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研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向・成果の普及

三小田　博　昭

１　課題に対する取組

１）研究開発実施上の課題と課題に対する取組（その１）
　SSH第 ３ 期 ２ 年 次 の 課 題 と し て「 課 題 研 究 Ⅱ

（STEAM）でのTop層の育成」を平成29年度のSSH研究
開発実施報告書の中に記載した。以下、その内容であ
る。
　「実践面では、SS課題研究Ⅱ（STEAM） の中でTop層
をいかに育成していくかがも課題である。本校のSSH基
礎枠は中学生を含めた全校生徒対象である。育成する生
徒の力は、既存教科で学んだ知識を実生活と結びつけて
考え、柔軟な思考の枠組みを創ることのできる力、自ら
設定した課題について主体的に探究することのできる力
を育成することである。しかし中には、飛び抜けた能力

をもった生徒も少なからず在籍し、他の生徒と発表とは
桁違いに高度な研究を実践している。理科分野に関して
は、東海地区ならば「科学三昧」などといった発表の場
を、多くのSSH校が開催しているが、数学に特化した成
果発表会は多くはない。かつ、その多くは、研究成果を
持ち寄り発表しあうという方式である。そのため、研究
の方法、情報収集・分析の方法を議論しながら実際に研
究を協同で深めていく場がないことが課題である。その
ため、そのような場を今後設定していくことが急務であ
る。」
　その課題への取組みとして、数学に特化した内容で科
学人材育成重点枠への申請を行った。基礎枠と科学人材
育成枠との関係は以下に示すとおりである。

【概念図：SSH基礎枠と重点枠　～ Science For AllからLeading型人材・Top型人材へ～】
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中学：「SS課題研究Ⅰ」【観察・実習の要素】

高校：「SS課題研究Ⅱ」【探究学習の要素】

課題研究STEAM
（科学、技術、工学、芸術、数学）

Science For All

Math Focused Program

２）研究開発実施上の課題と課題に対する取組（その２）
　平成29年度のSSH研究開発実施報告書の中では、課題
として「学校全体カリキュラムで実践している教育実践
を他校へと広める取組」も記載した。以下、その内容で
ある。

　「協同的探究学習　第２期SSHでの成果を受け、H28
年度は、文系教科や実技教科にも協同的探究学習を取り
入れる試みを開始した。H28年度は、中学では社会、英
語、国語、美術で試行した。H29年度以降は、高校のカ
リキュラムの文系教科・実技教科に協同的探究学習を拡
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大し、学校全体のカリキュラムに取り入れた。その成果
をH30年以降は、他校へ拡大する取組を行うことが課題
である。そのため、H30年７月に、「協同的探究学習研
修会」を本校で初めて開催する計画である。SSH校をは
じめ、愛知県内の高等学校、全国の教育委員会に開催案
内を送付し、協同的探は2014年に究学習を普及すること
にしている。」
　その課題への取組みとして、SSH交流会支援への申請
を行った。
　参加者は、第１回は57名、第２回は52名の教育関係者
が全国から参加した。

参加者アンケートより　一部抜粋
（参加動機）
・協同的探究学習についての理解をふかめるため
・「主体的」とはどのようなものか、またそれをどの

ように実践できるかを知るため
・勤務校で実際に実践するため

（参加者の感想や企画への要望）
・教科ごとにグループ化されていたので、自分の教科

での「協同学習」について学べた。
・とても勉強になった。名大附属での実際の授業をみ

てみたい。
・「一般の公立中学や公立高校でもできる」という言

葉がとても心強く感じた。
・参加教員が主体的に参加でき、たいへんよい機会で

あった。

２　今後の研究開発の方向

１）遠隔教育の実践
　遠隔教育の推進に向けたタスクフォースがまとめた

「遠隔教育の推進に向けた施策方針（平成30年９月14
日）」にも、「学校教育において遠隔システムを効果的に
活用した教育活動を一層取り 入れていくことにより、
児童生徒が多様な意見に触れ、様々な体験を積む機会を
増やす など、 教育の質の更なる向上につなげることが
可能となる。 ICTの強みの一つとして、 距離に関わりな
く相互に情報の発信・受信のやりとりができる（双方向
性を有する）こ とがあげられ、遠隔教育はこの強みを
生かすものとして、継続して推進すべきである。」とあ
るように、ICTを活用した教育実践が求められている。
H30年度、本校では、SSH科学人材育成重点枠の中で

「ビデオチャット」の機能を活用して遠隔教育の思考的
実践を行った。参加校は、海外研修に参加する４校（名
古屋大学教育学部附属中・高等学校、愛知県立一宮高等
学校、東海高等学校、筑波大学附属駒場高等学校）間で
行った。「ビデオチャット」は、全８回（各回90分）実
施した。「ビデオチャット」実施にあたっては、名古屋
大学情報基盤センター、名古屋大学G30プログラム教

授、名古屋大学多元数理科学研究科大学院生との協力体
制の中で実施した。今後は「ビデオチャット」のノウハ
ウを活用して、どのようなことができるかを検討する。

（ビデオチャットの様子）

２）新学習指導要領への移行
　平成34年に「新学習指導要領」が全面改定になる。
SSH基礎枠で実施しているSSH課題研究（STEAM）と
その基礎となる「理数探究」を、他教科の繋がりを見す
えてカリキュラムに入れていくかが今後の研究開発の方
向性で重要なカギとなる。現在は、高校１年生SS課題
研究Ⅱの半期分で「数理探究」を行い、高校２年生SS
課題研究ⅡでSTEAMを行っている。

高校１年（前期）
高校１年（後期）

SS課題研究Ⅱ「科学倫理」
SS課題研究Ⅱ「数理探究」

高校２年 SS課題研究Ⅱ「STEAM」

？？？

高校１年「理数探究基礎」
高校２年「理数探究　STEAM」
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３　成果の普及

１）「中津川プロジェクト」における成果の普及
　「高大連携教育プログラム（短期集中型）－中津川プ
ロジェクト－」は今年度で８回目を迎えた。その成果を
普及するため、愛知県立瑞陵高等学校の生徒をプロジェ
クトに受入れた。これまでは、本校生徒のみで行ってい
たプロジェクトであったが、他校生徒を受入れることで
の相乗効果を測定した。また会場をこれまで実施してい
た「東海地区国立大学共同中津川研修センター」から

「奥矢作レクリエーションセンター」へ変え、内容も一
新した。

２）「名大トピックス」を活用した成果の普及
　「名大トピックス」は名古屋大学が毎月発行する広報
誌である。印刷物として配布されるだけでなく、名古屋
大学のホームページにも掲載されており、大学内だけで
なく一般の方にも多く愛読されている。

 （文責　三小田博昭）
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４　名古屋大学と一体化した研究開発

資料１

別紙様式２−１　関係資料1
＊附属中学出身者
平成28年12月 A B C D 理解 思考 協同

高校1年生 3.08 3.44 3.30 3.20 3.50 3.24 3.30

平成29年12月 A B C D 理解 思考 協同
高校1年生 3.28 3.53 3.44 3.40 3.46 3.38 3.34
高校2年生 3.01 3.39 3.25 3.17 3.36 3.18 3.18
高校3年生 2.97 3.20 3.17 3.10 3.18 3.08 3.06

＊附属中学以外出身者
平成28年12月 A B C D 理解 思考 協同

高校1年生 2.75 3.23 2.93 2.98 3.17 2.99 3.15

平成29年12月 A B C D 理解 思考 協同
高校1年生 3.26 3.58 3.47 3.32 3.54 3.49 3.48
高校2年生 2.62 2.90 2.76 2.88 3.09 2.77 2.93
高校3年生 3.11 3.27 3.30 3.15 3.27 3.07 3.13

関係資料2
課題 水準０ 水準Ⅰ 水準Ⅱ 水準Ⅲ

数学的リテラシー 16名 94名 8名
科学的リテラシー 15名 82名 21名 1名

　同一の生徒に対して、同一の記述型課題を平成30年3
月実施した結果、以下の通りになった。

課題 水準０ 水準Ⅰ 水準Ⅱ 水準Ⅲ
数学的リテラシー 14名 38名 62名
科学的リテラシー 10名 67名 37名 27名

関係資料3
　化学基礎の酸化還元反応分野での協同的探究学習にお
いて、実験を進める中で、因果関係を説明した人数の割
合が増加していることを示している。横軸の１〜３はそ
れぞれ実験１〜３の考察、４は他班の発表を聞いた後の
考察を表している。縦軸は因果関係を説明していた生徒
の人数の割合である。記述の分析は、東京大学大学院教
育研究科　藤村宣之教授によるものである。（『協同的探
究学習で育む「わかる学力」豊かな学びと育ちを支える
ために』藤村宣之・橘春菜・名古屋大学教育学部附属
中・高等学校編著　p.188のデータをグラフ化）

資料２

平成30年度　中学校教育課程表� � �
教　　　科 第１学年 第２学年 第３学年
国　　　語 140（４）140（４）105（３）
社　　　会 105（３）105（３）140（４）
数　　　学 140（４）105（３）140（４）
理　　　科 105（３）140（４）140（４）
音　　　楽 52.5（1.5）52.5（1.5） 35（１）
美　　　術 52.5（1.5）52.5（1.5） 35（１）
保健　体育 105（３）105（３）105（３）
技術・家庭 70（２） 70（２） 70（２）

外国語（英語） 140（４）140（４）140（４）
道　　　徳 35（１） 35（１） 35（１）
特別活動 35（１） 35（１） 35（１）

総合的な
学習の
時間

総合人間科 70（２） 35（１） 35（１）
SS課題研究

Ⅰ 35（１） 35（１）

合計 1050（30）1050（30）1050（30）
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平成30年度　高等学校教育課程表
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資料３

第１回運営指導委員会　議事録
日　時　平成30年11月２日（木）　12：30?14：30
場　所　附属中・高等学校　第１会議室
出席者
　運営指導委員　稻垣康善（名古屋大学名誉教授）、
　　　　　　　　堀田秋津（京都大学iPS細胞研究所）
　　　　　　　　金田慎也（名古屋市教育委員会）
　　　　　　　　坂本雅昭（NPO「ささえあい」）
　　　　　　　　髙味修一（附属学校　同窓会会長）
　管理機関　　　名古屋大学社会連携課
　本　　校　　　校長、三小田、石川、研究部、専門職

員、SSH事務員
議　事
１． 開会

・中嶋校長より、開会の挨拶
２． 自己紹介

・出席の各委員より、自己紹介。
３． 第三期SSHについて

・ 本校SSHは13年目（第三期３年目）に入っており、
文系理系ともに生徒全員が課題研究を実施してい
る。

・ 本校の課題研究は理科・数学だけでなく、STEMに
Ａを入れたSTEAMということで、音楽、体育、家
庭科、情報の教員も担当している。

・ 高校１年生では準備段階として、前期では科学倫
理と国語教員が出版した「ロジカルライティング」
という本を基に論理的文章の作り方を学び、後期に

「数理探究」を学ぶ。「数理探究」では、数学教員の
指導の元で基本的な相関係数の求め方を学び、理科
教員の指導の元で実験を行った後、データ処理の方
法を数学と化学の教員がTTで組んで授業を行い、
具体的にレポートを書くために必要な手法を学んで
いる。相関係数の意味づけを数学で理論的に教えて
もらうことで、原理を理解しデータ処理を正確に出
来るようになり、高校２年のSTEAMにつなげてい
る。

・ 「教科をつなぐ協同的探究学習」ということで、す
べての教科において協同的探究学習をいれている。
一人一人が好きな研究していくだけでなく、他の生
徒の探究の仕方も一緒に学んでいることが特徴であ
る。

４． 重点枠実施状況
・ SSHが理科と数学が中心であるのに対し重点枠は数

学に特化したものである。
・ 協同と競争をキーワードとして他校のトップレベ

ルの学校と競い合うことにより本校の数学的能力の
高い生徒を伸ばすことができる。

・ 実生活の中で数学的な見方、考え方を見つけるこ
とに重点を置いており、実際に商店街でのフィール
ドワークを行い、その中で数学を見つけて発表する
というプロセス重視であることが他校の重点枠との
違いである。

・ 全国のSSH校と愛知県内の高校に公募をかけた結
果、30校50団体、200名近くの応募があった。

・ 1stステージでは、ユーチューブの映像からきちん
と折り紙で五角形を折れているのかというような問
題や、最短距離や組み合わせ等の問題に関する講
義、生物と数学という関係の講義が２日間でおこな
われた。

・ 2ndステージでは、覚王山の商店街でフィールド
ワークを通して、カーブミラーがどのように取り付
けられているか、車を駐車場に入れるためには駐車
場がどのように作られているか、街路樹の並び方を
関数に置き直すとどうなるかなどの発表があり、審
査がおこなわれた。

・ 最終日に出場した日本数学コンクールでは、９団
体のうち８団体は団体戦で大賞から奨励賞までを獲
得した。20団体中８団体は賞を取っていたので、コ
ンクールのレベルが大変上がり全国的になっていく
ことが効果として期待できる。

・ 2ndステージから3rdステージまでの半年間は次の
ステップに行くまでの取り組みとなっており、各学
校にパソコンを配りビデオチャット等を利用して、
名古屋大学でおこなわれているG30プログラムを
使って数学用語などの英語を練習し、最終的には
2ndステージで発表したものを英語化している。遠
隔授業は元々は離島や山間部の学校の教員配置の問
題から始まったものであるが、それを本校重点枠で
も取り入れて活用している。

・ 3rdステージでは、アメリカの数学と理科に特化し
たNCSSM（ノースカロライナスクールオブサイエ
ンスマス）という高等学校の生徒とチームを組んで
発表し、その成果をNC州立大学（ノースカロライ
ナ大学）の数学・統計の授業を受けている生徒に対
してプレゼンをして評価をもらうという二つの取り
組みを、４泊６日の短い日程の中で実施する予定で
ある。

５． 評価
・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受けることを通して、全体目標
とする力を測り、各プログラムや教科、生徒へ還元
するというサイクルに位置付けている。その方法と
して１期、２期同様にアンケートによる評価と記述
型の思考力を測る。

・これまでの１期、２期の反省点を３期に生かし、ア
ンケートは「多様な既有知識を関連付けて、学習し



－ 45 －

た内容と実生活を結び付けて考える力」「課題の本
質を理解し、柔軟な思考の枠組みを創造する力」

「自ら設定した課題について主体的に探究する力」
「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」に対してそれぞれ項目を立て直した。

・５件法のうち３を基準に置いていたが、基準を２に
することによりこれまでに比べてよりポジティブな
方向性が細かく見られる結果になっている

・中学校２年生が対象でおこなっているTIMSSでは
国際比較と比べても、「特に強くそう思う」「そう思
う」に関して国際平均よりやや下回るが近い値であ
る。

・本校生徒の記述内容は入学当初から国際平均に比べ
て非常に高く、力の向上の測定が困難であったた
め、評価の方法を変え、０から２までの本来の水準
に加えて本校基準の３を導入した。内容はゼンメル
ワイスのもので問１の（１）で数学的リテラシー、
数学に関する理解（２）が理科に関する理解を見る
もので、（３）では数学と理科を統合した評価をお
こなっている。

６． SS課題研究㈼（STEAM）授業見学
７． 指導助言

・生徒たちが大変楽しそうにやっていて、実際のプロ
グラムを作って車を動かしたり、LEDを動かした
り将来役に立つと感じられた。

・日本全体では理科系で学びたい、理系の職業をやり
たい学生の減少が懸念されるという意見が寄せられ
た。

・STEAMのＡはARTとはいうが、数学でも感性や
ひらめきが大事ではあるが、どちらかというと芸術
を通して感性を磨くにはどうしたらいいかというよ
うな感性の実験をしているような感じがしたという
意見があった。

・それぞれ独自の課題を設定して興味を持って取り組
んでいる姿勢が伝わる。答えがあって先生がそれに
向かって導いていくという講義スタイルの授業では
なく、生徒自主参加型の授業で試行錯誤しながら
やっていくことが非常に大事な経験であるし、高校
生の段階で出来るのは素晴らしいと思う。

・課題で困っていることを生徒一人で完結するのでは
なく、中間発表の時に生徒同士のインターラクショ
ンで「困り」の共有ができると、お互いに相乗効果
が出てくるのではないかと思う。

・自分でテーマを探すというのは想像力をつけるのに
非常に良い。想像力・何を自分がやるのかが大事。

・日本のAIは遅れているので、今日やった授業のよ
うなコンピューターに是非力を入れてたくさんの人
に興味を持ってほしいと思う。

８． 閉会

・中嶋校長より閉会の挨拶

第２回運営指導委員会　議事録
日　時　平成31年２月12日（火）　11：40 〜 13：40
場　所　附属中・高等学校　第１会議室
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）、
稻垣康善（名古屋大学名誉教授）、
脇田貴文（関西大学社会学部准教授）、
児玉康彦（名古屋市見付小学校校長）、
坂本雅昭（NPO「ささえあい」理事）、
小島伸之（愛知県立千種高等学校校長）、
髙味修一（附属学校　同窓会会長）

　オブザーバー　
松下裕秀　名古屋大学　理事・副総長、
植田健男　名古屋大学大学院教育発達科学研究科長

　管 理 機 関
　　名古屋大学社会連携課
　本校教職員　　

校長、副校長、運営委員、研究部員、専門職員、
SSH事務員

議　事
１． 開会
　・中嶋校長より、開会の挨拶
２． 自己紹介
　・出席の各委員より、自己紹介
３． SS課題研究㈼授業見学
４． SS課題研究㈼授業概要説明・指導助言
５． 評価
６． 重点枠実施状況
７． 指導助言

・次の指導要領が始まった場合にこのまま数理探究を
続けていくのか、それとももっと違う科目でやって
いくのか、2030年のSDGsプロジェクトでもデータ
リテラシーは非常に重要視されているという方向性
も踏まえて今後のカリキュラム作りをして欲しい。

・2025年に情報が科目に入るのかどうかわからない
が、そのも考えに入れてカリキュラムを検討して欲
しい。

・今の段階では方法的なやり方や処理の仕方をメイン
に教えているが、数理どちらにウェイトが置かれて
いくのか両方とも重視しながら課題研究につなげて
いくのかが明確になっていない。数理の比重の置き
方について、最終的には両方重視で課題研究につな
げてくような流れの組み立て、構造化を進めて欲し
い。

・相関関数や分散など統計的な概念を教えてはいた
が、データ処理で結論を導き出そうとした時に、結
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果に関係する要因は一つでなくいくつかあることを
子供たちがきちんと理解しているかが気になった。

・エクセルが得意な子と苦手な子の差があるような印
象を受けた。苦手な子をどうフォローして共通のレ
ベルを保っていくかが重要である。

・国際社会での日本の英語力は他国に比べると極めて
低く、これから理数の人達が活躍するには英語力を
上げないと世界で活躍出来ないと思うので、それを
踏まえたカリキュラム作りをして頂きたい。

・得意な子と苦手な子の差が激しい印象を持った。附
属が元々 SSHで目指していた裾野を広げるという
ことから離れていってしまうのではないかという意
見があった。一部の出来る生徒以外の全体の数学・
理科と語学をどのような形でのばしていくか目に見
える形で示して欲しい。

・重点枠の第３ステージ事前のビデオチャットの取り
組みは非常に良いと思うが、アメリカ人は話すス
ピードも早く、実際の英語の発表の時に大変苦戦す
ると思われる。その辺りをどう打開するか、質疑応
答時にも耐えられるサポート体制をしっかりすべき
である。

・課題研究のテーマはどのように決められるのか、ま
た高２での文理選択時に影響があるのかという質問
が寄せられた。それに対しここ数年は理系選択者が
増えている傾向があると回答をした。

・総合人間科を軸にしてSSH・SGHをやってきたこれ
までの取り組みの骨格を確かめる作業が必要であ
る。附属学校の独自の計画活動をどのように明確に
していくかが重要である。

８． 閉会
　・中嶋校長より閉会の挨拶


