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は　じ　め　に

校 長　三宅　聖子

　本校は自然豊かな小高い丘の上にあります。毎年春になると，丘の上にファイルを手に歩く新入生

の姿が見られます。これは本校に56年間在職された佐藤清明先生が戦前から取り組まれ受け継がれた

清心の生物の授業です。卒業生の思い出にも，木々の名前を知り，校庭の植物図を描き，植物を観察

したり採集したりする主体的な学習が楽しかったことが多く語られています。実は生物のこの授業は，

知られざる本校の伝統であり，現在の先進的な科学教育につながる原点と言えるのではないかと思い

ます。

　清心女子高等学校は，2006年にスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指定を受けました。今

号では，その第１期と第２期10年間の取り組みを振り返りました。その中心となる「生命科学コース」

を立ち上げ，本校のＳＳＨの全体像と方向性を構築した秋山繁治先生（現南九州大学教授）を得たことは，

大変幸いなことでした。第１期では，教育プログラムの開発を目指し，第２期では，他校との交流や

社会への情報発信を行いました。 また， 伝統の英語教育を生かした科学英語の授業や研究会，海外の

大学等との研究交流と，グローバル教育としても成長してまいりました。

　ＳＳＨ第３期・第４期では，第１期・第２期の優れた構想と成果に学び，さらに全教科に，また中学

生に豊かな教育活動として拡大浸透してきております。一部の生徒でなく，清心に学ぶすべての生徒

にとって「課題研究」は日常の学びの核になってきており，生徒と共に学び指導する教員の育成にも

貢献しております。

　今年創立135年を迎えた本校は，世界17か国に広がるノートルダム学びの共同体が共有する

“Educating for Life”（人として生きるために育てる）を掲げ，今までにない世界を生きる生徒たちに，

人間ならではのスキルや感性を養う学びを，ＳＳＨの豊かな蓄積を基に，さらに深め，高めてゆきたい

と思います。
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理系女子が少ない日本の現状

平　田　理系の大学卒業生に占める女性の割合は，日
本では14．4％と，諸外国と比べても低い数値であると
の調査があります。
　なぜ日本において理系女性は少ないのか，本日はこ
のことについてお話しいただきたいと思います。
　ひと口に理系と言いましても，受験科目での文系・
理系と，大学における理系分野の二種類があると思い
ますが，本日はその二種類を含めたいと思います。
　学問分野としては，理学，工学，医学，薬学など，
かなり広い範囲を含みます。また，文系であっても，
理系の分野を含む学問はたくさんありますので，そう
したものも含めて，広く語っていただきたいと思います。
　また，「理系女性」といいますと，科学者，それも
研究者のイメージが強いようですが，今回は研究者は
もちろんのこと，専門職，技術職に就く方々も含めて，
広くとらえてください。
　まず，理系分野における女子の進学率が低いのはな
ぜかという点について，性の特性はあるのか，あるい
は「女性は理系に向いていない」という親や教師の偏
見や環境が問題なのか，ご意見を伺えますか。

座談会　理系女子はなぜ少ないか

今井桂子１・佐々木政子２・秋山繁治３・平田京子４

Discussion:  Why is the science faculty girl little ？

Keiko IMAI, Masako SASAKI, Shigeharu AKIYAMA, Kyoko HIRATA

１．中央大学教授，２．東海大学教授，３．清心中学校・清心女子高等学校教諭，４．日本女子大学助教授

　In 2006, Seishin Girls’ High School was designated as a Super Science High School by the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and Technology proceeding from the the publication “Research 
on the construction of an educational model at a girls’ school that can support women’s success 
in the field of science and technology starting from the introduction of the Life-Science Course.” 
Centering on the newly established Life Science Course, it was decided to develop a girls’ education 
program that supports girls’ advancement to scientific and technological careers in which they can 
play an active role. In discussions with female researchers, the role models for high school girls 
considering such careers, the questions of why there are so few girls interested in science and how 
we can address this problem were considered. This is the content of the roundtable discussion.

＜キーワード＞　理系女子，スーパーサイエンスハイスクール，女性研究者，ロールモデル，高大連携

女性は理系に向いていないのか

今　井　女性に理系の分野は不向きかという問いです
が，基本的には私は個々の問題であって，性別は関係
ないと思います。女性は理系の分野が不向きであると
考えるのであれば，それは，やはり周囲の影響を受け
ていると思います。
　あくまで印象ですが，女子が理系に進むというお母
さんたちと話をしますと，「どうしてうちの娘が理系
にいくのかわからない」といったことを聞きますので，
何かしらの外部の影響を受けているという感じはして
います。
　理系の教職における女性の割合も，中学校，高校に
いくほど，減っているように思います。もう少し女性
の理系の先生が初等，中等教育から積極的にかかわっ
ていただければ，理系を選択する女子生徒が増えるの
ではないかという気はいたします。
佐々木　女性に理系分野は不向きかということですが，
そんなことはまったくないと思います。おそらく，幼
児教育から中学校・高等学校までの教育の中で，家庭
と社会の環境から，女性は理系に向かないという風潮
になっているのが現状だと思います。
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　また，大学までは，男性も女性も，理系，文系関係
なく障壁はさほどないと思うのですが，社会に出ると，
理系というのは女性が就職しにくい分野があります。
そう考えると，将来設計を考えたときに，自分自身で
女性には向かないと思ってしまうところがあるのでは
ないでしょうか。
　社会の受け皿がいまの状態では，女性が理系に進学
し，職業を選択する際の障壁は非常に高いと思います。
秋　山　私の中学校・高校は，ノートルダム清心女子
大学の系列校です。
　大学は文学部と人間生活学部を擁しており，文系色
が強いため，本校も地元では，文系への進学中心の学
校というイメージが強いです。
　しかし，近年医療系を中心に，理系へ進学する生徒
が増えてきたので，そのことに対してきちんと対応し
た教育を考えるべきではないかということになりました。
いままでは高等学校二年で文系・理系を選択するごく
一般的な教育課程だったのですが，入学時から理系進
学に対応したカリキュラムをつくろうということにな
り，今年度から「生命科学コース」を開設しました。

「生命科学」としたのは，現状で進学者が多いのが，
医療・農学・理学など生命科学分野だったからです。
現在，１クラス30人が，新しいシステムで学んでいます。
また，女子生徒に理系を前向きに選んでもらうための
資料冊子を作成しました。この冊子には，本校を卒業
して理系に進んだ先輩から，進学した分野の紹介と応
援メッセージ，女性の理系への進学を取り巻く社会の
現状データを掲載しています。
　全体としてメッセージ集という形にしたのは，女子
が理系に進学しない最も大きな理由としてロールモデ
ルが少ないからだと考えたからです。
　また，データは，日本社会の現状を知って考えても
らうために用意しました。例えば「世界の大学の物理
学科における女性の割合」をみると，日本では圧倒的
に少ない状況です。
　この状況の根底には，家庭も学校も含んだ社会の影
響がかなり根強く影響していると思います。そのこと
を学校教育では考えていかなければならないと思います。
　日本では，中学生段階からかなり理系嫌いが進んで
いますが，女子の選択肢として，「本当に自由」に選
べることを大切にしてあげたいと考えています。
　私どもの高校は，2006年度から文部科学省のスー
パーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指定を受け
て研究しています。ＳＳＨは，各県の受験優秀校か，
理系進学に特化したコースをもっている高校が指定さ

れることが多いように思うのですが，本校では「女子
の理系への進出」を打ち出して申請し，指定を受けま
した。
　その背景には，文部科学省の第三期科学技術基本計
画に，「女性研究者の活躍促進」がとなえられており，
女性研究者の採用目標を，自然科学系全体で 25％に
するという方針があり，その中で評価されたのかなと
思っています。

理系嫌いの先生が多いのが問題

今　井　個人の話になりますが，私が数学科を志望
し，ドクターまで９年間も大学にいるということに対
して，親は何も言いませんでした。好きな道を行けば
いいという選択肢を与えてくれたことは，とてもあり
がたかったと思います。
　小さい頃に少しでも，「えっ，なぜ数学が好きなの」
といったひと言があると，子どもは敏感に感じてしま
うと思います。
　それから，自分の子どもを見ていて思うのですが，
小学校などで，もっと理系を楽しく教えてもらえたら
と思っています。先生自身が理系科目嫌いであること
も多いのです。
秋　山　先生方の中に理系科目のおもしろさを知って
いる人が少ないというのが現実なのでしょうね。
　例えば，高等学校の先生でも，入試問題を解けるよ
うにすることが高校教育の目的だと思っていらっしゃ
る方が多いのが現状で，自分自身も研究テーマをもち，
科学的な興味と探究心が旺盛な先生が多くいるとは思
えません。

素直に理系を選択できる環境を

佐々木　日本の教育の問題点は，早い段階から理系，
文系に分かれてしまうことだと思います。
秋　山　中学校で理系嫌いが増えていることも大きな
要因で，そのまま高等学校に行って受験のための勉強
になってしまい，さらに嫌いになっているようです。
　理系嫌いの中でも，特に物理嫌いが進んでいると思
うのですが，教科選択で，興味では選べない状況があ
ると思います。例えば，女子が理科で物理を選択した
いと言ったときに「受験に使えるのか」と言われるこ
とも多いのではないでしょうか。
　私は，「おもしろそうだ，やってみたい」という気
持ちを大切にすることがまず一番だと思います。
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　卒業生で，大学の英文学科に進んだのですが，四年
生のときに物理学がやりたくなって，大学の物理の先
生に個人的に指導していただいて，理論物理を学んだ
学生がいます。最終的に学位を取って，そちらの方面
で活躍しています。
　そのような例は特殊だと思うのですが，理系に進学
したくても素直に選べる環境が整っていなかったり，
わかってあげる先生方が少ないことは問題だと思います。
今　井　おもしろいかどうかは一回やってみなくては
分かりません。それも，きちんと取り組んでみなけれ
ば，自分に合っているかどうかの判断はできないと思
うのです。
　ですから，小さい頃はいろいろなことを真剣にやっ
てみる必要があります。そうすると選択肢が広がって，
自分のやりたいことが見つかるのではないかと思うの
です。
　子どもたちが自分に何が合っているのか，何が本当
に好きなのかということが見つかりにくくなってし
まっていることが心配です。
　それから，小学校からきちんと理系のおもしろさを
伝えてくれる先生を増やさなければ，どうしようもな
いという気がいたします。
　東京だと実験をする塾がたくさんできているようで
す。それは裏を返すと，小学校・中学校で実験が少な
くなっているということでしょうね。
佐々木　いま日本の小学校には理科の実験室がほとん
どなくなっています。昔はどの小学校にも実験室が
あって，顕微鏡ぐらいだれでも覗けたのですが。
　そういうスペースが小学校にないというのは問題
で，「科学技術創造立国」と言いながら，やっている
ことは逆行しています。
　ですから，小学校，中学校，高等学校できちんと理
系を楽しませるような施策をするということは必須だ
と思います。
平　田　大学がいくら対策をとっても限界がある部分
もあるということですね。

初等・中等教育の先生方のサポートを

佐々木　今年の２月に，東京都の教職員研修センター
で，高等学校の物理の先生を対象に，紫外線について
の授業を頼まれました。
　２時間講義をして１時間実験をやったのですが，先
生方がとても喜んでくださいました。ということは，
高等学校の先生自身にも実験の経験が少ないように思

いました。
秋　山　イモリ胚の発生を観察する公開授業をしまし
たが，高等学校で生物を教えている先生方でも，実際
に観察したことがある人は少なく，生徒よりむしろ先
生方が喜んでいました。先生自身が楽しむ姿勢をもっ
ていることが大切だと思います。
佐々木　一昨年の夏に，西表島でサイエンス・パー
トナーシップ・プログラム（ＳＰＰ）を実施しました。
この時，時間的余裕がなく，生徒と先生が一緒に実験
をすることになりました。
　しかし，本来は中学校の先生が生徒の憧れの的にな
らなくてはいけなくて，大学の教員が憧れの的になる
のはだめだと感じました。毎日生徒に接するのは中学
校の先生ですから。
　ですから，このような場合は，担当の先生方にまず
実験をお教えして，その先生方が生徒に教えるのをサ
ポートするのが大学教員の役割だと思いました。
　私たちがサポートできるのは，そういう初等・中等
教育の先生方を理系好きにすることで，その先生たち
が子どもたちに毎日接してくださればいいのではない
かと思います。
平　田　卒業後の理系女性の社会的イメージについて
はいかがでしょうか。女子学生にとって理系分野にお
ける憧れのロールモデルは存在しているのでしょうか。
　理系女性の憧れのロールモデルは具体的にはどのよ
うな形であり，学生は認識しているのでしょうか。

ロールモデルが見えにくい

佐々木　憧れの的になるような理系分野の女性の活躍
は，日本のマスメディアではあまり取り上げられてい
ないと思います。
　かつて，アメリカ化学会が「ディメンション・イン・
サイエンス」という15分のラジオ番組をやり，化学と
化学者を上手にアピールしていました。こういう番組
制作が日本でもできるといいと思います。
秋　山　いま理系女性のロールモデルが早急に必要で
す。いちばん身近なのは，女性の理系の先生です。理
系科目を楽しんでやっている女性の先生の姿を生徒が
見ることができればいいのですが，数が少ないのが現
状です。
今　井　小学校から算数や理科が好きな女子が何とな
く疎外される雰囲気があって，理系に進学する女子が
少ないので，結局理系の女性の先生は少ないというこ
とになるのでしょうね。
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　そうすると，なりたいと思う女子学生もまた減って
しまうという悪循環が続いているので，どこかでそれ
を断ち切らなければ改善されません。
　高等学校のときに地学の先生が地震の研究をされて
いたのですが，新潟で地震が起きたときにお休みを
とって現地に行かれ，帰ってきたあとの地学の授業は
ずっと地震の話だったということがありました。帰っ
てきた先生のあの生き生きとした姿は，忘れられません。
　受験には出ないけれど，あのときに地震はかなり勉
強したという実感があり，学生にはそういう体験をし
てほしいと思います。
　先生がおもしろくないと，学生は絶対おもしろくな
いと思うのです。だから，小学校から，先生が楽しん
で授業をしてほしいと思っています。
　大好きという感覚が伝わってくるような授業を理系
の先生がしてくださると，小学校から算数，理科嫌い
の子どもたちが減るのではないでしょうか。
佐々木　先生以外にも，専門職で活躍している女性も
たくさんいるのですが，外からはなかなか見えません。
ですから私もなるべくそうした機会をつくるようにし
ています。
今　井　昨年度中央大学では，より多くの女子学生に
大学院への進学を奨励するための企画をしました。
　本学は隣に附属高校があるので，高校生の来場も許
可して，就職して数年たって活躍している先輩に話を
してもらいました。
　当日はかなりの人数が集まりました。やはり身近に
いる先輩の話を聞きたいと思っている学生は多いのだ
と思いました。
　大学院を出て社会に出ると，どういう専門職に就け
るのかということを具体的に話してもらったことは，
学生にはいい刺激になったようです。
平　田　先生方ご所属の学部，学科を卒業される女子
学生は，どういうところにいちばん憧れをもつので
しょうか。
佐々木　工学部の学生だと専門職が多いですね。学部
卒・修士卒のほとんどは，企業に就職します。
　とくに男女共同参画社会が言い出された当初は，各
企業で５パーセント女性を採用しなくてはならないと
いうことで，３年ぐらい前までは引く手あまたでした。
しかし５パーセント採用してしまったら，「もういら
ない」というのが企業です。また，企業では，男性の
上司が工学部卒の女性を部下にもった経験がこれまで
ほとんどありませんでした。
　それゆえ，育て方を知らないために，いろいろな摩

擦が生じ，私が上司と話をしたこともあります。
　彼女たちはこれまで，男子学生と一緒に溌剌とやっ
てきたのですが，会社に入るとそうはいかないという
現実問題に突き当たることも多々ありますね。
今　井　私は情報工学科なので，ほとんどの学生が情
報関連の会社に就職しますが，文系よりは理系のほう
が就職は有利だと思います。
　ですから，そういう意味でも「理系もいいですよ」
というメッセージを発信しているところです。
　
身近なお手本を示すことは効果的

平　田　そうしますと，憧れのロールモデルが具体的
にはなくても，就職が有利であって，そこでメリット
を手にしてしまえるという感じでしょうか。
今　井　就職活動を通して先輩に会うことで，近い存
在のロールモデルが見えてくるということはあるよう
です。
佐々木　女子大学だとロールモデルがたくさんあって
いいですね。
今　井　社会に出るというところまでのロールモデル
は女子大学でもあるのですが，そこから研究者として
大学に残るとなると，ぱたりと途切れてしまうところ
もあって，探すのが難しくなります。
　ですから，女性も研究者としてもやっていけるのだ
というところは，それこそ大学でなければできないこ
とだと思いますので，そのようなメッセージを発信し
ていきたいと思います。
佐々木　昨年，国立女性教育会館で，「女子高校生夏
の学校～科学・技術者のたまごたちへ～」が開催され
ました。その時に，｢キャリアを拓く―女性研究者の
あゆみ｣ という本が女子高生たちに配られました。
　研究者として活躍している女性たちが，どのような
プロセスで研究者になったのかを紹介する，いわば
ロールモデル集です。
　こういう本を高校生に読んでもらって，「理系にい
くのも楽しいよ」というメッセージを伝えることも効
果的かと思います。
秋　山　先ほども申し上げましたが，生命科学コース
の冊子に，さまざまな先輩からの声を掲載しました。
その中には，結婚して専業主婦になっている人も入っ
ています。実際にはそういうこともあるわけです。
　そういう身近なところから，自立して研究している
人まで見せることによって生徒の理解も深まり，学内
の雰囲気も変わってきた感じはしています。
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佐々木　私の研究室でも，せっかく大学院を卒業して
も，二，三年勤めると結婚して専業主婦になってしま
う人が圧倒的です。
　それがはじめはとても悲しくて，女子学生を教える
のは大変だなと思ったのですが，彼女たちが子どもを
育てていくなら理系に興味をもつ子どもになるかもし
れないし，それもいいかと今は思っています。
　最近は技術士の試験勉強をして，子育てが終わった
ら技術士になろうと考える人も増えてきたようで，期
待しています。
　2010年には男性の技術者が頭打ちになりますから，
女性が進出していかなければならない状況です。女性
は期待されていると思います。

結婚・育児と理系専門職の両立

佐々木　諸外国に比べて，日本では子育てが大変なの
ではないかと思います。二歳の子どもを連れてフラン
スに留学した方は，研究と育児の両立に何も困らなか
ったとおっしゃっています。
秋　山　「女性の年齢別労働力率の比較」はＭ字型に
なっています。日本では，ちょうど研究の脂がのって
きたときに結婚したり，子育てがあったりしてその率
は下がるのですが，欧米では率は落ちません。
今　井　制度自体は少しずつ整備されてきたのです
が，実際に休みが取れるかということが問題です。
　その制度をなんのこだわりもなく利用できる環境が
整備されていなければあまり意味がないということです。
　一年間育児休暇を取れるかというと，やはりいろい
ろな制約から難しいところがありますから。
佐々木　私が大学で化学を専攻したいと考えたとき
に，「薬学を専攻しなさい。女性は家でもできる仕事
をしたほうがいい」と言われました。
　まだ二十歳そこそこでしたから，そのような助言は
聞かず，実験室が必要な実験化学を選んでしまいまし
たけれど。
今　井　理系でデメリットがあるとすれば，装置がな
いと研究ができないことが多いということがあると思
います。紙と鉛筆だけですむのであれば，家に持ち帰
ることもできますから。
　いま男性にもゆとりがないので，結果的に育児は女
性に押しつけてしまうところもかなりあると思います。
　そうすると，ますます女性は苦しくなるし，理系の
女性の人数は少ないので，あんなにたいへんならやめ
ようかなと思われるようにも思います。

　自分がいま頑張ることで，続けられそうだと思って
くれる学生が少しでも増えたらいいなと思うのですが。
平　田　女性の専門職に対する適性は，とくに何も問
題はないでしょうか。
秋　山　男性，女性の特性というのが，結局どこまで
が本来かというところです。
　気をつけなければいけないのは，本来の性差の部分
と社会的につくられた性差の部分を見極めることです。
佐々木　日本がいまおかしいのは，つくられた性差が
先行していることです。
今　井　ですから，本来の性差はあるかもしれません
が，特色がもしあるのであれば，いろいろな視点の人
が一緒にやることによって，よりよいものができてい
くはずです。
　そこのバランスがいま極端に悪いので，社会全体と
して問題になっているのではないかと思います。

女性理系研究者の少なさ

平　田　理系の中でも，理学系の研究者に対しては，
いろいろな国の政策が始まりつつあるような気がする
のですが，工学系は少し弱い気がします。
佐々木　工学系は全くといっていいほど変わっていま
せんね。大学教員の数を見ても，工学系は本当に女性
が少ない分野です。国際的に見ても，日本の工学系の
女性教員数は少ないです。
平　田　情報工学の分野ではいかがですか。
今　井　私の学科では，教員の数は11人で女性は私１
人です。日本の大学で工学における女性教授の数は，
１％程度というデータがあります。
平　田　雇用の際の差別というのは，残っているので
しょうか。
今　井　以前は理系，文系に関係なく，女性の教員を
採りたくないという世代があったかもしれませんが，
この１，２年で，業績で評価する方向になってきたと
思います。ただ，候補者が少ないので人数も少ないと
いうことだと思います。
平　田　理系専門職への就職のむずかしさの実態につ
いてお話しいただきましたが，次に大学が取り組むべ
き課題についてお話しいただきたいと思います。
　女子学生に魅力的な学問を提供できているか，それ
から高校生から見て魅力的な内容が用意されている
か，お話しいただきたいと思います。
今　井　やはり受験勉強だけをしてきたということか
ら，導入教育が必要になってきていると思います。
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　学力低下の真偽は分かりませんが，確かに知識とし
て足りないところはかなりあるので，そこを補充しな
ければなりません。
　受験に出ない数学はあまり勉強してこない現状があ
るのですが，とくに私の分野などは，組み合わせや確
率など，あまり受験に出題されない部分がメインにな
るので，そこはもう一度きちんと大学で教えなければ
ならないという状況になってきています。
秋　山　大学が受験生を増やすために，受験教科数を
減らしました。そうすると基礎学力がない生徒を大学
に送るようになるんです。
佐々木　受験に出ないからという理由で，理系の基礎
科目が高等学校で減少しています。例えば地学を教え
なくなった高等学校がたくさんあるのですが，日本は
地震国ですから，地学は非常に重要なのです。
秋　山　バックグラウンドがない子どもを育てている
気がしますね。生徒たちも試験に出るか出ないかとい
う基準で，勉強するかしないかの判断をしていますから。
佐々木　いま高校生を理系好きにする一案として，東
海大学では，付属高校生を対象にした学園オリンピッ
クを開催しています。
平　田　高等学校側からみて，大学との連携ですすめ
る魅力的な教育というのは，どのような取り組みなの
でしょうか。

一過性の高大連携では意味がない

秋　山　大学の先生が高等学校に来られて講演される
「出前授業」と称される取り組みが多く行われるよう
になってきています。
　それ自体は，大学の社会貢献として評価できるので
すが，一過性の取り組みになってしまっては，もった
いないと思います。
　さらに，有効な教育活動にするためには，一連の教
育活動として組み込めるような内容が求められている
と思います。
　例えば筑波大学では，高校生対象の「高原の自然観
察」，「海洋生物学入門」という生物学に関する実習が
できる３泊４日の合宿プログラムを実施されており，
生徒にも大変評判です。
　大学の寮で３日間，先生方にじかに指導してもらえ
るので，一過性ではなく，研究の疑似体験をすること
で，かなり将来がイメージできるようです。
佐々木　大学でのインターンシップみたいなものですね。
今　井　中央大学の数学科は，高校生を受け入れて，

大学の数学の授業を受講できるということにしています。
裾野を増やすというよりは，数学好きの高校生をより
数学好きにさせるという感じではありますが。
　また，実験設備があるということを生かして，学園
祭のときに小学生，中学生を呼んで，研究室を回ると
いう企画を行っています。
　ただ，女性に会えるかというとそうではないので，
理系好きの子どもたちを増やすにはいいかもしれませ
んが，女子学生をターゲットとして考えると，理系は
やはり男性が多いのだと思われてしまうかもしれません。
平　田　いろいろな試みが可能だと思うのですが，大
学がいかに理系の女子を育成していくかは，いろいろ
なことが問われていると思います。
今　井　まだ正式に軌道に乗っているわけではないの
ですが，産学連携によって，企業で働いている女性の
研究者に大学で講義をしてもらう取り組みを始めよう
としています。
　そうすると，もう少し身近であこがれのロールモデ
ルが女子学生にできると思います。
秋　山　私どもは大学があるので，高等学校で実験を
する際のチューターとして，大学から派遣をお願いし
たことがあります。
　残念ながら実現しなかったのですが，大学院学生が
高等学校の先生の補助につくというのは，生徒にとっ
ては女性の科学者の卵と身近に接することができて，
いい取り組みであると思います。
　高大連携のやり方については，もう少し深められた
らと思います。その部分では附属校，系列校をもつ私
立大学だからこそできる部分も大きいと思います。
佐々木　工夫が必要ですね。というのは，それが高校
の先生や大学の先生の負担になっては逆効果だと思う
からです。
　第一線の研究者が出向くような取り組みもあり，も
ちろん有意義なことなのですが，教育・研究に支障を
きたす心配があります。
　ですから，リタイアした先生方の有効活用なども考
えたらよいと思います。力が余っている元先生方はた
くさんいらっしゃいますから。
秋　山　高等学校には，教科の枠を超えて，横断的な
学習をする「総合的な学習」の時間がありますが，自
由に使えるがゆえに，その時間の使い方に困っていて，
その場しのぎに大学を利用して，面倒をみてもらえば
いいという形でやっている場合もあります。
　扱いにくい総合学習の時間を大学に任せるというこ
とでは，大学も負担になっていくだけですし，高等学
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校側の手抜きだと思うのです。
　ですから，高大連携の形を，双方とも真剣に考えて
いかなければなりません。
平　田　授業そのもののあり方についてはいかがで
しょうか。学生に対して非常に満足のいく，つまり理
系が好きになる授業を提供できているかということに
ついて，いかがでしょうか。
　やはり高等学校までの理系科目と同じで，つまらな
い授業を提供していれば，大学でも理系のおもしろさ
に気がつかないかもしれません。

大学でも求められる授業研究

佐々木　少なくとも私自身は研究室にきた学生をみん
な理系大好きにして送り出していると自負していま
す。授業も大学院学生はみんな喜んで聞いてくれます。
秋　山　私は四十歳を超えて大学院にいったのです
が，私が大学生だったときよりもずいぶんきちんと授
業をされているという印象を受けました。
　授業準備もされているし，終わったあとに学生の意
見も書かせるし，採点も甘くない。もしかすると高等
学校のほうが受験に振り回されて，本当の授業研究を
していないような気がいたしました。
　大学の先生の授業はたしかに偏っています。それで
も熱意が伝わってくるのは，やはり研究をされている
からです。
　それに対して，高等学校の先生が理系科目をおもし
ろいと思わずに受験対策だけで教えていたら，教育だ
けの部分からいえば，高校の先生のほうがプロでなけ
ればならないぐらいであると私は考えているのです
が，大学の先生のほうが頑張られていると感じました。
佐々木　大学の先生は研究をしながら教育をしていか
なければいけないということですね。教えるだけでは
だめです。
今　井　最近では学生から授業評価のアンケートをと
るシステムなどもかなりできています。
　先生方も，以前はもしかすると研究が主で教育はそ
の後という形だったのかもしれませんが，いまはきち
んと教育をしなければという時代になっています。
　私は高等学校で２週間ぐらい教育実習をした経験が
あるのですが，大学とはやり方が全然違います。大学
でも学生数が100人を超えるか否かで，かなり雰囲気
が変わります。
　そうすると，高校であればこのやり方ができるだろ
うけれど，この人数だと無理だということと，90分と

いう長さをどう集中させるかということなど，大学に
も授業のテクニックが必要になってきていると思います。
　それから，今はノートをとれない学生が増えている
感じがします。
佐々木　この頃は先生方がパワーポイントなどを使い
すぎていると思います。そうすると学生はテレビを見
ている受身の感覚になってしまいがちです。
平　田　高校生が学びたい学問の領域をうまく提供す
るというニーズに大学も応えなければならないと思う
のですが，いかがでしょうか。
佐々木　いま大学の学部や学科の名前がたびたび変
わっていますが，選択する側の高校生にはとても分か
りにくいのではないかと思います。
秋　山　例えば，「自然情報学科」という名称になると，
内容は理学部生物学科に近い内容を扱うコースであっ
ても，進路雑誌には情報系に分類される場合もあります。
　また，「物質生命化学科」という名前で，“ 生命 ”
が入っているので，生物学の内容も学べると考えた生
徒がいましたが，よく調べると化学系だったというこ
とがありました。
佐々木　何をしている学科なのかがはっきり分からな
ければ，高校生が集まりません。見直しが必要かもし
れません。
秋　山　大学の先生に聞くと，広報活動が忙しくて研
究できないという話も聞きます。
　生徒の取り合いの部分に集中しているけれど，育て
る部分のことが置き去りになっている感じもします。
平　田　では最後に一言ずついただけますでしょうか。

男女双方の視点を理系分野に

佐々木　理系に女性は向いていないということはない
けれど，いままでの日本の社会の仕組みが，女性が理
系を目指すことを阻害していた部分はあると言えると
思います。
　では理系の女性を増やすメリットはどこにあるかと
いうと，男性，女性の視点を平等に扱える国にすると
いうことにあると思います。
　本当の男女共同参画の国，そして，科学技術創造立
国を目指すということです。
　そのためには，女子が理系に進学しやすい教育を進
める必要があると思います。
今　井　大学は，「初等・中等教育からきちんと理系
に進学する女子を支援してほしい」というメッセージ
を発信していく必要があると思います。
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秋　山　これから５年間のＳＳＨの研究で，「女性の
理系進出を支援できる教育システムの開発」をテーマ
にしています。その目的達成には，特に高等学校と大
学との連携が必要だと考えています。これから，具体
的な教育モデルが提供できるようにがんばりたいと思
います。
平　田　本日はありがとうございました。

（2006・７・５　私学会館）

日本私立大学連盟『大学時報』No. 310，p14-25（2006）
から転載
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はじめに

　1995年７月から1997年８月，本校では，「清心中学
校・清心女子高等学校の展望」を考える教育改革のプ
ロジェクトを実施した。教員，保護者，生徒にアンケー
トを実施し，その結果を踏まえて，将来の方向性につ
いて提言するというものだった。アンケートは計６回

（教員対象４回，生徒対象４回，保護者対象２回）を
実施し，それをもとにした審議の最終報告は，教員研
修会（1996年８月30日と1997年８月29日）で行われた１）。
　本校の教育改革として，1998年度にコンピュータ室
が整備され，本校独自の学校設定科目として，高等学
校１年生でパソコンを使った「国際情報」（１単位）２）

が，1999年度から教科の枠を超えた授業も可能な「発
展科目」（「生命」３）・「女性史」などの科目から選択履修）
が誕生した。研修旅行の行先も沖縄に変更され，歴史
文化・戦争平和・自然環境の３コースから生徒自らが
選んで参加できる形になった。
　文部科学省は，1998，1999年に新学習指導要領を改
訂し，自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育
成が基本的なねらいとなり，2002年から「ゆとり教育」

「生命科学コース（仮称）」設置に向けての教員対象アンケート

秋　山　繁　治

Questionnaire survey for teachers toward the establishment of “ Life Science Course” 

Shigeharu AKIYAMA

　Ten years have passed since the project meeting for educational reform（1995-1997），
and in light of the increasing number of female students going on to science fields，
the introduction of a “new course to support science advancement” was discussed at our 
school in 2006．The decision was made to apply to the Ministry of Education，Culture， 
Sports，Science and Technology for designation as a Super Science High School（SSH）， 
and in the same year as we received our designation the Life Science Course was born．　
　This paper reports on the questionnaire survey conducted before the “Life Science Course” 
was set up．Regarding the questionnaire，we asked about curriculum，entrance examinations， 
public relations，admission guidance，implementation time，and future direction．There was 
a strong hope that the course would meet the needs of students interested in science，and 
teachers，nearly 80% of whom agreed with the establishment of the Life Science course，were 
forthcoming with advice on how to implement a unique and attractive educational program．

＜キーワード＞　教育改革，生命科学コース，理系進学支援，科学教育，教員対象アンケート

として，完全週５日制，総合的な学習の時間の新設，
授業内容の３割削減がおこなわれた。本校は，それに
先立って本校独自の教育改革を実施していたことになる。
　10年が経過し，「ゆとり教育」が終焉をむかえ，女
子生徒の理系分野への進学者が増えている状況を踏ま
えて，次に「理系進学を支援する新しいコース（生
命科学コース）」を設定することを2004年に学内で提
案し，2005年度に一部の教育内容を試行的に実施し，
2006年度の文部科学省スーパーサイエンス事業に申請
し，女子の理系進学支援を掲げた「生命科学コース」４）５）

が誕生した。本報告は，「生命科学コース」開設前の
2005年度に実施したアンケート調査について報告する。

アンケートの実施

　「理系進学を支援する新しいコース」を設置につい
て，意見があった。
　・本校へ入学する理由となりえる。
　・ 理系進路への進学者が増えている状況に対応でき

るカリキュラムをつくる。
　・ すでに設置されている公立校の理数科の中に埋も
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れない特徴をだす。
　・どういう生徒を集めるかという方向性を明確にする。
　・ 社会に対して新しい教育を提供するというメッ

セージ性を持たせる。
　・コストパフォーマンスを考慮する。
　これらを考慮して，「生命科学コース」を提案し，
その設置についての基本的な課題を洗い出すために，
①教育課程，②広報・入試，③進学指導，④教育プロ
グラムの導入，⑤今後の方向について教員にアンケー
トを実施した。

アンケートの結果

①教育課程
　問１　 １年次から「生命科学コース」のカリキュラ

ムを別に設定することについてどのように考
えているか。

　　ａ．前向きに検討することに賛成である。
　　ｂ． １年次はコースに分けず，２年次から「理系」

と「生命科学コース」を設定すればよい。
　　ｃ． 「生命科学コース」を設定する必要はない。

現行カリキュラムのままでよい。
　　ｄ．判断できない。

問１

69%

6%6%

■ａ　■ｂ　■ｃ　■ｄ

19%

　（記述）
　・ 入学時点では一括して募集しておき，コースに分

かれるのは２年次にしてはどうか。

　問２　 １年次より別コースとして「生命科学コース」
を設置する場合，特色となる魅力は何か。

　（記述）
　・ 学力の高い生徒の集団ができれば，授業のレベル

をあげることができる。
　・生き残りをかけた攻めの姿勢をアピールできる。
　・ １年次から目的により特化したコース設定するこ

とが，生徒募集での大きなインパクトになる。

　・ ３年かけて，じっくりテーマに取り組むことがで
きる。

　・ はじめて目にしたので実感が湧かないが，あえて
言えば明確な目的意識を持った生徒が入学すると
考えられるので，学力を伸ばすことができる。

　・ 学校の特色を見えやすくするという利点がある。
そのため，カリキュラムで，高１の他コースとの
違いをはっきりさせる必要がある。

　・ 公立校では，理数系コース設定の際，特色づくり
の一環として，理数系・生命科学系・情報系など
のコースを設定している。アピールする意味で始
めた方がいい。

　・専門性の高い先生が学校の魅力づくりに貢献できる。
　・早期から進路指導を長いスパンで指導できる。
　・清心中生の外部進学を防ぐことができる。
　・時代のニーズに合っている。
　・ 医歯薬系の進路保障を宣伝することにより，受験

生の増加が期待できる。
　・ 同じ目的意識を持った生徒に，効果的な進路指導

ができる。
　・ 今の時代のニーズに応えるコースで，生徒募集面

でのメリットがある。
　・ 別コースにすることで，今まで理系で進学実績を

あげてきた事がより明確に外に向けてアピールす
ることができる。

　・ 別コースにすると，生徒がプライド意識をもって
頑張ることができる。

　・ 清心中学の上位層がより多く残ってくれる可能性
がある。

　・ 30名程度の精鋭集団をつくることで，学力面の成
果が期待できる。

　・ 国際コースより，ねらい・コンセプトはしっかり
している。

　・今の生徒のニーズに合致している。
　・ 宗教とリンクさせていける魅力があるし，学習内

容・進路実態も明示できる。
　・ 今までの本校の特色ある活動（発展科目・研修旅

行）を引き継ぐ形で良い。

問３　 １年次より別コースで「生命科学コース」を設
定した場合，どのような問題があるか。

　（記述）
　・ 当初は人が集まるとは考えず，覚悟を決めた上で

長期的視点のもとに実行する必要。
　・コース変更の扱い。
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　・カリキュラム上，明確な理系との差が必要である。
　・ 生命科学コース以外の（普通コース）理系の生徒

の扱い（少人数授業や合併授業の実施の是非）を
考える必要がある。

　・ カリキュラムの簡潔さ（わかりやすさ）を目指す
必要がある。

　・ １年次のカリキュラムの差がほとんど見えない場
合，別コースにする必要性が薄れる。

　・ 受験時にそこまで（医歯薬系を希望するかどうか）
考えて，意識をもって選んでくれるかどうか心配
である。

　・ コース設定の目的など，１年次に生徒に十分理解
させてから選択させる方がよい。

　・ １年次から別コースにした場合，高１は外部中と
の融合がよく問題になるが，その点は大丈夫か。

　・ 生命科学コースではない生徒が，そのような進路
に進みたくなった時，生命科学コースではないか
ら無理と思ってしまったら可哀そうである。

　・ 担任は持ち上がるだろうか。生徒は変化の中で成
長していくのだが，一長一短があり。また，行事
などでの問題点はないか。

　・ 理系と一線を画することはカリキュラム構成上難
しいのではないか。理系の中にも医・薬志望者が
出てくる可能性あり。また，生命科学コースに文
系の生徒もいるとなると，進路を考える上で支障
はないか。コースの内容の幅が広すぎて進路を選
ぶときに曖昧なまま受験することになる。

　・ 理系コースで，生命倫理面を教えていく（社会の
要請に応えて）というのでは足りないのだろうか。

　・ 学校組織（例えば少人数クラスが１クラスできる
など）が繁雑になる。同時にカリキュラムも繁雑
になる。

　・ 宣伝だけで，入学後に生徒の学力を伸ばすことが
できなければ意味がない。

　・ 生徒は，生命科学コースを特進コースととらえる
だろう。その時に，理系コースの意義をどう伝え，
理系コースの生徒たちのモチベーションをどう保
つのかを考える必要がある。

　・ 「生命科学コース」と比較して，「普通コース」
の生徒たちの指導を充実させる必要がある。

　・ 公立の滑り止めという現実で考えると，200名の
女子生徒対象で厳しい。公立の上に立つ戦略が必
要である。

　・ 普通科と区別し，体験学習・実験実習などふんだ
んに導入し，センター入試でなく，推薦・ＡＯ入

試に照準を定めて「生命科学科」として設置する
必要がある。

　・ 活発でユニークな活動を展開していくための自由
度を予算の上でも，活動の上でも認めて援助して
いく心構えが，管理職にも職員全体にも不可欠で
ある。

　問４　 １年次より別コースで「生命科学コース」を
設定した場合，現行の２年次理系と３年次理
Ｉ・理 II コースのカリキュラムをどのよう
にすればよいか。

　※ 理Ⅰは農学・薬学系，理Ⅱは理工・医歯学系の進
路希望者に設定していた。

　（記述）
　・ 特色を出し，生徒の選択幅を持たせつつ，コース

は簡潔に分かりやすくしていく方向性をよく考え
て検討すべきである。

　・ 各コースの進路保障がされていることが重要である。
　・ カリキュラムが非常に細分化され，現在の理系コー

スが曖昧になる。
　・理Ｉの設置は難しい。
　・ 理Ｉが減ることを覚悟し，３年次の理系のクラス

分けは無理と考えられる。

　問５　 生命科学コース入学後，希望があれば普通
コースへの変更を認めるか。

　　ａ． １年次から２年次への進級時に，２年理系へ
の変更は認める。

　　ｂ． １年次から２年次への進級時に，２年文系・
理系への変更を認める。

　　ｃ． １年次から２年次への進級時及び２年次から
３年次への進級時に，２年理系及び３年理系
への変更を認める

　　ｄ．認めない。
　　ｅ．判断できない。

問５

48%

6%22%

14%

■ａ　■ｂ　■ｃ　■ｄ　■ｅ

10%
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　（記述）
　・ コース変更については，柔軟に考えていく必要が

ある。現段階で選択肢を設定して決を採るのは性
急である。

　・ 選択肢として，「１年次から２年次への進級時に，
２年文系・理系への変更を認め，２年次から３年
次への進級時でも理系への変更を認める」または，
「各進級時に，自由に変更を認める」というもの
も考えられる。

　問６　 普通コース入学後，生命科学コースへの変更
を認めるのか。

　　ａ． 希望があれば，１年次から２年次への進級時
に認める。

　　ｂ． 希望があれば，１年次から２年次への進級時，
及び２年次理系から３年次への進級時に認める。

　　ｃ． 条件・基準（成績等）を設け，クリアすれば，
１年次から２年次への進級時に認める。

　　ｄ． 条件・基準（成績等）を設け，クリアすれば，
１年次から２年次への進級時，及び２年次理
系から３年次への進級時に認める。

　　ｅ．認めない。
　　ｆ．判断できない。

問６

■ａ　■ｂ　■ｃ　■ｄ　■ｅ　■ｆ

13%

8%

40%

23%

8%

8%

　（記述）
　・ 何らかの基準を設定するにしても，可能性を残す

方向で考える必要がある。現段階で選択肢を設定
して変更を認めないのは性急ではないか。

問７　教育課程についての意見
　（記述）
　・ １年次に生命科学コースとしての特徴的なカリ

キュラムがなければ，２年次も継続するかどうか
を考える手がかりがないのではないか。授業の担
当者の裁量によるとすれば，その授業をうけたり，
担当している人にしか差がわからない。

　・ 安易にコース変更は認めない方がよいが，将来の
進路希望にかかわるので，全くダメというのは難
しい。

　・ 「生命」必修になると，発展科目の選択の機会が
なくなる。（たたき台の案で「生命」必修となっ
ている）。

　・ 補習や土曜日セミナーでカリキュラム上の特色を
だせる可能性もある。

　・高２「情報」を数学に読み替えた方が良い。
　・ 「生命」の選択教科を２年次より大幅に増やし，

個々の生徒の興味に対応する。
　・ ３年次のリーディングは英語論文講読に振り替え，

理科の教員とのＴ・Ｔとする。
　・保体，家庭の教科も必要ではないか。
　・ 他教科との連携（学期によって他教科，例えば保

健などの教員がテーマを決めて授業を分担）する。

②入試・広報
　問８　生命科学コースの定員は30名にする。
　　ａ．適当である。
　　ｂ．より少ない方がよい。
　　ｃ．より多い方がよい。

問８

■ａ　■ｂ　■ｃ

94%

4%2%

　問９　 生命科学コースの定員における，清心中学校
出身者とその他の中学校出身者の比率をどう
するか。

　　ａ．１：１がよい。
　　ｂ．２：１がよい。
　　ｃ．１：２がよい。
　　ｄ． 清心中からの希望者数に応じて，比率は柔軟

に対応すればよい。
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問９

■ａ

100%

　問10　 生命科学コースの定員確保の見通しはどの
ように考えているか。

　　ａ． 清心中学校からの志願者・他中学校からの志
願者ともに定員を超える応募が期待でき，定
員確保は可能である。

　　ｂ． 清心中学校からの志願者はある程度期待でき
るが，他中学校からの志願者はそれほど期待
できず，場合によっては定員が確保できない
こともありうる。

　　ｃ． 清心中学校からの志願者・他中学校からの志
願者ともに，それ程期待できず，定員確保は
困難が予想される。

　　ｄ．判断できない。

問10

■ａ　■ｂ　■ｃ　■ｄ

24%

12% 42%

22%

　（記述）�最初は人数が少なくとも，徐々に増やして
いくつもりで進めるべきである。

　問11　 生命科学コースの設置は，学校全体の魅力
づくりにつながるか。

　ａ．思う。
　ｂ．思わない。

問11

■ａ　■ｂ

89%

11%

　問12　 清心中学校からの生命科学コースへの入学
の判断をどのようにするか。

　　ａ． 生命科学コースを希望する者は，原則として
認める。

　　ｂ． 生命科学コースを希望する者は，校内成績の
基準を設けて選考する。

　　ｃ． 高校入試を受験させ，生命科学コース希望者
の合否を判定する。

問12

■ａ　■ｂ　■ｃ

43%

38%

19%

　問13　 高校入試における合否の判定をどのように
決めるか。

　　ａ． 普通コース・生命科学コースともに同一問題
の入試で，別々に選考し合否を決定する。

　　ｂ． 普通コース・生命科学コースともに同一問題
の入試で，合わせて選考し，生命科学コース
には不合格だが，普通コースには合格という
場合も認める。

　　ｃ． 普通コース・生命科学コース，別々の問題で
入試を行い，合否を決定する。
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問13

■ａ　■ｂ　■ｃ

82%

8%10%

　（記述）
　・ 普通コース，生命科学コースは同一問題でよいが，

理科のみ口頭試問をする。

　問14　入試・広報についての意見
　（記述）
　・推薦入試を設定する。
　・ 生命科学コースという名称が実際にどのようなこ

とを学び，どのような進路の可能性があるのかが
漠然としていて，特に一般の人には理解しにくい
のではないかと思われる。思い切って，もう少し
分かりやすい名前にしてはどうか（といって，医
歯薬コースとかは少しやりすぎかとも思うが…）。

　・一般の理系との線引きが難しいと思う。
　・ 外部に積極的にアピールすることも必要ですが，

まずは内部からの生徒を大切にすることから始め
たほうがよいのではないか。たとえば外部からあ
まり来なくても，内部から生命科学コースに進ん
だ生徒が満足すれば，そのうち結果もついてくる
と思う。

　・ 本来ならば他校に進学していく生徒に医歯薬系へ
の進路保障をアピールする。

　・ 発展科目「生命」や研修旅行の実施内容で魅力を
アピールする。

　・生命科学コース用にパンフレットを作成する。
　・ 岡山・倉敷の学校については，管理職が直接学校

訪問すれば効果的である。
　・生命科学コースの塾対象の説明会を実施する。
　・ 開設を平成18年（現在の中２）に設定し，それま

で極秘にしておい て，他校を出し抜く宣伝をする。
　・ 「生命科学コース」の広告を，新聞に一面広告に

出す。
　・ 広報用に開設のタイミングでポスター，パンフレッ

トを作成して情報発信する。
　・ 実習，研修，大学との交流などの写真を盛り込む。

　・ 進学大学，就職実態を追跡調査し，外部に明示する。
　・ 企画をＴＶ・ラジオなどに情報提供し，メディア

を使ってアピールする。
　・ 生命科学コースに限らず，いろいろな試みについ

て１，２年ですぐに見切りをつけすぎではないか。
そして，失敗したとみなされた場合，企画をした
メンバーに責任を押しつける傾向がある。ある試
みをはじめたからには，少なくとも３～４年は続
けるべきで，結果が出て，さらにその生徒が卒業
して評判が広まるには時間がかかる。これでいこ
うと決めたなら，少し辛抱して続ける必要がある
のではないか。

　・理系の女子校としてのアピールができる。
　・学校の意欲を示すことができる。
　・他校の理数科との違いの説明が難しい。

③進路指導
　問15　 生命科学コースの進学実績をあげるために

必要なこと，克服すべき課題にはどのよう
なことが考えられるか。

　（記述）
　・ 勉強しようとする環境や雰囲気をつくることが必

要だと思う。
　・ クラス（コース）の雰囲気が大切だと思う。今の

理系コースには，その雰囲気が足りない。
　・ 進学実績を出すには，それなりのレベルの集団で

ないと期待はできないので，どのような生徒を集
められるかに依存する。

　・ コースの主旨，方向性を明確にするところから始
めなければならない。

　・補習授業，土曜日セミナーの見直しをする。
　・英検，数検などの目に見える資格を多く取得させる。
　・ ２年次で各自，研究テーマを決めて課題研究を通

年で設定する。成果の研究発表会を全職員で援助
し，中学生・一般を呼んで理系の進路学習の機会
として利用する。

　問16　医歯薬系学部の指定校推薦の対象をどうするか。
　　ａ．生命科学コースのみを対象とする。
　　ｂ． 生命科学コース・普通コース理系ともに対象

とする。
　　ｃ．その他
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問16

■ａ　■ｂ　■ｃ　■ｄ

70%

2%

15%13%

　（記述）
　・ 指定校推薦を増やしていくことは大変重要で，保

護者から見ても意味は大きい。
　・ ａに賛成理由…しんどいけど，このコースで頑張

れば医歯薬に行けると中学生にも思わせたい。
　・ その他として，生命科学コースを優先させるが，

希望者が無い場合には普通コース理系にまわす。

　問17　進路指導についての意見
　（記述）
　・ 生命科学コースに限らず，自分の意志で，自分の

力を把握し，納得して進路を選択していかなけれ
ばならないと思う。教員は，学校の評判や進学実
績にばかり目を向けず，今，自分の目の前にいる
生徒に目を向け，彼女たちが，本人にとって最良
の進路を選択できるよう，励まし元気づけ，助言
していくのが大切だと思う。成績面からだけ見れ
ば，ピンからキリまでいる生徒たちを，いかにや
る気にさせるかが，教員の腕の見せ所だと思う。
甘やかすのではなく厳しく指導する中で，「大切
にされた」という思いが卒業生の心に残るような
学校でなければならないと思う。どんなに新しい
コースをつくっても，入ってきた生徒を簡単に切
り捨てるような学校にしてはならない。

　・ 蒜山合宿などで，生命科学コースは別プログラム
を組むことが必要である。

　・ センター入試を第一義にしない。そうしないと他
の公立との区別はつかないし，結局，　後追い，
滑り止めに堕し，生命科学コースの設置自体が失
敗する。

④教育プログラムの導入
　問18　2005年度入学生のカリキュラムをどうするか。
　　ａ．現行のカリキュラムとする。
　　ｂ． １年次は現行のまま，２年次から理系に普通

コース理系と生命科学コースを設定し，理系
希望者はどちらかを選択することとする。た
だし，その場合のカリキュラムは，2005 年
度生のみの移行措置カリキュラムとする。

　　ｃ．判断できない。

問18

■ａ　■ｂ　■ｃ

50%

2%

48%

　問19　 2005度入学生に対して移行措置をとる場合
の問題点としては，どのようなことが考え
られるか。また，利点としてはどのような
ことが考えられるか。

　（問題点）
　・ 入学生の影響が多大である（ある程度の人数がい

ないと実績作りが困難になる）。
　・ １年次から２年次へ進級する際の進路選択の基準

（希望か成績か）を明らかにしておかなければ，
保護者も生徒も不安になる。

　・広報が追いつかない。
　・ 希望で選ぶので，必ずしも学力の高い生徒を確保

できない。
　・準備期間が足りない。早すぎる。
　・ プランが中途半端になり，生徒も学年団も対応が

大変になる。活動内容が準備不足になる可能性が
高い。

　（利点）
　・ 前倒しでやってみることができ，今までの大学入

試合否結果を効果的に広報に使うことができる。
　・ 他校に先駆けて実施することが肝要である（先を

越されれば二番煎じとなり，話題性がなくなる）。
　・ 本格実施を前に実績を作り，話題性を高くするこ

とができる可能性がある。
　・ 勢いに乗って，実行し，実績を上げられる可能性

がある。

　問20　教育プログラムの導入についての意見
　（記述）
　・ できる限り今いる生徒を大切にしてあげたいので，
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よいと思っておこなうプロジェクトなら 2005 年
度入学生にもコース選択をさせてあげたい。

　・ 2005年度生から始めることによって，もう１年，
高１をどうするかを考えることができ，コース人
数の調整を面談等の指導で調整することができる。

　・ 2006年度については，合格者の中より希望者を募る。
　・ 短期間に目新しいことを次々とおこなうことで，

保護者・生徒に学校の方向性が分かりにくくなる
恐れがある。

　・ 2007年度の広報活動に使えるように，急いで内容
を決定していく必要がある。

⑤今後の方向
　問21　 生命科学コースの設置について，どのよう

に考えているか。
　　ａ． 設置の方向で前向きに検討することに賛成で

ある。
　　ｂ． 慎重に検討し，問題点が多い場合は，設置は

見送る方がよい。
　　ｃ． 必要性は認められないので，検討を始めるこ

とには反対である。

問21

■ａ　■ｂ　■ｃ

79%

4%

17%

　問22　 生命科学コースについて，今後の問題点と
して，どのようなことが考えられるか。

　（記述）
　・ 広報活動など，2005年度からできることを早急に

やっていく。
　・ 定員に達しなくとも辛抱する心構えが学校にある

かどうか。
　・全教職員の協力を得られるかどうか。
　・コースの教員の考えを学校が配慮できるか。
　・ １年次から別のコースをつくって，普通コースと

うまくとけあうことができるか。
　・ 本校の中で生命科学を希望している生徒は多いが，

今のスタッフで対応できるのか。
　・設備的な面は大丈夫なのか。

　・ 国際コースが中学にできた場合，国際コースが高
校にはなくて，他のコースがある。それでいいの
か。統一性はどうなのか。

　・ コースの設定目的，内容を明確にする必要がある。
　・ 実験，実習に関するハード面での充実が必要であ

る。（場所・器具・実験・助手等）。
　・教員の研修の機会を増やす必要がある。
　・ 現高１で清心中以外から入学した生徒は，英語や

清心女子大への進学に魅力を感じて入学した者が
多い。理系進学を目指して受験する生徒が集まる
のか疑問がある。

　・ コースごとの評価（成績処理）の仕方を考える必
要がある。

　・ 生物担当のスタッフが不足していて，しかも助手
もいない状況では難しい。

　問23　文系のカリキュラムをどのようにするか。
　　ａ．現行のままでよい。
　　ｂ． 特色をつくる必要があると思うが，生命科学

コースが軌道に乗ったあと，次の段階として
検討すればよい。

　　ｃ． 生命科学コースの設置に合わせて，文系のカ
リキュラムにも何らかの特色を打ち出せるも
のを検討すべきである。

　　ｄ．判断できない。

問23

■ａ　■ｂ　■ｃ　■ｄ

38%

15%11%

36%

　（記述）
　・ 英語教育がもはや特色とは言えなくなっているの

で，現行のままでよいとは考えられない。

　問24　 文系のカリキュラムの特色づくりとして，
どのようなことが考えられますか。

　※ 文Ⅰは私立文系，文Ⅱは国立文系の進路希望者に
設定していた。

　・別コースの設定を設定する。
　・ 文系に限らず，校外への広報活動をする上で，ク
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ラス分けを文Ｉ，文 II，理Ｉ，理 II としないで「○
○コース」と具体的な名称にし，外から分かりや
すくするべきである。

　・ 文 II は国公立のみとし，姉妹校，指定校推薦を
受けさせない。

　・ 高２から，理系同様に自分に合った教科を選択で
きるよう配慮する（選択の幅を広くする）。

　・高２より，私立文系と国公立文系に分ける。
　・ 文Ｉコースについても生徒のニーズ（例…単位制，

志望別コース）を考える。

　問25　今後の方向についてのその他の意見
　（記述）
　・ 今在学している生徒をどうするかということに，

もっと目を向けなければならない。
　・ 中高の一貫性が大切だと思う。中学には国際コー

ス，高校には生命科学コースというのは，奇異な
感じがする。

　・ 生命科学コースは，高２での文理選択の中の１コー
スというのが，一番おさまりがよいのではないか。

　・ 他校の様子を詳しく知った上で，検討を進めてい
くべきではないか。

　・ 生徒の現状を見極めて，より現実的な対応をして
いく必要がある。中学にいると，今の大学入試の
現状（推薦入試で合格が大半）などがわかりにく
い。校内の中・高教員相互の情報交換，共通理解
が教育改革の前提として必要である。

　・ 基本的には中学入試の受験者を増やして，大事に
６年間育てていくことが重要である。

　・ 少子化，雇用不安，教育費の増大の中で，わざわ
ざ私立に入学させる人々のニーズは，　「公立では
できないこと」「確実な就職への道」という二点
に集約される。

　・ 生命科学コースを新設するなら，今の清心中の進
路学習，性教育，環境教育，校外学習など３年間
の諸々の活動の中に系統的に組み込んでいって，
生命科学コースを選択する生徒を育てていくよう
にする必要がある。

　・ 生命科学コースの魅力は「特異性」にある。普通
科の中に設置して，センター入試を目的にしてし
まえば，公立の後塵を拝するだけで，画期的なも
のは生まれないだろう。先陣を切って魅力的であ
るためには，思い切った価値観の転換が必要であ
る。

まとめ

　本校の教育改革のため指針を示すべく組織されたプ
ロジェクト会議（1995年から1997年）の提言から10年
が経過した。本アンケートをもとに議論された「理系
進学を支援する新しいコース」は，ＳＳＨ事業で研究
課題「生命科学コースの導入から出発する女性の科学
分野での活躍を支援できる女子校での教育モデルの構
築」を掲げて，生命科学コースとして2006年度から開
設した。
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はじめに

　岡山県内の私立高校は25校あるが，今や “ 女子校は
１校のみ ”（2020年４月１日現在）になってしまった。
女子校は，全国的にみると公立の伝統校と女子大に併
設された学校，中高一貫進学校は残ってはいるが，マ

「科学課題研究」を中心に据えた
女子の理系進学支援教育プログラムの開発

秋　山　繁　治

Development of educational programs support for girls’ advancement to science
 with a focus on scientific research

Shigeharu AKIYAMA

　Seishin Girls High School is the last remaining all-girls school in Okayama prefecture. With 
interest in science low among young women and with a lack of support aimed at advancing girls 
toward scientific careers, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 
which promotes science education, designated our school as one of the one of the country’s Super 
Science High School （SSH） projects. As the first private school designated as an SSH in Japan, and 
since the beginning of a two-term, ten-year effort from the launch of the “Life Science Course”, the 
aim has been to develop a complete educational program, dividing educational contents into the 
categories of knowledge, experience, and research within a curriculum that consolidates what was 
acquired through knowledge and experience into research. 

＜キーワード＞　スーパーサイエンスハイスクール，理系進学

課題研究，自然体験，科学教育

イノリティーでしかない。男女共同参画を目指す社会
で，共学校を標準とする時代に，女子校が存在する理
由となるような役割はあるのだろうか。“ 男は仕事，
女は家庭 ” を支える女子教育では，現代社会のニーズ
には応えられない。女子校であり続ける新たな存在理
由が求められる時代が到来している。
　日本の合計特殊出生率は2005年に過去最低の1．26を
記録した。少子化と高齢化が経済に大きな影響を与え
ている。原因の一つは女性が子どもを産まなくなった
ことだが，女性が子どもを産めば解決するような簡単
な問題ではない。その原因は，ライフスタイルの変化
やそれを支える社会サービス，医療技術の進歩などが
複雑に絡み合っているからである。ただ言えるのは，
女性が社会構造に大きな変化を与えている時代になっ
てきたということである。そして，それをポジティブ
にとらえれば，女性の力を取り込んだ社会システムの
構築が必要とされる時代になったと考えられる。これ
までの「女性の才能を伸ばすことを制限している」「子
どもを産み育てにくくしている」社会構造に風穴を開
けるような変革が必要で，それを下支えするのが学校
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教育であると考えている。
　女子校の構成者は女子生徒だけである。生徒会活動
や実験・実習などすべての教育活動において女子が
リーダーシップをとらざるを得ない。そのことを，女
子校はリーダーシップを養成するのに適した環境と考
え，その環境を生かした教育カリキュラムを開発すれ
ば，これまで科学技術分野に占める女性の割合が極端
に少ない日本において，女子生徒の理系進学支援のモ
デルができると考えた１）。

背景

　ノートルダム清心学園清心女子高等学校は，1886年
創設のフランスのナミュール ･ ノートルダム修道女会
を母体とした中高 6 年一貫教育の女子校である。県内
に姉妹校として，幼稚園，小学校，大学，大学院がある。
進路は，1980年代初めまで，姉妹校を中心にカトリッ
ク系大学の文系学部への進学が大きな割合を占めてい
たが，時代とともに理系を中心に進学先が多様化し，
その状況に対応することが必要となり，1986年にコー
ス制を導入した。大学進学という出口の進学実績を上
げることを意図したもので，当時，多くの私立高校で
導入されている能力別クラス編成的なものであった。
国公立大学進学を目指した「特進コース」と私立大学
への進学を目指した「進学コース」を設定した。しか
しながら，そのコース制は魅力にはなりえなかった。
　1990年代後半になって，私学では校名変更・共学
化，公立では学区制の変更に先立っての教育課程変更
などを含む「特色づくり」の試みが話題になり，マス
コミでも大きく取り扱われた。本校でも，これまでの
コース制に換わる教育内容を起案するためにプロジェ
クトチームを組織し，これまでの教育内容の再検討を
行い，進路実績という成果を目的としたものではなく，
“ どのような教育内容が新しい時代に求められている
か ” という視点で教育内容を再構築した。その結果，
2006年度から「生命科学コース」，「文理コース」から
なる新たなコース制を導入した。「生命科学コース」，

「文理コース」の新設は，“ どのような教育内容が新
しい時代に求められているか ” という視点での教育改
革であり，さらに具体的な女子校の社会的な使命とし
て，「どのような教育内容で女子の理系進学を支援で
きるか」の問いに答えることが最初の課題だと考えた。
2006年文部科学省ＳＳＨ事業に，研究テーマ「生命科
学コースの導入から出発する女性の科学技術分野での
活躍を支援できる女子校での教育モデルの構築」で私

立女子校として全国で初めて採択していただいた。そ
して，「科学課題研究」を中心に据えたカリキュラム
開発に着手した。
　本編では，2006年度から2016年度までの取り組みを
中心に報告したい。なお，教育実践については，文部
科学省スーパーサイエンス事業（１期2006年度から５
年間・２期2011年から５年間）の助成を受けて実施し
てきたものである。現在，2016年度から３度目（３期
５年間）の指定を受け，新たな課題に取り組んでいる。

研究の目的

　本学園前理事長シスター渡辺和子の著書『置かれた
場所で咲きなさい』（2012年発行）が１年で100万部を
突破し，今では200万部をも突破している。本の帯に
は，「人はどんな境遇でも輝ける」とある。シスターは，
人は置かれた状況はそれぞれ異なっていても，今の立
場で前向きに生きてくださいというメッセージを贈っ
ている。このような本が爆発的に売れるということは，
逆に言えば，今の社会に生きる多くの人々が「今の置
かれた場所でしっかり生きてください」という癒やし
のメッセージを求めている状況にあるということだと
思う。しかしながら，これから今まさに人生を切り開
こうとしている世代（若い女性 = 女子生徒）にとって，

「どんな境遇でも輝ける」とは言っても，より納得で
きる場所で，自分の才能を生かせることが理想であり，
もし女性であることで，才能を伸ばすことが妨げられ
たり，職業が制限されることがあるとすれば好ましい
ことではない。
　文部科学省第２期科学技術基本計画（2001年閣議決
定）から女性研究者支援が盛り込まれているように，
今の日本の学校教育を取り巻く社会背景を考えると，
将来の進路を科学分野に求めてリーダーとして活躍で
きる女性を育成する新たな教育システムが必要だとい
うことがわかる。本研究では，男女共学への移行が趨
勢になっている状況にあって，あえて「女子校」の新
たな可能性を求めて理系進学支援のためのカリキュラ
ムの開発に挑戦した２）。

新たな教育システムの構築

　改革の第一歩は，「生命科学コース」の開設であっ
た。当時は全国的に薬学部新設が続いた頃で，女子生
徒の医療分野への進学が加速していることを追い風に
して，女子生徒の理系進学支援をコンセプトに，まず
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は生命科学分野からということで，「生命科学コース」
が誕生した。そして，従来のシステムから発展させた
コースを「文理コース」とした。次の図は2015年度の
教育内容を示したものである。
　教育内容を『知識』，『体験』，『研究』の三つの構成
に分け，『知識』と『体験』で身につけたものを最終
的に『研究』に集約するという形でカリキュラムを構
成している。そして，①ロールモデルの提示，②国際
性の育成，③直接体験の重視，④リーダーシップの育
成の四つを盛り込んだ科目を導入した。

　『知識』では，課題研究に必要な知識や技術を得る
ための科目として「生命科学基礎」，「生命」，「実践英
語」を設定した。
　『体験』では，多様な自然体験ができるように「自
然探究Ⅰ」（鳥取大学教育研究林「蒜山の森」での森
林実習），「自然探究Ⅱ」（琉球大学熱帯生態圏研究セ
ンター瀬底施設と座間味島での講義・実習），自然探
究Ａ（マレー半島にあるツン・フセイン・オン・マレー
シア大学，ボルネオ島にあるマレーシア・サバ大学と
連携した環境学習プログラム）を設定した。
　『研究』では，研究課題別にグループに分けて取り
組む科目として「課題研究」を設定した。

授業「生命」の誕生

　「生命科学コース」を設定する前の段階で，女子教
育には性教育が重要と考えてホームルーム活動や総合
的な学習の時間を使って実践してきたという経緯があ
る。性教育は，「不純異性交遊」として生徒指導的に
扱われた時代，女子生徒だけを対象とした月経指導教
育で扱われた時代を経て，セクシュアリティー教育（人
権やパートナーシップなどの人間関係を学ぶもの）へ

と変遷してきた。今や「性」という枠組みではなく，
“「生き方」を考える材料を提供する ” ための教育が
必要とされる時代になっている。そのような状況を踏
まえて，1998年に総合的な学習の時間の科目として授
業「生命」を設定した３）。ワークショップ，グループ
討議，医師，芸術家，研究者などの講義などを通して，
いろいろな側面から「生命」について考える材料を提
供するというものである。今回取り組んだ本校の「女
子の理系進学支援」のカリキュラム作成は，この「生
命」における “ 生き方教育 ” の延長線上にある。
　「生き方」を考えることが，将来を考える動機とな
ると考えた。「生き方」を教育するとは，「考え方」を
一定の方向に導くというものではない。提示された材
料（教育内容）を生徒自身が学んでいく過程で，「考
え方」を身につけていくものである。したがって，こ
の授業は，考える材料の提供の役割を果たすものであ
り，どのように考えるかの試行錯誤をどのように体験
させるかが指導上重要になる。「生き方」を考える教
育では，教科指導のように多くの知識を持った優位な
ものが劣位なものに一方的に教えるという図式は成り
立たない。適切な材料を供給できるかどうかが大切で，
指導する側がどのような経験をし，どのように生きて
きたかという自らの生き方が問われることになる。

ディベートを導入した「実践英語」と
ネイティブ担任制

　「ディベート」とは，与えられた議題について討議
する「言葉を使ったゲーム」である。日常では経験し
ない立場（役割）を体験することによって，ゲームと
して楽しみながら，表現する技術を身につけることが
できる。ディベートでは，多くの情報を集め，検討し，
論理を明確にすることが求められるので，人前で議論
する力，論理的思考力，文章作成力，積極性を磨くこ
とができる。しかしながら，いきなり英語の授業に取
り入れることに日本人の英語の教師たちには抵抗があ
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り，拒否された。一方，英会話担当のネイティブの教
師たちは学生時代にディベートに取り組んでいたとい
う経験があり，積極的に担当を申し出てくれたので，
“ ツールとしての英語 ” を学ぶ科目「実践英語」が誕
生した。実践してみると，生徒の方が新しい授業とし
て受け入れ，生命科学分野の議題（「臓器移植」「ペッ
ト飼育」「生殖医療」など）に興味をもち，英語運用
能力を身につけるだけでなく，生命科学分野の新しい
社会問題についての知識を得るのにも役立っている。
日本の科学者は英語でのコミュニケーション能力が不
足していると言われるが，英語で考え，意見を述べる
ことができるようになるので，有効な教育方法になる
と確信している４）。
　また，「実践英語」での生徒の実態から，日常的に
英語を使う機会を増やすことがもっとも重要だと考
え，2000年度から，英会話担当のネイティブを生命科
学コース１年生のクラス担任（２人担任制でもう１人
は理科担当者）にしている。終礼やＬＨＲなどの日常
の学校生活から面接，保護者との個人懇談まで担当し
ている。ネイティブにクラス担任を任せるのは不安と
いう声もあったが，今では「自然探究Ａ」の引率など
も担当して「生命科学コース」の教育における役目は
さらに大きくなっている。今年度からは，生命科学コー
ス２年生もクラス担任をネイティブに任せている。

女子生徒に自然体験が重要

　『理科離れしているのは誰か』（松村泰子編）で，「自
然体験・生活体験と理科の好き嫌いの関係（中学校）」
を，「トンボやちょうちょなどの虫取りをする」かど
うかでみる項目がある。男子の理科好き59．3%，理科
嫌い35．2%，それに対して女子の理科好き35．9%，理
科嫌い27．7% で，男子で有意差があるのに対して，女
子では差がなく，しかもその体験自体が少ないことが
わかる。女子では外で遊ぶことが嫌いなのは理科好き
だと１割強なのに，理科嫌いだと３割と差が大きいこ
と，理科実験では，男子が中心的な役割をすることが
多く，女子に積極性が低下していく傾向が強いことが

報告されている。
　自然体験の不足と直接実験に参加する機会の少なさ
が理科嫌いをつくっているとしたら，女子の理科好き
を増やすためには，より多くの自然体験と実験・実習
を盛り込んだ教育内容が必要になる。それを踏まえて
取り入れた学校設定科目が「自然探究Ⅰ」「自然探究Ⅱ」
「自然探究Ａ」である。
　「自然探究Ⅰ」（４泊５日）は，岡山県北部の森林
を対象にして，講義（森林生態系・生態系樹種の同定・
森林の調査方法・環境問題・大学生の卒論発表）と実
習（森林の区画を設定し，その区画の樹木の樹高・胸
高直径・樹齢を測定し，調査データから１年間の二酸
化炭素吸収量を推定）を実施している。
　「自然探究Ⅱ」（４泊５日）は，瀬底島での講義（亜
熱帯の海の生態系・海辺の生物の調査方法）と実験（サ
ンゴ・プランクトンの顕微鏡観察），実習（プランク
トン捕獲・海辺の生物調査）。沖縄科学技術大学院大
学で講義（ロールモデルとして女性研究者が担当）。
座間味島での講義（環境省・帰化生物について）と実
習（シュノーケリングによる海の生物観察）。
　「自然探究Ａ」（10泊11日）は，ツン・フセイン・
オン・マレーシア大学での講義（生物多様性について）
と自然観察（マングローブ林・熱帯森林）。マレーシア・
サバ大学での講義（マレーシアの熱帯生態系・哺乳類・
昆虫・植物・ネイチャーツーリズムについて）と自然
観察（キナバル公園・キャノピーウォーク・ラフレシ
ア・マヌカン島・サピ島）。
　また，日々の学校生活で，生物実験の研究材料であ
るサンショウウオの飼育を生命科学コース１年生が
日々の清掃活動と同じように当番を決めて担当してい
る。動物飼育では，手を抜いたことがすぐに動物の生
死につながる。何も考えないで，機械的に餌を与えて
いるだけでは動物の健康は保てない。生命をあずかる
ためには，日々の観察が必要であり，観察の大切さを
身に染みて学ぶことができる。
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課題研究で生徒の適性を引き出す

　課題研究は，生命科学（４グループ），物質科学（１
グループ），数理科学（１グループ）を設定している。
指導教員（１グループに１人）が研究するテーマを生
徒に説明し，生徒各自がどのグループに属するかを選
択する。研究を進めていく過程で，それぞれのグルー
プに大学の先生方から専門的なアドバイスをいただく
という体制をつくっている。科目としては週２時間を
設定しているが，興味をもった生徒は，部活動として
放課後毎日取り組んでいる。研究テーマを先輩から後
輩へと継承していく形になっているので，ストーリー
を持った研究に進展でき，レベル的にも深化させるこ
とができている。
　成果は，積極的に学会や高校生の発表会で公表する
ことにしている。指導教員は，発表の一か月前くらい
からポスター作製や発表の練習に集中的に付き合うこ
とになる。放課後，土日，毎日のように生徒が理科室
を訪れる日が続く。生徒はその間に最も急激に成長す
る。そこで身につけた集中してものごとに取り組む姿
勢は，将来の進路を考えるうえで生かされ，納得でき
る進路に進むことにつながっていく。
　また，課題研究の指導をすると，生徒が科学研究を
本当に好きかどうかがよくわかる。前向きにまじめに
取り組んだほとんどの生徒は，本人が納得した進路に
進んでいく。課題研究でもっとも大切なのは，本当に
好きなことを見つけさせて，実感させることだと考え
ている。持たないものを引き出すことはできないが，
もともと心の底にあった気持ちを引き出すことはできる。
　国際的な比較で，“ 日本では理系女性が著しく少な
い ” ことは事実である。その原因は遺伝的な素質なの
だろうか。日本だけが男女に遺伝子的な差がある集団
から構成されているとは考えにくい。学校教育を中心
とした社会状況に原因があるのではないだろうか。潜
在的な才能があっても，他人のものさしで将来を決め
てしまう生徒が多いとすれば，それは本人にとっても
社会にとっても悲劇である。女子生徒への理系進学支
援は，理系進学するはずの生徒が，自分の才能に気づ
かないままに将来を決めるのではなく，本来持ってい
る才能に気づかせ，それを伸ばすことである。
　「生命科学課題研究」を科目として設定しているが，
「課題研究ばかりしないで，受験勉強をしなさい」と
いう保護者や教員も結構多いと感じている。その方々
に「課題研究が勉強の邪魔になると考えて手を抜く生
徒が理系に向くと思いますか」と問いたい。日本の科

学技術は，コツコツと試行錯誤をしながら研究をする
ことを生きがいとするような研究者や技術者によって
支えられてきたことを再認識してほしい。決して「ほ
どほどでいい」と考える人に支えられてきたのではな
い。確かに高校生が将来について未来を描きにくい
時代かもしれない。理系に進む女子生徒に，「物理な
んて難しい教科を勉強して大丈夫なのか」とか，博士
課程に進もうとする学生に「理系で博士号を取得して
も，なかなか研究職に就けないので研究はほどほどに
して，生活の安定を求める方がいい」とアドバイスす
る大人が多いかもしれない。「楽か楽でないか」「損か
得か」を “ ｘｙ軸 ” にして，将来の道を決めるとしたら，
何に夢を託すのだろうか。困難が予測されても，それ
を乗り越えて，科学者や科学技術者として生きていく
ためには，「好きである」ということがもっとも重要
だと思う。学校教育は，生徒の「好きである」気持ち
を大切に育てる役割がある。学校までもが “ ｘｙ軸 ”
で生徒に将来の指針を与えることは，日本の未来を見
据えてもマイナスにしかならない。

課題研究の成果を発表する場を求めて

　課題研究に取り組み，生徒にとってわかりやすい成
果を得ることができれば，それに伴って前向きに学ぶ
姿勢や教科科目の基礎知識など，総合的な学力が伸び
ると考えた。まず目標を設定することが必要だと考
え，「全国レベルの高校生の研究発表会で高い評価を
得る」という “ わかりやすい ” 目標を設定した。生命
科学コースを開設する前は部活動で科学部はあったも
のの，発表会に参加した経験などはまったくなかった。
高校科学技術チャレンジ（JSEC）や日本学生科学賞
への応募などは考えられない状況であった。JSECな
どの最終審査会に出場するという目標は，部活でいえ
ば，今まで高校野球で地方大会 1 回戦すら勝てない野
球部を甲子園に導こうとするようなもので，まず生徒
たちに「自分たちも科学研究で成果を出せる」という
気持ちを持ってもらうことと「科学研究に取り組める
恵まれた環境が学校にある」と認識させることが重要
で，そのためには，まず一度は研究成果で対外的な評
価を得ることが大切だと考えた。最初に発表する場と
して，全国のＳＳＨ校が集うＳＳＨ生徒研究発表会を
設定した。具体的にターゲットを絞ることで，終着点
が設定されるので，それに向かって生徒に目的意識が
芽生えると考えた。取り組んで３年目に「科学技術振
興機構理事長賞」の受賞にまでたどりついた。ここで
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評価されたことが全国レベルの大会を身近なものにし
てくれ，後輩たちにも科学研究に取り組む上でのいい
流れをつくってくれた。「実践英語」に英語のディベー
トを導入するなどの教育内容の刷新によって，国際的
な学会にも前向きに参加できるようになった。2015年
度はツン・フセイン・オン・マレーシア大学を会場に
開催された生物多様性の学会にポスター発表（３件・
ポスター賞を受賞），口頭発表（１件）に参加，2016
年度は，中国杭州市で開催された世界爬虫両棲類学会

（ＷＣＨ８）にポスター発表（１件）口頭発表（１件）
に参加した。
　科学発表での受賞という目標を立てたことは，ぶら
下げた “ ニンジン ” として賛否両論もあるかもしれな
いが，初期目標として対外的に評価されることは意味
があると思う。専門家から客観的な評価を得られたと
いうことが，高校生にとって自信になり，研究に前向
きに取り組む推進力になったと感じている。以下は，
2006年度からの科学発表数の推移をあらわしている。

テーマはどのように設定したか

　「生命科学課題研究」で，生命科学コースの４つの
グループが取り組んでいるテーマは図のとおりであ
る。これらは大学の研究室のイメージで研究テーマを
設定している。
　「生命科学課題研究」以外の「自然探究Ⅰ」の実習
や「生命」のアンケート調査などから派生したテーマ
も生徒が希望すれば取り組ませている。
　「自然探究Ⅰ」の森林調査から，「遷移段階の異なる
森林の二酸化炭素吸収量は違うのか」，「人工林と天然
林ではどちらが二酸化炭素吸収量が多いのか」などの
テーマが生まれた。この研究はさらに「自然探究Ⅱ」
の座間味島での調査，沖縄県・久米島での地元中学
生との合同調査につながり，「亜熱帯の森林の二酸化
炭素吸収量は岡山県北部の森林と違うのか」の研究に
なっていった。
　森林調査は，交流の面でも重要な役割を果たした。
久米島の中学生だけでなく，「自然探究Ａ」でお世話

になっているツン・フセイン・オン・マレーシアの大
学生・大学院生を「自然探究Ⅰ」の森林調査に招待（2015
年度さくらサイエンス事業）して，合同で調査を行い，
地球環境についてディスカッションする交流にまで発
展させた。
　また，「生命」では，動物の “ 命 ” を考える視点で，
小学校への飼育動物のアンケートや生徒の出身小学校
への訪問調査のデータを基にした「岡山県下の小学校
の学校飼育動物の研究」になった。

「自然探究Ⅰ」からの課題研究

　入学して間もない高校１年生の森林実習は，自然体
験が非常に少ない女子生徒に「安全に整備された山道
をハイキングで歩くような自然体験ではなく，草叢を
かき分けて入った森林で自然環境を学ぶ野外実習をさ
せたい」という方向で企画したプログラムである。当
初は「樹木の種類を区別できるようになること」と「森
林調査を “ 体験 ” すること」を目的にして出発した。
４泊５日の森林調査での共同作業，そして共同生活が
生徒に一体感をうみ，課題に前向きに取り組む姿勢
をつくってくれた。この実習が樹木のデータを整理す
るという “ 調査 ” に発展し，さらにその結果から樹木
の二酸化炭素吸収能力を比較して分析するという “ 研
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究 ” に変化した。そして，調査地が，人手不足ととも
に火入れがされなくなり，放置されている状況にあり，
火入れをやめた年代が異なるので，ブナ極相林までい
ろいろな遷移段階の森林があることを知って，森林に
よって二酸化炭素吸収量にどのような違いがあるのか
を研究するという方向性がうまれた。そして，森林実
習を開始して10年を経て，今までの調査データを「地
球温暖化防止にはどんな森林が有効か」というテーマ
で解析した。
　解析結果から，天然林では，林齢が増すほど炭素蓄
積量と二酸化炭素吸収量が増加する傾向がみられた。
人工林では炭素蓄積量と二酸化炭素吸収量の両方と
も，天然林よりも低くなる傾向があることが示唆され
た。また，単一の樹種からなる人工林よりも，多様な
樹種からなる天然林の方が効率よく炭素を蓄積し，二
酸化炭素を吸収していることもわかった。この森林調
査の考察として，生徒たちは，地球温暖化防止のため，
二酸化炭素の排出を減らす努力をしていくと同時に，
炭素の蓄積量と二酸化炭素吸収量が多く，種多様性の
高い森林を維持・管理していく必要があると結論した５）。

教育プログラムの効果

　2015年度のデータ（次の図）で，本研究の対象とし
ている生命科学コースの方が，文理コースより教育活
動を非常に高い割合で肯定的に受け入れており，学習
に前向きに取り組んでいる姿勢がうかがえることがわ
かる。また，卒業後10年が経過しても，現在の生活に
生命科学コースの教育が影響していると８割以上が答
え，好奇心・理論へ興味などが向上したと８割が判断
していることがわかった。保護者・教職員の理解が進
んでいることもわかる６）。

「発表者が女子だけ」の科学課題研究発表交流会

　「女子生徒の理系進学支援」の一環として，“ 科学
研究 ” の成果を研究の途中段階でも気軽に発表できる
場として，“ 発表者が女子だけ ” の「集まれ！理系女
子・女子生徒による科学研究発表交流会」を2009年か
ら開催している。最初は，近隣の福山大（広島県福山
市）を会場にしていたが，年々参加者が増え，2014年
度から全国から参加者が集まりやすい場所で開催する
ようになった。2014年度（第６回）は京都大学，2015
年度（第７回）は慶應義塾大学で開催した。第８回（2016
年度）の学習院大学には，参加者420人，ポスター発
表件数110件を集めることができた。実施後の生徒ア
ンケート調査では，「発表を見て刺激を受けた」「進路
を考える参考になった」「理系で頑張る気持ちが強ま
った」の項目において８割以上が肯定的な回答をして
おり，この交流会を行うことで，女子生徒が理系進路
を目指すうえでの意識高揚に対する効果があることが
認められた。

　2017年度は，さらに首都圏（学習院大学）を会場に
した交流会に加えて，「九州地区」「東北地区」「中国
地区」を会場にした地区の交流会を新たに企画し，理
系進学を目指す女子生徒支援の全国的なネットワーク
を広げていくことを目指した。地方で課題研究に積極
的に取り組んでいる学校の科学研究の成果を紹介し
て，課題研究の取り組みが全国的に盛り上がってくれ
ることを祈っている。
　「集まれ！理系女子　女子生徒による科学研究発表
交流会」の2009年度から2016年度までの発表件数，参
加高校数，参加者数の実績と「理系で頑張る気が強まっ
たか」の問いのアンケート結果を次の図で示した。地
方の福山大で「点」として始まった交流会が，都市を
変遷して「線」となり，今年度から３か所での地方大
会を展開して「面」へとなりつつある。
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年で生徒の “ 科学研究 ” で成果を得ることができ，10
年で “ 科学研究 ” を通して他校の生徒や研究者と交流
を進めることができた。そして，“ 科学研究 ” に取り
組む過程で英語の運用能力育成の必要性を痛感するこ
とになり，“ 科学研究 ” が懸け橋になって，国境を超
えた交流を実現した。今，学校教育で話題になってい
るグローバル教育を進めていくためのヒントも，本校
が取り組んできた「知識」，「体験」，「研究」を絡めた
教育プログラムにあるのではないかと考えている７）８）

９）10）。
　今，学校教育では，パソコンやiPadなどのハード的
な進歩が大きな影響を与えており，科学技術の恩恵も
受けている。教材開発においてもその成果が目立って
いる。しかしながら，逆に今だからこそ，学校教育の
根幹に “ 直接体験 ” と “ 交流（人間関係）” があるこ
とを忘れてはならないと考えている。このカリキュラ
ムを実践して，“ 自然 ” の役割と生徒たちの互いの協
力関係の大切さを痛いほどに感じさせてもらった。
　これまで女子の理系進学支援をテーマに，高等学校
段階の教育プログラム開発を中心に取り組んできた。
次の段階は併設中学校と連結した教育プログラム開発
と現時点で実現できていない系列大学との高大接続だ
と考えている。さらに充実した教育モデルを提示でき
るように，新たな試みに着手して，生徒たちがそれぞ
れの将来に向けて夢を描いて巣立っていけるような教
育プログラムを提供したいと考えている。

科学教育への思い

　私自身は，大学卒業時に研究を志すものの，経済的
な理由で大学院進学をあきらめ，高等学校の教員とし
て就職した。40歳過ぎた頃休職して修士課程は修了し
たものの学位の取得は断念していた。そんな時，大学
の先生から ｢研究できる環境がないなら，高校に研究
できる環境をつくればいい｣ と紹介されたのがＳＳＨ
だった。ＳＳＨは，生徒の科学研究だけでなく，教師
である私にも科学研究の機会を与えてくれたのだ。そ
して， ＳＳＨ採択によって放課後コツコツと科学研究
に取り組む行為が，職場（教育現場）で市民権を得る
ことができたことは，私にとって大きな救いだった。
教育現場では学習指導と生徒指導が中心，部活動でも
体育系が中心で，物理･化学･生物等，いわゆる理科（科
学）系の部は細々と存続していればいい方という状況
だったからである。しかしＳＳＨに取り組んで３年目
の2008年に広島大学大学院理学研究科生物科学専攻に

グローバルな視点で理科教育を考える

　「なぜ銃を与えることはとても簡単なのに，本を与
えることはとても難しいのでしょうか。なぜ戦車をつ
くることはとても簡単で，学校を建てることはとても
難しいのでしょうか。」　2014年，17歳でノーベル平和
賞を受賞したパキスタンのマララ・ユスフザイさんの
言葉である。彼女は “ 女性が教育を受ける権利 ” を訴
え続けてきた。今も，女子だからという理由で学校教
育を受けられない国が存在しているのだ。
　私たちが住んでいる日本は，本が自由に手に入る国
である。しかしながら，先進諸国と比較すると科学技
術分野で活躍する女性の割合は非常に低い。当然，理
系に進学する女子生徒は非常に少ない。その打開のた
めに「女性科学者支援」や「女子生徒の理系進学支援」
を政府の方針として出している。今回，この状況を少
しでも改善するモデルケースになるようなカリキュラ
ム作成の場として，生命科学コースを立ち上げた。こ
れからの社会は，どの分野においても，男女の壁なく
能力を出し合って協力できる体制が必要とされるのは
事実だからである。
　科学技術振興機構『未来の科学者養成講座開発支援
プログラム５年間の開発成果報告』（2013）に，大学
が実施している小中高生対象の科学教育では，「男女
によるプログラムの違いを設けている実施機関はとく
にない」とある。また，「自分の理系の才能に自信が
もてたか」の問いに対する受講生の回答に男女差があ
り，肯定が男子29．2％，女子13．5％で，女子は自信を
もちにくい傾向にあったとしている。そして，まとめ
として「この傾向は，女性の才能育成とキャリア形成
に関わる問題として内外に指摘されていることと符合
する」と明示されており，理系トップ人材育成事業に
おいても，女子の自信をどう育むかということが重要
な課題の一つとして取り上げられている。
　今回の取り組みで，教育カリキュラムを刷新して５
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入学し，生徒の課題研究の指導の傍ら自分自身の研究
を進め， ３年後の2011年に博士（理学）を取得するこ
とができた。在職したままでの学位取得の過程での苦
労は，論文作成指導だけでなく生徒への指導にいろい
ろな面で生かされていると実感している。
　 ｢生命科学コース｣ の開設から始めた今回の教育プ
ログラム開発については， ｢数理科学課題研究｣ や
｢物質科学課題研究｣ を設定する前の段階では， ＳＳ

Ｈ採択時のヒアリングでも女子の理系進学支援が必要
なのは ｢数学 ･ 物理 ･ 化学」分野であって ｢生物｣ 分
野ではないのではないかという疑問を投げかけられる
ことが多かった。そんな中，私は ｢生命科学コース｣
の開設から始めたのである。その理由は次の３つであ
る。①今から10年前は薬学部の新設などがあり，医学
系 ･ 生物系を中心に女子の理系進学が激増した時期で
あったので，この機会をとらえて女子の理系進学機運
を高めたかった。②科学技術者といえど生命科学に関
連する ｢生命尊重｣，「自然保護｣ などの社会的な問題
についての理解が必要だと考えた。③生物（生命科学）
分野は，高校生でも研究テーマを見つけやすいので科
学の入り口になる。本校のＳＳＨ運営指導委員の元日
本物理学会会長の坂東昌子先生が，本校の生徒の発表
を聞いて ｢物理 ･ 化学に比べて生物は多様で未知なこ
とが多いので，高校生にはやりがいがあるだろう。意
欲的に新しいことに取り組んでいるのに感心した｣ と
の意見を述べられた。そして私の身近には，高校で生
物部所属だったのに今では物理教師になっていたり，
息子が高校では物理部所属だが生命科学専攻で博士課
程に進学していたり，私自身も化学から生物科学に大
学院で大きく研究テーマを変えているという状況があ
る。研究分野は，その人の心の底にどんなものに好奇
心を持つかで決まってくると考えている。理科は ｢数
学｣ ｢物理｣ ｢化学｣ ｢生物｣ に向かって基礎から応用
へと複雑化していくが，縦割りに区別される ｢分野｣
ではなく，相互に関連し合いながら自然をひも解くた
めのツールになるものだと理解している。
　学問や研究には範囲などというものもない。むしろ
既存の範囲から逸脱するところから生まれる。学校で
まじめに勉強をすれば不可避的に生ずる疑問や興味
は，追求していくと教科書の範囲から逸脱することは
避けられない。しかしながら，大学受験を意識した高
校生は胸に抱えた疑問や興味を押し殺して，一定の範
囲内の知識だけを完全に覚えることを要求されること
になる。十代の最も頭の柔軟な時に，重箱の隅をつつ
くようなことをしなければならないのはつらいことで

ある。だからといって ｢勉強なんてつまらない｣ と学
問から離れていくのはあまりにももったいない。高校
を卒業していく生徒たちに，生命科学コースで体験し
た “ 知的な感動 ” を大切にして，前向きに学び続けて
欲しいと思う。
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はじめに

　本校は2006年に私立女子校として全国で初めて文部
科学省からスーパーサイエンスハイスクール（以下Ｓ
ＳＨ）の指定を受けた。「女性科学技術分野での活躍
を支援できる女子校での教育モデルの構築」という研
究課題をテーマに，女子生徒の理系進学支援を行うと
いうものである。また，それと同時に生命科学コース
が設置され，このコースの生徒はＳＳＨの主対象とし
て課題研究やＳＳＨプログラムに参加することになっ
た１）２）。私はこのコースの１期生を入学から卒業まで
の３年間担当をし，また，４期生も３年間，計６年間
ＳＳＨと生命科学コースに関わってきた。その後担任
業務を離れるもののＳＳＨの校内の運営に関わってき
た。
　ここではその期間のうち，６年間担任として生徒た
ちとＳＳＨプログラムに帯同して彼女たちがどのよう
に変化してきたか，また私自身がどのように関わって
きたか，そしてその後どのようなことに取り組んでい
たかを中心に述べていきたい。

１期生の入学

　2006年４月に生命科学コース１期生22名が入学して
きた。生命科学コースはＳＳＨの指定を受ける前から
設置が決まっていて，併設する清心中学校や岡山県お
よび近県の中学校に何度も説明が行われており，どの
ようなコースなのかは入学生も知った上で選んでい

生命科学コースのホームルーム担任から始まった学び

橋岡　源九郎

Learning from class management of Life Science Course

Genkuro HASHIOKA

　In this report，I describe the activities of the students，focusing on the SSH program that I participated 
in with the students as a homeroom teacher of the Life Science Course．One of the characteristics of 
our SSH program is the emphasis on hands-on experience．In particular，I was able to see the growth 
of the students through experiences such as experiments，fieldwork，and active learning．I also had the 
opportunity to broaden my perspective as an educator through participating in this program．

＜キーワード＞　生命科学，課題研究，ＳＳＨ，ホームルーム，理系進学

た。しかし，ＳＳＨの指定は入学する１ヶ月前に決まっ
たため，１期生の生徒はそのこと自体が何なのか分
かっていなかった。担任となった自分も生徒の前で
「ＳＳＨとは何か？」と語れるほど知識もなく，今後
どのようなことが行われるのか正直分かっていなかっ
た。表向きは担任として生徒の前に立ってはいるが，
心の中は生徒と同じでこれから何が始まるのだろう
か？という気持ちでいっぱいで，どのように接し，指
導していけばいいのだろうかと不安もあった。
　したがって，ＳＳＨに関する設定科目（「生命科学基
礎」「実践英語」「生命」）は可能な限り出席するスタ
ンスを取ることにした。そうすることでＳＳＨに対す
る自分自身の理解に繋がると同時に，今後の行事を把
握でき，また生徒たちの日々の様子や変化を知り，指
導に活かせると思ったからである。

体験から始まる生命科学コース

　入学式や入学オリンテーションなど４月初めの諸行
事が終わると授業と並行して生命科学コースのＳＳＨ
プログラムも始まった。それは生物教室で飼育されて
いるイモリとサンショウウオの餌やりである。このイ
モリとサンショウウオはのちに行われる課題研究に必
要な生き物である。
　生命科学コース１年生は入学してすぐにこの仕事を
担当し，日頃の清掃や委員会活動に加えて「朝の水替
え」「放課後の餌やり」が日課として毎日行われる。
水槽の中で飼育されているイモリやサンショウウオに
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とって定期的な水替えと餌やりは必要で，忘れたりす
ると生死に影響を与えるため，休日も含めて交代で行
わなければならない。幸い本校には寄宿舎（寮）があ
るため，生命科学コースの寄宿舎生が休日の当番をし，
平日は残りの生徒が行うことでスムーズに割り当てる
ことができた。それでも難しいときは担任の私が行う
ことになった。長期休暇，特に夏休みは学校に通える
生徒が交代で行うなど変則的にはなるが自分たちで無
理なく行うことができた。このようなチームワークが
自然と確立できるのもこのコースの魅力の１つである
と思う。

< 餌やりの様子 >
　最初は触ることに対して抵抗があった生徒も半年経
過すると慣れた手つきで作業を行うようになる。また，
この程度でいいだろうと思っていると数日後には生き
物の様子がおかしく，死ぬこともあり，手を抜くとど
うなるかを痛感させられる場面もあった。そのような
経験を通して，少しずつ観察力が身に付くようになっ
ていった。例えば様子のおかしい固体は別の水槽に移
し，その後の経過を見るなど観察力と状況に応じた対
応が身に付くようになり，ただの作業から始まった餌
やりも命の大切さを知ると同時に，その後に控えてい
る課題研究に必要な学びのベースに繋がっていること
が分かる。一緒に作業を行っていた私が指導を受ける
場面も多々あり，大きな成長を感じることができた機
会でもあった。

大学との連携の効果

　ＳＳＨの大きな魅力の１つが高校生でありながら大
学の先生の指導を受けられるところである。本校のＳ
ＳＨプログラムの中にも大学との連携プログラムが組
み込まれている。例えば生命科学コース１年生は大学
と連携した大きな研修が２つ用意されており，１つは
福山大学生命工学部と連携した「実験実習」，もう１
つは鳥取大学農学部と連携した「蒜山環境学習」であ
る。どちらも大学の施設で行われるため，生徒たちに

とっては初めての体験で目新しいものばかりである。
自分自身が体験してきた実験・実習は教科書やテキス
トから入り，それを再現するというものであったが，
どちらの連携プログラムも用意された実験・実習は
“ とにかく自分たちでやってみる ” というものであった。
　福山大学生命工学部の「実験実習」は年３回行われ，
毎回いくつかの実習テーマが与えられ，小グループに
分かれて行われた。大学の先生から実習内容および目
的，器具の使い方，注意事項が説明されたあと実験を
行う。生徒たちは器具の使い方や実験に戸惑い，悪戦
苦闘しながらも指導助手として参加してくれた大学院
生の助けを借りながら，真剣に，意欲的に取り組んで
いった。これまで彼女たちが学習している科学の知識
では理解できないことが多くあったが，90％以上の生
徒が「興味深く，もっと知りたい」「大学での勉強の
イメージがわいた」などこの実習を肯定的に捉えてい
た。

< 福山大学での実習 >
　生徒たちの成長を大きく感じることができたプログ
ラムの 1 つが鳥取大学農学部と連携した「蒜山環境学
習」である。夏休みに岡山県北部に位置する蒜山の中
にある農学部付属フィールドサイエンスセンターに宿
泊し，４泊５日の日程で行われ，掃除・洗濯・食事の
準備まですべて自分たちで行う実習である。また，実
習は森林の中で行われるため，普段快適に過ごしてい
る空間とは全く違った時間の流れの中で過ごすことに
なる。ここでも大学の先生から実習内容および目的，
器具の使い方，注意事項が説明されるが，行うのは生
徒たち自身である。この宿泊研修ではフィールドサイ
エンスセンター内にある森林を活動の場とし，森林生
態に関する実験データを得ることが主な目的である。
５日間のスケジュールは大きく分けて３つに分けら
れ，「森林内で実習するための知識と測定方法の習得」
「データの収集」「データの分析」である。研修の始まっ
た当初は慣れない環境に戸惑い，不満を漏らす生徒も
いたが，時間の経過とともに自分たちが行わないと何
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も進まないことに気付き，生徒一人一人が自分の役割
を理解し，また，協力して行く姿を見ることができた。
森林の中での実習に不安を感じていた生徒たちも研修
後のアンケートでは90％以上の生徒がこの研修に満足
をしており，また，調査結果のまとめ方について理解
できたと答えた。入学して３ヵ月くらいに行われるこ
の宿泊研修を通してお互いを知る機会にもなり，クラ
スとしての一体感を高めるよいプログラムであった。
なお，この研修の中で得た森林生態に関する実験デー
タは毎年引き継がれ，学年の枠を超えた学校全体の課
題研究としてまとめられていった。

< 森林内での実習 >
　これらの２つの研修の内容はグループごとにまと
め，ＳＳＨ設定科目「生命科学基礎」の中で発表する
ことになっている。「体験」→「整理」→「発表」と
いうこの一連の経験が２年次に行われる課題研究の
ベースに繋がっていくことがよく分かるプログラムで
あった。
　生命科学コースの１年生は高校での学習に慣れるだ
けでなく，ＳＳＨプログラムも並行して行われるため
体力的にも精神的にも大変な１年間を過ごしたと思わ
れる。この１年間の経験を前向きに捉えることができ
た生徒は２年から本格的に始まる課題研究を積極的に
取り組み，卒業まで継続していく傾向があった。

課題研究

　２年生になると本格的に課題研究が始まる。本校で
は時間割の中に「生命科学課題研究」という授業が週
２時間組み込まれている。あらかじめ設定した研究分
野から生徒たちが選んで課題研究を行っていくが，当
然授業の枠内で収まらず，放課後も継続して行われて
いく。部活働に所属している生徒もいるため，研究グ
ループごとに毎日のスケジュールをどのように組み立
て実行していくかが問われることもしばしばあった。
生命科学コースは３年間クラスのメンバーがほぼ変わ

らないことから１年次に確立されたチームワークがこ
こでも発揮され，ある生徒が部活でいないときは他の
生徒が補うという自然な流れが出来上がっていた。ま
た，進級すると後輩が入学して来るため，前述した「イ
モリとサンショウウオの水替え・餌やり」の指導を彼
女たちに行うのも上級生の仕事となる。自分たちが経
験したことをもとに教えるだけでなく，分かりやす
く作業手順を掲示するなど自分たちなりに工夫してい
た。下級生もこのような場面で上級生と接することで
縦の関係を築き，自然とつながりができるようになっ
た。その中で先輩が行っている課題研究に興味を持ち，
１年生のときから課題研究に参加する者も少なからず
現れるようになった。
　課題研究がスタートして半年を過ぎると徐々に校外
で発表する機会が多くなっていく。そうなると研究を
進めながら，データの収集・整理と発表ポスターおよ
びスライドの作成が始まる。発表日が近づくと下校時
間まで発表練習をしながら修正していく作業が続いて
いく。グループによって発表する機会はさまざまであ
るが，専門家からの助言や指導を受けることでさらに
課題研究を深化させようとする生徒もいた。課題研究
を通して「研究した分野の知識・理解が増した」と答
えた生徒が85％，「科学への興味が増した」と答えた
生徒は80％，「プレゼンテーション力が付いた」と感
じている生徒は70％を超えた。また，「大学でも研究
をしたい」と自身の進路に影響を受ける生徒も多かっ
た。ただ，プレゼンテーション力に関しては他のもの
と比べて低く，研究してきたことを伝えることで精一
杯な生徒もいた。相手に分かりやすく伝えることに欠
けていた部分もあったのではないかと考え，４期生で
は終礼（ＳＨＲ）を使って最近のニュースや日頃考え
ていることを１分間でスピーチする機会を設け，人前
で話すことに慣れると同時に分かりやすく伝えること
を意識する練習を行った。
　なお，私も生徒の課題研究の助手として生き物の撮
影を任されることもあった。両生類班の研究対象であ
るイモリの撮影である。１年次に餌やりをしていたこ
とと撮影まで手が回らないため手伝うことになった。
イモリは雄の精包（精子が入った袋）を雌が自身の総
排泄腔に取り込んでいく。その場面を撮影するという
ものである。言われると簡単なように思われたが，い
ざその場面を撮影するとなるとかなりの苦労を強いら
れることになった。一対のイモリの雄と雌を水槽に入
れ，下から撮影すればいいだけなのだが，お互いの相
性もあるようでなかなか思うように撮ることができな
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い日がずっと続いた。そこで雄と雌をそれぞれ何匹か
別々の水槽に入れて数日間放っておき，その後一対の
イモリを水槽に入れると不思議なことに求愛行動から
精包の取り込みまでスムーズに撮影することができ
た。ほとんど生徒から教わったことを実行しただけな
のであるが，日常生活で見ることができない生き物の
生殖行動を自分自身が撮影できたことに達成感を得る
と同時に，生徒たちの観察と科学的な思考に感心させ
られた。

< 雄が雌に求愛行動する瞬間 >

授業「生命」

　２年次では学校設定科目「生命科学課題研究」と同
時に「生命」という授業も行われる。この授業は「生命」
についての知識を学ぶことから始まり，人には多様な
考え方があることを認識し，最終的に生徒自身が「ど
のように生きるか」を再考することを目的としたもの
である。また，この授業では「生命」に関連したテー
マで多種多様な外部講師を招いて，生徒たちにロール
モデルを提供するという側面も含まれている。
　すべての講義に参加したわけではないが，多才な講
師陣の授業は教員が受講してもたいへん勉強になるこ
とが多く，特に授業のスタイルは参考になった。高校
の授業では教員からの一方的に知識を伝える手法がよ
く行われている中で，この授業では講師が生徒たちに
問いを投げかけ，それの返答から新たな問いを，そし
てまた別の考えを引き出すという，講師がファシリ
テーターとなり，生徒たちの主体的な学びを引き出す
スタイルが行われることが多かった。受動的であった
生徒たちも自然と能動的に変わっていく，生徒が主役
のよいお手本となる授業の形を見ることができた。こ
のような講義を展開する講師が来校するときは私が担
任したクラスに関係なく翌年以降も可能な限り受講さ
せてもらった。また，講師の方によっては自身の専門
的な内容だけでなく，今に至るまでのストーリーを分

かりやすく話していただいた。特別なレールの上を歩
んできたわけではなく，そのときの興味・関心や自身
の行動によるもので道が開けることが分かるなど大学
進学やその後のキャリア意識を高めるきっかけとなっ
た。

中学生対象の数学課題研究を実施
　
　生命科学コースの担任を６年間務めてみて，この
コースが行っている取り組みやその中でＳＳＨプログ
ラムがどのようにリンクしているのかを生徒とともに
経験できたことは大きな宝であった。それと同時にそ
の経験を少しでも本校の生徒に役立てたいと考え，Ｓ
ＳＨ指定８年目から本校に併設している清心中学３年
生の希望者対象に「数学課題研究」を始めた。生命科
学コース１期生と４期生の担任してきて，清心中学校
から入学する生徒の中に少なからず生命科学コースの
活動やＳＳＨプログラムをよく分からないまま志望し
ていた生徒がいたからである。さらに，課題研究を行
うことは大変であってもその面白さを知ると生徒が大
きく成長することが担任をしてみてよく分かり，中学
生にもその経験をした上で生命科学コースを選び，進
学してほしかったからである。また，希望者にしたの
は，すでに中学３年を担当している理科の教員が３ク
ラスでそれぞれ１テーマごとに「中学理科課題研究」
を授業の中で行っていた。全員が関わる課題研究に対
して，少人数で行いたと思っている生徒もいると考え，
希望者とした。
　さらに数学に限定したのは自分自身の担当教科であ
り，指導しやすいことと，全国的に理科に比べて数学
をテーマにした課題研究が少なかったため，他校と
テーマがかぶる可能性が低いと考えたからである。た
だ中学３年生対象のため，高校生のように高度な数学
を扱うことはできないと考え，「身近にある数学」を
題材にして希望者を募ることにした。週に１回放課後
に活動をし，目標は本校が主催する「集まれ！理系女
子」で発表することとした。どの程度希望するか全く
予想が付かなかったが，初年度は16名の生徒が６つの
テーマに分かれて課題研究を行うことができた。
　ただ実際に課題研究を始めると生徒たちは何から手
を付けていけばいいか分からず，全く思い通りに進め
ることができなかった。生徒自身の数学的な能力にば
らつきがあったことと自分自身の指導の仕方が未熟
で，テーマ１つ１つに対してきめ細かく順序立てて進
めていくことができなかったためである。高校の課
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題研究グループのように継続的に行うことは難しかっ
たが，これまでどのようなことが研究されてきたかを
知った上で，各テーマの中で「目的」「仮説」などを
明確にして指導することで発表まで何とかこぎつけ
た。ただ，テーマの背景にある数学的な知識や理解が
浅かったために満足のいく発表にはならなかった。特
に質問に対する返答ができなかったことは指導者とし
て反省しなければならない点であった。
　16名全員が生命科学コースに進学したわけではない
が，課題研究の面白さや大変さを体験して進学したと
思っている。また，自分自身の視点や指導を見直す機
会もあり，貴重な経験となった。なお，この中学生希
望者対象の課題研究は翌年以降も継続して行い，毎年
10名から15名前後で行うことができた。さらに理科の
先生の協力を得て「中学数理課題研究」に変更し，理
科のテーマも取り入れることになった。そのことによ
り「集まれ！理系女子」をはじめ，「科学Ｔｒｙアング
ル岡山」「サイエンスキャッスル関西大会」など校外
で高校生に混じって発表することができるようになっ
た。
　
生命科学コースの担任を終えて

　生命科学コース 1 期生と４期生をそれぞれ３年間担
任させてもらって，１期生の時は「新コース」「ＳＳＨ」
という２つの大きな要素が重なり，先が見えない状態
で毎日毎日を生徒とともに歩んできたように思う。そ
の中で生徒たちの感情の浮き沈みを見守り，応急措置
をしながらさまざまな困難を乗り越えたというのが正
直な感想である。４期生では１期生の経験が大きく役
立ち，３年間のＳＳＨプログラムがある程度見通せて
いたため，要所要所で生徒たちにメリハリのある高校
生活を送らせることができたと思う。どちらのクラス
もＳＳＨプログラムを通して，本物に触れる体験を通
して生徒自身の根っこの部分を太くし，少々のことで
は吹き飛ばされない人間性が身に付いたのではないか
と感じている。
　私個人としては担任として生徒の発表会に帯同する
こともあり，他校の先生方や大学の先生方にお目にか
かる機会を与えてもらったことが非常にありがたかっ
た。生命科学コースの担任をしていなければ井の中の
蛙状態で，先進校の様子を肌で感じることもできない
ままいたのではないかと思っている。また，数学教育
に関わる面でも他校の様子は大いに参考になり，教材
開発の大切さを教えていただいことに感謝している。
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はじめに

　2016年11月，1983年からのカトリック系中高一貫女
子校（ノートルダム清心学園清心女子高等学校）の勤
務を終えた。そして2016年12月，学園理事長シスター
渡辺和子が逝去された。一つの時代が過ぎていったと
いう思いがある。理事長の著書『置かれた場所で咲き
なさい』は200万部を超えるベストセラーになった。
その本の帯には，「人はどんな境遇でも輝ける」とある。
人はそれぞれ置かれた状況は異なっていても，前向き
に生きてくださいというメッセージを贈っている。こ
のような本が爆発的に売れるということは，逆に言え
ば，今の社会に生きる多くの人々が今の自分を認めて
生きるためのメッセージを求めている状況にあるとい
うことだ。誰しも，自分らしく生きたいと願っている
のである。
　勤務して間もないときに高校 1 年生のクラスを担任
し，学年の性教育担当（校内にすでに性教育委員会と
いう組織があった）になったのが，性教育との最初の

30年の性教育の実践
「学級通信」から授業「生命」，女子生徒の理系進学支援へ

秋　山　繁　治

Sex education to cultivate sociality and humanity for 30years
From classroom daily news to lecture of life and support for schoolgirls to go on to science

Shigeharu AKIYAMA

　This report describes educational practices related to sex education over the span of 30years， 
starting from daily class correspondence，including AIDS education，classes called simply “Life”，and the 
development of SSH projects by the Ministry of Education，Culture，Sports，Science and Technology，
which supports girls’ advancement in science．The origin of my 30years of educational practice lies in 
class correspondence which was written over the years 1983-1987．In AIDS education，we conducted 
classes in which all students tried to translate a book of AIDS for patients，presented by a teacher who 
led the students in overseas training．In addition，in the class “Life”，students were asked to convey 
their message from various perspectives，through field training，lectures and workshops by experts．
During “life”-themed group discussions，students considered and discussed their own lifestyles.These 
educational practices have led to the development of educational programs to support female students 
in science．

＜キーワード＞　性教育，学級通信，エイズ，生命科学，女子の理系進学支援

関わりであった。当時は担任の生徒指導の仕事として，
頭髪，爪，スカート丈などの点検があり，若かったが
ゆえに生徒の反発も強く，信頼関係が築けず，藁にも
縋る気持ちで実践したのが学級通信の発行とＬＨＲの
性教育だった。
　本報告では，約30年間の性教育に関わる教育実践を，
日常的な学級通信を出発点として，エイズ教育，授業
「生命」，女子の理系進学支援を掲げた文部科学省Ｓ
ＳＨ事業の展開について概説させていただきたいと考
えている。なお，それぞれの実践の詳細については，
後掲の文献を参考にしていただきたい。

「置かれた場所で咲きなさい」発売３年11カ月で200万部突破

渡邉  和子 先生
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学級通信「ぼうぼうどり」が出発点

　学級通信を初めて出したのが，赴任して３か月過ぎ
た1983年７月13日であった。高校１年生を担任し，最
初から生徒と私の考え方が正面からぶつかる状況が続
いていた。それをなんとか解決したい，自分の思いを
理解して欲しいという気持ちから，学級通信「ぼうぼ
うどり」を発行した。最初は理解されるどころか，ゴ
ミ箱に捨ててある状況だったが，とにかく辛抱強く，
自分のメッセージを載せて発行し続けることで，時間
はかかったけれど生徒との関係をなんとか修復でき
た。その時に学んだことは，生徒に “ 読ませる ” ので
はなく，“ 読んでくれるまで待つ ” こと，辛抱強く伝
えることが大切だということだった。その後も学級通
信は1987年度まで書き続け，1984年度は年間で200号
を発行した。僕の30年間の教育実践の原点は，この学
級通信にあるといっても過言ではない。

学級通信「ぼうぼうどり」（1984）年間200号発行

　学級通信は，生き方に関したテーマが多かった。テー
マは本や新聞記事から探して，問題を取り上げた。そ
の中から生徒が興味をもって考えてくれると思われる

「高校生が結婚を理由に退学処分になった事件」，「教
師との結婚」，「高校生は結婚できるか」などの性に関
わるテーマを取り上げ，ＬＨＲの題材にした。学級通
信を作成するために，毎日のように図書館に通って新
聞記事や書籍から学級通信に掲載するネタを探した。
ネタを探しながら自分の考えを整理していく過程で，
生徒が求めているものや学校教育のあり方を考えてい
た。それが最終的に「生き方」を考えるための材料を
提供し続けることになった。結果として性教育に関連
した内容が多かった。
　そんな時，同僚から学級通信やＬＨＲでやってきた
取り組みを性教育の実践としてまとめて報告してみな
いかと誘われ，性教育をよく理解していないまま，学
校現場で性教育を実践して感じたことを発表した１）。

　第17回日本性教育学会全国大会（1986）で，教育実
践の発表や性教育の研究者の講演を聞き，性教育につ
いて初めて具体的に知る機会を得た。それまでは，学
校内の性教育委員会の係のイメージしかなかったが，
大会に参加したことをきっかけにして自ら学んでいく
うちに，性教育というのは性行動だけにかかわる教育
ととらえるのではなく，全人格，一生涯かかわっての
生き方を考える教育ととらえなければならないという
ことがわかってきた。そして，この時に教育実践や研
究した内容をまとめたり発表したりする楽しさを体験
した。これがその後の性教育や生物学の研究に向かう
自らの姿勢を育ててくれたのだと思う。

性教育とエイズ

　エイズが社会的な問題として扱われた時期に，民放
のテレビ局から「コンドームを使った授業を公開して
くれませんか」という依頼の電話を受けることがあっ
た。エイズ感染の原因の多くが性的接触であったの
で，性についての基礎的な知識を教える性教育の重要
性が再認識された。エイズ感染予防対策の一環として，
全国の高校生ひとりひとりに「AIDS正しい理解のた
めに」（1992年10月発行）という小冊子が配布された。
教師向けには指導資料も配布された。感染者に対する
差別事件も起こり，人権問題としても学校教育で取り
上げる必要があった。パンフレットなどに「正しく理
解することによって，エイズに対する誤解や偏見を取
り除くことができます」という記述をよく見かけた。
当時の自分は「科学的な正しい理解をすれば，差別は
なくなる」というとらえ方に違和感を感じた。学校も
含めた社会全体に「他人の身になって考える」という
こと自体が欠けているという点に危惧を感じた。それ
は今でも学校教育で見落されていることであり，公衆
衛生の視点で感染予防的な知識を学ぶだけでなく，背
景としての人間関係の在り方を問わないかぎり，解決
の糸口がつかめないと考えている。
　エイズについての日本独自の問題としては，諸外国
では同性愛者に限られた病気として始まったのに対し
て，日本では血友病患者に限られた病気として始まっ
たことである。確かに，1985年３月に，日本最初のエ
イズ患者が厚生省によって認定されたのは同性愛者で
あった。しかしながら，それ以前の1984年９月の段階
で，帝京大学の血友病患者48名のうち23名がＨＩＶ陽
性と判明していたことは公表されていなかった。日
本でのＨＩＶへの感染原因としてもっとも多かったの
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は，血友病患者に治療のために投与された薬，つまり，
アメリカから輸入された非加熱血液製剤によるもので
あったことを忘れてはならない。非加熱の血液製剤に
よる犠牲者をうんだ原因が明らかに国及び製薬会社に
あることが判明している。人為的に発生した薬害事件
の中で，血友病患者，エイズ患者，ＨＩＶ感染者に対
する差別があった。血友病患者の実に約40％（約1800
人）の感染が確認され，その中には学齢期の子どもた
ちも含まれており，1989年の年齢で15才以下の子ども
が144人も含まれていた。
　エイズの問題を取り上げるとき，単に感染予防の知
識だけ学習することを目指すのではなく，薬害事件と
して再びこのような悲劇が起こらないように，社会的
な側面からとりあげることも重要である。また，当時，
薬害の被害者と性行為による感染者とを，「同情すべ
き感染者」と「自業自得である感染者」を区別してと
らえ差別する考え方があったが，どちらも「死に直面
した感染者」としてとらえる視点を示すことが重要で
ある２）。

翻訳によるエイズ学習

　性教育に関係した教育活動は，関係する各教科の授
業やＬＨＲの性教育の時間だけではなく日常的な教育
活動の中でも展開できる。ここで報告するのは，卒業
を直前にひかえた時期に，生徒と一緒にエイズに関す
る本の翻訳作業をしたというだけのものであるが，そ
こから自分自身が学んだことを紹介する。
　1990年の文化祭で，担任した高校２年生のクラスで，
今の社会問題に対する意見を，教師に負けない内容で
発表しようということになった。文化祭まで少しくら
い苦労しても，文化祭当日は，自由に楽しみたいとい
うことで，本の形にまとめようということになった。
ジャンル別に分担し，各自がワープロで原稿を仕上げ，
製本し，一冊の本にすることになった。具体的には，
クラスを６つに分け，グループごとにテーマを決めて，
原稿を共同で書き上げることを目標にした。
　６月からテーマを決め，夏休みまでに資料を集め，
夏休みに原稿を書き上げた。内容は，「臓器移植」「こ
れからの女性のライフスタイル」「校則とは」「エイズ」

「医療事情」「老人性痴呆症」などである。いろいろな
本からの引用も多く，生徒の完全なオリジナルとはい
えないものの，この取り組みを機会に，医療系の進路
を考える生徒も出てきたりした。
　このことをきっかけに1992年度，さらに，高校３年

生３クラス約100名全員で，エイズについての英語の
ペーパーバックを翻訳することを試みた。ニュージー
ランドへ中学生を引率した教師が買ってきてくれた
SAFERSEX：WHATYOUCANDOTOAVOIDAIDS
を翻訳することになった３）。
　医者でもない私と生徒との違いは，少しエイズや性
教育の本を読んでいるというだけである。自分自身も
作業のなかで，必要に応じて勉強し，知識を得て，学
習していこうと思った。生徒と翻訳作業に取り組む活
動で，生徒から性に関する用語についての質問を受け
たり，楽しそうに取り組んでいる姿を見ていると，通
常の授業にはない打ち解けた空気が流れているのを感
じた。ほとんどの生徒が，大学受験を直前にひかえて
いる時期であったが，「エイズについての洋書を読め
ば，英語力と知識の両方が得られるじゃないか」とい
うことで，予想外に盛り上がった。父親と一緒に翻訳
に取り組んだ生徒もいた。また英語の教師に質問した
生徒もおり，関係するはめになった方々には大変お世
話になった。
　私たちが翻訳に取り組んだ本の原書が，翻訳されて
出版されていた。日本での書名は『マジックジョンソ
ンのエイズにかからない方法』（集英社）になっていた。
　どうせ翻訳本がでるなら，何か月もかけて訳すこと
は無駄であったという意見もあるかもしれない。しか
し，生徒と生物の教師でつくった直訳本は，読みにく
いかもしれないが，本当にいいものができたと感じて
いる。同じ曲でも演奏者が違えば，それぞれ違った印
象を与えるように，原文は同じでも翻訳という作業の
結果できた文章もまた，翻訳者の内面を反映するもの
だと思う。
　例えば，集英社版では “bisexual”「両刀づかい」と
訳してあった。この言葉は，旧来の男性社会を背景と
したものであり，バイセクシュアル（両性愛者）に対
する蔑称である。決して高校生はそのようには訳さない。
　エイズという，人間の性行動を介して感染する病気
に関する本を翻訳するという作業を通して，お互いに
「自分が性をどのようにとらえているのか」を確かめ
るような体験ができたと思う。そして，翻訳が終わっ
て本が完成したとき，援助してくれた英語の先生から
「性に関する用語に抵抗感があったが，ごく自然に話
せるようになった」と言われた。性に関しては，社会
的に抑圧されてきた面があり，猥褻な使い方をされる
ことはあっても，正面から話題にされることはまだま
だ少ない。正面から扱うと道徳的な面が強調されやす
く，聞く生徒の方も干渉されたくない気持ちを抱いて
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くる。エイズという社会問題を翻訳という共同作業を
通して学ぶことによって，性に関する基礎的な学習が
できたのではないかと思う。性教育は人権教育であり，
生き方教育でもあると考えている。

授業「生命」

　1990年代は，「リプロダクティブ，ヘルス／ライツ」
を提起したカイロ国際人口会議（1994），女性の地位
向上の指針となる「行動綱領」が採択された北京女性
会議（1995），男女共同参画社会基本法の公布（1999）
などに象徴されるように，女性の人権に関連した一連
の大きな動きがあった。そのような時代に，授業「生
命」（1999）は，ホームルーム活動や総合的な学習の
時間での性教育の実践を集約する形で，最初は全生徒
を対象とした選択科目（発展科目）として誕生した。

「生命」をテーマに，野外実習（野外彫刻の調査），芸
術家や研究者による講義やワークショップ，グループ
討議など，いろいろな切り口でメッセージを伝えてい
ただき，生徒に自分の「生き方」を考えてもらうこと
を狙った。
　「生き方」を考えることが，将来を考える動機とな
ると考えた。事実，これまでに講座の内容そのものが
直接的に進路につながった生徒も多い。「生き方」を
教育するとは，「考え方」を一定の方向に導くという
ものではない。提示された材料（教育内容）を生徒自
身が学んでいく過程で，「考え方」を身につけていく
ものである。したがって，この授業は，考える材料の
提供（話題提供）の役割をするものであり，どのよう
に考えるかの試行錯誤をどのように体験させるかが指
導上重要になる。「生き方」を考える教育では，教科
指導のように多くの知識を持った優位なものが劣位な
ものに一方的に教えるという図式は成り立たない。適
切な材料を供給できるかどうかが大切で，指導する側
がどのような経験をし，どのように生きてきたかとい
う自らの生き方が問われることになる。授業「生命」は，
後述する生命科学コースの生徒全員が履修する科目と
してＳＳＨの教育プログラムに組み込んでいる４）。

女子校は今の社会でも必要なのか

　1990年代半ばから「少子化時代の生き残り戦略」と
して多くの学校でコース制の導入やパソコン整備，校
名変更，共学化などの学校改革が進められてきた。岡
山県内の私立高校は24校あるが，今や女子校は２校の

みになってしまった。全国的にみると公立の伝統校と
女子大をもつ学校，中高一貫の進学校が残っているが，
今や女子校はマイノリティでしかないというのも事実
である。男女共同参画を目指す共学校を標準とする社
会で，女子校が存在する理由はあるのだろうか。
　日本の合計特殊出生率は2005年に過去最低の1．26を
記録した。少子化と高齢化が経済に大きな影響を与え
る時代に突入している。きっかけの一つは女性が子ど
もを産まなくなったことだが，女性が子どもを産めば
解決するような簡単なものではない。ライフスタイル
の変化やそれを支える社会サービス，医療技術の進歩
など，原因は複雑に絡み合っているからである。ただ
言えるのは，女性が社会構造に大きな変化を与えてい
る時代になってきたということである。そして，それ
をネガティブにとらえるのではなく，女性パワーを取
り込んだ社会システムの構築を必要とする時代になっ
たと考えるべきである。集団主義が強かった日本で，
個人の価値を高めることができる好機が到来したので
ある。これからは社会を「少子化仕様」にするという
発想が必要で，人口減少のマイナスを生産性の向上で
補う構図が必要になる。「女性の才能を伸ばすことを
制限している」「子どもを産み育てにくくしている」
構造に風穴を開けるような変革が必要で，それを下支
えするのが学校教育であると考えられる。
　性教育で，女性の人権は大きなテーマになっている。
理科教員の立場で考えると，日本は国際的な比較でも
科学分野で活躍する女性が少なく，大学での理系学
生，研究者も極端に少ない。そもそも高校での理系選
択者そのものが少ないのだ。理系女子が少ない理由を
考えたときに，学校教育に原因があるのではないかと
考えるようになった。つまり，旧来の「男らしさ・女
らしさ」というジェンダー形成の過程で，日本では女
子が科学を学ぶ機会（理系分野で活躍する機会）を失
われたのではないだろうか。それならば，「女らしさ」
の形成のために封印された理系志向をよみがえらせ，
リーダーとして活躍できる女性を育成する教育が必要
になる。そこに，「女子校」という教育環境を生かした，
新たな教育プログラム開発の可能性が見えてくる。女
子校の構成者は女子生徒だけで，生徒会活動や実験・
実習等すべての教育活動において女子がリーダーシッ
プをとらざるを得ない。そのことを，女子校はリーダー
シップを養成し，積極性を身につけるのに適した環境
と考えることができる。「女子校」の教育環境を理系
進学支援に生かせると考えた。
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生命科学コースの誕生

　文部科学省は第３期科学技術基本計画（2006年）で，
①大学や公的研究機関は，女性研究者を積極的に採用
及び登用することが望ましいとし，②博士課程（後期）
女性研究者の採用目標を自然科学系全体で 25 パーセ
ントとするという具体的な数値目標まで設定して，科
学技術分野の女性を積極的な支援する方針を打ち出し
ている。この女子の科学者支援の方針を追い風にして，
2006年に本校は私立女子校として全国で初めて文部科
学省スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指
定を受けた。研究課題を「生命科学コースの導入から
出発する女性の科学技術分野での活躍を支援できる女
子校での教育モデルの構築」とした。
　当時は，全国的に薬学部新設が続いた頃で，女子生
徒の医療分野への進学が加速していたので，女子生徒
の理系進学支援をコンセプトに，まずは生命科学分野
からということで，「生命科学コース」が誕生した．「知
識」「体験」「研究」を絡めた教育プログラムの開発を
始め，「知識」と「体験」５）を「研究」に集約する方
向で全体を構築した６）。

性教育の実践からＳＳＨ事業での
「リケジョ」支援へ

　「生命科学コース」の誕生とともにスタートしたＳ
ＳＨ事業は，学級通信の情報発信を続けていく過程で
性教育の重要性に気づいたことが原点になっている。
　2006年にＳＳＨの指定を受けたときは，女子生徒の
理系進学支援を掲げた取り組みは少なかったが，「リ
ケジョ」という言葉が，2010年頃からメディアで使用
され始め，少子化の中で女子生徒に理系進学のメリッ
トをアピールするのに用いられたりして，将来の「リ
ケジョ」を増やそうと様々な取り組みも行われるよう
になった。
　「集まれ！理系女子　女子生徒のための科学研究
発表交流会」は今年度で８回を数えたが，大会冊子
の表紙は継続して目をあしらったデザインを採用し
てきた。そのデザインに込めたメッセージ “You are 
precious in My eyes”（あなた方生徒は，神の眼差
しの中でかけがえのない存在なのである）である。そ
れぞれの生徒がその才能を伸ばし，かけがえのない存
在になって欲しいという願いを込めている。教員生活
の初めの段階から性教育に関わることによって，性教
育を通して，多くの先生方と出会い，生徒と信頼ある

関係を築くことができた。と同時に，自分自身の「生
き方」を考えさせていただいたことに感謝している。
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ツールとしてのディベートによる英語力育成

１　はじめに

　岡山県にある私立Ａ高等学校の，生命科学分野への
進学を目指すＡコースでは，平成18年度より，学校設
定科目「実践英語」として，将来，英語の文献を読み
英語で発表を行う機会が多い理系の生徒に，論理的な
思考力と英語の運用能力をつけることを目的として，
多読による英語理解を中心とした授業を行ってきた。
山田（2008）は，それまで多読経験のない生徒にとって，
多読は読解力向上に初年度において最も効果があるこ
とを指摘している。しかし，多読により文献を読みこ
なす力はつけられても英語で発表する力まではつけら
れないため，論理的な思考力の育成だけでなく，英語
を表現の手段として使いこなす力の育成には，他の方
法を取り入れる必要があった。そこで，さまざまな技
能を統合的に使用する活動であるディベートが，英語
運用能力を高めるための手段，すなわち「ツール」と
して有効ではないかと考え，平成21年度より「実践英
語」でディベートを取り入れた指導を開始した。
　ディベートという活動は，平成21年に告示された
『高等学校学習指導要領』には出て来ない。しかし，
『高等学校学習指導要領解説外国語編英語編』では，
「英語表現 II」の内容として，ディベートなどを通し
て異なる意見がある話題について自らの立場をはっき
りさせ，自説が優れていることを説得力を持って述べ

ツールとしてのディベートによる英語力育成

問　田　雅　美

Improving High School Students’ English Skills Using Debate as a Communication Tool

Masami TOITA

This paper reports on how to make use of English debate to improve high school students’ English 

skills．English debate is said to be an effective way to provide students with various skills: reading 

and researching a topic，examining the matter from different perspectives，writing logically， 

speaking effectively，and also responding properly to the questions asked by the others． Through 

doing various activities involved with English debate，students have increased their motivation and 

improved on the above skills．There is still room to improve，but we have been developing a course 

for teaching English with debate as a communication tool．

＜キーワード＞　英語ディベート，コミュニケーションツール，英語力育成，教科横断型指導，ライティング力向上

る活動，と具体的に提案されている。ディベートに取
り組むことにより英語での表現力を伸ばすことが期待
されているのである。
　様々な学びのイベントを「祭り」と捉えている三熊

（2012）は，「学び」の技術的側面（英語の場合は語彙
や文法を覚える，発音を練習する，英文を暗唱するな
ど）は，「祭りの準備」として位置づいてこそ効果が
上がる，と述べている。大きな発表会や大会での活躍
を目指すことで，練習にも一層身が入り技術の向上に
つながる，という意味だと解釈した。Ａ高等学校では，
ディベート導入初年度から毎年６月に「科学英語研究
会」を開催し，高校２年次における「実践英語」の公
開授業を行っている。そこで，公開授業で行うディベー
トそのものに加えて，そのディベートに向けた準備段
階の取り組みを「一連の活動」と考え，それが英語力
の向上にどのような効果があるのか検証したいと考え
た。
　そのためには，長期にわたる系統的な指導が不可欠
となる。高校生用の英語ディベートの教材では小林

（2012）によるテキストがあるが，高校生用の教材自体，
数は少なく，大会出場を目指す経験者向けのものが多
いのが現状である。Hansen（2007）は大学生レベル
であっても，ディベート初心者用の教材は無いに等し
く，初心者への指導を行うには，既存教材の内容やレ
ベルを調整することが重要である，と述べている。そ
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のため，指導対象が理系の高校生で英語ディベート初
心者であることを考慮し，興味を持ってディベートに
取り組める独自の教材と指導計画が必要となると考え
た。
　そこで，本研究では，生命を題材としたディベート
を用いた英語力育成を目指して，授業での実践を通し
てディベートの有効性を検証し，効果的な指導内容と
その方法を探ることを目的とする。よって，次の 2 点
を研究課題とする。
　⑴　 ディベートを行うことは生徒の英語表現力を伸

ばすことに有効であるか
　⑵　 ディベート指導のための教科横断型指導計画を

策定できるか

２  研究方法

　Ａ高等学校Ａコースにおける平成22年入学生17名の
高校 1 年次から高校２年次（平成22年４月～平成24年
３月）までの２年間に焦点を当て，授業での取り組み
をもとに，生徒の気持ちの変容，また英語力の伸びか
らディベートの有効性を検証する。ここでいう「ディ
ベート」とは，ディベートを行うための様々な活動と
ディベート対戦からなる一連の活動と考える。「英語
表現力」とは，⒜コミュニケーションに対する積極性，
⒝発音・発表態度とその場での即興的な応対に関わる
スピーキング能力，⒞論理的な内容構成のできるライ
ティング能力の３点に絞って考える。
　また，生命科学分野のディベートに必要な知識や問
題意識を持つための指導，他教科で実施しているス
ピーチ・ディベート・プレゼンテーションの指導を，
英語のディベート指導と関連付けた，長期的な指導計
画を立てるとともに，他教科での学習内容や時期を調
査し，協力を依頼することとする。

２．１   授業での取り組み：平成21年度・平成22年度（本
研究以前）

　本研究を開始するまでに２学年がディベート学習
を行った。平成21年度の第１回研究会では，“You 
should use embryos for experiments．” という論題で
ディベートを行った。題材が難しいことに加えて，十
分な事前学習が実施出来なかったことにより，ディ
ベートが成立したとは言い難い結果になった。そこか
ら，課題として，取り組みやすい題材の選定，英語力
の養成，系統的なディベートの練習が必要であること
が分かった。そこで，次年度はより多くの時間を配

当し，理科の授業と関連した題材を選び，社会科で
ディベートについて学ぶなど，１年次の３学期より教
科横断型を意識した指導を行った。翌年の第２回研究
会では生徒自身の調査活動を題材とし，“We should 
stop keeping animals as pets in Japanese elementary 
schools．” という論題でディベートを行った。事後の
アンケートからも，「自分の調べた内容だったので言
いたいことがはっきりあって，取り組みやすく，頑張
れた」など，生徒にとって身近な論題を扱うことがモ
チベーションを高める効果をもたらすことが分かっ
た。

２．２   授業での取り組み：平成22年４月～平成23年
６月（第 1 段階～第 4 段階）

　高山西高等学校英語科（編）（2007）で指摘されて
いるように，ディベートをしたことのない生徒が準備
もなくいきなり英語でディベートの対戦を行うことは
困難である。そこで平成23年６月の研究会の公開授業
でディベートができるよう，表１のように，段階的に
計画を立てた。

表１.  平成22年度～23年度「実践英語」授業計画（抜粋）
段  

階
学  

年
学  

期
実践英語授業（週 1 時間） 他教科（科目）との連携

１

１

１ 多読

２ ２ ブックレポート発表会
暗唱コンテスト

３ ３
ディベート基礎学習
反論・質問・要約練習（英語）
模擬ディベート（日本語）

社会科（現代社会）
英語科（オーラルコミュニケーション）
国語科（現代文）

４

２

１
調べ学習
立論作成・反論予想・根拠収集
練習ラウンド
第３回科学英語研究会公開授業

理科（生命）
ホームルーム活動
英語科（オーラルコミュニケーション）

２
ポリシーディベート
パーラメンタリーディベート
ディベート講習会

英語科（ライティング）

５
３ ディベート大会

　まずは英語に慣れるため，第１段階として多読から
の指導を始めた。次に，第２段階として，各自の読ん
だ本の内容・感想を英語で発表させたり，課題のエッ
セイを暗唱させたりして，人前で英語で話す練習を
行った。その後，第３段階としてディベートの学習を
行った。当時入手出来た資料の中で，高等学校での初
期段階の指導について具体的に書かれていた，高山西
高等学校英語科（編）（2007）を参考に，英語での要
約，反論，質問といった各活動に特化した練習を行う
とともに，日本語でのディベートも行い，全体的な感
触をつかむなど，形の練習を中心に行った。平成23年
４月から，６月のディベートに向けての第４段階に入
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り，論題を “Japanese people should have a license to 
keep pets．” と決め，準備を開始した。週１回の授業
だけでは準備が進まないためディベート合宿を行い，
賛否両方の立論を作成した後，くじでサイドを決定し
た。生徒の英語力を考え，立論，反駁，総括はシナリ
オを用意するが，ゲーム性を残すために質疑応答では
相手に知らせない質問も入れることとし，その後授業
でシナリオ作成，質疑応答準備などを行った。公開授
業の前にもう一度ディベート合宿を行い，発音や話し
方などの練習を集中的に行った。合宿後のアンケート
では，「みんなと一緒に頑張りたい気持ちになった」，

「上手になって絶対にディベートで勝ちたい」と，前
向きな気持ちが見られた。また，公開授業後のアンケー
トでは，「合宿では上手く出来なくて泣いてしまった
が，悔しさを乗り越えて頑張ったことが大きな自信に
なった」との声もあり，合宿がモチベーションを高め
るきっかけになったようである。

２．３   第３回科学英語研究会：平成23年６月25日（土）
（第４段階）

２．３．１  公開授業
　第３回研究会の公開授業にあたり，英語表現力の評
価を考えながら，本時案を作成した。本時の目標とし
て，①各自が積極的にディベートでの役割を果たす，
②簡潔で分かりやすい英語を用いて，自分（たち）の
意見を述べる，③相手の意見を聞き適確な質問をする，
④ディベート後にまとめとしてディベートに関する意
見を英語で書き発表する，という４点を設定した。
授業でのディベートでは，生徒たちは今までになかっ
た質問をするなど，積極的な取り組みが見られた。結
果は肯定側の勝利であった。
ディベート後のまとめでは，⑴ What is the most 
impressive thing you found during the research for 
this debate ？⑵ What do you have to do to improve 
your English performance ？の２点について，各自
の意見を書かせた。生徒たちの弱点は語彙力不足で
あることが今までの指導から明らかになっていたた
め，useful termsとして，あらかじめ用紙の下にい
くつか役立ちそうな語句を載せておいた。４分後，
書かせた意見を発表させた。⑴に関しては，自分が
担当した部分の内容を利用して意見を書いた生徒
が多かった。英文を見てみると，“When I read the 
book， I was surprised that a great deal of animals 
has been killed．  I think that euthanization should 

be decreased．” といった，ほとんど誤りのないもの
から，“I think that increasing awareness among pet 
owners that they are taking care of a life to reduce 
euthanizations．” のように，言いたいことは分かるが
上手に文章化できていないものまで様々であった。⑵
に関しては，“I think I have to speak more clearly 
and powerfully．” “I should correct my pronunciation 
and intonation． Then I can tell audience my opinion 
effectively．” “We have to think meaning of the 
sentences and not being nervous．” などの意見が出
た。正確さの観点からは誤りが多く含まれているもの
も見られたが，各自で自分自身のこれからの課題を見
つけ出して表現しているという点は評価に値する。
　発表の場では，文法的な間違いを修正するのではな
く，“OK．You think…．” と正しい表現で繰り返すに
とどめ，提出させたワークシートを添削して返却した。
今回は間違えることを恐れずに英語を使わせるという
点を優先したが，やはりある程度の正確さがなければ，
伝えたい内容が伝わらない。生徒のやる気を失わさせ
ないように，より分かりやすく伝わりやすい表現への
訂正の程度と頃合いが今後の課題である。

２．３．２  研究協議
　公開授業後の研究協議において，題材設定の理由，
今までの取り組みの紹介，今回の授業のために工夫し
た点，今後の展望を発表した。また，各活動を記録し
たビデオの中から，特に変容の大きかった生徒の成長
ぶりが分かるよう，暗唱コンテストの時点から２回目
のディベート合宿に至るまでを５分程度の映像に編集
して紹介した。
　参観者の方々からは，「今日に至るまでの経緯が文
面のみではなく，話や映像で大変分かりやすかったで
す。理想的な形（最終的な形）に至るまでのご苦労や
工夫なさっている点などが大変参考になりました」，
「公開授業に感銘を受けました。生徒たちの伝えたい
思い，達成した満足感が伝わってきました。こうして
自分たちが英語だけでなく，様々な意味でstep-upし
たことでしょう。私もこのような体験を生徒に踏ませ
たいと思いました」などのコメントをいただいた。ま
た，「原稿の英語には教員の手は加わっているのか」
や，「実践英語における縦のつながりや横の連携はど
うなっているのか」という質問が出たため，これまで
の取り組みを答えた。
　運営指導委員の先生からは，「生徒は楽しそうにやっ
ていた。英語はロジックがしっかりしていることが大
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切なので，もっと伸ばしてもらいたい。また，最後の
生徒のコメントにもあったが，being confident とい
うことがとても大切である」という助言をいただいた。
図１，図２に示すように，事後のアンケート結果から
は，生徒，参観者とも，ディベートの取り組みに肯定
的であることが分かった。

２．４   授業での取り組み：平成23年２月～平成
24年３月（第５段階）

　第４段階までに分かったことは，生徒たちは準備し
た内容を時間をかけて練習すれば上手に「発表」する
ことはできるが，その場で考えて質問したり反論した
りすることには課題があるということである。そこで，
即興的なやり取りの練習のため，パーラメンタリー
ディベートに取り組むことにした。中川（2008）のテ
キストを使用して，ディベート講習会を行い，ディベー
ト大会を行った。今までと違う点は，毎回ディベート
の後に日本語での振り返りの時間を設けたことであ
る。言いたいのに言えなかった内容を説明したり，相
手の言った内容の確認などを行うことで，議論の内容
を理解できているかを確認することにした。この時間
は大変盛り上がったが，英語力の向上を目指すために
は，内容の確認だけではなく，上手に言えなかった内
容を，英語でどう言えば良かったのか考えさせたり，
ある事例を全体で取り上げて，何を主語にすれば言い
たい内容を簡潔に表現できるのか，また別の表現では
どう言えるのかなどを考えて発表させたりすれば，よ
り良い活動になったはずである。今後の課題としたい。

３  結果と考察

３．１  研究課題⑴　 ディベートを行うことは生徒の
英語表現力を伸ばすことに有効
であるか

３．１．１  生徒の気持ちの変容をもとに
　⒜　 コミュニケーションに対する積極性について，

生徒の気持ちの変容を見るために，ある生徒の
感想を追った。

表２．生徒Ａの感想（時間を追った変化）

時　期 感　　　　想

暗唱コンテスト後
（第２段階途中）

最初は嫌だったけれど頑張れたと思う。
しかし，緊張して覚えていたのに出てこ
なかったりした。

１年次終了時
（第３段階終了） 人前で話すことにもっと慣れる必要がある。

第２回ディベート
合宿後

（第４段階途中）

合宿前と今とでは少し自信もついてきた
し，だいぶできるようになったと思う。
これからの練習でつらいこともあるかも
しれないけれど，チームのみんなと協力
して頑張りたい。

公開授業後
（第４段階途中）

最初は不安で一杯だったけれど，本番は
今までで一番良く出来たと思う。

２年次１学期期末テスト
「ディベート学習を振り
返って」

（第４段階終了）

ディベートをしたことで，発音が悪くて
も自分がこれを伝えたいという気持ちが
あれば，相手に伝えることが出来るんだ
ということが分かった。
ディベートで伸びた力は，意見の伝え方，
相手の意見を聞く力。

第１回ディベート
講習会後

（第５段階途中）

改めて努力することの大切さが分かった。
自分の思ったことを英語に直すのは本当
に大変だったけど，英語力をつけるため
には良い方法だと思う。

第２回ディベート
講習会後（第５段階途中）

前よりは話せたと思います。けれど，チー
ムの意見をまとめつつ，相手の反論も同
時に行うのは，まだ難しい。

　表２に示したように，感想からだけでは気持ちがど
う変わったのかはっきりとは見出しにくいものの，第
２段階の暗唱コンテスト以前は人前で話すことが嫌
だったのに，第４段階終了の２年次１学期期末テスト
の時点では，ディベートの効果を認めるとともに，前
向きな態度に変化していることが分かる。
　生徒Ａは，１年次の第３回英検２級二次試験におい
て，小さな声で自信なく答えてしまった。結果は不合
格であった。しかし，ディベート学習を経た公開授業
後の２年次第１回では見事合格した。「ディベートの
練習で大きな声ではっきりと話したり，自分の意見に
理由をつけて述べる訓練をしたことが役に立ったと思
う」とのことである。英検の二次試験では，自分の立
場を表明し理由を述べなければならない質問が出題さ
れるため，ディベートで常に理由をつけて意見を述べ
る練習を積んでおくことは英検対策としても有効であ
ると言える。このような積極的な方向への変容は，個
人差はあるがどの生徒にも見られた。今回，生徒の取
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り組む姿勢を数値化することはできなかったが，次第
に積極的になっていった様子が明らかに観察された。
　⒝　 発音・発表態度とその場での即興的な応対に関

わるスピーキング能力について，発音や発表態
度は，ディベート合宿のように目的を持ち集中
的に練習を重ねることでかなりの向上が見られ
た。しかし，その場での即興的な応対に関して
は，パーラメンタリーディベートを行ったディ
ベート講習会の感想からも分かるように，ハー
ドルの高さが感じられる。現段階では，即興的
な応対の力がついたとは言えない状態であり，
一層の練習が必要であるものの，練習を積むこ
とで向上は期待できる。

３．１．２  ライティング能力の伸びをもとに
　（c） 論理的な内容構成のできるライティング能力に

関して，ディベート学習が効果をもたらすかど
うかを見るために，GTEC for STUDENTS（以
下GTECと略）の得点の変化や定期テストの結
果を検証した。

　　　 まず，A コースの本格的なディベート学習開
始以前（平成23年２月）と第３回研究会以後（平
成23年７月）のGTECの得点と全国平均を比較
した。比較において，Ａコースを集団Ａとする。
全国平均とは該当学年の過去３年間の全国の受
験者の平均である。

表３.  １年次２月と２年次７月のGTECの得点の比較（平均）

集団
トータル リーディング リスニング ライティング

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年

Ａ 461 499 181 177 172 200 108 122

全 国 408 443 151 165 155 172 102 105

　表３から分かる得点の伸びを図３に示した。注目に
値するのは，ライティングの伸びである。GTECのラ
イティングでは，書いた英文の分量に加えて使用語彙・
表現や，論理的展開などが総合的に評価されるため，
ディベート学習における論理的表現練習の効果があっ
たのではないかと推察される。
　そこで，ライティングの伸びが「実践英語」の成果
かどうかを検討するため，Ａ高等学校のＡコース（集

団Ａ）と，Ａ高等学校のＢコースで，文系の国公立大
学への進学を目指すクラス（集団Ｂ）の「ライティン
グ」の定期テストの結果を比較した。この２つの集団
は，「ライティング」の教材，時間数とも同じで，授
業者は異なるが同じ指導案で授業を行っている。英語
の他の科目に関しては，教材，授業数，指導者ともに
同じであり，違いは「実践英語」の有無のみである。
　「ライティング」の授業で使用している教科書には，
各課の演習問題の最後にExpress Yourselfという，自
分の意見を述べる課題がある。集団 A では，「実践英
語でのディベートで学んだ，主張→理由→まとめの形
で書くように」という指示を出し課題に取り組ませた。
一方，集団Ｂは，指示することなく課題に取り組ませ
た。テスト範囲として複数のExpress Yourselfのうち
いずれかを出題することを予告しておき，２年次２学
期期末と３学期期末の定期テストにおいて，同じ問題
のテストを行った。

表４. 「ライティング」定期テストの平均点とExpress Yourself部分の平均点
２年次
定期
テスト

集
団

平均点
（標準偏差）
<100点満点>

Express Yourself
平均点

< ３点満点 >

（参考）英検取得人数

準１級 ２級 準２級 ３級

２学期
期末

A 55．8 （18．2） 2．50 0 2 14 1

B 61．1 （19．3） 1．86 1 5 11 0

３学期
期末

A 61．1 （17．4） 2．13 0 4 12 1

B 71．9 （14．1） 1．87 1 5 11 0

　表４に示したように，テスト全体の平均点は２回
とも集団Ｂが上回っていたが，Express Yourselfの部
分は集団Ａの得点が高かった。これは，「ライティン
グ」の定期テストに多くの文法・語法問題が含まれて
いたことにより，問題演習の得意な集団ＢがExpress 
Yourself以外の部分で多く得点したためだと考えられ
る。しかし，ディベート学習を行った集団Ａは，全体
の平均点が低いにも関わらずExpress Yourselfで高い
平均点を出している。ディベート学習により，論理的
に意見を書く力の向上に効果があったと言える。
　では，ディベート学習はライティング能力の向上だ
けに効果があったのであろうか。そこで，集団Ａが本
格的にディベートを行った第４段階～第５段階の期間
の学習が，英語力の向上にどの程度影響しているのか，
第３段階終了時である１年次２月と第５段階終了時で
ある２年次の２月のGTECの得点を比較した。表５に
示すように，１年次は集団Ｂが全ての分野で得点が上
回っていたが，２年次は集団Ａが全ての分野で，上回
るか同点であった。伸びを見てみると，図４のように
なる。同期間のGTECの各分野の伸びを比較すると，
集団Ａがどの分野でも得点を伸ばしており，定期テス
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トでは測りにくい実践的な力を身につけていると考え
られる。また，リーディングやリスニングの伸びも見
られ，GTECでは測れないスピーキング能力は除くも
のの，ディベート学習により，ある程度総合的に力が
ついたことが分かる。

表５．１年次２月と２年次２月のGTECの得点の比較（平均）

集団
トータル リーディング リスニング ライティング

１年 ２年 １年 ２年 １年 ２年 １年 ２年

Ａ 461 546 181 200 172 223 108 122

Ｂ 497 532 194 187 192 222 110 122

３．１．３  まとめ
　上に述べた結果から考え，ディベートを行うことは
生徒の英語表現力を伸ばすことに有効であるか，とい
う研究課題⑴に対しては，「有効である」という結論
である。ディベートに向けて，そこで求められる技能
を指導することは，生徒に表現手段として英語を使う
自信を持たせるとともに，自分の意見を積極的・論理
的に伝えることの出来る英語力を育成する一助となる
と言えるからである。

３．２  研究課題⑵　 ディベート指導のための教科横
断型指導計画を策定できるか

　今回の取り組みを通して，国語科（現代文）の「意
見文を書く」活動との連携が効果的であることが分
かった。また，理科（生命）との連携も背景知識獲得
に効果的であった。しかし，英語のディベート指導計
画がきちんと出来ていなければ連携も困難となる。今
回の指導計画をもとに反省点を見直し，より効果的な
指導計画を策定し直す必要があるだろう。また，それ
に沿ってディベート指導が出来るテキストの作成も必
要である。生徒の置かれている環境に沿ったディベー
トテキストを作成することで，どの部分にどの教科の
どういった指導が連携可能かを検討しやすくなるから
である。
　ディベート指導をより効果的にするために欠かせな
い教科横断型指導であるが，そのためにはまずは指導
する側のコミュニケーションが必要である。英語での
ディベートの取り組みを通してお互いに理解と協力を
し合える関係づくりが出来れば，より効果的なディ

ベート指導に向けて，さらなる効果が期待できると言
える。
　そのため，ディベート指導のための教科横断型指導
計画を策定できるか，という研究課題⑵に対しては，
英語を軸とした指導計画を十分練り，教師側のコミュ
ニケーションを密にすることで「可能である」という
結論である。

４  今後の課題

　繰り返し様々なトピックでディベートを行うこと
で，語彙の習得や意見を述べること，相手に質問した
り，尋ねられた質問に答えること，反論を基に意見の
立て直しをすることなどは出来るようになると期待で
きる。しかし，現状では，一見言いたいことをしっか
りと述べているようであっても，相手に十分理解でき
る英語で表現出来ていないこともある。そのため，英
語科の他の科目の授業との連携を密にし，基礎となる
英語力のさらなる向上を図ることが今後の課題であ
る。
　また，ディベート学習を経た生徒が，身に付けた力
で何を出来るようになればよいのかも考える必要があ
る。ディベートを取り入れた目的は，ディベートのプ
ロを育成することではなく，生徒が実際の英語でのコ
ミュニケーションの場面においてディベートで身に付
けた技術を表現手段として活用できるようにすること
である。実際のコミュニケーションの場面では，ディ
ベートのような一方の立場に固執し主張することは少
なく，相互理解のために話し合いを進めることがほと
んどである。ディベートでは合意を形成することが
求められていないため，たとえ問題を解決する良い案
が提案されてもそれぞれの立場の主張で終わってしま
う。そこで，ある程度ディベート活動を行った後に，
ディベートで異なる側面から論題を考え，相手の意見
も聞いた上で生まれてきた「自分の意見」をスピーチ
にまとめ，質疑応答を含めたプレゼンテーションを
行ったり，ディベート後に同じ論題で課題を解決する
ためのディスカッションを行ったりしてみたいと考え
ている。ディベートで身につけた力をどう活用するか
を考えて，ディベートを英語学習にどのように位置づ
けていくかが今後の課題である。
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はじめに

　中学校理科第２分野の「自然と人間」，高等学校の
生物基礎の「生物の多様性と生態系」で環境問題が扱
われており，地球温暖化についても説明されている。
しかしながら，机上での学習にとどまっており，森林
を教材とした実験・実習が掲載された教科書はない。
地球規模の環境問題は大きすぎて，生徒は実感しにく
い。そこで，生徒自らが森林を調査し，そのデータか
ら森林の二酸化炭素吸収量を推定し，考察することに
よって，森林の重要性を学び，地球温暖化について考
えるという授業を考えた。この実習で生徒の地球環境
問題への理解，人間的な成長，両面で著しい効果があっ
たので報告したい。
　森林実習は，当初は野外で活動した経験が少ない生

森林の二酸化炭素吸収量の推定
森林の地球温暖化防止の役割を考えるための教育実践

秋　山　繁　治

Estimating carbon dioxide absorption in forests
Educational practice to consider the role of forests in preventing global warming

Shigeharu AKIYAMA

Abstract
　In recent years，the consumption of fossil fuels and deforestation have increased the concentration 
of carbon dioxide in the atmosphere leading to significant global warming．Furthermore，there 
are concerns about the impact on biodiversity，such as the extinction of certain organisms due to 
the changes in temperature．Forest ecosystems inhabited by a wide variety of organisms support 
the biodiversity of the earth，and trees，through their carbon dioxide absorption capacity，play an 
important role in preventing global warming．
　Here，I would like to introduce the results of an educational practice of estimating the amount of 
carbon dioxide absorbed in forests at various transition stages．This educational practice also led to 
exchanges between junior high school students on Kume Island and university students in Malaysia．
In addition，from the survey data，it was found that old-growth forests with high species diversity 
and well-developed vertical structures absorb carbon dioxide most efficiently．Therefore，in order 
to reduce global warming，it is necessary to make efforts to reduce carbon dioxide emissions by 
humans，and at the same time，it is important to conserve natural forests that absorb a large amount 
of carbon dioxide．

＜キーワード＞　二酸化炭素吸収量，天然林，人工林，遷移，階層構造

徒たちに自然を身近なものとして感じてもらうための
野外研修として企画した（図１）。最初の計画は森林
の枝打ちやブナ林でのトレッキングや，森林観察用の
ジャングルジムに登っての自然観察等，森林体験を中
心に据えたものであった。しかしながら，一方で，森
林にせっかく入るなら，生徒に樹木を覚えて区別する
知識ぐらい身につけさせて，樹木の高さ，直径，年輪
を調べる森林の本格的な調査を体験させたいという気
持ちもあった。そして，最初の研修で生き生きと取り
組む生徒の姿を見て，「森林の調査データを使って樹
木の二酸化炭素吸収量を推定する」という具体的な研
究目的を据えた研修にすることにした。調査結果をま
とめるという目的があることによって，生徒のチーム
ワークは強固になり，より充実した体験になったと感
じている。
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図１　久米島での地元中学生との合同調査

森林実習を設定した背景

　「地球温暖化が止まらない。地球温暖化による異常
気象で洪水や干ばつが増えている。しかも，それらの
原因は私たち人間にある」と国連気候変動に関する政
府間パネルは述べている１） 。「人間に原因がある」な
ら「人間が解決する努力をする義務がある」のではな
いのか。
　地球温暖化は，二酸化炭素やメタンなどの温室効果
ガスによって，地球に降り注いだ太陽からの光が熱と
して大気中に留まるために起こると考えられている。
そうであるならば，温室効果ガスの排出を減らすか，
吸収を促進することによってしか解決する手段はない
だろう（図２）。

図２　大気中の二酸化炭素濃度の変遷
赤線はハワイマウナロア，黒線は南極のデータ

　1997年に京都で開催された気候変動枠組条約の第３
回締約国会議 （COP3） で，それぞれの国が温室効果
ガスを削減する目標を立てた（京都議定書）。この会
議では，削減と同時に，森林の二酸化炭素吸収の役割
も考慮されて，二酸化炭素を吸収する量を差し引ける
ことも合意された。
　このような社会的な背景を踏まえて，森林の二酸化
炭素吸収の役割を考えるために役立つデータを得ると

いう方向で，森林実習の内容を考えた。

野外調査の方法

　生態系で “ 二酸化炭素を吸収する ” という森林の役
割に着目して，森林の二酸化炭素吸収量を推定するこ
とを目的に設定した。
　森林の二酸化炭素吸収量は，まず一定面積（１プロッ
ト）内に生えている樹木を同定し，それぞれの樹木が
１年間に吸収する二酸化炭素量を求め，その総和とし
て，森林が１年間に吸収する二酸化炭素量（ton/ha/
yr）を求めた。具体的な段階を以下に示す。
［第１段階］　生徒が調査地の樹種を同定できるよう
に学習する。講義で樹種の解説をして，樹木の同定の
ポイントを学ぶ。最後にチェックテストをおこない，
十分な知識を身につけているかどうかの確認をする。
［第２段階］　調査地で，巻き尺とコンパスを使用し
て，一定面積（10m×10m）のプロットを各班で設定
した。プロット内で胸高直径が５㎝以上の樹木を対象
にナンバリングし，樹高，胸高直径（ＤＢＨ），樹齢（年
輪数）を測定した（図３）。

図３　樹木の測定
⒜　測高竿の使い方，⒝　超音波測音器の使い方
⒞　直径割巻尺の使い方，⒟　成長錐の使い方。

　樹高の測定には測高竿［図３⒜］または超音波測高
器を用いた。測高竿については，測定対象となる樹木
の高さと同じ高さになるまで伸ばして目盛りを読ん
だ。このとき注意すべき点は，下から見上げていたの
では樹木の先端がわからないので，何人かに遠くから
見てもらい，測高竿の先端がちょうど樹木の先端にく
るように合図することである。超音波測高器は，距離
と角度から三角比を利用して樹高を計算するものであ
る。超音波測高器［図３⒝］は，親機（超音波を発信
するもの）と子機（超音波を受けるもの）がセットに
なっている。対象となる樹木の高さ1．3ｍのところに

⒜⒜

⒞⒞

⒝⒝

⒟⒟
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子機を設置し，まず親機から子機を覗いて，樹木まで
の距離を測定する。そのまま樹木の先端を覗いてボタ
ンを押すと液晶画面に測定木までの距離と樹高の数値
が表示されるようになっている。
　胸高直径については，直径割巻尺を用いて測定した
［図３⒞］。このとき注意すべき点は，幹に対して直
角になっているかどうかを測定者以外が周囲から見て
確かめることである。
　樹齢の測定については，成長錐を用いた［図３⒟］。
地表から30㎝程の位置に成長錐をねじり込み，年輪を
細長い円柱状にくりぬいた。このように採取したサン
プルを「コア」とよぶ。このとき注意すべき点は，反
対側に突き抜けないようにすることである。コアの樹
皮側から年輪を順番に読むことで，樹齢を推定した。
それぞれの樹木の樹齢の平均値を林齢とした。
［第３段階］　測定データから，樹木の体積・重量・
炭素含有量・二酸化炭素吸収量を計算した。
　樹木による二酸化炭素の吸収は光合成によっておこ
なわれ，その量は総生産量とよばれる。一方，呼吸と
枯死した部分の分解によって二酸化炭素の排出がおこ
なわれ，その差は純生産量とよばれる２）。この純生産
量が樹木の成長量となるため，成長量を調べることに
よって二酸化炭素の吸収量を推定することができる。
ここでは，高校生レベルの知識で理解できる方法とし
て，日本政府がIPCCに対して報告している樹木によ
る二酸化炭素吸収量の推定方法３）と同じ方法で，樹
木の成長の結果である体積（材積）から二酸化炭素吸
収量を推定した。
　① 　胸高直径と樹高から，円錐近似によって幹の体

積（幹材積という）を求める。それに拡大係数（針
葉樹は1．7，広葉樹は1．8）をかけて樹木全体の体
積を求める。

　注 拡大係数は，幹の体積から根や枝などの樹木全体
の体積を計算するための係数である。

　②  　樹木全体の体積に容積密度（針葉樹は0．4，広
葉樹は0．6）をかけることによって樹木の重量に
換算する。

　注容積密度は，体積から質量にするための係数である。
　③ 樹木の重量に1/2をかけて，炭素蓄積量を求める。
　注 乾燥時の樹木に含まれる炭素の重量が樹木の重量

の１/２といわれている。
　④ 　炭素蓄積量に44/12をかけて，二酸化炭素吸収

量を求める。
　注 炭素の原子量12と二酸化炭素の分子量44を用いた

比例計算によって，樹木によって固定された炭素

貯蔵量から吸収された二酸化炭素吸収量を推定す
ることができる。

　⑤  　この値を樹齢で割ることによって，１年当たり
の二酸化炭素吸収量を推定することができる。

　⑥  　人工林やいろいろな遷移段階の樹林を調査し，
どのような森林が二酸化炭素吸収量が多いのか等
を考察する。

森林調査のデータ処理

　クヌギ人工林での調査についてまとめた結果を紹介
する。表１に，クヌギ人工林における樹高，胸高直径

（ＤＢＨ），樹齢，炭素貯蔵量，二酸化炭素吸収量，１
年当たりの二酸化炭素吸収量を示す。人工林であるの
に，班によって樹齢のばらつきがみられたのは，植栽
後数年間は部分的に補植がおこなわれていたことと，
他の樹種が侵入してきたためと考えられる。平均樹齢
が19年と比較的若齢であったため，平均樹高が9．4m，
平均ＤＢＨが13．7㎝と小さかったため，炭素貯蔵量と
二酸化炭素吸収量も比較的小さい値を示した。ただし，
１年間当たりの二酸化炭素吸収量については，10t/
ha/yr前後の表２のクヌギ天然林と類似した値を示した。

表１　クヌギ人工林における調査結果
［プロット面積（10m×10m）］

表２　森林ごとの林齢，炭素貯蔵量，二酸化炭素吸収量

図４　クヌギ人工林におけるＢＡと二酸化炭素吸収量の関係
（注）ＢＡは胸高断面積で，高さ1．3ｍでの幹の断面積のことである。

　図４に，クヌギ人工林における胸高断面積（ＢＡ）
と二酸化炭素吸収量の関係，図５に，樹高の頻度分布
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を示す。クヌギ人工林では，ＢＡが大きくなるほど１
年間当たりの二酸化炭素吸収量も大きくなる傾向が認
められた（図４）。すなわち，大きな木ほど二酸化炭
素吸収量が大きいことを示している。また，樹高の頻
度分布より，平均値である樹高10m前後の個体が多く，
ばらつきが小さいことがわかった（図５）。

図５　クヌギ人工林における樹高の頻度分布図
（注）�クヌギ人工林における最大樹高は20m以下であったが，他の森林

の樹高と比較するために，縦軸を40mまでとして示した。

　図６に，クヌギ人工林におけるそれぞれの樹種の優
占度（ＢＡ割合）を示す。植栽されたクヌギが50%以
上を占めており，この森林の優占種であることを示し
ているが，ヤマザクラ，コナラ，ミズキ，ウリハダカ
エデなどの落葉広葉樹も侵入してきていることを示し
ている。

図６　クヌギ人工林における樹種の優占度

これまでの調査データとの比較

　これまで調査された森林の区分，林齢，炭素蓄積量，
二酸化炭素吸収量を表２に表す。天然林４，人工林３
の合計の森林を調査した結果である。林齢はブナの天
然林が49年と最も大きかったが，ほかの森林の林齢は，
人工林も天然林も，ほとんどが20～40年であった。そ
れに対して，炭素貯蔵量や二酸化炭素吸収量では比較
的ばらつきが大きかった。同じ樹種が優占する森林（ク
ヌギ林とブナ林）でも，天然林と人工林では炭素貯蔵

量や二酸化炭素吸収量に違いがみられた。
　図７に，これまで調査されたさまざまな森林の林齢
と炭素貯蔵量の関係，図８に，林齢と１年当たりの二
酸化炭素吸収量の関係を示す。天然林でも人工林で
も，林齢が大きくなると炭素貯蔵量は大きくなる傾向
があった（図７）。特に林齢の大きなブナ天然林の値
が比較的大きかった。一方，天然林においては林齢が
大きくなるほど１年当たりの二酸化炭素吸収量が大き
くなる傾向がみられたが，人工林ではそのような関係
はみられなかった（図８）

図７　森林の林齢と炭素貯蔵量の関係

図８　森林の林齢と１年当たりの二酸化炭素吸収量の関係

人工林と天然林の比較

　同じ樹種でも天然林と人工林で樹高のばらつきに違
いがあるかどうかを検討するため，図９にブナの天然
林と人工林，図10にクヌギの天然林と人工林におけ
る樹高の頻度分布を示す。同じ樹種であっても，天然
林の方が人工林より幅広い階層に分布しており，樹高
のばらつきが大きいことを示した。
　図11に，これまで調査されたさまざまな森林につ
いて，天然林と人工林に分けた場合の樹高の頻度分布
を示し，図12に，さまざまな森林における構成樹種数
と１年当たりの二酸化炭素吸収量を示す。一般的に，
天然林の方が人工林より幅広い階層に樹木が分布し，
樹高のばらつきが大きい傾向がみられた（図11）。ま



53

森林の二酸化炭素吸収量の推定

た，森林を構成する樹種数が多くなると，すなわち，
樹種多様性の高い森林になるほど，１年当たりの二酸
化炭素吸収量が大きくなる傾向がみられた（図12）。

図９　ブナの天然林と人工林における樹高の頻度分布

図10　クヌギの天然林と人工林における樹高の頻度分布

図11　天然林と人工林における樹高の頻度分布

図12　樹種数と１年当たりの二酸化炭素吸収量の関係

　これまで調査されたさまざまな森林と比較すると，
炭素貯蔵量は天然林も人工林も林齢が大きくなるにつ

れて大きくなっており，天然林は人工林より炭素を多
く貯蔵していた（表２，図７）。また，天然林では樹
齢が大きくなるにつれて１年当たりの二酸化炭素吸収
量も大きくなっていた（表２，図８）。しかし，人工
林では，林齢が約20年であるクヌギ林と林齢が約40年
のブナ林およびヒノキ林では二酸化炭素吸収量にあま
り違いはなかった（表２，図８）。すなわち，人工林
では林齢が違っても１年当たりの二酸化炭素吸収量は
増加しないことがわかった。このことから，天然林も
人工林も樹齢が大きい森林がより多くの二酸化炭素を
吸収し，多くの炭素を貯蔵すると考えられる。しかし，
人工林は天然林ほど炭素を蓄積せず，林齢を重ねても
１年当たりの二酸化炭素吸収量は増加しないことがわ
かる。人工林が天然林より二酸化炭素を吸収しない理
由は，人工林と天然林における樹高のばらつきや樹種
の多様性の違いが原因と考えられる。その根拠は，そ
れぞれの調査地の樹高のばらつきをグラフに表すと，
人工林であるクヌギ林やヒノキ林，ブナ林はあまり樹
高のばらつきがみられなかったが，天然林にはばらつ
きがみられることである（図９，図10，図11）。この
ことにより，樹高が同じぐらいの木が集まっている人
工林は天然林よりよく日光をあびることができず，二
酸化炭素を効率よく吸収することができないのではな
いかと考えられる。しかし，2013年に調査したコナラ
天然林は樹高のばらつきがみられず，他の天然林や人
工林よりも二酸化炭素を吸収していなかった（表２，
図11）。このことは，コナラ林は火入れという攪乱後
に一斉に更新したことによって成立した二次林であり
４），サイズのばらつきが小さかったことが原因である
と考えられる。
　樹種数と二酸化炭素吸収量のデータの比較（図12）
から，樹種数が多い，すなわち種多様性が高いほど二
酸化炭素吸収量が多いことが示された。すなわち，こ
れまでの予測５）と同様に，単一の樹種からなる人工
林よりも，多様な樹種からなる天然林のほうが多くの
二酸化炭素を吸収できることが明らかとなった。

中学生との合同で調査した亜熱帯の森林と比較

　森林の二酸化炭素吸収量を，地球規模で比較したい
と提案があり，南西諸島の久米島で地元の中学生と合
同で亜熱帯の森林を調査した（図１）。
　気候による違いを検証するため，これまでおこなっ
ていた岡山県の温帯に属する森林だけでなく，亜熱帯
に属する沖縄県久米島と座間味島で，同様の方法を用
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いて森林のフィールド調査をおこなった。久米島では，
地元の中学校と協力してリュウキュウマツの優占する
だるま山の天然林で調査をおこなった。その調査結果
を表３に示す。久米島だるま山のリュウキュウマツ林
では，平均樹齢が約28年で，１年当たりの二酸化炭素
吸収量が約8．46t/ha/yrであった。

表３　沖縄久米島のリュウキュウマツ天然林における調査結果
［プロット面積（５m×５m）］

図13　久米島における樹木のＢＡとCO2吸収量の関係

図14　久米島における樹齢とCO2吸収量の関係

　図13に，沖縄県久米島のリュウキュウマツ天然林
における胸高断面積（ＢＡ）と１年当たりの二酸化炭
素吸収量との関係，図14に，樹齢と１年当たりの二
酸化炭素吸収量との関係を示す。ばらつきは大きいも
のの，ＢＡおよび樹齢が大きくなるほど，１年当たり
の二酸化炭素吸収量は大きくなる傾向を示した。
　図15に，久米島における樹種ごとの１年当たりの
二酸化炭素吸収量を示す。優占種であるリュウキュウ
マツの値が最も大きいが，オキナワスダジイも比較的
大きな値を示した。それに対し，シバニッケイ，ハマ
ヒサカキ，コバンモチは比較的小さな値を示した。
　亜熱帯と温帯の，天然林における炭素貯蔵量と１年
当たりの二酸化炭素吸収量を比較する。図16に，亜
熱帯に属する久米島のリュウキュウマツ天然林と温帯

に属する岡山の天然林における炭素貯蔵量と１年当た
りの二酸化炭素吸収量を示す。亜熱帯の天然林の炭素
貯蔵量は林齢が同じくらいの温帯の天然林と同等の値
を示すが，１年当たりの二酸化炭素吸収量は温帯の天
然林に共通した値を示した。

図15　久米島における樹種ごとの合計 CO2吸収量

地域の違いによる比較

　沖縄県久米島で得られたデータと岡山県蒜山におけ
る天然林のデータとの比較では，炭素貯蔵量は林齢が
大きくなると増加するが，１年当たりの二酸化炭素吸
収量にあまり差はなかった（図16）。このことは，温
帯に比べて亜熱帯の総生産量は大きいが，呼吸量も多
いため，その差である純生産量すなわち成長量に違い
が生じなかったためと考えられる。

図16　 沖縄県久米島と岡山県蒜山の天然林における炭素貯蔵量
CO2吸収量の比較（　）内は林齢

いろいろな森林を比較してわかったこと

　森林の二酸化炭素吸収量は，林齢や個体のサイズと
関係が深いことが明らかになった。
　① 　林齢が高いほど多くの炭素を貯蔵し，多くの二

酸化炭素を吸収する。
　② 　天然林では林齢が大きくなるにつれて二酸化炭

素吸収量や炭素蓄積量は大きくなるが，人工林で
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は林齢による違いはあまりない。
　③ 　人工林の炭素貯蔵は天然林に比べて少なく，天

然林のほうが効率よく二酸化炭素を吸収する。
　④ 　森林がより効率よく二酸化炭素を吸収するに

は，樹種の多様性が高く，樹高にばらつきがある
ほうがよい。

　⑤ 　同じくらいの林齢であれば，温帯に属する岡山
の森林と亜熱帯に属する久米島の森林の１年当た
りの二酸化炭素吸収量にはあまり差がない。

　これらのことから，種多様性が高く，垂直的構造が
発達し，林齢の大きい森林が最も効率よく二酸化炭素
を吸収することがわかった。したがって，地球温暖化
を軽減するには，人間による二酸化炭素の排出量を減
らす努力をする必要があると同時に，二酸化炭素を多
く吸収してくれる天然林の保全が重要であることがわ
かった。

生徒の課題研究としての森林実習

　調査地周辺では，ヒノキ人工林，ブナ林だけでなく，
山焼きができなくなってから放棄された年数が異なる
いろいろな遷移状態の森林があるので４），多様な樹林
を調査対象にできるという利点がある。調査プロット
の設定場所を変えることで，「遷移段階の違いによっ
て二酸化炭素吸収量がどのように違うのか」，「人工林
と天然林では二酸化炭素吸収量はどちらが高いのか」
等のさまざまな研究課題が設定できた。
　森林調査は，１人だけでできるものではなく，複数
の人が協力して測定することが大切で，それぞれの班
のメンバーのチームワークの善し悪しが調査の正確さ
と速さに影響する。
　たとえば，樹高の測定では測高竿を用いるが，測定
対象となる樹木の高さと同じ長さになるまで測高竿を
伸ばして目盛を読む。このとき注意すべき点は，下か
ら見上げていたのでは樹木の先端がわからないので不
正確になりやすい。何人かに遠くから見てもらい，測
高竿の先端がちょうど樹木の先端にくるように合図す
るという協力体制をつくることが必要になる。測定方
法を全員が完全に理解し，より正確なデータを取ろう
という気持ちを共有することが必要になる。
　この調査活動を通して，生徒は 1 週間にも満たない
期間で大きく成長した。それは，樹木が同定できるよ
うになったとか，森林調査の方法を知ることができる
という知的な成長以上に，協力する気持ちだったり，
きちんと最後まで粘り強く頑張ることだったり，とに

かく“たくましく”なったというのが筆者の実感である。

学校設定科目「自然探究Ⅰ」で国際交流

　森林実習は「自然探究Ⅰ」（１単位）の学校設定科
目として設定している。このほかに，「自然探究Ⅱ（１
単位）」（琉球列島での環境学習），「自然探究Ａ（１単
位）」（マレーシアの大学と連携した環境学習）がある

（図17）。

図17　森林調査を通してマレーシア・UTHM大学の学生と交流

　2015年度の「自然探究Ⅰ」は，「自然探究Ａ」の研
修先であるマレーシアのツン・フセイン・オン・マレー
シア大学（UTHM）から大学生・大学院生10人を受
け入れて，合同で森林調査を実施した。
　合同で作業したマレーシアからの大学生・大学院生
についての生徒への質問で，森林実習の研修前と研究
後にアンケートを取った答えが図18である５）。

図18　UTHM大学との合同調査前後での意識の変化
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　実習を通して他国の人とも気持ちが通じて，わかり
あえることができると実感した生徒が大多数を占めて
おり，生徒の意識が大きく変わっている。自然の中で
の調査を通じて交流することによって他国の人に対し
て抵抗感が低くなったことは，このような活動がグ
ローバル社会で活躍するための足掛かりになるという
ことだと思う。
　また，UTHMを会場に開催された国際学会Inter 
national Conference on Biodiversity（ＩＣＢ）2015に
特別に許可をいただいて，「Forest diversity and CO2 
absorption」という演題で生徒に発表させていただい
た（Best Poster Award受賞，図19）。この森林実習
を通しての交流が，地球規模の環境問題に取り組む国
境を越えた教育プログラムになったと考えている。

図19　ICB2015で森林調査の成果をポスター発表

森林に足を踏み入れることで自然を体感

　森林実習では，林道を歩くのではなく，林道脇の草
叢をかぎ分けて森林に入っていく。ほとんどの生徒た
ちにとって，これまでにない体験らしい。森林に入る
と草が生い茂っているのかと思うと想像していたら，
一面を枯葉で埋め尽くされていて，歩くとフワフワと
した歩き心地だったりする。笹に覆いつくされた場所
でもかき分けていけば歩けてしまう。山の中を喜んで
歩いているのを見ると，感受性の高い高校時代にこそ
このような体験をさせてやりたいと感じた。人間は海
や山で自然を楽しんでいるときは優しくなる。この体
験をしたことで，自然に優しいまなざしを向けられる
大人になってくれると信じている。

［謝 辞］
　この森林実習では，鳥取大学農学部教授の佐野淳之
先生にご協力いただき，この森林実習を10年間継続し
て実施することができました。現地での樹種の同定，

調査方法についての先生のご指導がなければ実現でき
なかったと思います。
　そして，この調査をまとめることができたのは，森
林実習に参加し，樹木調査してくれた清心女子高等学
校生命科学コースの高校生，UTHMの大学生・大学
院生，久米島西中学校の中学生および，それぞれの学
校の先生方のご協力のお陰です。この場を借りてお礼
を申し上げます。また，調査の際にお世話になった鳥
取大学農学部教育研究林「蒜山の森」のスタッフの方
々に感謝します。
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p304-314（2020）から転載
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はじめに

　平成11年，高等学校学習指導要領で，教科横断的な
学習が可能な「総合的な学習の時間」が告示された。
生徒が自ら学び自ら考える力や学び方やものの考え方
などを身に付けさせ，問題を解決する資質や能力など
を育むことを目的に誕生した。
　本校では，「総合的な学習の時間」が2002年度（中
学校），2003年度（高等学校）に実施される前の1998
年度から学校設定科目として「国際情報」と「発展科
目」の授業を教育課程に設定した。「国際情報」は，
コンピュータとインターネットを使った情報教育の授
業として，「発展科目」は，高校の学習範囲を超えた
広範囲な内容のいくつかの講座を用意し，生徒自身が
自由に選んで学習できる選択授業とした。当時，「コ
ンピュータ導入は受験指導の邪魔になる」，「従来の
教科の枠を超えた授業は冒険的過ぎる」という意見も
あったが，「生きる力」をキーワードにした「平成の
教育改革」が追い風となって設定することができた。
その後，「総合的な学習の時間」の設定が義務付けら
れ，本校は，「国際情報」を「情報Ａ」とし，「発展科
目」を「総合的な学習の時間」とした。
　この「国際情報」と「発展科目」を教育課程として
設定したことにより，新教育課程の「情報Ａ」と「総

岡山県下の小学校での学校飼育動物の現状

秋山繁治・鈴木美有紀

Current status of school-reared animals at elementary schools in Okayama Prefecture

Shigeharu AKIYAMA， Miyuki SUZUKI

　This research shows how students created questionnaires and conducted analysis in specialized 
subjects such as international studies and electives in 1998．It is also an educational and pioneering 
initiative of inquiry activities to be promoted in the 2018/2019 course of study． 
　The questionnaire on school-reared animals was sent to all elementary schools in Okayama 
prefecture，with a response rate of 83%．According to the results，rabbits were the most bred，but 
raising them is made difficult by a lack of knowledge，poor breeding conditions，and insufficient 
support．In spite of this，many schools had purposes for breeding and this led to an attachment to 
the animal and an understanding of its importance．Schools without such a purpose for breeding 
tended to abandon breeding the animals．

＜キーワード＞　総合的な学習の時間，小学校，飼育動物，ウサギ，両生類

合的な学習の時間」への切り替えもスムーズに行えた
のだろう。そして，学校飼育動物の調査を継続して行
うことが可能となった。

学校飼育動物の調査を始めた背景

　本校で取り組んでいる学校飼育動物の調査は，1999
年度の「国際情報」という授業の中で生徒への課題と
してスタートした。その後，「情報Ａ」や「総合的な
学習の時間」の『生命』」で，調査や分析を継続し，
現在に至っている。
　調査内容を，学校飼育動物にしたきっかけは，当時，
青少年の事件が多発しており，命を軽視することが問
題になっていた状況下で，子どもたちに命の大切さを
教えるための教材として，小学校で飼われている動物
の役割を見直すことが目的だった。
　しかし，学校飼育動物の調査を10年間実施してきた
現在では，次のような新しい問題点も感じている。
　① 　高校生にとって小学校時代の飼育動物について

の記憶がほとんどない状態で，意識されていない
存在になってしまっている。

　② 　ウサギの生き埋め事件に代表されるように，飼
育について先生方の理解が乏しいのが現状で，赴
任したばかりの若い先生に飼育の担当が押しつけ
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られるような状況にある。
　③ 　飼育についての負担感が大きく，鳥インフルエ

ンザなどを理由に飼育を止める傾向が出始めている。
　④ 　ペットの殺処分など，動物の命が物のように扱

われる傾向が強まっている。
　生徒も，訪問調査をして，このような現状を知り，
様々な感想を持っていることだろう。しかし，生徒の
出身小学校に限定した訪問による聞き取り調査だけで
は，データとして全体像が見えてこないと考え，より
広域に詳細な調査が必要だと考えた。岡山県で学校飼
育動物の現状を把握できる全県的な調査が今まで実施
されていなかったこともあり，2008年に岡山県内の小
学校を対象にしたアンケート調査を実施することにし
た。自分の足で調査することと，広域に詳細な調査を
することで，より実態として把握できる資料が得られ
ると考えた。このようにして，所期の目的である「飼
育動物の役割」や「飼育動物のより良い飼育の仕方」
などを，生徒たちの視点で再考してもらいたいと考え
ている。アニマルセラピーなどで心を癒す動物の役割
が重要視されているように，幼少時から動物を愛して，
庇いながら育てる体験は重要だと思う。また，小学校
の風景に馴染むものとして歴史的に飼われてきた動物
たちを本当の意味で役立てることが大切である。この
調査が，飼育動物に関しての問題提起になればと考え
ている。

具体的な実施内容とその結果

⑴　出身小学校への訪問調査
　 　調査項目は，動物の種類，飼育個体数，飼育環境，

など。
　 　1999年度の「国際情報」の生徒への課題としてス

タートし，2007年度からは「情報Ａ」の課題レポー
トとして実施。2007年度の報告レポートは125件，
2008年度は101件であった。

⑵　小学校飼育担当者へのアンケート調査
　①　飼育状況……グラフ①
　②　飼育をやめた動物……グラフ②
　③　ウサギの飼育……グラフ③
　④　動物の扱い……グラフ④
　2008年２月から３月にかけて，岡山県内小学校435
校にアンケート用紙を郵送。360校（83％）から回答
を得た。
　アンケートの作成，封筒入れ，データ整理及びデー
タの入力は，生命科学コースの「総合的な学習の時間」

『生命』の授業で行い，データ解析は，生命科学コー
ス学校設定科目「生命科学課題研究」で，研究発表に
直接関係した生徒が担当した。

〔結果〕
①　飼育状況
　■小学校で動物を飼育していますか。

　■飼育している動物は何ですか。

　動物を飼っている学校は93％で，ウサギが最も多く，
69．7%，次が魚類で61．9％と僅差であった。

②　飼育をやめた動物
　■飼育をやめた動物は何ですか。
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　■なぜ飼育をやめましたか。

　飼育をやめたのが最も多かったのがニワトリで，そ
の他にもインコ，チャボなどの鳥類が目立っている。
鳥類の飼育をやめた理由については，具体的に，鳥イ
ンフルエンザであると答えている学校もあった。

　■飼育する上で困った場合，誰かに相談しましたか。

　■相談機関があったら何を相談しますか。

　相談機関があったら何を相談するかという問いに対
し，動物の病気についてという回答が最も多かった。
現状では，飼育で困っていても外部に相談しないで学
校内で対処したという回答が 58％で半数を上回って
いた。

③　ウサギの飼育
　■ウサギを飼育していますか。

　■ウサギのオスとメスを区別できますか。

　■オスメスの飼育空間はどのようになっていますか。

　■ウサギのオスは去勢していますか。
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　■ウサギの飼育数

　■飼育動物はどのように入手しましたか（複数回答可）。

　■動物が死んだらどうしていますか。

　ウサギを飼育しているのは全体の 65％で，飼育担
当者が雌雄を判別できない学校が半数を上回った。雌
雄混在で飼育されている場合が多い。去勢率は低く
91％が去勢していない。爆発的に増え，最多で40羽に
もなっている場合もあった。
　ウサギの飼育をやめた学校は，店で購入した場合が
多く，飼育をやめていない学校は関係者から譲り受け
た場合が多かった。また，飼育をやめた学校では「以
前から飼育が継続されているだけで特に目的はない」
という回答が目立ったのに対して，飼育をやめていな
い学校は「生命尊重と動物を飼育する責任を教えたい」
と目的をもっていることを回答したところが多かった。

④動物の扱い
　■飼育の目的は何ですか（複数回答可）。

　飼育目的は「生命の尊さと動物を飼う責任を学習さ
せる」というものが圧倒的に多い。死んだ動物をゴミ
として処分しているという学校も存在した。

　■飼育する上で困ったことは何ですか。
　飼育上で困難だったことを尋ねたところ，最も多
かったのは「長期休暇中の飼育管理」であった。平日
と休日の飼育担当者をみると，平日は生徒と教師が一
緒に世話をすることが多いが，休日になると教師のみ
で世話をしていることが多かった。

〔考察〕
　最も多く飼育されているのはウサギだが，雌雄を区
別できない学校が多く，避妊しないで雌雄を混在させ
て飼っている場合が多い。動物についての知識が教師
でさえ理解が十分でない状態で飼っているので，困難
に直面する場合が多いことが想像される。ウサギは，
避妊・去勢をして，飼育数を２・３匹に制限して飼え
ば，問題なく飼える動物である。
　鳥インフルエンザの流行で鳥類の飼育を中止した学
校があったが，これも知識がないまま，社会的な話題
に翻弄され，動物飼育にネガティブな状況の反映した
ものと考えられる。動物の病気について獣医に相談す
るなど，教師自身が，極端な誤解に対しての説明がで
きる知識を身につけることが必要である。
　人間と同じように，動物も必ず死をむかえるが，大
切に飼育した動物の死を児童たちにどのように伝える
かということも重要な教育テーマだと考えられる。ゴ
ミとして処分している学校もあるが，「生命の尊さ」
をどう教えるのかをもう一度考えてほしい。調査した
高校生にとって，「ゴミとして処分」という記載に驚
いた生徒は多い。ペットの殺処分も行われる社会なの
で，大人の判断として「死を見せない」ように考える
視点もあるが，学校教育でどのように扱うかを再考す
る必要があると考えられる。
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　休日の飼育は現在，担当教師のみが行っていること
が多く，大きな負担になっている。保護者や地域住民
の協力が得られるような状況が求められている。
　全体的に学校飼育動物は減少しているが，飼育をや
めるかどうかの判断を慎重にしてほしいという思いを
強く持った。飼育している学校では，飼育に対して目
的がある場合が多く，飼育をやめる学校では目的意識
がないことが数字の上でもはっきりしている。飼育目
的を再考することで，学校での動物飼育に前向きに取
り組むことができ，その結果，児童の教育に意味を持
つことができればと期待している。

⑶　本校生徒へのアンケート調査
　⑤　小学校時代の飼育経験……グラフ⑤
　⑥　本校での動物飼育経験……グラフ⑥
　文理コース70名，生命科学コース（本校で動物飼育
を経験）44名，合計114名から回答を得た。
〔結果〕
⑤　小学校での飼育経験
　■ウサギの飼育経験があるか。

　■触ったことがあるか。

　■抱いたことがあるか。

　■餌をあげたことがあるか。

　■小屋を掃除したことがあるか。

　小学校のときにウサギの飼育経験がある生徒は83％
で，そのうち餌をあげたことがあるのは87％，小屋の
掃除をしたのは69％とかなり高い数値結果であった。
しかし，同様に触ったことはあっても抱いた経験はな
い人も見られた。「触る」，「餌をあげる」という軽い
接触はあっても，小屋の掃除をしたり抱いたりしたと
より深い接触の経験は少なくなる。飼育経験があると
しながら，触れたことも餌をあげたこともないと回答
した生徒もいた。
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　■休日の世話はだれがしていたのか。

　学校に飼育動物がいたと回答した人のうち，半数は
休日の世話を誰がしていたか知らなかった。休日の飼
育について，気にかけていることが少ないようだ。
⑥　本校での動物飼育経験
　■両生類を気持ち悪いと感じますか。

　■両生類を「かわいい」と思ったことはありますか。

　■両生類に触れますか。

　■ 貴重種の重要さや，環境保護について考えるよう
になったか。

　生命科学コースでは，高校 1 年で，放課後，両生類
（サンショウウオ）の飼育を当番ですることになって
いる１）。文理コースの飼育経験がない生徒と両生類へ
の意識について比較した。
　「両生類を気持ち悪いと感じますか」という問いに
対して，「飼育経験あり」と「飼育経験なし」ではっ
きりとした違いが表れた。「飼育経験あり」は，80％
が気持ち悪いとは感じていない。
　また，「両生類をかわいいと思ったことはあります
か」という問いにも，「飼育経験あり」は圧倒的に両
生類をかわいいと思ったことのある人が多い。同じく，

「両生類に触れることができますか」に対しても，飼
育によって慣れて触れることができるようになったと
自分が変化したことを認める人も多かった。

〔考察〕
　休日の世話の負担を想像できる生徒が少なく，結果
として先生のみが世話を行っていると思われる。この
ことは，高校生であっても，動物飼育をさせた土・日

飼育経験なし 飼育経験あり

飼育経験なし 飼育経験あり
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曜日の世話については最初は想像できないことと一致
している。人間の都合で考える文化がしみ込んでいる
と考えられる。
　飼育動物として哺乳類や鳥類が飼われる場合が多い
が，飼育を経験することによって，両生類でも接触に
慣れ，苦手意識がなくなり，かわいいと思うようにな
ると判断できる。また，その両生類が，希少種などに
指定されている場合，自然環境に目をむけ，環境保護
について考えるきっかけともなり得ることが判った２）。

今後の課題
　小学校へのアンケート結果で様々な問題点を見出す
ことができた。小学校よりさらに多くの動物と関わる
ことを教育内容に盛り込んでいる幼稚園ではこの問題
点がどのような状況なのだろうと，2009年２月から３
月に，岡山県内の幼稚園を対象にアンケートを実施し
ている。現在この集計に取り組んでいる。

今後の調査
・岡山県内幼稚園のアンケート結果の集計
・ ５年後・10年後に，小学校に再度アンケート調査を

行い，飼育頭数の変移等を見る。
・ 調査対象とする地域を限定し，より詳細なデータを

とる。

最後に

　岡山県下の83％の小学校にアンケートに応じていた
だいたことで，学校飼育動物の現状をある程度理解す
るきっかけになる調査ができたと考えている。
　中央教育審議会は，動物に触れる教育で「心の教育」
を提言しているが，学校現場では，担当教員の知識不
足，飼育経費の不足，飼育作業の負担などが原因とな
り，飼育を敬遠する流れを生み，鳥インフルエンザな
どの社会問題と相まって，飼育動物を激減させる現状
をつくっている。
　また，出身小学校に出向いての調査では，卒業生と
して訪問した学校で，「見せることはできない」と拒
否されたケースが，10年間の調査で初めて2008年に３
件発生している。今の小学校が卒業生に警戒しなけれ
ばならない状態にあるのか，飼育状況を見られたくな
いのか，理由は不明である。
　今回のアンケート調査を実施するにあたり，アン
ケートの作成・送付のための封筒入れ・データ整理及
びデータ入力・データ解析は，2006年に文部科学省の

ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を
受けて誕生した「生命科学コース」の生徒が中心になっ
て進めてきたものである。全国学校飼育動物研究会で
の発表も生命科学コース２年生の鈴木美有紀さんにお
願いした。本校の教育における研究課題は，「生命科
学コースの導入から出発する女性の科学分野での活躍
を支援できる女子校での教育モデルの構築」である。
女性の理系分野への進出が極端に少ない日本で，女子
生徒の理系への進学を支援できるような教育を考えよ
うというものである。しかしながら，単に科学技術を
学ぶことを進めるのではなく，「生命」を大切に考え
られる人間に育ってほしいということを願っている。
大学への進学者にとって，「受験に関係ないものは必
要ない」と考えられがちだが，人間にとってもっとも
大切なものは何なのかを再考することが必要な時代に
なっているように考えている。
　授業「生命」の学校飼育動物についての獣医の先生
の講義で，「自分のペットの死と学校飼育動物の死と
どちらが悲しいですか」という問いが生徒に投げかけ
られた。生徒からは「自分のペットが死んだときの方
が悲しい」という答えが必ず帰ってくる。その理由は，
共に過ごした時間が長いほど愛着が生まれ，大切なも
のになっていくのだという証明であると思う。人間の
家族も学校時代の友達も，共に過ごした時間が長いと
感じられることが大切なのだと思う。多くの学校飼育
動物が大切にされ，子どもたちに命を大切にする気持
ちを育む役割を果たすような存在になることを祈りつ
つ，今後も研究を続けていきたいと思っている。

参考文献
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南西諸島での環境学習（自然探究Ⅱ）で女子生徒は何を学んだか

はじめに

　現代社会では，日常的な生活の中で自然に触れるこ
とが非常に少なくなっている。特に女子では自然体験
は少ない。自然体験は理科離れと関係があるかどうか
も議論されている１）。
　本校のＳＳＨ事業では，女子生徒のための理系進路
選択支援の教育プログラムは，「知識」，「体験」，「研究」
の３本の柱で構成しているが，10年間のＳＳＨ事業の
取組の成果として，「体験」に関わる学校設定科目と
して，野外実習（「自然探究Ⅰ・１単位」）２），研修旅
行（「自然探究Ⅱ・1 単位」），海外研修（「自然探究Ａ・
１単位），の３科目が誕生した。
　本報告では，「自然探究Ⅱ」について報告する。「自
然探究Ⅱ」のルーツは，多くの学校で実施している修
学旅行で，新規に開設した生命科学コースの修学旅行
を “ 環境学習をテーマにした研修 ” と考え直すことか

南西諸島での環境学習（自然探究Ⅱ）で
女子生徒は何を学んだか

秋　山　繁　治

What school girls learnt from the environmental study on the Nansei Islands

Shigeharu AKIYAMA

　The training trip to Okinawa began in 1999．Previous to this，school excursions to the area were 
tourist in nature．Central to these trips were visits to churches for mass； as well as visits to points 
of interest and historical and natural sites．Seeking to raise student motivation，we conducted a 
reformed study trip in 1999．Three courses were established： a Natural Environment Course； a War 
Peace Course； and a History and Culture Course．We allowed students to choose the course they 
wished to join．The trip to Okinawa，which was set to be implemented in the 2001．was well received 
by students．but had to be canceled due to the 9-11 terrorist attacks in the United States． In spite 
of this，there was a strong demand among students to go forward with the trips，and from 2003 trips 
to Hokkaido （one based on Hokkaido History and Culture，and one focused on Hokkaido’s natural 
environment） as well as two trips to the Okinawa resumed．Furthermore，from 2003．The Okinawa 
Natural Environment course changed its base to Iriomote island to enhance students’ contact with 
nature．Beginning in 2012，the trip was based on the Okinawa main island and Zamami island to 
further strengthen cooperation with universities．With the establishment of the Life Science Course 
in 2006，the trips have been incorporated into the subject Nature Exploration II in the education 
program of the Life Science Course．In this report，I would like to introduce the results of this 
subject，focusing on its history and contents： the reaction of parents，and the evaluation of students．

＜キーワード＞　研修旅行，環境学習，沖縄本島，西表島，座間味島

ら出発した。
　亜熱帯沖縄の雄大な自然との触れ合いと大学の研究
者などによる自然観察や野外調査の指導によって自然
への科学的理解の芽が育つとともに，実習や宿泊を伴
う共同生活で，研究活動に取り組む際のリーダーシッ
プや協調性の育成にも役立つという信念をもって取り
組んだ成果を，企画に至った経緯，実施内容，保護者
の反応，生徒の評価を中心に紹介したい。

企画に至った経緯

　沖縄県への研修旅行は，1999年度に始まった。それ
までの研修旅行は，修学旅行の位置づけで，基本的に
団体行動で，生徒全員が同じ場所に行き，見学や体験
をするというもので，内容は，教会でのミサ，名所旧
跡の見学，座禅会，山登りで，「研修旅行」と名前は
ついていたが，実際は多くの学校が実施している「修



66

南西諸島での環境学習（自然探究Ⅱ）で女子生徒は何を学んだか

学旅行」であった。
　1995年７月に学校改革のためのプロジェクトチーム
が誕生し，1997年８月迄，「西暦2000年に清心学園は
何ができるか」をテーマにして，生徒，教員，保護者
を対象とした学校教育についてのアンケートを実施
し，その回答をもとに，どのような方向に向かうかを
議論した。その成果３）の具体的な展開として，生徒
にとって魅力的な研修旅行の姿を考えて，1999年度に
は，学習の動機付けになるような研修ということで，
複数の旅程を設定し，生徒一人一人が選んで参加する
というコース別スタイルに変更した。
　内容は，沖縄本島で，「自然環境コース」，「戦争平
和コース」，「歴史文化コース」を設定した。1999年，
2000年度の内容は生徒に大変好評で，充実したものが
できたと思った矢先に，アメリカの同時多発テロ事件
が勃発し，その影響で次年度から急遽中止になってし
まった。沖縄への研修旅行が危険視され，全国的に中
止された。その影響で沖縄県の観光産業が疲弊し，沖
縄県の経済悪化をまねいた。
　本校では，「沖縄の人たちに失礼だ。こんな状況だ
から逆にいくべきだ」という教員の意見もあったが，
学校としての同意は得られず，中止に追い込まれた。
それ以後，元の修学旅行的な内容に戻され，行き先を
2001年度は東京，2002年度は北海道にしたが，生徒か
らの復活要望の声が上がったことや，コース別研修を
紹介したＨＰが修学旅行ＨＰコンクールで最優秀を受
賞したことが追い風となって 再び，2003年度からコー
ス別スタイルが復活し，北海道２コース（「北海道歴
史文化コース」，「北海道自然環境コース」），沖縄２コ
ース（「戦争平和コース，「自薦環境コース」）の実施
が実現した。
　さらに，2003年度からは，「沖縄自然環境コース」
は，自然体験を充実させた内容にするということで研
修先を西表島に変更した。また，2006年度の文科省
ＳＳＨ事業に採択され，生命科学コースの開設の際し
て，生命科学コースの教育プログラムに組み込んだ。
2006年から2011年度まで沖縄本島と西表島で実施し
た。
　さらに，大学との連携をさらに強化した内容にする
ために2012年度から2015年度まで沖縄本島と座間味島
で実施した。
 

山陽新聞　2002年3月12日掲載

実施内容

①　西表島を中心にした研修（2006から2011年度）４）５）

　「生命科学コース」の開設に合わせて，女子の理系
進学支援の目的に合わせて，ロールモデルとなるよう
な大学の女性研究者の講演を盛り込んだ教育プログラ
ムを実施した。
　旅程は，３泊４日で，行き先は沖縄本島及び西表島
であった。以下は，ＳＳＨ事業第１期第４年次の実施
内容である。

年　度 日　程 研修場所

2006 ３泊４日 西表島

2007 ３泊４日 石垣島・西表島・瀬底島・沖縄本島

2008 ３泊４日 石垣島・西表島

2009 ３泊４日 石垣島・西表島・沖縄本島

2010 ３泊４日 石垣島・西表島・沖縄本島

2011 ３泊４日 石垣島・西表島・沖縄本島

【日程】2010年10月６日（水）～10月９日（土）
　１日目　（移動：岡山空港→沖縄本島→石垣島→西表島）
　・実習：珊瑚礁の観察（川平湾）
　・実習： 上原港付近の砂浜で動物観察（琉球大学熱

帯生物圏研究センター・成瀬貫准教授）
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グラスボートでサンゴ礁の観察（川平湾）

　２日目　（西表島）
　・実習： ヒナイ川とマングローブ林の観察（村田自

然塾）
　・実習：亜熱帯の森林の観察（村田自然塾）
　・講義： 「甲殻類の生態」（琉球大学熱帯生物圏研

究センター・成瀬貫） 

カヤックでピナイサーラの滝へ（ヒナイ川）

成瀬貫先生の講義（琉球大学熱帯生物圏研究センター）

　３日目　（西表島）
　・実習：星砂の浜で生物観察（村田自然塾）
　・実習： バラス島周辺と浅瀬のサンゴと魚類の観察

（村田自然塾）

星砂（星砂の浜）

　４日目　（西表島→沖縄本島→岡山空港）
　・見学：動物の観察（沖縄こどもの国）
　・講義： 沖縄の動物たち（沖縄こどもの国・飼育員，

沖縄国際大学・金城和三）
　・実習： 保護された動物との触れ合い体験（こども

の国・飼育員）

オオコウモリと交流（沖縄こどもの国）

【生徒のアンケート】
生徒対象アンケート
問１　今回の研修で期待していたこと（複数回答可）
ア．幅広い知識と教養を身につける 　　
イ．興味深いテーマに関するフィールドワーク
ウ．将来の進路や生き方を考えるための知的刺激
エ．友達との思い出づくり
オ．観光地を訪れて景色や風物を見学　
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問２　今回の研修の満足度

ア．大変満足　イ．やや満足　ウ．どちらでもない

エ．やや不満　オ．かなり不満

問３　研修による意識の変化
Ａ  山道を歩いたり，山林に入る抵抗が減った。
Ｂ  動植物に触れて観察することへの抵抗が減った。
Ｃ  グループ行動で皆でまとまろうとした。

ア　よくあてはまる　　　　イ　ややあてはまる　

ウ　あまりあてはまらない　エ　全くあてはまらない

問４　研修中に達成できたこと
Ｄ　自然に十分触れることができた。 
Ｅ　自然環境の大切さを実感した。 
Ｆ　自然に対する自分たちの関わり方を知った。
Ｇ　動植物の観察（調査）法を知った。 
Ｈ　自然と動植物の活動との関連性を知った。
Ｉ　いろいろな分野の研究がイメージできた。  
Ｊ　自分の進路を考える参考になった
Ｋ　進学に向けた学習意欲につながった

ア　よくあてはまる　　　　イ　ややあてはまる　

ウ　あまりあてはまらない　エ　全くあてはまらない

【保護者の意見】（2007年度）
○ 西表島での研修で実体験したことは，本人にとりま

して大きな感動，刺激があったようです。また，そ
の実体験，感動体験があるからこそ，自然や生物，
環境について日常の生活の中でアンテナが張り巡ら
されていっているようです。この様な話題をＴＶや
ＰＣ，本などで目にしたとき，自分なりの考えをい
つも話しています。実体験があると，なお興味や関
心が高まっているようです。

○ コウモリの話，サンゴ，動物についての講演から人
間と自然環境の関係を学んで帰ってきました。自然
を破壊するのは人間だが，また傷ついた動物や自然
を元に戻すことが出来るのも人間しかいないという
ことを実感したことで，一回り大きくなったように
感じました。

○ 毎日の生活では感じることの出来ない自然への思い
をしっかり心に受け止めて旅行から帰ってきたと思
います。言葉で表現してくれる姿がなぜか今までと
違うように感じました。私は沖縄も西表島も写真や
映像でしか見たことがなく，今まで行きたいと思っ
たことはありませんでしたが，娘の話を聞くうちに，
是非一度西表島に行ってみたいと思うようになりま
した。私をそのような思いにさせる話をしてくれた
娘は，やはりこの研修を体験して，大きく成長して
くれたと思います。

【考察】　
　生徒にも親にも満足してもらえる内容になってい
る。自然に対する抵抗は多くの生徒が減少し，協調性
も身についていることがわかる。研修目的の達成度は
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概ね80％以上の生徒が肯定している。３泊４日の研修
で過大評価とは思われるが，保護者に「一回り人間が
大きくなった」という話を聞くと企画する側も嬉しく
なる。雄大な自然は心を癒し，自然の素晴らしさ，大
切さを生徒に教えてくれている。

②　座間味島を中心にした研修（2012から2015年度）６）

　2011年度の生命科学コース入学生から学校設定科目
「自然探究Ⅱ」（１単位）として単位化するにあたり，
旅程を３泊４日から４泊５日に，行き先を沖縄本島及
び座間味島にして，大学との連携をより深めた実習中
心の研修へと変更した。以下は，ＳＳＨ事業第２期第
２年次の実施内容である。

年　度 日　程 研修場所

2012 ４泊５日 瀬底島・座間味島・沖縄本島

2013 ４泊５日 沖縄本島・瀬底島

2014 ４泊５日 沖縄本島・瀬底島

2015 ４泊５日 沖縄本島・瀬底島

【日程】 2012年10月２日（火）～10月６日（土）
　１日目
　（岡山空港 → 沖縄本島 → 琉球大学熱帯生物研究センター）
　・講義： 「沖縄のサンゴ礁」（琉球大学熱帯生物研究

センター技術専門職員　中野良勝）
 

中野義勝先生の講義（琉球大学熱帯生物研究センター）

　２日目
　（琉球大学熱帯生物研究センター）
　・実習：サンゴの観察と実験
　・実習：海岸生物の調査実習

サンゴの刺胞の観察（琉球大学熱帯生物研究センター）

海岸生物の調査実習（琉球大学熱帯生物研究センター）

　３日目
　（沖縄科学技術大学院大学（OIST） → 座間味島）
　・講義： 「臨界期の神経メカニズムについて」
　　　　　（OIST准教授　杉山陽子）
　・講義：「神経発生について」
　　　　　（OIST研究員　西脇優子）
　・大学施設見学
　・実習：夜の座間味島森林探索
　・講義： 「島における生物相の成り立ちと生物の進

化 ･ 絶滅」（琉球大学准教授　富永篤）
 

沖縄科学技術大学院大学（OIST）を見学
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杉山陽子先生の講義（沖縄科学技術大学院大学）

　４日目
　（座間味島）
　・実習：島の自然観察実習（海中 ･ 海岸）
　・実習：シーカヤック・シュノーケル
 

シュノーケルの実習（座間味島）

シーカヤックの実習

５日目
　（座間味島 → 沖縄本島：沖縄こどもの国 → 岡山空港）
　・講義： 「沖縄の動物分布と固有種のおかれた現状」

（沖縄こどもの国飼育員）
 

ヘビとの交流（沖縄こどもの国）

【生徒のアンケート】
　事前と事後に，生徒に実施したアンケートの結果か
ら検証する。
　研修全体に対する評価は，グラフ１のように満足度
の高い結果になった。全体としてみたとき，生徒の期
待に沿った，もしくは期待以上の内容であったと推察
される。

 
　生徒自身の研修の達成度に関する結果がグラフ２で
ある。５段階での評価で低いものは見られない。実習
の目的に沿った達成感を得ることができていることが
見て取れる。特に「自然に十分触れることができた」
という項目においては，実際の亜熱帯地域において活
動した意義があったといえる結果である。

　研修によって生徒自身の感じた能力の向上具合をき
いたものがグラフ３である。個人による感じ方の違い
はあるが，概ね向上が見られる。特に集団生活をしな
がらのグループ活動が多かったことを反映し，「周囲
と協力して取り組む姿勢」は全員が向上しており，短
期間に集中して多くの実習をしたことを反映したの
か，「未知の事柄への興味」も全員が向上している。
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　自然の中での活動に対する抵抗感の変化をきいたの
がグラフ４である。元々抵抗のない生徒が半数以上を
占めていたが，この研修によって抵抗感のない生徒を
70％ほどにすることができた。

　次に，グラフ３に示した変化について，事前と事後
での生徒各自の関心・能力の度合いの変化を示したの
がグラフ５である。それぞれ１～５の５段階で，高い
レベルにあると感じているほど大きな数値を選んでい
る。生徒各自が事前と事後でどう変化したかを示して
おり，丸の大きさと中の数値が度数を示す。グラフ５
−１を見ると，未知の事柄への興味は元々高いが，全
体的に上がっているのがわかる。残りのグラフも同様
で，研修の実施による効果は上がっていると言える。
特に，グラフ５−１，５−３，５−４については，事前
アンケートで中間の３を選んでいた生徒の上昇が顕著
であり，自分に対する評価を中間的と考えていた生徒
に対する効果が高く現れる結果となっている。

 

最後に

　以下の文章は，西表島での最初の研修旅行に参加し
た生徒の感想文である。

　10月というのに真夏日だった。気温は30度前後。こ
んなに暑いとみんなおかしくなって，滝つぼへそろっ
て落ちていく。でもそうやって滝にあたったり，冷た
い石の上で静かに座っていると確かに身体によさそう
な，何かがあるような気になる。滝つぼで泳ぎまくっ
て岩に座ると，不思議に疲れが取れていくような気が
する。森の中にあった広場に座って，目を閉じている
と，どんなに腹がたっていても和らいでくるような気
持ちにさせるから不思議だ。本当に何か物質があるか
もしれない。でもそんな単純な理論で片付けられるよ
うなものでなく「気」だとかそんな一種の神がかり的
なものが身体の中に入っていく，そんなイメージがあ
る。人間てのは単純なもので，なんだかそうゆう体験
をすると自然は偉大だ，とか素晴らしいだの思えるよ
うなになる。
　マングローブは，一塊の葉の中に必ず一枚，黄色い
葉を含む。その葉をなめると，ほんのりと塩辛いとい
う。根から汲み上げられた海水はこし取られ塩分はそ
の葉にだけ集められる。マングローブが海のそばで生
きていくために得た，真水を得る方法である。ある種
のサンゴは一個体だけ成長し，一日で 1㎝進む事がで
きる。この事を教えてくださった研究員の方は，自分
でその事を発見したのだと楽しげに話しておられた。
マングローブの秘密を知った人は，いったい誰だった
のだろう。そして何を思っただろう。サンゴの研究を
しておられたあの人は，その事実を知ったとき，いっ
たい何を思ったのだろう。例えそれが世界的な大発見
でなくとも，ほんのちょっとした事であっても，きっ
と嬉しいとか充実感とか，そんなことを感じていたは
ずだ。その感情はきっと今までの研究を満足させるも
のであっただろう。何を研究して，そして何かを発見
する。それがわたしの夢である。

　この文章に私自身が目指した研修旅行の目的が，始
めた時点ですでに生徒によって示されていた。
　1995年７月から「西暦2000年に清心学園は何ができ
るか」をテーマにして，学校改革のためのプロジェク
トチームが組織され，チームリーダーとして２年間，
これから学校の目指す方向について議論した。教員や
生徒，保護者の意識を分析することで私が得た答えは，
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「生徒が前向きに生きることができる」，「自分の夢が
描ける」「安心して学校で学習の時間を過ごせる」そ
んな学校にしたいというものだった。
　その最初の取り組みが，環境学習を目的にした研修
旅行であった。生徒に「参加してよかった」，「一
生の思い出に残る体験ができた」と言ってもらえる旅
行を目指した。自然を体感できる内容にするために西
表島に研修地を変更，そして，さらに大学の研究者と
の連携を深めるために沖縄本島・座間味に変更した。
この10年間で，私の理想の研修旅行を目指した試行錯
誤は終焉を迎えた。大きな事故もなく，無事に実施で
き，効果を十二分に上げることができたのは，関係し
てくださった方々の尽力があってこそであると考えて
いる。そしてこれからの研修旅行の進展については，
若い次の世代の教員が新たな魅力をまとった内容に更
新してくれると信じている。そして，最後に少しだけ
勝手な希望を言うと，継続した調査活動を盛り込めば，
生徒の科学研究に結実させることができて，さらに魅
力的な研修になると私は考えている。
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はじめに

　本校の女子生徒のための理系進路選択支援の教育プ
ログラムは，「知識」，「体験」，「研究」の３本の柱で
構成しているが，10年間のＳＳＨ事業の取組の成果と
して，「体験」に関わる学校設定科目として，野外実
習（「自然探究Ⅰ・１単位），研修旅行（「自然探究Ⅱ・
１単位」），海外研修（「自然探究Ａ・１単位），の３科
目が誕生した。
　「自然探究Ⅰ」は，ＳＳＨ事業初年度に鳥取大学の
協力で企画した森林調査を中心に据えた実習，「自然
探究Ⅱ」は，従来の修学旅行を学習への動機づけにす
る方向で再検討し，全日程を自然体験と環境学習を盛
り込んだ内容に変更した。
　「自然探究Ａ」のルーツは海外研修で，本報告では，

「自然探究Ａ」について説明する。これまで本校の海
外研修は，語学研修と異文化体験が目的で，英語圏の

熱帯ボルネオ島での環境学習（自然探究Ａ）で
女子生徒は何を学んだか

秋　山　繁　治

What did schoolgirls learn from environmental learning on the tropical island of Borneo ？

Shigeharu AKIYAMA

　Previous to the opening of the Life Science Course in 2006, the purpose of high school overseas trips 
was language training and cross-cultural exchange. With the Life Science Course we wanted to include 
international perspectives on environmental issues with an eye on Asia. We decided on Malaysian 
Borneo as a destination, and in March 2007 the first group left for the island. Borneo is one of the world's 
biodiversity hotspots, and we deemed it the most suitable area for us to learn about environmental issues. 
In addition, Malaysia is multi-ethnic and multi-religious, and English is widely used making it an attractive 
destination for promoting cross-cultural understanding. I personally visited the site in 2006 taking part in 
a biodiversity and environmental conservation program on a seven-night, eight-day itinerary under the 
auspices of the University of Sabah. After 2007, the content of subsequent visitations changed yearly as 
different activities were introduced. By 2015, the first half of the trip included exchanges with local girls' 
high schools and an environmental learning program at Universiti Tun Hussein Onn in the state of Johor 
on Peninsular Malaysia.  The latter part of the trip was based in Borneo with fieldwork done with the 
cooperation of University of Sabah. Travel expenses were shouldered by students, but the popularity of 
the program grew as the number of participants increased from eight in 2007 to twenty-eight in 2015. In 
addition to learning about the environment, the students had many chances to utilize their English skills, 
and the entire experience provided them with a fresh motivation to continue their studies.

＜キーワード＞　海外研修，学校設定科目，環境学習，生物多様性，ボルネオ島

アメリカ・カナダ・オーストラリアを研修先にしてき
たが，グローバルな視点をもち「地球規模の危機管理」
を考える人材を育成する目的を設定し . 生物多様性・
生態系保全活動を学ぶ研修先としてアジア地域の多民
族・多宗教国家であるマレーシアを選んだ。なお，研
修内容は，マレーシア国立サバ大学・ＵＭＳ（サバ州），
マレーシア国立ツン・フセイン・オン大学・UTHM

（ジョホール州）との連携が決定しており，旅行会社の
仲介は受けていない。
　現地の大学の先生方の指導で，熱帯の雄大な自然と
の触れ合い，自然観察や野外調査によって生徒の自然
への科学的理解の芽を育てるとともに，国内では得ら
れない体験（多民族，イスラム教などの異文化と触れ
ること）によって，グローバルな視点を得る研修になっ
たと考えている。10年間の取り組んできた成果を，企
画に至った経緯，実施内容，保護者の反応，生徒の評
価を中心に紹介したい。
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ボルネオ研修の企画の出発点

　2005年度の日本爬虫両棲類学会でマレーシアの研
究者の発表を聞き，親近感を感じて，研究者の所属
するサバ大学熱帯生物学・保全研究所Institute for 
Tropical Biology and Conservation（ITBC）に連絡
を取ることから始まった。2006年３月に大学を訪問し
て，「高校生の国際交流を中心にした研修ではなく，
若い世代に環境問題に目を向けてもらうきっかけにな
るような研修をさせたい」と伝えたところ，真摯に答
えていただき，連携した教育プログラムをちょうど一
年後の2007年３月に実施することが決まった。
　この時期は，ＳＳＨ事業に採択される前で，本校に
2006年度開設を決めていた生命科学コースの教育プロ
グラムとしての企画であった。実は，SSH 事業の採
択の連絡がきたのが，サバ大学を訪問して帰国した翌
日であり，この海外研修の企画が４月からのＳＳＨ事
業への取り組みの最初の一歩になった。

サバ大学熱帯生物学保全研究所（2006年３月３日）

Thank you for your interest in sending your 
girls to Borneo in 2007 as part of their Life 
Science course, and most importantly for 
selecting University Malaysia Sabah to be 
your partner in educating your students 
about tropical biodiversity. It is our pleasure 
to be of help to you.
Alona C.Linatoc
Coordinator, Global Generation
Programme Institute for Tropical
Biology and Conservation
University　Malaysia Sabah

　最初の研修地は，生物多様性と生態系保全活動を
学ぶ赤道直下の島，ボルネオ島（マレーシア国サバ

州）になった。ITBCと連携したサバ州のみを研修地
とした研修は，2006年度から2011年度までほぼ同一の
内容を実施したが，2012年度の研修を実施する直前の
2013年２月にサバ州南東部ラハ・ダトゥ地区で，「スー
ルー王国軍（Royal Sulu Sultanate Army）」と称する
武装集団によるフィリピン側からの侵入事案が発生
し，サンダカン地域，スカウ地域に行くことができな
くなり，急遽，ジョホール州マレーシア国立ツン・フ
セイン・オン大学の研究者に依頼して，後半の２日間
の実習内容を担当していただくことになった。2013年
度から2015年度は，ITBCとUTHMの２つの大学と連
携した研修になった。

研修地及び連携する大学

⑴　地域の特徴
　サバ州は，ボルネオ島の北端に位置し，面積は約
７万６千㎢で，北海道よりやや小さい。民族は，先住
民であるカダザン・ドゥスン族，バジャウ族やマレー
系，中国系，インド系など，宗教はイスラム教，キリ
スト教，仏教，儒教，ヒンドゥー教などが含まれ，多
民族・多宗教で構成された地域である。言語はマレー
語・英語・民族語。気候は概して高温多湿で気温の年
格差もほとんどない。低地の木陰における日中の平均
気温は27℃，最高でも34℃を超える日は少ない。ボル
ネオ島は，アジアで最も広大な熱帯多雨林が残る島で
ある。島の北部にそびえる最高峰キナバル山（4095m）
は東南アジア最高峰でもあり，2000年には世界遺産に
登録された。森林面積は総面積の約60％を占めている。
最も広い森林は低地混交フタバガキ林で州の総面積の
約42％を占める。その他の森林は山地林，マングロー
ブ，淡水湿地林，汽水林・ニッパ林などで構成されて
いる。世界で最も複雑な生態系を持ち，哺乳類は228
種が報告されている。7900種以上の植物，600種の鳥類，
200種の爬虫類および多種多様な昆虫類等が生息して
いる。
　一方，豊かな生態系を支える森林も伐採や荒廃が進
んでいるのが現状であり，象などの希少動物への影響
もみられる。このような状況に対して，自然保護のた
めの州立公園や野生生物保存区およびサンクチュア
リ，自然保護地域の設定やオランウータンリハビリセ
ンターの活動などの取り組みが行われており，自然環
境や野生動物の保護のあり方を学ぶこともできる地域
である。
ジョホール州は，マレー半島の南端部（ユーラシア大
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陸の南端部でもある）に位置し，面積は約２万㎢。ジョ
ホール海峡を挟んでシンガポールに対面している。海
岸部にマングローブ林が広がっている。

サバ州ジョホール州

マレーシア国立
ツン・フセイン・オン大学
マレーシア国立
ツン・フセイン・オン大学

サバ州

マレーシア国立
サバ大学
マレーシア国立
サバ大学

⑵　マレーシア国立サバ大学
　ボルネオ島のサバ州にある総合大学で，正式名称は
ユ ニ バ ー シ テ ィ・ マ レ ー シ ア・ サ バ Malaysian 
University of Sabah（UMS）である。1994年に公立
大学として９番目に創立。学生数17，000人。コタキナ
バル市街地から12キロで，車で約20分と近く，海と緑
に囲まれたアップダウンの激しい山の中にある。敷地
が広大で，敷地面積は，999エーカーと広大な敷地面
積をもつ。キャンパス内にビーチ，時計台，水族館等
がある。
　工学部，情報科学部，農学部，天然資源学部など
10 学部を有し，他に熱帯生物保全研究所・海洋生物
研究所など４つの研究所をもつ。熱帯生物学保全研究
所は，東南アジア地域における生物多様性と保全研究
の世界的中心として重要な役割を果たしている。
⑶　マレーシア国立ツン・フセイン・オン大学
　マレー半島の先端にあるジョホールシア州の科学技
術に焦点を当てた大学で，正式名称はマレーシア・ツ
ン・フセイン・オン大学 Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia（UTHM）である。1993 年に公立大学とし
て創立。学生数15，000人。ジョホールバル郊外にある。
　機械製造学部，電気電子工学部，応用理工学部，コ
ンピュータサイエンス・情報技術学部等の８つの学部
を有し，他に大学院研究センター，ディプロマ研究セ
ンター，継続研究センターの３つの学術センターを
もっている。

研修日程及び参加人数

日程及び参加者数
下見　　2006年３月２日～３月７日　１名
第１回　2007年３月27日～４月３日　７泊８日（16名）

第２回　2008年３月25日～４月２日　８泊９日（14名）
第３回　2009年３月24日～４月１日　８泊９日（17名）
第４回　2010年３月23日～３月31日　８泊９日（16名）
第５回　2011年３月23日～３月31日　９泊10日（12名）
第６回　2012年３月21日～３月30日　９泊10日（14名）
第７回　2013年３月25日～４月３日　９泊10日（16名）
第８回　2014年３月24日～４月２日　９泊10日（20名）
第９回　2015年３月22日～４月１日　９泊10日（28名）
第10回　2016年３月19日～３月28日　９泊10日（28名）
　以下に，2009年度と2014年度の実施内容を紹介する。

実施内容

① 　国立サバ大学熱帯生物保全研究所と連携したアジ
アに目を向けた環境学習をプログラムとして，ＳＳ
Ｈ採択初年度の2006年度から実施した。 希望者対
象の校外研修（旅費は自己負担）として出発した１）。
以下は，ＳＳＨ事業第１期４年次の実施内容である。

【日程】
2010年３月23日（火）～３月31日（水）（2009年度）
１日目　出発
岡山駅→関西国際空港→コタキナバル空港→宿舎

（約５時間30分，時差は１時間遅れ）

２日目（サバ大学・現地の高校）
午前 サバ大学
　・施設説明　熱帯生物保全研究所（ITBC）
　・見学　BORNEENSIS（生物の標本室）
　・見学　UMS Galery（大学の研究活動や科学展示）
　・見学　UMS Museum（大学の歴史や行事の展示）
午後 （現地の高校・Maktab Nasional）
　・交流　コタキナバルの高校生と交流　　　　　　　

生物の標本室
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現地の高校生との交流

３日目（サバ大学）
午前 サバ大学
　熱帯生物保全研究所（ITBC）での英語による講義
　・講義「昆虫の多様性」「植物の多様性」，
　・講義「動物の多様性」「伝統知識と薬草」
午後 サバ大学
　・見学　サバ大学内の水族館
　熱帯生物保全研究所（ITBC）での英語による講義
　・講義　「ネーチャーツーリズム」，「環境保全」
　・発表　本校生徒による学校紹介

昆虫の多様性についての講義

 

本校生徒による学校紹介

４日目（マングローブ林・植林地・河川）
午前 コタキナバル・ウェットランド
　町の中心に残された24 ヘクタールのマングローブ
林を含む湿地帯があり，野鳥やトビハゼ，カニなどの
動植物の観察できる。
　・ 観察　マングローブ林の中に散策コースがある。

野鳥を望遠鏡で観察できる施設も設置されている。
午後 Klias-UNDP Peat Swamp Forest Field Centre
　コタキナバルの100キロ南西に位置しているKlias 
半島には，約130，000ヘクタールの大規模な湿地林が
広がっている。ここでは，国連開発計画（UNDP）の
支援を受けて，「熱帯泥炭湿地林と関連湿地生態系の
保全と持続的利用」プロジェクトが進行中。このプロ
ジェクトのフィールドセンターを訪問した。
　・講義　「森林火災の状況，森林生態系の保全」
　・実習　植林作業
夜　Beringgis River
　日没後，ボートに乗って川岸林の多くのホタルを観
察。ホタルがたくさんとまってフラッシュのように
光っている状態はクリスマスツリーのようにみえた。
　・観察　ホタルの観察

マングローブ林の動植物を観察

 

森林火災の跡地で植林作業を体験
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５日目（キナバル公園・ポーリン温泉）
午前 キナバル公園
　ボルネオ島最北部に聳えるキナバル山は標高 4095m。
2000年には世界遺産に登録。公園はキナバル山塊を取
り囲むように広がり，公園本部は標高1600m。ビジター
センターでキナバルの自然環境についての映画を鑑賞
した後，公園スタッフの説明を聴きながら山岳植物園
でのネイチャー・ガイドウォーク。
　・観察　植物を中心にした自然観察
　・ 見学　自然（キナバル山に生息する動植物，地質）・

歴史（各民族の生活）関連の展示ギャラリー
午後 ポーリン温泉
　ポーリンとはカダザンドゥスン族の言葉で「竹」の
意味で，現地周辺に多く見られる。到着後，竹に関す
る展示を見学。ポーリンには第２次世界大戦中に日
本軍が掘り当てた露天温泉がある。周囲の森林には
トレッキングコースがあり，その先にはキャノピー・
ウォーク（地上41mの樹冠に，細い吊り橋が157m）
がある。目的は，生態系の研究で，熱帯雨林を上から
観察するためだという。
　・観察　キャノピー・ウォークで森林林冠部を観察。
　・ 観察　Butterfly Parkでマレーシアの色とりどり

の蝶が飛び交う様子を観察。
　・ 観察　道中の地ラナウ周辺にはラフレシア自生地

が数ヶ所ある。ラフレシアの花と蕾を観察。

 

キナバル山

キャノピー・ウォークで森林の林冠を観察

６日目（トゥンク アブドゥル ラーマン海洋公園）
午前 Tunku Abdul Rahman Park
　トトゥンク アブドゥル ラーマン国立海洋公園は，
コタキナバル市街からボートで15 分程に浮かぶ５つ
の島からなり，熱帯雨林と珊瑚に囲まれた海洋自然保
護区である。
　美しいビーチをもつマヌカン島（Manukan Island）
で研修した。
　・ 講義　「海洋教育センターの公園スタッフの国立

海洋公園についての解説
　・見学　海洋教育センターの展示（海洋生物）
午後 
　・実習　シュノーケリング体験と自然観察

 

シュノーケル体験

７日目（サンダカン・スカウ）
午前 サンダカン
　早朝，コタキナバル空港からサンダカン空港へ，到
着後バスで，西24㎞に位置するカビリ・セピロク保存
林の入口にあるオランウータンリハビリセンターを訪
問。まず，インフォメーションセンターでオランウー
タンリハビリセンターの活動を紹介する映画を鑑賞。
その後，探索道を通って，オランウータンの餌台（観
察場所プラットホームＡ）へ移動。10：00の餌付けの
時間になると，オランウータンが森から集まって来て，
バナナとミルクを口にする様子を観察することができ
た。親子連れの食事風景を観察することができた。
　・ 観察　オランウータン（自然へ復帰させるまでリ

ハビリセンターで保護）を観察
午後 スカウ
　スカウは，キナバタンガン川下流生物サンクチュア
リに位置するエコツーリズムの中心で，ロッジなど
の宿泊施設がある。Proboscis Lodge Bukit Melapiに
チェックイン後，リバークルーズに出発。夕刻まで２
時間，支流のムナンゴール川でテングザル，ブタオザ
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ル，カニクイザル，ミズオオトカゲ，ホーンビルなど
に出会うことができ，大自然の営みを間近に体感した。
　・観察　リバークルーズで動物観察

オランウータンリハビリセンター

リバークルーズで動植物を観察

８日目（ゴマントン洞窟）
午前 ゴマントン洞窟
　ゴマントン洞窟は，サバ州で最大の石灰岩洞窟のひ
とつで，コウモリとアナツバメが見学できる。アナツ
バメの巣は，高価な中華料理の材料になるので，この
洞窟でもツバメの巣の採取が行われている。
　・観察　コウモリとアナツバメの観察
午後　サンダカン空港→コタキナバル空港
→クアラルンプール国際空港を出発
 

ゴマントン洞窟

９日目　帰国
関西空港に到着→新大阪→岡山駅に到着

② 　2011年度から学校設定科目（１単位）としたため
に９泊10日の日程になった２）。また，2012年度から
ボルネオ島東部の研修をやめて，マレーシア半島南
部ジョホール州のツン・フセイン・オン大学と連携
した研修に変更した。今回は，現地の生徒との交流
として，ジョホール州トゥムンゴン・イブラヒム女
子中等学校と科学研究で交流した。（①の実施内容
と重複する場合は割愛した ）

【日程】
2015年３月22日（日）～４月１日（水）（2014年度）
１日目　出発
岡山駅→関西国際空港→コタキナバル空港→宿舎

２日目（ジョホール州の女子中等教育学校・アブラヤシ農園）
午前　トゥムンゴンイブラハム中等学校
　マレーシアの女子高生と交流した。歓迎会では踊り
と演奏，本校の生徒は歌を歌った。科学教室で，科学
実験などの体験もした。
　・交流　歓迎会，科学実験，食事会
午後　農園
　マレーシアで栽培しているいろいろな農作物を見
学。パームオイルの原料となるアブラヤシの収穫方法
を習った。
　・見学　農作物
　・体験　アブラヤシの実の収穫

アブラヤシの実の収穫
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アブラヤシの実

３日目（ジョホール国立公園）
午前　Tanhung Piai
　タンジュンピアイは，マレーシアのジョホール州ポ
ンティアン地区にある岬で，マレーシア半島の最南端
にある。ユーラシア大陸の最も南のポイントで，シン
ガポールが，ジョホール海峡の向こう側に見える。海
岸線にはマングローブ林が拡がっている。
 

タンジュンピアイの石碑

ユーラシア大陸の最南端

４日目（サバ大学）
　・見学　博物館・水族館見学
　・交流　サバ大学 ITBC 大学生

５日目（サバ大学）
　講義　生物多様性，生態系保全活動，伝統文化
　発表　本校生徒の科学課題研究発表

６日目（マングローブ林・植林地・河川）
　午前 コタキナバル・ウェットランド
午後 Klias-UNDP Peat Swamp Forest Field Centre

７日目（マヌカン島・サピ島）
　・講義　国立海洋公園の解説
　・見学　海洋教育センターの展示
　・実習　シュノーケリング体験と自然観察

８日目（コタキナバル市街地）
　・見学　市場・水上村・イスラム教モスク
 

水上村

水上村周辺に集積したゴミ

９日目（クアラルンプール）
　・見学　市街地自由行動
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10日目　帰国
関西空港に到着→新大阪→岡山駅に到着

評　　価

①　2009年度の評価１）

【生徒へのアンケート】
１　研修前後の意識の変化（事前→事後）

多くの生徒が日本の方が暮らしやすいと考えている。

　　 

経済発展と環境保護を比較すると，生徒はボルネオが環境

保護を優先していると感じている。

多くの生徒がボルネオへの理解は進んだとと実感している。

現地高校生が，日本のことを思っていたより知っていたこ

とが分かった。

　 

現地高校生の英語のレベルは予想通り高いと感じている。

帰国後，英語の学習意欲が伸びてくる。

生徒全員が，なんとか英語によるコミュニケーションがと

れるようになったと感じている。

２　ボルネオ研修についての満足度
　　（５段階評価：高い方が５）
Ⅰ　活動全般について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　①　ボルネオ研修旅行についての全体的な満足度　　　　
　　②　英語によるコミュニケーション力の向上　　　　　　
　　③　マレーシア文化に対する理解の向上　　　　　　　　
　　④　自然環境に対する知的理解の向上　　　　　　　　　
　　⑤　熱帯の自然とのふれあい　　　　　　　　　　　　

平均値
① ４．８
② ４．１
③ ４．４
④ ４．５
⑤ ４．８

Ⅱ　個別の活動について
　　①　サバ大学での講義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　②　現地の高校生との交流　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　③　マングローブ林観察と植林体験　　　　　　　　　　　　　　
　　④　 キナバル山での活動…展示館・ラフレシア・

吊り橋
　　⑤　島での活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
　　⑥　川辺の生き物観察（テングザルなど）　             

知識の充実 感　動
①�������� ４．３ ３．７
② ４．５ ４．７
③ ４．９ ４．８
④ ４．１ ４．６
⑤ ４．５ ４．９
⑥ ４．７ ４．９

【生徒の感想】
　・ 初めての東南アジアで分からないことや知らない

ことがたくさんあったけど，英語や身振り手振り
を加えてコミュニケーションをとることができ
た。ボルネオではマレー語と同じくらい英語が話
されていたのは驚いた。そして日本では見ること
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のできない動物や植物とふれあう場所がたくさん
あること，自然保護に頑張ろうとする人々の思い
が分かった。また，日本とボルネオの文化の違い
をたくさん見たが，それぞれの良いところを第三
者的視点で考えることができるようになり，この
経験から今後，より良く生活していくことができ
ると思う。

　・ 自然と直接触れ合うことで，今まで知らなかった
多くの知識を得ることができました。実際に森の
中を歩いたり，木の根っこに登ったりして，それ
らの場所にどれだけたくさんの生き物がいるかが
わかり，自然保護の大切さを実感しました。また，
現地の人と触れ合う中で，コミュニケーションを
とるには英語力が必要なんだと痛感しました。こ
れからもっと英語を勉強して，英語を使いながら
より多くの知識を得ていきたいと思いました。

【保護者の感想】
　・ 気候の変化，食生活の違い等で体調を崩したこと

もあったようですが，「大自然」の中に入り，珍
しい植物や動物を見たり，現地の人々と英語でコ
ミュニケーションをとったりで，とても楽しかっ
たと聞いています。個人ではなかなか行けない所
での研修に参加させていただき，得たものは少な
くなかったと思っています。

　・ 中学校でのＮＺホームステイとは，全く違う環境
での研修で，自然や現地の方々の温かさに感激し
たようです。参加前はプレゼン作成に，参加後は
大量の宿題に追われていましたが，今しかできな
い経験をさせていただくことができ，良かったと
思います。２年次より課題研究など種々の学校設
定科目が始まりますが，いろんな事に興味を持っ
て挑戦して欲しいと思います。

　・ 日本の恵まれた環境とは違い，現地での日々は大
変だったようですが，それも良い経験だと思いま
す。現地の同世代の子供達とのふれあいも良い刺
激だったようです。本当に貴重な体験をさせて頂
けたと感謝しています。ただ娘について言えば，
もっと英語を身に付けてから行けば更に楽しい実
りのある研修になったと思います。

　・ サバ大学の先生のお話が良かったようでした。質
問を求められ，当たり前の質問は面白くないと言
われ，視点の全く違う変な質問は面白いと言われ
たことを教えてくれました。当たり前を疑うこと
からが，研究の切り口になる…それを実感した気

がしている娘でした。数々の感動体験が次の意欲
につながる気がします。経験してきたことを，見
たものを，キラキラ目を輝かせて，ひたすら話し
て聞かせてくれました。聞いていて同じ時を共有
したかったと思うくらいでした。本当にありがと
うございました。

　②　2014年度の評価２）

【生徒へのアンケート】
１　研修前後の意識の変化（横軸は事前→縦軸は事後）

　表①より事前の予想とは反対に，環境保護よりも経
済発展に向けた動きを優先していると感じた生徒が多
い。雄大な大自然の一部が開発されている所を目にす
ることがあった。しかし，植林体験などを通してボル
ネオの自然保護の重要性は皆，認識している。表②よ
り現地の学生は予想以上に日本のことを理解して興味
を持っていると感じている。特に今回は女子高生との
交流があったこともそれを強めたであろう。表③より
現地学生の英語力は予想通り高いと感じている。教師
や上級生から聞いてはいるが，現実に現地高校生と話
して，英語学習に更に意欲を持つ生徒が多い。表④に
見られるように，特に自信の無かった生徒のコミュニ
ケーションが取れている。
　次の表から，コミュニケーション力は十分とは言え
ないが，頑張って話そうとする意欲は高まっているこ
とが分かる。

２　ボルネオ研修で伸びたもの
この研修で重視する３つの要素，①観察への興味，②
環境保護への理解，③異文化を敬う気持ちについて，
生徒アンケート３年分を次頁に示す。３項目とも，３
年間通して，70％の生徒ははっきり伸びたと感じてい
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る。グラフから，生徒は熱帯林という未知の自然に入
り，多様な動植物を興味深く意欲的に観察しているこ
とがわかる。また，現地学生との交流やモスク見学な
どを通して，異文化を敬う気持ちが大変強まった。
この研修は国際的な視点で環境問題を見る目を養うこ
と，英語運用能力を向上させ，学習意欲を喚起するう
えで有効であった。

最後に

　2006年度から2015年度まで生物多様性と自然保護環
境保全について学ぶことを目的にした海外研修を企画
運営してきた。実施内容はマレーシア国立サバ大学熱
帯生物保全研究所と相談して決定したもので，最初に
生物の多様性を中心に扱った講義を受け，その後で世
界遺産のキナバル公園，マングローブ林，キナバタガ
ン川流域，海洋自然保護区での自然観察，森林火災の
跡地での植樹体験などをしながら，自然保護・環境保
全について学ぶ内容になっている。大きな変更もなく，
参加した生徒，保護者の理解があり，無事に10年が経
過した。
　私にとってのマレーシアは，３月というのに連日30
度を超える赤道直下の熱帯，ムスリムから流れている
イスラムの音楽，肌を出さないように長い布を纏った
女性，立ち並ぶ真新しい住居，水上村近くに打ち上げ
られ集積したゴミ，リンギットという貨幣単位，巨大
な大学のキャンパス。生物標本の保管庫はコクヨ（日
本）製，初対面でもにこやかに笑顔を見せる人たち，
一生懸命英語で話しかけてくる高校生，宿舎の食堂で
給仕してくれた生徒と同年代の少女たちの笑顔，楊貴
妃も好んで食べていたといわれている「ツバメの巣」
の採取がおこなわれる巨大な洞窟，自然林を伐採して
つくられたアブラヤシのプランテーション，口の中に
広がる果物の女王マンゴスチンの味，川岸で休憩して

いるワニ，テングザル，大きな嘴が目立つサイチョウ，
道路脇まで迫ってくる山火事であった。
　環境学習を中心に据えたマレーシアへの海外研修
は，ほとんどの生徒にとって今まで経験のないことだ
らけの旅だったように，私自身にとっても，これまで
経験したハワイ（生徒を引率してホームステイ），ア
メリカ（ＥＳＤ日米教員交流プログラム），中国（中
国政府日本教職員招聘プログラム）等とは，全く別の
感覚の研修であった。日本というアジア地域にある国
に住みながら，アジアをあまりにも意識しないできた
とことを実感するものだった。そして，近隣の国を理
解しようとしていなかった自分を発見した。
　これまで多くの生徒が想定していた外国は，「欧米」
ではなかっただろうか。多民族・多宗教の社会に生き
る人たちは，生徒の目にどのようにうつったのだろう
か。世界にはいろいろな異文化があること，そして，
日本はアジアにあるということを再認識してもらえた
と考えている。
　マレーシアへの海外研修については，生徒のアン
ケート結果と保護者の感想をみても良好な成果を示し
ている。研修内容を充実させるのはもちろん，保護者
の経済的な負担を軽減するために，連携する大学の担
当者との直接交渉で，宿泊施設を予約してもらったり，
大学の研究者に指導していただく体制にして，旅行会
社から外部サービスに依頼することを極力さけて経費
を抑えた。そして，「自然探究Ａ」をさらに発展させて，
2016年８月には実習中心のよりマニアックな別の研修
も実施することができた。

UTHMが企画した生物学を学ぶサマースクールのチラシ

　また，文部科学省日本・アジア青少年サイエンス交
流事業「さくらサイエンスプラン」の予算で，ツン・
フセイン・オン大学の大学生・大学院生を日本に招聘
して，「自然探究Ⅰ」（森林実習・2015年度），「自然探
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究Ⅱ」（沖縄環境学習・2016年度）に参加してもらい，
私たちが行っている科学教育を理解してもらい，高大
連携の関係を深めることができた。

山陽新聞2015年８月７日

　さらに，生徒が科学研究の成果を発表する機会とし
てツン・フセイン・オン大学を会場として開催された
International Conference on BIODIVERSITY 2015で
は，ポスター発表・口頭発表への参加を認めてもらい，
Best Poster Awardまでいただいた。海外研修が海外
の大学との教育連携の絆を結ぶきっかけになった。

International Conference on BIODIVERSITY 2015に参加

Best Poster Awardを受賞

　また，本校の海外研修を参考にしたいという申し出
もあった。岐阜県立岐阜高校は，2019 年 3 月に継承

した研修を実現している。以下は，企画した矢追雄一
先生の報告から転載した。
　「ボルネオ海外研修は，岐阜県の「理数教育フラッ
グシップハイスクール指定」をきっかけに実施を計画
しました。本校のグローバルリーダー養成事業として
も位置づけて，マレーシアのボルネオ島サバ州で地球
環境の保全，生物多様性，多文化共生を学ぶ機会を設
けました。マレーシアは日常的に英語が使われる国で
す。訪問した研究機関や施設での説明，各種研修，ホー
ムステイ先の家庭での会話はすべて英語でした。英語
によるコミュニケーション能力，英語での科学用語の
知識が，必要とされました。
　この研修を前にボルネオ保全トラストジャパンか
ら，事務局の青木崇史氏，五明玲子氏，南九州大学教
授の秋山繁治氏にお越しいただき事前学習を行いまし
た。秋山先生には，研修の立ち上げから助言をいただ
き，清心女子高校の研修を引き継ぐ形で，本研修が実
施できました。前年度には岐阜高校自然科学部生物班
の有志の生徒４名が清心女子高等学校の研修に参加さ
せていただき，本研修の基礎となりました。本研修に
は１年次生14名・２年次生６名が参加しました。参加
した生徒は，さまざまな施設の皆さんや，ホストファ
ミリーから多くのことを学びました。熱帯雨林や泥炭
湿地，豊かな珊瑚礁の海を守るための現地の方たち
の実践に触れることができました。クアラペニューの
ホームステイの皆さんの温かい歓迎と体験プログラム
を通してマレーシアの豊かな国民性を学びました。
　研修の成果を今後の生活や学習に生かすとともに，
この体験を周りの人々に伝えてくれることを期待します。」

　岐阜県立岐阜高校では，本研修を実施する前年度に
４名の女子生徒が清心女子高校の学校設定科目「自然
探究Ａ」として実施した海外研修に参加した。このこ
とに私立と公立の壁を越えて，協力してより充実した
教育を生徒に提供する姿勢を感じた。
　文部科学省ＳＳＨ事業に10年間取り組んで感じるこ
とは，教育プログラムの開発，科学課題研究の推進は，
学校間が「競争相手」「敵」であるという狭い了見で
はいいものはできない。これからの社会は，学校や行
政，研究所などが学校教育をより充実していくための，
「仲間」として協力することが大切であると考えている。
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生命科学コース　好奇心で目を輝かせる生徒へ

秋　山　繁　治

Life Science Course: a science education course to raise curious students who shine in the field of science

Shigeharu AKIYAMA

With the understanding of experience as knowledge，the SSH education program set out to raise students’ 

ability to utilize English through debate； their ability to use experimental equipment accurately； their 

ability to collect and process data and their ability to think about bioethics and researcher ethics．By 

consolidating experience with knowledge into a research-based class，we constructed an educational 

program that motivated students to learn and awakened their scientific curiosity．

　The class Scientific Task Research was developed by our school teachers and is divided into four 

groups （Developmental Biology，Environmental Chemistry，Chronobiology，and Biotechnology）for 

students in Life Sciences．The developmental biology group is for the development and reproduction of 

salamanders and newts； the environmental science group focuses on the effects of chemical substances 

on living organisms； the chronobiology group investigates the circadian rhythms of plants，and the 

bioengineering group is for research on yeast that can be used for bioethanol production．We believe that 

whether or not scientific research will be developed at schools nationwide and whether or not it will be 

attractive to students，it will be an important key to opening up a new era of educational reform．

＜キーワード＞　科学課題研究，ＳＳＨ指定，教育プログラム，生命化学，理数探究

はじめに

　私が高校教員として，生徒の科学課題研究の指導に
取り組んだのは，勤務校がＳＳＨに指定された2006年
から2016年までの約10年間です。課題は，「生命科学
コースの導入から出発する女性の科学技術分野での活
躍を支援できる女子校での教育モデルの構築」１）で
あり，科学課題研究を柱としました。

図１　蒜山森林実習（左：火入れ跡地の観察　中：データ解析　右：枝打ち）

科学課題研究を教育プログラムの柱に設定

　ＳＳＨ教育プログラム２）３）において，「体験」では，
森林実習（４泊５日）や沖縄の離島での環境学習（４
泊５日），マレーシアの高校生大学生との国際交流・
環境学習（９泊10日）をおこないました。森林実習は
森林調査が目的ですが，メンバーが仲間として協力し
合わないと調査に支障がでて，なかなか山から下りら
れない場面を作るということを体感する目的もありま
した。実際，これらの体験を通して，課題に取り組む
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仲間としての意識が生まれた雰囲気が伝わってきまし
た（図１）。「体験」を土台に「知識」として，英語の
運用力（ディベートなどを通じて），実験機器を的確
に使う力，データの収集や処理をおこなう力，生命倫
理・研究者倫理について考える力４）を養成しました。
そして，その「体験」と「知識」を「研究（科学課題
研究）」に集約することによって，学びへの意欲が高
められ，生徒たちの好奇心が覚醒されていきました。

オオイタサンショウウオの人工繁殖からの
スタート

　生物部で1989年から各種の有尾類を継続飼育してき
た歴史があったので，ＳＳＨの最初の５年間は，オオ
イタサンショウウオの幼生から成体になるまでの飼
育，飼育下での繁殖実験に取り組んだ研究「サンショ
ウウオの人工繁殖」から始め，全国レベルの科学研究
発表会に出場して高い評価を得るという目標を設定し
ました。
　生命科学コース（兼ＳＳＨクラス）最初の入学生は，
ちょうど３年目に研究成果をＳＳＨ生徒発表会（全国
大会）で口頭発表するチャンスがあり，結果は，“ 科
学技術振興機構理事長賞 ” の受賞でした。生徒のやり
遂げたという満足した笑顔は今でも忘れられません。
地方の女子校でも，コツコツと誠実に努力すれば全国
レベルの発表会に通用したことが，生徒の科学研究へ
取り組む意欲をさらに高めるいい流れを作りました。

四つの研究グループのさらなる発展の中で，
目を輝かせる生徒

　次の段階では，生徒の興味・関心に応じて選択しや
すいように，生命科学課題研究に四つのグループ（発
生生物学グループ，生物工学グループ，時間生物学グ
ループ，環境化学グループ）を設定しました。

〈有尾類の繁殖と発生；発生生物学グループ〉
　セトウチサンショウウオの卵嚢が生物教室に持ち
込まれてから始まった研究です。サンショウウオ
Hynobius属の飼育下での繁殖方法の確立を目指して，
幼生を安全に飼育する方法を検討したり，受精させる
方法として飼育下の繁殖行動誘発や人工授精を試み
て，受精卵を得ることに成功しました。アカハライモ
リではクローン作製（胞胚の核を未受精卵に移植する
方法）（図２左）にも挑戦しました。
　ほかに，学校周辺の水田地域でのカメを対象にした
ラジオテレメトリーによる行動調査，アカハライモリ
を対象にしたマイクロチップを用いた標識再補法によ
る調査，小学校の飼育動物のアンケート調査などもお
こないました。
〈化学物質の生物への影響；環境化学グループ〉
　化学物質の生物への影響をテーマに，最初は植物
で，発芽や発根に無機物質がどのように影響するのか
を考え，ブロッコリースプラウトを無機物質の種類や
濃度を変えた水溶液で育てる実験をしましたが，影響
の差異は認められませんでした。次に動物で，サカマ
キガイへの銅の影響を調べたところ，生死に大きな影
響を与えることを発見しました。同じくスクミリンゴ
ガイでも同様の事象を確認しました。スクミリンゴガ
イはジャンボタニシともいわれ，水田での食害が問題
になっているので，その駆除に役立つかもしれません

（図２右）。
〈植物が持つ体内時計；時間生物学グループ〉
　生物リズムの測定をテーマに，１日の中での開花時
間をまとめた花時計の作製，セイヨウタンポポの開花
リズム，カタバミやデンジソウの葉の就眠運動リズム
の調査をおこないました。就眠運動リズムの測定では，
赤外線を用いた自動測定機器を自作して解析を進め，
就眠運動の日周変動について詳細に調査しました。ま
た，デンジソウは絶滅危惧種であるため，就眠運動リ
ズムに限らず保護のための繁殖研究や組織培養もおこ

図２　発表ポスター中の解説図（左：アカハライモリのクローン作製　右：銅の生物への影響）
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ないました。ほかにも，放棄竹林問題の解決に向けて，
竹粉の有効活用に着目し，竹粉を用いたヒラタケやエ
リンギの菌床栽培にも挑戦しています（図３左）。
〈野生酵母の分類と同定；生物工学グループ〉
　花酵母を題材に，自然界における生物相互の関係と
機能を理解することを目指して始めた研究でしたが，
研究過程でエタノール発酵能とセルロース分解能を同
時に持つ菌株を見つけたことで，バイオエタノールが
生成できる酵母菌の研究に大きく舵を切ることになり
ました。バイオエタノールの生産は，これまで多く用
いられてきた原料がサトウキビやトウモロコシという
食糧であるため，廃材等の木質バイオマスを原料にし
た生産方法の開発が期待されます（図３右）。
　それ以後，学会のポスター発表や高校生の科学発表
会で高い評価を得るようになりました。なお，対外的
成果の一部は文献の後に列挙しています。

科学課題研究を「生徒に取り組ませる」から
「生徒が取り組む」研究へ

　末期がん患者のターミナルケアに携わった看護師
が，死を前にした後悔の言葉を『死ぬ瞬間の５つの後
悔The Top Five Regrets of The Dying』５）にまとめ
ています。①期待に応えるよりも，“ 自分らしく ” 生
きればよかった，②あんなにがむしゃらに働かなく
てもよかった，③いいたいことを我慢せずはっきりと
口に出せばよかった，④もっと友達と連絡をとればよ
かった，⑤もっと自分の幸せを追求すればよかった，
があげられています。
　これらの言葉には，生きる上での大切なヒントが隠
されているように思います。人として大切にしなけれ
ばならないことは，自分らしく生き，そして人間関係
を大切にすることなのではないでしょうか。科学課題
研究は，他律的にやっても労多くして功（生徒の探究
力の熟成）少なし。生徒が持つ好奇心を大切にするこ

とが重要であることを大前提とし，「誠実であること」，
「気持ちを共有できる仲間がいること」，「社会に貢献
する意識を持つこと」を大切にしながら，生徒ととも
に取り組みました。
　とはいえ，気持ちや精神論だけではどうにもなりま
せん。まずは，生徒たちが「これから取り込もう」と
自覚するような環境を作りました。特に，生物教室を
発生生物学，生物工学，時間生物学などの研究に対応
できる科学課題研究の利用に特化した環境に整備しま
した（図４）。そうすることで，日常的かつ自主的に
生徒の活動する姿が見られるようになりました。

　研究の完成度を上げることを誠実に求める気持ちで
研究に取り組めば，日々の努力に付随し真の意味で理
系に進む際に必要とされる学力が身につくはずです。
そして，実験後のデータをまとめた後に，結果を生徒
と議論しながらサポートすることが大切で，それが次
の実験を進める方向を決める重要なポイントになります。
　また，具体的に研究を発表する場を決めておくこと
も生徒のやる気を喚起します。具体的な目標を持つこ
とで，期日までにできるだけいいものにしようという
気持ちで，集中力が増して，研究の完成度が急激に上
がります。

おわりに

　一生涯「戦争絶滅」を訴え続けたジャーナリスト，
むのたけじの著書『99歳一日一言』６）に，「忠告され
たがらない人が多い。忠告したがる人が多い。お節介
の九割は裏目に出る。」とあります。学校は，生徒に
学校教育を通して “ 忠告 ” ばかりしてきたのかもしれ
ません。ＳＳＨでの取り組みでも，「女子生徒を理系
進学支援」を旗印に掲げて，生徒に対して，「課題研
究では，“ 高校生らしい ” ではなく，“ 本格的 ” な研究
を目指しなさい」と，「研修旅行では “ 一生の記憶に

図３　発表ポスター中の解説図（左：植物の就眠運動の記録　右：酵母による木質バイオマスを利用したエタノール生産）
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残るような自然 ” を体験しなさい」と，いつも “ 忠告 ”
を与え続けてきました。結果として，生命科学コース
に入学しなかったら，科学研究への道を歩まなかった
だろうなと考える生徒にとっては，生き方を変えたか
もしれません。また，逆に高校生という早い段階で本
格的に科学研究を体験して，自分には向いていない
と結論したり，限界を感じて進路を変えた生徒がいた
かもしれません。今回の教育プログラムの評価はなか
なか定まらないかもしれませんが，一部でも生徒の将
来の進路に影響するようなことを起こしたのは事実で
す。成功だったかどうかは，どんな企画をたてたかと
か，どれだけ多くの人を集めたかとか，難関大学に多
くの合格者をだしたかとか，科学研究発表会で多くの
賞を受賞したかではかるものではなく，この課題研究
を中心に据えた教育プログラムで直接的および間接的
にどれだけ多くの人の幸福に貢献したかではかるもの
だと考えています。
　2019年公示の高等学校学習指導要領では，科学課題
研究に扱う科目として「理数探究基礎」と「理数探究」
が誕生し，2022年から学年進行で実施されます。これ
まで，生徒の科学研究は，多くの学校で放課後の部活
動としておこなわれてきましたが，これからはカリ
キュラムに組み込まれた授業で扱われることが多くな
ると思います。科学課題研究が全国の学校で，生徒に
魅力的なものになるかどうかが，教育改革の新時代を
切り開く重要な鍵になると思います。
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図４　整備された実験機器周辺
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はじめに

　有尾類の飼育は，1989年に一対のセトウチサンショ
ウウオHynobius setouchiの卵嚢が生物教室に持ち込
まれたことから始まった。その後，生物部の活動とし
ていろいろな種類の有尾類の飼育に受け継がれた。そ
して，「女子生徒の理系進学支援」を掲げて2006年に
文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業（Ｓ
ＳＨ）の指定を受けた。サンショウウオの世話はＳＳ
Ｈ主対象の生命科学コース１年生の放課後の日常的な
活動となった。
　本校のＳＳＨの出発点は，生物部のサンショウウオ
の研究から始まったと言っても過言ではない。ＳＳＨ
事業では，学校設定科目「生命科学課題研究」を中心

オオイタサンショウウオの完全飼育下での繁殖方法の
開発を目指した科学課題研究

秋　山　繁　治

Scientific research aimed at developing methods in complete captivity of the Japanese Salamander  Hynobius dunni

Shigeharu AKIYAMA
Abstract
　Scientific research aimed at developing breeding methods for salamanders under complete captivity 
began in 2006 with the commencement of the Life Science Course，a Super Science High school （SSH） 
research-based project under the auspices of the Ministry of Education，Culture，Sports，Science and 
Technology．The starting point of the research at our school was salamander breeding．Previous to the 
SSH project．
　This research was conducted to determine the factors for successful breeding and growth of 
salamanders，in particular，Hynobius dunni．Human activity and its environmental impacts have led 
H．dunni to be classified as endangered according to the Ministry of Environment．Our research focuses 
on establishing more effective breeding methods in order to preserve endangered species such as
H．dunni．We experimented to consider the following factors critical to preservation：environmental 
stimuli’s effect on their maturation and survival rate，breeding habit observation，developmental stage 
charting and artificial insemination methods．The results of this research will give others a more 
effective approach for preserving currently endangered salamander species and species at risk of 
becoming endangered．
　In addition，in this report we introduce a part of the transformation of female students who entered 
the Life Science Course along with the specific research methods and the significance of the results of 
breeding H．dunni，the subject of one focus of research．

＜キーワード＞　科学課題研究，有尾類，動物飼育，人工繁殖，オオイタサンショウウオ

に据えた教育プログラムを構築して実践してきたが，
指定から10年を経過した今もサンショウウオを含む有
尾類の研究は継続している。生徒たちは，生物は世話
を怠ると死んでしまうということを肌で感じ，日常的
に世話をする過程で研究テーマを見つけ，課題に取り
組み，完成させることで研究の喜びを発見した。その
延長線上に，いろいろな分野に展開していった今の課
題研究の成果がある。
　有尾類の飼育を始めて26年が経過した今，生徒たち
が過ごす社会は，ますます日常的に自然に触れる機会
を奪われ，野生生物に触れることが少なくなってきて
いる。
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研究への経緯

　サンショウウオの仲間（有尾類）は，変態して成体
になっても尾が残る両生類で，カエルの仲間（無尾類）
ほどその存在について一般的には知られていない。そ
の要因は，カエルのように活発に動くことも，声を出
すこともなく，朽木の下や石の下，山奥の湿地や水溜
まりといったあまり人目につかない場所でひっそりと
生活しているからだと考えられる。水路工事や休耕な
ど人為的な自然環境の改変によって，現在有尾類の仲
間の生息数は急激に減少し，多くの種が絶滅の恐れが
ある状況にある１）。
　九州の両生類の調査や保全に関ったことがきっかけ
で，オオイタサンショウウオHynobius dunniの飼育
に着手した。大規模な住宅造成工事などで生息環境を
失い，限られた場所にかろうじて生き残った個体を保
護する手だてがなく，移植して別の場所で生きる可能
性にかけるしかないような状況を目の当たりして，「希
少野生生物であるオオイタサンショウウオの保護に
は，生息する自然環境の保全だけでなく，その繁殖生
態をよく知り，絶滅に瀕した際の手段として人工的な
飼育下での繁殖方法も確立しておく必要がある」と考
えたからだ。
　本校生物部は，地元に生息するセトウチサンショウ
ウオについての生息分布，繁殖環境の復元作業，飼育
下での繁殖に取り組んできた経験をもっていたので，
これまでの飼育経験を生かせば，環境省編『レッドデ
ータブック2014』２）で「絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）」に指
定されているオオイタサンショウウオの飼育及び繁殖
について有益な成果を期待できると考え，生徒の研究
対象にすることを決めた。

目的

　本研究は，サンショウウオという野生動物の繁殖方
法の確立という長い年月を要する研究に取り組み，そ
れを「女子生徒理系進学支援」に結び付けて教育プロ
グラムを構築し，さらに研究で得た知見を希少野生動
物保護に結び付けることを目指した。
　人為的な環境の改変で激減している希少野生生物に
指定されているオオイタサンショウウオの完全な飼育
下での繁殖（受精卵から育てた個体での繁殖）方法を
確立するという長期的に取り組まなければ到達できな
い目標を設定して，生徒の日常的な教育活動と学校設
定科目「生命科学課題研究」をリンクさせた形で取り

組んだ。
　高校生の課題研究であっても，オリジナリティがあ
り，将来科学分野に進む生徒にとって研究の基礎にな
るテーマを設定したいと考えた。また，本校は女子校
であり，女子生徒の自然体験の少なさには驚くことが
あるので，サンショウウオの研究をきっかけに，いろ
いろな動植物に抵抗なく触れ，手間をいとわず課題に
取り組むことができる生徒に育って欲しいと考えた。
サンショウウオの繁殖の研究については，以下のこと
が期待できる。
　１ ．サンショウウオの飼育下での繁殖は，これまで

困難とされており，飼育下の繁殖例が極めて少な
い。繁殖方法の開発は，この種だけでなく近縁の
種（Hynobius属：日本に38種が生息）の繁殖にも
活かせる可能性が高い。

　２ ．生徒の研究において，発生段階図表の作成，幼
生の成長に伴う生存率の変化，幼生の共食い，性
成熟，飼育下の配偶行動の観察，人工受精の方法
の開発など，多くの研究テーマを設定できる。

　３ ．環境省自然保護局『レッドデータブック2014日
本の絶滅のおそれのある野生生物』に「絶滅危惧
Ⅱ類（ＶＵ）」に指定されている種を扱うことで，
他の多くの絶滅危惧種に目を向け，身近な環境に
棲む生物を大切にする気持ちを育むことができる。

　４ ．今の社会では生命倫理的な視点で，脊椎動物を
傷つけるような研究テーマを設定することは難し
い。本研究が目指す繁殖方法は，動物を傷つけな
い範囲で考えており，動物の保護の観点でも教材
開発になる。

方法

　サンショウウオの仲間については，その生態の解明
がほとんど進んでおらず，完全な飼育下での繁殖方法
を確立するためには，克服しなければならない多くの
問題があり，それをその時々の生徒の科学研究のテー
マとして取り組んできた。「何を餌にするのか」，「ど
んな容器で飼育するのか」，「餌はどのくらい与えるの
か」，「性成熟するまでどのくらいかかるのか」等の疑
問のすべてが研究テーマになった。研究対象としたオ
オイタサンショウウオについても，レッドデータブッ
ク2014に「繁殖個体の平均年齢は不明であるが，飼育
下では３年で性成熟した例がある」と記載されている
だけである２）。
　飼育下での繁殖方法を開発するためには，⑴成熟個
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体になるまで安全に飼育する方法と⑵受精させる方法
を確立する必要がある。飼育する方法を確立するため
に， ⅰ発生段階，ⅱ幼生の飼育条件，ⅲ性成熟に要す
る年数を調べた。また，受精方法については，希少野
生動物なので，親個体を殺さないで行えるⅰ飼育ケー
ス内での自然産卵，ⅱ人工授精の２つの方法を試みた。

⑴　成熟個体になるまで安全に飼育する方法の検討
　ⅰ　受精卵からの胚の発生段階を観察して記録する。
　受精卵から成長していく過程を細部まで観察するた
めには，ゼリーの除去，いろいろな角度から観察，温
度設定（発生の進行が温度によって変化する），幼生
を麻酔する方法などを検討して，卵を受精直後から胚
が発生し変態して背鰭がなくなるまで観察し，クロサ
ンショウウオの発生段階（岩澤）３）と比較した。

【方法】
　① 　ゼリー層を除去した卵を水温18℃生理水10倍希

釈液中で発生させ，孵化まで観察した。
　② 　幼生が餌を食べるようになると，集団飼育で共

食いがおこり，手足が欠損する個体や異常に大き
い共食い個体が出現して，時系列での成長の記録
が取れないため，幼生５匹を個別に深皿シャーレ
に入れて水温18℃の温度で飼育し，観察した。

　③ 　幼生の背面と腹面からの観察は，麻酔をかけて
観察した。

　④ 　上陸の判断は，飼育容器に少量の水と濡らした
紙タオルを入れ，紙タオル（陸地）に上がった時
を陸上生活の始まりとした。

　⑤ 　背鰭が完全になくなったときに観察を終了し
た。



96

オオイタサンショウウオの完全飼育下での繁殖方法の開発を目指した科学課題研究

【結果】
　写真での発生段階表を完成することができた。
　Stage41で孵化，Stage46で摂食を開始した。18℃で
飼育して，上陸するのに約80日を要した。
　クロサンショウウオの発生段階図表３）との違いを
確認した。
　・ クロサンショウウオはStage44で後肢原基が出

現するのに対し，オオイタサンショウウオでは
Stage47で出現した。

　・ Stage67でクロサンショウウオでは鰓と背鰭の縮
小が同時に始まるが，オオイタサンショウウオで
は背鰭の縮小が先で，一週間遅れて鰓の縮小が始
まった。そこで鰓の縮小前をstage67-１，縮小後
をStage67-２とした。

　・ クロサンショウウオではStage68に達した際に背
鰭，尾鰭，鰓が全て退化していたのに対し，オオ
イタサンショウウオでは背鰭，尾鰭は退化してい
たが，鰓はまだ残っていた。

　　※ 下図は，時間経過とともにどのように発生段階
（stage）が進むかを示す）。

　ⅱ　幼生が変態するまで安全に飼育する条件を調べる。
【方法】
　孵化後の幼生の時期の共食いが個体数を減らす大き
な原因になっているので，密度と餌のやり方で飼育条
件（実験 A ～ E）を変えて，孵化直後から変態（最
初に上陸する個体が出現する）まで飼育し，個体数の

変化を記録した。最適な幼生の飼育条件を調べた。
［実験Ａ］一定の大きさの容器532㎠（19㎝×28㎝）
で個体密度を変えて飼育
［実験Ｂ］１匹あたりの餌量が同じ条件で飼育
［実験Ｃ］餌の処理の仕方を変えて飼育
　餌の処理の仕方による影響を調べるため，次の３つ
の条件「無処理（通常どおり餌を与えたもの）」，「き
ざみ（餌を刻んで与えたもの）」「飢餓（餌を与えない
もの）」で，開始時に60匹，80匹，100匹の設定で飼育
した。
［実験Ｄ］実験Ｃの条件で頭胴長を測定
　実験Ｃで，孵化後63日目の幼生（無処理とキザミ）と，
孵化して31日目の幼生（飢餓）の頭胴長を測定した。
［実験Ｅ］飼育密度と四肢欠損状況固体の出現率
　飼育密度を変えたバットごとに，最初の上陸個体が
出現したときの四肢欠損状況個体の出現率を調べた。

【結果】�
［実験Ａ］

［実験Ｂ］

［実験Ｃ］
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［実験Ｄ］

［実験Ｅ］

 

　今回使用した容器では，幼生40匹の飼育条件が好ま
しいことが判った。高密度であると死亡率が高くなる

が，適切な量の餌を与え，水質の良い環境を保つこと
ができれば個体数の減少を抑えられる。また，成長段
階によって適切な餌のやり方があることや，高密度で
は，共食いの機会が多くなることもわかった。

　ⅲ　性成熟するのに何年かかるかを解明する。
【方法】
　何年で性成熟するかをつきとめるために，飼育して
きた個体（２年目59匹，３年目32匹，４年目37匹，５
年目41匹）にゴナトロピン注射をして，排卵するか，
精子を出すかで雌雄の性成熟を確認した。
【雄雌の性成熟を判断するポイント】

【結果】
　成熟にこれまで３年を要するとされていたが，飼育
下では雌雄ともに２年で成熟する個体が出現すること
を確認した。逆に５年を経ても卵または精子を持って
いない個体も存在することから，毎年すべての個体が
繁殖に関わるわけではないことがわかった。
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⑵　受精させる方法の検討
　ⅰ　水槽内で自然産卵する条件をみつける。
【方法】
　ゴナトロピンの雌への注射は，排卵してしまう量で
はなく，性成熟した雌を興奮させ自然産卵に到らせる
レベルの少量を入れる。そして，野外の繁殖環境を模
した水槽で，あらかじめ入れておいた性成熟した雄と
遭遇させて観察する。
　① 　雌の性成熟を判断し，ゴナトロピン50単位を注

射する。
　② 　３本の竹ひごを打ち込んだ 15cm × 10cm の合

板を水槽に設置し，雄を入れる。
　③　ゴナトロピン注射１日後，雌を水槽に入れる。
　④ 　高感度カメラを市販のＨＤレコーダーに取り付

けて，産卵終了まで長時間継続して撮影する。夜
間撮影できるように水槽に向けて赤外線灯光器も
設置する。

　⑤　撮影した画像から配偶行動を分析する。
【結果】
　産卵行動（単独産卵と連続産卵）を水槽で再現する
ことに成功した。野外観察で，雄の枝にしがみ付く行

動を観察していたが，今回の観察から，雄が竹ひごに
しがみ付く行動が，雌の産卵が近いことを判断する指
標になることが判った。また，野外で卵嚢の下に雄が
隠れている場面に遭遇するが，繁殖行動に参加した雄
が，そのまま卵嚢の近くに縄張りを形成することもわ
かった。
　ⅱ　人工授精で受精卵を得る方法を確立する。
　雌にゴナトロピンを注射して排卵を誘発して，採取
した卵嚢の表面に雄から採取した精子を塗ることで受
精させる。
【方法】
　① 　性成熟した雌にゴナトロピン100単位を注射し，

産卵を誘発する。
　② 　数日後，産卵間際になると，総排出腔に卵嚢の

ゼリーの端が見えるので卵嚢を引っ張り出して採
取する。

　③ 　雄にも同様にゴナトロピン100単位を注射する。
腹部から総排出腔に向かってしごくようにして精
子を採取する。

　④ 　雄から採取したばかりの精子をガラス棒で卵嚢
に塗って受精させる。
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　⑤ 　採卵からの経過時間を変えた条件で受精させ，
正常発生するかどうかを確認する。

【結果】
　ゴナトロピン注射で，雌を殺さなくても人工授精で
きることを確認した。カエル目（アフリカツメガエル
など）では，排卵後の卵は数時間で受精能を失うが，
最長で排卵後100時間以上経過しても正常に発生する
場合があることがわかった。このことは，条件を整え
て保管すれば，卵の受精能を低温条件で長時間保持で
きる可能性があることを示している。

 

研究成果のまとめ

１． オオイタサンショウウオの発生段階表は作成され
ていないが，写真版で完成させることができた。
他種との違いも発見した。

２． 幼生の飼育では，適切な密度条件を設定すれば，
赤虫のみで，幼生から産卵できる成体にまで成熟
させることができることを確認した。

３． 性成熟に関しては３年を要するという定説に対し
て，雌雄とも２年で繁殖可能になる個体が出現す
ることを確認した。

４． 卵からの完全な飼育個体で，水槽内で自然産卵さ
せることに成功した。

５． 卵からの完全な飼育個体で，ホルモン誘発で摘出
した卵囊と採取した精子で人工授精に成功した。

６． カエルでは排卵後の卵は数時間で受精能を失うが，
サンショウウオでは，低温条件で保持すれば，排
卵後100時間以上経過しても受精できることを確
認した。

　オオイタサンショウウオの繁殖方法は，この種だけ
でなく近縁の種（同じHynobius属だけで日本に38種
が生息），日本爬虫両棲類学会標準和名リスト2022年
３月29日版の繁殖にも活かせる可能性が高いと考えて
いる。発生段階表の新規作成も含めて，基礎研究とし
ての意義は大きいと考えている。

継続した研究が成り立つ条件

　科学の世界では大きな発想の転換があるような研究
が評価される傾向があるが，動物生態など野生動物を
対象とする研究は，気の遠くなるような長い期間を要
する。本研究でも卵から成熟個体になるまでに３年間
の飼育を要した。また，繁殖に関わる研究は１月下旬
から３月上旬しかできない。それ以外の期間は，個体
を維持するために毎日の給餌作業が必要となる。それ
ゆえに短期間で成果が要求される大学などの研究機関
では扱われることは少ない。オオイタサンショウウオ
は，レッドデータブック2014の特記事項に「生物地理
や地史を考えていく上で特に重要な種」とされながら，
手間の割には成果が上がらない研究対象なのである。
　また，研究には再現性のあるデータが必要で，その
ためには多くの個体を維持することが必要になる。今
回の性成熟の有無を確認する実験に使った個体数だけ
でも，成体169匹（総飼育個体数は倍以上）を使って
いる。高温や汚れた水が原因で大量死（容器内のすべ
ての個体が一度に死亡）を起こすので，一度のミスが
取り返しのつかない結果になるため，長い年月をかけ
て培われた飼育に関する細かい配慮が必要である。
　また，結果の至るまでには，その背後に多くの試行
錯誤が山積している。例えば，人工授精では，体外受
精を「卵を水に浸して，精子をその水に溶かす」とい
う方法をまずは思いつく。しかしながら，水で濡れた
卵嚢では何回試みても受精しなかった。卵嚢に直接雄
から搾り取った精子を薄めないで直接塗ることによっ
てやっと人工授精を成功させていることができた。人
工授精の結果を示すグラフ上の１つ 1 つのドットは，
雌から自身で排卵する前に水に濡らさないように注意
深く卵嚢を採取し，授精させるときにちょうど精子が
出る状態にしておいた雄から採集した精子を水に濡ら
さない状態で受精させているのである。38回の人工授
精を試みた結果と考えれば，どれだけの飼育個体数と
手間がかかっているかを推測していただけると思う。
　現在，生物教室で多くのオオイタサンショウウオを
飼育しているが，すべて受精卵から育てたもので野外
で採取した成体はいない。現在まで研究を続けること
ができたのは「継続的な飼育によって必要な個体数を
保持してきた」からである。野生生物の飼育は「餌と
して何を与えるか」から始まって，試行錯誤の連続で
あった。受精卵から成体まで育てることができるとい
う経験を生徒同士で先輩から後輩へと受け継げたこと
が，飼育下の繁殖方法を確立できた理由である。
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課題研究の教育的効果

　サンショウウオの研究は，生命科学コース２年生の
学校設定科目「生命科学課題研究（２単位）」を履修
する生徒を中心に取り組んでいるが，１年生では全員
が日常的な活動として飼育（餌やり）を担当し，３年
生では希望者が部活動として２年生で取り組んだデー
タで継続して研究できる形にしている。
　生命科学コースに入学以来，毎日のようにサンショ
ウウオに関わって学校生活を送ってきた１年生が，１
年間でその意識がどのように変わっただろうか。飼育
をしていない文理コースの生徒と比較して，７月と２
月の２回のアンケートを見てみたい。意識のレベルを
１～４で答える問いで，「学習で新しい興味を持った」，

「答えだけでなく考え方が大切」の結果を平均値で示
した。

問．「学習で新しい興味をもった」

問．「答えだけでなく考え方が大切」

　課題研究の指導をすると，生徒が科学研究を本当に
好きかどうかがよくわかる。そして，前向きに真面目
に取り組んだ生徒は，本人が納得した進路に進んでい
く。課題研究の指導でもっとも大切なのは，本当に好
きなことを見つける機会を与え，実感させることだと
考えている。高校３年の段階で，課題研究に取り組ん
だことが進路に役立ったかどうかを問うたアンケート
結果である。約８割の生徒が進路に影響したと肯定し

ている。

　課題研究は，生命科学コースの設置（2006年）以来
継続して取り組んでいるので，研究にストーリーが生
まれ，先輩から後輩に研究が継承されていく形になり，
技術が進歩し，研究内容を深化させることができてい
ると実感している。
　生命科学コースを設定する前は，科学研究の成果を
学校外で発表することなど全く考えられなかったが，
設定後３年目でＳＳＨ生徒研究発表会（科学技術振興
機構理事長賞を受賞）という大きな舞台を経験した後，
研究レベルが急激に上がり，成果がでるようになった。
これまでに，ＳＳＨ生徒研究発表会で科学技術振興機
構理事長賞２回，日本学生科学賞入賞３回，JSEC入
賞３回，化学グランドコンテト入賞１回等の全国レベ
ル大会で入賞できるようになり，英語教育中心の女子
校でも，課題研究を柱にした教育プログラムの開発に
よって，10年間でここまで科学研究で成果を出せる学
校に変容することが可能だということを証明できたと
考えている４）５）。

動物飼育生徒への影響

　生命科学コースの生徒全員を飼育に関わらせていて
感じることは，ペットを可愛がることはあっても，自
分で責任をもって飼育した経験がある生徒は非常に少
ないということである。動物との関わりから生命の尊
さを学ぶということで小学校に動物が飼われていると
いう話は耳にするが，現状はどうなっているのだろうか。
　小学校の理科の教科目標には，「問題解決の能力と
自然を愛する心情を育てる」という記載がある。ま
た，生活科には，動物飼育が設定されている。そこで，
本校１年生に総合的な学習の時間の宿題として，出身
小学校を訪問して調査レポートを作成することを課し
てみた。そのレポートから「生徒たちに飼育動物との
思い出が非常に少ないことを実感した。次の段階とし
て，生徒と協力して，「学校飼育動物」についての現
状を知るために，岡山県内の小学校にアンケート調査
を実施した。この調査で，飼育状況が明らかになって
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きた。一例として一番多く飼われているウサギの飼育
状況を取り上げると，ウサギの雌雄を区別できない学
校が54％，雌雄混合飼育が65％，雄の非去勢手術率が
91％であった。飼育数が40羽の学校もあった。ウサギ
は繁殖力が旺盛で，雄はなわばりをもつという特徴に
配慮する必要があるが，現状は，雌雄を区別できない
学校が多く，避妊しないで雌雄を混在させて飼ってい
るのがわかった。教師でさえ理解が十分でない状態で
飼っているので，動物たちを有効な教材として生かし
切れていないことが理解できる６）。

【質問】ウサギのオスは去勢しているか。

【質問】�貴重種の重要さや環境保護について考えるよ
うになったか。

　本校の生命科学コースでは，全員が入学して 1 年間
は放課後日常的に両生類の世話をすることになってい
る。両生類の飼育に関わってからの変化をアンケート
から分析すると，飼育を経験することによって，「気
持ち悪い」という気持ちが減り（80%→16%），「可愛い」
と思うようになり（31%→77%），貴重種の重要さや，
環境保護について考えることについては，上のグラフ
のような結果を得ている。
　2013年度版『子ども・若者白書』で「近年，子ども
の体験活動の場や機会の減少が指摘されている。例え
ば自然体験活動についてみると，学校以外の公的機関
や民間団体が行う自然体験活動への小学生の参加率
は，どの学年でもおおむね低下しており，小中学生の
中で自然体験をほとんどしたことがない者が1998年と
比較して2009年は全般的に増加している」とある。
　『理科離れしているのは誰か』（松村泰子編）では，
理科実験で男子が中心的役割をすることが多く，女子

に積極性が低下していく傾向が強いことが報告されて
いる。直接実験に参加する機会の少なさが理科嫌いを
つくっているとしたら，女子の理科好きを増やすため
には，より多くの実験・実習を盛り込んだ課題研究の
ような教育プログラムが必要になっていると確信して
いる７）。
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はじめに

　平成18年に本校が文部科学省によるＳＳＨ事業に採
択され，その年度の入学生から生命科学コースのカリ
キュラムが新たにスタートした。学校設定科目「生命
科学課題研究」は事業の要であり，目玉となる取り組
みであるが，本校にはそれまで授業として「課題研究」
を実施していたことはなかった。その「生命科学課題
研究」は生命科学コース２年次に設定されていたこと
から，平成19年度から開講され，生徒が希望する分野
を選択してグループで実施する形式となり，そのうち
の１つの分野の指導を自分が担当することになった。
ＳＳＨ事業において目指した教育プログラム開発の３
本柱である『知識』『体験』『研究』のうち最も重要と
なる『研究』の内容のすべてではないにしろ，その一
端を任されることになった。これからは教育現場で探
究的な活動が必要とされてくる流れであることから，
これからに向けて，ＳＳＨ指定の１期から２期にかけ
ての９年間を振り返りたい。

化学と環境の結びつきに着目した科学課題研究

坂　部　高　平

Scientific research focusing on the connection between chemistry and the environment 

Kohei SAKABE

　Our school was adopted for the SSH project by the Ministry of Education，Culture，Sports，Science 

and Technology in 2006，with freshman students of that school year being the first to study under the 

curriculum of the Life-Science Course．In the school-specific subject Life Science Research Topics，the 

core of the project，students selected the desired field and researched in groups，one of which I am in 

charge of．It was something I had never done before，but through trial and error I was able to continue 

to this day with the help of my colleagues and students．Here，I would like to introduce my 9-year 

efforts from the beginnings of the SSH program，which started as  fledgling project in 2007，through 

the first term and on to the second term．I have greatly enjoyed my tenure，and in great thanks to the 

commitment of students I have acquired a critical perspective，attention to detail，patience，forward-

looking planning，communication skills，and presentation skills．I think I was also able to develop rigorours 

scientific thinking ability．

＜キーワード＞　スーパーサイエンスハイスクール，課題研究，化学，環境，理科教育

役割を考える

　まず考えたことは，自分がどのような役割を担うべ
きかという問題であった。それは，対教員でのもので
もあり，対生徒のものでもある。幸い，「生命科学課
題研究」という科目の中では担当者が複数存在してい
た。中でもＳＳＨ事業の起案者であり，その枠組みを
作り上げ，自身で両生類の研究を実践し続けていた秋
山繁治先生がいるということは大きな心の支えであっ
た。秋山先生がリードしてくれるとの思いもあり，自
分にできることで精一杯やればよいという気持ちで臨
むことができたのである。
　自分は「化学」の授業を担当し，大学および大学院
での卒業研究課題も「有機合成化学」であったこと，
さらに大学時代の恩師である伊藤敏幸先生（在学時は
岡山大学教育学部助教授，当時は鳥取大学工学部教授）
がさらにグリーンケミストリーを推し進めていたこと
もあり，自分が受け持つ分野を環境および化学を主な
テーマとする『環境化学』分野と銘打って１年生を対
象とした分野選択説明に臨むことにした。研究らしい
研究ができるかどうかは二の次として，やったことの
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ないことであったので，生徒と一緒に考えて，自分と
しても「なんだか面白そう」なことができれば，生徒
も自分もやりぬくことができるのではないかと考えた。

１年目…グリーンケミストリーを目指して

　平成19年度（2007年度）のテーマは大雑把には「グ
リーンケミストリー」とした。鳥取大学の伊藤敏幸先
生が扱っていた「イオン液体」を再利用できる溶媒と
して使用して，代表的な有機合成反応であるエステル
化をさせることを目的として実験をおこなった。当時
の高校生にはまだイオン液体のことは知られていない
頃のことであったので，使っている物質が目新しいも
のであることから，反応条件の最適化を目指して実験
を重ねていった。高い収率で溶媒としてのイオン液体
が再利用できれば，目的は達成であるが，実際にはな
かなかうまくはいかなかった。しかし，高校の実験室
でやれる実験として，あまり特殊な機器を使わないと
いう条件のもと，試行錯誤を繰り返したことで，探究
的な活動になったのではないかと考えている。

　上図のポスターは９月の段階で作成したものである
が，本研究課題「イオン液体を溶媒に用いたエステル
化反応」はこちらから生徒に提示したテーマの一つを
ふくらませたものであった。この段階では，ポスター
作成はかなりの部分に教員の手が入って進められた状
態であった。

２年目…研究テーマを引き継いで

　研究課題を深めて完成度を上げるためには，長く続
けることが１つの方法であることは間違いない。そこ
で，次年度は基本的に前年度の研究課題を継続するこ
ととして，「イオン液体を用いたエステル化反応の条
件検討」をテーマとした。基本の反応は前年度と同じ
にしたので，いろいろな条件検討をおこなうことがで
きた。この年度は前年度の研究課題を見てから分野を
選んで集まった生徒たちであったので，継続ではあっ
たが，熱心に試行錯誤をしてくれた。

　上図のポスターは１月の段階で作成したものであ
る。実験条件については，有機化合物について学習す
る前から研究がスタートしているので，教員との相談
なしには決めることができないのが現状であったが，
それでもテーブル作成のための条件変更については意
見を出してくれるようになったので，成長が見られた。
さらに，ポスターの作成についても自分たちで説明
イラストを描いたり，レイアウトを考えてＰＣでポス
ター形式にまとめたりといった作業をしてくれるよう
になった。最終的に教員側で見やすいようにかなり手
直しが必要だったのだが，まずは預けて任せてみるこ
とができた。昨年度や他のグループの発表用ポスター
を見ることで具体的なイメージをしやすくなったもの
と考えられ，先輩の姿や結果を見ることが，大きく影
響することが感じられた２年目であった。
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３年目…自発的な課題設定意識の力

　３年目も前年度の研究課題を引き継いでいたのだ
が，同時に，自分たちで何か研究課題を考えさせ，と
りあえず何かやってみる，という流れでこの年度の課
題研究をスタートさせた。それは，中学校から本校に
いる生徒であれば，昨年，一昨年と生命科学コースの
先輩がどのような課題研究を進めてきたかということ
を見てきており，生徒の理解と視点から何か研究課題
が出てくるのではないかと期待したからである。その
中で，ゴーヤを種から育ててみることからスタートし
ていろいろな育て方をする中で，「化学物質の濃度と
発芽の差異」という研究テーマにたどり着き，途中か
らはこちらのテーマを中心に課題研究を進めていっ
た。育てる植物種をブロッコリースプラウトに変え
たのも，実験回数を増やし，データを増やそうとした
結果であり，継続でなく生徒自身が設定したテーマで
あったがゆえのモチベーションの高さを知ることに
なった。これは，この年度のグループメンバーの仲が
よく，グループで何か作り上げようとする雰囲気が醸
成されたことにも起因する。あとで考えても，このよ
うなグループが形成されることは稀であったので，運
に左右される面もあるのかもしれない。下図のポス
ターにも，データがいろいろあるだけでなく，グラフ
化についても工夫が見られるようになってきた。

　その意欲の高さから，校外での各種研究発表会にど
んどん出ていったのも私の担当ではこの年度が最初で
あった。本校主催の発表会以外では，
　・高校生大学院生による研究紹介と交流の会（岡山大）
　・高校化学グランドコンテスト（大阪市立大）
　・集まれ！科学好き　科学好き発表会（岡山県）
などに参加して発表し，科学好き発表会では初めて参
加賞ではない，選ばれた上での賞をもらうことができ
たことに喜んだ。さらに，この年度の生徒は，次年度
まで少し研究活動を継続して内容をまとめ上げ，「坊っ
ちゃん科学賞」研究論文コンテスト・高校部門（東京
理科大学）に応募をし，「入賞」を果たすことができ
た。この論文コンテストに応募するところまで年度を
超えて取り組んだのは，この９年間でこのグループだ
けである。これをきっかけに，年度末にどんな形であ
れ，課題研究の内容を自分たちで文書にまとめさせる
作業を取り入れたのである。

４年目…継続と新規の２本立て

　平成22年度（2011年度）は，昨年度からの継続とな
る「物質の添加による植物の生長の差異」を研究課題
として進めた。そして，前年度と同様に新たな研究課
題を生徒の発想から得ようとしたのだが，何もないと
ころからアイデアが出てくるわけではないことから，
化学の教科書や資料集から生徒視点で何か不思議なこ
とが見つからないかという働きかけを試みた。そこで
出てきた研究課題が，「フェノール類の種類と呈色反
応の色の違いを探る」である。
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　このポスターは初の２枚組であるが，吸光度計を用
いた計測が今まではなかった点である。吸光度は高校
の教科書には登場しないが，生徒は何とか内容を理解
して説明に用いることができた。校外の研究発表会の
発表で，見学者からいろいろな意見を聞いたり，アド
バイスをもらったりする中で，色の違いを写真で示す

だけでは不十分との思いから，吸光度の計測に至った
ことは，成長が感じられる流れであった。このポスター
による発表は，「集まれ！科学好き」発表会において「き
らり科学の目賞」という賞を受賞することもできた。
この年度もグループで人数がある程度いればこそ，２
つのテーマを同時に進めることができた。

５年目…継続の中から新たな現象に出会う

　平成23年度（2012年度）の研究課題は前年度の継続
のみで進めたが，この年度は「小さな違いと疑問を逃
さない」ことで研究課題が成立していくということを
肌で感じることになった。前年度の研究を継続して調
べているうちに，サリチル酸ナトリウムという物質だ
けが他の物質とは異なる色の変化の仕方を見せたこと
が発端で，「塩化鉄（Ⅲ）によるフェノール類の呈色
反応と濃度」という研究テーマが成立した。濃度によ
る呈色の違いから始まり，何の濃度が影響しているの
か，吸光度はどのように変化しているのか，といった
ことをよく似た化合物のよく似た呈色とも結びつける
など，分析と予想，計画と実験の繰り返しの中でｐＨ
の違いによる呈色の違いまでたどり着くことができた
という，いわば犯人探しのような流れの研究であった。
本校にあった吸光度計は自動的に計測してくれるよう
なものではなかったのだが，生徒はめんどくさがりな
がらも地道な吸光度の計測を繰り返し，ｐＨとの関係
を見出すまで続けることができた。これは，継続研究
の初期のモチベーションは例え低めであっても，その
中で生徒自身が見つけた疑問によってモチベーション
が高められ，食らいついてくれるという経験であった。
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　上図がその発表ポスターであるが，がんばって計測
した数値がグラフとしてきれいに出力されるのは，生
徒にとってもうれしいことであったようである。さら
にグラフにしたからこそ同じものであることがわかる
という好例を目にすることもできた。

６年目…継続テーマ２つのうち１つは復活テーマ

　この年度は，継続テーマ２つを同時に進める年に
なった。これまでと異なるのは，その継続の仕方であっ
た。前年度の継続で進めた研究が「塩化鉄（Ⅲ）によ
るサリチル酸の呈色の違いと条件」であるが，もう１
つのテーマは一昨年度の前半までで止まっていたテー
マを進めた「ブロッコリースプラウトを使った植物の
成長実験」であった。これまでは，研究テーマを継続
する場合は，必ず前年度から継続していたが，今まで
にいくつかの研究テーマに取り組んできたこともあ
り，さらに遡って先輩の研究を見直し，内容について
先輩に直接教えてもらうことはできないものの，途中
の空白期間を経て再び継続するというパターンを実践
することができた。これによって，研究課題の設定パ
ターンについては次の４パターンとなった。
１．新規にテーマを教員が提案
２．新規にテーマを生徒が探して提案
３．前年度のテーマを次年度も継続（先輩から直接引継）
４．前年度以前のテーマを復活して継続（直接引継無し）

　上図のポスターは，復活テーマのものであるが，こ
のテーマに取り組んだ生徒は，以前の実験のようすを
見ていないこともあり，実験方法（この場合は寒天の
状態）から練り直しをおこなった。以前の方法が絶対
ではなく，もっと分かりやすい，やりやすい方法がな
いかという点を自分たちで追求した。そういう視点を
もって取り組んでくれる生徒が育っていたことをうれ
しく思ったことが印象に残っているグループである。
さらに，このときのポスターは私がほとんど手を入れ
ずとも，ほぼ整った形のものを生徒が提出してきたこ
とも印象に残っている。

７年目… 実験対象の変更からの発見と
　　　　モチベーション再び

　平成25年度（2013年度）は，エネルギッシュな生徒
がグループに存在していたことから，前年度の継続
テーマ２つとちょっとした好奇心からの発見によるモ
チベーション上昇による新テーマの開拓，以前の研究
を元にした新たなテーマを進めた年であった。全く新
規に２つのテーマを１年間続けたのはこの年度が初で
あるが，自分のグループの人数がそれほど多いわけで
もないのに３つのテーマをほぼ同時に１年間進めたの
も初となった。そのテーマは，スプラウトの成長への
影響を継続で調べ，さらに新たに動物への影響も調べ
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た「銅の微量金属作用を探る」，フェノール類の呈色
反応を継続で調べた「サリチル酸と鉄（Ⅲ）イオンを
利用したｐＨ指示薬の可能性を探る」，以前使ったこ
とのある物質に関係した「磁性イオン液体の合成と磁
性の強さの簡便な比較法の検討」であった。

  

　前段の図は水生動物に対する銅の微量金属作用に関
するポスター２枚組の一部である。この部分を担当し
た生徒が特にエネルギッシュで，微量金属作用なので
小さな水生生物ということで，ミジンコからはじまり，
サカマキガイ，スクミリンゴガイと徐々に対象を大き
な体のものに変えていった。タニシ類を使ったのは全
くの偶然であったが，想像以上の影響があって驚いた
のを覚えている。いろいろやらせてみるものだと，つ
くづく感じた事例である。さらに銅の影響を高価な測
定機器を使わずにどうやったら比較できるかを，知恵
を絞って考えて実験装置を設計していた。さらにスク
ミリンゴガイ（ジャンボタニシ）にも影響があるとわ
かると，駆除に役立つはずとさらにモチベーションを

上げて実験に取り組んでいた。最初は何かに役に立つ
かも…という気持ちでスタートしていたが，役に立ち
そうだとなると，研究の進路をイメージしやすい生徒
もいることがよくわかる事例だった。
　それに対して磁性イオン液体については，理屈が難
しく，理解が追いつかない面もあるものの，ちょっと
難しいことに挑戦していることを感じるのがモチベー
ションになる生徒がいるというパターンであった。難
しいながらも理解しようと努力していたようすが思い
出される。いろいろなパターンで課題研究に取り組む
姿勢が変わってくる生徒がおり，そこをある程度見極
めて接していきたいと感じた年度であった。

８年目…新規生徒提案のみで

　平成26年度（2014年度）は，生徒が見つけてきた資
料の現象をもとにしたテーマのみで進めた。そのテー
マは「銀の変色を磨かずに元に戻すには？」というも
のになった。右上の図はその発表ポスターである。こ
の年度のポスターは細かなレイアウト以外はほとんど
生徒の手によるものである。ＰＣ（ワープロ）の扱い
に関しては特に指示の必要なレベルに到達していた。
　研究課題としては，元に戻すことができることはわ
かっていることだったので，その最適条件を探してい
こうというものであった。これもどんな実験方法で調
べるべきか，ということから始まり，方法を確定して
からさまざまなデータをそろえていくというオーソ
ドックスな展開である。ただし，このときはまずどん
な方法で変色した銀を準備するかということが最初に
問題になり，そこに少し時間がかかった課題であった。
しかし，それをていねいに進めていくことが生徒の自
力になって身についていくのではないかと思えた。
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９年目…新しいテーマと発表の場の定番化へ

　第２期ＳＳＨの最後の年度であったが，ここで新た
な分野にもテーマを広げた。この年度のテーマは，一
昨年の継続となる「銅の微量金属作用」，生徒提案の
新規で「アルギン酸ボールの利用を考える」，そして
初の機械工学系でレゴマインドストームＥＶ３を用い
た競技会への出場に向けた「宇宙エレベーターロボッ
トの組み立てと制御」である。本グループのテーマと
していた「環境」や「化学」から離れてしまった感じ
のあるロボットがテーマであるが，工学系の研究課題
もあってよいだろうとの考えから導入した。学習指導
要領の改訂により，2022 年度から実施される高等学
校の新教育課程においても情報科ではプログラミング
教育などにスポットが当たっていることから，今後を
見据えた設定であった。
　次頁の図はその組み立てたロボットについての発表
のポスターである。プログラミングについては，当時
の生徒は全然学習しているわけではないので手探りの
状況であったが，何とか組み立てて，実際に動かすこ
とができた。その出来は，私としては想像以上のもの
に仕上がったと感じた。
　この年度は，2020年度現在，グループの生徒ととも
に参加する校外での研究発表会等がほぼ出そろったと

きでもあった。ただし，毎年すべての発表会等に参加
しているわけではない。そこは生徒のようす，研究の
進み具合との兼ね合いを見て，教員側である程度調整
した発表会情報を生徒に提供するというスタンスでよ
いと考えている。

研究発表の場の提供の意義

　この９年間の課題研究に対する指導で，最も重要と
思われることが，校外での研究発表の場に参加するこ
とである。発表の場は，一つ一つが区切りとなり，研
究課題を見つめ直し，先を見通す機会を与える。そし
て，最大のプレゼンテーション能力やコミュニケー
ション能力育成の場である。この場数が生徒を大いに
成長させていることは，指導者として客観的に見ても
明らかであるし，生徒本人たち自身も感じていること
である。目標（締切）があればこそ，それに向けて計
画が立てられる。計画的に物事を長期で進めることが
苦手な生徒は多い。だからこそ，短期的な節目が必要
であり，その繰り返しの中で長期的な計画性も養わ
れるものであろう。さらに，研究発表会において何ら
かの賞がもらえることや，発表の場で質問者が感心し
てくれたり，褒めてくれたりすることは，生徒にとっ
て存外嬉しいもので，指導者以外の他者に認められた
いという気持ちも，研究活動のモチベーションにつな
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がっている。例え，賞がもらえなかったとしても，「今
度こそ」という改善への気持ちにつながっていく面も
あり，発表時の質問者からのアドバイスも直接役立っ
たり，ヒントになったりすることもある。もちろん，
指導した立場からしても，外部から賞などによって成
果が形あるもので認められるということは嬉しいもの
であり，続けていくモチベーションとなった。
　私の指導したグループでこの９年間に参加した校外
の研究発表会・論文コンテスト等を列挙すると次のと
おりである。現在も続いているものも多い。学会主催
の高校生対象研究発表会は，特に分野を特定していな
いことが多いので，中国四国地区の大会など地理的に
近くで開催される場合は参加しやすい。
　・高校生大学院生による研究紹介と交流の会（岡山大）
　・青少年のための科学の祭典倉敷大会
　・ 高校化学グランドコンテスト（大阪市立大 ･ 大阪

府立大）
　・宇宙エレベーターロボット競技会（ナリカ）
　・サイエンスキャッスル関西大会（リバネス）
　・集まれ！科学好き　科学好き発表会（岡山県）
　・科学への挑戦者（岡山理科大）
　・理数科理数コース課題研究合同発表会（岡山県）
　・ジュニア農芸化学会（日本農芸化学会）
　・高校生オープン学会（日本薬学会等）
　・益川塾シンポジウム（京都産業大）
　・坊っちゃん科学賞（東京理科大）
　・高校環境化学賞（日本環境科学会）
　課題研究への取り組みを通して，批判的に物事を見
る視点や細かな変化を見逃さない注意力，諦めない粘
り強い忍耐力，先を見通した計画性，他者との関わり
のためのコミュニケーション力およびプレゼンテー
ション力，もちろん科学的な思考力も養うことができ
ると信じて課題研究に関わっていきたい。その中に，
自分としては好奇心を満たすような楽しみな部分も入
れながらやっていけるとよいのではないかと考える。
いつか，当時の生徒が良い経験，良い思い出，人生の
プラスになったと感じてもらえる課題研究であってほ
しいと願い，それを目指したい。また，ここには私の
経験を並べただけの形になっているが，これから学校
における探究的な活動の時間が増え，関わる先生も増
えることから，一部でも参考になれば幸いである。
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はじめに

　本校に赴任して科学課題研究の指導を任されたと
き，最初に頭を悩ませたのはどのようなテーマで課題
研究を進めていくことであった。当時（2007年）は現
在のように課題研究の授業が広く浸透しておらず，科
学系クラブ活動で研究活動を進めている学校はあっ
たものの，カリキュラム上に明確に位置付けられた例
は少なく，年間の指導に関して実践例が乏しい状況で
あった。また，現在の課題研究の指導実践例において
は，研究テーマを探す際に，生徒自らが書籍やインター
ネット（Google Scholarなど）から探していくことが
主流となっているが，当時は学術研究に対して気軽に
中高生がアクセスできず，研究テーマを探す上でも指
導教員の役割が大きい状況にあった。私は大学生の時
に，昆虫を対象としたサーカディアンリズム（概日リ
ズム）の研究を行っていたため，それに関連した内容
であれば専門性が活かせると考え，「時間生物学」を
研究指導の骨子となるキーワードとすることとした。
　しかし，当時の高校生物の教科書（生物Ⅰ）におい
ては，サーカディアンリズムに関する記載はほぼなく，
「刺激の受容と反応」の学習内容の「動物の反応と行
動」の項目の中で，本文ではなくコラムとして掲載さ

生物と時間との関わりに着目した科学課題研究

田　中　福　人

The scientific research focusing on the relationship between life activity and time

Fukuto TANAKA

　In this research project，I focused on the relationship between life phenomena and time．I used 

specialized knowledge for research guidance．Lectures by university professors were set up to promote 

understanding of chronobiology research．Typical research themes were investigation of flowering time 

and analysis of nyctinastic movement rhythm．In the course of research activities，there were some cases 

where research equipment was created and scarce plants were targeted for research．The research 

results obtained were highly evaluated at academic societies．Through the task research activities，the 

effects of improving problem-solving skills，scientific literacy，and presentation skills were seen for the 

students．Conducting research on circadian rhythm presents problems such as equipment issues and 

difficulties with data processing． However，I was able to clear these problems and proceed．

＜キーワード＞　時間生物学，就眠運動，サーカディアンリズム

れていた程度であった。そのため，生徒がサーカディ
アンリズムをテーマとした課題研究に興味を持つきっ
かけを作る必要性があった。
　本校における科学課題研究の教育課程への導入当
初，それを履修する生徒は本校の生命科学コース２年
生に限られており，同コース１年生の生徒はその準備
としてＳＳＨ学校設定科目「生命科学基礎」が設定さ
れていた。その「生命科学基礎」の授業内で，時間生
物学の講義を岡山大学大学院自然科学研究科の富岡憲
治教授に行って頂き，課題研究のテーマを考えるきっ
かけとした。富岡氏による講義は，カール・フォン・
リンネの研究成果等，時間生物学の初期の研究例に始
まり，アクトグラムといった研究データの実際の解析
例に加えて，動物生理学や遺伝学の最先端の内容も含
まれていた。2017年のノーベル生理学・医学賞は，サ
ーカディアン・リズム（体内時計）を生み出す遺伝子
とそのメカニズムを発見した，米ブランダイス大学の
ホール（Jeffrey C．Hall）博士とロスバシュ（Michael 
Rosbash）博士，ロックフェラー大学のヤング（Michael 
W．Young）博士の３氏に送られたが，３氏が解明し
たper（period）遺伝子やtim（timeless）遺伝子の24
時間周期で起こるフィードバックシステムについても
富岡氏による講義で触れられていた。このような専門
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的な講義の設定が，サーカディアンリズムの研究につ
いて生徒に興味を持たせる良いきっかけとなった。

研究の始まりは「花時計」

　2007年から時間生物学の研究グループが立ち上がっ
たが，最初のテーマは校内に生育する植物の開花時期
をまとめていく「花時計」の作成であった。校内に生
育する野草を観察対象とし，生徒にデジタルカメラを
持たせて，始業前，業間，昼休み，放課後など，1 時
間間隔で花の開閉状況を写真に記録した。その結果，
セイヨウタンポポ，カタバミ，オニタビラコ，オニノ
ゲシ，カラスノエンドウ，ナガミヒナゲシ，ヒメジョ
オンについて開花時刻をまとめた花時計を作成するこ
とが出来た（図１）

図１　校外周辺に生息する野草についての花時計

　さらに，学校周辺に生息する野草のうち３種（オニ
ノゲシ，ヒメジョオン，ムラサキカタバミ）を鉢に植
え替え，温度25度，明暗（ＬＤ12：12）の環境条件下
で，花の開閉状況を赤外線Ｗｅｂカメラで15分ごとに
自動撮影した。実験を行った３種すべてにおいて花の
開閉が見られたため，明暗12時間周期であれば温度一
定条件下でも花の開閉は行われることが示唆された。
さらに，セイヨウタンポポについては，恒明・恒暗そ
れぞれの条件下でも花の開閉する個体が見られたこと
から，花の開閉に関しては体内時計が存在することも
示唆された。

葉の就眠運動リズムの解析

　花時計については，花期でないと実験を行うことが
出来ないため，秋～冬にかけては新たな研究テーマを
設定する必要があった。そこで，花時計の作成の際に
観察したカタバミを研究対象とし，葉の就眠運動につ
いて解析することを次なるテーマとした。カタバミは
３枚の小葉が同期するように動き，昼間は葉を上に向

けて拡げ，夜間は葉を垂れ下げる。この「就眠運動」
については，時間生物学の研究においても歴史がある
ものである。就眠運動の研究については，数多くの先
行研究があるため，差別化を図るために，「光受容体
の所在」「光周期の変更による就眠運動の変化」「光の
波長の違いによる就眠運動の変化」の３点に注目した。
　まず，葉はどの部位で光を感じ，就眠運動を行うの
かを調べるため，まわりを暗くしてムラサキカタバミ
の葉に局部的に光を照射した。その結果，葉緑体の多
く分布する小葉ではなく，小葉の合わさる葉枕部分に
就眠運動に関する光受容体が存在することが分かった。
　次に，野外のカタバミとムラサキカタバミを鉢に植
え替え，温度を20℃で一定にしたインキュベータ内に
入れ，明暗12時間・６時間・３時間・1．5時間・１時間・
恒暗といったさまざまな光周期のもとで就眠運動リズ
ムの解析を行った。その結果，明暗12時間周期などの
長い光周期を与えた場合では，光周期にほぼ同調して
就眠運動を行ったが（図２），明暗1．5時間周期などの
短い光周期を与えた場合では，光周期に同調する一方
で，体内時計による制御があらわれていることも確認
した（図３）。

　また，カタバミ科２種の間で就眠運動リズムを比較
したところ，多くの場合に明確な差異は見られなかっ
たが，明暗１時間周期の場合には，葉の大きなムラサ
キカタバミの方が就眠運動しにくいことを確認した。
　さらに，あてる光の波長を変えることにより，葉の
就眠運動にどのような影響があるかを調べるために，
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赤・青・緑の３色の蛍光灯を使って，温度一定・様々
な光条件下で就眠運動リズムの解析を行った。その結
果，青色光をあてた場合に，白色光とほぼ同じリズム
で就眠運動を行うことを確認した。なお，これらの研
究成果は第53回日本学生科学賞中央最終審査において
入選１等を受賞した。

図４　第53回日本学生科学賞中央最終審査 審査風景

希少植物を研究対象に，計測機器も自作

　課題研究のテーマにオリジナリティを持たせるため
に，身近な植物ではなく，希少植物にも着目して研究
対象とした。具体的に研究対象としたのは，環境省レッ
ドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されているデンジソウ

（田字草，学名：Marsilea quadrifolia L．）である。デン
ジソウは夏緑性の水生シダ植物であり，水田や沼など
の流れのない水域で生育する。周りの環境により地上
葉と浮き葉の２種類の小葉をつけることが知られてい
るが（図５，６），このうち，就眠運動を行うのは地上
葉である。

  

図５　地上葉 　　　　　　図６　浮き葉

　さらに，これまでの写真を撮って目視で葉の開閉を
判断するといった方法ではなく，より客観的なデータ
の取得を目指すため，独自の就眠運動計測装置の作製
にも着手した。作製した就眠運動記録装置の計測原理
は図７のようである。
 

図７　就眠運動の測定原理

　また，就眠運動記録装置の「記録方法」「必要な材料」
「作製手順」「記録ソフト」の詳細について順に記載
する。
Ⅰ．就眠運動の記録方法
　１　葉に向けてフォトリフレクタを配置する。
　２　フォトリフレクタから赤外線が照射される。
　３　照射した赤外線が葉に反射する。
　４　反射した赤外線をフォトリフレクタが受光する。
　　　※ フォトリフレクタは赤外線の受光量により，

出力電圧を変化させる性質を持ち，受光量が
多いほど，出力電圧が大きくなる。

　５　 フォトリフレクタからの出力電圧をコンパレー　
タで電源からの電圧と比較し，「１」か「０」
のデジタル信号に変換する。

　６　 ５のデジタル信号をUSB接続入出力モジュー
ルでパソコンに送信する。

　７　パソコン上の自作のソフトウェアで記録する。
　８　 記録データをもとに表計算ソフトでグラフを作

成する。
Ⅱ．装置作製に必要な材料
　・赤外線フォトリフレクタ（TPR-105F）（図８左）
　・コンパレータ（NJM2901N）（図８中）
　・USB接続入出力モジュール（USB-IO2．0）（図８右）
　・カーボン抵抗　　・ジャンパワイヤ
　・ブレッドボード
　・６極４芯モジュラーローゼット，プラグ，ケーブル
　・2．1㎜標準ＤＣジャック　　・ピンヘッダ
　・スイッチングＡＣアダプター５Ｖ２Ａ　
　・マイクロUSBケーブル
　・プラスチック容器（加工が可能なもの）

図８　装置作製に必要な材料
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Ⅲ．装置の作製手順
　１　 ブレッドボード上に各材料を図９のように接続

し，測定基板を作製する。
　　　※ この回路でコンパレータは，電源からの電圧

（＝電源電圧）とフォトリフレクタからの出
力電圧（＝センサ電圧）を比較し，電源電圧
が上回れば「１」を，センサ電圧が上回れば

「０」を出力する。「０°」，「10°」「20°」，「30°」，
「40°」，「50°」，「60°」「70°」，「80°～」の９段階の
葉の角度（図10）を記録するため，コンパ
レータを８回路使用し，異なる抵抗を用いて
電源電圧を８つに細分化した。こうすること
で，例えば，センサ電圧がほぼ０mV の場合

（葉の角度が80°～）は，どのコンパレータ
回路も電源電圧がセンサ電圧を上回るため，
“11111111” が出力される。センサ電圧が各コ
ンパレータ回路の電源電圧を上回るごとに１
が０に変わっていき，葉が最もよく開いたと
き（角度が０°）の場合は，“00000000” が出
力される。

　２　 赤外線フォトリフレクタをモジュラーケーブル
にはんだ付けして接続し，プラスチック容器の
壁に埋め込んだモジュラーローゼットを介して
１の測定基板に取り付ける（図11）。

　３　 １のUSB接続入出力モジュールと記録用パソ
コンとをマイクロUSBケーブルで接続する。

図 9　測定基板の回路図

図10　葉の角度の模式図

図11　完成した測定機器

Ⅳ．記録ソフト
　パソコンに出力したデータを記録するためのソフト
はVisual Basicを用いて自作した。作成したソフトの
フローチャートを図12に示す。

図12　記録ソフトのフローチャート

　作製した機器を用いて就眠運動リズムを測定する
際，光・温度条件を調節できるインキュベータを用い
た。インキュベータ内の環境条件は，図13に示す①
～⑧とし，１分毎の葉の角度を測定した。光波長は赤
・青・緑の３色のLED蛍光灯をそれぞれ用いること
で変化させた。測定は，恒暗条件においては２日間，
それ以外の条件では３～４日間継続して行った。
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図13　就眠運動リズムの測定条件

　上記の条件でデンジソウの就眠運動リズムの測定を
行い，得られたデータのうち，就眠運動リズムの特徴
が顕著に表れたものをグラフで示した（図14）。全て
のグラフにおいて，縦軸は葉の角度（＝葉の開き具合）
を 3 点移動平均をとって表し，横軸は時間で表してい
る。また，グラフの背景は，明期を白，暗期を灰色で
表している。
　図14より，明期に葉が開いている様子から，就眠
運動は光傾性によるところが大きいことが示唆され
た。しかし，条件③④の結果から，あまりに自然条件
下と異なる環境の場合，それに同調しにくいと考えら
れる。
　条件⑤の結果から，恒暗条件下であっても就眠運動
が行われたが，これは体内時計によるものであると考
えられる。また，条件⑥～⑧の結果から，光波長によ
る就眠運動の影響は，赤色光による影響が最も弱く，
青色光による影響が最も大きいことが示唆された。
　条件①～④，⑧のときでは，「明期開始後，一度葉
を開くが，その直後に閉じる現象」が見られた。この
現象は，葉が開き終わった後の時間帯，時間でいうと
明期開始後 3 ～ 5 時間後に起きている。条件⑤のよう
な恒暗条件下では見られないといったことから考える
と，この現象は，デンジソウの体内時計によって引き
起こされるものではなく，外部の光環境の影響で，引
き起こされる現象であると考えられる。また，異なる
光波長では青色光のみでこの現象が確認されたので，
青色光受容体タンパク質の関与が推察された。
 

図14　各条件におけるデンジソウの就眠運動リズム
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学会発表・全国レベルの研究発表会で高く評価

　デンジソウを対象とした就眠運動の研究は他に例が
なく，また，測定機器を自作したという点も，中等教
育における科学研究としては高い評価を受けた。その
ため，以下の学会，研究発表会等で受賞を果たし，本
校の時間生物学の研究が全国的に広く知られることに
繋がった。
　・ 第53回日本植物生理学会「高校生生物研究発表会」・優秀賞
　・ 日本植物学会第77回大会高校生研究ポスター発表・優秀賞
　・ 中四国地区生物系三学会合同大会（岡山大会）・

植物分野最優秀プレゼンテーション賞
　・ 平成26年度スーパーサイエンスハイスクール生徒

研究発表会・独立行政法人科学技術振興機構理事
長賞

　・ 第62回日本生態学会高校生ポスター発表「みんな
のジュニア生態学」・最優秀賞

　・ 第59回日本学生科学賞 中央最終審査・科学技術
政策担当大臣賞

課題研究の効果

　平成25～26年度に研究活動を行った生徒に対して
取ったアンケート結果を図15に示す。この研究活動
を通して，特に以下のⅠ～Ⅲの点において，生徒への
教育上の効果があったと考えられる。

図15　アンケート結果

Ⅰ．問題解決能力の向上
　図15より，研究活動を進める中で生徒は様々な能
力を身につけた。また，就眠運動記録装置の作製は失
敗の連続だったが，生徒は，装置が動かない原因を色々
と考えては，修復する作業を幾度となく繰り返し，粘
り強さや問題解決能力が向上させていった。
Ⅱ．科学的リテラシーの向上
　研究活動を通して，「科学への興味・関心」が高まっ
たことは図15より明らかである。また，実験を行い，
結果を考察し，成果をまとめ上げていく中で，自然界
に関する知識や科学自体に関する知識といった「科学
的知識」や，現象を科学的に説明するといった「科学
的方法」が身についたと考えられる。また，研究の後
半では，科学的な疑問に対し，生徒達は自発的に更な
る実験計画を立て，研究を深めていった。このような
例からも，本研究が生徒の科学的リテラシーを向上さ
せたことは明らかである。
Ⅲ．プレゼンテーション能力の向上
　様々な学会，研究発表会に参加し，発表することで，
生徒のプレゼンテーション能力が向上した。向上した
プレゼンテーション能力の内容については，発表に向
けて，発表資料や・必要な模型の制作するところから，
発表当日の話し方まで，非常に多岐にわたっている。

図16　学会ポスター発表（第55回日本植物生理学会年会）

年間の研究指導の流れ

　高校２年時は週２時間の「生命科学課題研究」の時
間を用い，高３時はカリキュラムに「課題研究」が設
定されていないので，放課後等の空き時間を利用し，
クラブ活動として研究を進めた。得られた研究成果を
外部の研究発表会で発表するためのプレゼン指導も並
行して行った。平成25～26年度の指導の流れを図17
に示す。指導においては，生徒の主体的な活動となる
よう，教員が指示を出しすぎないようことを特に心が
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けた。

図17　研究活動の流れ

サーカディアンリズムの研究を
高校で行う難しさ

　生命活動と時間との関連については，一般的には「体
内時計」という用語で説明されており，身近なテーマ
の一つである。しかし，これを研究テーマと定める際
には。いかに恒常的な条件を整えるかが重要である。
ある生命現象が概日時計によるものであることを明ら
かにしたい場合，外部環境の変化を限りなくゼロに抑
えなければならない。具体的に，温度と光条件につい
ては最低限制御した上で実験を進めなければならない
ので，恒温器や光源タイマーが必須となる。全国的に
課題研究の授業が拡がってきているが，サーカディア
ンリズムについての研究が多くない理由の一つは機器
整備の問題があると考えられる。
　また，因果関係がはっきりしている研究については，
高校生が取り組んでも結論が明快になりやすい。例え
ば，「ある肥料を加えて育てる実験区と，加えない対
象区との間で，植物の成長がどのように変わるか」と
いった実験系では，得られた結果から導かれる結論が

とても分かりやすい。しかし，サーカディアンリズム
の研究は，外部環境の変動を一定にした上で，目的と
する生命現象にリズムが見られるかどうかを調べると
いうのがセオリーである。サーカディアンリズムその
ものは生物が元来持っているものであると考えられて
いるため，そのリズムをなくすという実験系をつくる
ことは非常に困難である。大学であれば，遺伝子ノッ
クアウトなどの技術により，サーカディアンリズムを
なくした突然変異体を得ることが可能であるが，高校
では実験設備や研究倫理の面からハードルが非常に高
い。ゆえに，ある生命現象をサーカディアンリズムの
面から紐解いていくのは，それを明らかにするための
実験系の設定がネックになるケースが考えられる。
　さらに，サーカディアンリズムの研究を行う場合，
何日間も連続してデータを取り続けることが必要とな
る。高校は大学と異なり，日中は教科の授業を受けて
いるし，授業で課題研究を設定しているケースでも，
毎週同じ時間帯に設定されている。つまり，同じ時間
帯のデータしか取れないという難しさがある。その課
題をクリアするためには，データを自動記録するシス
テムを構築しなければならず，本校でもカメラのイン
ターバル撮影や開発した就眠運動自動記録装置などを
駆使してこの課題をクリアした。そうして得られた
データは膨大な数となり，それらを解析するのにも苦
労を重ねた。１つのグラフを作成するのにも，何百枚
という写真を確認するという作業も必要であったが，
こういった地道な努力が必要とされるのも，サーカ
ディアンリズムの研究の特徴である。
　このように，「実験機器の整備」「実験系の難しさ」
「膨大なデータ処理」といった点が，高校でサーカディ
アンリズムの研究を行う上でのハードルとなってい
る。しかし，これらのハードルをクリアして研究を進
めてきた実績が本校にはあり，今回は研究内容の一端
を紹介させて頂いた。また，１日の中で行われる周期
をもった活動を追う事で，その生物の生態を深く理解
することにも繋がる。ゆえに今後も新たなテーマを見
つけ，研究を進めていきたいと考えている。なお，時
間生物学の課題研究を進めるにあたり，岡山大学自然
科学研究科の富岡憲治教授には研究手法や研究結果の
考察についてのアドバイスを頂いた。この場を借りて
厚く御礼申し上げます。
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はじめに

　野生酵母（花酵母）についての研究は，生命科学コー
スの生命科学課題研究で，2007年に「花に生息する酵
母（花酵母）を題材として，いろいろな角度からアプ
ローチすることで，自然界における生物相互の関係な
らびに野生酵母のもつ機能を理解することは意義のあ
ることと考え，多様性，生態，特性，およびその生息
する花との関係について考察すること」を目指して出
発した１）。
　まず，花から酵母を採取し，形態，染色体数，アル
コール発酵能，セルロース分解能を指標に分類するこ
とに取り組んだ。酵母の分離源として，第 1 段階では，
学校周辺で採取した花，第２段階では，校内及び近隣
の野山，花屋で購入した花，第３段階では，中国地方
のいろいろな地域のツツジの花を用いて実験した。
　その結果，⑴蜜が多く，虫が集まるツツジを分離源
に選ぶことによって多様な菌株を得ること，⑵形態に
よって分類は，４つのグループに分けるのが限界で
あったが，基礎的な区別の段階には使えること，⑶
Saccharomyces属でない酵母もアルコール発酵をして
いること，⑷酵母にも，セルロース分解能をもったも

バイオエタノール製造に利用できる花酵母を求めて

秋　山　繁　治

Research of Flower Yeasts for Bioethanol Production

Shigeharu AKIYAMA

　The aim of our study is to identify the flower yeast which has abilities to produce bioethanol from wood 
biomass．Recently，bioethanol has gained attention all over　the world as an alternative energy source to 
oil．However，there is a high likelihood that food prices rise and people are confronted with a food shortage 
by using large amounts of corn and potatoes，which are raw materials of bioethanol．So we considered the 
possibility of bioethanol produced from wood．We isolated yeast from the azalea flowers and confirmed 
that flower yeasts have three requisite abilities for bioethanol production from wood biomass （alcoholic 
fermentation ability，cellulose resolution ability and xylose assimilation ability） and measured the strength 
of these abilities．As a result，we found five yeasts which have these three abilities．Furthermore，
we researched the base sequences of yeasts which have these abilities and identified them．According 
to the experiment，we found that three out of five yeasts matched Metschinikowia pulcherrima．
Therefore，we have great expectations for bioethanol made from wood biomass by using flower yeast．

＜キーワード＞　花酵母，バイオエタノール，アルコール発酵能 , セルロース分解能，キシロース資化能

のが存在すること，⑸セルロース分解能とアルコール
発酵能を同時にもつ酵母が存在することが確認できた。
　そして，アルコール発酵能とセルロース分解能を同
時にもつことに着眼して，木質バイオマスを原料にし
てバイオエタノールを生産できる野生酵母を見つける
ことを目指した。
　バイオエタノールは石油などに代わる再生可能エネ
ルギーとして注目されており，実際に各国で生産が進
んでいる。しかしながら，その原料となるサトウキビ，
トウモロコシなどはこれまで食料や家畜飼料として供
給されてきたもので，食料や家畜飼料との競合が生じ，
結果として農作物の価格高騰を招いている状況があ
る。そこで，これまで利用価値がないとされてきた廃
材などの木質バイオマスを原料としてバイオエタノー
ルの生産する方法の開発が期待されている。木質バイ
オマスの主成分は，セルロース，ヘミセルロースであ
り，セルロースはグルコースが，ヘミセルロースはキ
シランが主成分である。それらを原料にして効率的
にエタノールを生成することがバイオエタノールを生
産するにあたり重要になると考えた。2007年から2015
年まで，生徒が引き継ぎながら取り組んできた方法及
び成果をまとめた。
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目　的

　微生物を用いてグルコースをエタノールに変換する
ことは容易であるのに対し，キシロースをエタノール
に変換することは困難であることが知られている。酵
母Saccharomyces cerevisiaeはエタノール発酵に適し
た微生物で，大学や研究機関で広く使われているが，
キシロースをエタノールに変換することができない。
また，S．cerevisiaeよりもエタノール生産能が高い野
生酵母が存在するという報告もある。そこで私たちは
S．cerevisiaeではない野生酵母の中から，木質バイオ
マスからバイオエタノールを生産するのに利用できる
菌株を見つけることを目指した。

材　料

　岡山大学構内に生息するツツジの花（分離源）から
採取した野生酵母を用いた。

手　順

　ツツジの花から野生酵母（花酵母）単離し，その菌
株について，バイオエタノールの生産に必要な能力で
ある⑴アルコール発酵能，⑵セルロース分解能，⑶キ
シロース資化能の有無とその能力の強さを調べ，有望
株について最終的に塩基配列（18SrDNA）を解析し，
ホモロジー検索によって種を同定する。ＤＮＡ配列の
解析は外部に依頼した。

方　法

１．酵母の単離
　 　柱頭，やく，花びらの中心などを滅菌した綿棒で

擦り取り，綿棒ごと液体培地（ＹＰＧ）１mlに入れ
て懸濁した。その懸濁液少量（0．3ml程度）を，分
離用の平板培地（ＹＰＧ：Yeast extract１%，クロラ
ムフェニコールを最終濃度100μg/mlとなるように
添加）にスプレッドした。30℃で数日～10日間静置
培養し，形成されたコロニーの外観から判断して，
酵母菌と思われるコロニーを識別して分離した。単
コロニー分離を繰り返し，最終的に独立コロニーと
し，分離した酵母菌株（独立コロニー）は５℃で保
存した。

２．能力の有無の確認
　 　分離株についてアルコール発酵能，セルロース分

解能，キシロース資化能の有無を調べた。
　⑴　アルコール発酵能の有無の確認（ダーラムテスト）
　　① グルコース（10%）を含むＹＰＧ液体培地５ml

の入った試験管に蓋を取ったエッペンドルフ
チューブを入れて，120℃で20分滅菌した。

　　② 細胞密度が１×10⁶個/mlになるように培養液を
調整し，30℃で24時間静置培養した。発酵して
いればCO2が発生するので，結果としてチュー
ブが浮き上がってくる。チューブが浮くかどう
かで発酵能の有無を確認した（図１）。

図１　アルコール発酵能の確認

　⑵　セルロース分解能の有無の確認
　　 　セルラーゼの活性測定の難しさは，セルロース

という基質が水に溶けないことに起因する。そこ
で，水に溶けるようにしたセルロース誘導体であ
るカルボキシメチルセルロース（Carboxymethyl 
cellulose；ＣＭＣ）を含む寒天に酵素液を反応させ
て活性を簡易的に調べる方法で調べた。反応後コ
ンゴレッドで染色して，コロニーの周辺にクリア
ゾーンができたら分解能があると判断した（図２）。

　　① シャーレ（ＹＰＧ＋ＣＭＣ１％寒天培地）１枚
に９株植菌し，25℃で３日間培養した。

　　② ①のシャーレにＣＭＣ（0．1%）を含む寒天（１％）
液を流し込み（重層），37℃で一晩培養した。

　　③ コンゴレッド（0．1%）溶液で１時間染色し，
その後NaCl（１mol/ℓ）溶液で数回洗浄した。

　　④ コロニー周辺のクリアゾーン形成の有無を確認
した。

　⑶　キシロース資化能の有無の確認
　　 　培地にコロニーができたら分解能があると判断

する。
　　① シ ャ ー レ（ＹＰＧ＋キシロース２%寒天 培 地 ）

に酵母を植菌した。
　　② ①を30℃で７日間培養しコロニーを形成してい

る場合には，培地上のキシロースを資化し増殖
したと判断した（図３）。
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セルロース入り寒天培地（1％）

クリアゾーン
（セルロース分解の証）

コンゴーレッド溶液

※結果が見やすくなるよう、画像の色を少し加工している。

染色

〈実験〉

〈染色後〉

セルロース入り寒天培地（1％）

クリアゾーン
（セルロース分解の証）

コンゴーレッド溶液

※結果が見やすくなるよう、画像の色を少し加工している。

染色

〈実験〉

〈染色後〉

図２　セルロース分解能の確認

キシロース入り
寒天培地（２％）

キシロース資化能あり

培養

〈実験〉

図３　キシロース資化能の確認

３．能力の強弱
　 　分離株についてアルコール発酵能，セルロース分

解能，キシロース資化能の能力の強さを調べた。
　⑷　アルコール発酵能の強さの測定
　　 　アルコール発酵能の有無を確認する実験におい

て，１日以内にチューブが浮き上がった場合には，
高アルコール発酵能を持つ酵母として判断した。

　⑸　セルロース分解能力の強さの測定
　　 　セルロース（ＣＭＣを使用）は粘性があるので

分解されれば粘度が低下する。粘度低下の程度で
分解能力の強さを測定する。

　　① 遠沈管にＣＭＣ（２％）水溶液５mlと酵母を加

え，２週間振透培養した。
　　② ①にクリップを上から落とし，クリップが遠沈

管の底に達するまでの時間を測定した。時間が
短いほど，セルロース分解能が強いと判断した。

　⑹　キシロース資化能の強さの測定
　　 　糖度計で糖度を測定し，糖度が低下するかを確

認し，その値をもとに資化能の強弱を判定する。
　　① キシロース（５％）液体培地５mlを入れた試

験管を120℃で20分間滅菌した。
　　② 細胞密度が１×10６個/mlになるように培養液

を調整した。
　　③ 28℃で120時間静置培養した。
　　④ ③の溶液（培地）を手持屈折計（REF501）の

プリズム面に１，２滴落とした。
　　⑤ 採光板を閉じ，先端面を明るい方に向けて接眼

鏡を覗き，目盛りを読んだ。
４．塩基配列（18SrDNA）の解析
　 　選別された菌株の全ＤＮＡを抽出した後，18Sr　

ＤＮＡをＰＣＲで増幅し，その塩基配列を実験室酵母
S．cerevisiaeのそれと比較するとともにBLAST解析
をおこなった（ホモロジー検索で既知の種と比較し
て酵母を分類した）。
【使用したプライマー】

PCR
プライマー

PCR条件

18-F　5’-ATCTGGTTGATCCTGCCAGT-3’
18-R　5’-GATCCTTCCGCAGGTTCACC-3’

PCR-Kit : TaKaRa  EX-HS
PCR条件 : 94℃30秒　68℃1分　30サイクル, 総量20μℓ

結　果

１．酵母の単離
　 　地点から採取したツツジから分離操作をおこなっ

た結果，酵母と判定される株計196菌株を単離した。

２．能力の有無の確認
　⑴　⑵アルコール発酵能・セルロース分解能
　　 　単離した196菌株のうちアルコール発酵能のみ

をもつ酵母は69菌株，セルロース分解能のみをも
つ酵母は112菌株であった。そのうち高アルコー
ル発酵能とセルロース分解能の両方をもつ酵母を
12菌株得ることに成功した。
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図４　単離した196筋株の各能力

　⑶　キシロース資化能
　　 　高アルコール発酵能とセルロース分解能の両方

をもつ12菌株のうち，さらにキシロース資化能を
もつ株が５菌株見つかった。この５菌株を「酵母
１」～「酵母５」とした。

３．能力の強弱の確認
　⑷　アルコール発酵能の強弱
　　 　高アルコール発酵能とセルロース分解能の両方

をもつことを確認した12菌株はすべて高いアル
コール発酵能をもっていることを確認した。

　⑸　セルロース分解能の強弱
　　 　「酵母１」～「酵母５」の５菌株と，対照実験
　　 としてセルロース分解能を持たないS．cerevisiaeと

酵母なしの計７種類でＣＭＣの粘度低下を調べた
結果，「酵母１」，「酵素３」がセルロース分解能
が高いということがわかった。

図５　セルロース分解能の強弱

　⑹　キシロース資化能の強弱
　　 　⑸で用いた酵母について手持屈折計で糖度を測

定した結果，「酵母５」が最もキシロース資化能
が高いということがわかった。

 

図６　キシロース分解能の強弱

４．塩基配列の解析
　 　高アルコール発酵能，セルロース分解能，キシ

ロース資化能の３つの能力を同時に持つ５菌株の塩
基配列を解析した結果，「酵母１」・「酵母２」・「酵
母５」は同種であることが分かり，その塩基配列は
Metschnikowia pulcherrimaと100%一致した。また，

「酵母３」株は，３菌株とは違う種であることが分
かった。「酵母４」は繁殖力が弱くて解析に必要な
量を培養できなかった。また，「酵母１」・「酵母２」・

「酵母５」と塩基配列が100% 一致した。
　 　M．pulcherrimaは，昨年，オーストラリアのワイ

ン研究機関で発見され，ワインの製造に使われてお
り，その仲間がグルコースやガラクトースを使っ
たアルコール発酵をする能力を持ち，かつセロビ
オース（セルロースをセルラーゼで分解すると生じ
る）やキシロースを資化する能力を持つことが確認

（Viticulture & Enology）されている。これらの性
質は木質バイオマスからのバイオエタノールの生産
に必要な能力であり，得られた酵母は実際にバイオ
エタノール生産に利用できる可能性があることが確認
できた。

考　察

　アルコール発酵能，セルロース分解能，それぞれの
能力の強弱の実験ではダーラムテストや手持屈折計を
用いた濃度測定，クリップを落として時間を測定する
などの方法を用いたが，さらに精度の高い測定が必要
だと考えている。アルコール発酵ではガスクロマトグ
ラフィー，セルロース分解能では粘土計，キシロース
資化能ではHPLC（高効率液体クロマトグラフィー）
を用いる方法などを考えている。 
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まとめと今後の課題

　ツツジの花からアルコール発酵能やセルロース分解
能などの能力をもつ酵母菌を計 196 菌株得ることがで
き，木質バイオマスからバイオエタノールを生成する
過程において，有用と考えられる３種の能力をもつ酵
母菌を５菌株得ることに成功した。アルコール発酵能・
セルロース分解能・キシロース資化能のそれぞれの能
力の強弱は，同じ種の中でも酵母の菌株間（「酵母１」・

「酵母２」・「酵母５」）によって差があることが分かっ
た。また，塩基配列の解析により，得られた菌株の既
知の種との類縁性を示すことができた。 
　この研究に取り組む前の段階では，酵母はパンや酒
の製造に利用され，アルコール発酵をするというイ
メージしかなかったが，本研究に携わってからアル
コール発酵だけでなく，セルロースを分解することや，

キシロースを資化するなど，様々な能力をもつ酵母が
野生に存在していることを知り，視野を大きく広げる
ことができた。
　この研究は，学会や高校生の発表会で高い評価をい
ただき，2011年度・第９回高校生科学技術チャレン
ジJSEC2011で「アジレント・テクノロジー賞」，2012
年度・高校化学グランドコンテスト最終選考会で「審
査委員長賞」を受賞した３）。現在も，バイオエタノー
ル製造に利用できる野生酵母の実用化を目指して，先
輩から後輩へ研究を引き継いで取り組んでいる。

謝　辞

　2006年度に酵母の研究を立ち上げたときから，専門
的な立場から継続してご指導をいただいた福山大学生
命工学部の秦野琢之先生に心から感謝します。

図７　酵母３と相同性が高い菌株

図８　酵母１，酵母２，酵母５と相同性の高い菌株
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アカハライモリのクローン作成

はじめに

　2012年，ｉＰＳ細胞の開発で，山中伸弥博士がノー
ベル生理医学賞を受賞したというニュースが日本中を
駆け巡った。東日本大震災の影響で，暗い未来しか描
けなくなっていた日本の人々にとって，希望の光とな
る大きなニュースだった。多くの雑誌にｉＰＳ細胞の
記事が掲載され，共に受賞したジョン・ガードン博士
の両生類でのクローンの研究１）についても紹介され
ていた。
　クローン技術については，1960年にガードンが両生
類で成功した後，1997年に哺乳類では羊の乳腺由来の
細胞を卵母細胞と融合させることによってクローン羊
のドリーが誕生した。人間と同じ哺乳類で成功したと
いうことで，クローン技術が大きな話題となり，その
技術の応用が期待された。しかしながら，その成功率
の低さから具体的な利用は進まなかった。そしてク
ローンガエル誕生から50年以上が経過した今，クロー
ン技術の延長線上で，遺伝子導入の技術で開発された
ｉＰＳ細胞が医療に貢献する新技術として注目されて
いる２）。

アカハライモリのクローン作成

秋　山　繁　治

Cloning of Cynops pyrrhogaster （Japanese fire bellied newts） through nuclear transplantation

Shigeharu AKIYAMA

　In this study，we attempted to artificially reproduce newts using cloning technology，which is a 

bioengineering method made capable by obtaining fertilized eggs，thus precluding the need to kill 

the parent individual．Frogs that Gardon has successfully cloned are parthenogenetic and activate 

only through needle stimulation．Newts are multi-fertilized and do not activate only via nuclear 

transplant stimulation．This presents several hurdles to cloning which require special measures to 

overcome．

　An attempt was made to clone the blastomere （donor nucleus） into an unfertilized egg （recipient） 

through nuclear transplantation．A calcium ionophore solution was used to activate the nuclear-

transplanted eggs．As a result，a total of 397 eggs were transplanted 22 times．Overall，21% 

were activated （cell division），3．3% developed to at least the morula stage and above，and 0．3% 

developed to the blastula stage of development．

目的

　本研究では，クローン技術を有尾類の繁殖に応用す
る技術の開発を目指した。なお，有尾目に注目したの
は，生物学の研究に歴史的に使われてきた経緯はある
が，近年の自然環境の人為的な改変によって激減し，
多くの種がレッドデータに記載されており，研究目的
であっても近い将来，使用できなくなることが危惧さ
れるからである。今や動物保護，生物学研究の両面で，
親個体を殺さずに受精卵を手に入れる方法を確立する
必要がある時代になっているといえる。クローン技術
は，その成功率の低さが原因でなかなか実用化されな
かったが，その技術を動物たちの保護に役立てたいと
考えた。
　研究対象は日本固有種のアカハライモリCvnops 
pyrrhogasterとした。技術的な面では，有尾目イモリ
科は受精様式が無尾目（カエル目）のように単性受精

（卵に精子が一個しか入らない）ではなく，多精受精（多
くの精子が細胞膜を通過）なので，針を刺した刺激だ
けでは賦活（細胞分裂）が起こらない。逆に言えば無
尾目とは異なった新たな方法が必要となるので，研究
としての意義が大きいと考えた。初期胚（胞胚）の割
球を使った核移植でクローン動物の作成を目指した。
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研究方法

　材料にしたアカハライモリは，下北半島から鹿児島
まで日本の広範囲に生息している種で，その名の通り
腹面が赤く，黒い斑点があるのが特徴である。産卵期
は４月から６月で，雄がフェロモンを出して雌を誘引
し，雄が落とした精胞（精子の塊）を雌が貯精嚢に取
り込み，産卵時に卵が総排出腔を通過するときに体内
で受精させる仕組みになっている。ホルモンによる排
卵誘発で得た受精卵を胞胚まで発生させた卵の核（ド
ナー核）を，別に採取した未受精卵（レシピエント）
に移植する方法でクローン作成を試みた。産卵期の５
月に採取した雌を使用するまで５℃で保持して，８月
まで使用した。

１．マイクロピペットの作製
　⑴ 　実験に使用するマイクロピペットは，ガラス管

に熱を加えて，電磁石の力で引き延ばす機械（※
プーラー・ナリシゲPN-30）で作成する。注）ガ
ラス管を引き延ばすときは，加熱後，始めは弱い
力（SUB）で少しずつ，その後強い力（MAIN）
を加える。

　⑵ 　マイクロピペットの先を細胞にさしやすくする
ために，針の先端を加熱して溶かして引き延ばし
た（ナリシゲMF-900使用）。

※ 予備実験Ⅰ： 細胞に刺しやすい形の針を作成できる
設定をさがす。

（実験Ａ）
　①  MAINの力を50に設定し，加熱温度とSUBの力を

変えて針を作成する。　　　　
　② 針（ガラス管）の直径30μmから直径40μmにな

るときの長さを測定する。
　③ 細胞に刺しやすい長さ（7．5~9．0㎜）になる条件

を最適とした。
（実験Ｂ）
　①  MAIN の力を40に設定し，加熱温度とSUBの力を

変えて針を作成する。
　②（実験１）と同様に，長さを測定する。
　③ （実験１）と同様にして適切な設定値をみつける。

２．レシピエントの準備
　⑴　未受精卵の採取
　　① １個体につき80単位の HCG（※胎盤性性腺刺

激ホルモン・ゴナトロピン※）を１日おきに雌
の顎皮下に注射し，20℃で飼育することによっ
て排卵を誘発した。

　　② １回目の注射から５日後，雌の腹を軽く押して
採卵した。

　⑵　ゼリー層の除去
　　① 採取した未受精卵のゼリー層を1．5% チオグリ

コール酸ナトリウム溶液に浸して除去した。
　　②卵を生理水で 10 回洗浄した。
　⑶　未受精卵の卵核の不活性化
　　① ゼリー層を除去した未受精卵をステンレス製

ネットの穴に動物極側を上にして置き，余分な
水分を除いた。

　　② マイクロピペット（先端直径30μmのガラス製
の針）を動物極の卵表直下にある卵核の付近に
差し込み，一定量の細胞質（核を含む）をイ
ンジェクターで吸い取る方法で不活性化させ
た。傷口から細胞質が流出するのを防ぐために，
４％フィコール溶液を用いた。

※ 予備実験Ⅱ： HGC注射での排卵誘発の効果を調べる
雌に80単位のHGCを１日目と３日目の
２回注射し，１日３回採卵して，産卵
数を記録した。

３．ドナー核の準備
　⑴　受精
　　① 雄の下腹部を絞って精液を採取し，少量の生理

水で薄めて精子懸濁液をつくった。雌から採取
した未受精卵にパスツールピぺットを用いて精
子懸濁液をかけて受精させた。その後15分間静
置した後，10%生理水に卵を浸した。

　　②ゼリー層の除去
　　　 受精45分後，受精卵のゼリー層を1．5% チオグ

リコール酸ナトリウム溶液に浸して除去し，生
理水で10回洗浄した。

　　③ 卵をCa2+，Mg2+を含まない生理水中に入れて
20℃（注）で保存した。

※ 予備実験Ⅲ： Ca2+，Mg2+を含まない生理水中で，受
精卵を20℃で24時間後まで観察した。

４．ドナー（胞胚）核の移植
　① 寒天を敷いたシャーレの４％フィコール溶液中

で，受精約24時間後の胞胚の受精膜を先端の細い
ピンセットで破り，解離した割球を得た。

　② マイクロピペットの針の先端（直径30μm）より
少し大きい割球を選び，インジェクターで吸い
取った。



137

アカハライモリのクローン作成

　③ 卵核を除去して不活性化させた未受精卵（レシピ
エント）に，②で吸い取った割球を注入して核移
植を行った。外液を４％フィコール溶液にして細
胞質の流出を防いだ。

５．核移植卵の賦活
　① 核移植した卵を１～２μM（※）のＣａイオノフォ

アA23187（※） を含んだ生理水に10分浸して賦
活させた。

※ 予備実験Ⅳ： 賦活のためのＣａイオノフォアの最適
濃度を決定する。

　　① 卵の動物極側のホワイトスポットの中心部分に
あるピット（受精卵では存在しない）を確認して，
未受精卵であると判断した。

　　③ Ｃａイオノフォアの濃度設定を変えた各溶液に
卵を10分間浸した。

　　④  18時間後，卵の状態を３段階（正常卵割・異常
卵割・賦活しない）に分けて記録した。

　　⑤ 正常卵割の割合が高い濃度を最適と判断した。

　② 卵を生理水で洗浄した後，滅菌した生理水中で発
生させた。

※ 予備実験Ⅴ：異常卵の正常発生卵への影響を調べる
　　① 異常卵（発生せず白くなった卵）と，正常な受

精卵を一緒に，各溶液中で保存する。
　　②保存開始から６日間，卵の状態を観察する。

結果

１．予備実験Ⅰ（マイクロピペットの作製）
（実験Ａ）

（実験Ｂ）

　割球（ドナー核）を吸い込む際に圧力がかかりすぎ
ない最適な設定は，温度70～80℃，SUBの力が40～
50，MAINの力が70～90であった。

２．予備実験Ⅱ（採卵）

　最初のHGC注射から４日後が，採卵に最も適して
いることが分かった。一回の注射だけでは，産卵を誘
発できないが，２回注射することで，実験に使える十
分な数の卵を採取できた。

３．予備実験Ⅲ（ドナー核の準備）
　Ca2+，Mg2+を含まない生理水中で，割球同志の接
着力が弱くなり，割球が解離することと，24時間後胞
胚（インジェクターで核を吸いとるのに適した発生段
階）になることが確認できた。

４．予備実験Ⅳ（賦活処理）
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正常賦活した卵，処理18時間後

異常賦活した卵，処理18時間後

賦活しなかった卵，処理30時間後

　イモリでは針を刺しただけの刺激では賦活しない
が，Ｃａイオノフォアを用いれば賦活できることが
わかった。その条件は，１～２μmol/ℓ溶液で10分間
浸すことが最も適切であることが分かった。１～２μ
mol/ℓより高い濃度でも賦活させることはできるが，
異常卵割をしてしまうことが多く，卵を正常に発生さ
せるための賦活処理には適さないことがわかった。
  

５．予備実験Ⅴ（異常卵の影響）

　異常卵を正常発生卵と同じシャーレに保持した場
合，異常卵の影響を受けて，正常発生卵が２日後には
白くなったり，破裂してしまうものが多くなる。そし
て，６日後には，すべて発生が止まってしまった。こ
のことから，核移植実験後の卵を発生させるとき，異
常卵（発生せず死んでしまった卵）は見つけ次第排除
した方がいいと判った。

６．核移植実験の成果
　６月９日から８月３日にかけて22回の実験を行い，
合計で397個の卵に核移植を行った。移植後について
は，賦活（細胞分裂）したのが21％，桑実胚以上ま
で発生したのが3．3％，胞胚まで発生したのが0．3%で
あった。
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胞胚，実験 39 時間後

桑実胚，実験 20 時間後

分裂，実験 23 時間後

　マイクロピペットの改善及び移植後の処置の改善を
繰り返して，21回目の実験では，賦活した卵が96．6％，
桑実胚まで発生したのが38．3%とレベルまで到達でき
た。19回目の実験では，最高で胞胚まで発生させるこ
とに成功した。
 
考察

　イモリを低温で保持することによって，繁殖期の５
月に採取した個体を使って繁殖期を過ぎた８月まで移
植実験をおこなうことができた。核移植の技術は，核
移植する際に使用するマイクロピペットの針先が重要

で，卵（レシピエント）に負担をかけない程度に細
く，一方で割球の核を傷つけないように吸い込める太
さが必要である。本実験では太さが直径30μmのもの
を作成した。また，マイクロピペットの形状では，急
激に細い形状の針では，吸引したり，排出したりする
ときに核や細胞が傷つく危険があるので，緩やかに細
い形状の針を使うように改善した。また，マイクロピ
ペットの先端が核に挿入された部分から細胞質が流出
することがあったので，外液を粘り気のある４％フィ
コール溶液に変えてから，細胞質の流出を減らすこと
ができた。そして，移植後も４％フィコール溶液に浸
けて細胞質が流出するのを防いでから，賦活処理をお
こなったことも効果があったと考えている。これらの
工夫の結果，桑実胚以上まで発生させることに成功で
きたと考えている。

結論

　イモリは骨をもつ脊椎動物の中で最も再生力の高い
生き物である。尾や手足，眼の再生はよく知られてい
るが，心臓・脳などの臓器の一部まで再生できる生き
物である。ｉＰＳ細胞が開発する前は，一般の動物で
は分化した細胞を脱分化するには核移植しか方法がな
かったが，その時代にあってもイモリは，分化した細
胞を脱分化して幹細胞を作りだせる能力を有している
ことが発見されており，再生力の強さを考慮して，核
移植実験がうまくいくのではないかと予想した。
　一方で，イモリの卵は多精受精なので，核移植時の
マイクロピペットによる刺激だけでは賦活（細胞分裂
の開始）しないので，核移植と同時に賦活を誘発する
操作が必要だと考えていた。
　後者の賦活の技術については，今回はＣａイオノ
フォア溶液で処理することで解決できた。そして，最
終的には，桑実胚まで到達したのが38．3%とレベルま
で到達することができた。
　現段階では，イモリの再生力の強さを生かした結果
をまだ得られていないが，さらに，成熟卵の見分け方，
マイクロピペットの針先，挿入技術，賦活試薬（精子
破砕液）を改善すれば，成功率をさらに上げて，クロー
ン技術を両生類の繁殖技術として役立てることができ
ると考えている。
　この実験で，一番大切なのは，実は日常の動物の世
話であると感じている。きちんと管理しないと良好な
卵を採取することはできないし，少しの気のゆるみが
動物たちの命を奪ってしまうことになる。飼育動物を
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適切に維持しながら，科学研究に取り組んでいきたい。
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はじめに

　アカハライモリは日本の固有種であり，本州，四国，
九州とその島

とうしょ

嶼（隠岐，壱岐，佐渡，五島）に広く分
布している。アカハライモリは有尾類で最も身近な生
き物であった。しかしながら，近年，圃場整備，耕作
方法の変化，水路や溝のコンクリート化などの人為的
な自然環境の改変が進み，農薬散布や水質の悪化の影
響で激減していると報告されている。実際にアカハラ
イモリを見たという話を聞くことが少なくなったので
はないだろうか。今，その存在が意識されないままに
姿を消していっているアカハライモリにスポットをあ
てて，野外での行動調査と生殖器官の周年変化の観察
１）の成果をもとにして，その繁殖生態を紹介する。

イモリ属の北限に生きるアカハライモリの繁殖戦略
秋から春をまたぐ多重交配の謎を解く

秋　山　繁　治

Reproductive strategy of Japanese fire belly newt，Cynops Pyrrhogaster 
 living in the northern limit of Cynops

Shigeharu AKIYAMA

　Amphibians are broadly divided into two groups，urodeles （Salamanders） and anurans （Frogs）． 
Urodeles retain their tails even after metamorphosis to becoming an adult．Urodeles have a lower 
profile than anurans，and many people are unaware of their existence．This is because the urodeles 
live silently under deciduous trees，under stones，in wetlands and puddles，in the mountains and in 
other natural habitats．One of these urodeles，a species of newt in the genus Cynops can be seen 
moving around in paddy fields in early spring．
　In order to explore the ecology and reproduction strategy of the Japanese fire belly newt Cynops 
Pyrrhogaster，a well-known urodele，we organized year-round ecological observations， including 
observations beyond the accepted fall breeding season，of changes in their reproductive organs 

（ovary，testis，oviduct，deferent duct，sperm，spermathecae）．This along with further observations 
and spawning experiments made clear that the Japanese fire-bellied newt，which has advanced 
northward to Japan，has a long breeding season in which mating behavior is interrupted due to the 
presence of winter． 

＜キーワード＞　イモリ属，アカハライモリ，交配，生殖器官，貯精嚢

日本のイモリ科の仲間

　日本に生息する有尾類は，サンショウウオ科，オオ
サンショウウオ科（天然記念物のオオサンショウウオ
のみ），イモリ科の３科に分けることができる。イモ
リ科で最もよく知られているのはイモリ属のアカハ
ライモリCynops pyrrhogasterで，そのほかに同属の
シリケンイモリCynops ensicaudaと別属のイボイモ
リEchinotriton andersoniが南西諸島に分布している。
いずれも日本固有種である（図１）。
　環境省レッドリスト2019ではアカハライモリとシリ
ケンイモリは，「現時点では絶滅危険度は小さいが，
生息条件の変化によって絶滅危惧に移行する要素を有
する」という準絶滅危惧（ＮＴ）に，イボイモリは，
「近い将来，野生での絶滅の危険性が高いものになる」
という絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）に指定されている。また，
イボイモリは，2016年に国内希少野生動植物種に指定
され，卵も含め捕獲・譲渡などが原則禁止され，沖縄
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県（1978），鹿児島県（2003）でも県の天然記念物の
指定も受けている。

アカハライモリについて

　イモリは，漢字で「井守」と書くが，「井」が「井
戸」や「水田」を表すことから，井戸や水田付近でよ
く見られるので「井戸を守る」「水田を守る」の意味
で名づけられたといわれている。実際，アカハライモ
リは池や水田側溝，小川のゆるやかな流れのところ，
1，000mを超える山地の湿地，といった水辺周辺に生
息している。体長（全長）は成体で雌が10～13㎝，雄
がやや小型で７～10㎝である。背面は黒褐色で，腹面
は赤色に黒色の斑紋がある。
　名前に「アカハラ」がついているように，腹部が赤
いのが特徴である。この腹部の赤はイモリが毒を持っ
ていることを外敵に伝える警戒色と考えられている。
イモリは敵に襲われると皮膚からフグ毒（テトロドト
キシン）と似た成分を含む粘液を分泌し，身を守る。
腹部の赤色の色調や黒斑の模様は一匹一匹まったく異
なっているので，個体識別に利用できる。
　広域に分布するので，地域個体群が分化していると
考えられており，腹面の斑紋などの外部形態と配偶行
動で６種族２）３）に分け，生化学的（アロザイム）分
析で５集団４）に区分している（図２）。現在はアカハ
ライモリを対象とした地理的分化と系統の置き換わり
に着目した種分化の研究もおこなわれている５）。今回
は，岡山県北部（岡山県苫田郡鏡野町）の個体を観察
した。なお，アカハライモリ生息の北限である下北半
島が世界のイモリ科全体の北限になっている２）３）４）。

図２　外部形態と配偶行動での区分⒜と生化学的分析での区分⒝

アカハライモリの生活史

配偶行動と産卵
　日本に生息するほとんどの両生類は体外受精をおこ
なうのに対し，イモリ類は，体内受精という異なる繁
殖様式を備えている。
　アカハライモリの繁殖期は４月から７月上旬で，こ
の時期になると尾と胴の腹側周囲に紫白色の婚姻色が
現れ始め，雄が雌を追う姿を見ることができる。これ
はイモリの配偶行動である（図３）。

図３　春先に見られる配偶行動

図１
日本に生息している代表的な
イモリの３種
⒜アカハライモリ（岡山県産）
⒝シリケンイモリ（沖縄本島産）
🄒イボイモリ　　（徳之島産）



143

イモリ属の北限に生きるアカハライモリの繁殖戦略秋から春をまたぐ多重交配の謎を解く

　多くの場合，雌は雄を振り切るように泳ぎ去ってし
まうが，気に入った相手を見つけると泳ぐのをやめて
立ち止まる。すると雄は吻端を雌の総排出腔付近にし
つこく押し付ける。これは匂いを嗅いで相手が雌であ
ることを確認していると考えられている。その後，雄
は雌の進行方向を遮るようにして，尾全体を折った形
にして，雌の鼻先で尾の先端を細かく震わせるような
動作をする。このときに雄は総排出腔から雌を誘引す
るフェロモン（ソデフリン）を分泌している。雌が雄
の求愛を受け入れれば，吻端で雄の頚部あたりを押し，
その後雄は雌の前方を真直ぐに歩き始め，その後ろを
雌が追尾して，雄が落とした精包（精子の塊）に総排
出腔を押し付けて取り込む。そして，雌は雄から受け
取った精子を貯精嚢に一定の期間蓄え，産卵直前に総
排出腔内で受精させるしくみになっている。
　ソデフリンは，アミノ酸残基10個のペプチドで，そ
の命名は，万葉集の額田王の歌「茜さす　紫野行き　
標野行き　野守は見ずや　君が袖振る」の，“ 袖振る ”
が相手の注意を引き付ける動作であることから命名さ
れた６）７）。
　体外受精をおこなう両生類は交配時期と産卵時期が
ほぼ一致しているのに対し，イモリの雌は体内に精子
を保存し，体内受精をおこなうため，交配が直接産卵
を誘導しない。よって，交配時期はそのまま産卵時期
を意味せず，交配後長い時間を経過したのち産卵が起
こりうる。

図４　１個ずつ葉に包んで産卵

　産卵は繁殖期に何回かに分けておこなうが，雌は稲
の葉などを後脚で折りたたみながら，葉の間に１個ず
つ包みこむように卵を産み付ける（図４，図５）。１
個の卵に入る精子（図６）は１個ではなく，多精受精
である。

図５　アカハライモリの卵

図６　アカハライモリの精子

孵化から上陸
　卵は水温20℃で，約３週間で孵化する。幼生の外形
は，無尾類のオタマジャクシとは異なり，外鰓が目立
つ形をしている（図７）。幼生は水中の無脊椎動物を
食べて成長し，８月から９月にかけて３～４㎝の大き
さで変態する（図８，図９）。変態後は，陸上で生活
しながら成体まで成熟するのに３年以上かかるといわ
れている。８月の気温の高い時期には，成体は湧水が
流れ込む水溜まりや水管の中に隠れているが，水田か
ら水が落とされる９月から10月にかけては再び水路で
多く見かけるようになる。この時期にも配偶行動（図
10）を観察することができるが，産卵は確認できて
いない。

図７　孵化した幼生
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図８　四肢がそろった幼生

図９　上陸後の幼体

図10　本来の頻繁期でない秋の配偶行動

越冬期
　11月になって気温が下がると歩き回る姿は見られな
くなり，12月から２月の寒い時期には朽木の下や枯葉
が溜まった水路，泥の下などで過ごす。１月にコンク
リートの瓦礫の下で見つけたものは，捕獲後しばらく
経っても固まったように動かなかったので冬眠してい
る状況にあった。県北部では，積雪下の水溜まりで数
十匹集まって塊状（イモリ玉）になっており，泥と一
緒に取り出すとうごめいて出てくるので，冬眠してい
るとはいえないかもしれない。

マイクロチップを使って野外での行動を探る８）９）

マイクロチップとは
　皮下に小さな固有の番号を発信するチップをインプ
ランターで注入して，外からリーダーで読み取ること
によって個体識別ができるようになっている。体内に
埋め込んでいるので，なくなることがない。
　トローバン社製の個体識別用システムは，体内に埋
め込むマイクロチップとリーダーのセット（図11，図
12）からなる。リーダーで読み取るチップの情報は，

「00-061D-55A0」のような10文字の英数文字配列で，
個体識別をおこなう。各マイクロチップには，固有の
ＩＤ番号が製造時にプログラムされている。チップ内
にはコイルが入っており，リーダーからの電磁波に対
してコイルが発した共振周波数を読み，ＩＤ番号に変
換してリーダーの液晶画面に表示する仕組みになって
いる。バッテリーも必要なく，半永久的に使用できる。
使用したマイクロチップＩＤ 100は2．12×11．5㎜とか
なりの大きさがあり，パイプ状の針で体腔に挿入する
ことで，生存に影響を与えてしまわないかを懸念した
が，７ヶ月間の継続飼育で，大きな影響はないことを
確認している。

図11　マイクロチップリーダー

図12　トランスポンダー



145

イモリ属の北限に生きるアカハライモリの繁殖戦略秋から春をまたぐ多重交配の謎を解く

調査地
　調査地は，岡山県北部で，河川に沿って，約20m×
70mで，幅25㎝のコンクリート側溝が設置された水田
２面を含む場所を調査した。標高約700mで，気温が
夏期は31℃まで上がり，冬期には積雪もあり，−11℃
まで下がる。河川の水温は夏期19℃，冬期0．5℃くら
いである。

図13　調査した水田での月別再捕獲データ

　水田は道路を挟んで，二つ（Ｄ， Ｙ）ある。側溝が
山側（Ａ， Ｘ）と下流へ流れ込む側（Ｂ， Ｃ）にあり，
河川の淵にある小さな溜まり（Ｅ）に注ぎ込んでいる。
移動を記録するために，下の水田Ｄの山側の側溝を６ 
ｍ間隔で９区画（Ａ１～Ａ９），河川への出水口付近
の溜まりをＥ，上の水田Ｙ（道路を挟んで２ｍくらい
高いところにある）の側溝を６ｍ間隔で５区画（Ｘ１
～Ｘ５）設定して，再捕獲法（毎月）によって調査し
た（図13）。

再捕獲による調査でわかったこと
　捕獲調査で，水田側溝に最も多くのイモリを確認で
きたのは，４・５月（雪解け後の田に水が張られる前）
から10・11月（米を収穫した後）までで，これらの時
期は水田側溝以外に水環境がない。６月は，水田内で
配偶行動のため分散して生活しているので捕獲しにく

い。12月から３月は，積雪下の水路の泥の中で越冬し
ている個体の有無の確認はできるが，すべて掘り上
げるのは難しいので，捕獲数が少なくなっている（図
14）。
　繁殖期は水田の中を徘徊しているが，それ以外の時
期は側溝を中心に行動している。行動範囲は想定した
より広く，50m以上を移動し，アスファルトの道路を
渡った上段の水田にまで移動する個体も確認した。ま
た，側溝から流されて本流の河川に出た個体は下流に
流されると考えていたが，再び水田に回帰する個体も
確認した。

図14　月１回ごとの捕獲数

生殖器官の季節変化から繁殖生態を紐解く

　一般的に野外での繁殖期は春から初夏とされていた
が，今回の 1 年を通した観察で，交配期と考えられて
いない秋にも配偶行動をしていることや，繁殖期以外
でもホルモン注射によって受精卵が得られることを確
認している。このことから，雄から雌への精子の受け
渡しが繁殖期以外にもなされている可能性があり，も
し秋に雄から雌に精子が渡され，雌の貯精嚢中で長期
間にわたって受精能を保持するとすれば，次の春の受
精に使われる可能性が考えられる。そうだとすれば，
イモリの繁殖期は，従来の定説である “ 春に始まって
初夏に終わる ” のではなく，“ 秋から初夏までの長期
にわたる ” ということになる。
　そこで，生殖器官の周年変化（図15）と，貯精嚢（図
16）中の精子の受精能保持期間を調査した。

生殖器官の周年変化
　卵巣重量／体重の値の変化を調べると，４月，５月
で最も大きく，最も小さなときは７月から９月であっ
た。これは，産卵期に向けて卵巣中で卵母細胞が成熟
していくことと一致する。輸卵管重量／体重について
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も同じ傾向であった。精巣重量／体重の値は，繁殖時
期後の時期８月から９月に最も大きく，繁殖期直前の
３月から４月に最も小さかった。精巣は，精子形成中
に大きく，精巣が発達後に精子が作られるとともに減
少していくと解釈される。10月には作られた精子が精
巣から輸精管に移動し，精子を放出できるような状態
になっている（図15）。

図16　アカハライモリの総排出腔　丸山1977より改写。

貯精嚢中での精子の保持
　貯精嚢の管に精子が入っている割合の１年の変化を
調べると，繁殖期が７月に完全に終焉すると，８月９
月には貯精嚢中に精子もほとんど見られなくなり，そ
こから新たに次の繁殖への準備が始まると考えられる

（図17）（図18）。

図15　生殖腺の周年変化

図17　貯精囊中の精子の貯蔵状態の周年変化
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ホルモン注射による排卵誘発
　５月に受精卵を産んだ雌を，雄から隔離して屋外で
飼育した場合，12月にホルモン（ゴナトロピン）注射
による産卵誘発で受精卵を産むことはなかったので，
貯精嚢中の精子が夏を超えて受精能を維持することは
ない。一方，野外の雌は，10月以降，次の繁殖期まで
ホルモン注射により受精卵を生むので，秋の配偶行動
で精子を取り込んで受精させる準備ができており，卵
も受精可能な状態に達していることがわかった。
　また，12月に採取した雌を雄と隔離して翌年の３月
にホルモン注射で受精卵を生むので，このことは秋に
受け取った精子が春まで受精能を保持できることを示
している。

図18　貯精囊の管の断面
�交配前（２月），繁殖期（６月）には貯精囊中に精子は入って
いるが，繁殖期が終わった秋（９月）には，貯精囊中の精子
はなくなる。

秋に貯精嚢に取り込まれた精子は
春に使われるのか

　秋に取り込まれる精子と春に取り込まれる精子を区
別するため，生息地の異なる個体（岡山産と大分産）
を用い，岡山産と大分産の個体の視物質遺伝子領域の
ＤＮＡ配列の違いをマーカーにしてどちらの遺伝子を
もつかを，電気泳動の結果で区別する方法を確立した。
具体的には，HincⅡ（制限酵素）で，岡山のＤＮＡは
切断できるが，大分のＤＮＡは切断できないので，処
理したＤＮＡを電気泳動で流せば，図19のように違っ
たバンドを提示する。

図19　HincⅡで処理したDNAの電気泳動の結果 　
　秋の精子が春の受精に使われている事を直接証明す
るために，卵から成長した胚（幼生）のゲノムを調べ
ることで，由来の産地を調べた。岡山産と大分産の個
体を使い，３月に捕獲した雌を別の集団の雄と一緒に
飼育し，５月に産卵を誘導した。
　岡山産の雌個体が産んだ胚を調べたところ，岡山と
雑種であった。また，大分産の雌個体が産んだ胚でも，
大分と雑種を確認できた。つまり，通常どおり雌は春
に出会った雄から精子を受け取るが，受精の際にすで
に秋に取り込まれた精子もともに使うことがゲノムで
直接的に証明できた。
　アカハライモリの交配は，本来，秋に始まって春ま
で続く長いものであるが，そこに冬眠が挟まった結果，
現在のような二重の繁殖形態になったと考えられる。

まとめ
　アカハライモリでは，これまで春から初夏に掛けて
の２～３ヶ月が繁殖期であると考えられてきた。とこ
ろが，秋にも，野外でたびたびイモリの交配行動を観
察し，雄の婚姻色もが現れることも確認した。1931年
には筒井が，1961年には岩澤が同様にイモリの交配行
動を秋に観察しており，石井と岩澤（1990）10）は精
巣の重量が９月～10月に最大になること，アンドロゲ
ンの分泌が春と秋の２度，ピークに達することを明ら
かにしている。原口ら（2010）11）は，雄の脳におけ
るニューロステロイドの産生酵素遺伝子Cyp７Ｂの発
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現が秋に高まることから，秋における雄の交配行動を
生理学的に支持している。アカハライモリでは交配が
秋にもおこなわれている可能性が十分に考えられる。
　一方，アメリカのイモリでも同様の秋交配が観察さ
れ調べられてきたが，雄の精子形成や雌の貯精嚢中の
精子の量は個体によって程度が異なことから，秋はあ
くまで偽繁殖期（false breeding season）であると解
釈されていた12）～14）。
　今回の研究で，アカハライモリの交配期が秋にはす
でに開始していることを明らかにした。これまで，日
本の両生類では春を中心とした一続きの交配期が常識
として信じられてきたが，正確には，秋に開始し，し
かも冬期でいったん遮断され初夏まで続く長い交配期
が存在するということを証明した。
　では，イモリ属で，アカハライモリだけがこのよう
に長い交配期間をもつのだろうか。イモリ属には合計
10種存在し，そのうち８種は中国（いずれもアカハ
ライモリより緯度が低い南部）に生息している（図
20）。イモリ属の起源は中国にあり，日本のアカハラ
イモリは最も緯度の高いところに適応していることに
なる。中国のイモリ属の仲間の交配期はおよそ３月か
ら７月と報告15）されており，アカハライモリの近縁種
で奄美，沖縄に生息するシリケンイモリの繁殖期は12

月から５月とされている。よって，イモリ属の北限に
進出したアカハライモリだけが，寒い冬が存在するが
ゆえに，冬で遮断された長い交配期をもつようになっ
たと考えられる。
　なお，シリケンイモリについては，雄が12月から９
月まで輸精管内に精液をもつことや，３月から10月ま
で輸卵管の中に卵をもつ雌が確認されている17）。夏や
秋にも配偶行動があった可能性が高く，実際に那覇岳
で産卵が確認されている18）シリケンイモリの場合は，
アカハライモリより低緯度に分布し，本島のような冬
期の低温を経ないので，繁殖期が中国のイモリ属に近
いと考えられる。
　教材研究のために，アカハライモリの継続的な観察
を続け，繁殖期でないと考えられていた秋の配偶行動
に出会った。秋でもゴナトロピン注射で雌は貯精嚢の
精子を使って受精卵を産むという結果について，その
謎を解明していく過程で，理科の教員としての好奇心
が覚醒され，科学研究の楽しさを体感できたのは事実
である。教科書の内容を教えるだけでなく，教員自身
が研究に取り組むことが，生徒たちに生物学のおもし
ろさを伝えることに役立ったと考えている。

図20　イモリ属（Cynops）の分布19）
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はじめに

　2005年に卒業生から生命科学分野へ進学を考えてい
る生徒へのメッセージ集を全校生徒に配布すること
が，生命科学コース開設への最初の第一歩であった。
　2006年度ＳＳＨ事業に採択され，｢生命科学コース｣
を開設し，女子生徒の理系進学支援のための教育プロ
グラムの開発に着手した。その教育プログラムは，「知
識」と「体験」を「科学研究」に集約するという方向
で全体を構築した。
　次に，女子生徒の理系選択支援の大きな流れをつく
るために企画したのが，女子生徒による科学研究発表
交流会「集まれ！理系女子」である。その目的は，①
理系分野に進路意識をもつ女子生徒のネットワークを
拡大する，②理系分野で活躍する女性研究者という将
来のロールモデルに出会う機会を提供することであった。
　４年目の2009年に第１回を本校のＳＳＨ運営指導委
員に依頼して福山大学で開催させていただいた。福山
大学で開催した理由は，立地する福山市が岡山県と広

島県の間のＳＳＨ指定校不在の地域であったので，科
学課題研究の取り組みを知っていただく必要があると
考えたからである。
　ＳＳＨ事業の立ち上げから「集まれ！理系女子」の
開催に至る経緯とその目指した方向，そして，これか
らの展開について説明したい。

卒業生から後輩への応援メッセージ集

　2006年度から生命科学コースを立ち上げることが決
まって，最初に考えたことは，本校を巣立って生命科
学分野に進学した卒業生から ｢生命科学分野に進学を
考えている生徒へ応援のメッセージ｣ を送ってもらう
ことだった。メッセージ集の冊子を作成するにあたっ
て，生命科学コースの最初の入学生を迎えるちょうど
１年前の2005年春に，卒業生への原稿依頼を始めた。
当時，その冊子の企画案がデザイン会社に送ったメー
ル（2005年２月８日）に残っていた。
　 ｢今回のパンフレットは，先輩からのメッセージ（生

卒業生からのメッセージ集作成から
「集まれ！理系女子」の開催へ

秋　山　繁　治

From messages from graduates to holding the Atsumare Rikei Joshi Conference

Shigeharu AKIYAMA

　In 2005，the first step to the establishment of a life science course was to distribute a collection of 
messages from graduates to students who were considering going on to careers in the life sciences．
The Life Science Course which started in 2006 was constructed in the direction of consolidating 
knowledge and experience into scientific research．In 2009，a scientific research exchange 
conference called Atsumare Rikei Joshi was held as an event for students to present the results of 
their scientific research．The purpose was to provide opportunities to meet future role models by （1） 
expanding the network of female students with career awareness in the science field and （2） having 
female researchers active in scientific fields present on their research．The number of participants 
increased year by year，and in the seventh conference in 2015，it grew to a national conference 
with 385 participants and 98 poster presentations．This exchange meeting plays a major role in the 
promotion of scientific research among female students．This exhibition looks back on how the life 
science course was established and how the Atsumare Rikei Joshi conferences for female students 
were held．

＜キーワード＞　ＳＳＨ事業，理系女子，交流会，理系選択支援，生命科学コース
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命科学分野を後輩に紹介）という冊子として完成させ
ます。その内容は，①表紙（環境教育とバイオテクノ
ロジーを意識させるメッセージ性を持ったデザイン）
②卒業生のメッセージ（生命科学関連の学部・大学院
に進学した卒業生，生命科学分野に進学したが家庭に
入った人），③本校の生命科学分野の教育活動への協
力者（授業「生命」の講演者，西表島環境学習研修の
指導者）からのメッセージ，④女子生徒の理系進学を
考える資料という内容で構成したものを考えています｣
　卒業生には，以下のメールを送らせていただいた。
　 ｢“ 清心 ” のイメージとしては，文系の学校という
イメージが強く，これまで理系に進む生徒に十分なケ
アができていなかったのではないかという反省から，
学校としても理系進学者をサポートするような体制を
つくることを進めていかなければならないと考えてい
ます。そこで，あなた方から今のあなたの写真と文章

（理系への進学を考えている後輩へのメッセージ）を
送っていただき，大学生，院生，社会人の順に並べて，
ライフステージを踏まえてパンフレットに作成して，
生徒たちに理系への進学を考えてもらおうと考えてい
ます｣
　冊子を編集していただいたデザイン会社の方から
は，メッセージを中心にした冊子なので「字ばっかり
の冊子を読む生徒がいるのですか｣ とアドバイスされ
たが，とにかく32人の卒業生のメッセージを掲載した
一風変わった冊子を完成させることができた。
　表題は ｢大切なもの｣ とし，表紙のデザインは，当
初想定した ｢バイオテクノロジー｣ を意識させるもの
ではなく，生命科学分野に進学した生徒の ｢目｣ を中
央に大きく配置したものにした。このデザインは当時
の美術担当の森茂樹が，私の担任で農学部に進学した
生徒の眼の写真を使って作成したもので，今でも伝統
とすべく ｢女子生徒による科学研究発表交流会｣ の冊
子に受け継がれている。
　
「生命科学コース」の設置　

　清心女子高等学校の女子生徒の理系進学支援のため
の教育プログラムの開発は，2006年度の｢生命科学コー
ス｣ の開設が出発点になっている。
　当時，岡山県内の私学では校名変更・共学化，公立
では1999年度からの学区制の変更に先立っての教育課
程変更などを含む ｢特色づくり｣ が話題になり，マス
コミでも大きく取り扱われていた。社会的に教育改革
の機運が高まる中で，本校でも，学校改革のプロジェ

クトチーム（1994年７月から1996年８月）を組織し，
これまでの教育内容の再検討を行った。進学実績とい
う成果を目的としたものではなく，「どのような教育
内容が新しい時代に求められているか」という視点で
検討し，新学習指導要領が告示される直前の1998年度
にカリキュラムを大きく改定した。その時に，学校設
定科目としてパソコンを導入した授業 ｢国際情報｣ と
自由選択科目 ｢発展科目｣（教科の枠を超えた内容を
扱う授業）が誕生した。
　そして，2003年度からの薬学部新設ラッシュなどの
影響で，生命科学分野を中心に，女子生徒の理系進学
が急増したことを背景に，2006年度から｢生命科学コー
ス｣，｢文理コース｣ からなる新たなコース制を設定した。

　生命科学コースの新設は，本校のプロジェクトチー
ムの改革案の延長線上に位置するものである。その課
題は，「女子校としてどのように理系進学を支援する
か」というものだった。そして，生命科学コースの開
設が今の社会に要請されるものかどうかを確認するた
めに2006年度の文部科学省スーパーサイエンスハイス
クール事業に申請した。

女子生徒による科学研究発表交流会の立ち上げ

　ＳＳＨ採択後の最初の３年間で，教育プログラムは，
「知識」と「体験」を「科学研究」に集約するという
方向で全体像を構築するところまでできましたが，次
の段階で，全国に女子の理系進学支援の試みを展開す
ることを目的にして，発表者が女子生徒に限定した「女
子生徒の科学研究発表交流会」を企画した。
　理系に進む女子の絶対数が少ない国内の現状では，
例え，理系に進みたいと願っても，学部・学科レベル
でその本人と同じ進路意識を持つ生徒は，同じ学校内
では少ないと考えられる。女子生徒の理系選択を促す
ためには，科学分野への進路意識をもつ女子生徒の
ネットワークを全国規模で拡げることと，様々な研究
分野で活躍する女性研究者をロールモデルとして提供
することが有効だと考えた。
　 ｢女子生徒による科学研究発表交流会｣ は，互いの
研究内容を発表し合い，興味を持っていることや，将
来の進路についての情報交換をして交流する場となる
ことを意図して企画した。
　「女性生徒による科学研究発表交流会」は，ＳＳＨ
指定から４年目の2009年に第１回を開催した。指定前
の部活動では，科学研究の成果を学校外で発表するこ
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となど想定できないレベルであったが，ＳＳＨ指定３
年目のＳＳＨ生徒研究発表会で科学技術振興機構理事
長賞を受けた後，本校の生徒の研究レベルが急激に上
がり，前向きに取り組む生徒も増えてきた。そのこと
をきっかけに本校のできるだけ多くの生徒に課題研究
の発表の場として，科学研究発表交流会を提供するこ
とを考えた。そして，女子生徒だけで運営することに
よるリーダシップの養成と将来のロールモデル（女性
研究者）との遭遇の色合いを濃くするために ｢女性だ
け｣ という設定が生まれた。第１回の交流会は参加校
14校，参加者272人，ポスター発表56件で始まったが，
年々参加者が増え続け，第７回大会は，参加校25校，
参加者385人，ポスター発表98件になった１）。
　会場は，2013年度までは福山大学で開催したが，
2014年度は京都大学，2015年度以降は東京（2015年度
慶應義塾大学，2016年度・2017年度・2018年度学習院
大学，2019年度早稲田大学）で開催し，全国から参加
者が集まる大会に発展した。

　この交流会で全国から集まった同世代の仲間と一緒
に発表することで，モティベーションが上がり，課題
研究に取り組む姿勢が前向きになるのを感じた。今で
は毎年のように，日本学生科学賞，JSEC，化学グラ
ンドコンテスト等の大きな大会で入賞できるようにな
り，この交流会が生徒の科学研究の推進に大きな役割
を果たしている。

「集まれ！理系女子」の冊子の紹介

　各回の交流会冊子は，講演者からのメッセージ，発
表者リストだけでなく，女子生徒の理系進学支援を考
えてもらうための資料や高校生に読んでもらいたい書
籍の紹介を掲載した。
　表紙は，生命科学分野に進学を考えている生徒への
卒業生からの応援メッセージ集「大切なもの」冊子の
「目」（女子生徒の目を使用）のデザインを継承して
いる。女子生徒の「まなざし」に２つの大切な意味を
込めている。１つは「探究する」という意味，顕微鏡
下のミクロの世界を目にした時や，空から沖縄の青い
海を見たときの，新しいものと出会って瞳を大きく見
開いて “ 輝かせている ” まなざしである。もう一つは

「見守る」という意味，親が子に，教師が生徒に向け
るような，心配しながら見守っている “ あたたかな ”
まなざしである。You are precious in My eyes。（あ
なた方は，神のまなざしの中でかけがえのないない存
在です）。
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第１回女子生徒による科学研究発表交流会（2009） ２）

Ｐ１－５　 座談会「理系女性はなぜ少ないか」
Ｐ６－10　 �先輩からのメッセージ（６名）
Ｐ11－13　女子生徒の理系進学を考えるための資料
Ｐ14　　　�ポスター発表リスト
　　　　　（高校生47件・女性研究者９件）
Ｐ15－16　口頭発表の要旨（高校生９件）
Ｐ17－18　書籍紹介（12冊）

第２回女子生徒による科学研究発表交流会（2010） ３）

Ｐ１　　　�科学を志す，あなたへ自分のライフサイク
ルを描いて今を生きよう！（宇野賀津子）

Ｐ２　　　各高校の課題研究への取り組みの紹介
　　　　　�（ノートルダム清心学園清心女子高等学

校・市川高等学校・東海大学付属高輪台高
等学校・玉川学園高等部中等部・名城大学
附属高等学校・三田祥雲館高等学校・武庫
川女子大学附属中学校高等学校・益田高等
学校・岡山県立玉島高等学校）

Ｐ11－12　女子生徒の理系進学を考えるデータ集
Ｐ13－14　書籍紹介（12冊）
Ｐ15－16　口頭発表の要旨（高校生８件）
Ｐ17　　　ポスター発表リスト（高校生54件）
Ｐ18　　　科学を志す女子学生へ（阿形清和）

第３回女子生徒による科学研究発表交流会（2011）４）

Ｐ１　　　真実を知ることは自由を獲得するみち
　　　　　（坂東昌子）
Ｐ２－５　��講演者のメッセージ（田崎和江・藤山沙

理・田中美有・中浦嘉子）
Ｐ６　　　�ポスター発表リスト
　　　　　（高校生60名･女性研究者６名）
Ｐ７－８　�講演者のメッセージ（加藤茂明）
Ｐ９－10　ＳＳＨ担当者の研究紹介（秋山繁治）
Ｐ11－12　女子生徒の理系進学を考えるデータ集
Ｐ13－14　書籍紹介（12冊）

第４回女子生徒による科学研究発表交流会（2012）５）

Ｐ 1　　　若いみなさんに考えて欲しいこと（田間泰子）
Ｐ２－４　��女性研究者
　　　　　（前田真希・中谷由衣・宮尾夕子）
Ｐ 5　　　京都大学阿形研究室紹介
　　　　　�「なぜマイナー動物であるプラナリア，カ

イメンイモリに着目するのか」
Ｐ 6　　　�ポスター発表リスト
　　　　　（高校生51名･女性研究者14名）
Ｐ7-10　　講演者のメッセージ（福田公子 ･東優子）
Ｐ11-12　女子生徒の理系進学を考えるデータ集
Ｐ13-14　書籍紹介（12冊）
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第５回女子生徒による科学研究発表交流会（2013）６）

Ｐ１　　　留学のススメ（中島由佳）
Ｐ２－５　�ＳＳＨ指定から７年，その成果と課題
　　　　　（秋山繁治）
Ｐ６　　　ポスター発表リスト
　　　　　（高校生63名・女性研究者12名）
Ｐ7-10　　講演者のメッセージ（田島節子 ･冨澤康子）
Ｐ11-12　女子生徒の理系進学を考えるデータ集
Ｐ13-14　書籍紹介（12冊）

第６回女子生徒による科学研究発表交流会（2014）７）

Ｐ１　　　理系と教養（田島朋子）
Ｐ２－３　　��「大切なもの」卒業生からメッセージ集作
　　　　　�成から女子生徒による科学研究発表交流会

開催（秋山繁治）
Ｐ４-５　��プラナリアの接触行動を解明する（下山せ

いら）
Ｐ６　　　ポスター発表リスト
　　　　　（高校生74名・女性研究者13名）
Ｐ７-10　講演者のメッセージ（阿形清和・松下祥子）
Ｐ11-12　女子生徒の理系進学を考えるための資料
Ｐ13-14　書籍紹介（12冊）

第７回女子生徒による科学研究発表交流会（2015）８）

Ｐ１　　　Hitch�your�wagon�to�a�star！（西松伸一郎）
Ｐ２　　　ポスター発表リスト
　　　　　（高校生93名・女性研究者５名）
Ｐ３-10　講演者のメッセージ
　　　　　（治部真理・高橋淑子・宇野賀津子・坂東昌子）
Ｐ11-12　�卒業生からのメッセージ（鈴木美有紀・竹

居セラ・前田祐伽）
Ｐ13-14　書籍紹介（12冊）
　
「集まれ！理系女子」交流会冊子は，
http：//www.shigeharuakiyama.com/bio/1996/05/
SSH-63.htmlからダウンロードできる。
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交流会参加者のアンケート結果

　交流会に参加した生徒のアンケートでは，下図のよ
うに各項目で少なくとも８割の生徒が肯定的な回答を
している。また，他校の研究発表に刺激を受け，自身
の課題研究を続けるうえで参考にした生徒が特に多い
ことが分かる。そして，女性研究者が毎回生徒に向け
て励ましのメッセージを送って下さっていることも影
響し，非常に多くの生徒が ｢女性が研究を続ける事は
難しくない｣ と回答している。大学入学後並びに社会
に出てからもこの意識を持ち続けられるように，社会
の更なる変革が期待されるところである。
　この交流会に参加した女子中高生の中には，その後
大学へ進学し，現在は理系分野で活躍している方もい
らっしゃることと思う。この交流会を通して，理系進
学を目指す女子生徒が一人でも多く増える事を心より
祈念している。

１）

教育プログラムの開発の方向性

　鳥には人間が作った境界線など関係ない。誰が所有
する土地だろうが，山だろうが，渡り鳥であれば国境
すら行動を制約するものではない。魚にも人間がつ
くった境界線など関係ない。回遊魚であれば，広い海
を自由に泳ぎ回っている。
　人間はどうか。大都市のど真ん中の交差点で，もし
信号機がなかったらどうなるか。渋滞は必至で，車は
身動きできなくなり，我先にという気持ちでイライラ
して事故が頻発するかもしれない。口々に ｢信号機を
つけて欲しい｣ と言い出すだろう。人間は，ルールが
あるのが当たり前の社会に生きている。
　学校という枠組みで毎日を過ごしていると，共通の
レールの上を同じ目的に向かって走っている自分を感
じる。確かに学校では ｢心身ともに健康な国民の育成
｣ を目的に同じ十代の生徒が同じ机に向かい，同じ椅
子に座っている。そして，設定された一定のルールを

守って生活している。しかしながら，同じ制服を着，
同じ計画された時間で生活している生徒であっても，
それぞれの制服の中に自分の世界を持ち，心の奥には
将来の夢を持っていて，自分の可能性に挑戦したがっ
ている “ 人間 ” がいるはずである。生徒は一日のほと
んどの時間を学校で過ごし，そこで考え，悩み，喜
び，楽しんで生活している。だから，生徒の健全な成
長に役立つものでなければならない。女子生徒の理系
進学支援の役割を果たすために開設した生命科学コー
スの教育プログラムの開発は，女子生徒が将来の夢に
向かって挑戦する気持ちを失わないように個々が持っ
た能力を最大限に伸ばす “ 糧 ” を提供するものでなく
てはならない。
　「集まれ！理系女子」の企画を含めて，ここで展開
する教育プログラムは，生徒を管理し，従わせる視点
ではなく，生徒は自らが積極的に参加したいという気
持ちを導くものでなければならない。また，科学課題
研究の指導においても，上下関係でなく，横の関係で
ディスカッションが成立するものでなくてはならない。

卒業生８）と保護者９）からのメッセージ

　卒業生と保護者に「生命科学コース」について思い
を女子生徒の科学研究発表交流会の冊子に掲載するた
めに書いていただいた。

〇授業「生命」と課題研究で学んだこと
鈴木美有紀
（Califolnia Institute of Technology，Marianne 
Bronner Lab．・JSPS海外特別研究員）
　 ｢夢は必ず叶うから，どんな夢を持つかが大事なん
だよ｣。授業 ｢生命｣ で出会った研究者の方の言葉を
今も鮮明に覚えています。中学生まで理科や数学は好
きでしたが，生物はその中でもオモシロクナイと感じ
ていました。その私が，今，生物学を専攻して大学院
まで進学し，研究者を志しているのは，授業 ｢生命｣
での人との出会いの影響が大きかったからと言うほか
ありません。研究内容はどれも面白いし，話している
本人は楽しくてしょうがなさそうでキラキラしている
し，並の人間の数倍から数十倍パワフルでした。将来
研究者になることが決まっている訳でもない私たちの
質問に真面目に真摯に答えてくださる人たちに憧れま
した。生物科学科への進路を決めたときは ｢この内容
を研究したいから，私が解明してやる！｣ というより，
｢あんな風に生きたい｣ という気持ちの方が強かった
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ように思います。
　一方で，課題研究を通じて ｢研究生活は楽ではない｣
ということ，様々な研究者の方からの話から ｢努力を
しても能力があってもずっと評価されないかもしれな
い｣ ということに何となく気づいていました。課題研
究に取り組んだ日々を振り返れば，飼育のために，始
業前，昼，放課後すべての時間をあてても足りていな
いのに，実験や発表の準備もしなければならない日常。
生き物相手では一日たりとも目は離せません。世話が
滞れば生き物は弱ってしまいます。一般の高校生の感
覚で考えれば，負担が大き過ぎて逃げ出したくなるか
もしれません。ではどうして生物の研究をやめなかっ
たかと問われれば，研究自体の魅力と，忙しくても充
実していて楽しかったと答えるでしょう。研究って，
自分のすべてをつぎ込んで実験しても，明らかにでき
ることは生物の謎全体から考えたらほんの一部にしか
過ぎません。でも逆にそれは，いつでも全力でいられ
るってことだと思います。世の中には，100% の力を
出し続けて働かなくても，60％くらいでそこそこの幸
せが手に入る仕事もあるかもしれません。それでも私
は100%で生きていく方がいいなと考えたとき，私の
進路の方向性が決っていたのです。
　授業 ｢生命｣ と生物教室での日々をきっかけに抱い
た将来の夢，研究に対する夢は今も失っていませんし，
この夢を持って良かったと思っています。これはひと
えに私の意思だけではなく，この気持ちを育ててくだ
さる人々と今も出会えているからだと思います。高校
生の皆さんに，そんな出会いがたくさん訪れることを
祈っています。

〇 “ 好き ” という原動力
竹居セラ
（香川大学医学部医学科基礎医学系法医学講座・助教）
　あなたは今，進路に悩んでいますか？
　受験が近づいてくると，志望大学の偏差値が足りな
いとか，受験科目に苦手科目が入っているとか，いろ
いろと考えてしまうかもしれません。でも自分の進路
を決める時は，一旦そういうこと全部忘れて考えてみ
てください。
　あなたは何か好きなことはありますか。どんなこと
をするのが楽しいですか。最近感動したこと，わくわ
くしたことはありますか。何か思い当たるものがある
なら，将来はぜひそれを突き詰める方向に進んでくだ
さい。気持ちが道を拓くのです。好きなことが沢山あっ
て迷っている人は，いつでも好きな進路に進めるよう

普段からきちんと勉強しておきましょう。
　私は小さい頃から生き物が好きで，ぼんやりと将来
は生物を研究する仕事に就きたいと考えていました。
受験生になって，研究をするなら『一番身近な生き物』
である人間について知りたいな，それで医学部に入っ
てみようと考え始めました。当時，医者になりたいか
どうかなんてわかりませんでした。その頃，医学部の
先輩に ｢医学にもいろんな分野がある。何になりたい
かなんて，入学してから考えれば。｣ と言われました。
その言葉を聞き，６年かけてじっくりと自分が好きに
なれる道を探したいと思い，医学部を選んだのです。
　好きなものがまだ無い人はどうしましょう。私見で
すが，その場合はとにかくいろいろな経験をしてみて
ください。興味あることも無いことも，生物学から外
国語から芸術まで。日々の隅々に興味を向けて，そし
て常に疑問を探り続ける姿勢で臨んでみてください。
そして沢山の人の話に耳を傾けましょう。あらゆる分
野に視野を広げることで，心の琴線に触れるものが明
らかになってくると思うのです。たとえ，それで興味
のある事が見つからなくても，将来的にその姿勢と体
験は自分の糧となります。
　話は少し逸れますが，医学とは患者の肉体から精神
まで診ます。医師は患者の電解質異常を評価しながら
患者の経済的背景や家庭環境を考慮しなければなりま
せん。実に広い視野が必要とされる学問なのです。
　私はまだ医学部の学生で，医学とは何たるかもよく
わかりませんし，自分の選んだ進路がどこに行き着く
のかも想像できません。しかし今までの人生の流れを
振り返ってみて，こう思わずにはいられません。好き
という気持ちに勝る原動力はありません。あなたの好
奇心を，大事にしてください。

〇有尾両生類が連れて行ってくれた未知の世界
前田祐伽（山田養蜂場グループ化粧品中央研究所）
　 ｢イモリの脳手術は誰もした事がないので手術台を
自作しました｣ ｢脳が再生したかどうかを測る方法を
考えた時に干物を思い出したのです。干物を作るよう
に脳をひらきにして表面積を測定すれば，再生して
いるかどうかを調べることが出来ると思いついたので
す。｣ これはイモリの脳再生の研究者の方が授業 ｢生
命｣ の講演でお話された内容です。誰も成しえなかっ
た課題に挑み，生活の一部から生まれたアイディアを
取り入れたクリエイティブな ｢研究｣ に感動しました。
理科の実験は教科書に載っている内容を確かめるとい
うイメージを持っていた私にとって，この授業での感
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動は研究に興味を抱くきっかけになりました。また，
実験に取り組むようになったきっかけは生物教室で飼
われていたサンショウウオとの出会いです。声も立て
ずひっそりと過ごしている静かな生き物に愛着を感じ
て，生物教室に通って餌やりや水替えをして，胚の発
生の観察などをしているうちに，飼育下での繁殖方法
の開発をテーマにした課題研究に取り組むようになり
ました。その研究成果をＳＳＨ生徒研究発表会などで
多くの人に聞いて頂くという体験を通して，研究に取
り組む意志がさらに強くなりました。
　これらは生命科学コースに入学したからこそ得られ
た経験です。もしこのコースで勉強しなければ，サン
ショウウオに触れる機会もなく研究をしたいとも思わ
なかったでしょう。その世界を知らなかったら，その
選択肢はなかったということです。出会う機会が与え
られるかどうかは偶然であっても人生に大きく作用す
ることがあるのです。さらに授業 ｢生命｣ で感動した
脳再生の研究を大学院でイベリアトゲイモリを用いて
行う機会にも恵まれ，高校での経験が人生を大きく動
かしたことを実感しました。
　大学院での研究は楽しかった反面，非常に困難で研
究が進まないという苦しい現実も昧わいました。高校
での課題研究から大学院での研究までで，思い通りに
研究を進められたことは今になって思い出すとほとん
どありません。それでも今も研究を続けようという思
いは消えることがありません。それは高校時代に感じ
た感動と面白さが今も忘れられず，研究への原動力と
なっているからです。
　皆さんには感動したものや面白いと感じるものはあ
るでしょうか。あってもなくても，自分だけの感動や
面白さを見つけるために何にでも取り組んでみてほし
いです。感動や面白さは皆さんの糧となって人生を前
向きに歩む原動力となるはずです。様々な出会いや経
験を通して，ぜひ自分だけの感動と面白さを見つけて
育てて欲しいと思います。

〇ＳＳＨ活動と娘たちの成長
大橋陽子（保護者）
　我が娘たち，今は社会人１年生と大学１年生になっ
た娘たちにとって，清心でのＳＳＨの活動は本当にか
けがえのないものでした。長女は平成21～23年，４学
年下の次女は平成25～27年に清心女子高等学校の生命
科学コースでお世話になりました。中高一貫であるこ
とから，中学生の時に先輩方の活動報告を聞いて生命
科学コースの活動や学習に興味を持ち ｢高校では絶対

に生命科学コースを選択したい｣ ｢生命科学コースに
行かないと清心にいる意味がない｣ と思っていたよう
です。
　高１の蒜山での森林研修に始まり，春休みに行った
ボルネオ研修，高２の沖縄離島での研修，韓国スタディ
ツアー，JSEC入賞によるアメリカピッツバーグでの
ISEF参加等，国内外での大学と連携したフィールド
ワークや研修を通して，どんな状況でも生きていける
自信がついたようです。
　高２での学校設定科目 ｢生命｣ で，多くの先生方の
講義を聴き色々な研究・考え方を知ることで，世界が
広がり探求心が芽生え，本格的に花酵母の研究を始
め，次女も姉の研究を引き継ぎました。様々な発表会
で華々しい成果をあげていく先輩や周囲の同級生の背
中を追いつつ，二人とも特に成果もないままに３年生
の夏を迎えました。３年生になると受験勉強に専念す
るため研究から引退する人もいましたが，娘たちは塾
に通っていなかったので，部活動や学校行事も全力投
球で楽しみ，とにかく雨の日も風の日も，土日祝日は
もちろん，お盆や正月も毎日生物教室に向かいました。
そこにはいつも秋山先生をはじめ，担任や学年主任の
先生方がおられ，研究をサポートしてくださいました。
｢何とか成果が出るまで｣ と，粘り強く頑張り，多く
の発表の機会を与えていただいた結果，長女達は平成
23年，JSEC2011でアジレントテクノロジー賞を，次
女は平成27年，第５回バイオサミット2015で農林水産
大臣賞を受賞しました。
　 ｢大学でもいろんな研究はできるけれど，高校生と
いう多感でエネルギッシュな時期に，女子高校生とし
て同級生と共に活動することにとても意味があった｣
と娘は言います。また，生命科学コースの先生方が３
年間変わらずチームとして支えてくださったことや，
連携してくださった鳥取大学の佐野先生，福山大学の
秦野先生から研究や発表についてのご指導やご助言を
いただいたことも，大変有難いことでした。｢日々の
研究では，同級生と協力して取り組むことで協調性や
責任感，コミュニケーション能力や情報処理能力が，
そして発表では，表現力やプレゼンテーションカ，積
極性や自信がついた｣ と言っています。これは，机に
向かって勉強したり本を読んだりしていただけでは決
して身につかない力，すなわち “ 強く，しなやかに生
き抜く力 ” だと思います。学力試験やTOEICで高得
点を取ることは立派なことかもしれないけれど，長い
人生においては部分でしかありません。しかしながら，
娘たちが３年間のＳＳＨの活動を通して得させていた
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だいた力は，一生持続し更に進化していく価値あるも
のだと確信しています。｢一億総活躍社会，女性が輝
く社会｣ と言われていますが，さてどのようにして私
たちは理想の社会を築いていけばよいのでしょう。
　保護者である私も同じ高校教員という立場で，娘た
ちを指導してくださった先生方の ｢教師としてこだわ
りを持って本物を与え続け，育てていく｣ という姿勢
に，そして，厳しさの裏側にある先生方の愛と情熱に
共感を覚えます。目先のことではなく，生徒たちが卒
業してからの10年・20年後も社会で活躍し貢献する存
在であるための教育が，真の教育だと感じています。
そのような視点を持って，娘たちを温かく見守り育て
て下さった先生方に深く感謝します。今後ますますの
ＳＳＨ活動の発展を期待しつつ，これからも家族で応
援していきます。このような機会をいただき，ありが
とうございました。

〇はじまりはＳＳＨから
前田信子（保護者）
　 “ はじまりは生物教室から ”。この言葉は，娘がＳ
ＳＨで発表をさせていただいた後の取材記事のタイト
ルでした。出会いこそ大事なチャンス。人，物，生物，
場所，時間などのすべての出会いが娘の人生に道標を
くださり，豊かにしてくれているのだと思います。
　中学生の頃は，英語が好きで，スピーチコンテスト
に全力で取り組んでいた娘が，英語と数学が好きとい
うだけの理由で新設される理系のコースに進みたいと
生命科学コースを選択しました。本当に娘の進むべ
き道なのかと問いかけると，マレーシアでの海外研修
や様々な外部の先生方の講義が聞けることに，大きく
心惹かれていたようでした。娘を応援することが親に
できるただ一つのことと思い，これから娘が出会う出
来事を一緒に楽しもうと思いました。そして，生命科
学コースに進学後のカスミサンショウウオとの出会い
は，娘の人生の大きな起点となりました。虫も嫌い，
血を見るだけでくらくらするような娘が，｢可愛いい
のよ。鳴いたりしないから何も言わないけれど，動き
や表情がおもしろいのよ｣ と，部活にも行きながら毎
日楽しんで生物教室に行き，私にその様子を教えてく
れました。娘にとって何よりも大きな出会いは秋山先
生との出会いでした。学校で講演を聴いて帰ると，伝
えずにはおられない感動をひたすら話していた娘でした。
　ＳＳＨ発表でパシフィコの大会場を見たとき，娘は
米粒ほどの大きさでしか見えませんでしたが，この大
舞台での経験はこれからの娘の人生の自信となり，ど

んな事，どんな時でも人生を自分で歩いていけるだろ
うと思いました。あの暑い夏のＳＳＨ科学研究生徒発
表会は私達家族にとっても一生忘れられない思い出です。
　大学生活，広島大学では２年生から研究室での研究
やパリ大学での発表，イギリスへの語学留学と経験値
を積んでいきました。初めての一人暮らしや海外へ出
ていくことは，娘が社会人になる前に学ぶべき機会と
思い見守っていました。見事に世間の方に育ててもら
う機会となりました。
　大学院では，自分の好きな両生類を通して研究を進
めることが出来るようになり，とても喜んでいた娘で
した。大学院受験では夜中に電話をしてきて，泣きな
がら弱音を吐いていましたが，そんなに苦しいのなら
受験しなくてもいいのではと言うと，｢挑戦しなかっ
たら後悔する｣ と言いながら受験をした娘。この意欲
はどこから来るのだろうと不思議に思っていました。
　京都大学大学院の念願のラボは，高校の時に講義に
来てくださった教授でした。ご縁とは，本当に繋がる
ようになっていて，高校で講義を聴いていなければ京
都大学を目指さなかったかもしれません。
　娘が歩いている道を応援し，意欲を持ったことを力
いっぱいさせてあげることは親の役目だと思います。
娘が苦しんでいるときも，心のサポーターにはなれま
す。私はひたすら聞き役で，泣きながら話して終わる
と ｢すっきりした｣ と元気になる娘。わが子が前を向
いて歩くためなら，親はできるすべてを尽くして応援
したいと思ってきました。
　現在，企業で研究をしています。行き詰ることもあ
るようですが，学生時代に重ねてきた経験で気分転換
や自己解決も上手くなっているようです。この頃，学
生時代のことを思いだしながらよく娘と話します。｢
あなたが，お父さんやお母さんとは違う道を歩んでく
れたおかげで，お父さん，お母さんの人生はより楽し
く豊かになった気がするわ｣ と。すると娘は ｢お父さ
ん，お母さんが，やりたいことを力いっぱいさせてく
れたおかげで，私の今の人生があるから，ありがとう
ございますって思うよ｣ と。
　“ はじまりは生物教室から ” 現在に至るまで，そし
てこれからも，娘には沢山の出会いを経験値にかえて
豊かな人生を歩んでいって欲しいと願っています。

〇生命科学コースでの学び
森下美智子（保護者）
　娘が小学校５年生の時でした。『チェルノブイリの
子供達』という本に出会い，将来の夢は “ 医師となり



160

卒業生からのメッセージ集作成から「集まれ！理系女子」の開催へ

子供達のために働く事 ” と決まりました。その目標は
ぶれることなく，遠回りをしましたが，今年４月より
医学部へ入学し現在勉学に励んでおります。その礎と
なったのが，清心女子高校の生命科学コースでの学び
でした。
　１年生から２年生にかけては ｢オオイタサンショウ
ウオの発生段階と飼育下での繁殖について｣ の研究，
３年生になってからは ｢アカハライモリの核移植での
クローン個体の作製｣ に取り組みました。研修等で不
在の時以外，ほぼ毎日娘は学校に通い，生物のお世話
をしておりました。２年生の時，アフリカツメガエル
が大量死する事件がおきました。自分の管理ミスが原
因ですが，娘は泣きながらその全てを埋葬したそうで
す。環境を整えて，食べて排泄をして成長する。生物
においては当たり前のことですが，その当たり前のこ
とができないと生物は死ぬのです。今日があって明日
があること，生命に対する慈しみの心。｢心を清くし，
愛の人であれ｣ という学校の指標にも通じる大切なこ
とを学びました。
　娘は高校１年生の時アメリカへ留学しており，１年
間学校を休学しています。そして卒業して２年間の浪
人生活。冒頭，“ 遠回り ” と申しましたが，長い人生
には立ち止まる勇気も必要かもしれません。予備校で
の規則正しい生活は理想的ですが，時としてストレス
や不安に押し潰されそうになったり，自身との葛藤も
あったことでしょう。浪人１年目の春に娘が家出をし
ました。予備校の試験を受けに行く，と家を出たまま
帰宅せず，実際は試験会場にも行っていません。無事
保護できましたが，その時は生きているだけで良い，
と痛感したことを思い出します。私たちができる最大
の応援は ｢子供を信じて見守ること｣ ではないでしょ
うか。そして，成功も失敗も含めて出来るだけ多くの
体験をすることも大切だと思います。
　その点で生命科学コースのカリキュラムは特筆する
ものがあります。蒜山での森林研修，沖縄座間味島で
の亜熱帯動植物の生態観察，生命について英語での
ディベート，外部講師による授業，マレーシアボルネ
オ島での大学交流，アジアサイエンスキャンプへの参
加，ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）関連での
日米青年交流会参加等。中には選考によるものも含ま
れますが，そのチャンスがあるのは大きな希望となり
ます。ＳＳＨに認定され長年課題研究を引き継いでい
るため，レベルの高い研究に取り組むことができた，
と娘が話していました。目標を持って粘り強く行動す
る，柔軟な思考，そして自分で考えることの大切さ。

沢山のことを教えていただきました秋山先生との出会
いに感謝いたします。
　私は現在，肢体不自由児の支援学校で学校看護師と
して慟いています。子供達の生命力に元気をもらい，
小さな成長を喜ぶ日々です。その中で生命の不思議，
生命の力強さ，生命の美しさを今更のように感じます。
生命科学コースという未来に繋がる場所で学生生活を
過ごせたことは，娘にとってかけがえのない経験でし
た。生命科学コースの今後のさらなる飛躍を願ってや
みません。お世話になったすべての皆様へお礼申し上
げます。

〇すべては学級通信「ぼうぼうどり」から
秋山繁治（ＳＳＨ主任・生命科学コース主任）
　私の清心女子高校での教育活動の原点は，生徒との
交流を求めた学級通信を発行したことにある。学級通
信を初めて出したのは1983年７月13日，本校に勤めて，
最初に高校１年Ｄ組を担任した時である。赴任して３
か月過ぎた頃，生徒と私の考え方が正面からぶつかる
状況が続いていた。それをなんとか解決したい，自分
の思いを理解して欲しいという気持ちから学級通信
｢ぼうぼうどり｣ を発行した。しかし，最初は理解さ

れるどころか，ゴミ箱に捨ててある状況だった。とに
かく辛抱強く発行し続けることで，生徒との関係を
徐々に修復でき，なんとか教員を続ける自信を取り戻
すことができた。その時に学んだことは，生徒に “ 読
ませる ” のではなく，“ 読んでくれる ” まで待つこと，
辛抱強く伝えることが大切だということである。久し
ぶりに本棚から学級通信の冊子を取り出し読み返して
みると，当時の自分の気持ちが蘇ってくる。

　二番目に言いたいことしか　人には言えない
　一番言いたいことが，言えないもどかしさに
　耐えられないから　絵を書くのかもしれない
　歌をうたうのかも知れない
　それが言えるような気がして
　人が恋しいのかも知れない

出典：『風の旅』星野富弘より

　この詩は，群馬県で中学校の教師をしていて，クラ
ブ活動中の事故で，手足の自由を失い，それ以後自宅
で療養生活を続けている人によって書かれたものであ
る。学級通信に２回掲載している。１回は1985年９月
11日，そして，もう１回は1986年４月17日である。２
回使った理由は，ただその時の自分の気持ちに一番近
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かったからだと思う。学級通信は1987年度まで発行し，
1984年度は年間で200号を発行した。
　教師としては未熟だった５年間，新聞記事や書籍か
ら学級通信に記載するネタを探し，思いを込めてメッ
セージを書き続けた。この学級通信を発行してきた経
験があったからこそ，学校教育のあり方を考え，その
時々に必要な教育活動を実践することができたと今
思っている。
　生命科学コースの誕生とともにスタートした本校の
ＳＳＨ事業も，学級通信の情報発信を続けていく過程
で性教育の重要性に気づいたことが原点になってい
る。さらに，人権教育や生命倫理，医療などの視点で

「生命」について考えることが大切だと考え，クラス
のＬＨＲのテーマとして扱った。そして，その頃 ｢リ
プロダクティブ，ヘルス／ライツ｣ を提起したカイロ
国際人口会議（1994），女性の地位向上の指針となる
｢行動綱領｣ が採択された北京女性会議（1995），男女
共同参画社会基本法の公布（1999）などに象徴される
ように，女性の人権に関しても社会的な一連の大きな
動きがあり，1999年に学校設定科目として授業 ｢生命｣
を開講した。2002年，指導要領に『総合的な学習の時
間』が新設され，授業 ｢生命｣ は『総合的な学習の時
間』に位置付けられ，生命科学コースの教育プログラ
ムの「知」の根幹をなす科目になっていった。生命科
学コースの開設，女子生徒による科学研究発表交流会
の開催は，その時代の社会の要請に応えるためのもの
であったが，私にとっては，1983年に発行した学級通
信 ” に根ざして導かれた教育改革であった。

最後に

　最初の「たいせつなもの」（生命分野への進路を考
える）の冊子を作成してから17年の歳月が流れた。Ｓ
ＳＨ事業を主任として運営した１期２期10年間のまと
めとして，『大学時報』（2013年９月号）に「ＳＳＨ指
定から７年，その成果と課題（私立女子校で理系進学
支援をどのように展開したか）」を書かせていただい
た。「女子校は今の社会でも必要なのか」の問いから
出発して「これから取り組まなければならない課題は
何か」まで，データを交えて，総括した。
　この10年間で，科学課題研究，大学との連携，英語
と理科での教材研究，交流会の開催などある程度の成
果を上げることができたが，一方で学校内での協力体
制を構築することの難しさを感じ，また，私立学校が
ＳＳＨ事業のサポートがなくなったときに，これまで

の成果を発展させていけるかどうかが課題になること
も判った。
　交流会冊子の表題にした「大切なもの」を探し求め
ることは人間の究極の姿であり，学校教育に関わる者
はその眼差しを失ってはならない。
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はじめに

　本校のＳＳＨ事業２期にあたる2011年度から2015年
度までを対象とした第４期科学技術基本計画では，女
性研究者の活躍の促進が課題の一つとなっている。日
本でも女性研究者数は，年々増加傾向にあり，2013年
の時点で研究者全体に占める割合が14．4％となってい
る。しかしながら，下図のように諸外国と比較すると
まだ低い段階にある。女性研究者の採用目標値を，自
然科学系25% ，更に30％を目指すとともに，特に理学
系20％，工学系15％，農学系30％の早期達成及び医学・
歯学・薬学系あわせて30％の達成を目指すとしている。

ＳＳＨ事業の実施で，学校はどのように変わったか
秋山　繁治・田中　福人・室山　龍三

How our school transformed with the implementation of the MEXT Super Science High School Project ？

Shigeharu AKIYAMA，Fukuto TANAKA，Ryozo MUROYAMA

　One of the issues in the Fourth Science and Technology Basic Plan for the second phase of our SSH 

project （2011-2015） was to promote the active participation of female researchers．The number of 

female researchers in Japan is increasing year by year．In 2013，women had increased to 14．4% of all 

researchers．This number，however，is significantly lower than other countries．In order to increase the 

number of female researchers，it is necessary to increase the number women majoring in science and 

engineering at universities and graduate schools．In order to do this，measures are required to support 

the selection of careers in science and engineering fields in primary and secondary education． 

　After 10 years of efforts to build an educational program aimed at supporting female students in 

the sciences，the consciousness of students，graduates，parents，and faculty members has changed 

significantly．This paper reports on the advice of the SSH guidance committee in the tenth year of our 

SSH project and the response the problems highlighted in the SSH Business II interim evaluation．

＜キーワード＞　ＳＳＨ事業，女性研究者，理系進学支援，生命科学コース，教育改革

　2011年11月に開催された第５回世界科学フォーラム
で採択された『新時代のグローバルサイエンスにおけ
る「ブタペスト世界科学フォーラム」宣言』でも，科
学における能力育成の強化の必要性として，「科学の
発展に関わる女性の役割を強化し，科学分野および科
学の政策策定に女性の参加を広げるための包括的な活
動が必要である」という提言が盛り込まれており，国
際社会で日本がグローバルな課題に対して，次世代の
イノベーションの創成をリードできる理系女性の活躍
が期待されている。
　女性研究者を増加させるためには，理工系分野を専
攻する大学や大学院における女子学生の増加と育成が
必要で，そのためには，初等中等教育における理工系
分野への進路選択を支援する対策が求められている。
　本校では，「生命科学コース」の開設を出発点に，
女子生徒の理系進学支援を中心テーマにして10年間Ｓ
ＳＨ事業に取り組んできた。その結果，学校がどのよ
うに変わったか。生徒，卒業生，保護者，教職員の変
容，10年目のＳＳＨ運営指導委員のアドバイス，ＳＳ
Ｈ事業Ⅱ期中間評価で指摘を受けた問題点への改善と
対策について報告したい。
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１．生徒はどのように変容したか１）

⑴　1 年生について
　本校では１年生を対象に，７月と２月の年２回，学
習に関する意識の変化を調査している。各項目に対し
て「かなりあてはまる」を４として，「全くあてはま
らない」の１までの４段階で回答している。 2．5が中
央値となる。生命科学コース（ＳＳＨ主対象）と文理
コースに分けて10項目をグラフにした。
A
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　１年生のＳＳＨ事業は８月から本格的に始まるの
で，７月の時点では両コースとも，まだ大きな差がな
い。しかし，２月には全般的に生命科学コースが大き
く伸びていることがわかる。特に伸びの大きい項目は

「②学習で新しい興味を持った」「④発表の仕方が分か

る」「⑦英語の学習に興味がある」「⑧数学の学習に興
味がある」などである。 ＳＳＨ事業での珍しい体験は
②に有効であり，研究発表を聞く機会が多いことは④
に有効である。また，「⑨理科の学習に興味がある」「⑩
ＳＳＨ活動は勉強に役立つ」は当然ではあるが，７月
の時点からすでに高い。
　次の表はＳＳＨ事業への期待と効果を示している
が，Ａ（面白い取組みに参加できる）は上記②と関連し，
この期待は初めから強く，それがほぼ叶えられている。
またＢ（国際性向上に役立つ）はあまり期待していな
かったが，蒜山研修をマレーシアの学生と合同で行う
など，期待以上に効果があり，「⑦英語学習への興味」
につながった。

⑵　２年生について
　２年生も１年生と同時期に行った学習に関する意識
調査を行ったが，そのグラフは次頁に示す。各項目に
対して「かなりあてはまる」を４として，「全くあて
はまらない」の１までの４段階で回答している。 ２．
５が中央値となる。２年生については前年１年生の２
回の調査から継続させて４回分を示している。
　２年生の生命科学コースは浮き沈みの激しいグラフ
が多い。１年生で好ましく出たものが一度下がり，ま
た上がる。「③情報の集め方がわかる」と「④成果の
発表方法がわかる」は課題研究を進める過程や学会等
での発表が大きく関係している。文理コースも課題研
究を選択する生徒がいる。また，課題研究的な活動を
取り入れ始めたので，低い数値から徐々に伸びてきて
いる。
C

E

①学習を自主的に進める

2.6

2.9

2.4

2.7

2.4
2.5

2.4
2.2
2.4
2.6

2.8
3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

②学習で新しい興味を知った

2.8
3.0 2.8

2.9

2.7 2.7 2.7
2.7

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

③情報の集め方が分かる

2.5
2.7

2.5

2.7

2.4
2.5

2.6

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

④成果の発表方法が分かる

2.5
2.6

2.5

2.7

2.2
2.3

2.6

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

⑤グループ学習では協力的だ

3.3
3.4

3.3

3.1
3.2 3.1 3.2

3.4

2.6
2.8

3.0
3.2

3.4
3.6

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

⑥答えだけでなく考え方が大切

3.2

3.5
3.4 3.3

3.1 3.1 3.2
3.1

2.6
2.8

3.0
3.2

3.4
3.6

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理



165

ＳＳＨ事業の実施で，学校はどのように変わったか

C

E

①学習を自主的に進める

2.6

2.9

2.4

2.7

2.4
2.5

2.4
2.2
2.4
2.6

2.8
3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

②学習で新しい興味を知った

2.8
3.0 2.8

2.9

2.7 2.7 2.7
2.7

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

③情報の集め方が分かる

2.5
2.7

2.5

2.7

2.4
2.5

2.6

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

④成果の発表方法が分かる

2.5
2.6

2.5

2.7

2.2
2.3

2.6

2.2
2.4

2.6
2.8

3.0
3.2

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

⑤グループ学習では協力的だ

3.3
3.4

3.3

3.1
3.2 3.1 3.2

3.4

2.6
2.8

3.0
3.2

3.4
3.6

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

⑥答えだけでなく考え方が大切

3.2

3.5
3.4 3.3

3.1 3.1 3.2
3.1

2.6
2.8

3.0
3.2

3.4
3.6

１年７月 １年２月 ２年７月 ２年２月

生命 文理

　さらに，ＳＳＨ活動の中心となる２年生に，ＳＳＨ
活動への期待と効果を次の６項目について調査した。
　　①　理・数の面白い取組み
　　②　理・数のセンス向上
　　③　理系学部の進学に役立つ
　　④　大学後の志望分野探しに役立つ
　　⑤　将来の志望職探しに役立つ
　　⑥　国際性向上に役立つD
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　事前の期待に対して，それ以上の効果を感じている。
両コースを比較すると，文理コースは課題研究の取り
組みが中心で，その他のＳＳＨ活動との関わりが少な
いので，期待・効果とも低めに出ている。
　次に生命科学コースにおける期待と効果の内訳を見
ると以下のとおりである。

　多様な外部講師，様々な体験活動が用意された本校
のＳＳＨ活動は①②に対する期待は毎年強い。それに
対する効果も多くの生徒が認めていることが分かる。
また，③については一部の生徒の意識とＳＳＨ活動の
目的のズレがあるようだ。受験指導ではないので，点
数が上がると考えていた生徒にとっては期待外れかも
しれない。⑥は１年次のボルネオ研修のようなインパ
クトの強い行事は無く，ＳＳＨとの関連が見えにくい
ためか，事前の期待は小さい。
　２年生の学習に関する意識調査のなかで，特に課題
研究に関連する項目に絞って，５年間（４年分）の推
移を見たのが，下記のグラフである。
　各々の各自の基準に基づいているため，スタートの
高さは異なるが動きや両コースの開き具合は読み取る
ことができる。各項目とも右上がりであり，文理コー
スと生命科学コースの開きが狭くなっている。これは，
文理コースも課題研究や自由研究などアクティブラー
ニングを徐々に取り入れていることが影響していると
考えられる。
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学習を通して新しい興味を持った
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⑶　３年生について
　３年生については次の16項目の興味・姿勢・能力が
希望進路に必要だったかどうか，そして伸びたかどう
かを質問した。

G
希望進路への必要度と向上度

必要でとても向上 必要である程度向上 必要だが向上せず
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自主性　

技術を正しく使う力

知識応用への興味

観測観察への興味

理科実験への興味

理数理論への興味

未知の事への興味

　必要で向上した項目として，「粘り強さ」，「成果を
発表する力」，「自主性」，「協力する姿勢」などである
が，一年前（２年生）の時と結果が類似していた。課
題研究に関連するものが多いが，これらは社会人とし
ても必要な要素であり，卒業後もしっかり伸ばしてほ
しい。
　また，次の10項目についてＳＳＨ活動が希望進路に
どの程度影響したかを調査した。参考までに本校の関
連する具体的な授業や活動を（　）に示す。
　①理科や数学に多くの時間が割り当てられている
　②最先端の研究している科学者や技術者の講演
　　（２年生「生命」等）
　③大学の専門家による実験・実習
　　（１年生「生命科学実習」「蒜山研修」等）
　④大学や研究所の見学
　　（１年生「マレーシア研修」２年生「沖縄研修」等）
　⑤自校内で個人や班で行う課題研究
　⑥科学コンテスト，学会への参加
　⑦一般の高校とは異なる理科や数学の授業内容
　　 （１年生「生命科学基礎」２年生「生命科学課題研究」）
　⑧プレゼンテーションの力を高める学習
　　 （１年生「生命科学基礎」２年生「生命科学課題研究」）
　⑨英語で表現する力を高める学習
　　（各学年「実践英語」，１年ボルネオ研修等）
　⑩他の高校生との交流
　　（「集まれ理系女子」「生命科学課題研究」）

　希望進路に強く影響した項目は，⑤⑥⑧の課題研究
に関連したものである。また⑨の英語については現実
的な入試に関連している。ほぼ80％以上は何らかの影
響を受けているが，特に①②⑤⑥⑦は90％以上で，本
校のＳＳＨの特色がよく現れている活動である。
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２．卒業生はどのように変容したか１）

　ＳＳＨ事業を体験した卒業生に対しては，2015年12
月中にアンケート用紙を送付し，振り返ってもらった。
今年が10年目なのでＳＳＨ１ 期生から数えて，７学年
が卒業している。

　⑴ 　卒業生の現在の生活に，ＳＳＨの経験が影響し
てたかどうかを質問した。

　ＳＳＨの経験がはっきり影響している者が40％，や
や影響している者が43％であわせて83％の卒業生は何
らかの影響を受けている。
　⑵ 　様々な興味，姿勢，能力15項目においてＳＳＨ

活動でどの程度向上したかどうかを質問した。

J
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　現在の環境（仕事・研究）の中で，ほぼ15項目とも
卒業生の90％前後が「必要で向上」したと感じている。

「とても向上」が50％を超えているものは　「好奇心」，
「実験への興味」，「観測・観察への興味」，「応用への
興味」，「自主性」，「協調性」，「粘り強さ」，「独創性」，「問
題発見力」，「探究心」，「考える力」である。これらの

要素は，本校のＳＳＨ事業のうち，森林実習の蒜山研
修，海洋実習の沖縄研修，熱帯林観察のボルネオ研修
などのフィールドワークや，課題研究活動や学会・研
究会発表会等で身についたものと考えられる。

　⑶ 　先の15項目をそれぞれに答えた後に改めて３つ
あげる質問をした。

　「発表力」が一番多く，「自主性」，「協調性」，「粘
り強さ」が特に多い。15項目それぞれに答えた後に，
改めて３つあげさせると，課題研究に関係するものが，
次々と上がってくる。これは，熱心に取り組んだ生徒
にとって，課題研究の影響力は年数を経ても大変大き
く影響していることが分かる。
　卒業生のアンケート結果から，本校のＳＳＨ事業の
課題研究の熱心さや多様なフィールドワーク，大学と
連携した実験・実習など，本校の特性がはっきりと表
れているといえる。

２．保護者の変容１）

　１年生の保護者に対して，２学期末に進路選択に関
するアンケートをとっており，その中でＳＳＨの効果
についての意識を平成23年度から５年分を示す。

⑴ 　ＳＳＨ活動は理系進学を考える上で有効かどうか
を質問した。
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　理系進学を考える上で有効とするものが 90％前後
（そう思う60％前後，ややそう思う30％前後）で定着
している。すでに平成22年までに５年間のＳＳＨを経
験しているので，平成23年度からの５年間にあまり大
きな変動は見られない。有効性を肯定する強さは，進
路選択別では毎年，生命科学コース（主対象），文理コー
ス文系，文理コース理系の順であり，同じ理系でも生
命科学コースと文理コース理系の保護者との間には温
度差がある。
　次のグラフは，同じアンケートで理系女子が少ない
理由を保護者に聞いたもので，５年分示したものである。

⑵ 　理系女子が少ない理由をどのように考えるかを質
問した。

　理系女子が少ない理由として，「理系に興味・関心
を持ちにくい」というのが，ずっと一番であるが，「社
会状況が整っていない」が増加していることが分かる。
進路選択において理系を増やすためには，高い費用や
難しい勉強に見合うだけの，将来の生活の明るい見通
しを持たせる必要がある。

３．教職員はどのように変容したか１）

　教職員（併設中学校教員も含む）のＳＳＨ活動に対
する意識調査を2006年１月に実施した。

⑴　ＳＳＨ活動を行うことの効果について質問した。
　①　課題研究のレベルが向上している
　②　理科教育の裾野拡大が進んでいる

　③　生徒の理系への進学意欲によい影響を与えている
　④　 校外の機関・組織と連携関係を築く上で有効で

ある
　⑤　 校外の人々に本院の取組を理解してもらう上で

有効である
　⑥　学校の活性化に有効である
　⑦　 専門家の講演や実験指導は生徒にとって有効で

ある
　⑧　 女性研究者を多用することは，女生徒に有効で

ある

　ＳＳＨ活動に対して概ね80％以上の教員は肯定的に
捉えられている。

⑵　 ＳＳＨ活動とどのように関わったかを質問した。
O
過去3年間のSSH活動との関わりと来年度の関わり
の意志（人数）
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　グラフには過去の年度のものを加えて動きを見た。
ＳＳＨを続けていくうちに，各教員のＳＳＨ活動への
関わり方や関われる部分が，ある程度固定化していく
傾向があるが，教員を対象に，ＳＳＨ報告会を年２回
実施していること，さらに課題研究が併設中学校に広
がったこともあり，関わる教員が増加している。来年
はさらに増えると思われる。活動内容や範囲を拡大す
ることで，多くの生徒や教員が関わっていくことがで
きる。



169

ＳＳＨ事業の実施で，学校はどのように変わったか

４．ＳＳＨ運営指導委員からのアドバイス１）２）

阿形　清和
（京都大学大学院理学研究科生物科学専攻教授）
〇 ＳＳＨは10年間よくやったが，今後はＳＧＨに重心

を移すべきだ。ＳＳＨの実績もあるので理系女子を
キーワードにして，文系女子も含めた社会との関わ
りに重点をおいた方向性にする。清心は英語の先生
も多様で，英語による発表，海外交流もしている。
数値目標的には海外の理系の大学に何人か進学でき
る事を目指してプログラムを立ち上げるのが良いの
ではないか。視野が狭くならないようにするために
も，ＳＧＨを出すのが良いと思う。

〇 以下は秋山先生が書いた〈科学〉に対する文である。
『科学は，いろいろな意味で常識をくつがえしてき
た。その意味で，科学が明らかにしたことは，不可
能を可能にするということだけでなく，広く人間の
思考にも影響を及ぼしてきた。』私は，これを以下
のように読んでみた。『清心のＳＳＨは，いろいろ
な意味で常識をくつがえしてしてきた。その意味で，
清心のＳＳＨが明らかにしたことは，不可能を可能
にするというだけでなく，多くの女子高生の思考に
も影響をおよぼしてきた。』この文を，ここ10年の
清心女子高のＳＳＨが果たしてきた成果を端的に物
語っている言葉として掲げたい。10年前に，秋山先
生の所を訪れた時に，ＳＳＨというプログラムがあ
ること，清心でやっている秋山先生の活動を発展さ
せるにはＳＳＨになることだ—と伝えたが，まさか
ここまでの大進化を遂げるとは夢にも思わなかっ
た。まさに，〈不可能を可能にした〉Super ＳＳＨプ
ログラムだった。そして，京大の理学研究科の生物
物理学専攻のうちの研究室に清心女子高のＯＧが２
名も大学院生として入って来ようとは ---。10年前
にはとても想像できなかった。多くの女子高生の思
考に影響を与えたことの一つの証拠として，ここに
記しておきたい。清心のＳＳＨプログラムの精神性
は以下の文章に良く表わされている。

　 『これまで，科学が私たちの生活にもたらした変革
を語るとき，科学を応用した結果として生まれた技
術が，私たちの日常生活をどのように劇的に変えた
かという点が，おもに強調されてきた。しかし，技
術ではなくて，科学の知識が私たちの世界観を根本
的に変革するという，「生命」を見つめ直すような，
生命観の育成を目指した教育が必要があると考えら
れる。また，社会的な立場で「女性」をみたとき，「自

立できる女性」の育成が急務である。生命科学の進
展にともなう時代の変化の中で，自らの力を生かし
社会に貢献できる女性を育成することが必要とされ
ている。』

　 そして，この目標を達成するために，どのようなプ
ログラムを推進したかというと，『これまでの教育
では，考えられなかった多彩な「学びの場」を設定
する必要がある。フィールドワーク，校外研修，実験・
実習，高大連携，卒業生との交流などによる，知的
刺激にあふれ，学びへの意欲を高める授業を展開す
る必要がある。』

　 まさに，清心のＳＳＨプログラムの根幹をなす文章
である。久米島，蒜山からマレーシアにいたるまで
の校外研修，多彩なフィールドワーク，学校の枠を
越えた交流，女子高生に知的刺激を与えるのに十分
な活動がなされたと総括してよかろう。

　 そして，さらに特筆すべき点は，これらの女子高生
を対象とした活動を全国レベルにまで展開した点で
ある。どこにそんな元気があるのだ --- という驚き
をもって受け止められた。その気概に応えて，昨年
の京大で開催された全国大会で筆者が述べた言葉
を，清心のＳＳＨの10年の記録の一つとして記して
おきたい。

　 「STAP問題で〈リケジョ〉が一瞬高く持ち上げら
れ，そして一挙に落とされてしまった。しかし，私
は心配していない。なぜなら，〈真のリケジョ〉は
これから続々と登場してくるからだ。それは多彩な
経験を通してしか養われない科学のセンスを，高校
から身に着けた若手が育っているからだ。諸君らに
は，ヒューマンウォッチングを含め，いろいろなユ
ニークな経験を積み重ねて，〈リケジョ〉の新たな
時代を切り開いてもらいたい。」

池田　博（東京大学総合研究博物館准教授）
〇 聞くたびに，生徒の発表が素晴らしくなっている。

バイオエタノールの発表で，材料のツツジは，きち
んと学名で正確に説明した方が良い。アンケートで
独創性が足りないという事だったが，実験や科学と
いうのは最初から独創性を求めるというのは難し
い。きちんと基礎を教えて，繰り返しやるうちに生
まれるものだと思う。国際性については，数をこな
すしかないだろう。第３期は，飛躍的なアイデアが
あれば面白いと思う。

〇 まず１期，２期の目標がそれぞれ有り，どう実施し
て，どう達成されたかを，初めて聞く人にも分かる
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ようにまとめること。その上に，第３期ではどのよ
うな内容をどんなステップで進めていくかを説明す
ると，申請する上でも問題ないと思う。ここまでに
多くの賞が取れたというのは，カリキュラムだけで
はなく，授業以外の部分で生徒，教員が一生懸命し
ている結果だと思う。

岩尾　康宏（山口大学医学系研究科教授）
〇 これまで，この場で出来る研究をするという方向で

やり，出された成果は，まさにこの場に咲いた花で
ある。今後のＳＳＨは，高度な実験を大学と協力し
てやるのではなく，原点に戻って，生徒が自分で考
え，進めていく姿勢を育てるようなテーマが良いだ
ろう。欧米で研究発表する際には，特に実験で脊椎
動物を使う場合，倫理上の問題があるので，第３期
の場合は，その点を考えて組み立てる必要がある。
女性研究者を増やすという社会的な要請と，清心の
プログラムは10年間合致してきたと思う。大学では
女性が多くなっているが，特に親の理解はまだまだ
進んでいない。高校の時にどのような意識を持って
もらえるかが大切だと思う。

〇 活発でよく質問し，ポテンシャルを持った生徒が多
い。今やＰＣＲなど教科書に載る時代だが，機器を
持つ学校は少ない。清心ではそれを実際に使うこと
ができて恵まれているが，ＳＳＨ以外の生徒も使え
ると良いと思う。アクティブラーニングは大学でも
求められている。講義ではメモばかりして，考えよ
うとしない。自分で考えてサイエンスが出来ていく
という，基本的なことを考えても良いのではないか。
基礎を高校のＳＳＨで押さえて，大学へ行くと，さ
らに伸びるのではないかと思う。

宇野賀津子
（ルイ・パトゥール医学研究センター基礎研究部イン
ターフェロン・生体防御研究室室長）
〇 これまでの活動をベースに次の方向性を考えると，

今年から国際交流をやり始めた事は大きいと思う。
卒業生のアングートから，国際性という点では不十
分という結果も出ているので，国際化の中でアク
ティブに話も出来る人材育成を進めていくのが良い
のではないか。また発表に対する質間力がすごく伸
びているので，さらに英語も含めた質問力を付けて
いくという方向性もある。将来，大学院に行った時
にも自信が持てて，大きな力になると思う。

〇 男女共学が良いか，別学が良いかは，生徒の個性に

よる。女子教育という点を，プレゼンでもう少し出
しても良いと思う。ＳＳＨでは数少ない女子校で，
しかも中高一貫教育が出来るという点，今までの成
果，大学進学の実績を強調しても良いだろう。共学
だと埋もれてしまう人でも，女子校なら堂々と発表
でき，外の場で男女一緒でも話せるようになるとい
う事もあると思う。引っ込み思案な生徒への女子教
育の成果をもう少し出しても良いのではないか。第
３期で女子のための教育プログラム等を，成果をも
とに確立するという事を言ってもいい。

太田　雅也（福山大学生命工学部生物工学科教授）
〇 次期のＳＳＨも続けることが望ましい。ただし一部

の生徒だけでなく，多くの生徒が関わるという事が，
教育としても必要だ。今日の生徒発表を聞いて，物
理系は内容が伝わりにくい印象を持った。公式の説
明や理解が難しいからだと思う。発表者がもう少し
理解した上で説明すれば，分かりやすいディスカッ
ションが出来ると思う。また大学入試に新テストが
導入されるが，それに関連するＳＳＨも良いと思う。
11月の理科教材研究会ではＩＣＴ教育を扱っていた
が，あのような試みも必要となってくる。

梶谷　文彦（川崎医科大学名誉教授）
〇 女子教育をどうするか，女性をどう活かしていくか

が大切だが，学園に渡邉和子理事長がいるのは良い
影響を与えている。ＳＳＨでは非常に熱心に活動し
て素晴らしい実績を上げている。上手くアピールす
れば，十分に評価されると思う。

〇 最近，共学化が進んでいるが，ぜひ女子校のＳＳＨ
の特性を強調してもらいたい。今日の発表は，高校
生らしい熱心さが伝わってきて，非常に良かった。
高校生を理科好きにすることが大切。また，国際性
という点は重要だ。英語でリーダーシップが取れる
教育を進めて欲しい。女子校，理系で新聞にしっか
り登場してアピールして欲しい。

加藤　茂明（相馬中央病院放射線対策室室長）
〇 成果が素晴らしいので，外部からの印象は良い。こ

のプログラムが国際化に有効だったという生徒の反
応や，マレーシアの学生と合同した活動を行ってい
ることなどがＳＳＨの国際化の成果だと思う。第３
期を申請するならば１期，２期の半分くらいが継続
で，半分新しさが必要だ。両方揃っていないとダメ
で，上手くバランスをとることが大切だ。また，文
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科省が大学に対して，高校と積極的に連携するよう
に要請している。清心が既に色々な大学と連携して
いる事は，成功した高大連携の１つのロールモデル
となっているし，第３期はさらに新たな連携をすれ
ば良い。課題研究についても継続と新規を上手く盛
り混ぜていけば，発展性が示されるのではないか。

〇 生物の授業や講演には高校時代興味はあったが，大
学に入学してみて初めて生物学の範囲の多様性と広
さに改めて驚いた記憶がある。生物学は，理学部生
物系は勿論だが，自分が進学した農学部のみなら
ず，医学部，薬学部，獣医学部にわたって基礎言語
となっていて，化学・物理・数学を念頭に置いた学
部である理学部や工学部に比べ，より受け皿が広い
のである。余りにも幅広いがために，生物系大学研
究者は本当に狭い個々の専門領域に特化せざるを得
ない。その点では本ＳＳＨ事業担当教員が取り組ん
でいる専門課題は多種多様であり，各々が高校のレ
ベルを超えてむしろ大学教員が行っている学術研究
に近い。

○ 理科教室で絶滅危惧種のサンショウウオを営々と飼
育し，更にその繁殖を分子レベルまで解析し種保全
に務めようとする試みは貴重なものであり，高校生
のみならず生物系研究者にとっても極めて魅力的で
ある。一見女子高生が，最も敬遠しそうなサンショ
ウウオの飼育を嬉々としている様子は，教育現場と
しても一見の価値がある。

○ 国外ツアーという国際性も盛り込まれており，理系
女子の科学啓発の試みとして際立っている。大学進
学前に環境問題から先端遺伝学まで，極めて広い範
囲の生物学に触れることが可能なのである。大学で
生物系の学部に進学した者より，遥かに幅広い知識
を得，生物学の教養を涵養することが可能なのであ
り，本事業はその重要な羅針盤を提供している。こ
れだけのプログラムを作り上げた秋山繁治教員を中
心とした清心女子高校の理科教員の皆様の情熱，そ
してこれを全校挙げて支援しておられる小谷恭子校
長以下全教職員の皆様に運営委員を代表して敬意を
表したい。本ＳＳＨ事業の成功体験から，今後も清
心女子高校から更に先導的かつ革新的な教育プログ
ラムを発信頂けることを心から期待している。そし
て１人でも多くの次世代を担う理系女子に，サイエ
ンスの面白さを益々啓発して頂きたい。

菊田　安至（福山大学生命工学部生命栄養科学科教授）
〇 活動の視点はやはり課題研究であり，成果が非常に

高いレベルで維持できているということが，外から
の評価の基本になっていると思う。日々の授業の中
で生徒がやっている事と今続いているテーマ，新し
いテーマをどう繋いでいくかに興味がある。昨年の
中学生の海水の塩濃度の研究のように，大学の教員
が思いもつかないことを中高生は目を付ける。そう
いう所を育てていけると良いと思う。

〇 ここ10年の成果が素晴らしいので，第３期にやろう
とする事が，小さく見えてしまう。過去のデータを
上回るのは，なかなか大変だ。女子校からロケット
を上げるぐらいの，第３期はこうするのだという，
押しの部分を強調する必要がある。

佐藤　伸（岡山大学異分野融合先端研究コア准教授）
○ 学校ではツイッターやフェイスブックを作っていな

いのか。若者の情報発信力は大変大きいので，ツイッ
ター等で，情報の発信・収集も出来る。卒業生と連
絡を取るのも便利であるし，卒業後の追跡も容易に
できる。ツイッターを通して外部に発信も出来るの
で，受賞すればすぐに広めることができる。他校へ
の連絡も早いので，清心が中心になってＳＳＨ指定
校とのソーシャルネットワーク上の連携を，立ち上
げたらどうだろうか。発信の方法を変えることで劇
的に印象を変えることも３期で評価されると思う。

〇 第３期の構想をざっと見て，ぼやけた印象を受けた。 
10年経って，次に何を継承しどう発展させるのか，
きちんと説明できた方が良い。特に中学校の内容が
分かりにくい。そこで高校生が中学生に教えるとい
う具体的なリンクを作ってやると，関係がはっきり
する。第３期はこれまでの実績が大きすぎるので，
さらに発展させるのは難しい。別の売りをきちんと
作る必要がある。今日のプレゼンの内容は面白いの
に，難しい用語を使ったり，伝え方が分かっていな
いのか，とにかく内容が伝わらなかった。プレゼン
テーションの基本的で具体的な指導が必要だと思
う。

佐野　淳之（鳥取大学農学部国際資源環境学科教授）
〇 継続は非常に大切である。１年では分からないこと

が，10年だと分かってきて，それを発表し，受賞し
ている。当初の予想をはるかに超えた成果が出てい
る。生徒発表の時は特に質問の内容が素晴らしい。
最初の頃はあまり質問が出なかったが，最近は多く
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の質問が出るようになった。生徒に考える力を付け
ていけば，お互いに向上し合っていく。これからは
生徒に自由に発想させる事が大切だと思う。

〇 この10年間で生徒から知的刺激をたくさん受けて，
若返った気がする。その中で一番大事だと思った事
は，科学には国境も，男女も，世代間のギャップ
も無いということ。科学は真のグローバルだと思
う。せっかくの中高一貫なので，高校生が中学生に
教える事も良いと思う。人に教える事は，自分が理
解していないと教えられないので，勉強にもなる。
SDGs 等と絡めて世界を見据えた教育が出来るので
はないかと思う。

篠崎　尚史（日本臓器移植ネットワーク専務理事）
〇 学校としてＳＳＨを継続していく意義を考える必要

がある。プログラムが良いからよりも大学進学等に
関係してくるので生徒にとって良かったかという点
で。何を活かして魅力ある学校にしてくか，学校経
営の視点もいれた方が良い。次期ＳＳＨのプランが
グローバル化を前面に出しているのは，国の戦略に
合致して大きなポイントではないか。国連機関に日
本人の議長がいない。日本人は合意形成が得意なの
でこういう人材を育ててほしい。

田島　朋子（大阪府立大学第２学群獣医系准教授）
〇 ずっと継続してきて，成果も上がっているので，こ

れ以上何を加えれば良いのか，どう広げていくか考
えなければならない。あと５年経つと指導者たちも
替わるので，次の世代をどう育てるか一番大切だと
思う。ＳＳＨに限らず気になっているのが，大学生
でも専門分野の事はよく知っていても，一般教養が
今ひとつ不十分であること。一般教養も大切なこと
を忘れないで欲しい。

〇 中学・高校と６年続いているメリットを活かして欲
しい。集まれ理系女子など，中学生も他校の中高生
と交流できるメリットがあると思う。ＳＳＨ生徒研
究発表会はテーマに流行があるようなので，テーマ
をチェックし，他校のものと重ならないものを強調
した方が良いと思う。

西松伸一郎（川崎医科大学分子生物学教室講師）
〇 優れた研究では，疑問が解決すると，また新しい疑

問が生じるものである。一つ一つの課題をこなすと
いう連続性を大事にすると良い。個人的にはデンジ
ソウの研究が今後どのように展開していくかが興味

深い。生徒の日常の観察で生じた疑問の中から次の
課題を見つけ出していけると良い。英語は，コミュ
ニケーションの手段で，それを課題研究の中にどう
組み合わせてやっていくか。課題研究と同様に，現
状にあるものの中から見つけていくしかない。中・
高・大連携を考えて，ＳＳＨの課題研究で教育実習
をするなどのプランがあってもよいのではないか。

〇 発表会でたくさん賞を取れるようになったことは，
運営指導委員の一人として嬉しく思っている。今日
の３つの発表を聞いて，もう一度原点に戻る必要が
あると思った。というのもサイエンスは３つ重要な
ポイントがあるが，それは①定量的に物事を考える，
②因果関係を考える，③美しさ（図など）を出すこ
とである。こうした部分がしっかりしていないと，
賞は取れなくなってしまうので，一つ一つの研究で
この原点をきちんと押さえる事を，第３期ではお願
いしたい。

秦野　琢之（福山大学生命工学部生物工学科教授）
○ アルコール発酵する酵母といえば，酒，パンを作る

程度で，わざわざ探して見つかるものではないとい
う植物学会での常識があった。しかし，探してみる
とアルコール発酵する酵母が見つかり，研究を進め
て今日の発表に至った。高校生が何の経験も無いと
ころから研究を進め，ここまで来たのは素晴らしい
ことだ。今年度中に論文まで仕上げれば，１つの区
切りとして記録に残ると思う。

○ 生徒の応用力，独創性がやや低いことについては，
高校生の時は基礎研究が多いので，この研究で何か
応用出来るような物はないだろうかと考えさせる事
で，その力がつくのではないか。ＳＧＨでも，ＳＳ
Ｈでも，高校生の地域連携をどこまで広く，どのレ
ベルまでやるか，小学生相手にも色々やるかが大切だ。

〇 研究が進み，ハイレベルになって賞も多く取る中で，
基本を固める時間がなくなり，理解不十分のまま進
んでいった。第３期を目指すのを機に，基本をもう
一度見直すと良い。また，10年のＳＳＨの経験で得
たノウハウを，社会に還元するという意味において，
教材を作ったらどうだろうか。生徒も喜んで参加す
るのではないか。

坂東　昌子
（知的人材ネットワークあいんしゅたいん理事長）
〇 英語で発表し，質問を受け，英語で答える力は大変

有利だ。大学の理学部の学生もみな苦手である。こ
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の学校の特徴でもあるので，続けて欲しい。最初は
大変だが，伝統ができると，後輩たちも見習ってや
るので，その伝統はぜひ残したい。これまで大学で
行っていた研究が，高大連携で高校教員に広がり，
生徒も一緒にやるようになった。多くの目で物を見
る事で，サイエンスが広がり，多様性が豊かになり，
分野間の連携が出来るだろう。生徒には失敗を恐れ
ず，失敗することは大事だと教育することが必要で
ある。

〇 清心の特徴は，大学との連携がよくできていること
だと思う。高大連携は高校のためだけではなく，大
学の先生にとっても，好奇心を持って生き生きと取
り組む高校生の指導をおもしろいと思っている。Ｅ
ＳＤよりもSDGsを強調し，その中で環境問題等を
扱っていった方が，清心に合っているように思う。
中高大の交流を伸ばして行くと良い。

米澤　義彦（鳴門教育大学名誉教授）
〇 ＳＳＨの中心になるのは，生徒の課題研究である。

清心の生物分野の研究は非常に優れているが，その
他の分野をどのように発展させていくかが，今後の
課題になる。生命科学コースが中心なので，生物関
係が中心になるのは当たり前だが，物理や化学の分
野に興味を持つ生徒をどう伸ばしていくかを考えな
いといけない。生徒の活動をどう評価するかは，や
はり客観的には点数にならざるを得ない。必要な力
が身について卒業していくかどうかが問題で，難し
いが評価法はぜひ３期に頑張ってもらいたい。

〇 ３期目をやるならば，アクティブラーニングをどう
取り入れるかが課題である。生徒が自ら学び，力を
付けるという点では，現行の課題研究は非常に良い。
ＳＳＨだけでなく，文系も含めて全体に広げられる
と良い。数学が少し弱いということだが，数学を教
えようとすると気分が乗らなくても，研究の中に統
計学的な解析が必要になれば，進んで入ってくると
思う。第３期がＥＳＤを中心とした構想ならば，外
国のユネスコスクールと連携し，交流して行くのが
良いと思う。

５． ＳＳＨ事業Ⅱ期中間評価で指摘を受けた問題点へ
の改善と対策１）

１． ＥＳＤに関する視点の明確化，環境教育との差異，
科学教育との関連性を考えてどのように新たなプロ
グラムを展開したか

　
　⑴ 　ＥＳＤに関わる事業は，①環境系分野としてサ

ンショウウオの飼育やミシシッピアカミミガメの
調査，及び山林（蒜山）や海洋（沖縄）の観察を
通した自然保護・環境保全の活動，②国際系分野
として，マレーシアのサバ大学，ツン・フセイン・
オン大学と連携した環境学習，洪水をテーマにし
たオランダ Were ＤＩスクールとのスカイプミー
ティング，そして③社会系分野として自立した女
性の育成をめざす『女性』講座の設置，理系女子
の連携を強める科学研究発表交流会を開催した。

　⑵ 　教師主導で進められがちな環境教育に対して，
生徒に今残されている自然環境を維持していくこ
との価値観を持たせ，そのために必要とされる能
力を育て，学び方や多くの人に伝える方法を身に
つけさせることを念頭に置き，なるべく学問的
要素を取り入れた方向で新たな取り組みを実施し
た。

　　① 沖縄県久米島西中学校との協働環境学習
　　　「サマースクール in 久米島」
　　　日時：平成27年８月17日～18日
　　　内         容： 本校のＳＳＨ活動の蒜山森林実習の10年
　　　　 にわたるデータをまとめ，沖縄県久米島の中

学校を訪問した。そこで森林の二酸化炭素吸
収量の研究を本校生徒が現地中学生に紹介し
て，森林の役割や，森林のみならず，自然環
境の重要性等を伝えた。また，専門家の鳥取
大学佐野教授の指導の下で，中学生と合同で
森林調査を行ない，教室に戻ってデータをま
とめ分析した。すでに蒜山実習を経験してい
る本校生徒は，ともに活動する中で，調査の
手法や教室へ戻ってきてからのデータ分析な
どを教え，先生のサポートをしていき，高校
生が中学生に伝達する形態をとった。今後，
テーマを変えて連携を継続していく予定であ
る。
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　　② マレーシアのツン・フセイン・オン大学との協
働森林実習（さくらサイエンスプラン）

　　　日時：平成27年８月３日～７日
　　　場所： 真庭市蒜山上徳山
　　　　　　鳥取大学農学部教育研究林「蒜山の森」
　　　内容： 本校１年生が毎年実施している森林実習 
　　　　 にマレーシアのツン・フセイン・オン大学の

大学院生10人が合流した。この実習の研究成
果は翌春のマレーシア研修において英語でプ
レゼンし，熱帯林の植林や観察をしている
が，今年はさくらサイエンスプランの採択に
より，10人を本校のＳＳＨ活動に迎え入れる
ことができた。熱帯マレーシアの森林と温帯
蒜山の森林というように，森林の重要性をめ
ぐる国際的な繋がりを広げ，深めることがで
きた。次回のマレーシア研修に向けた生徒の
モチベーションが大変高まっている。

　　③校内里山づくりの拡大・発展
　　　−二子の丘レンジャー−
　　　日時：平成26年
　　　　　　　11月15日　生徒11人，教員10人
　　　　　　平成27年
　　　　　　　４月11日　生徒18人，教員５人
　　　　　　　 12月16～17日　生徒のべ62名，教員の

べ15名
　　　　　　　１月25日～２月15日　生徒のべ20名予定
　　　場所：学校周辺 
　　　内容： 木々に囲まれた「二子の丘」を敷地とし
　　　　 ており，自然に恵まれているが，森に手が加

えられず，荒れた状態であった。そこで，持
続的な自然との共生という概念を育てるため
に間伐作業を行なうこととした。まず２～３
人のグループに分かれ，間伐を行なった。急
斜面が多いが，上るコツを伝え合い，木の名
を確認しあったり，木の堅さや重さを直接体
験した。間伐後の達成感は大きく，進路が確
定した３年生が２月に再度行いたいと希望し
ている。

２． 英語ディベート学習をどのように工夫して展開し
たか

　⑴　経緯
　　 　学校設定科目「実践英語」の授業を中心にし

て，ディベート学習を行ってきた。このディベー

ト学習はCLIL （内容言語統合型学習）に基づい
て，科学的な根拠に基づく素材を活用して行って
いる。また，コミュニケーション能力と批判的思
考力を育成するために，論題に対して理解を進め，
分析し，それを論理的に英語で表現することに重
点を置いている。本校のＳＳＨ事業として毎年６
月下旬に「科学英語研究会」を実施して，ディベー
ト授業を公開してきた。

　⑵　改善・対策
　　 　この研究会では，当初は生命倫理に関わるテー

マでディベート本番を公開していたが，ＳＳＨ継
続指定の23年度から本番に向けた各段階のパート
練習に工夫を凝らし，そのパート練習の授業を公
開した。それは，これから指導を始める先生たち
の参考になると考えたからである。

　　 　こうして，ディベート本番という完成品だけで
なく，様々な指導過程を公開して普及を図って
いった。ディベートのスタイルは，当初，論題が
前もって決まっている準備型ディベートを行って
いたが，今後，集中力・瞬発力が必要で，論題が
提示される即興型ディベートに重点を移していく。

　平成25年度… 「出生前診断」をテーマとしたディベー
　　 トにおいて，相手の主張を正しく聞き取り，的確

に反論する練習を公開した。
　平成26年度… 「二酸化炭素排出量の削減」をテーマ
　　 としたディベートにおいて，生徒による相互評価

をディベートの改善に活かす練習を公開した。
　平成27年度… 特定のテーマに絞らず，保全生物学関
　　 連の様々な議論を見つけ出し，議論の構築と分析

の観点で，ディベートの背景知識を扱う授業を公
開した。

　⑶　効果
　　 　ディベート学習の成果を示すために，平成 26

年度よりコンテストに参加している。
　　① 第１回ＰＤＡ全国高校即興型英語ディベート合

宿・大会（京都）
　　　実施日：平成26年７月31日～８月１日
　　　参加者： ２チーム（６人）が参加（チームＡが
　　　　 全国３位，２年生１人がベストスピーカー賞

全国２位）
　　② 第２回ＰＤＡ全国高校即興型英語ディベート合

宿・大会（大阪）
　　　実施日：平成27年８月10日～11日
　　　参加者：３チーム（８人）が参加（受賞なし）
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　　③ 第３回ＰＤＡ高校生即興型英語ディベート全国
大会（大阪）

　　　実施日：平成27年12月26日～27日
　　　参加者：２チーム（６人）が参加（２年生１人
　　　　がベスト スピーカー賞第９位，２人がＰＯＩ賞）

まとめ

　2006～2010年の第３期科学技術基本計画で科学技術
分野での女性研究者の活躍が推進され，理系分野を目
指す女子中高生に対する支援の必要性が取り上げられ
る時代になった。
　本校ＳＳＨは，2006年度から研究課題を「生命科学
コースの導入から出発する女性の科学技術分野での活
躍を支援できる女子校での教育モデルの構築」として
出発した。これまで英語教育中心で，文系への進学が
多かったカトリック中高一貫の女子校が，科学教育の
改革に挑戦し，10年が経過した。
　この度，10年目のＳＳＨ研究開発実施報告を送らせ
ていただいた方から，メールで以下のような言葉をい
ただいた。
　「小さな田舎の伝統ある女子校の教育方針とそれを
支援する地域の背景などを考えると，どうしてこんな
学校を指定したのだろうというのが第一印象でした。
しかし，貴兄の “ 情熱 ” には脱帽です。しかも先を見
越したアイディアと指導力はすごいと唸ることばかり
でした。貴兄のような先生が存在し，実践させてくれ
た学校や貴兄に惚れ込んだ研究者等の皆さんの支援体
制も素晴らしいと思いました。ＳＳＨは生徒を育てる
だけでなく先生も育てられるということの証になった
と思っています。」
　ＳＳＨ事業は，協力してくださった多くの先生方に
影響し，学校を変容させる教育改革のきっかけになっ
たと考えている。

参考文献

１）平成18年度指定研究開発実施報告書第５年次
　　（清心女子高等学校）
２） スーパーサイエンスハイスクールガイド2015
　　（清心女子高等学校）
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SSH事業関連で発行した資料の解説
　2006年度文部科学省スーパーサイエンス（ＳＳＨ）事業では，年度ごとに研究成果報告書の作成を義務付けられ
ているが，それとは別に，簡易版として各年度の取り組みの概要や教育資料を掲載した 6 ページの「ＳＳＨガイドブッ
ク」を作成した。
　ＳＳＨガイドブックは，2007年版で理系進学を考えるデータ集，2010年版で英語プログラム，2008年度版は英語
版を作成，2011年版・2012年版・2013年版・2014年版・2015年版では生命科学課題研究の展開例。2013年版・2014
年版・2015 年版では野外活動を中心にした教育プログラム（自然探究Ⅰ・自然探究Ⅱ，自然探究Ａ）の実施内容
を掲載した。
また，2015年度は，ＳＳＨガイドブックとは別に，これまで本校がＳＳＨ事業関連で発行した印刷物から抜粋した
資料集として「文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業資料2015」と2015年度を中心にこれまでの成果の
概要を簡潔に説明した「スーパーサイエンスハイスクール研究成果報告」を発行した。
　⑴　ＳＳＨガイドブック

p1：（表紙）西表島研修旅行

p2：研究開発課題・SSHスタディサポートシステム
　　冒頭文（治部真理：文部科学省科学技術政策研究所）

p3：�生命科学基礎・野外実習・生命科学課題研究・生命・実践英語・
数理科学課題研究・発展科目

p4：西表島研修旅行（生徒の感想）・ボルネオ研修旅行

p5：カリキュラム（生命科学コース・文理コース）・行事スケジュール

p6：�運営指導委員からのメッセージ（富岡憲治・岡山大学理学部，
秦野琢之・福山大学生命工学部）・SSH運営指導委員会委員一
覧

p1：（表紙）野外実習・ブナ林
p2：SSHスタディサポートシステム・行事スケジュール
　　冒頭文（田崎和江・金沢大学大学院自然科学研究科）
p3：�生命科学基礎・生命科学実習・実践英語・発展科目・生命・野

外実習・沖縄研修旅行
p4：生命科学課題研究・数理科学課題研究・ボルネオ海外研修
p5：特集「理系進学を考える」
p6：�運営指導委員からのメッセージ（保江邦夫・ノートルダム清心女

子大学情報理学研究所，佐野淳之・鳥取大学農学部付属フィー
ルドサイエンスセンター福山大学生命工学部）・SSH運営指導委
員会委員一覧・平成19年度スーパーサイエンスハイスクール生徒
研究発表会

●2006年度SSHガイドブック

●2007年度SSHガイドブック
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p1：（表紙）東京都檜原村・都民の森

p2：研究開発年間スケジュール

p3：�理系進路選択支援システム・生命科学基礎・生命科学実習・実
践英語・生命科学課題研究（生物工学・発生生物学グループ，
時間生物学グループ，環境化学グループ）

p4：発展科目・生命・数理科学課題研究・物質科学課題研究

p5：�野外実習・沖縄研修旅行・ボルネオ海外研修・北海道研修旅行・
SSH 研究開発の成果と生徒の変容

p6：�運営指導委員からのメッセージ（入江泉・岡山大学教育学部）・
SSH運営指導委員会委員一覧・SSHで取り組んできた科学研
究発表の成果

●2009年度SSHガイドブック

p1：（表紙）マレーシアサバ州の自然

p2：�SSHスタディサポートシステム・生徒へのメッセージ（Siu-Shan・
JSPS�fellow�2007-2009）

p3：�生命科学基礎・実践英語・実践英語・発展科目・生命・野外実
習・沖縄研修旅行

p4：生命科学課題研究・数理科学課題研究・ボルネオ海外研修

p5：特集「理系分野を考えるためのデータ集」

p6：�運営指導委員からのメッセージ（西松伸一郎・川崎医科大学分
子生物学教室）・SSH 運営指導委員会委員一覧・SSH生徒研
究発表会で科学技術振興機構理事長賞を受賞

●2008年度SSHガイドブック

p1：（表紙）マレーシア・マヌカン島
p2：研究開発年間スケジュール
p3：�理系進路選択支援システム・生命科学基礎・生命科学実習・生命・

実践英語・発展科目・蒜山野外実習・沖縄研修旅行・ボルネオ
海外研修・北海道研修旅行

p4：�生命科学課題研究（生物工学・発生生物学グループ，時間生物
学グループ，環境化学グループ・数理科学課題研究・物質科学
課題研究）・特集「岡山県小学校の飼育動物の現状分析」

p5：�特集「英語をツールに」清心の英語プログラム，科学英語研究会・
ディベートを取り入れた授業

p6：�運営指導委員からのメッセージ（田間泰子・京都大学女性研究
者支援センター）・SSH運営指導委員会委員一覧・学校ホーム

　　ページの紹介

●2010年度SSHガイドブック

（英語版）
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説

p1：（表紙）マレーシア・キナバル山

p2：研究開発年間スケジュール

p3：�理系進路選択支援システム・生命科学基礎・生命・実践英語・
高1は外国語教師が担任・自然探究Ⅰ・自然探究Ⅱ・自然探究
A・北海道研修旅行・IRIS・発展科目・生命科学課題研究（発
生生物学グループ，時間生物学グループ，環境化学グループ・
数理科学課題研究・物質科学課題研究）

p4：特集「水生シダ植物　デンジソウについての研究」

p5：�特集「生命科学コースの英語プログラムの変遷・実用英語カリキュ
ラム・第 4回科学英語研究会・日常的にホームルームは英語」

p6：�運営指導委員からのメッセージ（岩尾康宏・山口大学大学院医
学研究科）・SSH運営指導委員会委員一覧・「生物教室」と

　　�「SSH」のホームページ紹介

●2012年度SSHガイドブック

p1：（表紙）アカハライモリ

p2：研究開発年間スケジュール

p3：�理系進路選択支援システム・生命科学基礎・生命科学実習・実
践英語・発展科目・生命・自然探究Ⅰ・自然探究Ⅱ・自然探究 A・
北海道研修旅行・生命科学課題研究（生物工学・発生生物学グ
ループ，時間生物学グループ，環境化学グループ・数理科学課
題研究・物質科学課題研究）・特集「岡山県小学校の飼育動物
の現状分析」

p4：課題研究「カメについての研究」・「花酵母についての研究」

p5：�特集「清心の英語教育の基本的なコンセプト・科学分野で英語ディ
ベートに挑戦」

p6：�SSH 担当者からのメッセージ（秋山繁治・生命科学コース主任）・
SSH運営指導委員会委員一覧・学校ホームページの紹介

●2011年度SSHガイドブック

p1：（表紙）蒜山高原

p2：研究開発年間スケジュール

p3：理系進路選択支援システム・生命科学基礎・生命・実践英語・
発展科目・IRIS・生命科学課題研究（発生生物学グループ，時間生
物学グループ，環境化学グループ・数理科学課題研究・物質科学課
題研究）・課題研究のために整備された実験用機器

p4：特集「レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類・オオイタサンショウウ
オについての研究」

p5：特集「自然探究Ⅰ（旅程及び実施内容）」・自然探究Ⅱ・自然探究Ａ・
北海道研修旅行

p6：�運営指導委員からのメッセージ（宇野賀津子・ルイ・パストゥー
ル医学研究センター）・SSH 運営指導委員会委員一覧・清心女
子高校HPの訪問者数の年推移（2012年度）

●2013年度SSHガイドブック
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説

p1：（表紙）オオイタサンショウウオ
p2：研究開発年間スケジュール
p3：�理系進路選択支援システム・生命科学基礎・実践英語・発展科

目・女子大学院生生命科学交流会・集まれ！理系女子　女子生
徒による科学研究発表交流会・生命・数理科学課題研究・物
質科学課題研究・交流　森林実習withツン・フセイン・オン大
学（UTHM）・交流　サマー・サイエンス・スクール in久米島

p4：�特集「生命科学課題研究」発生生物学グループ・生物工学グルー
プ・時間生物学グループ・環境化学グループ

p5：�特集「自然探究 A（旅程及び実施内容）」・自然探究Ⅰ・自然探究Ⅱ・
北海道研修旅行

p6：�運営指導委員からのメッセージ（阿形清和・京都大学大学院理
学研究科，加藤茂明・相馬中央病院放射線対策室）・SSH運
営指導委員会委員一覧・第5回高校生バイオサミットin 鶴岡成
果発表部門「農林水産大臣賞」を受賞・SSH主任からのメッセー
ジ（秋山繁治・清心女子高等学校生命科学コース主任SSH主任）

●2015年度SSHガイドブック

p1：（表紙）座間味島
p2：研究開発年間スケジュール（2013 年度実施分）
p3：�理系進路選択支援システム・生命科学基礎・生命・実践英語・

発展科目・IRIS・生命科学課題研究（発生生物学グループ，時
間生物学グループ，環境化学グループ・数理科学課題研究・物
質科学課題研究）・集まれ！理系女子　女子生徒による科学研
究発表交流会

p4：特集「植物の就眠運動についての研究」
p5：�特集「自然探究Ⅱ（旅程及び実施内容）」・自然探究Ⅰ・自然探究 A・

北海道研修旅行
p6：�運営指導委員からのメッセージ（坂東昌子・知的人材ネットワー

クあいんしゅたいん）・SSH運営指導委員会委員一覧・平成 26
年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会で「科学技
術振興機構理事長賞」を受賞・清心女子高校HPの訪問者数
の年推移（2013 年度）

●2014年度SSHガイドブック
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説

　⑵　文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業資料2015（2016年１月28日作成）
　本校で実施しているＳＳＨ事業を理解してもらうために，これまでＳＳＨ関連で本校が発行した女子生徒の科学
研究交流会冊子やＳＳＨガイドブックなどから参考資料として抜粋した資料集で，ＳＳＨガイドブックは，ＳＳＨ事
業２期目の2011年度から2015年の冊子をすべて転載している。

　⑶　スーパーサイエンスハイスクール研究成果報告（2016年１月６日作成）
　ＳＳＨ事業 2 期目の最終年度の終わりに，年次研究成果報告書とは別に，簡易版として第２期の主だった成果に
ついての12ページの報告書（Ｐ182～Ｐ192に掲載）を作成した。

p1：何故，授業「生命」は誕生したか
p2：�西表島研修旅行　恵まれた自然に触れることが“自然を大切に

する心”を育てる
p3-4：生命科学分野への進学を考える
p5-9：座談会　理系女性はなぜ少ないか
p10-13：SSH 指定から7年，その成果と課題
p13：動物に触れることで心を育てる
p14-15：�「大切なもの」卒業生からのメッセージ集作成から女子生徒

による科学研究発表交流会開催へ
p16-21：SSH�Guide�2011
p22-27：SSH�Guide�2012
p28-33：SSH�Guide�2013
p34-39：SSH�Guide�2014
p40-45：SSH�Guide�2015
p46：生徒の課題研究の成果

p1-p2：女性研究者育成に関わる取組その１　科学系①　科学系②

p3：女性研究者育成に関わる取組その２　英語系

p4：成果普及・地域連携に関わる取組

p5：生徒の課題研究発表実績（2015年12月迄）

p6：助成金並びに教育賞取得状況・新聞・マスコミ報道

p7：新聞記事（2015年度掲載の一部）

p8：他機関からの本校に対する評価

p9-11：他校からの本校の取組評価（視察報告・JSTアンケート調査）

●文部科学省スーパーサイエンスハイスクール事業資料2015

●スーパーサイエンスハイスクール研究成果報告
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説



192

ＳＳＨ事業関連で発行した資料の解説
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生徒科学課題研究発表の成果 （2006〜2015年度）

生物系三学会中四国支部大会（鳥取大学）ポスター発表・優秀賞2007年５月19日

「ヒノキによる二酸化炭素吸収量の推定」
（指導　秋山繁治）

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（パシフィコ横浜）ブース発表2007年８月23日

「小型サンショウウオの成長と繁殖に関する研究」

第 59 回日本生物工学会大会（広島大学）ポスター発表2007年９月26日

「花酵母の採取・分類とその働き」

第 59 回日本生物工学会大会（広島大学）ポスター発表2007年９月26日

「オオイタサンショウウオの人工繁殖と幼生の飼育」

第 59 回日本生物工学会大会中学生・高校生バイオ研究発表会・優秀ポスター賞2007年９月26日

「開花と体内時計との関係」

第１回「バイオ環境賞」（京都学園大学）（科学論文審査形式）・バイオ環境賞2007年11月

「開花と体内時計との関係」

日本農芸化学会大会ジュニア農芸化学会（高校生による研究発表会）（名古屋大学）・優秀賞2008年3月27日

「花の開閉と体内時計との関係」

日本農芸化学会大会ジュニア農芸化学会（高校生による研究発表会）（名古屋大学）2008年3月27日

「花酵母の採取・分類とその働き」

生物系三学会中四国支部広島大会　高校生ポスター発表・最優秀ポスター賞2008年5月17日

「植物のもつ体内時計についての研究」

生物系三学会中四国支部大会（広島大学）ポスター発表2008年6月17日

「花酵母の採取・分類とその働き」

生物系三学会中四国支部大会（広島大学）ポスター発表2008年6月17日

「オオイタサンショウウオの幼生の飼育について」

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（パシフィコ横浜）
口頭発表・科学技術振興機構理事長賞2008年8月7・8日

「サンショウウオの人工繁殖」

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（パシフィコ横浜）ポスター発表2008年8月7・8日

「植物の持つ体内時計についての研究」

生徒科学課題研究発表の成果（2006～2015年度）
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生徒科学課題研究発表の成果 （2006〜2015年度）

日本植物学会第 72 回大会（高知）高校生ポスター発表・優秀賞2008年9月26日

「植物における花の開閉リズムと葉の就眠運動リズムの解析」

第 50 回日本植物生理学会年会特別企画「高校生生物研究発表会」（名古屋大学）・オンリーワン賞2009年3月22日

「カタバミ科２種の就眠運動リズムの解析」

第 50 回日本植物生理学会年会特別企画「高校生生物研究発表会」（名古屋大学）・最優秀賞2009年3月22日

「花時計の作成と花の開閉リズムの解析」

生物系三学会中四国支部高知大会高校生ポスター発表・優秀賞2009年5月16日

「オオイタサンショウウオの幼生期の生存率に影響を与える原因は何か」

生物系三学会中四国支部高知大会高校生ポスター発表・最優秀賞2009年5月16日

「人工林と自然林ではどちらが二酸化炭素吸収能力が高いか」

生物系三学会大会中国四国支部高知大会　高校生ポスター発表2009年5月16日

「カタバミ科２種の葉の就眠運動リズムの解析」

日本動物学会第 80 回静岡大会中学高校ポスター発表・優秀賞2009年9月19日

「人工林と自然林ではどちらが二酸化炭素吸収能力が高いか」

日本動物学会第 80 回静岡大会中学高校ポスター発表・優秀賞2009年9月19日

「花酵母の採取・分離と花の種類との関係」

日本動物学会第 80 回静岡大会中学高校ポスター発表・優秀賞2009年9月19日

「岡山県内小学校の飼育動物の現状分析」

日本動物学会第 80 回静岡大会中学高校ポスター発表・優秀賞2009年9月19日

「オオイタサンショウウオの幼生飼育において生存率に影響を与える要因を探る」

日本植物学会第 73 回大会（山形）「高校生による研究成果の展示発表」・優秀賞2009年9月19日

「植物の時差ぼけについての研究」

日本植物学会第 73 回大会（山形）「高校生による研究成果の展示発表」・優秀賞2009年9月19日

「花の開閉リズムの環境への適応」

第 53 回日本学生科学賞　岡山県審査（科学論文審査形式）・読売新聞社賞2009年10月

「眠る植物と時差ぼけについての研究」

集まれ理系女子第 1 回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「眠る植物と時差ぼけについての研究」

集まれ理系女子第 1 回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「花の開閉リズムの環境への適応」
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生徒科学課題研究発表の成果 （2006〜2015年度）

集まれ理系女子第 1 回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「コンクリート化された水田地域のクサガメとアカミミガメの行動」

集まれ理系女子第 1 回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「花酵母の採取・分離と花の種類との関係」

集まれ理系女子第 1 回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「岡山県内小学校の飼育動物の現状分析」

集まれ理系女子第 1 回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「オオイタサンショウウオの幼生飼育において生存率に影響を与える要因を探る」

集まれ理系女子第１回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2009年10月31日

「人工林と天然林ではどちらの二酸化炭素吸収能力が高いか」

第 53 回日本学生科学賞　中央最終審査（日本科学未来館）・入選１等2009年12月22・23日

「眠る植物と時差ぼけについての研究」

集まれ！科学好き　科学好き発表会（ポスター発表）2010年2月6日

「花の開閉リズムの環境への適応」

第 12 回全国学校飼育動物研究大会（東京大学）2010年2月7日

「岡山県内小学校の飼育動物の現状分析」

第 51 回日本植物生理学会年会特別企画「高校生生物研究発表会」（熊本大学）2010年3月21日

「眠る植物と時差ぼけについての研究」

第 51 回日本植物生理学会年会特別企画「高校生生物研究発表会」（熊本大学）・最優秀賞2010年3月21日

「花の開閉リズムの環境への適応」

ジュニア農芸化学会 2010（東京大学）2010年3月29日

「人工林と天然林ではどちらの二酸化炭素吸収能力が高いか」

ジュニア農芸化学会 2010（東京大学）・優秀賞2010年3月29日

「花酵母の分離・同定と花の種類との関係」

日本薬学会第 130 年会・高校生による研究発表会（岡山大学）2010年3月30日

「実験室内でのオオイタサンショウウオの繁殖方法の確立を目指して」

生物系三学会中四国支部山口大会（山口大学）2010年5月15日

「コンクリート化された水田地域のクサガメとミシシッピアカミミガメの行動」

生物系三学会中四国支部山口大会（山口大学）・最優秀賞2010年5月15日

「眠る植物と時差ぼけについての研究」
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生徒科学課題研究発表の成果 （2006〜2015年度）

生物系三学会中四国支部山口大会（山口大学）2010年5月15日

「花酵母の採取と分離と花の種類との関係」

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（パシフィコ横浜）ポスター発表2010年8月3・4日

「生態系における森林の役割を探る・人工・天然林の CO2 吸収能力の推定から」

日本動物学会第 81 回東京大会中学高校ポスター発表・優秀賞2010年9月25日

「デンジソウの生態研究」
（指導　田中福人）

日本動物学会第 81 回東京大会中学高校ポスター発表・優秀賞2010年9月25日

「コンクリート化された水田地域のクサガメとミシシッピアカミミガメの行動」

日本動物学会第 81 回東京大会中学高校ポスター発表・優秀賞2010年9月25日

「花酵母の採取・分離と花の種類との関係」

日本動物学会第 81 回東京大会中学高校ポスター発表・優秀賞2010年9月25日

「岡山県内幼稚園の飼育動物の現状分析」

第 54 回日本学生科学賞・岡山県審査（科学論文審査形式）・奨励賞2010年10月10日

「デンジソウの生態についての研究」

第 54 回日本学生科学賞・岡山県審査（科学論文審査形式）・優秀賞2010年10月10日

「地球温暖化防止における森林の役割」

集まれ理系女子第２回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2010年10月30日

「地球温暖化防止における森林の役割」

集まれ理系女子第２回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2010年10月30日

「ミシシッピアカミミガメの解剖と観察」

集まれ理系女子第２回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2010年10月30日

「花酵母の採取・分離と花の種類との関係」

集まれ理系女子第２回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2010年10月30日

「岡山県内幼稚園の飼育動物の現状分析」

集まれ理系女子第２回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2010年10月30日

「水路がコンクリート化された水田地域のクサガメとミシシッピアカミミガメの行動」

集まれ理系女子第２回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2010年10月30日

「デンジソウの繁殖についての研究」
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第 54 回日本学生科学賞・中央予備審査（科学論文審査形式）・入選 3 等2010年12月24日

「森林の多様性と二酸化炭素吸収量」

第 58 回日本生態学会札幌大会高校生ポスター発表・優秀賞2011年3月11日

「コンクリート化された水田地域のクサガメとミシシッピアカミミガメの行動」

第 58 回日本生態学会札幌大会高校生ポスター発表・優良賞2011年3月11日

「地球温暖化防止における森林の役割（様々な森林による二酸化炭素吸収量の推定）」

ジュニア農芸化学会（京都女子大学）2011年3月26日

「岡山県内幼稚園の飼育動物の現状分析」

ジュニア農芸化学会（京都女子大学）2011年3月26日

「ミシシッピアカミミガメの解剖と観察」

ジュニア農芸化学会（京都女子大学）2011年3月26日

「森林の多様性と二酸化炭素の吸収量」

ジュニア農芸化学会（京都女子大学）・学会誌掲載2011年3月26日

「市街化が進んでいる水田地域でアカミミガメのはどのように過ごしているか」

ジュニア農芸化学会（京都女子大学）2011年3月26日

「ツツジからの野生酵母の採取と分類」

生物系三学会中四国支部香川大会2011年5月14日

「様々な森林による二酸化炭素吸収量の推定」

生物系三学会中四国支部香川大会2011年5月14日

「ツツジからの野生酵母の採取と分離」

生物系三学会中四国支部香川大会2011年5月14日

「市街化が進んでいる水田地域でアカミミガメはどのように過ごしているか」

生物系三学会中四国支部香川大会2011年5月14日

「カタバミ科が行う就眠運動に影響を与える光波長について」・植物分野優秀賞

生物系三学会中四国支部香川大会2011年5月14日

「岡山県内幼稚園の飼育動物の現状分析」・動物分野優秀賞

びっちゅう環境と地産地消フェア（岡山県備中県民局環境課）2011年6月5日

「水路がコンクリート化された水田地域のクサガメとミシシッピアカミミガメの行動」

第 13 回日本進化学会第 6 回みんなのジュニア進化学・優秀賞2011年7月31日

「コンクリート化された水田地域のクサガメとミシシッピアカミミガメの行動」
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韓国スタディ・ツアー高校生ポスター発表（韓国・慶南科学高校）2011年8月2日

「The nyctinastic movement rhythm of Water clover」

韓国スタディ・ツアー高校生ポスター発表（韓国・慶南科学高校）2011年8月2日

「A part of forest which mitigates the global warming」

韓国スタディ・ツアー高校生ポスター発表（韓国・慶南科学高校）2011年8月2日

「Classification of Wild Yeast fron Azalea Peals」

韓国スタディ・ツアー高校生ポスター発表（韓国・慶南科学高校）2011年8月2日

「Behavior of red eared sliders living in semiurbanized paddy field areas」

日本動物学会第 82 回旭川大会高校生によるポスター発表・優秀賞2011年9月23日

「市街化が進んでいる水田地域でアカミミガメはどのように過ごしているか」

第 55 回日本学生科学賞・岡山県審査（科学論文審査形式）・県知事賞2011年10月10日

「市街地近郊に棲むカメの研究」

岡山発国際貢献推進協議会５周年記念イベント（岡山発国際貢献推進協議会）2011年10月16日

「ボルネオで私たちは何を学んだか」パネル・ステージ発表

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「市街化が進んでいる水田地域でアカミミガメはどのように過ごしているか」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「ミシシッピアカミミガメの解剖」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「花酵母についての研究」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「オオイタサンショウウオ（卵から飼育個体）の実験室での産卵行動」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「デンジソウの就眠運動リズムの解析」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「デンジソウの組織培養」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「デンジソウの生育条件についての研究」

集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「岡山県内幼稚園の飼育動物の現状」
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集まれ理系女子第３回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2011年10月29日

「ボルネオで私たちは何を学んだか」

第９回高校生科学技術チャレンジ JSEC2011 最終審査（日本科学未来館）・アジレント・テクノロジー賞2011年12月3日

「花酵母についての研究」

第 53 回日本植物生理学会「高校生生徒研究発表会」・優秀賞2012年3月18日

「デンジソウの就眠運動リズムの解析」

日本生態学会第 59 回大会「みんなのジュニア生態学」・優良賞2012年3月20日

「オオイタサンショウウオの実験室内での産卵行動」

日本生態学会第 59 回大会「みんなのジュニア生態学」・最優秀賞2012年3月20日

「絶滅危惧種デンジソウの生育についての研究」

日本農芸化学会「ジュニア農芸化学会 2012」・銀賞2012年3月24日

「キュウリによるトマトの抗酸化活性の低下作用と調理による制御」

日本農芸化学会「ジュニア農芸化学会 2012」・銅賞2012年3月24日

「絶滅危惧種デンジソウの組織培養」

生物系三学会中国四国地区島根大会（島根大学）・動物分野優秀賞2012年5月12日

「オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階」

生物系三学会中国四国地区島根大会（島根大学）・植物分野優秀賞2012年5月12日

「バイオエタノール製造に使える野生酵母が存在する可能性を探る」

生物系三学会中国四国地区島根大会（島根大学）・生態環境分野優秀賞2012年5月12日

「市街地近郊でのクサガメとミシシッピアカミミガメの生態について」

生物系三学会中四国支部島根大会（島根大学）・生態環境分野最優秀賞2012年5月12日

「絶滅危惧種デンジソウの生育についての研究」

生物系三学会中四国支部島根大会（島根大学）2012年5月12日

「オオイタサンショウウオの実験室内での産卵行動」

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（パシフィコ横浜）ポスター発表2012年8月8，9日

「絶滅危惧種デンジソウの保全に向けた繁殖研究」

日本進化学会第 14 大会高校生ポスター発表「第７回みんなのジュニア進化学」（首都大学東京）2012年8月22日

「オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階」

日本進化学会第 14 大会高校生 @ ポスター発表「第７回みんなのジュニア進化学」（首都大学東京）2012年8月22日

「アルコール分解能とセルロース分解能を併せ持つ酵母を求めて」
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日本動物学会第 83 回大阪大会高校生ポスター発表（大阪大学）2012年9月15日

「オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階」

日本動物学会第 83 回大阪大会高校生ポスター発表（大阪大学）2012年9月15日

「実験室内で卵から育てられたオオイタサンショウウオで配偶行動を誘発する」

第 104 回日本食品衛生学会中学生高校生理科研究発表会（就実大学）2012年9月22日

「オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階」

第 104 回日本食品衛生学会中学生高校生理科研究発表会（就実大学）・金賞2012年9月22日

「水路工事が進む水田地帯でカメたちはどのように生活しているか」

第 104 回日本食品衛生学会中学生高校生理科研究発表会（就実大学）・銀賞2012年9月22日

「バイオエタノール製造に利用できる酵母を求めて」

第 56 回日本学生科学賞・岡山県審査（科学論文審査形式）・県知事賞2012年10月17日

「デンジソウの繁殖についての研究～自然繁殖と組織培養による保全に向けてのアプローチ～」

集まれ理系女子第４回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2012年10月29日

「水路工事が進む水田地帯でカメたちはどのように生活しているか」

集まれ理系女子第４回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2012年10月29日

「オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階」

集まれ理系女子第４回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2012年10月29日

「バイオエタノール製造に利用できる野生酵母が存在する可能性を探る」

集まれ理系女子第４回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2012年10月29日

「ビオトープを利用した水生シダ植物保全の取り組み」

集まれ理系女子第４回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2012年10月29日

「水生シダ植物の組織培養についての研究」

高校化学グランドコンテスト最終選考会（大阪市立大学）・審査委員長賞2012年11月4日

「バイオエタノール製造に利用できる野生酵母を求めて」

藤原ナチュラルヒストリー振興財団第 3 回高校生ポスター研究発表
（国立科学博物館日本館講堂）・優秀賞2012年11月10日

「水路工事が進む水田地帯でカメたちはどのように生活しているか」

未来の科学者養成講座・次世代科学者養成プログラムの受講生研究発表会
（東京都立産業技術研究センター）・優秀賞2012年11月11日

「オオイタサンショウウオの飼育下での繁殖方法の確立を目指して」

日本薬学会日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中四国支部学術大会（島根県民会館）2012年11月11日

「バイオエタノール製造に利用できる野生酵母を求めて」
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朝永振一郎記念　第 8 回 「科学の芽」賞2012年11月22日

「実験器具の測定誤差」

バイオ甲子園 2012 本審査会（熊本国際交流会館）・創立 30 周年記念奨励賞2012年12月1日

「バイオエタノール製造に利用できる野生酵母を求めて」

第 35 回日本分子生物学会年会高校生によるポスター発表（福岡国際会議場）2012年12月14日

「バイオエタノール製造に利用できる野生酵母を求めて」

第 10 回高校生科学技術チャレンジ jsec2012 最終審査（日本科学未来館）・審査委員奨励賞2012年12月15日

「オオイタサンショウウオの飼育下での繁殖方法の確立を目指して」

中四国地区生物系合同大会（徳島大会）高校生ポスター発表・動物分野優秀賞2013年5月11日

「オオイタサンショウウオの人工授精と発生段階」

中四国地区生物系合同大会（徳島大会）高校生ポスター発表・動物分野優秀賞2013年5月11日

「実験室内で卵から育てられたオオイタサンショウウオで配偶行動を誘発する」

中四国地区生物系合同大会（徳島大会）高校生ポスター発表・植物分野優秀賞2013年5月11日

「水生シダ植物の組織培養についての研究」

中四国地区生物系合同大会（徳島大会）高校生ポスター発表・生態・環境分野優秀賞2013年5月11日

「花酵母のアルコール発酵能について」

第 29 回日本霊長類学会・日本哺乳類学会 2013 年度合同大会中高生ポスターセッション・優秀賞2013年9月8日

「サンショウウオの飼育下の繁殖法の確立を目指して」

日本植物学会第 77 回大会高校生研究ポスター発表・優秀賞2013年9月15日

「植物就眠運動自動記録システムの開発」

日本動物学会第 84 回岡山大会高校生ポスター発表・奨励賞2013年9月28日

「実験室内で卵から育てられたオオイタサンショウウオで配偶行動を誘発する」

第 57 回日本学生科学賞・岡山県審査（科学論文審査形式）・県教育長賞2013年10月19日

「デンジソウの就眠運動の解析 PartⅡ」

集まれ理系女子第５回女子生徒による科学研究発表交流会2013年10月26日

「植物就眠運動自動記録システムの開発」

集まれ理系女子第５回女子生徒による科学研究発表交流会2013年10月26日

「実験室内で卵から育てられたオオイタサンショウウオで配偶行動を誘発する」
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集まれ理系女子第５回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2013年10月26日

「有能な花酵母を作り出す環境を求めて」
（指導　秋山繁治）

集まれ理系女子第５回女子生徒による科学研究発表交流会（福山大学）2013年10月26日

「アカハライモリのクローン作成」

サイエンスアゴラ「児童生徒の先進科学研究発表会 2013」（東京都立産業技術研究センター）・優秀賞2013年11月10日

「アカハライモリのクローン作成」

第 22 回高校生によるバイオ研究発表会・バイオ甲子園・優秀賞2013年11月16日

「サンショウウオの飼育下の繁殖方法の確立を目指して」

第 11 回高校生科学技術チャレンジ jsec2013 最終審査・インテル奨励賞2013年12月7日

「アカハライモリのクローン作成」

日本生物教育学会第 96 回全国大会（筑波大学）ポスター発表・優秀賞2014年1月11日

「二酸化炭素の吸収能力の推定」

平成 25 年度　集まれ！科学好き発表会 きらり！科学の目賞2014年1月26日

「植物就眠運動自動記録システムの開発」

日本生態学会第 61 回全国大会（広島大学）ポスター発表・特別奨励賞2014年3月15日

「実験室内で卵から育ててられたオオイタサンショウウオで配偶行動を誘発する」
（指導　秋山繁治）

日本生態学会第 61 回全国大会（広島大学）ポスター発表・特別奨励賞2014年3月15日

「森林の二酸化炭素の吸収能力の推定」
（指導　秋山繁治）

日本生態学会第 61 回全国大会（広島大学）ポスター発表・最優秀賞2014年3月15日

「植物就眠運動自動記録システムの開発」

第 55 回日本植物生理学会年会特別企画　『高校生生物研究発表会』2014年3月20日

「赤外線センサによる就眠運動の自動解析」

中四国地区生物系三学会合同大会（岡山大会）・動物分野優秀プレゼンテーション賞2014年5月10日

「受精卵から飼育したオオイタサンショウウオで，室内での産卵行動の観察に成功」

中四国地区生物系三学会合同大会（岡山大会）・動物分野最優秀プレゼンテーション賞2014年5月10日

「アカハライモリのクローン作成」

中四国地区生物系三学会合同大会（岡山大会）・植物分野最優秀プレゼンテーション賞2014年5月10日

「赤外線センサによる就眠運動の自動解析」
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中四国地区生物系三学会合同大会（岡山大会）・生態・環境分野優秀プレゼンテーション賞2014年5月10日

「木質バイオマスを使用してエタノール生産できる野生酵母を求めて」

中四国地区生物系三学会合同大会（岡山大会）2014年5月10日

「森林の二酸化炭素の吸収能力は，遷移によってどのように変化するか」

平成 26 年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会・独立行政法人科学技術振興機構理事長賞2014年8月6・7日

「デンジソウはいつ眠る？　～就眠運動の詳細解析～」

日本動物学会第 85 回 仙台大会高校生によるポスター発表・最優秀賞2014年9月13日

「アカハライモリのクローン作成」

平成 26 年度日本水産学会秋季大会高校生ポスター発表・最優秀賞2014年9月21日

「サンショウウオの飼育下の飼育方法の確立を目指して」

グローバルサイエンスキャンパス＆次世代科学者育成プログラム全国受講生研究発表会・優秀賞2014年11月9日

「木質バイオマスからエタノールを生産できる花酵母を求めて」

第 53 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会・優秀発表賞2014年11月9日

「アカハライモリのクローン作成」

第 23 回高校生によるバイオ研究発表会バイオ甲子園 2014 本審査会・最優秀賞2014年11月15日

「アカハライモリのクローン作成」

第 37 回日本分子生物学会年会高校生研究発表2014年11月27日

「花酵母にバイオエタノール製造に利用できる可能性を求めて」　

第 37 回日本分子生物学会年会高校生研究発表2014年11月27日

「アカハライモリのクローン作成」

第 62 回日本生態学会高校生ポスター発表「みんなのジュニア生態学」・最優秀賞2015年3月21日

「デンジソウの就眠運動についての研究」

第 62 回日本生態学会高校生ポスター発表「みんなのジュニア生態学」・優秀賞2015年3月21日

「ブナ人工林は天然林より多くの CO2 を吸収するのか」

中四国地区生物系三学会合同大会（愛媛大会）・植物分野最優秀プレゼンテーション賞2015年5月16日

「デンジソウの就眠運動についての研究」

中四国地区生物系三学会合同大会（愛媛大会）・生態・環境分野優秀プレゼンテーション賞2015年5月16日

「ブナ人工林は天然林より多くの CO2 を吸収するのか」

第 5 回高校生バイオサミット in 鶴岡　・農林水産大臣賞2015年8月4日

「バイオエタノール製造に利用できる酵母を求めて」
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スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会　・ポスター賞，生徒投票賞2015年8月6日

「バイオエタノール製造に利用できる酵母を求めて」

日本動物学会第 86 回新潟大会高校生によるポスター発表・優秀賞2015年9月19日

「イモリのクローン作成を目指して」

第 54 回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会・優秀発表賞2015年11月1日

「バイオエタノール製造に利用できる酵母を求めて」

International Conference on BIODIVERSITY 20152015年11月17日

Development of Techniques for Captive Breeding of Endangered Salamanders

International Conference on BIODIVERSITY 20152015年11月17日

Development of Techniques for Cloning Amphibians by Nuclear Transplantation

International Conference on BIODIVERSITY 2015　Best Poster Award2015年11月17日

Forest diversity and CO2 absorption

International Conference on BIODIVERSITY 2015　Best Poster Award2015年11月17日

The Impact of the the Red-eared slider, Trachemys scripta elegans, on Native Turtle Species in Japan

第 13 回高校生科学技術チャレンジ（JSEC）最終審査2015年12月12・13日

「CO2をより多く吸収するのは天然林か，人工林か？」

第 59 回日本学生科学賞の中央最終審査・科学技術政策担当大臣賞2015年12月22・23日

「デンジソウの就眠運動の解析Ⅳ」

日本動物学会第 68 回関東支部大会（神奈川大学）・高校生ベストポスター　最優秀賞2016年3月12日

「オオイタサンショウウオの飼育下の繁殖行動の観察」

第 57 回日本植物生理学会年会特別企画・高校生生物研究発表会・最優秀賞2016年3月20日

「CO2をより多く吸収するのは天然林か，人工林か？」
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テ レ ビ ・ ラ ジ オ 放 送

2006年６月21日：地球ステーション「サンショウウオを救え」（ＫＳＢ瀬戸内海放送）

2007年５月17日：小野須磨子の “ ごごいちラジオ ” の「あなたと語りたい」のコーナー

2008年８月15日：イブニングニュース「清心女子高等学校　小型サンショウウオの研究で受賞」（ＲＳＫ山陽放送）

2008年９月11日：ニュースコア６「サンショウウオの研究20年」（ＮＨＫ日本放送）

2014年11月６日：イブニングニュース「未来のノーベル賞を目指して」（ＲＳＫ山陽放送）

2015年８月28日：みんなのニュース「特集　追跡！ミドリガメの増殖」（ＯＨＫ岡山放送）

2016年11月３日：イブニングニュース「理系女子活躍！生物教室の活動報告・清心女子高等学校（ＲＳＫ山陽放送）

新 聞 ・ 雑 誌

2006年９月20日：座談会「女性理系はなぜ少ないか」（大学時報 No．310．p14-p25．）

2007年５月17日：「視野が広がりました」清心女子高生マレーシアで環境学習（朝日新聞）

2007年５月26日：理科教育の改善点探る岡山で研究集会（山陽新聞）

2007年11月25日：自然林はCO2吸収量２倍・清心女子高研究発表会・蒜山で人工林と調査（山陽新聞）

2008年８月５日：サンショウウオの研究で環境保護の大切さを訴え（読売新聞）

2008年８月６日：サンショウウオを守ろうＳＳＨ研究発表会人工繁殖の成果発表（山陽新聞）

2008年８月12日：スーパーサイエンス校全国発表会清心女子高が入賞サンショウウオ飼育研究（山陽新聞）

2008年８月12日：清心女子高，ＳＳＨで理事長賞受賞報告（読売新聞）

2008年９月４日：「科学の甲子園入賞」倉敷清心女子高県内初・サンショウウオを研究」（朝日新聞）

2008年９月27日：植物学会で高校生発表（読売新聞）

2008年10月２日： （５年目を迎えた，スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会より）「理科好き高校生た

ちの熱い夏PART２」（nature DIGEST 日本語版 Vol．05，No．10．P22-27．）

2008年10月15日：ＳＳＨ生徒研究発表会「サンショウウオを愛でる女子高生」（中学受験進学レーダー11月号．p147）

2009年２月８日：科学研究成果競う　中高生 岡山で発表会（山陽新聞・全県版）

2009年３月１日： ＮＰＯ＋ＮＧＯ大図鑑2009（動物）「サンショウウオ，LOVE！生命の大切さを学ぶ女子高生たち」

（ソトコト３月号No．117．p58）

2009年９月17日：「集まれ！理系女子・清心女子高・来月31日福山大学で交流会」（山陽新聞）

2009年10月21日：学生科学賞県審査５作品・中央審査へ （読売新聞）

2009年10月31日：「清心女子高呼びかけ交流会化・輝け理系女子」（朝日新聞）

2009年11月１日：「全国の14校研究発表・福山で『集まれ！理系女子』清心女子高が初企画」（山陽新聞）

2009年11月１日：理系女子生徒研究発表会で交流 （朝日新聞・備後版）

2009年11月４日：「集まれ！理系女子」に150人　福山中高生が研究発表」（読売新聞・備後地域）

2009年11月12日： 清心女子高校 生命科学コース 時間生物学グループ（８人）「眠る植物と時差ぼけについての研究」

（読売新聞・岡山地域版）

2009年11月28日：「カエル薄オレンジの装い・倉敷で発見，清心女子高飼育」（読売新聞・岡山）

新聞・マスコミ報道での紹介



206

新聞・マスコミ報道での紹介

2010年２月５日：「県内小学校の動物飼育調査 一番困るのは夏休み 清心女子高生７日発表」（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2010年３月30日： レッドデータブック絶滅危惧Ⅱ類オオイタサンショウウオ飼育・受精，産卵に成功（山陽新聞・

倉敷都市圏版）

2010年６月27日：科学分野英語で討論　清心女子高研究会　生徒同志熱心に（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2010年７月25日： 生物系三学会中国四国支部大会の高校生ポスター発表・優秀賞に輝く「時差ぼけ」実証植物部門

清心女子高（倉敷・都市圏版）

2010年８月28日：女性研究者と意見交換・清心女子高・岡山大科学トーク（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2010年９月26日： 来月30日福山で高校生研究交流会・理系女子輪広げて・清心女子高ポスター発表募る（山陽新聞・

倉敷都市圏版）

2010年９月26日：理系女子の輪広げて・清心女子高・ポスター発表募る・来月30日福山で高校生研究交流会（山陽新聞）

2010年10月10日：学生科学賞審査６作品中央審査へ・審査評「興味や関心推進力に実験」（読売新聞）

2010年10月11日：学生科学賞県審査　６作品が中央審査へ・清心女子高は優秀賞（読売新聞）

2010年10月26日： 30日福山中高生科学発表会・倉敷の２校紹介・輝け理系女子，絶滅危惧デンジソウの研究清心女

子光当て葉の開閉解析（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2010年10月31日：目指せ理系女子科学研究発表会福山，300人参加（朝日新聞・広島備後版）

2010年10月31日： 専門家顔負けの研究，化学，生物・成果発表・福山で女子中高生交流会９都県から14校，200人

参加 （山陽新聞・倉敷都市圏版）

2010年11月５日：理系女子研究通じ交流・福山発表会に中高生180人（読売新聞）

2010年12月10日： ⑹「地球温暖化防止における森林の役割」清心女子高 3 年鈴木美有紀さん，竹居セラさん優秀賞

（読売新聞）

2011年２月13日： 日本学生科学賞中央審査鈴木，竹居さん（清心女子高３年）３等・仲間協力で時間かけて研究

　　　　　　　　（読売新聞）

2011年２月15日：中高連携初の理科授業・清心女子中高「中和と塩」など実験（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2011年３月29日： 清心女子高２生徒・森林のCO2吸収量論文に・県自然保護センター報告誌掲載

　　　　　　　　（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2011年４月20日：清心女子高生物部３年原さん，井上さん・カメの研究で優秀賞（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2011年６月17日： 秋にも交配，精子保存　雌のアカハライモリ独特の繁殖行動・清心女子高・秋山教諭確認

　　　　　　　　（山陽新聞・全県版）

2011年６月28日：英語で科学を討論・清心女子高・学習の成果披露（山陽新聞）

2011年９月17日：理系に興味ある人集合・科学研究発表交流会主催の清心女子高（山陽新聞・倉敷・総社圏版）

2011年10月９日：学生科学賞県審査・最優秀賞に清心女子・水田に棲むカメの研究（読売新聞）

2011年10月28日：中高「理系女子」県境越え結集・あす福山で発表会（中国新聞）

2011年10月30日：理系女子中高生集う・県内外17校150人研究成果など発表（山陽新聞）

2011年11月１日： 理系女子　研究を発表・福山で清心女子高が福山で交流会・９都県150人物理や生物丁寧に

　　　　　　　　（山陽新聞）

2011年12月１日：論文紹介・日本産アカハライモリにおける秋季配偶行動の証拠．No．51（ため池の自然）

2011年12月４日：高校生科学コンで表彰（朝日新聞社）

2011年12月11日：学生科学賞中央審査出品作・知事賞「市街地近郊の水田に棲むカメの研究」清心女子高（読売新聞）

2011年12月18日：学生科学賞中央審査出品作・優秀賞「デンジソウの就眠運動の解析」清心女子高（読売新聞）
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2011年12月24日： 第９回高校生科学技術チャレンジ・アジレント・テクノロジー賞・花酵母についての研究・ツツ

ジに焦点地道に努力（朝日新聞）

2012年１月14日：ノートルダム清心女子高３人・花酵母研究・科学コン入賞（朝日新聞）

2012年２月５日：科学研究の成果披露・岡山大で２大会・県内中高生ら参加（山陽新聞）

2012年３月23日： ＥＳＤ日米交流プログラム参加「情報吸収，視野広げる」清心女子高森下さん自然環境に関心

　　　　　　　　（山陽新聞）

2012年４月12日：日本生態学会・高校生ポスター発表　清心女子４人最優秀に輝く　絶滅危惧の植物研究（山陽新聞）

2012年６月２日：生物系３学会中国四国地区大会ポスター発表最優秀　絶滅危惧デンジソウ生育を研究

2012年６月26日：科学分野　英語で討論　清心女子高公開授業　臓器移植などをテーマに（山陽新聞）

2012年９月22日：理系女子高生集まれ！福山で来月27日科学研究発表会　参加・見学者募る（山陽新聞）

2012年10月17日：日本学生科学賞県審査・知事賞に清心女子高　「デンジソウの繁殖」研究（読売新聞）

2012年10月28日：理系女子が研究発表・福山で交流会・全国から中高生150人（山陽新聞）

2012年10月28日：女子目線で科学研究・福山で発表会・全国から「リケジョ」261人（毎日新聞）

2012年11月２日：リケジョ福山に集結・中高生260人・研究成果発表（読売新聞）

2012年11月20日： 理系女子による研究発表会・関東以西から研究生が集結・ノートルダム清心学園女子高・大学や

企業との連携も進める（1429号・経済レポート）

2012年11月21日： 日本学生科学賞中央審査出品作⑴知事賞「デンジソウの繁殖についての研究」

　　　　　　　　胞子の発芽「低温が必要」（読売新聞）

2012年12月25日： 未知をひらくJSEC2012・審査委員奨励賞「サンショウウオの飼育下の繁殖方法の確立を目指して」

（朝日新聞）　

2013年２月24日：地球環境テーマの写真コンテスト・清心女子高４人に銀賞（山陽新聞）

2013年２月25日：清心女子高生ら再生医療を学ぶ 就実大学で授業（山陽新聞・全県版）

2013年４月11日： はばたけ！！スクールデイズ　ノートルダム清心学園　清心中学校・清心女子高等学校生物部

　　　　　　　　（山陽新聞リビングガイド）

2013年６月11日：中四国高校生 生物ポスター発表（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2013年６月25日：出生前診断 英語で討論 清心女子校が科学研究会（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2013年10月19日：日本学生科学賞　県審査６作品 中央審査へ （読売新聞）

2013年10月25日：清心女子２組 優秀・奨励賞 高校生ポスター発表（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2013年10月27日：理系女子が研究発表 福山 清心女子校生ら210人（山陽新聞・倉敷都市圏版）

2013年10月27日：我ら理系女子 堂々研究発表 福山で中高生交流（中国新聞）

2013年10月27日：学生科学賞表彰式 （読売新聞）

2013年10月27日：理系女子中高生研究成果発表 福山 12都道県210人参加（山陽新聞）

2013年11月14日：学生科学賞中央審査出品作 県教育長賞 清心女子校「時間生物学グループ」（読売新聞）

2014年２月16日：私たちのＥＳＤ リケジョの育成を後押し（山陽新聞・さんたタイムズ）

2014年４月11日：清心女子の生命科学コース６人　高校生ポスターで最優秀　植物の就眠運動自動記録（山陽新聞）

2014年６月１日： 「理系女子」教育の現状を探る　地元女子高２校の挑戦　「集まれ！理系女子」

　　　　　　　　高大接続で研究発表会（経済レポート）

2014年６月22日：「中国四国生物系三学会大会」高校生ポスター発表　清心女子高生２学会最優秀賞（山陽新聞）

2014年６月23日：リケジョ英語ディベート　清心女子高が授業公開（読売新聞）

2014年６月24日：科学題材に英語で討論 清心女子校で研究会（山陽新聞・倉敷市圏版）
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2014年10月５日：日本動物学会高校生ポスター発表　清心女子の３人が最優秀（山陽新聞）

2014年10月23日：科学題材に英語で討論　清心女子高で研究会（山陽新聞）

2014年10月23日：日本学生科学賞県審査　知事賞に清心女子高　中央審査に５作品（読売新聞）

2014年10月26日：京都大にリケジョ集結　清心女子高　研究発表会を開催（山陽新聞）

2014年10月26日：学生科学賞県審査　知事賞など受賞者表彰（読売新聞）

2015年１月22日：学生科学賞中央審査　県内２校入選１等（読売新聞）

2015年６月21日：英語ディベート準備の授業公開　科学者育成へ清心女子高（山陽新聞）

2015年８月７日：真庭　清心女子高生とマレーシア・女子大生　森林実習で交流深める（山陽新聞）

2015年８月24日：久米島で「地球環境研修」西中　県外の女子高生ら招き（琉球新報）

2015年９月３日： 全国から集う高校生バイオサミット　酵母研究で農水大臣賞　木質エタノール生成に利用

　　　　　　　　「可能性広がる成果」（山陽新聞）

2015年10月18日：学生科学賞県審査　最優秀　清心女子高グループ（読売新聞」）

2015年10月25日：日本学生科学賞県審査　受賞15個人・グループ表彰（読売新聞）

2015年11月１日：全国の理系女子が集結　東京　清心女子高生ら260人発表（山陽新聞）

2015年11月３日：優秀賞に秋山教諭　読売教育賞　清心女子高　両生類研究　リケジョ育成（読売新聞）

2016年２月12日：学生科学賞中央審査　清心女子高に科技大臣賞　先輩の研究受け継ぐ（読売新聞）

2016年３月16日：「地球環境写真賞」で入賞 清心女子校中本さん浅野さん（山陽新聞・倉敷・総社圏版）

提供：朝日新聞
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編集後記

　紀要第14号は2005年３月に発行されました。今回の15号は，実に17年ぶりの発行になります。その

間に，本校は2006年度から私立女子校として全国で初めて文部科学省スーパーサイエンスハイスクー

ル事業（ＳＳＨ）に採択され，女子生徒の理系進学支援を研究課題にして，教育プログラムの開発に取

り組んできました。

　2014年にパキスタンのマララ・ユスフザイさん（17歳）がノーベル平和賞を受賞しました。彼女は，「な

ぜ銃を与えることはとても簡単なのに，本を与えることはとても難しいのでしょうか。なぜ戦車をつ

くることはとても簡単で，学校を建てることはとても難しいのでしょうか。」と，“ 女性が教育を受け

る権利 ” を訴えています。現代にあっても，女子だからという理由で学校教育を受けられない国が存

在しているのです。そして，経済的に豊かなこの日本においても，国際的にみると理系女子が極端に

少ないという現実があり，今もジェンダーバイアスがかかっていると言われています。

　本号では，ＳＳＨ事業第１期・第２期の10年間の取組みに関連した論文をまとめることにしました。

　ＳＳＨ指定をきっかけにして，教育内容を刷新して５年で生徒の “ 科学研究 ” で全国レベルの成果を

得ることができました。10年で “ 科学研究 ” を通して他校との交流を進めることができました。そして，

“ 科学研究 ” に取り組む過程で英語の運用能力育成の必要性を痛感することとなり，新しい教育プログ

ラムとして英語ディベートを導入しました。海外での科学研究の発表に参加するようになり，国境を

超えた交流も実現しました。

　今，学校教育で話題になっているグローバル教育を進めていくためのヒントも，本校が10年間取り

組んできた教育プログラム開発の成果の中にあると考えています。この紀要が次の時代の学校改革の

きっかけになることを期待しています。

　2022年３月31日　紀要編纂委員会  　文責　秋山　繁治
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