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はじめに（事例集の活用の仕方）

平成30年３月に告示された新高等学校学習指導要領では、新たな探究的科目として｢理

数探究基礎｣及び｢理数探究｣が新設されたほか、総合的な学習の時間について、より探究

的な活動を重視する視点から位置付けを明確にするため、「総合的な探究の時間」に改め

られ、「総合的な探究の時間」は平成31年度入学者から実施することとなっています。

文部科学省では、将来国際的に活躍し得る人材の育成のため、先進的な理数系教育に取

り組む高等学校をスーパーサイエンスハイスクール（以下、ＳＳＨ）に指定しており、北

海道では、現在、７校の道立高等学校がＳＳＨの指定を受け、課題研究を中心とした探究

的な学習プログラムの研究開発に取り組んでいます。

本事例集は、ＳＳＨ校の研究成果を広く道内の高等学校に普及するとともに、各学校に

おける「総合的な探究の時間」、｢理数探究基礎｣及び｢理数探究｣において探究活動を行っ

ていく上での参考となるよう、実践をまとめました。

具体的には、各ＳＳＨ校が取り組んできた実践を探究活動をより充実させるための４つ

のポイント、「育成したい資質・能力の整理（Ａ）」、「探究活動の方法と評価（Ｂ）」、「

科目横断的な視点（Ｃ）」、「学校外との関わり（Ｄ）」に沿って整理し紹介します。

自校の課題や生徒の実態に合わせながら活用されることを期待しています。

図 探究活動をより充実させるための４つのポイント
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事例１：５つの育成したい力を中心とした評価

参考となる事例： ■ 育成したい資質・能力 □ 探究活動の方法と評価

□ 科目横断的な視点 □ 学校外との関わり

１ 概要

本校で育成したい資質・能力を、１.課題を発見する力、２.科学的に探究する力、

３.多様な視点を融合して新たな価値を創造する力、４.異文化の人と協働することが

できる国際性、５.自らの頭で考え行動する力の５つに整理した。ＳＳＨにおける多

様な教育活動プログラムの効果を検証し、事業の改善に生かすため、５つの資質・能

力に関する質問項目を独自に開発し、生徒の入学時の現状把握と、その後の継続調査

による比較、検討を行っている。

２ 期待される成果

ＳＳＨの活動を通して育成したい５つの資質・能力を評価するメタルーブリック（評

価指標）を作成するとともに、アイデンティティベースで本校の生徒像を４つに類型化

した。類型化した生徒像と各教育活動プログラムとの効果の関連を調べることで、各プ

ログラムがどういった生徒に効果があり、あるいは、効果がなかったのかを検証できる

ことが期待される。また、今後のプログラムの改善・充実や新しいプログラム作りへの

活用が期待される。

３ 調査の方法

調査時期

・平成28年６月（第51期生１年次）

・平成29年６月（第51期生２年次、第52期生１年次）

・平成30年６月（第51期生３年次、第52期生２年次、第53期生１年次）

調査内容

①ＳＳＨ事業において育成したい５つの資質・能力を評価するメタルーブリック

（評価指標）を作成した。

表１ メタル－ブリックの一例（多様な視点を融合して新たな価値を創造する力について）
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②育成したい５つの資質・能力について47項目、青年期適応や日常生活について20

項目、計67項目について質問を設定し調査（表２）を行い、各項目を６つの思考

型（１.内発自由思考、２.両目標模索思考、３.両目標追求思考、４.自由模索思考、

５.内発目標思考、６.内発模索思考）として定めた。

次に、学習意欲や将来の目標等について、各生徒がＡ～Ｄのどのタイプの生徒像

にあてはまるか調査（表３）を行い、先に示した６つの思考型との相関を分析した。

分析の結果（一部抜粋）

・内発自由思考の生徒は、自分の得意分野を伸ばすことの意欲が高く、他者との関

係性が良好で充実感があるが、進路やキャリア形成についてフォローが必要であ

る。

・両目標追究思考の生徒は、理数科では最も多い思考型で、各プログラムにおいて

リーダーシップの発揮が期待できるが、内発的目標と外発的目標の両立に向けて

フォローが必要である。

・内発模索思考の生徒は、興味の方向性が定まらず、やりたいことを模索している

段階にある。また、コミュニケーション全般に苦手意識を持つ可能性がある。

４ 資料

（北海道札幌啓成高等学校）

・平成27年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書（第２年次）

表２ 質問の一例(抜粋）

表３ Ａ～Ｄのタイプの生徒像の一例(抜粋）
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事例２：探究型学習プログラムの研究・開発について

参考となる事例： □ 育成したい資質・能力 ■ 探究活動の方法と評価

□ 科目横断的な視点 □ 学校外との関わり

１ 概要

学校設定科目「探究基礎」「課題探究」「ＳＳ研究Ⅰ」「ＳＳ研究Ⅱ」「ＳＳ研究Ⅲ」

において、学校全体で課題研究に取り組み、２回の中間報告会を経て課題研究発表会、

課題研究英語発表会を行う探究型学習プログラムの開発に取り組んでいる。そして、

これらの活動を通じて「探究する力」「コミュニケーション力」「協働して創り出す

力」「自律的に活動する心」の育成を図っている。

２ 期待される成果

【中間報告会】

外部機関の研究者から指導・助言を受けること

で研究内容の質の向上や大学や外部研究機関との

継続的な連携につながり、研究内容をより一層深

化させることができる。

【課題研究発表会】

理数科１クラスは、プレゼンテーションソフト

を用いた口頭発表、普通科５クラスは体育館でポ

スター発表を行い、生徒の表現力、論理的思考力、

課題発見力やディスカッションする力を向上させることができる。

３ 指導におけるポイント

・理数科の生徒に加え、普通科の生徒も

課題研究に取り組ませ、学校全体で探

究型学習プログラムの開発を行う。

・中間報告会を２回行い、外部機関の研

究者から指導・助言を受けることで、

生徒の探究活動の質の向上を図る。

・課題研究の英語による発表の機会を設

け、英語によるコミュニケーション能

力の醸成を図る。

図１ 中間報告会

図２ 課題研究における指導の様子
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４ 指導の流れ

１年生探究基礎

「課題の発見」「仮説の設定」「仮説の検証」

等の課題研究に必要な基礎的なスキルを育成

する。

テーマの作成

研究テーマごとにグループ編成し、協議しな

がら探究活動を進める。

２回の中間報告会

７月にポスター発表による１度目の中間報告会、11月に口頭発表による２度目の

中間報告会を実施し、外部機関の研究者から指導・助言を受ける。

課題研究発表会

１・２年生全員参加による課題研究発表とパネルディスカッションを実施する。

３年生課題研究英語発表会

英語ポスターセッションを経て、10分間のプレゼンテーション発表を実施する。

５ 取組の成果

・報告会を複数回設けることで、研究内容が向上するだけではなく、発表生徒のプレゼ

ンテーション技術や発表を聞いている生徒のディスカッション能力が向上するととも

に、自分たちの研究内容の理解を互いに深めることができた。

・英語ポスター発表会に向け、ＡＬＴを活用したポスターの作成や発表練習を行うこと

で、準備を効率的かつ円滑に進めることができ、当日の英語でのディスカッションが

活性化した。

６ 資料

（北海道旭川西高等学校）

・平成27年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書（第４年次）

・平成27年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書（第３年次）

・平成27年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書（第２年次）

図３ 課題研究英語発表会の様子
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事例３：探究のプロセスを繰り返すプログラムについて

参考となる事例： □ 育成したい資質・能力 ■ 探究活動の方法と評価

□ 科目横断的な視点 □ 学校外との関わり

１ 概要

主体性、創造性、国際性の育成を図るコンピテンス基盤型の教育を通して、将来の

イノベーションを実現可能にする資質を持った、世界に貢献できる科学技術系人材を

育成するための課題研究プログラムを開発している。

課題研究の準備として、探究のプロセスがスパイラルに展開する疑似探究プログラ

ムを実施し、正しいプロセスに基づいて課題研究に取り組むための課題発見能力、課

題解決能力の育成を目指している。

開発したプログラムの評価は、４段階のリッカート法によるアンケートのほか、レ

ポートや報告書の記載事項に着目したテキストマイニング法を活用して行っている。

また、生徒の変容については理科の学習に関する自己効力測定尺度〔Self-Efficacy

Scale for Scice Education(S.E.S.S.E.)〕を活用して捉えている。

２ 期待される成果

主体性、創造性、国際性を身に付けた生徒の育成を図ることを目的とし、コンピテ

ンシー、コンピテンスを図１のように設定している。

疑似探究プログラムの実施により、正しいプロセスに基づいた課題研究を実施する

ための基盤となる、課題に気付く力、振り返って改善策を考える力、課題解決に必要

なスキルなどを身に付けさせることができる。また、科学的な探究のプロセスに対し

て理解が深まり、主体的に課題研究に取り組む姿勢が涵養される。

Domain of
コンピテンシー コンピテンスCompetence

・目的と使命感を持って物事に取り組む力 ・自ら課題を設定する力

・リーダー性を持ち他者と協働する力 ・計画的に課題解決に取り組む力

主体性
・失敗を恐れずにチャレンジする力 ・課題解決のために自ら行動する力

・課題解決に必要なスキル

・振り返って改善策を考える力

・他社と協同して物事に取り組む力

・知的好奇心と感受性 ・自らの興味・関心に執着し、持続する力

創造性
・未知の領域に気付く力 ・物事に集中して取り組む力

・未知の領域にチャレンジする姿勢 ・プロセスから課題に気付く力

・新しいアイデアを生み出す力 ・拡散的思考力

・自己理解を深め、自らの考えを持つ力 ・自らを育んだ自然環境に関する知識

国際性
・異なる文化や価値観を寛容する姿勢 ・異なる文化や価値観に関する知識

・国際的な場面に挑戦する力 ・自らの考えを日本語及び英語で伝達する力

・科学英語力

図１ 主体性、創造性、国際性に関わるコンピテンシー
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３ 指導におけるポイント

・生徒の主体的な活動を促すため、アクティ・ラーニング形式を取り、一人一人がし

っかりと考え抜くことのできる環境を用意する。

・生徒に「記録すること」の重要性を認識させ、状況に応じてメモを取るなど、「書

く」癖を付けさせる。

・グループ単位で探究活動に取り組み、グループの取組を全体で共有する場面を設ける。

４ 指導の流れ

既存の知識だけで実験を進めると必ずつまづく（失敗する）実験テーマを意図的に

生徒に与える。生徒が、そのつまづき（失敗）をもとに、課題の解決に向けて主体的

に探究のプロセスを繰り返すように（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｂ・・・→Ｆ）実験を行

う。（図２）

５ 取組の成果

・予想通りにならない結果から探究をスタートさせるプログラムの実施により、実験

で得られた結果に否定的な感情を持たずに、探究活動に主体的に取り組むことがで

きるようになった。

・探究のプロセスを繰り返す中で、実験器具の精度に気付かせるとともに、観察・実

験の技能を身に付けることができた。

・探究的に実験を行うことで、生徒にとって未知の科学的概念への気付きにつなげる

ことができた。

６ 資料

（北海道釧路湖陵高等学校）

・平成30年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書〔指定第２期目〕

図２ 探究のプロセス

疑似探究課題

Ａ 現状の知識に基づいた

仮説の検証実験の実施

Ｂ 実験データと仮説の照合

Ｃ つまづいた理由の分析

新たな仮説に基づいた

Ｄ 実験計画の立案・実験

の実施

Ｅ 統計処理・分析・考察

Ｆ 結論・考察
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事例４：「簡易型３段階ルーブリック」を用いた探究活動の

評価について
参考となる事例： □ 育成したい資質・能力 ■ 探究活動の方法と評価

□ 科目横断的な視点 □ 学校外との関わり

１ 概要

本校では、課題研究の教員による評価において、文章化された評価規準を単純化し、

簡易型の構造にした「簡易型３段階ルーブリック」を用いている。このルーブリック

は、評価規準の中心となる部分のみを示し、その規準よりも優れるか劣るかにより評

価するもので、評価すべき観点が明確で分かりやすく、偏差も少ない効果的なルーブ

リックとなっている。

２ 期待される成果

「簡易型３段階ルーブリック」を用いた評価の導入より、生徒にどのように行動を改

善すれば目標に近づくかを理解させるとともに、教員自身も生徒の評価結果を踏まえた

授業改善を図ることができる。このことにより、ルーブリックを用いたパフォーマンス

評価を中心に、ＰＤＣＡサイクルに基づいたカリキュラム・マネジメントを行うことで、

指導と評価の一体化を図ることができる。

３ 指導におけるポイント

・そのまま単純に運用すると、評価者の

裁量によって評価の偏差が大きくなる

ため、事前に評価者全員で運用方法を

確認し、評価する目線を揃える。

・生徒にガイダンスを行い、評価は自分

の能力を伸ばすためにあるものであり、

現状でどの能力が不足しているのかを

知る目安や、何ができていて何ができ

ていないのか考える材料にするのもの

であることを意識付ける。

図１ 指導と評価の一体化

図２ 生徒へのガイダンス

指導の改善（Ａ） ルーブリックを用いた評価（Ｃ）

学びのデザイン（Ｐ） 実施（Ｄ） 能力向上

学習の改善（Ａ） ルーブリックを用いた評価（Ｃ）

〔山﨑辰也（2017）「見方・考え方を働かせた深い学びのデザイン」『日本高校教育学会年報』第24号、48-57頁より作成〕

教師

生徒
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４ 指導の流れ

ルーブリックの研究・開発

・ワーキンググループにより「簡易型３段階ルーブリック」を開発する。

校内研修会

・評価が生徒自身の能力の伸長を図るとともに、教員の授業改善の指針となるよ

う、共通理解を深める。

ガイダンス

・評価の枠組みを示し、生徒に「この評価は誰のために、何のためにあるのか」

ということを意識させる。

課題研究中間発表会

・評価により、生徒の学習の改善及び

教員の指導の改善を図る。

課題研究発表会

・評価により、さらなる生徒の学習の

改善及び教員の指導の充実を図る。

評価

・中間発表及び課題研究の評価を踏ま

え、評定を決定する。

５ 取組の成果

・生徒のプレゼンテーションする力、目標を持って実行する力、成功するまで粘り強く

行動する力及び新しい発想に基づいて企画・工夫する力が大きく向上した。

・授業の改善点がＳＳＨの目標、ねらいに沿って明確になった。

６ 資料

「簡易型３段階ルーブリック」の構造

図３ 課題研究発表会

知識・技能
＜15％＞

思考・判断・表現
＜55％＞

主体的に学習に取り組む態度
＜30％＞

①研究ノート
②中間発表会のポスター
③課題研究発表会のポスター
　＆研究資料

①研究ノート
②中間発表会のポスター
　＆ＰＰスライド
③課題研究発表会のポスター
　＆研究資料＆ＰＰスライド

①日常の取組
②研究ノート
③中間発表会のリフレクショ
　ンシート

◎先行研究のリサーチを十分
　に行っているか？
　（これまでどの程度まで明
　らかにされているかを理解
　しているか？）

◎研究の視点に独自性がある
　か？
◎分析の方法と内容に深みは
　あるか？
△客観的に（自分たちの研究
　を突き放して）成果と課題
　について考えているか？
○分かりやすくプレゼンでき
　ているか？

◎研究の内容に問題意識をも
　って自発的に取り組めてい
　るか？

A（＝評定５） できる できる できる

B（＝評定４） 通常 通常 通常

C（＝評定３） できない できない できない

評
価
基
準

　　何を見るか？

　　何を使って
　　評価するか？

 観点（評価規準）
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事例５：ＡＬＴを活用した英語コミュニケーション能力の

育成について
参考となる事例： □ 育成したい資質・能力 □ 探究活動の方法と評価

■ 科目横断的な視点 □ 学校外との関わり

１ 概要

１、２年次のサイエンス英語Ⅰ・Ⅱにおいて、管内のＡＬＴの協力を受けて、英語

コミュニケーション能力の育成を図る取組を行っている。指導計画に基づき、本校に

配置されているＡＬＴや英語教員と連携協力することにより、実践的英語運用能力及

び科学的な内容に関する英語によるコミュニケーション能力を高めている。

２ 期待される成果

【サイエンス英語Ⅰ】

外国人を相手に英語によるプレゼンテーションやディスカッションの実習を、段階的

に学ぶことにより、効率的に英語を活用するスキ

ルを高めることができる。また、研究発表会等で

英語での発表ができるよう、プレゼンでよく使わ

れる言葉やジェスチャー、専門用語を学ぶことに

より、実践的な英語運用能力が高まるとともに、

科学的な内容に関して、英語で積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする姿勢が養われる。

【サイエンス英語Ⅱ】

英語による課題研究発表を行うために、ＡＬＴを活用して段階的にプレゼンテーショ

ンの準備や練習を進めることで、効率的に英語による表現力やディスカッションする力

を高めることができる。

３ 指導におけるポイント

・初期の指導では、科学の内容に関する

ことよりも、英語でのプレゼン方法を

理解させ、経験を積ませることに重点

を置く。

・ＡＬＴを活用して、プレゼンの準備を

段階的に行い、英語運用能力を高める

とともに、コミュニケーション能力の

醸成を図る。

・各活動は、できるだけ小グループで行

い、一人一人の生徒が実際に英語を活

用する機会を増やすようにする。

図１ ＡＬＴとのオリエンテーション

図２ 英語を使ったプレゼンテーション
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４ 指導の流れ

【サイエンス英語Ⅰ】（配当時間４時間）

事前課題の配付

・資料｢論理的な話し方のポイント｣

・ディスカッションのテーマについ

ての情報収集

オリエンテーション（１時間）

・授業の流れの説明

ディスカッション（１時間）

・ＡＬＴを中心に、与えられた課題

の内容のディスカッション

・次回のプレゼンに向けた議論の整理

議論の整理、プレゼンテーションの練習（１時間）

・英語でのプレゼンテーションのための練習

プレゼンテーション（１時間）

・５分間のプレゼンを行い、ＡＬＴと生徒による評価

５ 取組の成果

・英語で発表する経験を重ねることにより、積極的に外国人と英語でコミュニケーショ

ンを取る生徒が増えた。

・今まで英語で表現できなかったことを表現できるようになり、英語を学ぶ意義を理解

する生徒が増えた。

・英語によるポスター発表に向け、ＡＬＴを活用した事前準備やプレゼンテーションの

練習を段階的に行うことで、準備を効率的かつ円滑に進めることができ、当日の英語

でのディスカッションが活性化した。

６ 資料【生徒への配布資料（一部抜粋）】

≪英語コメント力アップの３つのポイント≫

① とにかく話し始める（見切り発車でＯＫ！）

・相手からの問いかけがあったら、

→ Well, the first thing that comes to mind is ～「最初に頭に浮かぶのは～」

→ I’m not an expert, but I know that･･･「専門家ではないですけど、・・・ですよね」など、

時間稼ぎのフレーズを繰り出しながら、頭の中でシンプルなアイデア・マップを思い描く。

② Ｐ(ﾎﾟｲﾝﾄ：要点)、Ｅ(ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ:根拠)、Ｅ(ｴｸｻﾞﾝﾌﾟﾙ:具体例)を意識して話す。

③ 多少の言いよどみ・言い直しは気にしない。

・多少言葉につまったら聞き手がWhat does it mean?（それってどういうこと？）と助け船を

出してくれることもある。（自分が聞き手の場合、助け船を出してあげよう）

※ 黙り込んで、会話のリズムを崩すことのないように頑張る。

図３ 英語でのディスカッション
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事例６：クロスカリキュラムについて

参考となる事例： □ 育成したい資質・能力 □ 探究活動の方法と評価

■ 科目横断的な視点 □ 学校外との関わり

１ 概要

クロスカリキュラムの取組では、教科間における相互の学習活動によって、思考力

・判断力・表現力や課題解決する力を身に付けさせることをねらいとしている。農業

高校におけるプロジェクト研究の流れを生かし専門的な学習を軸として、教科間相互

の関係性を明らかにし、それぞれの学習活動の重点を明確にすることによって成果を

挙げている。

２ 期待される成果

理科・数学・国語と農業を融合させた学習プログラム（クロスカリキュラム）を構

築することにより、農業の専門的な知識及び技術が深化するとともに、課題解決能力

や表現力、主体的な学習態度を育てることができる。

①ＳＳ数学で学んだ統計技術をＳＳ農業で応

用する。

②ＳＳ農業科学で得られた実験データを標準

偏差を用いて科学的根拠を追究する。

③ＳＳ理科で実験技術を学び、正確な数値を

測定し科学的に考察する。

④研究成果をＳＳ国語で論理的にまとめる。

⑤ＳＳ英語でプレゼンテーションを実施する。

３ 指導におけるポイント

【英語】

・生徒が「英語」を活用する場面を適切に設定し、活用する中で自信を付けさせる。

【理科】

・基礎的な観察・実験を通して探究に必要な技能を身に付けさせるとともに、探究的な

学習を充実させることにより、課題設定能力や課題解決能力が身に付くよう授業をデ

ザインする。

図１ 岩見沢農業のクロスカリキュラムの

イメージ図
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【数学】

・統計的な知識や手法を身に付けさせるともに、生徒の活動によって得られたデータを

活用することにより、データ処理の必要性を認識させる。

【国語】

・評論文を読解する様々な手法を取り入れて学習するとともに、論文執筆に取り組む時

間を十分に確保する。

４ 指導の流れ

【ＳＳ理科の例】

物理・化学を中心に、生物・地学を含む

４領域における身近な事物・現象に関する

観察・実験を通して、科学的な見方・考え

方を養い、科学に対する興味・関心を高め、

科学的に探究する能力と態度を育む。

２年生

・物理・化学分野の基本的な知識を身

に付けるとともに、科目横断的な観

察・実験を行い、観察・実験の基礎

的な技能を身に付ける。

３年生

・探究的な学習を実施し、課題設定能力や問題解決能力を育てるとともに、専門

（農業）分野と関連付けて考察し、科学的に探究できる能力を高める。

（例）「土壌中の腐食物の分析・土壌の成り立ち」「リモートセンシングの可能性」

「岩石から土壌へ（地学分野）」など

５ 取組の成果

・農業に数学的要素の必要性を感じる生徒の割合が多くなった。【ＳＳ数学】

・土壌を物理や化学の視点から分析し、研究を深めることができた。【ＳＳ理科】

・農業に関する英語の学術論文の読解や英語によるプレゼンテーション及びディスカッ

ションを通じて英語でのコミュニケーション力を高めることができた。【ＳＳ英語】

６ 資料

（北海道岩見沢農業高等学校）

・平成25年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告書【５年次】

図２ ＳＳ理科（プロパンガスの分子量測定）
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事例７：外部と連携したものづくりを通した

課題解決能力の育成について

参考となる事例： □ 育成したい資質・能力 □ 探究活動の方法と評価

□ 科目横断的な視点 ■ 学校外との関わり

１ 概要

地域の企業が主催するロケット（探査機を内蔵）の打ち上げコンテストへの参加を

通して、自ら課題を発見し、自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動し、よりよく

問題を解決する資質・能力を育成することを目的としている。このコンテストは、全

長340mm、外径150mm、総重量１kg以内のロケットを作製し、高度100m付近でロケット

から放出された探査機が落下するまでのデータの収集を行う。

２ 期待される成果

最先端科の学技術分野のキャリアを育成するため

の取組として、地域の企業と連携し、研究開発やも

のづくり等のコンテストへの参加を奨励している。

コンテストに参加することで課題に挑戦する意欲

や課題解決能力を高めるとともに、参加チームどう

しの交流や専門家の指導・助言などにより、科学技

術に対する興味・関心をより一層高め、将来を担う

科学技術系人材を育むことができる。

３ 指導におけるポイント

・ロケット（探査機）の基本的な仕組み

やコンテストの概要などを事前に学ば

せる。

・専門家からの指導・助言を受けること

で、興味・関心を高め、生徒が主体的

に学ぼうとする態度を育成する。

・生徒が研究に困り感を抱えている場合

は、教師がファシリテートして課題を

整理させる。

図１ ロケットの作成の検討

図２ ロケット打ち上げコンテストの様子
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４ 指導の流れ

課題の確認及び設定

前年度の取組をもとに、課題を設定する。

研究課題：「ロケットの落下時における撮

影画像がぶれないようロケッ

トの構造を工夫する。」

実験計画の作成

課題をもとにロケットの構造について、

検討するとともに、事前の技術発表会にお

いて、専門家からの構造に関わる物理的な

原理の説明や技術指導を受けた。

実験と結果

ロケットから放出された探査機は計画していたものとは形状が異なっており、ロケ

ットの重心や空気抵抗などが影響していることがわかった。

振り返り

新たな課題に対して、仮説を立てて検証計画を作成した。

５ 取組の成果

・ロケットの作製を通して、どのような技術がどのような場面でどのように利用されて

いるのかを知るとともに、課題について主体的に考え、創意工夫によって課題を解決

することを経験できた。

・事前の技術発表会や打ち上げ後の結果報告を通して、自分たちの考えを表現し、相手

にわかりやすく伝えることの大切さを学び、プレゼンテーションやディスカッション

のスキルが高まった。

６ 資料

この取組は、学校設定科目｢フロンティアサイエンスⅠ｣の一部で実施しており、評

価規準は以下のとおりである。

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

活動に意欲的に取り組み、 実習を通し課題解決の方法 事物現象を観察分析し、検証の 課題解決に必要な基礎的知識

単元の内容に興味関心をも を工夫・改善し、成果をま 方策を導き、目的に応じて必要 を身につけ、それを応用する

って取り組むことができる。 とめ他者に伝えることがで な手段や機器等を取り扱い、課 技能を理解することができ

きる。 題解決に応用できる。 る。

図３ 発表会の様子


