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が受けることの多いコンクールであるが、１日かけて粘

（１）第１講座

り強く生徒は取り組んだ。

１）仮説

１団体が優秀賞、１個人が奨励賞を受賞した。
後半の課題研究は、ひとり課題を１つ決めて取り組ん

人数は13名である。数学ができる生徒、興味がある生

でいる。建築に関する課題などもある。普段は答えがあ

徒、苦手な生徒。さまざまである。
この講座は、日本数学コンクールの問題、生徒の作問

る問題について取り組んでいるが、そうではない問題に

による問題などを題材に、前半は協同的探求学習法を用

取り組むことがはじめてであるため、教員や他の生徒と

いながら、深く探求することを目標とする。後半はその

ともに寄り添って一緒に考えていくことが大切である。

経験を通じて、自分の興味ある課題に取り組む。他校の

良い問題に取り組めた生徒がいた一方、学んだことをま

SSHでは、特化した生徒に焦点を当てて生徒が探求する

とめる生徒や、設定した課題に対して基礎知識が膨大で

が、この講座では希望をした一般の生徒が探求を行うこ

まとめることも困難である問題に取り組んだ生徒もい

とで、生徒研究員制度のノウハウを利用して、深く探求

た。この課題の取り組みで、達成感をどのような形で味

する力をはぐくむことが目標である。

わえるようにするか、今後の課題である。

２）実践



（文責

渡辺武志）

・日本数学コンクールの問題をとく。普段の数学の授業
では、扱うことが難しいやさしい題材であるが、問題
１問を深く考察し、最後は解答をみんなで共有する。

（２）第２講座
１）仮説

・第２講座で作られた問題を解く
生徒が作った問題に挑戦する。協同的探求学習の活動
を通じて、理解を深化させる。

生徒は、多様な解法を持つ数学の問題を作成し、様々
な解法の共通点を探り、作成した問題の本質を探究する

・日本数学コンクールに団体戦や個人戦で参加するコン

ことを目的とする。生徒が上記の経験を通して、数学の

クールに参加することよって他校の仲間から刺激をう

問題を解くときに様々な切り口から解くことができると

け、モチベーションを高める。長時間の思考の大切さ

考えた。生徒10名のほとんどは理系であり、SSH生徒研

を経験する。

究員制度に所属する生徒や数学が好きな生徒が多い。

・上記の経験を自分の研究に活かす。後半は一人一人が

２）実践

課題を設定し取り組む。上記で学んだ深い理解が自分
の研究に活かせるよう、教員はサポートをする。

３辺の長さが分かっている三角形について、頂角の二
等分線の長さを多様な解法で求めることを授業で扱っ

３）評価

た。それぞれの解法の切り口から解法を分類した。３辺

日本数学コンクールの問題では、過去の問題で参加者

の長さにより、ある解法の計算が煩雑になる。どの解法

が取り組みやすかった問題をとりあげて、思考の深化を

を用いても計算が煩雑にならないように３辺の長さを設

はかった。全員が興味をもち、特化した生徒でなくても

定するには、どうすれば良いのかを探究した。

楽しく取り組むことができた。
別の講座で作られた問題は複数の解法がある幾何の問
題であった。まずは自分の解法を考えてから生徒たちで
議論をした。授業は２時間連続であるから、さまざまな
解法を深く吟味することができた。
日本数学コンクールはほとんどの生徒が参加をし、団
体２チーム個人１人が参加した。数学に特化をした生徒

３辺の長さの設定
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次に、少なくとも６つの解法を持つ問題について授業

「加熱による野菜の変化」

で扱った。それぞれの解法の切り口から解法を分類し、

「緑茶のカフェイン抽出」

問題の本質を探究した。

「アミラーゼのはたらきと阻害物質との量的関係」
「光と光合成効率」

最後に、正多面体が５種類しかないことを多様な解法

「より効果のある日焼け止めはどれか？」

を用いて証明し、解法の共通点、相違点を考えた。

「発酵速度の違いとは？」

上記の授業を通して、生徒の研究に取り掛かった。下

「ダンゴムシの好きな色？」

記は生徒の研究テーマ、研究の目的の抜粋である。
研究テーマ

「人の平衡感覚と反射」

研究の目的

最終的には美しい答えを残しつつ、
２変数関数の最
解法によって煩雑な計算を回避する
大・最小問題
問題を作成する。
「点と直線の距
「点と直線の距離の公式」の証明から
離の公式」の多
共通点を見つけ、関連づける。様々
様な証明の共通
な視点から問題を見る力をつける。
点の可視化

などである。
「加熱による野菜の変化」
、
「緑茶のカフェイン抽出」
、
「アミラーゼのはたらきと阻害物質との量的関係」など
のテーマで課題研究を行った生徒は、実験を繰り返し、
データを蓄積していったが、生物を扱うテーマ設定をし
た生徒などは、授業時間が限られていることに苦労して
いた。また、はじめは実験や観察を行う予定であった

円を絡めた図形の問題について、隠
された情報を探り、問題の本質を探
円で隠せる情報
る。できるだけ線分を隠した図形問
題を作成する。

が、ほとんど調べ学習になってしまった生徒もみられ
た。
３）評価

３）評価

実験がうまくいかなかったりして、計画を変更した生

研究テーマ「「点と直線の距離の公式」の多様な証明

徒やテーマの変更をした生徒もいた。また、限られた時

の共通点の可視化」は、
「点と直線の距離の公式」を６

間での実験により、実験が失敗に終わった生徒もいた。

つの証明方法を考え、それぞれの解法の切り口を分類

STEAMでは、実験計画、実験準備などをすべて生徒
一人ひとりが行うことにより、不十分な計画も多くみら

し、共通点を可視化した。
研究テーマ「円で隠せる情報」は、数学オリンピック
の過去問（円を絡めた図形問題）を多様な解法を用いて

れたが、全員が試行錯誤をくり返しながら、自ら設定し
た課題研究に熱心に取り組んでいくことができた。
本来ならば、課題研究として結論をのべるには、もっ

解いた。それぞれの解法から、図形に隠された情報を考

と実験を繰り返し、データを蓄積していく必要があると

え、問題の本質を明らかにした。
生徒の研究は、興味を持った問題について、本質を探

思うが、STEAMでの研究を通して、自ら考えること、

究できたと考える。しかし、多様な解法を持つ問題を作

研究によって生じた課題を見つけること、中間発表でグ

成するまで至っていないことが課題である。

ループ内共有をすること、他のグループの生徒たちと共



（文責

大羽

徹）

有したことなどを通して新しい知識がついたことは良
かったと思う。

（３）第３講座

（文責

西川陽子）

（４）第４講座

１）仮説
第３講座の生徒は14名である。14名のうち数名は日頃

１）仮説

SSHのプロジェクトに参加している生徒もいるが、ほと

第４講座の生徒は13名である（初期12名＋留学から帰

んどは長期にわたる課題研究をはじめて行う生徒たちで

国１名）
。ほとんどは長期にわたる課題研究をはじめて

ある。

行う生徒たちである。しかし、全員が理系選択者であっ

SS課題研究Ⅱの年間目標にあるように既存教科で学

たため、基礎知識が不足していたとしても、文献を探

んだ知識を実生活と結びつけて考えようというところか

し、その内容を理解するのに困難が伴うような生徒はい

らはじまったため、第３講座では、日頃感じていた疑問

なかった。

をもとにテーマ設定をした生徒や以前に理科の実験で

またSS課題研究Ⅱの年間目標にあるように既存教科

行ったものをもとにテーマ設定をした生徒が多く見られ

で学んだ知識を実生活と結びつけて考えようというとこ

た。それぞれの生徒たちが、STEAMでは自分で課題を

ろからはじまったため、第４講座では、日頃感じていた

設定できることから興味関心をもって課題研究をしてい

疑問をもとにテーマ設定をした生徒や以前に理科の実験

くことができると考えられる。

で行ったものをもとにテーマ設定をした生徒が多く見ら

２）実践

れた。それぞれの生徒たちが、STEAMでは自分で課題

研究テーマは、

を設定できることから興味関心をもって課題研究をして
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最初にテーマ設定および研究計画を立て、実験計画を

いくことができると考えられる。
２）実践

書くように指示した。見通しがないまま実験を始めると
データとならないためである。

研究テーマは、

２）実践

「透明なスクリーンを作る」

「飲料にはどれくらいカフェインが含まれているのか」

「聞こえやすい音の高さ」

「プラスチックを科学的にみる」「アロマオイルに殺菌効

「省エネルギーなリニアモーターカー」
「金属の比熱を測定する」

果はあるのか？」「タンパク質分解酵素の働きとpHの関

「様々な物質の電気抵抗」

係」といった研究テーマがあり、他の生徒が聞いてもお

「金平糖の角のできかた」

もしろいと思える内容が多かった。中には「時計反応の

「動摩擦力の大きさと物体の速さの関係」

分析とマジック」というように、化学反応を使ったマ

「発熱の少ない変圧器」

ジックを分析して、さらにそれを使ったマジックを開発

「アーチ構造と橋の強度」

できないかと考えた生徒もいた。
実験計画に困ったのは、
「薬の成分と副作用」といっ

であった。
金平糖のグループは角の成長スピードが遅いため授業

たように、実験室では検証できないテーマ設定の場合で

時間内では実験が終わらず苦労していた。リニアモー

ある。アセチルサリチル酸やサリチル酸メチルの合成実

ターカーのグループは設計に時間がかかってしまったた

験を行い、薬がどのような原理で作られているかを確か

め、一生懸命にコイルを巻いたにもかかわらず発表直前

めることはできたが、副作用については調べ学習となっ

まで動作させることができなかった。

た。

３）評価

３）評価

どのテーマも調べ学習の段階にとどまることなく、何

ほとんどの生徒が自分のテーマに関する実験を自分で

らかの実験を行って実証的な研究を行うことができ、生

計画して実施することができた。しかし、実験計画に対

徒が課題探求を経験するという観点では良かったと考え

照実験が含まれていない等の初歩的なミスも見られ、な

る。しかし、意味のある結論や成果物を得ることができ

かなか進展しない生徒もいた。

たかどうかは生徒によってかなり差があった。次年度へ

「電気泳動におけるイオン移動の速さとイオンの種類

の課題は２つ考えている。１点目は、実験を行い、結果

の関係」をテーマにした生徒は、「中学３年生の時に、

を検討して方法を改善する過程を短いサイクルで繰り返

スライドガラスにフェノールフタレインをたらしたろ紙

すことをしっかり意識させること。２点目は、他講座と

をのせて電源装置をつないだところ、OH－ の移動の様

の交流の機会を増やすなどして、早い段階から共同的探

子を見ることができた。そこで、イオンの種類によって

究学習のメリットを生かす方法を探ることである。

速さが変わるのか、また、変わるならばその原因は何で



あるかを調べようと思った。」と言っており、中学理科

（文責

竹内史央）

での学習内容を発展させたテーマを選んでいる。この生
徒は、SSH生徒研究員制度のプロジェクトに属している

（５）第５講座

こともあって、すぐに実験を開始したが、それでも、な

１）仮説

かなか思うようには進まなかった。寒天の固さによって

15名の生徒のうち半分程度は文系であることも考え

イオンの移動の速さが変わる上、同じ固さの寒天を作る

て、日頃感じている日常生活の中の疑問や中学では夏休

ことが難しいからである。そこで、同じ寒天で同時に２

みの宿題としている理科の自由研究を参考にして、それ

種類以上のイオンの動きを観察すれば、比較できると考

を発展させるという生徒にとって無理のない課題設定を

えて実験を改良していった。レベルの個人差はあっても

行うように指示した。研究テーマに新奇性はなくとも、

このように試行錯誤していく過程が非常に大切である。
多大な時間をかけて授業時間外に取り組んでいるプロ

探究する動機がしっかりしていれば持続的に探究でき、
理論的な道筋を考える難しさを乗り越えられると考えた

ジェクトのようには結果はでなかったが、生徒は楽しそ

からである。

うに実験に取り組み、他の生徒が行っている実験にも興

化学室で活動するため、実験室にある器具、試薬を使

味を持って見ていた。中間発表での協同的探究学習にお

うことができることを伝えて研究テーマ設定を行った。

いて探究活動の見なおしと軌道修正を行った後、各自で

生物室、物理室、地学室からも器具は借りることができ

レポートを作成した。

るので、かなりの自由度のある枠である。高校１年生で
の数理探究における実験よりも選択肢を広げることに
よって、興味・関心を持っているテーマを選ぶことがで
きると考えた。
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（文責

石川久美）

STEAM（SS課題研究Ⅱ・２年生）

ArduinoはC言語なのでなかなか理解することが難

（６）第６講座

しい。なので、S4AというArduinoをドラッグアン
ドドロップで書くことができるものにシフトした。

１）仮説
13名のうち、数人を除いてほとんどの生徒がプログラ

マウスで簡単に作ることができるため、理解を深め

ミングをやったことがないと考えて授業を始めることに

ることができた。そして、最後はarduinoに多くの

した。何も基礎知識がない生徒にプログラミングで研究

生徒が戻り、簡単ではあるがセンサーを使いプログ
ラムを作成することができた。

させることはできないので、まずは課題に応じたプログ
ラムを自分で書けるようにする。その後、自ら課題を探

難しい言語を使いながらも、生徒はいろいろなセン

して、研究ができるようにする。数人のプログラミング

サーを使い、自らが考えたプログラムを書き、動作させ

が得意な生徒は、独力でプログラムを書き、独自で研究

ることができた。このことから、世の中のプログラムが

を進めさせる。

どのように出来ているかの一端が見えるようになればい

今回の言語は、arduinoで授業を行った。パソコンに

いと考えている。

（文責

鈴木善晴）

接続し、簡単に出力することができる。コンピュータ室
にはあらかじめ抵抗器やセンサー類を購入して準備して
おき、生徒の興味関心に対応できるようにした。
この授業は、名古屋大学大学院情報科学研究科附属組

（７）第７講座
１）仮説

込みシステム研究センター舘伸幸研究員の全面的協力の

STEAM第７講座の目標は「生活と科学は繋がってい

もと授業を行った。

ることを実感させる」ことである。「食べる」「装う」こ

２）実践

とに興味関心のある生徒が集まった。仮説は「生活の中

身近なプログラムを考えるところからはじめた。どこ

で漠然と思っていた、ふとした疑問を実験で探ってみた

にどのように使われているかを考えた。次にオームの法

ら、腑に落ちる体験が出来る。もっと追求したいという

則の確認を行い、回路に必要な抵抗値を計算できるよう

基礎学問への興味が出てくる」である。生徒の日常から

にした。過電流が流れると部品が壊れると聞くと、生徒

出てきた疑問を、身近な道具で実験させる課程で、生活

は改めてオームの法則の必要性を知ることになり、公式

習慣の根拠などを考え、生活と科学に境界線がないこと

通りの計算はできるが、不安な始まりとなった。

が実感出来る。

プログラムはLEDを点灯させることが始めた。初歩

２）実践

はなんとかできたが、一歩進むとプログラム独特の考え

生徒のテーマは衣食がほぼ半数。研究方法は実験が

方が出始める。授業は隔週で行われるので、少ないとき

７、文献とアンケートが３、文献のみが４であった。

は月に１回程度になってしまう。折角慣れたことも、次

（表１参照）被験者やアンケート回答者はグループ内で

回までに忘れてしまい、前回の復習を多くの時間使って

行った。個人研究ではあるが、中間報告会だけでなく、

から次に進むことになった。

実験の度に協同的探究学習を取り入れた。

一方、出来る生徒は、舘先生の指示のもとどんどん自
らセンサーを使っていろいろとプログラミングを行うこ
とができた。
３）評価
終盤３グループに分かれて、授業を行うようになっ
た。
ハイレベルグループ３人：
この授業が始まるまでにある程度プログラミングを
やっていた生徒達である。自分達でプログラムをか
くことが出き、舘先生の研究室を訪ねていろいろ教
わってきた。Rapiroというロボットも借りて組み立
て動かすことができた。
アドバンスグループ２人：
Arduinoを独力で理解し、センサーを使いプログラ
ムを作成することができた。LEDを沢山付けてカ
ラフルに付けたり、距離センサーを使ってLEDを
制御するプログラムを作ることができた。
ベーシックグループ８人：
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表１
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

テーマと研究方法

方
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３）評価

法

実験をした生徒は、たとえ結果が仮説と異なる結果で

どうして綿は昔から１番人気の繊維
衣・実験
なのか。
編み方と素材の組み合わせにより、
編み地の性能はどのように変化する 衣・実験
のか。
イギリス王室のファッションはなぜ
衣・文献
美しく見えるのか。
千と千尋で用いられている服の種類
衣・文献
や色の表すいみは何か。
服の「らしさ」と人に感じさせる色 衣・文献
や柄は何か。
アンケート
衣・文献
現代人が和服離れした理由は？
アンケート
水耕栽培で市販の野菜は育つのか。 食・実験
トマトに塩、砂糖、をかけた時、何
もかけない時の、一番おいしい甘さ 食・実験
のものはどれか。
旬の野菜・果物がおいしいのは糖度
食・実験
が原因か。
ふわとろオムライスを作るには？
食・実験
日本のお米（ジャポニカ米）と他の
食・実験
種類のお米（穀物？）はどのような
アンケート
違いがあるのか。
県の肥満率と郷土料理のカロリーは
食・文献
比例するのか。
女子高生にとって最もバランスの良
食・文献
い食事メニューは何か。

も得るものがあった。これは実験方法を考える段階で
「自分が知りたいことは何か」を探ることが出来るから
である。「味覚」「見た目」と主観的曖昧さが気になった
が「してみたいことが出来た」という満足感は残った。
文献調査は深めて行けば行くほど「根拠があるのか」と
いう迷いが出てきて、確証を得ることが難しいようだっ
た。アンケートを加えて補足が出来たが、人数が足りな
かった。アンケート回答者が増えると面白い結果が得ら
れると予想する。今後は他の講座の生徒にも被験者やア
ンケートに回答者になってもらい、多くのデータを得ら
れると、より興味深い「腑に落ちる体験」をさせられる
と考える。

（文責

原

順子）

（８）第８講座
１）仮説
音楽に関連するテーマを選択した16名の生徒は、自分
で課題を見つけてさらに音楽の知識を増やしたいという
意欲が高い。この講座では、音楽に関する既有知識を深
めるだけではなく、幅広く音楽の魅力を知った上で自ら
課題を見つけ、研究に取り組んでほしいと考える。その

中間報告会後の協同探究の時間に「良かった点」と

ため、新しく興味をもつきっかけになったり、知らな

「改善できる点」を話し合わせた。表２に「改善できる

かったことを知るチャンスになったりするよう、最初の

点」をまとめた。互いに被験者になっているので、具体

３回は音楽の様々な分野で活躍している講師を招いた

表２

的な指摘をしていた。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

中間報告会での他者の意見
（改善できる点をまとめた）
メリットを実験でもっとわかるようにするとよい。
「1
番人気」の定義がわかりづらかった。
かぎ針編みで実際につくったのがすごい。2回やる
のはよいがもっと増やすとよい。
比較のようなものが欲しい。王室の法則性が知りた
い。私たちにどのように活かすかがあるといい。
服の種類や色の意味が明白になったら、その後をど
うするのかを言うとよい。
自分の予想と調査結果を明確に分けて比較していて
よかった。サイトもとがややあいまい。
最終的にどこに持って行きたいのかを明確にすると
よいと思った。和服のメリットをもっと言うとよい。
植物を１つに統一するのもアリなのでは。豆苗の数
え方が知りたかった。
実験に参加して、食べる順番も大切だと思った。糖
度とおいしさのグラフが欲しい。
甘さ以外の観点は？冷凍だと何かが変わりそう。ア
ンケートの人数が少ない。
ふわとろの定義が難しいけれど、写真でなく、言葉
であるとよい。見た目判断だと基準が難しそう。
実験の母体数が少ないので、デンプンの量などは文
献があった方がとよいと思った。
男女でランクに差がある理由が知りたい。
・料理だけ
でなく、お酒の飲み方も関係すると思う。
どんな女子高生がどんな目的で摂る「最もバランス
がよい」食事かもっとはっきりさせた方がよい。

（資料１）。その後、テーマを最終決定し、研究に取りか
かった。ただし、１人での研究は幅が狭く、音楽の見方
が偏ってしまう恐れがあったため、研究テーマの方向性
を決める際には自分の研究と似たような研究の仲間を見
つけて、共に研究することにした。仲間と共に研究する
ことで、自分だけの知識や考えだけでなく、違った考え
や新たな発見を得られ、互いに認め、尊重し合うことも
できるのではないかと考えた。

資料１
音楽に合わせて体を動かす音楽療法を体験する生徒たち

２）実践
①音楽は植物の成長に影響を与えるか（豆苗に様々な音
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STEAM（SS課題研究Ⅱ・２年生）

技でアドバイスされているようなことを科学的に分析し

楽を聴かせて、育ち方を比べる）
②ヒット曲の法則とは何か？（曲の成り立ち、その法則

て確認することが出来ればこの時間の研究としては充分
であり、その方法や考え方、着眼点が理解できるように

性、共通点を調べる）
③なぜ「音楽」は小中学校の義務教育なのか？（義務教

なれば、新たな発見に至ることも今後あり得るだろうと

育として選ばれる理由、科学的根拠はあるのか、これ

いうことで進めていった。

らをもとに授業にふさわしい楽曲を作曲する）

２）実践
「（跳躍で）滞空時間を伸ばすにはどうしたら良いか。
」

④親しまれやすい曲の特徴（多くの音楽の中で親しまれ

「リュックを背負ったまま速く走るには？」「ジャンプ

やすい曲を、アンケートで調査する）
⑤Spirited Away Fantasia（感動する曲のコード進行を

シュート（ハンドボール）の時の逆の手の効果」という

基に自分たちで作曲し、さらにその場面に合わせた歌

具体的でわかりやすい研究テーマがある中、「（バスケッ

詞を付けて曲をつくる）

トボールの）フリースローで入りやすくするには？」と

⑥地域や年代ごとのマーチのちがいと特徴（世界の様々

いうように、ある結果に至る原因を一つには限定し難い

なマーチを歩きやすいかどうか調査し、その構造を探

テーマを設定する生徒もいた。テーマ設定が苦手な生徒

る）

には、テーマと仮説については実験を行いながら、より

⑦J-POP歌手が作曲した合唱曲の特徴や傾向は何か？

やり易いと感じた方向に変更して良いということにし
た。案の定、実験をスタートし始めると、テーマや仮説

（共通点や相違点から、それを基に作曲する）
⑧リラックスさせる曲と試合前に聞くといい曲（曲が人

の変更を申し出る生徒が少なくなかった。実験が終わ
り、その集計段階では、パソコンの動作分析のソフトの

の精神状態にどのような影響を与えるか探る）
３）評価

使い方に慣れるまでに時間がかかる生徒が数名いた。

ほとんどのグループが、自分のテーマに沿って課題を

データ集計には、数学で得た数式などの知識を活かして

見つけ、課題解決のために実験などを計画して実施する

いる場面もあり、授業で得た知識を活用する充実感を生

ことができた。楽曲を使用しての実験・結果から統計を

徒が感じているようにみえた。

取ってその分野を探ったり、あるコード進行が多くの楽

３）評価

曲で使用されていることからこれらを使用して作曲をし

実験方法を自分で考えて計画することの難しさを感じ

たりと、いろいろな角度から探究する姿が見られた。寒

た生徒が多かったのではないかと思う。スポーツに関わ

さで豆苗が育たず実験が進まなかった生徒や、調べ学習

る動作分析では、条件の限定方法が非常に難しく工夫が

が主になってしまったグループもあった。

いる。膝を深く曲げたときとそうでないときのジャンプ

音楽は人の心を動かすものの一つであるが、その場の

の比較をしたくても、膝を曲げれば股関節と足首も曲が

雰囲気や受け取る人の好みによっても随分変わってくる

るし、上半身も連動していないと跳躍動作は起こらな

ものである。また、ある音楽に絞って研究しても、違う

い。自分が着目した関節や筋肉だけを比較しようとした

分野の音楽の知識がないと研究が進まないこともある。

場合、他の部位の扱いをどうするのかも実験を行う上で

今後、今回の研究をさらに進めたり、未知の音楽に出

考えなくてはいけない。これらのことに気が付き、

会って新たに探究したりしていくことで、今回の研究が
深化するのではないかと考える。

（文責

渡辺絵美）

「この方法では実証したとは言えない」と振り出しに戻
り、また実験方法を考えるというのを生徒たちは何度も
繰り返していた。正直、たてた仮説の実証に至る生徒は
ほとんどいないかもしれない。ある動作の比較をして違

（９）第９講座

いを見つけ出すことだけでも、ほとんどの生徒が苦労を
した。しかし、本来研究というのはテーマ設定が非常に

１）仮説
14名の生徒の大半が運動部に所属しており、日頃行っ

困難であるものだし、実験方法を考える段階が最も苦労

ている種目の動作について一定程度精通している。最初

をする。そして結論に至ることが出来ず頭を抱えること

の授業で簡単なバイオメカニクスの考え方や実験方法を

の多いものである。それを身をもって知ることが出来た

説明した。生徒自身が互いに被験者となり単純な「上手

ことは生徒たちの貴重な経験となったのではないだろう

い」「下手」の比較での動作分析を行いながら、具体的

か。

に何が違うのか、動作の速さやタイミング、身体のアラ

何より、実験中は真剣に、楽しそうに取り組んでいる

イメントに着目させて「膝を深く曲げると（あまり曲げ

生徒たちの姿が印象的だった。途中、テーマや仮説を何

ないときよりも）高く飛ぶことができる」といった仮説

度変更しても、変更した理由を書き留めておき、それを

を具体的にたててみた。個人でテーマ（仮説）を設定す

レポートにも書くようにすることで、「うまくいかな

るまでに数時間を使い、比較から違いをみつけるまでに

かった」という経験も必ず今後に活かしてほしい。

時間をとった。ある程度結論が出ていること、日頃の競
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佐藤健太）

