学研究科

自然をよく観察して考え、
「自然に学ぶ」という

１）テーマ

スタンスを身につける。

真夏の朝の頭の体操 －フィボナッチとダビンチ－

４）タイムテーブル

２）概要

基本的にはバス任せ。中央道の屏風山PAで、ト

石鹸やシャンプーは水やお湯の中で、構成分子が

イレ休憩をかねて30-40分の説明時間をとる。

自ずと油を取り囲む性質があるため、我々の皮膚や
髪の毛をきれいにしてくれる。このミセルと呼ばれ
る集合体は、ナノメートル程度の大きさをもち、分
子は驚くほど綺麗に並んでいる。私が研究している
ブロック共重合体という複合高分子は、これと似た

４

アンケート結果

（１）対象者数

種々の幾何学的な面白い形を自発的に生み出す。そ

・高校１年生11名（男子９名、女子２名）
、高校２年

してそれらの形には、古代ギリシャの数学者アルキ

生６名（男子１名、女子５名）の合計17名であった。

メデスの業績など、従来の数学（幾何学）を使って

また、附属中学校の出身者は、17名中の14名82.4％

説明できるものや、近代の数学・物理学では説明が

であった。

できないものも含まれている。本講座では、中世イ

（２）集計結果

れを芸術などに活用したレオナルド・ダビンチが遺
したものなどに触れ、数を身近なものに感じてもら
う。尚、心身の健康のため、適宜ラジオ体操を取り

【受講動機について】
●あなたが、中津川プロジェクトを受講しようと
思った動機は何ですか。以下の選択肢から当ては
まる項目の番号をすべて○で囲んでください。

問１

タリアの数学者フィボナッチの個性豊かな業績とそ

入れる予定である。
３）ねらい
複合高分子がミクロな世界で作っている幾何学模
様から出発し、自然や人間が生み出す美と簡単な数
学の法則を、特に無理数に注目して学ぶ。後半には
簡単な演習を取りいれて参加型学修とする。
４）タイムテーブル
８：55－９：00

ラジオ体操第一

９：00－９：45

自己紹介、研究紹介

９：45－10：30

フィボナッチ数列と黄金比など

10：30－10：45

休憩とラジオ体操第二

10：45－11：25

演習

11：25－11：45

演習採点（生徒休憩）

11：45－12：00

解説とまとめ

来たから」があった。

PhD登龍門推進室

【各講座の満足度】
●中津川プロジェクトの各企画の満足度につい
て、当てはまる番号をそれぞれの項目で１つだけ
○で囲んでください。

問２

（６）企画６

「その他」では、
「昨年も楽しかったから」
「昨年も

１）テーマ
地形と地質から大地の動きをさぐる
２）概要
地球は生きているので、地形は時間とともに変化
していきますが、変化のスピードは一定ではありま
せん。大地震の時に地面が一瞬で大きく食い違うこ
ともあれば、長い時間をかけて川が大地を削って深
い谷ができることもあります。
現在の地形は過去（例
えば10万年前）
の地形とも未来の地形とも違います。
約46億年という長い地球の歴史からみれば、10万年
はほんの一瞬です。この10万年の間には我々がまだ
知らないことがたくさん起こっています。地形の変
化は、プレート運動、気候、地質（石）
、植生など
と密接に関係するので、自然をよく見て考えると、
大地の動きが分かってきます。

－ 19 －

中津川プロジェクト

問３

【中津川プロジェクトの受講を終えて】
●中津川プロジェクトを受講して、特に面白かっ
たこと・印象に残ったことについて自由に書いて
ください。
高校１年生

１ ①の企画が面白かった。バレーボールも楽し
かったです。
２ 医学のやつでは、自分が知っている以上に職業
が細かくわかれていておどろいた。工学のやつ
ではひとくちに工学といってもいろいろな種類
があることが知れた
３ 企画２でのmolを使った演習が楽しかった。ア
ホガドイロ数も知れた。企画４での水晶を探す
のが難しかった。水晶と石英の区別がよくわか
らなかった。企画５でのフィボナッチ数列につ
いての話が面白かった。一般項の式についても
求めるられるようにしたいと思った。
４ 医学の職業ゲームが面白かった。経済学ではエ
クセルの知らない使い方を知れてよかった。
５ 企画２の演習問題では新たな計算方法を知れ
た。企画１のiPEGの医療に関する様々な職業
が知れた。企画３はエクセル自体にとても興味
をもてた。
６ 医学の企画の際に行ったカードゲームが面白
かったです。大学の先生がもっとこわい感じが
と思っていたのですが、良い意味で親しみのや
すい方々で楽しく受講できました。
７ 医学研究科の企画で行ったiPEGがとてもおも
しろかった。
８ 体験学習が多く、興味をもつきっかけになった
こと
９ 色々な学部の先生のお話が聞けたこと
10 それぞれの企画でいろいろなアクティビティが
あり、その全てが面白かったです。
高校２年生
１ 医 学 研 究 科 のiPEGの ゲ ー ム が か す ご く 楽 し
かった。あと鉱物で水晶の標本がつくれたので
良い思い出になった
２ ただ授業を受けるのではなくさんかできたのが
良かった。特に１日目の医学のゲームは楽しい
だけでなく新たな職業や医学の知識が覚えやす
かった。
３ 医学研究科のiPEGが楽しかった。
４ 夜の人狼ゲームと企画のバレーが楽しかった。
医学研究科の企画が１番眠くならなかったで
す。あと、理由はわからないけど松下先生はす
ごいと感じています。
５ 鉱物博物館で実際に水晶を探したり、地域の鉱
物の展示も見れたこと。医学研究科で医療従事
者の職業名を出すことが難しかった。
６ 普段接することのできない先生方に講義してい
ただけたことでどのような授業がより良い影響
を与えるのかについての見聞が深まった。直接
関係のないがモンゴルの先生の水晶の標本の作
り方を伝えたのが楽しかった。自分の将来につ
いて考えるきっかけになったと思う。
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●中津川プロジェクトでは、意欲的に取り組むこ
とが出来ましたか。以下の選択肢から当てはまる
項目の番号を１つだけ○で囲んでください。また
取り組めた、あるいは取り組めなかった理由も書
いてください。

問５

問４

●中津川プロジェクトは、受講前に期待していた
通りの内容でしたか。以下の選択肢から当てはま
る項目の番号を１つだけ○で囲んでください。ま
た、その理由も具体的に書いてください。

高校１年生

高校１年生

１ 自分が想像していた学問とほんとうの学問が
違っていて多少期待外れだったけどそれが知れ
て良かった。

１ 時間を無駄にしたくなかった。

１ 医学だけでなく実際に体を動かしたり自分で考
えて意見を述べたりする内容が多く、また様々
な体験ができたから。

３ 活動班の班長として（自分からの立候補ではな
いが）３日間生活し、また企画５でのあいさつ
でき普段は絶対しないような役回りが出来た。

２ 講義が難しかったがきちんと理解しようとして
いたと思う

１ 大学での専門的な話を聞けたから。

４ わかないところが、わからず、あまり質問がで
きなかったから

１ どの企画も新しい発見がたくさんあり、新たな
知識を楽しく知ることができた。

５ 先生の話を真剣に聞けたと思ったし、要点も理
解できたから

１ 各講座がすべて私の気になっていたジャンルと
いう訳ではなかったが、今回聞いてどれもきょ
うみをもつたからです。

６ グループで行うものなどでちゃんと発言をした
りして、話を全員で進めることができたと思う
からです。

１ 若干予想していたものとは異なったがどの先生
のお話も大変興味深かった。

７ できるだけ率先してモノごとに取り組むことが
できたと思う。

１ 普段の学校や学びの杜などではできないものが
短期期間に集中的にできたから

８ 興味深い分野が多い上に高校のレベルのさらに
上、発展を教わることができたから

１ 高校の授業と違い、大学での専門的な学びを体
験できた。

９ はっけんや意見をいったり、調べたりして、学
びをふかめられた。

１ 大学レベルの講義をきくという目標を達成でき
たから
高校２年生

10 自分が興味のある分野が多く、また他の分野も
知ることができから。

２ むしろ、去年より楽しかったから。景品もあっ
てよかった。

11 ３日間の短期集中型のプロジェクトということ
でそれぞれの企画で集中して取り組めました。

２ 専門的な内容を知ることができたので満足で
す。

高校２年生
１ グループで話し合う、機会も多かったので、意
欲的に取り組めたと思っている。

２ 日本と同じ話もあったけれど、新しい話も聞け
たから。
２ 夜が怖い、
トイレまでの道のり、
あと部屋のカー
テンがピンクはちょっとやめた方がいいかも、
夕ご飯ちょっと早すぎ。バレーのあと風呂なし
はしんどい。けどそれをしのぐ程楽しかったで
す。
２ 全て座学かと思ったら、案外体験型が多かった
から。

２ グルーフディスカッションやクイズなど積極的
に発言することができたと思うかです。
３ 上に同じ
４ 意欲的ではあった。がしかし睡魔には控えな
かった。ごめんなさい。
５ 特になし
６ プロジェクト参加前の疲れがとれておらず、講
座中眠くなってしまったから。去年と内容がか
ぶっていた講座もあったか。

２ 医学の講座のようにゲームを取り入れたりと意
欲を刺激する工夫が見られ面白かった。
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中津川プロジェクト

問７

●中津川プロジェクトを受講したことで、知識が
深まりましたか。以下の選択肢から当てはまる項
目の番号を１つだけ○で囲んでください。

問６

●中津川プロジェクトを受講し、感じたことに当
てはまる番号をそれぞれの項目で１つだけ○で囲
んでください。

問８

●中津川プロジェクトで学んだことは、日常生活
でどの程度、役に立つと考えますか。以下の選択
肢から当てはまる項目の番号を１つだけ○で囲ん
でください。

問９

●問８で１～２を選んだ人のみ答えて下さい。具
体的には日常生活でどのように役に立つと考えま
すか。自由に書いてください。
高校１年生

１ 進路の決定
２ エクセルは本の作成に用いられる。医学は知っ
ておくほど助けられたり身を守れる。
３ 医学に関する職業を多く知れたということは、
自分や周りの人に適した対処法を考えることが
できると思ったから
４ 科学のことを理解した上で、物事を考えると別
の視点から見ることができる。
５ 医学系のことであれば、日常の体調の異変を自
分自身で感じることができと思ったから
６ 中津川プロジェクトで学んだ事柄について、ふ
だんの生活学習の中で興味をもてるきっかけと
なった。
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●あなたは、自分の将来の夢を実現するために、
新たに取り組もうと思ったことはありますか。
13
あれば、具体的に書いてください。
問

高校２年生
１ 医学部の講義で打診とかが体験できたので、実
際に使えるなと思った。
２ 世界の仕組みを知ることによって世界の見方が
代わると思った。

高校１年生
１ 日々の学習を計画的に進め、知を深めていきた
いと思った。

問

【進路について】
●あなたは、
中津川プロジェクトの受講を終えて、
自分の将来について考えるようになりましたか。
10
以下の選択肢から当てはまる項目の番号を１つだ
け○で囲んでください。

２ 将来、芸能分野に進みたいので、美大合格へ向
けていまのうちから画塾をがんばりたいと思っ
た。
３ 新たにはないが、自分の計画に今回の話を役立
てようと思った。
４ 学校の授業のための勉強だけでないもの、何か
は、まだ未定です。
５ 幅の広い知識
６ 好きな学びをとことん行う、とにかく色々な体
験や実験をしてみて、どれがいちばんあうか考
える。
７ 偏った知識を持つのではなく、総合的に考えら
れるようになりたい。
８ 早めに志望校を決めて勉強にとりくむ。妥協し
ない。
９ まずは、勉強を頑張る。あとは、自分のなりた
い職業に関係するものにも、目を向け幅広い知
識を得たい。

問

●問10で１～２を選んだ人のみ答えてください。
具体的にはどのようなことを考えるようになりま
11 したか。将来学びたいこと、就きたい職業につい
て自由に書いてください。
【学びたいこと】

【就きたい職業】

工学系
防衛学
英語、生命科学

サラリーマン
自衛官
教 師

問

●問10で１～２を選んだ人のみ答えてください。
問11に書いたことを実現するためには、高校卒業
12 後どのような進路を志望しますか。以下の選択肢
から当てはまる項目の番号を１つだけ○で囲んで
ください。
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高校２年生
１ 今のところ将来の夢がない
２ 新たな言語の習得（ドイツ語）、専門知識を日
本語以外の言い方で説明できるようになる。専
門知識をやさしい日本語で説明できるようにな
る。

中津川プロジェクト

問

【物事に取り組む意欲について】
●中津川プロジェクトの受講前と比べて、あなた自身はどれにあてはまりますか。それぞれの項目で
14
あてはまる番号に１つだけ○で囲んでください。
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参加者の感想

女子 終身時間が早すぎる。ためになったと思います。
ジャンケン負けて、不本意ながら代表になっ
ちゃったけど、始めの言葉？的なのだけで平和
に過ごせてよかったです。

高校１年生
男子 中津川プロジェクトを通して、大学の先生から
多くのお話を聴く事ができた。また班別の活動
を通して、これまで話したことすらなかった先
輩とも多少は親交を深められたと思う。

女子 友人等に勧められて参加したが、授業はとても
興味深く、新たな知識や考え方を知ることがで
き、また他学年の生徒たちとも関われたことが
とても楽しかった、自分の将来について考える
機会になった。

男子 ありがとうございました。さまざまな企画を通
して、それぞれの学びを深めることが出来て、
本当に大きな体験となりました。大学の先生の
お話をきいたり、中津川の豊かな自然に囲まれ
て学習したりと、普段はできないことがいろい
ろと出来ました。

女子 去年も中津川プロジェクトに参加したが、今年
のほうが色々なところで面白かったので、すご
く参加してよかったと思っている。講義をして
くださった先生方にお礼を言いたい。様々な分
野に取り組めて、私は文系だけど、理系のこと
について少し知識が得られて良かったと思う。
良い経験になりました。

男子 様々な分野の専門的なことから日常的なことま
で、
幅広く知識を増やすことができてよかった。
女子 とても楽しく学べました。来年も受けられたら
いいなと思いました。
女子 ３日間、本当に貴重な体験ができました。大学
の先生のお話を聞いて、自分の進路への視野が
広がりました。また上級生の人と３日間一緒に
過ごすことで、密な関係が築けました。こんな
こと、普段はなかなか出来ないので楽しかった
です。中津川セミナーみたいなイベントをもっ
とやってほしいなと思います。
男子 とても楽しかったです。
高校２年生
女子 久しぶりに「人と関わるという事について真剣
に考えることができた。以下に情報を単純にす
るか、いかに情報を簡単に伝えるかで頭をフル
回転した。人に伝わった時の達成感は何にも変
えられないものだと思った。

第 62 集（2018）

６

成果と課題

第一線で活躍する研究者の講義が聴ける、しかもAL
を心がけて下さる先生方が多く、生徒たちは一所懸命に
取り組んでいた。難しい内容でも、いや難しい内容ほど
挑戦してみたいと意欲的になる姿が印象的だった。食事
時間が早かったり、入浴時間が短かったりと日常の生活
とは異なるが、合宿形式で学問に触れる機会を今後も是
非残したい。中津川研修センターのように安価で宿泊で
きるところを探したい。
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第3章

名古屋大学初年次教育「基礎セミナー」に高校生が参加
山

「基礎セミナー」は、名古屋大学の１年生全員に受講

伝子を使うと何がわかる？

田

孝

何ができる？」
「スパゲッ

させている「初年次教育」
、
「文理融合」
、
「少人数のセミ

ティトラスで構造の強さを考える」
「地球環境塾－里山

ナー形式」の授業である。さらに、
「基礎セミナー」で

の暮らしに学ぶ持続可能な社会」
「建築ドローイングを

は、
『知の探究のプロセス』と『学問の面白さ』を学ばせ、

読む」
「メディア科学とメディア文化」等がある。半期

自立的学習能力を育成することを目標としている。この

の大学の授業ではあるが、実際に大学生と一緒に学ぶこ

「基礎セミナー」に今年度も高校２年生９名、高校３年

とにより、大学での学びを体験できる。また、大学での

生６名の15名が参加した。SSHに関係あるテーマを見て

初年時教育に参加することで大学の学問研究に対する理

みると「日常生活のフシギを科学で説明してみよう」
「身

解が深まり、キャリア意識の形成にも役立っていると言

近なテクノロジーを通じて『独学 → 探求』を知る」
「遺

える。

（山田

孝）

第4章

生物臨海実習
西

（１）目標

川

陽

子

（４）評価

実物による学習を通じ、生命現象、自然に対する理解
を深めることを目標とする。

ウニは人工受精が簡単にでき、年間を通じて実験が可
能な生物であるが、高校２年生時にウニの発生に関する
学習を行っても、通常授業において実際に観察を行うこ
とは難しい。そこで、今回の臨海実習では、タコノマク

（２）学習方法

ラを用いて発生過程の観察を中心に行うことができた。
実際に目で見て、手を動かすという行動によって、教室

・期

間：平成28年７月23日（土）～７月24日（日）

・場

所：名古屋大学大学院理学研究科附属菅島臨海実

で学んだ内容の理解をさらに深めることができ、生物の

一泊二日

できた。これは、我々の期待通りであり、生命現象や自

験所（三重県鳥羽市菅島町）
・参加者：高校２年生

多様性に気づき、生命現象の不思議さを体験することが
然に対する理解を深めることができ、目標を達成できた

生物選択者のうち９名

といえる。
また、実習後に、磯採集で見つけた生物やタコノマク

（３）実践内容

ラの発生について、校内にてポスター提示をする機会を

〈海産生物の採取と観察〉
、
〈タコノマクラの受精と発
生過程の観察〉
、
〈夜光虫の観察〉

もうけたり、「生物」の授業で発表を行ったりした。今
後はさらにそれを発展させたいと思う。
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（文責

西川陽子）
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第5章

附属農場講演会・見学会
若

山

晃

治

れ合い、多種多様な稲の比較、生米の試

（１）仮説

食、たい肥を使用した白菜の発育の様子の
観察、たい肥置き場の見学。

実際に農学に関する研究をしている方にお話を伺い、
研究方法を知るとともに、困難に対するチャレンジや新
たな発見の喜びといった研究の醍醐味を感じることで、
生徒の研究に対する意欲の向上を目的としている。また

（３）評価

今回の学習がSS課題研究や生徒研究員制度等に繋がる
ことも期待される。

講演会では多くの生徒が講演者の野田口先生に対して
積極的に質問する姿が見られた。また、参加生徒27名の
内13名の生徒が、感想用紙に「（接ぎ木を）今度実際に
やりたい！」等とコメントしており、生徒の興味に大き

（２）実施

く訴える企画であったことが伺える。今後の課題として、

学びの杜特別企画として、名古屋大学大学院生命農学
研究科及び名古屋大学東郷フィールドの協力の下、附属

SS課題研究や生徒研究員制度といった本校の取り組み
の中で接ぎ木に挑戦できる機会を設けられるとよい。
見学会では「牛の舌は灰色ですごいびっくりした」
「初

農場講演会・見学会を実施した。
講演会概要：名古屋大学理学研究科の野田口理孝先生を

めて生米を食べた気がする」
「たい肥はものすごい栄養

講師に迎え、
「未来の接ぎ木を考える」と

価らしく、白菜が元気いっぱい育ってました」等、生徒

いう題目の下、最新の研究成果を交えなが

は多くの発見をすることができた。さらに「（ヤギの目は）

ら、今後の農業にどのような貢献ができる

機能的に何か違ったりするのか調べてみたい」
「どんな

のか、接ぎ木の新たな可能性についてお話

米をかけあわせたらああなるのか気になった」等、新た

を伺った。

な疑問を持った生徒もおり、今後の研究のきっかけにな

見学会概要：ウシへの給餌、被験動物であるヤギとの触

ることが期待される。
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（文責

若山晃治）

