2019筑波大学附属駒場論集59集

理科課題研究とつながる、探究型学習を意識した
理科教材の開発
～その３～

筑波大学附属駒場中・高等学校 理科

今和泉卓也・宇田川麻由・梶山 正明
真梶 克彦・高橋 宏和・吉田 哲也

2019筑波大学附属駒場論集59集

理科課題研究とつながる、探究型学習を意識した
理科教材の開発
～その３～
筑波大学附属駒場中・高等学校 理科

今和泉卓也・宇田川麻由・梶山 正明
真梶 克彦・高橋 宏和・吉田 哲也

要約
通常の授業における探究的な教材の研究については、多くの実践報告がされるようになってきている。これ
らの報告を踏まえた教材研究や実践報告がさらに進むものと考えている。昨年度は物理分野と生物分野におい
て、
「理科課題研究」
、
「高校の通常授業」
、
「中学の通常授業」などの授業実践を報告した。本年度は、通常授業
以外での特別講座や中高科学部での探究的な取り組みについて報告する。
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1 はじめに
本校は、第４期目のスーパーサイエンスハイスクー
ル事業（SSH）の指定を受け、
「主体的な探究活動を
するための基礎力育成カリキュラムの開発と実践」を
念頭に、
「理科課題研究」への対応として現行の理科カ
リキュラムの再構築を目指している。
昨年度は、2016 年度より実施されている高２・高３
での「理科課題研究」の成果・課題を整理し、高１・
高２の「通常授業」において身につけるべき基礎的な
知識・技能と、その修得方法について検討を行い、物
理分野と生物分野における実践報告を行った。今後も
「理科課題研究」への橋渡しを念頭に置きながら、次
期学習指導要領の改訂も視野にいれた現行の理科カリ
キュラムの再構築を考えている。
本年度は、通常の授業以外での探究的な取組みとし
ての活動である、中３の地学野外実習と中高科学部で
の活動について報告をする。どちらも実践的な自発的
な探究的学習活動であり、高校における「理科課題研
究」へと効果的につながる基礎力を定着させているも
のと考えている。地学分野においては、1959年から継
続して実践してきている地学野外実習における効果を
検証し、高校の「理科課題研究」を効果的に実践して
いくために必要な授業形態について考えていきたい。
中高科学部においては、近年活動が活発になってき

ており、生徒の探究心を向上させるための取組みを考
案・実践してきた。授業以外での探究心を育成する取
組みが理科課題研究をへとつながる一助になることを
期待している。

2 理科校外学習
2.1 はじめに
本校では、1959 年度以来、理科校外学習と称する中
学校第２分野の地学分野の野外実習を行なってきた。
本校の理科校外学習の歩みは以下の通りである。
1959 年度～1971 年度 中学１年生の３学期に埼玉
県長瀞の荒川流域で実施した。主に変成岩・火成岩・
堆積岩の採集と地形・断層・褶曲の観察を目的とした。
1972 年度～1981 年度 学習指導要領の改訂により、
岩石関係の教材が中学３年に移ったため、同じ内容を
中学３年生で行なった。
1982 年度～1992 年度 再び学習指導要領の改訂に
より、中学校では変成岩を扱わなくなったので、新し
い実習地として神奈川県三浦市城ケ島が加わった。時
期は中学３年の２学期（11 月）で、長瀞と共に２回実
施した。
1993 年度以降、学校５日制の導入により、城ヶ島は
継続したが、長瀞の実習は取りやめた。新しい学習指
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導要領による課題学習、本校における｢テーマ学習｣の
地学選択者には、以前と同様に長瀞の実習を行った。
2002 年度からの学習指導要領から、地層・岩石の教
材が再び中学１年に戻ったが、神奈川県三浦市城ケ島
における地層を観察する実習は、引き続き中学３年で
実施することにした。長瀞の実習については行わない
まま、現在に至っている。
理科校外学習は、現在中学３年の総合学習Ｅ(集中講
座)に位置づけられ、自己評価カードの記入を生徒は義
務付けられている。
今回、高校の理科課題研究とつながる、探究型学習
を意識した理科教材として、この理科校外学習を取り
上げることにした。
2.2 探究型学習を意識した理科校外学習への授業展
開（中学３年）
本校では、中学３年の理科は週あたり４時間あり、
そのうち１時間が２分野の地学分野に割当てられてい
る。学年にもよるが、中学３年の１学期と２学期の授
業は、この理科校外学習に関する知識や技術の修得を
目標として計画されている。
2.2.1 授業計画と指導内容
１学期の内容：岩石の種類とその成因
（１）堆積岩と堆積作用（５時間）:今回の内容
①堆積岩の形成過程・・・風化、侵食、運搬、堆積、
続成作用。
②堆積岩の分類・・・砕屑岩、火山砕屑岩、化学岩
（蒸発岩）
、生物岩。
③堆積岩の観察・・・標本や薄片の観察・スケッチ。
映像資料やパワーポイントによる説明も併用。
（２）火山と火成岩（５時間）
：今回は省略
①火山の形態と火山噴出物。
②火成岩の種類（火山岩と深成岩）とその組織（斑状
組織と等粒状組織）
。色指数の測定（実習）
。
③火成岩の観察・・・標本や薄片の観察・スケッチ。
映像資料やパワーポイントによる説明も併用。
２学期の内容：理科校外学習に向けて
（１）大地の動き（３時間）
：今回は省略
①測量が示す大地の動き・・・最近の水平方向と垂直
方向の動き。
②地形が示す大地の動き・・・隆起地形や沈降地形。
③地層が示す大地の動き・・・不整合、断層、褶曲。
（２）地層の調べ方（５時間）
：今回は省略
①地層の区分・・・単層と層理面、累層、層群。

②地層の測定と観察・・・走向と傾斜（クリノメータ
ーの実習）
。
③堆積構造の観察と実験・・・級化層理、平行葉理、
斜交葉理、リップル葉理など。
④堆積環境の復元・・・堆積構造と示相化石。
⑤地層の対比・・・鍵層と示準化石。
⑥地質構造の観察・・・断層、褶曲の種類の判定と測
定。
（３）校外学習のオリエンテーション（１時間）
（４）実習。
（５）まとめ（１時間）＋レポート（城ケ島）の提出。
2.2.2 授業の流れと探究的な取り組み
神奈川県三浦市城ケ島では、島のまわりに地層が非
常によく露出している。城ケ島の実習に対応する授業
の具体的な指導内容と探究的な取り組みの一部を記す。
（１）堆積岩と堆積作用（５時間）
［１時間目］
①最初に理科校外学習とこれからの授業内容について
簡単に紹介する。
②まず生徒が知っている岩石の名前を挙げさせて、自
然の岩石は大きく３種類（堆積岩、火成岩、変成岩）
に分けられることを提示していく。
堆積岩・・・主に水の作用によってできる岩石。
火成岩・・・主に火山の活動にともなってできる岩石。
変成岩・・・堆積岩や火成岩が地下でなんらかの作用
を受けてできる岩石。
（ここでは紹介のみ）
③次に、砂と砂岩の標本を生徒に示して、砂が固まる
と砂岩という堆積岩の１種になることを理解させる。
･･･堆積物と堆積岩の固さの違いを強調する。
ここで、いくつかの設問を生徒に投げかけてみる。
→では、
砂がたまっているところはどこか？･･･海岸な
どをイメージさせる。
→すると砂はどこから来たのか？･･･川の流れによっ
て上流から運ばれてきた。
→川の上流には砂があるか？･･･むしろもっと粒の大
きなれきが多い。
→もとをたどっていくと山地の固い岩石にその源があ
ることが分ってくる。
④スライドグラスの上に砂粒を乗せ、教材提示装置を
使って、砂粒がどういう種類の鉱物ら構成されている
かを提示する。
・・・石英、長石、雲母。
（それととも
に生徒が座席から見えるほどの大粒の標本も用意）
ここで、いくつかの設問を生徒に投げかけてみる。
→これら３種類の鉱物でできている岩石は何か？・・・
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花崗岩（火成岩の１種）
。
→では固い花崗岩がどのようにして個々のバラバラの
鉱物になっていくのか？岩石が破壊されていく過程と
そのメカニズムを追ってみる。
（風化作用の導入）
⑤昼間、露出している花崗岩に日射が当っている状況
を設定して、いくつか質問を試みる。
→物質に温度を加えると一般にどのような変化が起る
だろうか？・・・膨張する。
→（プリントの理科年表から引用した膨張率の表を参
考にして）岩石を構成している鉱物の種類により膨張
率が異なり、さらに同じ鉱物でも方向により異なるこ
とを示す。
→すなわち昼間は気温が上昇して岩石の表面の鉱物は
膨張し、逆に夜は気温が低下して鉱物は収縮する。
→すると毎日毎日鉱物は膨張と収縮を繰り返している
ことになる。
・・・そのうちに異なる鉱物の膨張率の違
いによって、鉱物と鉱物の境界で割れていく。
→こうして岩石の表面に割れ目ができる。
→さらにこの岩石の割れ目に水がしみこむとどうなる
か？・・・冬に気温が低下して水が内部で凍ってしま
ったとすると、体積が膨張するためにその圧力で割れ
目が拡大していく。
まとめ：このような温度という物理的な変化によっ
て岩石が破壊されて細かくなって行くことを物理的風
化作用という。
＜探究的な取り組み＞
1)物理的風化作用が進みやすいところについて考え、
図表や地形図で調べてみる。
2)どんな岩石が削られやすいか、どのように削られる
のかを考えてみる。岩石を構成する鉱物とそれぞれの
鉱物の膨張率から推定してみる。
3) 社会科地理で学んだ河川地形などを思い浮かべな
がら、侵食作用によってできる地形を挙げてみる。ま
た、その地形が見られる場所の特徴、斜面の傾きなど
について調べてみる。
4)河原の石拾いからその石の供給源について、周辺地
域の地質図をもとにあれこれ考えてみる。もし、その
石が周辺に存在しないとしたら、さらに調べてみる。
5)花崗岩が分布する地域と斜面崩壊が起こる場所の関
係について調べてみる。
（たとえば、2012 年九州北部
豪雨など。
）
［２時間目］
①前の時間の内容である物理的風化作用を簡単に復習

する。
②岩石は単に物理的な破壊を受けるだけではない。た
とえば天気はいつも晴れであるとは限らない。雨の日
も当然ある。だから野外に露出している岩石も風雨に
さらされる訳である。
③ところで、雨というのは純粋な水であるのか？雨水
に溶けているものは何か？・・・その中で特に二酸化
炭素について取り上げる。
④岩石というのは、様々な鉱物の集合体である。しか
し１種類の鉱物だけでできている岩石もある。たとえ
ば、
化学の実験でおなじみの石灰石
（地学では石灰岩）
は、炭酸カルシウムという物質だけでできている。
→１種類の鉱物だけでできているということは、鉱物
の種類による膨張率の違いによって引き起こされる物
理的風化作用には強いのではないか？
→しかし、石灰石は酸に溶けやすい。ということは野
外に石灰岩が露出しているところに、二酸化炭素の溶
けこんだ雨水が当ると化学反応が起きてどんどん石灰
岩が溶けていくことになるのではないか？･･･社会科
地理で学んだカルスト地形についても触れる。
（できれば、ここでこの時の化学反応式を挙げる･･･
CaCO3＋H2O＋CO2→Ca2+＋2HCO3－）
まとめ：このように岩石に化学的な変化が起きてど
んどん溶け出して変っていく。これを化学的風化作用
という。
⑤ここで物理的風化作用と化学的風化作用は互いに独
立でなく、一般に同時に平行して進行していくことを
指摘しておく。また、物理的風化作用は基本的に気温
の変化に基づくものであることから、日較差や年較差
の大きい高緯度地域や高山地帯において著しいこと、
そして化学的風化作用は降雨に関係することから降水
量の多い熱帯雨林地域において著しいことについても
触れておく。
⑥さらに生物の作用によって岩石が破壊されていくこ
ともある。
岩場に大きな木が立っているところに行ってみると、
その木の根が岩石の割れ目に沿って入りこんでいるこ
とがある。
→これはその木の根の生長によって岩石にくさびを打
ちこんで行くようなかたちで圧力を加えて物理的に破
壊していく。
⑦家の囲いに使用されているブロック塀の下の方に苔
が生えていて、そのあたりがボロボロになっているの
を見ることがある。
→これは苔のだす物質（酸）によってブロックを溶解
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していることになる。
まとめ：生物の作用によって岩石が破壊されていく
のを生物的風化作用と言う。
★ここで堆積岩の形成過程の最初の段階である風化作
用についてきちんと定義する。風化作用＝地表付近の
岩石や鉱物が太陽の熱エネルギーを始めとして、
大気、
水、生物などの働きによって破壊、分解などを繰り返
す一連の過程。
＜探究的な取り組み＞
1)化学的風化作用が進みやすいところについて考え、
図表や地形図で調べてみる。
2)雨水の中には色々な物質（二酸化炭素、硫黄酸化物、
窒素酸化物）が溶けている。酸性雨に関連して、堆積
岩の標本を使って、酸の濃度を変えて溶け方の違いを
調べてみる。また、酸性雨による被害について調べて
みる。
3)山地に実際に行って、割れ目の入っている岩石の種
類や割れ目の方向の規則性などを調べ、かつてこの地
域にどの方向から力を受けたかを考えてみる。
［３時間目］
①風化作用についてその内容を確認する。また、風化
作用の進行速度は岩石自身の性質や気象条件によって
異なることを指摘する。そして、
（厳密にいえば）風化
作用というのはそれによって生じた岩屑の移動を伴わ
ないことを強調する。
②風化作用によって生じた岩屑（砕屑物）はその後ど
のようにしてその場所から運び去られていくの
か？･･･風、雨、河川、氷河、湖沼、海洋（波）等の営
力による。
風･･･砕屑物を吹き飛ばして地表を侵食。
またそのと
きに砕屑物がやすりのようなはたらきをして露出した
岩石を磨くようにして侵食することもある。
雨･･･降雨による打撃という直接の侵食作用
「点滴穴
を穿つ」
。溶解もある。
河川･･･・河川の水に運搬される砂れきがやすりのよ
うなはたらきをして川の底面や側面に露出する岩石を
侵食する。また、河川の水がその岩石の溶けやすい成
分を溶かし出していくこともある。
氷河･･･氷が摩擦力でもって岩石を削り取っていく。
湖沼、海洋･･･主に波（波浪）による打圧、砂による
磨耗。
◎このように風化生産物（砕屑物）をその源地から運
び去る作用を侵食作用という。風化作用と侵食作用が

ほとんど同時にはたらき厳密に区別することが難しい
ことがある。･･･「風化は侵食の先駆けである」とよく
いわれる。
③この侵食作用に引き続いて、砕屑物が運ばれる運搬
作用が行なわれる。
・・・侵食作用と運搬作用が連続し
ていることに注意する。
→ここでは、主に河川による運搬だけに話をとどめて
おき、必要があればその他の営力による運搬について
触れる。
河川の水（流水）は常に高いところから低いところ
に動き、その流れの強さで砕屑物を運搬していくこと
を強調する。
＊時間があれば、砕屑物の運ばれ方には主に３通りあ
ることに触れる。
溶流･･･溶かして運ぶ（化学的風化作用、雨や河川によ
る溶食）
浮流･･･川底につかないで運ばれる（細かな泥や軽石）
掃流･･･川底にそって砕屑物が運ばれる。
（転動、
滑動、
躍動の３種類がある）
→砕屑物は粒子同士がぶつかったり、川底や川岸にぶ
つかったりして、その大きさが小さくなったり、角が
取れて次第に丸みを帯びてきたりする。
④砕屑物は河川によって運ばれていくが、河川の流れ
の強さ（流速や流量）が減少すると、もうそれ以上運
ばれないで沈殿してしまう。また、河川が湖沼や海洋
に流入することによって流速が減少して運搬してきた
砕屑物が沈殿する。
→この様な現象を沈積（または堆積）作用という。
★１回で全ての過程、すなわち侵食、運搬、沈積（堆
積）作用が終了するわけではなく、やすみやすみ繰り
返し行なわれることを強調する。そして最終的には最
も低いところである海底に沈積（堆積）することを指
摘する。
⑤沈積直後の砕屑物（堆積物）は、その粒子の間に多
量の水を含んでいて柔らかい。
＊砂浜、干潟のイメージを生徒にもたせる。
→ところが堆積物の上にさらに新しい堆積物が重なる
ことによって、次第に深いところに埋まっていくと、
上に積った堆積物の重み（すなわち圧力）により堆積
物の粒子の間にあった水が脱水して、粒子と粒子の隙
間がつめられていく。
→さらに粒子の間にあった水に溶けていた物質（溶流
によって運ばれてきたもの）が粒子のまわりに沈着し
たりして、粒子と粒子を結びつける接着剤の役割を果
す。

－ 58 －

まとめ：こうして堆積物がだんだん固くなっていき
（固化という）
、堆積岩となっていくことになる。これ
を続成作用という。
★このようにして、地表の岩石が破壊、侵食され、そ
れが運搬され、ある場所に沈積（堆積）し、そして最
終的に岩石になっていく全過程を堆積作用という。
＜探究的な取り組み＞
1)長い円筒の容器に水を入れ、粒の大きさと沈み方を
調べる。また、粒の大きさを変えて沈み方を調べてみ
る。～沈降試験
2)いろいろな大きさの粒はどこに堆積するのか調べて
みる。～現在の海底の堆積物の分布
3)水路を使って、水を流す速さや量を変えることによ
り、粒子の移動する様子や堆積する粒の大きさがどの
ように変化するのかを調べる。また、条件を変えなか
ったときの様子も確かめてみる。
4)水流の強さと粒子の大きさの条件から、粒子の並び
具合の違いによって生じたもっと細かい縞模様につい
て調べる。～堆積構造
5)地層の重なりから、地層が水平方向にどれくらい広
がっているか、地層の厚さや連続性について、地質柱
状図を使って調べてみる。～地層の対比
6)層と層の境目がなぜできるのか、また、同じ場所で
も堆積するものがなぜ変わるのか調べてみる。
7)気候の変化や大地の変動など環境の変化による堆積
物への影響ついて調べてみる。
8)地層の固さと地層の年代の間にはどのような関係が
あるか、調べてみる。

☆２学期の地層の調べ方のところで、以下の内容につ
いて触れる。
①堆積物の多くは重力に支配されて沈積
（堆積）
する。
→たとえば海底にある程度の傾斜が存在している場合、
不安定ならばより低い方、すなわち深い方へ運ばれて
いく。
（粒の大きさにも関係するがここではあまり触れ
ない）
→最終的に言えることは、地層は一般にほぼ水平に堆
積するものと考えられることである。
→そして地層がほぼ水平に堆積してできるばあいに、
当然下部の方が上部よりも時間的に早くできる。
・・・
これを「地層累重の法則」といい、地質学における大
原則であることをよく理解させる。
＊地層累重の法則・・・地層が重なっている場合、下
部の地層の方が上部の地層より古い。
②このようにして地層累重の法則を使って、地層の重
なりの順序（層序という）を明らかにし、さらに地層
の中に残されている記録（堆積構造や化石）からその
地層が形成された環境や起ったできごとを復元してい
くことが地質学において重要である。
［４時間目］
①堆積岩の形成過程（堆積作用）について復習する。
②既存の岩石が、風化、侵食、運搬、沈積作用を受け
てできた堆積物が続成作用の結果形成される堆積岩を
砕屑岩という。
→その分類はどのようにして行なうか？・・・粒子の
大きさによってわけられている。
（２ｍｍを出発点とし
n
て、２ の値を取る方法が最も普通に行なわれている。
）
＊れき、砂、泥のサンプルも用意する。
表 1. 砕屑物と砕屑岩の粒の大きさによる区分

図 1. 水槽(22.5cm×14.5cm)の底にできた
リップルマーク（生徒実験）
(注)白い点はカメラのフラッシュによる

③火山活動（噴火）によって火口から出てきた物質（火
山放出物）が堆積してそれが固まってできる堆積岩も
ある。
・・・火山砕屑岩という。
（過去の火山活動の記
録となる）砕屑岩と同様に粒の大きさによって分類さ
れている。
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表 2. 火山放出物と火山砕屑岩の粒の大きさによる
区分

＊化学岩は無機的沈殿により形成され、生物岩は有機
的沈殿により形成されるともいえるが、石灰岩、チャ
ートについては成因的に両方に属していることに注意
する。
まとめ：堆積岩はその成因によって砕屑岩、火山砕屑
岩、化学岩、生物岩に大きく四つに分類され、それぞ
れ粒の大きさや化学成分に基づいて、さらに細かく分
類されている。

④また化学的風化作用によって溶け出した物質が飽和
して溶液中（海水中）から化学物質が直接沈殿、固化
したものもある。
・・・化学岩（または蒸発岩）という。
海水に最も多量に溶けている物質は何か？・・・塩
化ナトリウム(NaCl）
。
→では、海水がなんらかの地殻変動によって閉じた湖
（塩湖）になったと考えてみよう。
（たとえばイスラエ
ルとシリアの国境にある死海をイメージさせる。
）
→そこでは乾燥した気候が卓越していて、砂漠などが
存在している。
→するとそこでは蒸散作用が盛んで海水はどんどん蒸
発してしまう。
→（１分野の化学で実験した蒸発乾固と社会の地理で
学んだ瀬戸内海の塩田を思い出させながら）その結果
海水から塩分が出てくる。これが固化したものを岩塩
という。 時間に余裕があれば、岩塩の分布（ヨーロ
ッパ地域に多い）について触れる。また、硬石膏
（CaSO4）も同様にしてできることが知られている。
⑤さらに生物の遺骸やその砕屑物が集ってできたもの
もある。
・・・生物岩という。
たとえば浅い海底には、貝類が多く生息しており、
また、熱帯の島々の回りにはサンゴ礁が取り巻いてい
る。貝類やサンゴは、主に炭酸カルシウム（CaCO3）
の骨格（硬組織ともいう）を持っており、これらの遺
骸やその砕屑物が主体となって、それらを海水中から
直接沈殿した炭酸カルシウムが固着していく。
・・・石
灰岩とよばれている。
また深海底には陸からの物質がほとんどやってこな
いため、そこでは海面付近に生息する浮遊性プランク
トンのみが静かに堆積している。特に放散虫や珪藻な
どのケイ質な殻を持ったプランクトンの遺骸などを主
体として、それらを海水中のケイ酸から二酸化ケイ素
（SiO2）が沈殿、固化していく。
・・・チャートとと
ばれている。
その他に植物の遺骸が集積、
固化したものは石炭
（質
により亜炭、泥炭となる）とよばれる。

＜探究的な取り組み＞
1)地層が形成された環境を知るために、環境を示す手
がかりについて考えてみる。
2)化石の役割について触れ、地層から産出する化石か
らどのような情報が得られるかについて調べる。
3)火山灰層の果たす役割について触れ、地層の広がり
や対比について、過去の記録を調べてみる。
［５時間目］
①今回は、前回まで学んできた堆積岩に関する実習、
観察をしてもらう。岩石の名前と実際の物との対応が
きちんとできるようにしたい。
②７種類の堆積岩（れき岩、砂岩、泥岩、粘板岩、凝
灰岩、石灰岩、チャート）について、色、固さ、粒の
大きさ、重さ、含有物（化石）などの観点から岩石名
を判定させる。
・・・一つだけ（粘板岩）教えてないの
も入れておく。
（後で解説する）
表 3. 堆積岩の分類表のワークシート

③注意事項
＊標本は７種類１組にして箱に入れておく。またルー
ペも２つずつ用意する。
＊観察は４人１グループとし、かわるがわる標本を観
察する。
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＊分類表を完成させたら、各グループの結果を報告さ
せる。
＊結果が出そろったところで、解説を行なう。
＊同時に、偏光顕微鏡を使用して、砂岩と石灰岩の岩
石薄片を観察・スケッチする。

図 2. 石灰岩中のフズリナ化石（約 40 倍）
（２）火山と火成岩（５時間）以降は、今回省略。
2.3 さいごに
以上、現在本校の中学３年生で実施されている授業
内容の一部と探究的な取り組みの例を上げてみた。別
に特別なことは考えず、簡単な問いかけから自分で調
べてみる、探究するきっかけが与えられれば良いと考
えている。教員からの働きかけはできるだけ避け、あ
くまでアドバイスに徹すること、生徒が持ってきた疑
問・質問に答えられるように、普段から自分の知識や
技能、
見識を高めておくことが大切であるように思う。

3 中高科学部
3.1 はじめに
ここ数年の科学部は、化学科教諭と物理科教諭が１
名ずつ計２名が顧問である（他１名の化学科教諭が高
校副校長であるため）
。また、校舎の構造上の点で物理
科準備室が化学実験室から遠いこともあり、実質的な
科学部員への指導は、化学科教諭１名で行うことを余
儀なくされている。このような状況では、従前からお
こなってきた科学部員達の自発的な活動が保証できな
くなってしまう。科学部員の探究心を向上させるきっ
かけを失わせないために、今後の科学部の活動につい

て変更せざるを得なくなった。この変更を行ったこと
をきっかけとして、より実践的に探究的な活動を行う
ようになってきている。本校は中１から高２までの生
徒達が一つの化学実験室で実験・研究を行っている。

3.1 上級生による指導
例年、年度当初は実験を渇望している生徒が数多く
入部してくる。しかしながら、本校の科学部では自由
に実験・研究が出来る雰囲気を有しているのだが、特
別な年間スケジュールもなく、継続研究をしているテ
ーマもないので、月日を経るごとに部員数が減少して
いく状況にある。他校のようにいくつかの継続研究テ
ーマがあれば、その研究チームに所属することによっ
て、実験・研究の作法などを先輩達から指導してもら
い、やがては自ら研究テーマを見つけるようになるも
のと考えているが、本校ではそのような体制にはなっ
ていない。従前では、実験テーマを見つけてきた新入
部員は顧問教諭に相談をして、数名の仲間とともに実
験をおこなってきた。
（特に中学１年生の）新入部員が
実験をおこなう時には、顧問教諭が指導を行うことが
多かったのだが、それも厳しい状況にある。そこで、
高校科学部の部長を中心とし、高校科学部員をいくつ
かのグループに分けて、
新入部員のメンター
（指導員）
として配置することとした。但し、週３日ある科学部
の活動日の全てをメンターとして活動してしまうと、
高校科学部員の実験・研究の機会を奪ってしまうので、
中１が科学部に参加できる曜日などを調整して、メン
ターとして活動する曜日と自らの実験・研究を行える
曜日に分けることとした。今までは先輩・後輩が実験
室にいても、一つの実験テーマについて語り合うこと
はほとんどなかったが、このグループ分けが功を奏し
て、高校科学部員も中学新入部員とともに活動を行う
ようになってきた。なお、メンターへの基本的なルー
ルとしては、新入部員が希望する実験をメンター自身
が経験したことがある、もしくは十分に指導が出来る
こととした。
3.2 部内戦
上級生によるメンター制度は軌道に乗ってはいるが、
中学１年生が自らの力で実験テーマを探すのは、やは
り難しい状況にある。そこで、中１生から高２生をグ
ループ分けして、
（科学グランプリを模したような）簡
単な実験競技を実施することとした。実施したのは、
「陽イオン分析（定性分析）
」
「反応速度からの濃度の
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推定（定量分析）
」
「高効率な電池の調製」などである。
実施する実験テーマそのものの難易度は高くはないが、
高校化学部員も経験したことがない実験であり、未知
試料の調製は顧問教諭がおこなうので、高校化学部員
も新入部員も真剣に実験に取組み、実験結果について
考察を行っていた。この実験をおこなう際に新入部員
達は、実験で頻繁に使用する駒込ピペットやビーカー
などの実験器具の使用方法やガスバーナーの調節など
を、より実践的に先輩達から教わっていたのも印象的
である。また、年齢差のあるグループ内で実験結果に
対する考察を行うことで、探究的な実験に対する垣根
が低くなったようで、この部内戦を経験した部員達の
実験・研究に対する前向きな姿勢を感じられるように
なってきている。

本年度の訪問先として選んだのは、FANCL 総合研究
所と LION 小田原工場である。どちらとも、工場見学
をオープンに開催していることや部員の居住地等を考
慮しての選択のようであり、特に分野へのこだわりが
あったわけではなかった。

3.4.1 FANCL 総合研究所
8/7（水）実施。参加者それぞれの居住地に合わせて、
待ち合わせ駅と時刻を、8:45 品川駅、9:05 横浜駅、
9:29 東戸塚駅と設定した。9:45 頃到着し、10:00 から
12:00 頃までの見学時間の中で様々なことを教えて頂
いた。 参加者は、高校生５名、中学生 13 名である。
化学科教諭１名と化学科非常勤講師１名が引率をした。
最初は、企業紹介映像を見せて頂き企業コンセプト
などをお話し頂いた。次に、疎水性の健康補助食品を
水に溶解し体内に吸収しやすくするための演示実験を、
3.3 駒場東邦（近隣校）との交流
解説を交えながら見せて頂いた。生徒達は相当興味深
本校とほぼ隣接している学校に、駒場東邦中学校・
く食い入るように見ていた。この演示実験の後、２グ
高等学校（駒東）がある。有名な進学校であり、科学
ループに分かれて施設内の研究室を見せて頂いた。研
部も活発に活動を行っている。部員同士が旧来の知人
究室の近くでは、研究内容を説明する短時間の映像を
であったこともあり、お互いの学校を訪問してホスト
側の学校の実験室で実験交流会を開催することとした。 見せて頂くことが出来たので、大変勉強になったよう
である。施設内の見学ツアーが終わると、様々な質問
実施したのは、本校で実践している「部内戦」と同様
を担当者の方にしていた。やはり、通常の授業とは規
の形式の実験である。お互いに進学校の生徒ではある
模の違う研究施設や研究者を間近に見ることで、研究
が、駒東 vs.筑駒の形式は避け、実験が大好きな生徒
そのものに対する興味関心が高まり、
「研究する」
「探
同士の交流ということで、参加者全員をバランスよく
グループ分けして、実験（競技）を行った。実験テー
究する」意欲が湧いたようである。
マは科学部員が設定するので、ホスト校側が若干有利
お忙しいところ、本校科学部の訪問をご快諾頂き、あ
かと思ってはいるのだが、
結果を見る限りにおいては、 りがとうございました。心より感謝申し上げます。
さほどの差はないようで、両校ともに探究的に実験に
取り組んでいる。
駒場東邦中学校・高等学校 化学科教諭の松岡先生に
は、大変お世話になっている。この場をお借りして、
御礼申し上げます。
3.4 工場見学
駒場東邦中学校・高等学校との交流会の際に、科学
部の活動報告を頂いた。この冊子には、駒場東邦科学
部が各地の工場見学などに参加している様子が報告さ
れていた。これに刺激されたのか、今までの活動によ
って探究心が向上してきているのか、
「筑駒も工場見学
に行きましょう」と言ってくる積極的な姿勢が見られ
るようになってきている。顧問教諭が訪問先を決めて
も良かったのだが、科学部員達の興味関心がどのよう
な分野に向いているのかを確認するために、訪問先や
訪問に際しての規約なども部員に任せることとした。
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図３．参加者生徒達の様子

3.5 研修旅行
本校科学部は、
（おそらく、ほとんどの学校が同様の
状況だと推測するが）
合宿を実施していない。
しかし、
部員同士の交流を深める目的と上級生から下級生に対
して実験・研究に臨む姿勢や研究発表の方法などを時
間をかけて丁寧に説明したいとの強い思いがあり、本
年度初めて、生徒主催による２泊３日の研修旅行を実
施した。参加者生徒は 22 名であるが、緊急時の対応
として前年度部長および非常勤講師１名がオブザーバ
ー参加した。12/20（金）14:00 学校で集合し、八王子
にある大学セミナーハウスへ移動。夕食後に研究発表
を実施。12/21（土）朝食後、クリクラ町田工場へ移
動後、工場施設を見学。

図４．担当者の方との記念写真
3.4.2 LION 小田原工場
8/28（水）実施。参加者それぞれの居住地に合わせ
て、待ち合わせ駅と時刻を、8:15 品川駅、8:30 横浜
駅、9:23 国府津駅と設定した。9:50 頃到着し、10:00
から 11:30 頃までの見学時間の中で様々なことを教え
て頂いた。 参加者は、高校生５名、中学生 24 名であ
る。化学科教諭１名と化学科非常勤講師１名が引率を
した。当日は、最寄り駅で集合した際に荒天だったの
で中止も検討し、電話で担当者の方と相談もさせて頂
いたが、せっかくの機会なのでずぶ濡れになりながら
も工場へ行き、見学させて頂いた。日程の都合もある
のかもしれないが、中高生が日常で使用している製品
を扱っている企業なので参加者が多かった。最初は、
企業紹介映像を見せて頂き企業コンセプトなどをお話
し頂いた。参加者が多かったので、やはり２グループ
に分けて広い工場を見学させて頂いた。前述の研究施
設とは異なり広大な工場なので、見学出来る場所のほ
とんどがパイプラインや搬送用の機械などであった。
しかし、窓ガラス越しに見える機械や作業に従事して
いる方達について詳しく説明してくださり、大変勉強
になった。また、企業設立当初に使用していた道具、
かつて販売されていた商品、医療現場などで使用され
ている商品などが随所に陳列されていて、興味深く見
ることが出来た。大変貴重な体験であった。写真撮影
は禁止されていたので残念ではあるが、おそらく生徒
達の記憶には、見学させて頂いた様々な道具や機械、
商品などが深く刻み込まれているものと思う。
お忙しいところ、本校科学部の訪問をご快諾頂き、あ
りがとうございました。心より感謝申し上げます。

図５．クリクラでの見学の様子
続いて、昼食をとりながら、JAXA 相模原キャンパ
スへ移動。展示を見学後、大学セミナーへ戻り、夕食
後に簡単な実験コンテスト（科学の甲子園東京大会の
過去問）を実施。12/22（日）大学セミナーハウスで
朝食後、10:00 に解散とした。この企画の実施におい
ては、随時相談を受け付ける形で、規約の作成から大
学セミナーハウスの予約などの全てを高校科学部部長
に一任した。本校では、東京地域研究・東北地域研究
などでも同様に、生徒だけで訪問企業にアポイントメ
ントをとらせる指導をしているので、この時点での問
題は全くなかった。一点だけ問題があったのは、夕食
後の研究発表にあまりにも力は入りすぎてしまい、終
了時刻を予定よりも大幅に超過してしまったことであ
る。実験コンテストは時間制限の中での実施なので、
生徒だけでもコントロールが出来たが、研究発表では
発表後の質疑応答や先輩からのレクチャーの時間に制
限がかけられなかったようである。
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に、その分野においては詳しくなるが中高生において
視野を狭めてしまうのは好ましくない。そこで、部員
同士が自由に質問を書き込める「質問ノート」を作成
し、各自の実験ノートと同じ場所に置いてみた。初め
ての試みなので、まずは顧問教諭から高校科学部部長
に対していくつかの質問をしてみた。少しずつ質疑応
答が増えていき、時間のあるときにページを繰ってい
る生徒がいるので一定の効果はあると考えている。

４ まとめ
図６．研究発表の様子
基本的には、大学セミナーハウスなどの起点となる
場所への到着・出発時などにおいては高校科学部部長
および非常勤講師と連絡を取り、参加生徒達の健康状
態や活動状況を確認した。参加者達の親睦はかなり深
めることが出来たようではあるが、継続して実施する
に当たっては諸条件の整備が必要である。

地学分野においては長年継続してきた実績があり、
かなりの効果があるものと考えている。化学分野にお
いては科学部対象の取組みだが、実験・研究に対する
モチベーションを向上させている印象が非常に強い。
2.3 で高橋も書いているが、探究とは生徒の自発的
な活動によってなされるもので、教員が指導するもの
ではない。教員は、生徒が興味関心をもっている内容
にアンテナを張り、実験・研究に対するアドバイスが
出来るように技能や見識を高めておくことが大切であ
る。
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