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に基づく事業の実施内容
第
（１）単元型教科間連携
（１）単元型教科間連携
①仮説
①仮説
知識・教養を広げるための単元型教科間連携がリベラルアーツを醸成し、課題発見力が育成される。
知識・教養を広げるための単元型教科間連携がリベラルアーツを醸成し、課題発見力が育成される。
②内容
②内容
 １年生を中心に、アクティブ・ラーニング等を活用し、全教科間で単元型教科間連携を実施する。単元型教
１年生を中心に、アクティブ・ラーニング等を活用し、全教科間で単元型教科間連携を実施する。
科間連携を簡易に、
かつ持続的に実施するために、新たに全教科の指導計画を一覧にした教員向けのシラバス
単元型教科間連携を簡易に、かつ持続的に実施するために、新たに全教科の指導計画を一覧にした
を作成する。シラバスによって、各教科・科目がいつ・どんな内容を実施しているのかを可視化し、教科間の
教員向けのシラバスを作成する。シラバスによって、各教科・科目がいつ・どんな内容を実施して
連携を容易にする。
いるのかを可視化し、教科間の連携を容易にする。
 SSH 推進委員会の中にクロスカリキュラム推進委員会を設置し、計画・実施状況の把握、その効果を検証
SSH 推進委員会の中にクロスカリキュラム推進委員会を設置し、計画・実施状況の把握、その効
する。各学期に教科研修会を実施し、単元型教科間連携のアイディアや実践を教科内で共有・集約することで、
果を検証する。各学期に教科研修会を実施し、単元型教科間連携のアイディアや実践を教科内で共有・
アイディアを恒常的に募る仕組みを作る。
集約することで、アイディアを恒常的に募る仕組みを作る。
③期待する生徒の変容
③期待する生徒の変容
 （１）学習内容を、他の教科の授業とのつながりを意識しながら学ぶことができる。
（１）学習内容を、他の教科の授業とのつながりを意識しながら学ぶことができる。
 （２）受験のためだけでなく、視野・教養を深めるために学習に取り組むことができる。
（２）受験のためだけでなく、視野・教養を深めるために学習に取り組むことができる。
④変容の調査方法
④変容の調査方法
 対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA
対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSAの方法によって検証する。
の方法によって検証する。
  対象者：１年生全員
対象者：１年生全員
  項目：2－③，2－④
項 目：2 －③，2 －④
⑤実施内容
⑤実施内容
【実施時期】
【実施時期】
 ４月
４月教員向けシラバス（１年生・１学期分）を作成
教員向けシラバス（１年生・１学期分）を作成
 ５月
５月「授業案の募集」を提示する。
「授業案の募集」を提示する。
６月教科研修会の教科会議で授業案・実施報告を回収
教科研修会の教科会議で授業案・実施報告を回収
 ６月
８月
教員向けシラバス（１年生・２学期分）を作成
 ８月 教員向けシラバス（１年生・２学期分）を作成
９月授業案作成の依頼
授業案作成の依頼
 ９月
１１月
教科研修会の教科会議で授業案・実施報告を回収
１１月 教科研修会の教科会議で授業案・実施報告を回収
１月教員向けシラバス（１年生・３学期分）を作成
教員向けシラバス（１年生・３学期分）を作成
 １月
３月
授業案・実施報告を回収（予定）
 ３月 授業案・実施報告を回収（予定）
【実施例】
【実施例】
単元型の教科間連携では以下のように取組段階を区分した。
単元型の教科間連携では以下のように取組段階を区分した。
ステップ１
授業準備を行う段階で、他教科の内容や進度などについて確認や相談をする。
ステップ１
授業準備を行う段階で、他教科の内容や進度などを確認や相談をする。
ステップ２ 授業中に他教科の話題に触れる。
ステップ２ 授業中に他教科の話題に触れる。
ステップ３ 授業中に他教科の内容について説明をする時間を取り入れる。
ステップ３ 授業中に他教科の内容について説明をする時間を取り入れる。
今年度作成・実施された単元型教科間連携の授業案
今年度作成・実施された単元型教科間連携の授業案

 

連携する教科

対象

題名

取組
段階

 現代文－現代社会

 年

スピ－チディベ－ト

 

 現代社会－英語

 年

リンカ－ン、オバマの演説



 現代社会－家庭・保健

 年

青年期のライフステ－ジ



 現代社会－現代文

 年

脳死についての評論「生と死が創るもの」

 

 現代社会－現代文

 年

ディベ－ト（裁判員制度）

 

 現代文－現代社会

 年

ディべ－ト－現代社会の題材をものに－



 現代文－生物基礎

 年

「生と死が創るもの」と単細胞生物・多細胞生物



 社会・数学・国語－理科

 年

哲学者・思想家と科学者



 生物基礎－家庭科

 年

発酵のしくみと発酵食品の関連



 生物基礎－家庭基礎

 年

タンパク質と栄養



 生物基礎－現代文－現社

 年

脳の構造と働き。脳幹と脳死、植物状態の関連。
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 生物基礎－地学基礎

 年

物質の循環と大気の組成の関連



 生物基礎－地学基礎

 年

木材腐朽菌と石炭紀の関連



 生物基礎－地理

 年

ケッペンの気候区分と植生の関連



 生物基礎－地理

 年

熱帯における土壌の厚みと、熱帯の樹種の根の張り方の関連



 生物基礎－地理

 年

ツンドラの凍土とラウンケルの生活形の関連



 生物－地理

 年

バイオ－ムとケッペンの気候区分



 地理Ａ

 年

地理と地球の内部構造



 地理Ａ地学基礎

 年

地形・気候



 現代文－日本史

 年

『舞姫』の時代背景

 

 生物－化学基礎

 年

代謝と酸化還元反応



 生物基礎－化学基礎

 年

化学合成とエネルギ－と酸化還元の関連



 生物基礎－化学基礎－世界史

 年

$73（$'3）とギリシャ数詞



 生物基礎－化学基礎－世界史

 年

有機化合物や錯イオンの名称と -XO\、$XJXVW の関連



 生物－現代文Ｂ

 年

「働かないアリに意味がある」と解糖



 日本史－古典

 年

貴族の階級



『大鏡』と日本史

 

 古典Ｂ－日本史

 年文系

 化学－家庭科 

 年

繊維と衣類



 化学－家庭科 

 年

天然高分子と三大栄養素



 現代文－生物－倫理

 年

生物とは何か

 

 政経－数学

 年

経済学と数学



 倫理－数学

 年

ギリシャ哲学と数学



 倫理－数学

 年

経済学と数学



 美術Ⅱ－化学

 年理系

日光写真



 物理－数学

 年理系

三角関数の近似



 物理－数学

 年理系

速度・加速度と微分



 数学－物理

 年理数科 微分方程式と物理

数学－物理のクロスカリキュラム（微分方程式と物理）
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⑥成果と検証
⑥成果と検証

（２）テーマ型教科間連携（川の科学）
（２）テーマ型教科間連携（川の科学）
①仮説
①仮説一つのテーマに対し、多面的な観察・調査・考察をするテーマ型教科間連携がリベラルアーツを
一つのテーマに対し、科目横断的な観察・調査・考察をするテーマ型教科間連携がリベラルアーツを醸成し、
醸成し、課題発見力が育成される。
課題発見力が育成される。
②内容
②内容埼玉県は県土に占める河川の流域面積が日本一という水環境に恵まれた県である。河川とその周
 埼玉県は県土に占める河川の流域面積が日本一という水環境に恵まれた県である。
河川とその周辺のインフ
辺のインフラ施設の役割を現地で体感し、インフラから享受している恩恵を再確認する。また、自
ラ施設の役割を現地で体感し、インフラから享受している恩恵を再確認する。また、自然環境との関係を考え
然環境との関係を考えながら、今後のあるべきインフラの姿を高校生の視点で考える。
ながら、今後のあるべきインフラの姿を高校生の視点で考える。
実習等で得た結果や考察内容を高校生によるサイエンスフェアや企業主催のグリーンインフラ学
 実習等で得た結果や考察内容を高校生によるサイエンスフェアや企業主催のグリーンインフラ学習会等で
習会等で報告する。
報告する。
実施に際しては、建設コンサルタントの株式会社建設技術研究所の技術的な協力を受ける。
 実施に際しては、建設コンサルタントの株式会社建設技術研究所の技術的な協力を受ける。
③期待する生徒の変容
（１）自然の対象物に対する観察・調査等の意欲・興味を持つことができる
③期待する生徒の変容
（２）物理・化学・生物・地学という枠組みにとらわれず、自然を多面的に捉えることができる
（１）自然の対象物に対する観察・調査等の意欲・興味を持つことができる
（３）自然環境とインフラの関係を考え、持続可能な社会の実現について考えることができる
（２）物理・化学・生物・地学という枠組みにとらわれず、自然を多面的に捉えることができる
④変容の調査方法
（３）自然環境とインフラの関係を考え、持続可能な社会の実現について考えることができる
対象者について、全体調査の下記の項目を PPSA の方法によって検証する
④変容の調査方法
対象者：参加者のうち 1 年生
 対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA の方法によって検証する
項目：2 －③，2 －④1 年生
  対象者：参加者のうち
  ⑤実施内容
項目：2－③，2－④
参加者：3 年生：1 名
2 年生：10 名
1 年生：6 名
⑤実施内容
○事前説明会（６月２０日）
参加者：3 年生：1 名  2 年生：10 名  1 年生：6 名
建設技術研究所から講師を招き、川の科学のテーマである「グリー
○事前説明会（６月２０日）
ンインフラ」についての講義を実施。人類がこれまでに、主にコン
 建設技術研究所の講師を招き、川の科学のテーマである「グリーンイ
クリートで生み出してきたインフラの老朽化が進む中で、‟ 緑（グ
ンフラ」についての講義を実施。人類がこれまでに、主にコンクリート
リーン）”を活用した持続可能なインフラ整備の可能性について解
で生み出してきたインフラの老朽化が進む中で、
”緑（グリーン）
”を活
説を受ける。
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○事前学習（７月１１日）
用した持続可能なインフラ整備の可能性について解説を受ける。
用した持続可能なインフラ整備の可能性について解説を受ける。
用した持続可能なインフラ整備の可能性について解説を受ける。
参加生徒は河川班、街づくり班、道路班の３つの班に分かれて、
○事前学習（７月１１日）
○事前学習（７月１１日）
○事前学習（７月１１日）
各班に建設技術研究所の講師がファシリテーターとして付き、実習
参加生徒は河川班、街づくり班、道路班の３つの班に分かれて、各班に
参加生徒は河川班、街づくり班、道路班の３つの班に分かれて、各班に
参加生徒は河川班、街づくり班、道路班の３つの班に分かれて、各班に
実施場所の東秩父村・槻川周辺の衛星写真や、現地を下見した建設
建設技術研究所の講師がファシリテーターとして付き、
実習実施場所の東
建設技術研究所の講師がファシリテーターとして付き、
実習実施場所の東
建設技術研究所の講師がファシリテーターとして付き、
実習実施場所の東
技術研究所の方から提供された情報をもとに、インフラの現状と課
秩父村・槻川周辺の衛星写真や、現地を下見した建設技術研究所の方から
秩父村・槻川周辺の衛星写真や、現地を下見した建設技術研究所の方から
秩父村・槻川周辺の衛星写真や、現地を下見した建設技術研究所の方から
題について話し合う事前活動に取り組んだ。
提供された情報をもとに、
インフラの現状と課題について話し合う事前活
提供された情報をもとに、
インフラの現状と課題について話し合う事前活
提供された情報をもとに、
インフラの現状と課題について話し合う事前活
○川の科学・宿泊研修（７月２５～２６日）
動に取り組んだ。
動に取り組んだ。
動に取り組んだ。
埼玉県東秩父村・槻川周辺で調査及び実習
○川の科学・宿泊研修（７月２５～２６日）
○川の科学・宿泊研修（７月２５～２６日）
○川の科学・宿泊研修（７月２５～２６日）
調査拠点 道の駅「和紙の里ひがしちちぶ」
埼玉県東秩父村・槻川周辺で調査及び実習
調査拠点
埼玉県東秩父村・槻川周辺で調査及び実習
調査拠点
道の駅
「和紙の里
埼玉県東秩父村・槻川周辺で調査及び実習
調査拠点 道の駅
道の駅「和紙の里
「和紙の里
１日目 実習及び、課題整理ワークショップ
ひがしちちぶ」
ひがしちちぶ」
ひがしちちぶ」
２日目 実習、下久保ダム見学
１日目
１日目
実習及び、課題整理ワークショップ
１日目 実習及び、課題整理ワークショップ
実習及び、課題整理ワークショップ
河川班 槻川の３地点で流速、生物種調査等を実施
２日目
実習、下久保ダム見学
２日目
２日目 実習、下久保ダム見学
実習、下久保ダム見学
道路班 道の駅近くの交差点での交通量調査、周辺道路の環境
 河川班
河川班
槻川の３地点で流速、生物種調査等を実施
河川班 槻川の３地点で流速、生物種調査等を実施
槻川の３地点で流速、生物種調査等を実施
調査を実施
 道路班
道の駅近くの交差点での交通量調査、
周辺道路の環境調査を実
拠点周辺のインフラ及び施設を調査、環境・安全・
道路班
道の駅近くの交差点での交通量調査、
周辺道路の環境調査を実
道路班街づくり班
道の駅近くの交差点での交通量調査、
周辺道路の環境調査を実
施
地域振興の多面的な情報収集
施
施
 街づくり班
拠点周辺のインフラ及び施設を調査、環境・安全・地域振
○高校生によるサイエンスフェア（１１月１８日）
街づくり班
拠点周辺のインフラ及び施設を調査、環境・安全・地域振
街づくり班
拠点周辺のインフラ及び施設を調査、環境・安全・地域振
興の多面的な情報収集
会場：ソニックシティ（さいたま市）
興の多面的な情報収集
興の多面的な情報収集
○高校生によるサイエンスフェア（１１月１８日）
川の科学で調査した内容をもとに、東秩父村の現状の分析と、環
○高校生によるサイエンスフェア（１１月１８日）
○高校生によるサイエンスフェア（１１月１８日）
会場：ソニックシティ（さいたま市）
境と安全を両立するグリーンインフラについての高校生としての提
会場：ソニックシティ（さいたま市）
会場：ソニックシティ（さいたま市）
川の科学で調査した内容をもとに、東秩父村の現状の分析と、環境と安
言をまとめ、ポスター発表を実施。
川の科学で調査した内容をもとに、東秩父村の現状の分析と、環境と安
川の科学で調査した内容をもとに、東秩父村の現状の分析と、環境と安
発表タイトル
全を両立するグリーンインフラについての高校生としての提言をまとめ、
全を両立するグリーンインフラについての高校生としての提言をまとめ、
全を両立するグリーンインフラについての高校生としての提言をまとめ、
河川班 『川の科学 ～東秩父村槻川の科学～』
ポスター発表を実施。
ポスター発表を実施。
ポスター発表を実施。
道路・街づくり班 『東秩父村におけるグリーンインフラ』
 発表タイトル
発表タイトル
発表タイトル
○グリーンインフラ学習会（１１月２７日）
建設技術研究所本社ビ
 河川班
河川班
『川の科学
～東秩父村槻川の科学～』
河川班 『川の科学
『川の科学 ～東秩父村槻川の科学～』
～東秩父村槻川の科学～』
ル（東京）
 道路・街づくり班
道路・街づくり班
『東秩父村におけるグリーンインフラ』
道路・街づくり班 『東秩父村におけるグリーンインフラ』
『東秩父村におけるグリーンインフラ』
建設技術研究所が主催するグリーンインフラ学習会において、
「地方都市のインフラストラクチャ
○グリーンインフラ学習会（１１月２７日）
○グリーンインフラ学習会（１１月２７日）
建設技術研究所本社ビル（東京）
○グリーンインフラ学習会（１１月２７日） 建設技術研究所本社ビル（東京）
建設技術研究所本社ビル（東京）
の整備について考える」で口頭発表し、建設コンサルタントの専門家やグリーンインフラの研究者
建設技術研究所が主催するグリーンインフラ学習会において、
「地方都市のインフラストラクチャの整備につ
建設技術研究所が主催するグリーンインフラ学習会において、
「地方都市のインフラストラクチャの整備につ
建設技術研究所が主催するグリーンインフラ学習会において、
「地方都市のインフラストラクチャの整備につ
と情報交換。
いて考える」で口頭発表し、建設コンサルタントの専門家やグリーンインフラの研究者と情報交換。
いて考える」で口頭発表し、建設コンサルタントの専門家やグリーンインフラの研究者と情報交換。
いて考える」で口頭発表し、建設コンサルタントの専門家やグリーンインフラの研究者と情報交換。
⑥成果と検証
⑥成果と検証
⑥成果と検証
⑥成果と検証
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（３）学校設定科目・理数総合
（３）学校設定科目・理数総合
①仮説
①仮説
幅広い体験型の行事によって科学技術に関する興味・関心が高まり、課題発見力の基礎となる。
幅広い体験型の行事によって科学技術に関する興味・関心が高まり、課題発見力の基礎となる。
②内容
②内容
数学と理科を統合した教科として「理数総合」を実施する。科学的経験の蓄積を目的とするので、
数学と理科を統合した教科として「理数総合」を実施する。科学的経験の蓄積を目的とするので、内容は幅広
内容は幅広い体験型の行事・視野を広げる活動を中心とする。各行事の中で他教科・他科目の視点
い体験型の行事・視野を広げる活動が中心とする。各行事の中で他教科・他科目の視点を意識した課題を提供
を意識した課題を提供し、専門性の深化だけでなく知識の広がりを目指した事業にする。課題発見
し、専門性の深化だけでなく知識の広がりを目指した事業にする。課題発見力育成を目的としているので、研
力育成を目的としているので、研究したいテーマが膨らむような内容を盛り込む。
究したいテーマが膨らむような内容を盛り込む。
理数総合は、1 年次に野外実習（生物・地学）、数学読書感想文、ＳＳＨ講演会、研究所・国立科
 学博物館での研修会を実施、２年次に理化学研究所訪問、校内実験合宿（物理・化学）
理数総合は、1 年次に野外実習（生物・地学）
、数学読書感想文、ＳＳＨ講演会、研究所・国立科学博物館
、ＳＳＨ講演
での研修会を実施、２年次に理化学研究所見学会、実験合宿（物理・化学）
、ＳＳＨ講演会等を実施する。多
会等を実施する。多くの取組を長期休業中等で実施するため、教育課程上、時間割に位置付けず、
くの取組を長期休業中等で実施するため、教育課程上、時間割に位置付けず、１学年から２学年までで実施す
１学年から２学年までで実施する活動時間を合計（３５時間以上）して、２学年で１単位を履修・
修得する。生徒は２年間の活動記録をポートフォリオ形式でまとめる。教員は、その都度記述によ
る活動時間を合計（３５時間以上）して、２学年で１単位を履修・修得する。生徒は２年間の活動記録をポー
る形成的評価を行い、２学年末に単位認定する。
トフォリオ形式でまとめる。教員は、その都度記述による形成的評価を行い、２学年末に単位認定する。
学年
事業の内容
時間 関連科目名など
１ 東大駒場リサーチキャンパス見学会〈６月〉
理科
5
２ 野外実習（神奈川県城ヶ島１泊２日）
〈７月〉
生物・地学
10
１
※磯の生物の観察・ウニの発生の観察、
・地質巡検・天体観測・講演会
学
３ 数学読書感想文発表会 〈１０月〉
数学
2
年
４ ＳＳＨ講演会Ⅰ〈１２月〉
理科・数学
2
５ 国立科学博物館研修 〈２月〉
理科・数学
7
６ 理化学研究所訪問（理化学研究所）〈５月〉
理科・情報
6
７
ＳＳＨ講演会Ⅱ
〈１２月〉
理科・数学
2
２
学
８ 校内実験合宿 〈１２月〉
年
※物理・化学の分野で、設定されたテーマ（物理：各種センサー、化学：
物理・化学
10
環境）に関する実験を実施し、そこから発展的なテーマを見出す。

合 計
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③期待する生徒の変容
③期待する生徒の変容
科学技術に対する興味・関心・意欲が高まる。
・科学技術に対する興味・関心・意欲が高まる。
④変容の調査方法
④変容の調査方法
（１）対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSAの方法によって検証する
の方法によって検証する
（１）対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA
対象者：理数科１年生
  対象者：理数科１年生
項 目：1 －④
  項目：1－④
（２）行事ごとに個別のねらいを定め、それに沿った質問事項を準備し、PPSAの方法によって検証する
の方法によって検証
（２）行事ごとに個別のねらいを定め、それに沿った質問事項を準備し、PPSA
する
⑤実施内容
⑤実施内容
【１】東大駒場リサーチキャンパス見学
【１】東大駒場リサーチキャンパス見学会
◇実施日 平成３０年６月９日（土） １０：００～１５：００
◇実施日 平成３０年６月９日（土） １０：００～１５：００
◇内 容 施設内班別研修
◇内 容 施設内班別研修
  ①興味のある研究者の説明を聞き、アイディアカードに記録する。
①興味のある研究者の説明を聞き、アイディアカードに記録する。
  ②疑問を解決するために上手に質問している人の質問の仕方をアイディアカードに記録する。
②疑問を解決するために上手に質問している人の質問の仕方をアイディアカードに記録する。
◇ねらい
◇ねらい
  ①多くの研究者の話を聞いて、最新の科学技術についての情報や知識を収集する。
①多くの研究者の話を聞いて、最新の科学技術についての情報や知識を収集する。
  ②疑問を解決するために、質問を的確・適切にする技術を向上する。
②疑問を解決するために、質問を的確・適切にする技術を向上する。
◇変容調査質問
◇変容調査質問
話を聞いて起こった「違和感」や「疑問」を解決するために、自分に不足している情報を得る行為を「質問」
話を聞いて起こった「違和感」や「疑問」を解決するために、自分に不足している情報を得る
といいます。あなたの質問力を自己分析して下さい。
行為を「質問」といいます。あなたの質問力を自己分析して下さい。
１ 講演会や発表会で話を聞いたとき、
１ 講演会や発表会で話を聞いたとき、
 ④適切な質問を発することができる ③質問を口に出すことができる
④適切な質問を発することができる
③質問を口に出すことができる
 ②質問を思いつくことができる
①質問を思いつくことができない
②質問を思いつくことができる ①質問を思いつくことができない
２ 「必ず１つ以上の質問をするぞ」というつもりで話を聞いている。
２
「必ず１つ以上の質問をするぞ」というつもりで話を聞いている
 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 24②ややあてはまる
①あてはまらない
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３ 質問の定型文を１０個以上持っている
３ 質問の定型文を１０個以上持っている
例：「～の定義は何ですか？」
「～が変化するときそれは何を意味するのですか？」
例：
「～の定義は何ですか？」
「～が変化するときそれは何を意味するのですか？」
④持っている
③５個以上持っている
②１個は持っている
①持っていない
 ④持っている
 ③５個以上持っている
 ②１個は持っている
 ①持っていない
◇生徒の変容（PPSA
による分析）
◇生徒の変容（PPSA
による分析）

質問する能力・意欲の向上、質問をする技術の体得を目標として見学
質問する能力・意欲の向上、質問をする技術の体得を目標として見学会に参加した。生徒は多くの研究室を
見学し、積極的に質問し、自らの疑問を解決しようと努力していた。
会に参加した。生徒は多くの研究室を見学し、積極的に質問し、自らの
PPSA
の手法によって分析すると、
疑問を解決しようと努力していた。
1 総-1-①の増減平均が負となっているため、
質問する能力については、向
PPSA の手法によって分析すると、
上しているとは言えない。実際に、講演や研究者の説明を聞いて、質問を思
1 総 -1- ①の増減平均が負となっているため、質問する能力については、
いつくことや、質問することの難しさを実感し、全体として減少したと考え
向上しているとは言えない。実際に、講演や研究者の説明を聞いて、質
られる。
問を思いつくことや、質問することの難しさを実感し、全体として減少
 質問に対する意欲（心構え）については、1 総-1-②の増減平均が+0.931
したと考えられる。
となっていることから、向上したと判断することができる。見学会を通じて、
質問に対する意欲（心構え）については、1 総 -1- ②の増減平均が
質問することの重要性を感じた結果といえる。
+0.931
となっていることから、向上したと判断することができる。見学
 他人が質問している様子を観察することで、
質問の定型文を増やすことが
会を通じて、質問することの重要性を感じた結果といえる。
できたかを
PPSA で分析すると、1 総-1-③の増減平均が  なので、大き
他人が質問している様子を観察することで、質問の定型文を増やすこ
な変容はないと結論付けられる。しかし、事後調査で「質問定型文を
 個
とができたかを PPSA で分析すると、1 総 -1- ③の増減平均が 0.00 なので、
以上持っている」と回答する生徒が増えているので、一部生徒は、質問する
大きな変容はないと結論付けられる。しかし、事後調査で「質問定型文
技術の向上を実感しているようだ。
を 10 個以上持っている」と回答する生徒が増えているので、一部生徒は、
質問する技術の向上を実感しているようだ。
25
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【２】野外実習
◇実施日 平成３０年７月２０日（金）、２１日（土）
◇内 容 神奈川県城ヶ島 宿泊研修
【生物分野】（主に１日目）
・東京大学三崎臨海実験所 実験用ウニ採取・見学 講義 黒川 氏
・磯観察
・ウニの発生観察
【地学分野】（主に２日目）
・天体観測（１日目夜・天候による）
・地質巡検（地層の観察、地層のつながりを考える、走向・傾斜の測定）
◇ねらい
①豊かな自然の中で、磯の生物の観察や、ウニの発生実験、地質巡検、天体観測を行う。
②実習・実験および講演を通して、自然に対する興味を深め、科学的なアプローチの方法などを
身につける。
◇変容調査質問
１ 城ヶ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
④５種以上
③３種以上
②１種
①まったくない
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
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
３ 地層を観察するための手法や手順が身についている
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 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
④できる
③できるときもある
②できない
①方法がわからない

◇生徒の変容（PPSA による分析）
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本校理数科のテーマである「本物で学ぶ」を実現する実習の中で、実際に観察・実習を通して、知識・技能
本校理数科のテーマである「本物で学ぶ」を実現する実習の中で、実際に観察・実習を通して、知識・
を身に付けることができたかを PPSA
の手法で分析する。
技能を身に付けることができたかを
の手法で分析する。
PPSA
-2- ①の増減平均が +1.15となっており、大きな変容を
となっており、大き
 実習地の磯に生息する生物種についての知識は、1
実習地の磯に生息する生物種についての知識は、1総
総-2-①の増減平均が
な変容を得られていることがわかる。
得られていることがわかる。
-2- ②、1総-2-③の増減平均がそれぞれ、、
総 -2- ③の増減平均がそれぞれ、+0.85、+0.875
となっていることから、生物・
 また、1
また、1総
総-2-②、1
となっていることから、生物・地学の観
地学の観察手法については、この実習を通して、生徒たちがしっかりと身に付けているといえる。
察手法については、この実習を通して、生徒たちがしっかりと身に付けているといえる。
 課題発見力につながる、観察や実習を通して得た情報をもとに新たな疑問や課題を見つける能力に
課題発見力につながる、観察や実習を通して得た情報をもとに新たな疑問や課題を見つける能力についても、
ついても、1
総 -2- ④の増減平均が
+0.275 であることから、この実習を通して向上したと判断できる。
1 総-2-④の増減平均が
であることから、この実習を通して向上したと判断できる。

東京大学三崎臨海実験所 講義
東京大学三崎臨海実験所 講義

磯採集実習
磯採集実習

地質巡検

ウニの発生の観察
ウニの発生の観察
27
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【３】数学読書感想文・発表会
◇実施日 感想文作成：夏期休業 発表会：平成３０年９月２７日（木）
◇内 容
①数学に関わる書籍を選び読む。
②その感想等をまとめる。
③優れているものについて、皆の前で発表する。
◇ねらい
①広い視野から問題を追及する姿勢をつくるきっかけとする。
②科学的に物を考える習慣と科学的に物を見る目を養う。
◇変容調査質問
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
④できている
③できる時もある
②できない
①方法がわからない
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。
④できている
③できる時もある
②できない
①方法がわからない
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
④いずれもできる
③要約はできる
②感想は述べられる
①できない
４ 数学に関連ある書籍を手に取る機会は
④頻繁である ③月に 1 度はある ②課題の時のみである ①まったくない
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
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
◇生徒の変容（PPSA による分析）
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課題図書を自ら選ぶことから始め、本の魅力や内容を、他人に伝えることを念頭に読書感想文の作
成に取り組んだ。この取り組みを通して、クリティカルリーディングの基礎を身に付けることが目的
となる。
課題図書を自ら選ぶことから始め、本の魅力や内容を、他人に伝えることを念頭に読書感想文の作成に取り
調査項目は５項目で、クリティカルリーディングのスキルに相当する調査が３つ、本の利用の仕方
組んだ。この取り組みを通して、クリティカルリーディングの基礎を身に付けることが目的となる。
に関する意識の調査が２つである。
 調査項目は５項目で、クリティカルディーディングのスキルに相当する調査が３つ、本の利用の仕方に関す
読み取る文に論拠を求める読み方のスキルは、1 総 -3- ①の増減平均が +0.128 となっており、変容
る意識の調査が２つである。
が確認できる。また、新たに得られた情報なのか、既知の情報かを判断し、自らの理解度を確認しな
 読み取る文に論拠を求める読み方のスキルは、1 総-3-①の増減平均が となっており、変容が確認で
きる。また、新たに得られた情報なのか、既知の情報かを判断し、自らの理解度を確認しながら読み進めるス
がら読み進めるスキルについても、1
総 -3- ②の増減平均が +0.103 で変容ありと判断できる。上記、
キルについても、1 総-3-②の増減平均が で変容ありと判断できる。上記、２つのスキルについては、
２つのスキルについては、もともと、生徒の自己分析で８割程度あり、本校生徒が入学時に持ち合わ
もともと、生徒の自己分析で８割程度あり、本校生徒が入学時に持ち合わせているスキルということもできる。

せているスキルということもできる。
 一方、読書で得た知識をアウトプットする能力については、事前調査では肯定回答が４割を切って
一方、読書で得た知識をアウトプットする能力については、事前調査では肯定回答が４割を切っており、本
校生徒の課題と言える。このスキルの
336$ による分析は、1
総-3-③の増減平均が
となっていることよ
おり、本校生徒の課題と言える。このスキルの
総 -3- ③の増減平均が
+0.132
PPSA による分析は、1
り、今回の取り組みによって向上したと判断できる。
となっていることより、今回の取り組みによって向上したと判断できる。
 1 総-3-④の増減平均が であることから、今回の取り組みをきっかけに、数学の本を手に取る機会が
1 総 -3- ④の増減平均が +0.154 であることから、今回の取り組みをきっかけに、数学の本を手に取
（もしくは、取ろうという意欲が）増したことがうかがえる。
る機会が（もしくは、取ろうという意欲が）増したことがうかがえる。
 1 総-3-⑤の増減平均については と大きく増加しており、課題として数学図書をクリティカルリーデ
1 総 -3- ⑤の増減平均については +0.333 と大きく増加しており、課題として数学図書をクリティカ
ィングしたことにより、本の価値について再認識した生徒が多くいたと言える。
ルリーディングしたことにより、本の価値について再認識した生徒が多くいたと言える。

【代表生徒発表題目】
【代表生徒発表題目】
１ 『無限』
１ ２
『無限』
『見方が変わる数学』
２ ３
『見方が変わる数学』
『図で２次方程式を解く』
３ 『図で２次方程式を解く』
４ 『数学的帰納法』
４ 『数学的帰納法』
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【４】SSH 講演会
◇実施日 平成３１年１月１２日（土） １４：３０～１６：００
◇内 容 講演
演題：「感性×論理が生み出す２１世紀：数学と音楽の世界から」
講師：中島さち子 氏（ジャズピアニスト・数学者）
◇ねらい
①音楽と数学を関連付けて学ぶことによって、両者の理解を深める
② STEAM 教育家の講演を通し、教科融合型の学習の方法を体感する
◇変容調査質問
１ 数学と音楽が関連する事柄を３つ以上挙げられる
④挙げられる
③２つ挙げられる
②１つ挙げられる
①挙げられない
２ 数学や科学の思考に、音楽などの芸術が役に立つと思う
④大いにそう思う
③そう思う
②やや思う
①思わない
３ STEAM の５つの文字が何を表す頭文字か知っている
④５つとも知っている
③３つは知っている
②１つは知っている
①１つも知らない
◇生徒の変容（PPSA による分析）

数学と音楽の専門家であり、STEAM 教育の実践家でもある講師の講演を聞くことで、多面的な視点
を持って学ぶことの大切さを生徒たちは感じているようであった。結果を PPSA で分析した。
数学と音楽が関連については、1 総 -4- ①の増減平均が +1.129 であるため、生徒の中に具体例をもっ
て定着したことが確認できる。
数学的な思考をする際に、単に論理的な面だけでなく、アイディアやイメージを膨らませるために
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芸術的な視点も必要と感じる生徒が増えたことが、1 総 -4- ②の増減平均が +0.935 であることから確
認できる。
また、STEAM の５つの文字が何を表す頭文字であるかについては、1 総 -4- ③の増減平均が +2.355
となり、STEAM の認知度が向上した。

【５】国立科学博物館研修（実施予定）
【５】国立科学博物館研修（実施予定）
◇実施日 平成３１年２月５日（火） １０：００～１５：００
◇実施日 平成３１年２月５日（火） １０：００～１５：００
⑥成果と検証
⑥成果と検証

第3節

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仮説
第 3 節 仮説 B に基づく事業の実施内容
スキル習得型教科間連携によって未来を切り拓く課題解決力が育成される。
（１）スキル習得型教科間連携
②内容
①仮説
１年生を中心に、各教科で実施している主体的に活動を伴う取組みについて、より研究活動を意
 スキル習得型教科間連携によって未来を切り拓く課題解決力が育成される。
識した内容に発展させる。これらの取り組みを共有することで、研究活動に関わる指導の効率化
②内容
を図る。活動の例として、スピーチ、ディベート、課題図書、時事ニュース、等の発表等とする。
③期待する生徒の変容
１年生を中心に、各教科で実施している主体的に活動を伴う取組みについて、より研究活動を意識した内容
に発展させる。
これらの取り組みを共有することで、研究活動に関わる指導の効率化を図る。活動の例として、
科学技術に対する興味・関心・意欲が高まる。
スピーチ、ディベート、課題図書、時事ニュース、等の発表等とする。
④変容の調査方法
③期待する生徒の変容
対象者について、全体調査の下記の項目を PPSA の方法によって検証する
・科学技術に対する興味・関心・意欲が高まる。
対象者：１年生
項 目：3 －⑥ , 3 －⑦ , 3 －⑧
④変容の調査方法
⑤実施内容 今年度作成・実施されたスキル習得型教科間連携の授業
対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA の方法によって検証する
  対象者：１年生
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  項目：3－⑥, 3－⑦, 3－⑧

⑤実施内容 今年度作成・実施されたスキル習得型教科間連携の授業

教科

物理

スキル

グラフの活用方法

授業案
実験データでグラフを作成するとき、比例の関係にならないことが多々
ある。\ と [ の関係が比例でない場合は曲線になるが、これらの関係は
見た目ではわからない。
そこで、横軸に [ をとってプロットしなおしてみることを解説した。
このとき、グラフが直線になれば \ D[ となるわけで、その傾きから D
を求めることが出来る。

現代社会 発表

授業の最初の時間を使い、担当を割り振ってニュースの発表をさせる。

国際関係 発表・問題提起

国際関係のトピックについて自分でテーマを設定し、レポートをまとめ
る。 問題提起→課題と考察をまとめる力をつける。

⑥成果と検証
⑥成果と検証

（２）学校設定科目・理数数学探究
（２）学校設定科目・理数数学探究
①仮説
①仮説
少人数編成で他者との対話を多く取り入れた授業を実施することで、
主体的で対話的な深い学びが可能とな
少人数編成で他者との対話を多く取り入れた授業を実施することで、主体的で対話的な深い学び
り、生徒の課題解決力が育つ。
が可能となり、生徒の課題解決力が育つ。
32
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②内容
理数科１年生に対し、１単位で実施し、以下の取り組みを実施する。
②内容
（１）理数数学Ⅰで習得した数学的な知識・技能を様々な事象において活用する能力を伸ばす。
理数科１年生に対し、１単位で実施し、以下の取り組みを実施する。
（２）クロスカリキュラムなどを用い、より幅の広い知識・教養を習得し、生徒の課題発見力の伸
（１）理数数学Ⅰで習得した数学的な知識・技能を様々な事象において活用する能力を伸ばす。
長をはかる。
（２）クロスカリキュラムなどを用い、
より幅の広い知識・教養を習得し、生徒の課題発見力の伸長をはかる。
（３）アクティブ・ラーニングを取り入れることで、課題の発見や課題の解決において、主体的に
（３）アクティブラーニングを取り入れることで、課題の発見や課題の解決において、主体的に取り組む姿勢
取り組む姿勢を養う。また、他者と協力できるコミュニケーション能力を養う。
を養う。また、他者と協力できるコミュニケーション能力を養う。
（４）スキル習得型教科間連携により、課題解決に必要なスキルを身につける。
（４）スキル習得型教科間連携により、課題解決に必要なスキルを身につける。
③期待する生徒の変容
③期待する生徒の変容
（１）数学の知識・技能が身につく。
 ・数学の知識・技能が身につく。
（２）自らの学習を振り返り、次につなげることを意識しながら学習できる。
 ・自らの学習を振り返り、次につなげることを意識しながら学習できる。
（３）論理的に考え、話すことができる。
 ・論理的に考え、話すことができる。
（４）他者との対話を通じて、自らの考えを深めることができる。
 ・他者との対話を通じて、自らの考えを深めることができる。
④変容の調査方法
④変容の調査方法
対象者について、全体調査の下記の項目を PPSA の方法によって検証する
対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA の方法によって検証する
対象者：１年理数科
 項対象者：１年理数科
目：2 －⑤ ,3 －① , 3 －⑥ , 3 －⑨
⑤実施内容
 項目：2－⑤,3－①, 3－⑥, 3－⑨
⑤実施内容
協調学習の環境を整えるために、理数科１年生を 20 名× 2 の少人数編成で実施。
協調学習の環境を整えるために、理数科１年生を 20 名×2 の少人数編成で実施。
時期
内容
1 学期
【オリエンテーション】
 理数数学探究の進め方、グループ編成
【スキル習得（数学的知識・技能の習得）
】
 ・数学記号の意味についての説明
 自然数の集合 N（natural number の頭文字）
 整数の集合 Z（ドイツ語の Zahlen の頭文字）
 有理数の集合 Q（quotient の頭文字）
 実数の集合 R（real number の頭文字）  など
【主体的な学習（ＡＬ・クロスカリキュラム）
】
 ・課題「放物線は、相似形であるか」 思考・議論・証明  など
2 学期
【スキル習得（数学的知識・技能の習得）
】
 ・命題と論証
   「すべての x all,any」 ∀𝑥𝑥
   「ある x exist」 ∃𝑥𝑥
 ・整数の性質
   ユークリッドの互除法について、背理法を用いた証明を紹介
【主体的な学習（ＡＬ・クロスカリキュラム）】
 ・三角比
   三角比を利用し、ピザを６等分する方法を検証
 ・相関関係
   正の相関、負の相関がある事例についてグループで考える
    例 正の相関・・・気温と消費電力量（夏季）
      負の相関・・・海水温度と植物プランクトンの量
 ・正規分布と偏差値
   模試データや定期考査の結果を用いて検証      など

33
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⑥成果と検証
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（３）学校設定科目・理数探究基礎
①仮説
基本的で本質的な実験・実習とそれらの分析を通し、科学的な探究に必要な基本的なスキルが育
成される。
②内容
理数科１年生に対し、１単位で実施し、以下の取り組みを実施する。
（１）ブレーンストーミングやマインドマップ等の方法を利用し課題設定の方法を学ぶ。
（２）過去の課題研究の資料を批判的に分析することで、クリティカルシンキングの姿勢を学ぶ。
（３）基本的で本質的な実験に取り組み、分析方法や検証方法を学ぶ。
（４）生物・地学分野の課題研究を実施する。
③期待する生徒の変容
（１）不思議に思うことに対し主体的に調べることができる
（２）不思議に思うことを検証可能なテーマにすることができる（課題発見力）
④変容の調査方法
対象者について、全体調査の下記の項目を PPSA の方法によって検証する
対象者：１年理数科
項 目：2 －① ,3 －④
⑤実施内容
（１）問題整理と課題発見の手法の習得（１学期）
主に「理科課題研究ガイドブック」小泉治彦・著（千葉大学先進科学センター）をもとに、ブレー
ンストーミングやマインドマップ作成の方法を学んだ。
（２）検証可能なテーマ設定と課題研究の進め方（２学期）
過去の理数科課題実験の研究を例に、検証可能なテーマとは何かなどについて講義形式で学んだ。
（３）実験とデータ処理（２学期）
一定の力で力学台車を引き続けた時の台車の加速度を測定し、そのデータを分析することから、
①実験を正しく記録するための実験ノートの書き方
②測定の精度を表す、平均値と不確かさの概念
③グラフを用いた、物理量の表し方
などを学んだ。
（４）課題研究【生物・地学分野】（３学期予定）
これまで、学んできた生物・地学の学習内容と１，２学期に身に付けた探究活動の基礎をもとに、
生物・地学分野の探究活動を実施予定。
⑥成果と検証
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（４）学校設定科目・科学探究基礎
（４）学校設定科目・科学探究基礎
 基本的で本質的な実験・実習とそれらの分析を通し、科学的な探究に必要な基本的なスキルが育成される。
①仮説
基本的で本質的な実験・実習とそれらの分析を通し、科学的な探究に必要な基本的なスキルが育
②内容
成される。
普通科１年生の希望者に対し、１単位で実施。
②内容
履修者の希望に応じ、物理・化学・生物・地学・情報分野に分かれ、各分野の基本的な実験・観察を行い、課
普通科１年生の希望者に対し、１単位で実施。
題発見力や探究活動に必要な基本的技術を身に付ける。
履修者の希望に応じ、物理・化学・生物・地学・情報分野に分かれ、各分野の基本的な実験・観
察を行い、課題発見力や探究活動に必要な基本的技術を身に付ける。
③期待する生徒の変容
③期待する生徒の変容
 ・不思議に思うことに対し主体的に調べることができる
（１）不思議に思うことに対し主体的に調べることができる
 ・不思議に思うことを検証可能なテーマにすることができる（課題発見力）
（２）不思議に思うことを検証可能なテーマにすることができる（課題発見力）
④変容の調査方法
④変容の調査方法
対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA
の方法によって検証する
対象者について、全体調査の下記の項目を
PPSA
の方法によって検証する
対象者：１年普通科希望者
  対象者：１年普通科希望者
項 目：2 －① ,3 －④
  項目：2－①,3－④
⑤実施内容
⑤実施内容
履修者数

物理分野

化学分野

生物分野

地学分野

情報分野

人数

０

３

１

８

１１

【化学分野の具体的な取組内容】
 再結晶周辺溶液の濃度変化の研究を進める。また、溶液の場所による濃度を測定する方法としてレーザー光
【化学分野の具体的な取組内容】
の屈折を利用する方法の研究も併せて進める。
再結晶周辺溶液の濃度変化の研究を進める。また、溶液の場所による濃度を測定する方法として
【生物分野の具体的な取組内容】
レーザー光の屈折を利用する方法の研究も併せて進める。
 ・生分解性プラスチック（カゼインプラスチック）の研究
【生物分野の具体的な取組内容】
【地学分野の具体的な取組内容】
・生分解性プラスチック（カゼインプラスチック）の研究
 ・月のクレーター光条について
 【地学分野の具体的な取組内容】
・火星の砂を作る
・月のクレーター光条について
【情報分野の具体的な取組内容】
・火星の砂を作る
レゴ・マインドストームを使用し、プログラミングの基礎学習を実施。今後、技術を積み重ね、大会等への
【情報分野の具体的な取組内容】
出場も検討してく。
レゴ・マインドストームを使用し、プログラミングの基礎学習を実施。今後、技術を積み重ね、
⑥成果と検証
大会等への出場も検討していく。
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⑥成果と検証

第4節

仮説 C に基づく事業の実施内容

（１）数学課題研究
①仮説
興味ある分野から、検証可能なテーマを見つけ出し、粘り強く探究活動に取り組むことで、未知
のことを知る喜び、探る手法、伝える技術が身につく
②内容
興味を持った分野について、教員のアドバイスを受けながらテーマ設定を行い、グループで探究
活動に取り組む。探究の成果は発表資料としてまとめ、口頭発表を行う。
活動は時間割上に割り当てず、放課後や長期休業の時間を活用し取り組みを進める。
③期待する生徒の変容
（１）興味のある分野や気になった課題から、鋭くテーマを見つけることができる。
（２）１つの問題やテーマについて深く考え、粘り強く取り組むことができる。
（３）自分たちの研究成果を、分かりやすくまとめて発表することができる。
④変容の調査方法
対象者について、全体調査の下記の項目を PPSA の方法によって検証する
対象者：2 年理数科
項 目：2 －② , 2 －⑧ ,3 －⑦ ,3 －⑧
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  対象者：2 年理数科
  対象者：2 年理数科
  項目：2－②, 2－⑧,3－⑦,3－⑧
 ⑤実施内容
 項目：2－②, 2－⑧,3－⑦,3－⑧
⑤実施内容
⑤実施内容
時期
内容
時期
内容
１学期
・４，５人でグループをつくり、研究テーマを決める。
１学期
・４，５人でグループをつくり、研究テーマを決める。
 ～夏季休業
・担当教員のアドバイスやグループ内での話し合いによって、研究を進め、ま
 ～夏季休業
・担当教員のアドバイスやグループ内での話し合いによって、研究を進め、ま
とめる。
とめる。
２学期
・研究成果をスライドやレポートにまとめる
２学期
・研究成果をスライドやレポートにまとめる
１０月４日（木）
数学課題研究発表会
１０月４日（木）
数学課題研究発表会
【研究題目】
【研究題目】
【研究題目】
 １１お見合いの確率
お見合いの確率（大野、渋沢、高須、西村、森田）
（大野、渋沢、高須、西村、森田）
 １ お見合いの確率
（大野、渋沢、高須、西村、森田）
 ２２三角比の真の値(sin1°の値）
三角比の真の値 (sin1°の値）
 ２ 三角比の真の値(sin1°の値）
 ３３じゃんけんは何人以上から２つに分けた方が早く終わるか
じゃんけんは何人以上から２つに分けた方が早く終わるか
 ３ じゃんけんは何人以上から２つに分けた方が早く終わるか
 ４４球面幾何学
球面幾何学
 ４ 球面幾何学
 ５５ヘロンの公式の一般化
ヘロンの公式の一般化
 ５ ヘロンの公式の一般化
 ６６源氏香
源氏香
 ６ 源氏香
 ７７反転幾何学の序
反転幾何学の序
 ７ 反転幾何学の序
 ８８席替えによって座席が変わらない人数の期待値
席替えによって座席が変わらない人数の期待値
 ８ 席替えによって座席が変わらない人数の期待値
 ９９ポーカーの確率
ポーカーの確率
 ９ ポーカーの確率
【数学課題研究発表会】
【数学課題研究発表会】
【数学課題研究発表会】
時：１０月４日（木）７ｈ
７ｈ  本校社会科室
本校社会科室
日日時：１０月４日（木）
日
時：１０月４日（木）
７ｈ

本校社会科室
容：上記１～３の口頭発表１５分程度（質疑応答含む）
１５分程度（質疑応答含む）
内内容：上記１～３の口頭発表
内 容：上記１～３の口頭発表 １５分程度（質疑応答含む）
⑥成果と検証
⑥成果と検証
⑥成果と検証
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（２）理数科合宿
①仮説
興味ある分野から、検証可能なテーマを見つけ出し、粘り強く探究活動に取り組むことで、未知
のことを知る喜び、探る手法、伝える技術が身につく。
②内容
物理・化学分野の課題実験を２日間で実施する。研究成果は、発表資料としてまとめ、口頭発表する。
③期待する生徒の変容
（１）課題研究に意欲的に取り組み、時間を掛けて粘り強く研究することができる。
（２）仮説を立て、実証する研究のプロセスを実行できる。
（３）自分が得たことを、他者に伝える力が身についている。
（４）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。
④変容の調査方法
対象者について、全体調査の下記の項目を PPSA の方法によって検証する
対象者：2 年理数科
項 目：2 －② ,2 －⑧ , 3 －③ ,3 －⑤ ,3 －⑦ ,3 －⑧
⑤実施内容
【合宿】
実施日 ： 平成３０年１２月２５日（火）～２６日（水）
日 程 ： １日目
９：４５
開講式
１０：００～１２：３０ 実験
１３：３０～１６：３０ 実験
１９：００～２２：３０ 実験
２日目
８：００～１１：００ 実験
１２：１５～１５：００ 実験
１５：５０～
閉講式
内 容 ： 理数科２年生を希望により、物理分野、化学分野に分け実施。１～２班に１名の担
当教員が付き、指導助言にあたった。
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