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本校は、昭和４４年に普通科として開校し、平成元年に、埼玉県で初めての理数科を設置した埼玉
県の東部に位置する学校です。今年度で、開校５０周年、理数科設置３０周年となります。理数科設
置以来、埼玉県の理数教育の推進校として、理数科を中心に、課題研究や野外実習等を行ってきており、
全校で理数教育を進める体制はほぼ整っていました。
しかし、本校の理数教育をグローバルな視点からより発展させ世界で活躍できる科学系人材を育成
するために、ＳＳＨの指定を受けることは本校の長年の悲願でありました。そして、開校５０年目、
理数科設置３０年目にしてＳＳＨの指定を受けることができました。このことは、今まで、本校が課
題研究等を通じ、先進的な理数教育を行ってきた成果が認められたものと確信しています。今後、さ
らに、科学に興味関心を抱く目と心を育成し、不思議と思う力、感性を大切にし、課題発見力を付け
ることにより、知識、技能はもちろんのこと、考える力、分析する力、伝える力、これらの総合的な
科学の力を育成していきます。ＳＳＨに取り組むことも含めて、越谷北高校から世界で活躍できる人
材を、そして未来を切り拓くことができる科学系人材を輩出していきたいと考えています。
今回のＳＳＨの指定により、従来から設置されていたＳＳＨ検討委員会をＳＳＨ推進委員会と名を
改め、全教科で取り組む全校体制としました。ＳＳＨ推進委員会は、管理職と各教科の代表計１７名
で構成されています。ＳＳＨ推進委員会は・クロスカリキュラム推進委員会・課題研究推進委員会・
評価方法検討委員会の３つの小委員会に分かれ有機的に活動しています。
取組の成果の一例として、授業における教科間連携（クロスカリキュラム）があげられます。各教
科毎に連携できる分野を、ワークシートに公開し、教科間で連携して授業が行われています。例えば、
数学の微分分野の後、物理で運動方程式を取り扱い微分と速度の関係等関連して行っています。本校
では、授業公開週間を設け、各教科の授業を自由に参観できるようにしているので、授業を見る観点
に昨年までのアクティブラーニングを取り入れているかに加えて、クロスカリキュラムを意識した授
業を行っているかという観点を入れました。これらの取組により、教員間で教科横断的な取り組みを
意識した授業や、異なる教科同士での教員間のコミュニケーションが盛んになされるようになりまし
た。
今後の課題や展望として、化学部は化学グランプリで３年連続全国大会入賞、生物部が日本学生科
学賞出品・生物学オリンピック予選優秀賞など成果を挙げ、企業との連携事業を６年続けたり、希望
生徒が埼玉大学ＨｉＧＥＰＳに参加したりと様々な取り組みを実施しています。しかし、これら科学
系部活動や希望者対象の行事等、校内外で行われてきた様々な活動の有機的なつながりが薄いという
課題があります。世界で活躍するエキスパートな科学系人材の育成のためにも、これからは科学の甲
子園・各種科学オリンピックに向けた取り組みを支える仕組みを充実させたり、大学等の外部連携先
を増やして高度な研究活動を支える仕組みを作ったりすることが必要であると考えます。さらに、高
度な科学技術に触れさせる留学も視野にいれて世界規模で事業を考える必要もあります。
結びに、本校ＳＳＨ事業の推進・充実に格別のご支援をいただいている文部科学省、国立研究開発
法人科学技術振興機構、埼玉県教育委員会、運営指導委員会の皆様、関係各大学、企業、研究機関の
皆様に衷心より感謝を申し上げ、挨拶といたします。
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別紙様式１－１
埼玉県立越谷北高等学校

指定第１期目

～

❶平成３０年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
① 研究開発課題
課題発見力・課題解決力を身につけ、未来を切り拓く科学系人材の育成
② 研究開発の概要
本校独自の教科間連携をさらに推進し、課題発見力と課題解決力の育成を目指した研究開発の実践
【Ａ】課題発見力の育成を目指したカリキュラム開発
【Ｂ】課題解決力の育成を目指したカリキュラム開発
【Ｃ】課題研究の実践・深化による高度な科学系人材の育成
【Ｄ】充実した課外活動の実践によるエキスパートの育成
③ 平成３０年度実施規模
①全校
②学年
③理系理数科
④理数科希望者
⑤理数科
⑥科学系部活動

全校生徒（）
２学年
 
３学年
 
６クラス
６クラス
３学年
２学年
 
 


理数科（）希望者
１学年
 
２学年
 
３学年
 
物理同好会・化学部・生物部・天文気象部・パソコン部  
１学年

 

（ ）…人数












①全校生徒を対象に実施
②学年ごとに実施
③普通科２・３年生理系クラス及び理数科を対象に実施
④理数科及び普通科希望者を対象に実施
⑤理数科生徒を対象に実施
⑥科学系部活動を対象に実施

④ 研究開発内容
○研究計画 
（１）４つの仮説に基づいた計画
【仮説Ａ】
幅広い体験型の行事とクロスカリキュラム（教科間連携）
・ＡＬ（アクティブ・ラーニング）に
よって課題発見力が磨かれる。
【仮説Ｂ】
学校設定科目と各教科によるスキル習得型教科間連携によって、課題研究を効率的・効果的に
実施でき、未来を切り拓くための課題解決力を身につけた科学系人材が育つ。
【仮説Ｃ】
課題研究の実践・深化によって、より高度な科学系人材が育つ。
【仮説Ｄ】
大学等の外部連携先を増やし、科学系部活動の研究をサポートすることで、研究活動がより活
発に行われ、未来の科学者が育成される。
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（２）年度計画
カリキュラム進行表

理数科
㻌㻌

理数探究Ⅱ（未来への発信）

3
年

科学英語

普通科

理数数学
単元型教科間連携とテーマ型教科間
理数理科㻌 㻌 㻌 連携によるリベラルアーツの醸成㻌
㻌㻌㻌㻌

2
年

数学
理科

単元型教科間連携とテーマ型教科間
連携によるリベラルアーツの醸成㻌

理数探究Ⅰ（真理の探究）

科学探究※

スキル習得型教科間連携

スキル習得型教科間連携
数学
理科

理数数学
単元型教科間連携とテーマ型教科間
理数理科㻌 㻌 㻌 連携によるリベラルアーツの醸成㻌

単元型教科間連携とテーマ型教科間
連携によるリベラルアーツの醸成㻌

理数総合
数学研究㻌 理数科講演会㻌 実験合宿㻌
㻌㻌㻌㻌㻌
1
年

理数探究基礎（科学研究の方法論）
理数数学探究

科学探究基礎※
スキル習得型教科間連携

スキル習得型教科間連携

理数数学
単元型教科間連携とテーマ型教科間
理数理科㻌 㻌 㻌 連携によるリベラルアーツの醸成㻌

数学
理科

理数総合
野外実習㻌 数学読書感想文㻌 理数科講演会

単元型教科間連携とテーマ型教科間
連携によるリベラルアーツの醸成㻌
※は普通科
希望生徒対象

平成３０年度
・１学年に設置する学校設定科目「理数総合」、「理数探究基礎」
「理数数学探究」、
「科学探究基礎」
の各科目の研究開発を行う。
・１学年を中心に「単元型教科間連携」、
「テーマ型教科間連携」、「スキル習得型教科間連携」の研
究開発を行う。また、全学年でアクティブ・ラーニングを実践する。
・大学等の外部連携先との関係を構築する。
平成３１年度
・２学年に設置する学校設定科目「理数総合」、「理数探究Ⅰ」、「科学探究」の各科目の研究開発を
行う。前年度の課題を踏まえ、１学年の教育内容の改善を図る。
・前年度の課題を踏まえ、１・２学年を中心に「単元型教科間連携」、「テーマ型教科間連携」、「ス
キル習得型教科間連携」の研究開発を行う。
・大学等の外部連携を効果的に活用し、課題研究・理系部活動の研究活動を充実させる。
平成３２年度
・学校設定科目「理数探究Ⅱ」、「科学英語」の各科目の研究開発を行う。前年度の課題を踏まえ、
１・２学年の教育内容の改善を図る。
・全学年で「単元型教科間連携」
、「テーマ型教科間連携」、「スキル習得型教科間連携」の研究開発
を行う。
・研究開発を広く還元するため、科学教室等のアウトリーチ活動を充実させる。
・ＳＳＨ完成年度を迎え、中間評価をもとに次年度に向けた教育内容の改善および新規の課題を設
定する。
平成３３年度
・完成年度までの成果をまとめる。前年度の課題を踏まえ、全学年の教育内容の改善を図る。必要
に応じて、教育課程の再編を行う。
平成３４年度
・研究開発を総括し、次年度以降継続・廃止する事業、新規に取り組む事業を計画する。
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○教育課程上の特例等特記すべき事項
（１）教育課程の特例とその適用範囲
理数科の生徒を対象として、以下の５科目を学校設定科目とする。
教科

学校設定科目
理数数学探究
理数探究基礎

理数
理数探究Ⅰ
理数探究Ⅱ
英語

科学英語

対象・単位数

代替科目

１学年理数科
１単位

｢理数数学Ⅰ｣の代替

１学年理数科
１単位
２学年理数科
１単位
３学年理数科
１単位

｢課題研究（総合的な学習の時間）｣の代替

｢課題研究（総合的な学習の時間）｣の代替

｢課題研究（総合的な学習の時間）｣の代替

｢コミュニケーション英語Ⅲ｣の代替


３学年理数科
１単位

（２）教育課程の特例に該当しない教育課程の変更
新設した学校設定科目
教科
学校設定科目
対象・単位数
科学探究基礎
１学年普通科・希望者・１単位
理数 科学探究
２学年普通科・希望者・１単位
理数総合
２学年理数科・１単位

○平成３０年度の教育課程の内容
実施報告書本文❹関係資料に記載されている教育課程表のとおりに実施。
○具体的な研究事項・活動内容
（１）仮説 A に基づく事業の実施内容
① 単元型教科間連携
  １年生を中心に、全教科間で単元型教科間連携を実施、教員向けのシラバスも作成した。
② テーマ型教科間連携（川の科学）
  「川」をテーマに、あるべきインフラの姿を高校生の視点で研究・発表した。
③ 学校設定科目・理数総合
東大駒場リサーチキャンパス見学会、野外実習、数学読書感想文、ＳＳＨ講演会、国立科学博
物館研修を実施した。
（２）仮説 B に基づく事業の実施内容
① スキル習得型教科間連携
  １年生を中心に、物理（グラフの活用方法）、現代社会（発表）、国際関係（発表）を実施した。
② 学校設定科目・理数数学探究
理数科１年生を 20 名×2 の少人数編成で実施。１単位で実施した。
 ③ 学校設定科目・理数探求基礎
  理数科１年生を対象に１単位で実施。１学期はブレーンストーミングとマインドマップ、２学
期は実験とデータ処理、３学期は課題研究を実施予定。
 ④ 学校設定科目・科学探究基礎
  普通科１年生の希望者を対象に、課題発見力や探究活動に必要な基本的技術の習得を目的とし
て１単位で実施。
（３）仮説 C に基づく事業の実施内容
 ① 数学課題研究
  ２年生理数科を対象に、1 学期にテーマ設定、グループで探究活動、２学期に成果発表を実施。
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 ② 理数科実験合宿
  ２年生理数科を対象に、１泊２日で物理・化学分野の課題実験を実施し、１月に成果発表を実
施。
 ③ 力学課題実験
  ２年生理数科を対象に、物理の力学範囲についてテーマを設定し、課題研究に取り組んだ。１
２月に口頭発表を行った。
（４）仮説Ⅾに基づく事業の実施内容
 ① HiGEPS: (High-grade Global Education Program for Sciences)
   埼玉大学ハイグレード理数高校生育成プログラム
  ベーシックコースに１年生７名、アドバンスドコースに２年生１名が参加した。
 ② ３校合同サイエンス教室
  春日部高校、不動岡高校と合同で、近隣の小中学生に様々な科学体験を提供した。
 ③ 科学の甲子園
  第８回科学の甲子園埼玉県予選会に３チームが参加した。
 ④ 化学グランプリ・物理チャレンジ・生物オリンピック
  化学グランプリに１９名、物理チャレンジに７名、生物オリンピックに１４名の生徒が参加。
 ⑤ 桜井地区ふれあい環境フェスタ
  越谷市桜井地区センター・公民館「あすぱる」で天文気象部が科学体験を提供した。
⑥ 数学フェア
理数科 1 年生６名，理数科 2 年生 2 名，普通科 2 年生 2 名が参加し、敢闘賞を受賞した。
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による成果とその評価
（１）ＳＳＨ事業の実施とカリキュラム開発
指定１年目は１学年を主な対象として予定していた事業をおおむね実施することができた。
（２）成果の評価
 ・仮説Ａ～Ⅾについて、PPSA の方法を用いた全体調査を行った。全ての項目で、生徒の変容が得
  られたかどうかを判断することは難しい。
 ・理数総合の各行事調査を PPSA の方法で分析した。生徒の変容を、PPSA によって測定するこ
  とができていることが確認できた。
 ・教員・保護者アンケートによる主観的評価を実施し、生徒に課題発見力・解決力が身についた
と判断できる肯定的な数値を得た。
（３）ＳＳＨ事業の広報
 ・保護者宛にＳＳＨの行事毎に案内を配布した。保護者アンケートでは、半数弱がＳＳＨの取組
が伝わっていると回答しているが、十分に周知がされているとは言えない。
 ・本校ＨＰにＳＳＨ事業の報告用の専用サイトを開設し、ＳＳＨ事業の報告を掲載した。
 ・ＨＰや県の広報を通じてＳＳＨ講演会等に一般の参加者を募集した。
○実施上の課題と今後の取組
（１）ＳＳＨ事業の実施とカリキュラム開発
  年次進行で３年間かけて、計画している事業を立ち上げ、持続可能な運営体制を構築すること
を目標とする。指定２年目は、１，２学年が主たる対象者となるため、２年次に実施する事業の
立ち上げを計画通り実施する。また、国際性の育成に関する事業の計画を進める。
（２）成果の評価方法の開発
 ・今年度は全体調査の結果を生徒の変容調査に活用できなかったため、改善しながら、引き続き
  PPSA による生徒の変容の客観的調査方法を研究する。
 ・事業の実施者である教員が生徒の変容を実感できるよう、情報の共有化を進め、アンケートに
よる教員の主観評価の肯定回答の割合を上昇させる。
 ・保護者と教員の肯定回答の割合の差を埋めるため、保護者、教員がそれぞれ、生徒のどのよう
な変化をとらえて生徒の能力が向上していると捉えているかの具体的な調査を進める。
4
― 6 ―

別紙様式２－１
埼玉県立越谷北高等学校

指定第１期目

～

❷平成３０年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
①  研究開発の成果
（根拠となるデータ等を報告書「❹関係資料（平成３０年度教育課
程表、データ、参考資料）
」に添付すること）
（１）ＳＳＨ事業の実施とカリキュラム開発
 指定１年目は１学年を主な対象として予定していた事業をおおむね実施することができた。
【１】仮説Ａに基づく事業について
 ①単元型教科間連携
 ・１年生の授業を主対象とし、全学年の授業で取り組んだ。
 ・ＳＳＨ推進委員会の中に、クロスカリキュラム小委員会を設置し、学校全体で取り組むシステムを構築した。
・教科間連携の授業案を記録するための様式を作成し、授業案の作成・提出・実施を円滑に行えた。
・学期の始めに、１年生のすべての科目の月ごとの実施内容を一覧にしたものを作成（教員向けシラバス）し、他
 の教科との連携のアイディアを探る材料にできた。
・学期ごとに、教科研修会を実施し、教科間連携の授業を見学し、教科間連携の授業について議論する時間を確保。
・合計３７の授業案が作成・実施された。
 ②テーマ型教科間連携（川の科学）
 ・全校生徒のうちの希望者を対象として実施した。
・
（株）建設技術研究所の協力を得て、事前活動２日、現地実習２日、会社訪問１日、成果報告会２件を実施した。
 ・川を中心とした「インフラストラクチャー」に着目し、科目横断的で答えのない課題に取り組み、参加者に多面
  的に自然を捉える経験や、複合的な要素をもとに考察する経験をさせることができた。
 ③学校設定科目・理数総合
 ・計画していた５つの行事をすべて実施することができ、幅広い体験型の行事を生徒に提供することができた。
 ・行事毎にポートフォリオを作成し、生徒が自己の取り組みを記録し、自己の変容を把握できるシステムを構築。
 ・行事のねらいを明確化し、事前事後調査をすることで、ねらいに沿った生徒の変容が確かめられた。
【２】仮説Ｂに基づく事業について
 ①スキル習得型教科間連携
 ・全学年の授業で取り組んだ。
 ・理科数学以外の授業中に、ディベート等の活動を取り組んだ授業が国語、英語、地歴公民科を中心に実施。
 ・単元型教科間連携と明確に区別することが十分にできず、作成された授業案の分類にやや苦慮した。
 ②学校設定科目・理数数学探究
 ・通常の数学の授業で学ぶ以上の知識や経験を授業中に取り上げる機会となった。
 ・検証や議論をする経験を多く積むことができた。
 ③学校設定科目・理数探究基礎
 ・「不思議に思った事柄」と「検証可能なテーマ」の違いを、過去の課題研究の成果を検討しながら確認した。
 ・物理分野の基本的な実験を行い、基本的なリテラシーを学んだ。
 ・生物地学分野でグループ研究を実施。検証可能なテーマを作り上げることに取り組んだ。
 ④学校設定科目・科学探究基礎
 ・普通科１年生に設置。希望者が履修し、水曜７ｈに実施。履修者は２３名。
 ・化学、生物、地学、情報のうち興味ある分野について、探究活動に取り組んだ。
【３】仮説Ｃに基づく事業について
 ①数学課題研究
 ・１学期に研究テーマ、夏季休業中にグループで研究に取り組み、研究成果をまとめ、２学期に口頭発表を実施。
 ②理数科実験合宿
 ・２日間で化学、物理分野の課題研究に取り組んだ。２月に口頭発表を実施。
 ③力学課題実験
 ・９月に課題設定、１０月～１１月の授業時間８時間を利用し研究活動、１２月に口頭発表を実施。
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【４】仮説Ｄに基づく事業について（代表的な取組）
 ・埼玉大学の育成プログラム（HiGEPS）はベーシックコースに７名、アドバンスドコースに１名が参加。
 ・３校合同サイエンス教室では理系４部活（物理・化学・生物・天文気象）が、小中学生に科学教室を実施。
 ・科学の甲子園（埼玉県予選）には３チームが出場し、実技競技で３位、総合順位で４位を獲得した。
 ・生物オリンピックでは１４人が出場、優秀賞と優良賞を各 1 名が受賞した。数学フェアは敢闘賞を受賞。
（２）成果の評価
【１】全体調査の PPSA による分析結果
主たる対象者である１年生 362 名に対する全体調査の結果を PPSA で分析した。以下に得られた増減平均を示す。
  

興
味
・
関
心
に
つ
い
て

 
意
欲
・
態
度
に
つ
い
て

  
知
識
・
能
力
に
つ
い
て

調査項目

増減平均

－① 未知の事柄への好奇心がある。

▲ 0.28

－② 理科・数学の理論・原理に興味を持っている。

▲ 0.33

－③ 理科実験・観測・観察への興味を持っている。

▲ 0.34

－④ 科学技術に対する興味・関心・意欲がある。

▲ 0.33

－⑤ 理系大学・学部への進路に興味を持っている。

▲ 0.17

－⑥ 理数分野の職種に対する関心を持っている。

▲ 0.18

－⑦ 文系分野（国語や英語など）の勉強に苦手意識がある。

▲ 0.19

－① 不思議に思うことがあると主体的に調べようとする。

▲ 0.29

－② 時間を掛けて粘り強く研究する姿勢がある。

▲ 0.41

－③ 他教科の授業とのつながりを意識しながら授業を受けている ▲ 0.29
－④ 視野を広げ教養を深めることを意識して授業を受けている。 ▲ 0.29
－⑤ 自らの学習活動を振り返り、次につなげることを意識しなが
ら学習している。

▲ 0.44

－⑥ 理数科授業に積極的に参加している。

▲ 1.43 ※

－⑦ 理数科行事に積極的に参加している。

▲ 0.70 ※

－⑧ 「課題研究」等研究活動に意欲的に取り組んでいる。

▲ 0.78 ※

－① 理科・数学の知識・技能が身についている。

▲ 0.35

－② 真実を明らかにしたい気持ち（探究心）が身についている。 ▲ 0.49
－③ 周囲と協力して取り組む姿勢（協調性）が身についている。 ▲ 0.40
－④ 研究テーマを発見する力（問題発見力）が身についている。 ▲ 0.32
－⑤ 仮説を立て、実証する研究のプロセスを理解している。

▲ 0.26

－⑥ 論理的に考え、話すことができる。

▲ 0.32

－⑦ 発表力や伝える力が身についている。

▲ 0.26



－⑧ マルチメディアを活用してデータ処理やプレゼン資料を作成
することができる。

▲ 0.26

－⑨ 他者との対話と通じて、自らの考えを深めることができた。 ▲ 0.25
－⑩ 国際感覚や英語による表現力が身についている。

▲ 0.64

※2－⑥～⑧については理数科のみに実施した質問項目のため、対象者は 40 名
       
全ての項目で増減平均が負、この結果から、ＳＳＨ事業のねらい沿った生徒の変容が得られたかどうかを判断不可能。
今年度は、４月と１月に全体調査を実施、生徒の自己分析の基準がぶれ、変容が正しく測定できていない可能性が
あり、回答者の実際の達成度を正確に測り取れていないことが予想される。達成度を具体的に明文化し自己分析の基
準に時期の違いや、個人差が生じないようにする工夫が必要である。
【２】理数総合の代表的な行事調査の PPSA による分析結果
理数総合の対象者である理数科１年生 40 名に対する各行事調査の結果を PPSA で分析し、得られた増減平均を示す。
増減平均

野外実習
1

城ケ島の実習地の磯で採取できる生物について具体的に名称を挙げることができる。

+1.150

2

生物種とその生息場所の関係を意識して生物を観察しているか。

+0.850
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3

地層を観察するための手法や手順が身についている。

+0.875

4

実習や観察した結果をもとに新たな疑問をみつけることができる。

+0.275

数学読書感想文・発表会
1

読書の際、著者の主張をとらえ、その根拠が明確かを確かめながら読むことができる。

+0.128

2

読書の際、自分の知識や経験と関連付けながら読むことができる。

+0.103

3

読み終えた本について、感想を述べたり、要約を作成したりすることができる。

+0.132

4

数学に関連ある書籍を手に取る機会は頻繁である。

+0.154

5

知識を得ることや疑問を解決するために読書を利用している。

+0.333

 学校設定科目・理数総合の行事によって生じた生徒の変容を、PPSA によって測定することができていることが確
認できる。
 理数総合の PPSA 分析が変容を測りとることができている理由は以下のことが考えられる。
・事前事後の調査の間隔が、長くても２週間程度のため、生徒の自己分析の基準がぶれにくかった。
・調査項目が具体的で、ねらいと合致していた。
・調査項目の選択肢が明文化されており、生徒自身が自己分析する際の達成度の基準が明らかだった。
【３】アンケートによる主観的評価
１２月に本校保護者および教職員に実施したアンケート結果を以下に示す。
質問項目 SSH で、生徒の課題発見力・解決力が向上している。
あてはまる

ややあてはまる

ややあてはまらない

あてはまらない

保護者

10.0%

43.8%

37.6%

8.6%

教員

16.9%

38.0%

39.4%

5.6%

保護者の肯定回答（「あてはまる」
、
「ややあてはまる」
）の割合は 53.8％、教員のそれは 54.9％となっている。半
数を越えており生徒に課題発見力・解決力が身についたといえる材料となりえる。来年度は保護者、教員ともこの数
値の向上が課題となる。
 また、保護者と教員の肯定回答の差は 1.1 ポイントで、かなり近い。しかし、内訳をみると、あてはまるという回
答で 6.9 ポイントの差がある。この差を生じる原因が何にあるかを分析するには、教員、保護者がそれぞれ、生徒の
どのような変化をとらえて能力が向上しているととらえているかの具体的な調査が必要である。
②  研究開発の課題

（根拠となるデータ等を報告書「❹関係資料（平成３０年度教育課程表、

データ、参考資料）
」に添付すること）
（１）ＳＳＨ事業の実施とカリキュラム開発
  年次進行で３年間かけて、計画している事業を立ち上げ、持続可能な運営体制を構築することを目標とする。
指定２年目は、１，２学年が主たる対象者となるため、２年次に実施する事業の立ち上げを計画通り実施する。
  また、国際性の育成に関する事業の計画を進める。具体的には、海外研修の計画、３年次の科学英語の具体的内
容の検討を進める。
【具体的な立ち上げ予定事業】
 ①理数総合の２年次の行事の計画及び実施 理化学研究所訪問、校内実験合宿、ＳＳＨ講演会
 ②理数総合の評価方法の開発 ③理数探究Ⅰの計画・実施・評価 ④科学探究の計画・実施・評価
 ⑤海外研修の計画      ⑥科学英語（３年次）の計画
（２）成果の評価方法の開発について
  今年度は全体調査の結果を生徒の変容調査に活用できなかったが、次年度は以下のことを進めながら、PPSA に
よる生徒の変容の客観的調査方法を研究する。
 ①事業と調査項目の対応関係の再考
 ②PPSA の手法で分析可能な調査とするために、回答選択肢を明文化する作業
  また、事業の実施者である教員が生徒の変容を実感できるよう、情報の共有化を進め、アンケートによる教員の
主観評価の肯定回答の割合を上昇させる。
さらに、保護者と教員の肯定回答の割合の差を埋めるため、保護者、教員がそれぞれ、生徒のどのような変化を
とらえて能力が向上していると捉えているかの具体的な調査を進める。
（３）ＳＳＨ事業の広報
  行事毎の保護者への案内、地域への広報、ＨＰでの事業報告を進め、本校の取り組みの認知度を高める。また、
保護者アンケートによる肯定回答割合の上昇を目指す。
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❸実施報告書
実施報告書
❸
❸ 実施報告書
第
1 章研究開発の課題
研究開発の課題
第第１章
1研究開発の課題
章
研究開発の課題
第 1 章
❸ 実施報告書
第 1 章 研究開発の課題
１学校の概要
学校の概要
１
１
学校の概要
１ 学校の概要
 

１ 学校の概要
（１）学校名：埼玉県立越谷北高等学校
校長名
尾城
一幸
（１）学校名：埼玉県立越谷北高等学校
校長名
（１）学校名：埼玉県立越谷北高等学校
校長名
尾城一幸
一幸
（１）学校名：埼玉県立越谷北高等学校
校長名
尾城尾城
一幸




（１）学校名：埼玉県立越谷北高等学校 校長名 尾城 一幸
（２）所在地：埼玉県越谷市大泊５００－１
（２）所在地：埼玉県越谷市大泊５００－１
（２）所在地：埼玉県越谷市大泊５００－１
（２）所在地：埼玉県越谷市大泊５００－１

電話番号：０４８－９７４－０７９３ＦＡⅩ番号：０４８－９７３－１１８１
ＦＡⅩ番号：０４８－９７３－１１８１
電話番号：０４８－９７４－０７９３
ＦＡⅩ番号：０４８－９７３－１１８１
電話番号：０４８－９７４－０７９３
電話番号：０４８－９７４－０７９３
ＦＡⅩ番号：０４８－９７３－１１８１
（２）所在地：埼玉県越谷市大泊５００－１
ホームページアドレス
http://www.koshigayakita-h.spec.ed.jp/
  ホームページアドレス
ホームページアドレス
KWWSZZZNRVKLJD\DNLWDKVSHFHGMS
KWWSZZZNRVKLJD\DNLWDKVSHFHGMS
   ホームページアドレス
KWWSZZZNRVKLJD\DNLWDKVSHFHGMS
電話番号：０４８－９７４－０７９３
ＦＡⅩ番号：０４８－９７３－１１８１
 

   ホームページアドレス KWWSZZZNRVKLJD\DNLWDKVSHFHGMS
（３）課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数（平成３０年５月現在）
（３）課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数（平成３０年５月現在）
（３）課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数（平成３０年５月現在）
（３）課程・学科・学年別生徒数，学級数及び教職員数（平成３０年５月現在）
 ①課程・学科・学年別生徒数，学級数
①課程・学科・学年別生徒数，学級数
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じた事象を様々な角度から捉え検証可能なテーマにする力（課題発見力）を磨くカリキュラムの開発
が必要である。
②

理数科アンケートから見える課題
毎年１１月に理数科１～３学年を対象に、興味・関心・意欲・態度・知識・能力に関する２１項目
４段階の「理数科アンケート」を実施している。①「理数系の大学や職業に関心がある」や「科学技
術に対する興味・関心・意欲がある」
、「未知のことがらへの好奇心がある」の質問に対し、「a あては
まる」、「ｂだいたいあてはまる」を選択した肯定的な回答がどれも８０～９０％を占めた。しかし、
②探究心、③課題発見力、④課題解決力、⑤国際性・英語力といった技術・能力面では、「ａ」と回答
した生徒は、どれも２５％以下であった。本校理数科では、現在３年間で５回の研究発表を実施して
いる。回数をこなすことで計画から研究 ･ 発表までの研究スタイルを身に付けさせているが、テーマ
が昨年までの焼き直しであったり、十分な検証がされていなかったりと内容の浅さが否めない。また、
指導内容が各授業担当者に任されているので、学校として一貫した指導ができていない上、非効率的
である等の課題も見えてきた。世界で活躍する科学系人材育成のためにも、課題発見力・課題解決力
そしてそれらを発信する力を育成する一貫したカリキュラム開発が必要である。また、生徒は３年間
でスキルアップしているにもかかわらず、獲得したスキルが身に着いたことを実感できていないのは、
学校側が生徒に適切な自己評価方法を提供できていないためではないかという課題も考えられた。
「理数科生徒アンケート（平成２９年１１月実施）抜粋」
①

②

③

④

⑤

③

課外活動などから見える課題
化学部は化学グランプリで度々入賞し、生物部が日本学生科学賞出品・生物学オリンピック予選優
秀賞など成果は挙げている。また、企業との連携事業を継続的に続けており、希望生徒が埼玉大学Ｈ
ｉＧＥＰＳに参加等、様々な取り組みを実施している。しかし、これら科学系部活動や希望者対象の
行事等、校内外で行われてきた様々な活動の有機的なつながりが薄いという課題がある。世界で活躍
するエキスパートな科学系人材の育成のためにも、これからは科学の甲子園・各種科学オリンピック
に向けた取り組みを支える仕組みを充実させたり、大学等の外部連携先を増やして高度な研究活動を
支える仕組みを作ったりすることが必要である。
４ 研究開発の目的・目標
（１）目的
少子高齢化・人口減少が益々進むと同時に AI 等による科学技術の進歩により激変していく世界を
牽引し、世界に貢献する科学系人材の育成とそのためのカリキュラムの開発。
（２）目標
主体的で対話的な深い学びいわゆるアクティブ・ラーニングにより、生きて働く知識・技能を習
得し、探究学習等により未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等を育成し、課題発見
力および課題解決力を身につけ、世界に雄飛し、世界に貢献するグローバルな科学系人材を育成する。
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５ 研究の仮説
研究の仮説
５
本研究開発にあたり、本校ではクロスカリキュラムを有効に活用することを計画した。そこで目的
   本研究開発にあたり、本校ではクロスカリキュラムを有効に活用することを計画した。 
や方法に合わせてクロスカリキュラムを分類するために本校独自の定義を作成した。
  そこで目的や方法に合わせてクロスカリキュラムを分類するために本校独自の定義を作
  成した。




＜クロスカリキュラムの本校独自の定義＞
＜クロスカリキュラムの本校独自の定義＞

○単元型教科間連携

教科を越えた学問のつながりから、深い理解と教養を深めるための取り組み。他教科間で関連
○単元型教科間連携

する単元・題材を接続するための連携授業。
教科を越えた学問のつながりから、深い理解と教養を深めるための取り組み。他教科間で関連



する単元・題材を接続するための連携授業。
○テーマ型教科間連携

一つのテーマを多面的・多角的な視点で課題を捉えることで、広い視野と柔軟な発想力を養う

ことを目的とした取り組み。一つのテーマを様々な教科の視点からアプローチを試みる連携授業。

○テーマ型教科間連携


一つのテーマを多面的・多角的な視点で課題を捉えることで、広い視野と柔軟な発想力を養う

○スキル習得型教科間連携
 ことを目的とした取り組み。一つのテーマを様々な教科の視点からアプローチを試みる連携授業。
課題解決力に直結したスキルを身につけるための取組み。スキル習得を共通の目的に掲げた連

携授業

○スキル習得型教科間連携

課題解決力に直結したスキルを身につけるための取組み。スキル習得を共通の目的に掲げた連携
本校の課題を踏まえ、以下の仮説Ａ～Ｄを設定した。
授業。
本校の課題を踏まえ、以下の仮説Ａ～Ｄを設定した。

12
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【仮説Ａ】
【仮説Ａ】
【仮説Ａ】
幅広い体験型の行事とクロスカリキュラム（教科間連携）
・ＡＬ（アクティブ・ラーニング）によ
幅広い体験型の行事とクロスカリキュラム（教科間連携）
・ＡＬ（アクティブ・ラーニング）によ
幅広い体験型の行事とクロスカリキュラム（教科間連携）
・ＡＬ（アクティブ・ラーニング）によ
って課題発見力が磨かれる。
って課題発見力が磨かれる。
って課題発見力が磨かれる。






生徒が持っている興味・関心という課題発見力の種子を健全に発芽して育てるためには、知識・教養とい
生徒が持っている興味・関心という課題発見力の種子を健全に発芽して育てるためには、知識・教養とい
生徒が持っている興味・関心という課題発見力の種子を健全に発芽して育てるためには、知識・教養とい
生徒が持っている興味・関心という課題発見力の種子を健全に発芽して育てるためには、知識・教
う土壌が必須である。そこで、単元型教科間連携およびテーマ型教科間連携を用いて、より幅の広い知識･教
う土壌が必須である。そこで、単元型教科間連携およびテーマ型教科間連携を用いて、より幅の広い知識･教
養という土壌が必須である。そこで、単元型教科間連携およびテーマ型教科間連携を用いて、より幅
う土壌が必須である。そこで、単元型教科間連携およびテーマ型教科間連携を用いて、より幅の広い知識･教
養（リベラルアーツ）の醸成を図る。理数科の生徒については、さらに体験型の理数科独自の取組みを元肥と
養（リベラルアーツ）の醸成を図る。理数科の生徒については、さらに体験型の理数科独自の取組みを元肥と
の広い知識
･ 教養（リベラルアーツ）の醸成を図る。理数科の生徒については、さらに体験型の理数
養（リベラルアーツ）の醸成を図る。理数科の生徒については、さらに体験型の理数科独自の取組みを元肥と
して、より土壌を豊かにする。日々の授業ではＡＬを積極的に実施して、主体的に学ぶ姿勢及び、生徒の探究
して、より土壌を豊かにする。日々の授業ではＡＬを積極的に実施して、主体的に学ぶ姿勢及び、生徒の探究
科独自の取組みを元肥として、より土壌を豊かにする。日々の授業ではＡＬを積極的に実施して、主
して、より土壌を豊かにする。日々の授業ではＡＬを積極的に実施して、主体的に学ぶ姿勢及び、生徒の探究
心を育む。
心を育む。
体的に学ぶ姿勢及び生徒の探究心を育む。
心を育む。



【仮説Ｂ】
【仮説Ｂ】
【仮説Ｂ】
学校設定科目と各教科によるスキル習得型教科間連携によって、課題研究を効率的・効果的に実
学校設定科目と各教科によるスキル習得型教科間連携によって、課題研究を効率的・効果的に実
学校設定科目と各教科によるスキル習得型教科間連携によって、課題研究を効率的・効果的に実
施でき、未来を切り拓くための課題解決力を身に付けた科学系人材が育つ。
施でき、未来を切り拓くための課題解決力を身に付けた科学系人材が育つ。

施でき、未来を切り拓くための課題解決力を身に付けた科学系人材が育つ。



科学的思考力、プレゼンテーション能力、科学英語等の科学的スキルを習得するために、探究科目を中心
科学的思考力、プレゼンテーション能力、科学英語等の科学的スキルを習得するために、探究科目
科学的思考力、プレゼンテーション能力、科学英語等の科学的スキルを習得するために、探究科目を中心
科学的思考力、プレゼンテーション能力、科学英語等の科学的スキルを習得するために、探究科目を中心
とした学校設定科目とスキル習得型の教科間連携を活用する。探究活動の中で、生徒たちは互いに協働するこ
を中心とした学校設定科目とスキル習得型の教科間連携を活用する。探究活動の中で、生徒たちは互
とした学校設定科目とスキル習得型の教科間連携を活用する。
とした学校設定科目とスキル習得型の教科間連携を活用する。探究活動の中で、
探究活動の中で、生徒たちは互いに協働するこ
生徒たちは互いに協働するこ
とで、チーム力も身につける。この取組みを通して、しっかりとした課題解決力（幹や枝）と探究心（根や葉）
いに協働することで、
チーム力も身につける。この取組みを通して、
しっかりとした課題解決力（幹や枝）
とで、チーム力も身につける。この取組みを通して、しっかりとした課題解決力（幹や枝）と探究心（根や葉）
とで、チーム力も身につける。この取組みを通して、しっかりとした課題解決力（幹や枝）と探究心（根や葉）
を育成すると共に科学系人材としての資質を身につける。
と探究心（根や葉）を育成すると共に科学系人材としての資質を身につける。
を育成すると共に科学系人材としての資質を身につける。
を育成すると共に科学系人材としての資質を身につける。


【仮説Ｃ】
【仮説Ｃ】
【仮説Ｃ】
課題研究の実践・深化によって、より高度な科学系人材が育つ。
課題研究の実践・深化によって、より高度な科学系人材が育つ。
課題研究の実践・深化によって、より高度な科学系人材が育つ。


課題研究の実践を通して、大学等外部との連携を密にすることで刺激を受け、各種研究活動が深化・発展
課題研究の実践を通して、大学等外部との連携を密にすることで刺激を受け、各種研究活動が深化・発展
課題研究の実践を通して、大学等外部との連携を密にすることで刺激を受け、各種研究活動が深化・発展
課題研究の実践を通して、大学等外部との連携を密にすることで刺激を受け、各種研究活動が深化・
していく。高校生活の中でいくつもの研究活動を行うことで、様々な研究成果が生まれる。高校生活の中で行
していく。高校生活の中でいくつもの研究活動を行うことで、様々な研究成果が生まれる。高校生活の中で行
していく。高校生活の中でいくつもの研究活動を行うことで、様々な研究成果が生まれる。高校生活の中で行
発展していく。高校生活の中でいくつもの研究活動を行うことで、様々な研究成果が生まれる。高校
った研究活動は新たな課題発見力になり、次のステージで花開く。
った研究活動は新たな課題発見力になり、次のステージで花開く。
った研究活動は新たな課題発見力になり、次のステージで花開く。
生活の中で行った研究活動は新たな課題発見力になり、次のステージで花開く。


【仮説Ｄ】
【仮説Ｄ】
【仮説Ｄ】
大学等の外部連携先を増やし、科学系部活動の研究をサポートすることで、研究活動がより活発
大学等の外部連携先を増やし、科学系部活動の研究をサポートすることで、研究活動がより活発
大学等の外部連携先を増やし、科学系部活動の研究をサポートすることで、研究活動がより活発
に行われ、未来の科学者が育成される。
に行われ、未来の科学者が育成される。
に行われ、未来の科学者が育成される。




大学等との連携を密にすることで、科学系部活動の研究活動をより高いレベルに上げる。各種科学コンテ
大学等との連携を密にすることで、科学系部活動の研究活動をより高いレベルに上げる。各種科学コンテ
大学等との連携を密にすることで、科学系部活動の研究活動をより高いレベルに上げる。各種科学
大学等との連携を密にすることで、科学系部活動の研究活動をより高いレベルに上げる。各種科学コンテ
ストへの取組みを組織的・計画的に支え、高い目標を持って取り組ませる。希望者対象の行事の内容をブラッ
ストへの取組みを組織的・計画的に支え、高い目標を持って取り組ませる。希望者対象の行事の内容をブラッ
コンテストへの取組みを組織的・計画的に支え、高い目標を持って取り組ませる。希望者対象の行事
ストへの取組みを組織的・計画的に支え、高い目標を持って取り組ませる。希望者対象の行事の内容をブラッ
シュアップし、より効果的な内容にする。これらの取り組みから未来の科学者が育成される。
シュアップし、より効果的な内容にする。これらの取り組みから未来の科学者が育成される。
の内容をブラッシュアップし、より効果的な内容にする。これらの取り組みから未来の科学者が育成
シュアップし、より効果的な内容にする。これらの取り組みから未来の科学者が育成される。
される。

13
13
13
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第２章

仮説

㻭

研究開発の経緯
第２章
研究開発の経緯

事業名

対象者

単元型教科間連携

1年全員

テーマ型教科間連携（川の科学）

参加者

学校設定科目・理数総合

1年理数科

スキル習得型教科間連携

1年全員

学校設定科目・理数数学探究

1年理数科

学校設定科目・理数探究基礎

1年理数科

学校設定科目・科学探究基礎

履修者

数学課題研究

2年理数科

理数科合宿

2年理数科

力学課題実験

2年理数科

埼玉大学（HiGEPS）

参加者

３校合同サイエンス教室

参加者

科学の甲子園

参加者

化学オリンピック・物理チャレンジ
生物オリンピック

参加者

ふれあい環境フェア

参加者

数学フェア

参加者

4月

5月

教員向けシラバス1学
期分作成

6月

7月

研修会で授業案・実施
報告回収

6/20 事前説明

8月

教員向けシラバス２学
期分作成

7/11 事前学習
７/25・26 宿泊研修

6/9 東大リサーチキャ
7/20・21 野外実習
ンパス

㻮

㻯

問題整理と課題発見の手法の習得

グループ作成・研究テーマ決め・グループ研究

㻰
6/15 物理チャレンジ
事前課題提出

7/8 物理チャレンジ
7/16 化学グランプリ１次選考

7/15 生物オリンピック

8/17・18 化学グラン
プリ2次選考

8/9・10 数学フェア

運営指導委員会

第１回運営指導委員会

広報活動

土曜公開授業ミニ説明会
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8/28 学校説明会

9月

10月

11月

12月

研修会で授業案・実施
報告回収

1月

2月

教員向けシラバス３学
期分作成

3月

研修会で授業案・実施
報告回収

11/18サイエンスフェアで発表
⒒/27グリーンインフラ学習会

9/27 数学読書感想文
発表会

１/12 SSH講演会

テーマ設定と課題研究の進め方、実験とデータ処理

2/5 国立科学博物館
研修

課題研究【生物・地学分野】

研究成果のまとめ、ス 10/4 数学課題研究発
ライド作成
表会

12/25・26 理数科合宿

実験計画書の提出、
テーマの決め

課題研究

発表準備

１/26 理数科課題研
究発表会

12/17 力学課題発表会

9/23 ３校合同サイエ
ンス教室

11/4 科学の甲子園

10/21 ふれあい環境
フェア

2/9 生徒発表会
第２回運営指導委員会

土曜公開授業ミニ説明会 土曜公開授業ミニ説明会

11/17 学校説明会・
理数科説明会

土曜公開授業ミニ説明会 土曜公開授業ミニ説明会 土曜公開授業ミニ説明会
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第3章
第1節

研究開発の内容
ＳＳＨ事業による生徒の変容調査方法の開発について

（１）事前事後自己分析による生徒の客観的変容調査
本研究では、SSH 事業によって開発されたカリキュラムが、生徒にどのような変容をもたらしたか
を、本校独自に開発した事前事後自己分析【PPSA（Pre-Post Self Analysis）】（以下 PPSA）の手法
で調査する。
PPSA とは生徒に取り組みの前後に同様の質問項目に回答してもらい、その変化から生徒の変容を
とらえることを狙いとした調査方法である。この調査方法では以下の２点を重視する。
①調査項目は自己分析型の質問（※）に限定する
②事前調査の結果は回収し、事後調査の前には生徒に開示しない
※自己分析型の質問・・・
「～できるか」「～は身についているか」といった、自らの技術・意識・
考え方などの達成段階を答える形式の質問
（２）PPSA 法の利点と欠点
〇利点 通常のアンケート調査では、
「この行事で～は身につきましたか」といった質問をし、生
徒の変容を生徒自身の主観に任せて調査する形式が一般的である。この方法では、生徒自身に自分
の成長を確認させているため、学校や教師への配慮（成長したと答えたほうがいいのでは）という
要素が排除できない。ゆえに、客観性に欠け、事業の成否の判断材料とするのは難しい。
一方、PPSA 法では、生徒はその時点での自己分析をするため、前回の調査結果や、学校や教師へ
の気遣いの要素は取り除くことができ、より客観的な変容調査が期待できる。
〇欠点 事前、事後の回答時期が異なるため、回答者が自己分析する際の自身の基準が統一され
ない問題が生じる。それを解決するためには、単純に達成度を４段階の数字で回答させるのではなく、
達成度を具体的に明文化し自己分析の基準に時期の違いや、個人差が生じないようにする工夫が必
要である。
（３）PPSA の手法による生徒の変容調査の手順
【１】SSH 事業全体による生徒の変容調査
一年間の SSH 事業により生徒にどのような変容が生じたかを検証するために、以下の手順で調査・
分析を行う。
①本校の研究課題に沿って立てられた仮説（仮説 A ～ D）を検証するために、具体的な事業（行事や
カリキュラム）を実施する。
②事業ごとに、期待する生徒の変容を明確にして計画する。
③期待する生徒の変容を測りとることができる自己分析型の質問を作成する。
④すべての実施事業につき、③の質問を作成し、全体調査用紙を作成する。
⑤対象生徒に４月と１月に調査を実施し、PPSA の手法で生徒の変容を調査する。
※全体調査の質問項目と事業との関連については第 1 節（６）参照
【２】理数総合の各行事による生徒の変容調査
理数総合の各行事により生徒にどのような変容が生じたかを検証するために、以下の手順で調査・
分析を行う。
①理数総合の各行事にねらい（期待する生徒の変容）を定める。
②期待する生徒の変容を測りとることができる自己分析型の質問を作成する。
③行事の前後に同様の調査を実施し、PPSA の手法で生徒の変容を調査する。
（４）PPSA の分析結果の見方
このデータの見方を説明する。
PPSA の分析結果は以下のようなグラフと表によって示す。ここでは、
①調査への総回答者数と事前、事後での各回答番号の回答者数
②事前、事後での回答者数の 100% 積み上げグラフ
③回答番号は数字が大きいほうが高評価の回答
④事前事後での回答の変化の分布
例： 増減 +2 の数が 3 というのは、事前の回答が 1 で事後の回答が 3 になったり、事前の回
答が 2 で事後の回答が 4 になった調査対象者の総数が 3 であることを表す。
― 16 ―

④事前事後での回答の変化の分布
    例： 増減+2 の数が 3 というのは、事前の回答が 1 で事後の回答が 3 になったり、事前の回答が 2
で事後の回答が 4 になった調査対象者の総数が 3 であることを表す。
⑤対象者全員の回答の増減の平均値で以下のように定義する。
⑤対象者全員の回答の増減の平均値で以下のように定義する。
増減平均 ＝ {(+3) × (+3 の数 ) ＋ (+2) × (+2 の数 ) ＋・・・＋ (-3) × (-3 の数 )} ／有効回答数
   増減平均 ＝{(+3)×(+3 の数)＋(+2)×(+2 の数)＋・・・＋(-3)×(-3 の数)}／有効回答数
①
②
⑤

③

④

（５）PPSA
の結果と事業の成果の判断について
（５）PPSA
の結果と事業の成果の判断について
SSH 事業の成果は、それによって生徒が変容したかどうかで判断することができる。生徒の変容については
SSH 事業の成果は、それによって生徒が変容したかどうかで判断することができる。生徒の変容
については
PPSA の増減平均の正負で判断する。
PPSA
の増減平均の正負で判断する。
増減平均が正の場合
増減平均が正の場合
SSH 事業によって期待する生徒の変容が得られたと判断する。
SSH 事業によって期待する生徒の変容が得られたと判断する。
増減平均が負もしくは変化が小さい場合
増減平均が負もしくは変化が小さい場合
この場合、以下の要因が考えられる
この場合、以下の要因が考えられる
①仮説が正しくなく、事業が生徒の変容をもたらさない。
 ①仮説が正しくなく、事業が生徒の変容をもたらさない。
②質問項目が、期待する生徒の変容を正しく測りとる内容になっていない。
 ②質問項目が、期待する生徒の変容を正しく測りとる内容になっていない。
ただし、増減平均が正負いずれの場合でも、これだけで、SSH 事業と生徒の変容の因果関係を断
ただし、増減平均が正負いずれの場合でも、これだけで、SSH 事業と生徒の変容の因果関係を断定すること
定することは難しい。今後の SSH 指定期間で、他の評価方法を併用しながら生徒の変容を確かめて
は難しい。今後の SSH 指定期間で、他の評価方法を併用しながら生徒の変容を確かめていく中で、PPSA に
いく中で、PPSA による分析が生徒の変容を客観的にとらえる方法として有力な手段であることを検
よる分析が生徒の変容を客観的にとらえる方法として有力な手段であることを検証してゆく。
証していく。

17
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（６）SSH 全体調査項目と事業の対応関係
（６）SSH 全体調査項目と事業の対応関係
【１】調査項目→事業
【１】調査項目→事業
調査項目

興
味
・
関
心
に
つ
い
て

意
欲
・
態
度
に
つ
い
て

知
識
・
能
力
に
つ
い
て

関連事業

1－①

未知の事柄への好奇心がある。

1－②

理科・数学の理論・原理に興味を持っている。

D－(1)

1－③

理科実験・観測・観察への興味を持っている。

A－(5)

1－④

科学技術に対する興味・関心・意欲がある。

A－(3)

1－⑤

理系大学・学部への進路に興味を持っている。

1－⑥

理数分野の職種に対する関心を持っている。

1－⑦

文系分野（国語や英語など）の勉強に苦手意識がある。

2－①

不思議に思うことがあると主体的に調べようとする。

B－(3)，A－(4)

2－②

時間を掛けて粘り強く研究する姿勢がある。

C－(1),(2),(3)

2－③

他教科の授業とのつながりを意識しながら授業を受けている

A－(1),(2)

2－④

視野を広げ教養を深めることを意識して授業を受けている。

A－(1),(2)

2－⑤

B－(2)

2－⑥

自らの学習活動を振り返り、次につなげることを意識しなが
ら学習している。
理数科授業に積極的に参加している。

2－⑦

理数科行事に積極的に参加している。

2－⑧

「課題研究」等研究活動に意欲的に取り組んでいる。

C－(1),(2),(3)

3－①

理科・数学の知識・技能が身についている。

B－(2) ，D－(4),(6)

3－②

真実を明らかにしたい気持ち（探究心）が身についている。

D－(1)

3－③

周囲と協力して取り組む姿勢（協調性）が身についている。

C－(2),(3) ，D－(3)

3－④

研究テーマを発見する力（問題発見力）が身についている。

B－(3) ,(4)

3－⑤

仮説を立て、実証する研究のプロセスを理解している。

C－(2),(3)

3－⑥

論理的に考え、話すことができる。

B－(1),(3),(4)

3－⑦

発表力や伝える力が身についている。

3－⑧
3－⑨

マルチメディアを活用してデータ処理やプレゼン資料を作成
することができる。
他者との対話と通じて、自らの考えを深めることができる。

B－(1) ,C－(1),(2) (3) ,
D－(2),(5),(6)
B－(1) ，C－(1),(2),(3)

3－⑩

国際感覚や英語による表現力が身についている。

B－(2), D－(3)

生徒は、上記の調査項目に対し、
生徒は、上記の調査項目に対し、
4 あてはまる  3 だいたいあてはまる  2 ややあてはまる  1 あてはまらない
4 あてはまる
3 だいたいあてはまる
2 ややあてはまる
1 あてはまらない
の４段階で自己分析する。
の４段階で自己分析する。
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【２】事業→調査項目
【２】事業→調査項目
仮説
番号

A

B

C

D

事業名

対象者

調査項目

A－(1)

単元型教科間連携

A－(2)

テーマ型教科間連携（川の科学）

A－(3)

学校設定科目・理数総合

1 年理数科

B－(1)

スキル習得型教科間連携

1 年全員

B－(2)

学校設定科目・理数数学探究

1 年理数科

2－⑤，3－①，3－⑥，3－⑨

B－(3)

学校設定科目・理数探究基礎

1 年理数科

2－①，3－④

B－(4)

学校設定科目・科学探究基礎

履修者

2－①，3－④

C－(1)

数学課題研究

2 年理数科

C－(2)

理数科合宿

2 年理数科

C－(3)

力学課題実験

2 年理数科

D－(1)

埼玉大学（HiGEPS）

参加者

1－②，3－②

D－(2)

３校合同サイエンス教室

参加者

1－③，3－⑦

D－(3)

科学の甲子園

参加者

3－③，3－⑨

D－(4)

化学オリンピック・物理チャレンジ

参加者

3－①

D－(5)

ふれあい環境フェア

参加者

1－③，3－⑦

D－(6)

数学フェア

参加者

3－①，3－⑦
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1 年全員

2－③，2－④

参加者

2－③，2－④
1－④
3－⑥，3－⑦，3－⑧

2－②，2－⑧，3－⑦，3－⑧
2－②，2－⑧，3－③，3－⑤，
3－⑦，3－⑧
2－②，2－⑧，3－③，3－⑤，
3－⑦，3－⑧

