３－７

学校設定科目「実践英語」

仮説
およそ語学の学習においては読書を抜きにしては考えられない。母国語の習得においても国語の教
科書だけでは不十分であることは言うまでもない。教科書で学んだ語彙や文法を基礎にして、新聞・
雑誌・書籍等を読むことにより習熟するのである。外国語の学習においては、母国語に比べてはるか
に少ない時間、言語材料での学習にならざるをえない。したがって外国語の授業においては少ない時
間で基礎を習得させるために文法に配慮した精読が中心となる。しかし、母国語の場合に比べて外国
語は一般的に言って教室外で新聞・雑誌・書籍等を読む機会はほとんどない。よって精読で得た言語
材料を基にして多読の機会を与えようと実践英語に多読を設定したのである。特に将来、生命に関す
ることを勉強しようとする生徒にとっては、しっかりと正確に論文等を読める基礎力を高校時代につ
けておくことが不可欠であると考えられる。
研究内容と方法
(1)方法
多読がいかに有効でも生徒が興味をもって継続して取り組めなければ効果はない。したがって次の
点を配慮する。
①

生徒が自分のレベルに合わせることができる。

②

生徒が自分のペースでできる。

③

生徒ができるだけ多様な内容の本を選んで読むことができる。

④

生徒が英語で「物語の世界」を楽しむことができる。

以上の条件を満たすために次の方法で実施している。
①

ほとんど文字のないレベルから一般のペーパーバックスに近いレベルまでの本を、授業開設時
に約 700 冊、次年度に約 500 冊購入し、指導に役立てるため、書名・レベル・語数・内容等を
パソコンにデータベース化している。

②

１単位（週１時間）の授業なので、授業時間中だけでなく、家庭等を含めてその他の時間にも
読ませる。

③

授業時間中は、生徒は読むだけでなく読みたい本を選ぶ時間にもなる。教師はその選択のアド
バイスをしたり、どんな本をどれだけ読んだかをチェックしたり、励ましたりする時間になる。

④

興味をもって楽しく継続して取り組めるように生徒には次の原則を守らせる。
１．辞書は引かない
２．わからないところはとばす
３．つまらなくなったらやめる

指導する教師は次の原則をとる。
１．教えない
２．押しつけない
３．テストしない
(2)評価
基本的には個人内評価となる。原則としてテストはしないが、年度の始め（１学期中間考査）と終
わり（３学期期末考査）には読解力の調査をしている。次のような点を評価の観点とし、総合的に勘
案して評価している。
①

読んだ量（語数）

②

上記読解力調査の伸び率

③

読後のコメント

④

定期考査時におけるレポート

⑤

取り組む姿勢
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(3)実施結果
１

読書量及びレベル
日本の高校生が３年間で読む英語の量（語数は）、横川(2007)によれば表１のとおりである。
教科書

副読本

計

１年（英語Ⅰ）

８,６００

８,０００

１６,６００

２年（英語Ⅱ）

１１,８００

９,３００

２１,１００

３年（リーディング）

１３,１００

８,６００

２１,７００

計

３３,５００
（表１）

２５,９００

５９,１００

この「実践英語」という科目は本校において平成 18 年度に生命科学コース（１クラス）が開設
された時に設定された科目であり、１年生 22 名、２年生 30 名でスタートし、平成 19 年度に新１
年生 18 名が加わった。平成 19 年度末時点での読書量及びレベルを表３で示す。
なお、レベルのおおよその基準は表２で示す。
レベル

使用語彙

総語数

文法の目安

０

200～300

1～

1000

現在形、現在進行形

１

300～ 600

500～

4000

２

600～1000

3000～ 6000

過去形
現在完了、過去進行形、比較

３

1000～1700

6000～12000

４

1300～2200

8000～20000

５

2200～

10000～

間接話法
現在完了進行形、過去完了、
関係代名詞
過去完了進行形、未来進行形、
未来完了、関係副詞
制限無し

（表２）
冊数
平成19年度入学生
（１年生）

平成18年度入学生
（２年生）

平成18年度２年生
（３年生）

語数

レベル

最大

９１

１１２,３０１

２．２

最小

５

５,９５３

０．１

平均

２８．５

５９,４７３

０．８９

最大

１２９

２６８,５２０

２．３

最小

１７

３２,０２０

０．９

平均

５８．６

１４７,３２９

０．８７
１．５

最大

１５８

１４２,９０８

最小

６

７,８３０

平均

６０．８

７８,２０１

０
０．４６

（表３）

表１によれば日本の高校生が３年間に読む英語の量が６万語弱であり、この授業を履修している
本校生徒はその量をほぼ１年間で読んでいると言えよう。特に１年生と３年生で最小の生徒の語数
が少ないのは欠席が多いことによるものである。レベルについては、辞書を使わないことからすれ
ばレベル２～３までの本にならざるをえないようである。
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２

速読力

300

速読力を見る指標としてよく用

分速読語数(wpm.)

280

いられるものに WPM（１分間に

260

読める語数）がある。
国語とする人々の読みの速度は、図
１のような発達を示している。これ
についての詳細は不明であるが、そ
れぞれの年齢に合った平均的なテキ
ストを普通の状態（リラックスした
状態で黙読）における読みの速さの

１分間の目の固定回数
(flxations)

240
分速読語数(wpm.) または
１分間の目の固定回数(flxations)

Taylor(1962)によると、英語を母

220
200
180
160
140

発達を示していると思われる。この

120

図は、分速 280 語が教養ある英語話

100

者の読みの速度であることを示して

80

いる。

60

２年間この科目を履修した本校生

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

大学

学年（小学１年から大学まで）

徒について履修開始時と１年間経過

図１：英語を母国語とする人々の読みの速度と目の固定回数の変容
（Taylor, 1962に基づく）

時と２年間経過時に同じ内容の調査
を実施した。調査問題は１話 150 語

程度の物語 40 話にそれぞれ真偽テストを６問付したものである。結果は、読んだ語数÷時間（45
分）×正解率（正解数÷答えた問数）で算出した。もちろん調査問題の英文のレベルにより結果は
大きく異なるが、使用した英文のレベルは使用語彙が 2000 語以内のものである。結果を表４で示
す。

平成19年度入学生
（１年生）

平成18年度入学生
（２年生）

平成18年度２年生
（３年生）

履修開始時

１年間経過時

２年間経過時

最大

６９

９５

最小

３９

４３

平均

５１．７

５９．４

最大

６２

９３

９４

最小

３５

３５

３６

平均

４７．６

６０．４

６６．７

最大

６５

１０７

最小

３０

２７

２９

平均

４８．５

５８．４

６０．５

１２３

（表４）

この結果を見ると、多読の経験がほとんどない生徒にとって、始めて１年間の伸びはかなりある
が、その後の１年間で伸びが鈍っている。
日本における英語学習者の場合、永井（1980）の調査では、高校１年生の場合、分速 57 語であ
る。金谷（1996）によれば、高校生の分速は 40～70 であるという。調査問題のレベルが不明なの
で単純には比較できないが、ほぼ一致しているようである。
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３

生徒の態度・意識
履修開始後約２年経過した時点で、生徒の意識調査のため次のアンケート調査を実施した。
Ⅰ

次の質問に対し、おおいにそう思う場合は２、全然そう思わない場合は０、
その中間の場合は１と答えなさい。

Ⅱ

１

英文を読むのが苦にならなくなった

２

英文を読むのが楽しくなった

３

辞書に頼らずに英文が読めるようになった

４

日本語に訳さずに英文が読めるようになった

５

英語がより好きになった

６

英語の読書の習慣がついた

（

）

７

英語の勉強の習慣がついた

（

）

８

英語が得意になった

９

英語の成績がよくなった

10

実践英語のような多読の授業は必要である

（

（

（

（

）
）
（

）
（

）

）

）
（

）
（

）

実践英語について感想や要望があれば書きなさい。

結果を表５に示す
10

平均

平成19年度入学生 0.94 1.31 1.19 0.81 1.31 0.50 1.06 0.81 0.63 1.25

0.98

平成18年度入学生 1.36 1.45 1.27 1.00 1.50 1.23 1.00 0.91 0.82 1.82

1.24

平成18年度２年生 1.17 1.28 0.90 0.72 1.28 0.38 0.72 0.76 0.83 1.41

0.94

1.18 1.34 1.09 0.84 1.36 0.69 0.90 0.82 0.78 1.51

1.05

１

全学年

２

３

４

５

６

７

８

９

（表５）

自由記述欄
・英語の文に抵抗なく接するようになれたり、好きな話を英語で読めたりするのでうれしいです。
・日本語の本だけでなく英語の本も読めるようになったので、自分がきちんと単語や文法を理解し
ているかどうかを確認できて嬉しいです。図書館へ行っても洋書は難しいものばかりで読めない
ので、簡単なものが読める実践英語の授業はとてもよいと思います。
・いつも楽しく本が読めました。日本語でしか読んだことのない物語で、英語版のは少し自分には
難しかったけど、最後まで頑張って読み切りました。英語版と日本語版では、少し雰囲気が違っ
てみえました。そんなことも感じられてよかったです。
・英文を読む機会が増えて、英語に触れる時間が多くなって良かったです。英文をもっと読んで、
英語を自然に読めるようになりたいです。
・読みにくく、つまらない本が多いので、もっと読みやすく面白い本を増やしてほしい。読めば力
になるというわけではないと思うし、かなりつまらない授業だと思う。
全学年共通して高い値を示したのは「実践英語のような多読の授業は必要である」の項目で、こ
の科目を好意的に見ている。「英語がより好きになった」や「英文を読むのが楽しくなった」もか
なり高い値で、英語の学習にプラスの影響を与えていると思われる。一方、「英語の読書の習慣が
ついた」が最も低く、習慣づけの難しさを示している。
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検証・評価
英文を多く読むことが英語の学力向上に資するとの期待をもって設定した科目であるが、その効果
を測るのは難しい。一つの指標として使えそうなものに、一定の時間内にかなりの量の英文を読む必
要があり、また生徒にとって大きな目標である大学入試センター試験がある。今年度の３年生の WPM
とセンター試験の英語の自己採点結果との相関係数は 0.69 であった。この値はかなり強い相関を示し
ており、多読の効果の一端をうかがわせると思われる。
この２年間の実践で、速読力が向上し、また、英語学習に対する意識の変容にも影響を及ぼし、リ
ーディングに対する好ましい態度の育成にもつながることが分かった。今後も多読指導を継続して行
い、新たなデータを蓄積し、実証的な研究をさらに続けて行きたい。
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３－８

高大連携事業「生命科学実習」

その１―大学での実習―
仮説
授業の中で教科書の内容を理解しても、それがどのようなことに繋がっていくのかということは
なかなか想像し難いものもある。そこで、大学において、高校で学習する内容よりも高度な内容の
実験を、大学の教員や学生の指導の元で体験することにより、大学での学びに対する期待と、高校
での学びの先にある、より高度な内容との繋がりを感じることができる。そのことが、主体的な進
路選択と高校での学習に対する真摯な姿勢を養うことに繋がる。
今年度までの流れ
昨年度に実施したことで、年間の流れはほぼ出来上がっている。１年生は福山大学生命工学部に
て３回、２年生は岡山理科大学理学部にて２回の実施とした。個々の細かな実習内容については、
昨年度のようすから、より効果的な内容になるように連携先と相談しつつ、改良していくこととし
た。岡山理科大学との連携については、昨年度は岡山理科大学の「女子中高生理系進路選択支援事
業」の一環として実施したが、今年度は本校 SSH 事業の一環として連携を継続することとなった。
研究内容・方法
１年間の流れは，次の年間指導計画に基づく。
高大連携講座（福山大学）「生命科学実習Ⅰ」（生命科学コース１年次随時）年間指導計画
学期

月

実施場所

テーマ

1

8

福山大学マリンバイオセンター

9

福山大学生命工学部生物工学科

12

福山大学生命工学部応用生物科学科

生命科学実習Ⅰ①
「海洋生物の研究と施設にふれてみよう」
生命科学実習Ⅰ②
「大学の実験室や研究室を覗いてみよう」

2

生命科学実習Ⅰ③
「食品を科学の目で見てみよう」

高大連携講座（岡山理科大学）「生命科学実習Ⅱ」（生命科学コース 2 年次随時）年間指導計画
学期

月

実施場所

テーマ

2

9

岡山理科大学理学部生物化学科

3

3

岡山理科大学理学部臨床生命科学科

生命科学実習Ⅱ①
「ゲノム DNA の抽出と DNA プロファイリング」
生命科学実習Ⅱ②
「臨床検査技術―血液と尿の関係を知る―」

詳しい実施内容を次ページ以降に記述する。
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■生命科学実習Ⅰ①「海洋生物の研究と施設にふれてみよう」
実施日時：平成 19 年 8 月 20 日（月）10:10〜16:00
実施場所：広島県因島市大浜町 452-10 福山大学マリンバイオセンター
内容（概要）：
1. 講義１「世界の海洋資源の現状と養殖技術」（講師：伏見浩先生）
2. 講義２「ワムシの生物学と培養法」（講師：小谷知也先生）
3. 顕微鏡観察実習１：植物プランクトン（クロレラ）とワムシの計数と給餌
4. 施設見学１：養殖技術研究施設を見学
5. 施設見学２：水族館施設を見学
6. 顕微鏡観察実習２：骨格を染色したヒラメの稚魚の観察
7. 顕微鏡観察実習３：給餌しておいたワムシの再計数と増殖の確認
活動風景

講義１風景

講義２風景

プランクトン計数

研究施設見学

水族館施設見学

顕微鏡観察

■生命科学実習Ⅰ②「大学の実験室や研究室を覗いてみよう」
実施日時：平成 19 年 9 月 22 日（土）10:30〜16:20
実施場所：広島県福山市学園町１番地三蔵

福山大学生命工学部生物工学科

内容（概要）：
1. 講義「生命科学とはどんな学問分野？

わたしが気になっていること」（講師：秦野琢之先生）

2. 実験内容説明
3. 生物・化学実験

①微生物に親しむ
②DNA の抽出と電気泳動による分離
③マウスの培養細胞を用いて分裂期の染色体を観察しよう
④酵素の働きを可視化して学ぶ
⑤植物の色の変化を調べよう
⑥クロマトグラフィーとは

※実験はグループに分かれて①〜⑥の中から１つを体験
4. 質問コーナー
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活動風景

微生物を観察

DNA の抽出

マウスの培養細胞取り出し

酵素液をつくる

植物色素を抽出

薄層クロマトグラフィー

■生命科学実習Ⅰ③「食品を科学の目で見てみよう」
実施日時：平成 19 年 12 月 22 日（土）10:30〜16:20
実施場所：広島県福山市学園町１番地三蔵

福山大学生命工学部応用生物科学科

内容（概要）：
1. 講義「指輪ものがたり− − 白金がくすりになる− − 」（講師：廣瀬順造先生）
2. 実験内容説明・準備
3. 食品科学実験 ①やさいからリコピンを取り出してみよう
野菜からの色素抽出，色素成分の分離・質量分析
②お肉に使われる発色剤
肉を発色，ミオグロビンを発色，亜硝酸を検出
※実験はグループに分かれて①または②を体験
4. 質問コーナー
活動風景

講義

肉を発色させる準備
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野菜から色素抽出

肉を発色

亜硝酸を検出

薄層クロマトグラフィー

■生命科学実習Ⅱ①「DNA の抽出と DNA プロファイリング」
実施日時：平成 19 年 9 月 29 日（土）9:00〜17:00
実施場所：岡山県岡山市理大町 1-1 岡山理科大学理学部生物化学科
内容（概要）：
1. 講義「分子生物学の基礎」（講師：南善子先生）
2. 実習「DNA の抽出」
①

ヒトの口内上皮細胞の採取と破壊

②

細胞内のタンパク質の除去

③

DNA の視覚化

3. 実習「アガロースゲル電気泳動法による DNA プロファイリング」
①

サンプル DNA の準備

②

アガロースゲルの作成

③

PCR によるサンプル DNA の増幅

④

電気泳動

⑤

アガロースゲル内 DNA の染色

⑥

アガロースゲル内に現れたバンドの観察

活動風景

講義「分子生物学」

細胞内のタンパク質の除去

DNA の可視化

サンプル DNA の準備

電気泳動

アガロースゲル内 DNA の染色
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■生命科学実習Ⅱ②「臨床検査技術―血液と尿の関係を知る―」
実施日時：平成 20 年 3 月 13 日（土）13:30〜16:30
実施場所：岡山県岡山市理大町 1-1 岡山理科大学理学部臨床生命科学科
内容（概要）：
1.

実習の意義についての説明

2.

臨床検査概要説明

3.

血液と尿、尿タンパクと固形成分についての講義

4.

尿検査実習

①：目視試験紙法
②：自動分析試験紙法
③：尿タンパクのスルホサリチル酸法による測定
④：尿タンパクの煮沸法による測定
⑤：尿沈渣の観察（赤血球、白血球）、血液標本との違いの確認

5.

ディスカッション

活動風景

実験の説明

目視試験紙法

自動分析試験紙法

尿タンパクの測定

尿沈渣の観察

血液標本との比較
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検証・評価
■生命科学実習Ⅰについて
仮説を検証するため、生命科学実習Ⅰ①と②（福山大学との高大連携講座）の実習後にとったアン
ケート結果を示す。

生命科学コースは、将来理系に進みたいと考えている生徒が大半のため、実習に対する生徒の評価
は高く、実習内容について「興味深い」や「もっと知りたい」という質問に対して、「かなりあては
まる」または「ややあてはまる」と答える生徒がほとんどだった。また、①と②を比べると、前述の
質問項目に関しては「かなりあてはまる」の割合が非常に伸びている。大学での実習は、回数を重ね
て行うことで、科学に対する興味・関心を高める効果がより大きくなると考えられる。「実習内容が
高度だったか」という問いに対して、「かなりあてはまる」または「ややあてはまる」が 9 割前後で
あったが「実習内容が理解できたか」という問いに対しても同様の結果であるので、生徒達は高度な
内容であっても頑張って理解できていた。実習内容のレベルも適当であったと考えられる。
「実習を通して大学で勉強するイメージがわいた」と答える生徒の割合も大きく、また、「進路を
考えるうえで参考になった」と答える生徒の割合も回数を重ねることで伸びている。仮説にある“大
学での学びに対する期待”や“主体的な進路選択”については達成できたと考えられる。
しかし、仮説の“高校での学びの先にある、より高度な内容との繋がりを感じることができる”に
関しては、このアンケート結果からでは明確に検証することができないため、生命科学実習Ⅰ③を行
った後には、“実習内容の理解”という点に特に注目し、次のようなアンケートをとった。
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上図のアンケート結果のように「実習内容が理解できた」という問いに関して、さらに実習内容
について説明を求めたところ、自分の行った実習内容はきちんと理解できている生徒が多かった。
さらに、実習を終えて感想を書かせたところ、「実際に使われている発色剤を目で見て確かめるこ
とができてとても興味深かった。」「肉を美味しく見せるためにたくさんの発色剤を使っている事
を初めて知ったが、これがいいことなのか悪いことなのかが疑問に残りました。」との記述もあり、
自分の行った研究の意義と身近な生活の中での関係性について生徒達は理解できていた。大学で行
う研究は決して縁遠いものではなく、たとえ高度な内容であっても自分達のまわりと繋がっている
という印象を与えることができたため、“高校での学びの先にある、より高度な内容との繋がりを
感じることができる”という仮説も達成できたと考えられる。
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■生命科学実習Ⅱについて
分子生物学の実習は、１年生のときに福山大学で行っており、DNA についての基礎知識はすでに
学習している。生命科学実習Ⅱ①ではその知識を活かし、DNA の抽出と可視化、犯罪捜査などで
も用いられる DNA プロファイリングを行った。特に後半の実習内容はメディアでもよく耳にする
ものであり、生徒達の興味・関心を大きく引くものであった。また、卒業後の進路に医療系を希望
する生徒がいるだけではなく、臨床検査について理解しておくことは生命科学分野に進む生徒たち
にとって有益であると考えられるので、生命科学実習Ⅱ②では尿タンパクの検出実験を行った。生
命科学実習Ⅱ①と②（岡山理科大学との高大連携講座）の実習後にとったアンケート結果を示す。

全てのアンケート項目に関して、「かなりあてはまる」「ややあてはまる」が 9 割以上を占めて
いる。生命科学実習Ⅰと同様に、“大学での学びに対する期待”や“主体的な進路選択”といった
仮説は十分に達成できたと考えられる。さらに、「DNA プロファイリングはとても興味深く楽し
く実験できました。自分の DNA を可視化して、保存できたことがとても嬉しかった。」「犯罪者
を見極めるための DNA 鑑定，テレビドラマなどで見たことはあっても無縁なことだったので，で
きてとても嬉しかった。」といった感想が得られたので、実習内容と、自分自身・自分の周りとの
繋がりも理解できたと考えられる。単に、講義を聴いて分子生物学の知識を得るだけではなく、そ
れらがどのように利用されているかを体験することで、知識がより定着するとともに、科学に対す
る興味・関心を大きく喚起させる効果もあったと考えられる。
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その２―女子学生による本校での授業―
仮説
理工学系には女子学生の方が男子学生よりも少ないが、徐々に増えつつある。しかし、そのよう
な情報よりも、実際にそこにいて研究をする女子学生の存在を見ることは、大変説得力がある。現
役の女性の大学院生（大学４年生も含む）が、女子校である本校の理科の実験・実習を指導するこ
とで、女性研究者のロールモデルを示すこととなり、生徒の理系進出を促すことに繋がる。普段の
授業と異なり、年齢の近い同性の学生が指導するため、生徒達は質問もしやすく、実験に対してよ
り積極的に取り組むことができる。
今年度までの流れ
昨年度は岡山理科大学の「女子中高生理系進路選択支援事業」の一環として実施したが、今年度
は本校 SSH 事業の一環として連携を継続することとなった。
研究内容・方法
昨年度と同様に、岡山理科大学と連携し、1 年生は生物分野の実習を 2 回、2 年生は生物分野の
実習を 2 回、化学分野の実習を 2 回実施する。１年間の流れは，次の年間指導計画に基づく。
学期

2

月日

対象

分野

実習内容

11/12

1 年生

生物

細胞分裂の観察および永久プレパラートの作成

11/14

2 年生

化学

脂肪族炭化水素の反応と性質

11/28

2 年生

化学

エタノールとアセトアルデヒドの反応と性質

11/29

2 年生

生物

12/3

1 年生

生物

12/4

2 年生

生物

無機触媒と有機触媒の違い、温度や pH の酵素の働きへの影響（パ
イナップルの酵素を用いて）
動物細胞（ヒツジの血液）と植物細胞（紫タマネギ）の浸透圧の関
係
ブタの眼の解剖による、眼の構造の理解

検証・評価
実習を終えた後に取ったアンケート結果を以下に示す。
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1 年生は生物分野の実習を計 2 回行ったが、そのどちらも生徒達にとっては興味深かったようで
あり、『さらに理解を深めたいか』という問いでも「かなりあてはまる」「ややあてはまる」で 78
％を占めているため、学習意欲の向上の意味でも成果があったと考えられる。「指導している女性
の方を見ることは進路の参考になったか」という問いに対しては、83％の生徒が「とても参考にな
った」「やや参考になった」と回答しており、さらに「女性の研究者や大学生の方を見ることで、
女性が理系に進学することに違和感が消えた。また、進学する際の自信になった。」と感想を書い
ている生徒もいたので、仮説は十分に達成できたと考えられる。
2 年生は 1 年生に比べて、全ての質問項目で肯定的な回答の割合が増しており、「大学進学に向
けて学習意欲がわいたか」、「指導している女性の方を見ることは進路の参考になったか」という
問いに対しては、全生徒が肯定的な回答をしている。1 年生よりもさらに肯定的な回答の割合が増
加している理由は、アンケート対象の差異はあるにしろ、実習を行った回数が多いからだと考えら
れる。この事業は単発で終わるのではなく、回数を重ねて行う方がより高い効果が得られると考え
られる。
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３－９

高大連携事業「野外実習」

仮説
情報技術の発達と普及によって、知りたいことをバーチャルに知ることができるという時代であっ
ても、「生命」に関することは実物に触れなければ本質の理解には繋がらない。そこで、野外の自然
に触れながらの実習をおこなうことで、生物、特に植物の営みとヒトとの繋がり、さらに地球との繋
がりを感じることができ、生態系の理解を促すと同時に自然への畏敬の念を育てることができる。そ
して、大学との連携のもとに研修を進めることで、学術的に少し高度な内容にも触れることができ、
大学での学びに対する興味を喚起できる。また、宿泊を伴う集団生活を送る研修の中で、協調性とリ
ーダーシップを養うこともできる。
今年度までの流れ
昨年度も実施しており、おおまかな内容については昨年同様に実施することとした。詳しい実習内
容は、昨年度と全く同じではなく、特に調査実習では昨年とは違ったものを扱うことで、「去年とは
また違った新しいことを調べている」という気持ちを生徒に持たせて実習にあたらせることが、野外
実習に対するモチベーションをより高めると考えた。
研究内容・方法
実習内容は次の通り。
■高大連携事業「野外実習（蒜山研修）」（生命科学コース１年次７月４泊５日）
実施日時：平成 19 年 7 月 23 日（月）14:00〜27 日（金）15:30
実施場所：岡山県真庭市蒜山上徳山

鳥取大学農学部附属フィールドサイエンスセンター

教育研究林「蒜山の森」
内容（概要）：
日

時

研修項目
・ 施設周辺の樹木解説［屋外］

7/23
（月）

午後

・ 講義１「森林生態系」（佐野淳之先生）
・ 昨年度の実習成果紹介（佐野先生）
・ 研究紹介１「地表処理後の樹木の更新様式」（TA）
・ 研究紹介２「コナラの種子と野ネズミ」（TA）

午前

・ 講義２「地球温暖化」（佐野先生）
・ 旭川源流部散策［屋外］

7/24

・ ジャングルジムからコナラ林観察［屋外］

（火）
午後

・ スギの枝打ち体験［屋外］
・ 講義３「樹木の特徴と分類」（佐野先生）
・ 講義４「樹木解説と樹木記憶テスト」（TA）
・ 講義５「樹木測定法」（佐野先生）

午前

・ 樹木測定練習（樹高・胸高直径・年齢・照度）［屋外］
・ 講義６「野帳の書き方」（佐野先生）

7/25

・ 自然林 10m×10m プロットの森林調査［屋外］
（胸高直径 10cm 以上対象に樹種・樹高・胸高直径・年齢・照度）

（水）
午後

・ 講義７「蒜山の冬」（山田信光先生）
・ 講義８「樹木調査データの解析方法」（佐野先生）

- 74 -

日

時
午前

・ ブナ自然林探索とブナの稚樹生存本数調査［屋外］
・ 測定データ解析実習（パソコンで表計算ソフト Microsoft Excel を使用）

7/26
（木）

研修項目

午後

・ プレゼンテーション作成実習１「研修のまとめ」
（パソコンでプレゼンテーションソフト Microsoft PowerPoint を使用して作
成）

7/27

午前

・ プレゼンテーション作成実習２

（金）

午後

・ プレゼンテーション発表と講評

実習のようす

樹木解説

講義１

旭川源流部散策

スギの枝打ち体験

ジャングルジムとコナラ林

森林調査（年輪抜き取り）

森林調査（胸高直径計測）

ブナ自然林探索

プレゼンテーション発表

検証・評価
アンケートによると、「植物・動物観察の経験」の右グラフのよ
うに、研修前にほぼ全員がどこかで生物観察の機会はもっているこ
とがわかる。小中学校時代に、そのような機会はどこかで設定され
ていることがうかがえる。研修においては森林の中へ分け入って活
動したが、それほどとまどうこともなく活動に参加できていたのは
そのためであろう。
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次の「研修前後の意識変化」の棒グラフのアンケート結果を見ると、研修前に山歩きや生物に触れ
るのを避けたいと考えていた生徒の数と観察経験のない生徒の数はほぼ一致しているので、経験のな
さが、接触を避けるという心理
に繋がっているものと推測で
きる。
研修後には、「避けたい」と
いう生徒は無しとなり、山歩き
が「平気」と答えた生徒や生物
に触れるのが「平気」と答えた
生徒が 1.5〜2 倍に増えている
ことからも、経験することが意
識に大きく影響を及ぼしてお
り、野外で実習をおこなうこと
の意味が大きいことがわかる。
実体験の乏しさは苦手意識・忌
避意識へと繋がっていても、子
供たちは経験をすることでそ
れをいとも簡単に克服してしまう能力をもっているのであろう。
また、宿泊を伴い長時間の集団生活・研修活動をおこなう中で、生徒がどのようなことを感じたか
というアンケート結果は次のようになった。

いずれの項目も、半数以上が集団での活動の中で、自己肯定に繋がる経験を積んでいることが分か
る。この結果は、リーダーシップを発揮する場面がいくつかあり、一部の生徒だけではなく、半数以
上がどこかで先頭に立って活動に参加したことを示しており、リーダーシップの育成において、この
ような活動が意味を持つことがよくわかる。
また、集団で活動することに対する
意識のアンケート結果は右グラフの
ようになり、「やりやすい」「どちら
かというとやりやすい」を合わせれば
80%を超えているため、ほぼ協調性を
もって活動できるようになっている。
しかし、個人がよいと考える生徒の中
には、かなり強く集団活動を避けよう
とする者も存在し、そのような場合に
どう対応していくのがよいかという学校生活全般におけるような課題もある。
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３－１０

研修旅行

１．ボルネオ海外研修
仮説
マレーシア・サバ州（ボルネオ島）で、海外の大学と連携して「環境教育・国際理解」をテーマにし
た研修をすることによって、国際的な視点で環境問題を見る目が養われるとともに、科学英語の必要
性を実感させることができる。
今年度までの流れ
2006年3月に担当者がマレーシア・サバ州（ボルネオ島）を訪問し、国立サバ大学に高校生の環境学
習を中心とした研修への協力を依頼し、第一回を2007年3月に実施することで合意した。
研究内容・方法
4月：生徒に企画を紹介
5月：参加者を公募（15名定員）
7月：蒜山研修の調査結果（テーマ：ヒノキの二酸化炭素吸収量の推定）を整理
2月から3月：サバ大学での英語によるプレゼンのための準備
※ 地域の特徴
ボルネオ島は、世界的な生物多様性ホットスポットの
１つであり、その貴重な自然環境を生かした学習が可能
である。サバ州の面積は、北海道よりやや小さい。多宗
教・多言語で、宗教はキリスト教・精霊信仰・イスラム
教・仏教・道教。言語はマレーシア語・英語・民族語。
森林面積は総面積の約 60％を占めている。世界で最も
複雑な生態系を持ち、2,500 種の植物の他、600 種の鳥
類、200 種の哺乳類、200 種の爬虫類および数千種の昆
虫類等が生息している。現地の気候は、平均最高気温は
32℃、平均最低気温は 24℃で、熱帯モンスーン圏だが
台風はあまりない。
※ 国立サバ大学
サバ大学は、1994 年にマレーシア国立大学として分離独立した２番目の国立大学。理工学部・経済
学部・社会科学部の３学部と熱帯生物保全研究所・海洋生物研究所など４つの研究所からなる。
実施内容
Day

Activity

Day 0

Afternoon

27 March 2007

•

Resource Person

Arrival in KK (1610, MH051)

Tuesday
Day 1

Morning

Prof. Datin Dr. Maryati

28 March 2007

•

Orientation/ Ice-breaking Session

Ms.

Wednesday

•

Site Visit BORNEENSIS etc

Kelvin

Patherine

Afternoon
•

Courtesy Visit to Maktab Nasional
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Ms. Alona

/

Mr.

Day 2

Morning

29 March 2007

•

Thursday

Biodiversity and Conservation Lectures
o

Plant Diversity

Dr. Idris / Dr. Monica

o

Animal Diversity

Dr. Henry

o

Insect Diversity

Dr. Homa / Dr. Nazirah

Afternoon
•

Natural History
o

Traditional Knowledge &

Prof Datin Dr. Maryati

Medicinal Plants
o

Nature Tourism

Mr. Robert

o

Oil Palm Industry

Mr. Zulazaman

Day 3

Morning

30 March 2007

•

Friday

Visit MRSM and Klias Peatswamp

Ms. Alona

Forest
Afternoon
•

Mr. Zulazman

Ditto

Day 4

Morning

31 March 2007

•

Lecture Morning

Mr. Robert

Saturday

•

Visit Mt. Kinabalu, Poring

Mr. Robert

Afternoon
•

Mr. Robert

Mt Kinabalu, Poring

Day 5

Morning

1 April 2007

•

Visit Tunku Abdul Rahman (Island)

Mr. Henry

Sunday
Afternoon
•

Ditto
Mr. Henry

Day 6

Morning

2 April 2007

•

Visit Sandakan (Sepilok)

Dr. Henry / Ms. Kalsum

Monday
Afternoon
•

Visit Sukau and overnight at Sukau

Mr.

Zulazman

/

Mr.

/

Mr.

Robert
Evening
•

Lecture (Environmental Education)

Day 7

Morning

3 April 2007

•

Fly to Osaka via KL from Sandakan

Tuesday

Dr. Idris
Ms.

Patherine

Kelvin
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【活動風景】

サバ大学での講義

現地の高校訪問

サバ大学での英語によるプレゼン

マングローブ林の観察

森林復旧作業体験

民家近くで発見したラフレシア

キャノピーウォーク

サバ大学のロバート先生の講義

ボルネオの海に集まる魚たち

検証・評価
【アンケート結果】
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【生徒の感想】
●

今までしたことがないような経験、今まで見たことのないような植物・動物に間近で触れること
ができ、とても楽しく感動の毎日でした。また英語でのプレゼンテーションなど貴重な体験ができ
とても勉強になりました。また文化の違いや世界で英語が使われているという実感と共に今以上に
英語力を上げたいと思いました。それから、物事をさまざまな視点から見ていくということを学び
ました。

●

私にとってこのボルネオ研修で経験したことは初めてのことばかりでした。珍しいものや初めて
見るものに、毎回驚き感動しました。レクチャーをすべて英語で聞くということに、はじめはとて
も不安でした。しかし、だんだん聞いていくうちに慣れていき、レクチャーの先生の話す内容に笑
って反応することもできるようになりました。現地の高校生と交流できたことや、ホステルの食堂
の人たちと仲良くなったこともとてもいい経験になりました。英語のうまさに驚きました。マレー
シアでは発音しないアルファベットがあることも知りました。同じ英語でもマレーシアの人たちと
私たちが使う英語は違い、少しびっくりしました。マレーシアと日本の文化が違って、最初は戸惑
いました。トイレや食べ物など困ることはたくさんありました。けど、困ったことがあったからこ
そ、充実した研修になったと思います。来年もぜひ参加したいです。

●

実際に大学の先生の講義（英語で）を受けることができたのは、とてもいい経験になったと思い
ます。その他の野外活動ではボルネオの雄大な自然を目の当たりにし、とても感動しました。現地
の方々の優しさにも触れることができ、充実した旅行だったと思います。

●

マレーシアという国はこの研修に参加するまで全く知らなかった。だから、トイレやシャワーの
こととか本当に驚いた。また、マレーシアの気温は沖縄ぐらいだと思っていたけど、予想以上の暑
さで、団扇や汗ふきシートを持っていけば良かったと少し後悔した。マレーシアの英語は最初のこ
ろ、聞き取りにくかった。Ｒの発音の時にすごく舌を巻くから、何を言っているのか分からなかっ
た。でも、マレーシアで過ごしていくうちに、少しずつ聞き取れるようになった。日本と同じよう
に第２言語の英語なのに、高校生たちがとてもきれいな英語をしゃべっているから、感心しました。
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私もあのように使えたらと思った。この研修で少し視野が広がったと思った。
●

行く前はどうなるのかすごく心配だったけど、マレーシアの人たちはすごく親切で、英語で挨拶
するだけでもうれしかったし、思っていたより聞き取りもできた。文化、宗教、環境の違いにとま
どうこともあったけど、世界の国について体験するいい機会になった。

●

マレーシアと日本の文化の違いに本当に驚いた。やはり、日本の常識が通じるのは日本だけなん
だと改めて実感した。また、日本では絶対体験することができないことがたくさんあり、とても充
実していたと思う。この研修旅行に参加できて本当に良かった。

●

最初は生活習慣の違いに戸惑ったけど、日本と他の国の違いやマレーシアの生活について知る良
い機会だったと思う。こんな充実した、地元に密着できる旅行はもうできないと思うので、今回参
加して本当に良かった。

●

とても楽しく充実した研修でした。生活様式の違いに最初は戸惑いましたが、最終的にはこうい
う文化もあるのだと受け入れることができました。講義は英語だったので半分ぐらいしか理解でき
なかったけれど、マングローブ林やキナバル山、サンダカンなど、自然と肌で触れあうことができ
たことも良い経験になりました。

●

本当にあらゆる面でいい経験になったと思います。もちろん、この研修でしか体験できないよう
な活動も良かったのですが、それだけでなく、英語でのコミュニケーションや食事・生活面でも日
本で味わえない貴重な体験ができました。自分たちで考え、行動する力や積極性も少しはついたの
ではないかと思います。本当にありがとうございました。

●

日本とまったく違う環境の中でたくさん苦労することもありましたが、すべて良い経験になりま
した。自分がもっとしっかり英語を勉強していたら、この研修はもっと充実したものになっていた
だろうと思います。これから１年英語をもっとがんばって、次の研修にも参加できたらいいと思い
ます。

●

はじめから全てが新鮮でよい講師の先生に恵まれて、とても充実した研修でした。英語でのレク
チャーは慣れていませんでしたが、分かりやすく話してくださり、とても大切なことばかりを教わ
ることができました。活動では大学の先生や施設の方がいつも近くにいてくださったので、疑問に
思ったことを尋ねたり、現地の知識を教われたのが良かったです。生活面では現地の方々と近い生
活をすることで文化の違いを学び、理解を深めることができました。マレーシアの方々の環境保護
に対して積極的な姿勢や活動も至る所で見ることができて感動しました。

【保護者の感想】
○

２回目の海外研修で今回の方が日数が短かったのですが、英語を使うことが抵抗なくできたよう
に思いました。使える英語が実感できたように思いました。そのため海外へ行くことが身近になっ
たようです。開発された土地ではなかったことで、自分の日本での生活をあらためて見直すことが
できたようです。便利さや物の豊富さだけが幸せではなく、色々な人（現地の方、添乗員の方、後
輩、先生）との交流やつながり、心遣いのありがたさを感じることができたと思います。

○

とても良かったと思います。英語を使うことも中３で行ったニュージーランドのホームスティよ
り、慣れて自然にできたように感じました。ニュージーランドよりも開発されていなくて、現地の
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文化をしっかり体験できたように思います。トイレ、シャワー、食事と慣れないことばかりで大変
な経験だったようですが、それもとてもよかったです。不便な生活の中にも、バスの運転手さんの
優しさや現地の人たちの親切に触れ、気持ちは充実していたようでした。動植物についても色々と
話しがはずみ、写真を見ても話を聞いても充実した研修だったように感じました。
○

高校生の多感な時期に、いろんな体験ができることはとてもよいことだと思います。今後の自分
の進路などに、影響を与えられる意味でも、参加させてよかったと思います。

○

環境を無視しては生活（仕事も含めて）できないこれからの時代に、体験して感じている様々な
ことを生かして欲しいと思います。家庭ではなかなか難しいこともあるので、学校活動の中で友達
や先生方、また現地の同年代の子どもたちと接することができるプログラムは貴重だと思います。
ありがとうございます。

○

ボルネオ研修、大変お世話になりました。研修企画をお聞きしていた頃から、保護者として参加
させたい内容だと思っておりました。本人もとても興味を持ち、楽しみに申し込みました。そして、
他の海外研修では経験できないような感動体験を数多く経験してきたことを（娘の帰ってからの話
しを聞き）、大変貴重な研修であったと嬉しく思いました。本当に期待通りで、参加させてよかっ
たと心から思っております。

○

普段の旅行ではできない自然や動物にふれ、現地の人たちの生活や優しさを体験することのでき
る、とても有意義な研修旅行と思いました。色々なことを見て聞いて、人間として成長した旅だっ
たように思います。お世話になりました。

○

日本ではふれることのできないような大自然を、直接目で見てふれることができ、また、現地の
大学で生の英語を学習したり、地元の高校生との交流を深められたことは貴重な経験になったと思
います。これを機会にもっと積極的にいろんなことにチャレンジし、好奇心を持ち続けて欲しいと
思います。

○

マレーシアがどんなところか、また滞在するところがどんな様子か、全く初体験で随分驚いたよ
うでした。（日本では）トイレの水が流れること、コックをひねれば当たり前のようにお湯が出る
こと、色々と感じたようでした。ただ、頼もしく感じたのは、そういう不便さも楽しんでいた様子
が感じられたことです。食べ物については研修の間中、苦労したらしく、帰国して体調がなかなか
回復できませんでした。環境の違う日本へ志を持って来られ、日本を学んでくれる外国の方もいら
っしゃいます。そういう方たちへも今までとは違う感じ方をしてくれると期待しています。

○

海外において異文化にふれることができたと強く感じました。中学のニュージーランドでは感じ
なかったこと、例えば宗教によって生活が違うことが実感できたようでした。娘は左利きなので苦
労したようでした。

○

英語力の違い（第２外国語として）に驚き、より英語力を付けなくてはと、帰ってから力説して
います。良い刺激になったようです。また、英語でのプレゼンテーションの機会をいただき、貴重
な経験をさせていただけたことを本人も大変喜んでいます。親としても、先生に感謝の気持ちでい
っぱいです。

○

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
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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。
○

帰国したとき、一回り大きくなったように感じられるほど成長し、良い経験ができたと思います。
ただ今回は学校としても初めての研修旅行で資料も少なかったので、旅行社から保護者向けの説明
会を行って頂ければさらに安心できたと思います。また生徒にも事前学習を何度か行った方がより
理解が深まり、有意義な研修になったのではないでしょうか。

○

本人は是非来年も参加して、英語力をそれまでにもっと身につけていくぞと、勉学に前向きにな
ってきたように感じられます。

○

研修でのセミナーや野外での研修すべて英語での説明にかかわらず、通訳なしで生徒たちが理解
し、外国の生徒たちとも同様に英語でコミュニケーションをとっている様子に、英語教育の大切さ
を感じるとともに、学校の英語教育の完成度に驚いています。

【考察】
生徒が困惑したのは、宿舎となる”ホステル”であった。ホステルは、国立競技場（サッカースタ
ジアムなど）に附設された宿泊施設で、滞在中、サッカー大会の開催で多くの選手が滞在していた。
“ホステル”は、大学が手配してくださったが、基本的には地元の人たちのための施設であり、国外
からの観光客のための施設ではない。日本では、北海道から沖縄までホテルにウォシュレットとエア
コンが完備されているのが当たり前だが、現地の“ホステル”は、①トイレの様式がまったく違う（紙
で拭かないで、水で洗う）。②冷水のシャワーしかない（風呂がない）。③食事はバイキング形式だが、
全体的に香辛料がきつい料理が多い。④エアコンがなく、天井の大きなファンを使って暑さをしのぐ
しかない（3 月でも昼間の気温 32℃）。といった内容で、マレーシアの文化そのままの設備であった。
部屋（4 人一部屋）の使い方の説明を受けた後の生徒は、生活習慣があまりにも違うことに、ショッ
クを受けていたようだった。しかしながら、このマレーシアでの不自由過ぎる生活で始まった研修が
“本当の国際交流”を肌身で感じ取ることのできる貴重な体験を与えてくれたと実感している。
【今後の展望】
今回は、SSHの課題研究（生物分野）の発表・大学での授業・自然観察が中心であるが、現地での
継続的な生物調査や高校との交流などを取り入れる方向で段階的に充実させていきたい。
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２．沖縄研修旅行
仮説
日常的な生活の中で自然に触れることが少なくなっているのが現状で、特に女子の自然体験は少な
いと考えられる。雄大な自然との触れ合いと専門家による観察の指導によって自然への科学的理解の
芽が育つと考えられる。また、実習や宿泊を伴う共同生活で、リーダーシップや協調性も育つと考え
られる。
今年度までの流れ
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、学年の生徒全員が同じ場所
に行き、内容は、教会でのミサ、名所旧跡の見学、山登りであった。「学習の動機付け」になるよう
な研修ということで、「複数のコースから生徒が選んで参加する」スタイルに 1999 年度から変更し
た。沖縄本島内で、「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、1999
年、2000 年度の内容は生徒にも好評で、2001 年度も実施する予定であったが、アメリカのテロ事件
の影響で急遽中止になってしまった。それ以後、行き先を 2001 年度は東京、2002 年度は北海道にし
たが、復活要望もあり、2003 年度から北海道 2 コース（「北海道歴史文化コース」、「北海道自然環
境コース」）と並行して、再び沖縄 2 コースを復活した。2003 年度からは、「沖縄自然環境コース」
は、西表島での自然体験に重点をおいたものに変更した。そして、さらに 2006 年度の生命科学コー
スの設定に伴って、生命科学コース全員を対象とした研修旅行として、内容を更新している。
研究内容・方法
【日程】
日

行程

実施協力者

１日目

（岡山空港→沖縄本島→石垣島→西表島）

10 月３日

•

実習：珊瑚礁の観察(川平湾)

水曜日

•

講義：「コウモリの研究」（沖縄国際大学・金城和三） 金城和三
（沖縄国際大学）

２日目

（西表島→沖縄本島）

10 月４日

•

実習：マングローブ林の観察

木曜日

•

実習：亜熱帯の森林の観察（ピナイサーラ滝の周辺） （村田自然塾）

•

講義：「イリオモテヤマネコの保護」

村田行

（野生生物保護センター）
３日目

（沖縄本島）

10 月５日

•

講義：「サンゴの研究」（琉球大学・中野義勝）

中野義勝

金曜日

•

見学：実験及び飼育施設の見学（瀬底島）

（琉球大学）

•

実習：海岸の生物観察（瀬底島）

•

見学：海に棲む生物の観察（美ら海水族館）

４日目

（沖縄本島→岡山空港）

10 月６日

•

見学：動物の観察（沖縄こどもの国）

金城和三

土曜日

•

講義：沖縄の動物たち（飼育員 2 名）

（沖縄国際大学）

•

実習：保護された動物との触れ合い体験

職員
（沖縄こどもの国）

（沖縄こどもの国）
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【活動風景】

ナイトハイク（西表島）

カヤックで自然観察（西表島）

山道で出会ったヨナクニサン

珊瑚礁の観察(瀬底島)

魚の養殖場の見学(瀬底島)

講義：「サンゴの研究」

講義：「沖縄の動物たち」

保護された動物との触れ合い

オオコウモリとカンムリワシの見学

【生徒の感想】
● 金城和三（沖縄国際大学）先生の講演
勉強になった点は、お話された内容ではないのですが、金城先生の人柄の良さです。私達がなるべ
く理解できるようにと、とても分かりやすく、そして丁寧にお話して下さり、研究者としてだけでな
く人としても、ぜひ見習いたいと思いました。進路や将来についての点では、もし研究者になれれば、
他人と上手に関係を作りたいです。そして出来る限り他の人の役に立てるような研究者になりたいで
す。「類は友を呼ぶ」という言葉のとおり、良い人のところには自然と素晴らしい方々が集まります。
それにより、より良い研究を行うことも可能になると思いました。
● 自然観察（村田自然塾）の実習
今日はとても楽しい体験が沢山出来ました。カヤックは事前学習などで見ていると簡単そうだった
けど、実際やってみると意外と難しかったです。まず、乗るところから引っ繰り返りそうになって慌
てました。やっと乗り込むことが出来ても、オールの使い方になかなか慣れず、何度もぶつけてしま
ったり、同じ方向に回せなかったりと大変でした。少し扱えるようになると周りの景色を見る余裕も
出てきて、マングローブ林や水辺の植物を観察できました。先輩方のプレゼンテーションで見た通り
でした。
カヤックを降りてから滝壺へ行くまでは山道が急で、滑りそうになったりして危なかったです。途
中で植物の説明をしていただいたり、キノボリトカゲを捕まえたりしました。サキシマスオウノキの
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板根を実際に触ったり、その実を一人ずつもらったり出来たので、嬉しかったです。滝壺に着いてか
なり長い間待っていたけど、誰も来なかったので先に入ってしまいました。冷たい感覚でしたが、慣
れてくるとあまり気になりませんでした。登ってくる間に汗をかいて暑くなっていたので、落ちてく
る滝の水がかかってとても気持ちよかったです。
ピナイサーラの滝も下から見上げるととても大きくて驚きました。やはり写真や映像で見るより実
際に見た方が良いなあと思いました。水が一つ一つ落ちてくるようで、空中で霧になっていく様子も
見ることが出来、感動しました。すぐ下にいると細かい水が自分に吸い込まれていくような気になれ
ました。浅いところにいるハゼの一種や海老なども見ることができました。
● 中野義勝（琉球大学）先生の講演
琉球大学での講義は、珊瑚礁と環境問題についてでした。珊瑚礁一つについて考えたり、知ろうと
するには、地質学、地理学、生物学、人類学、歴史学、経済学など色々なことを知ってやっと分かる
ことなのだと思いました。
珊瑚礁は中世代から炭酸カルシウムを利用して生きてきた生物であることや、有性生殖・無性生殖
のどちらも可能で、切り分けても増やせることや、刺胞動物であること、肛門がないため老廃物は口
から出すこと、中胚葉がないこと等を初めて知りました。また、金城先生から教わった褐虫藻のこと
をより詳しく聞くことができたので、良かったです。珊瑚礁はただきれいな海に生息する貴重な生物
であるというイメージがあったので、石灰岩になるとか褐虫藻の話を聞いて、奥深さや生命のつくり
に神秘を感じられました。
石垣島でグラスボートに乗ったときは、珊瑚礁はただすごく綺麗だとしか思わなかったけど、生物
にとってオアシスとなっていると改めて思いました。地理の授業で今ちょうど海岸とかの地形につい
てしているので、海岸段丘や環礁など浅い場所というのは少なくて貴重なので、これ以上埋め立てや
護岸工事を続けるのであれば、絶対に珊瑚礁を守ることは出来ないと思いました。講演の話にもあっ
た、国際珊瑚礁年 2008 を機にもっと観光都市ではない保護していくべき場所としての沖縄にしてい
くべきだと思います。
● 飼育員（沖縄こどもの国）の講演
勉強になった点は、今まで動物園は動物たちを見て楽しむものだとばかり思っていましたが、野生
生物などを保護することが多いので、動物保護の視点で動物を研究する役割もある場所だということ
です。将来の役に立った点は、やはり自分の好きなことを仕事にすることの大切さです。二人の指導
員さん共にとても親切に質問に答えて下さいました。一番心苦しかったことは、交通事故によって怪
我をしたり亡くなったりする動物が後を絶たないということです。人間が行っている開発などのせい
で森林が破壊されてえさが減り、道路で亡くなっている他の動物を食べるため道路に出て、車に引か
れることもあるそうです。また、私の腕に乗せてもらったハヤブサの仲間の鳥 は、飛行機にぶつかっ
て飛べなくなったと聞きました。この鳥はハトが飛行機にぶつかると危ないのでハトを追い払うため
に使われたり、飛行機の窓ガラスに映る木々を本物と間違えてぶつかったりすることもあるそうです。
これらの話を聞き何とも言えない複雑な心境になりました。人間が豊かに暮らすために、動物たちが
犠牲に なっています。しかし、そんな傷ついた動物たちを助けられるものは人間しかいません。だか
らこそ、こどもの国の先生方には頑張っていただきたいです。今の私に出来ることはないに等しいで
すが、動物たちの置かれている現状を知ることで、いろいろ自分の中で考えることが出来てよかった
と思いました。
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検証・評価
【生徒へのアンケート結果】
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【保護者の意見】
○

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】
昨年のアンケートと同様、仮説通りの成果がでている。生徒にも親にも満足してもらえる内容にな
っている。3 泊 4 日の研修で過大評価とは思われるが、「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。
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３－１１

女性研究者の講演・講義

仮説
同じ女性の立場で、最前線の科学の研究者としての経験と機知に富んだ話を聴き、女性研究者のロ
ールモデルを示すことで、生徒自らの主体的な進路選択と、女性として生きていく自信をもつ助けと
なる。
今年度までの流れ
昨年度は、本校 SSH 事業中間報告会と岡山理科大学の「女子中高生理系進路選択支援事業」の一
環として開催された講演会にそれぞれ女性科学者が講師として招かれ、それに生徒が参加した。今年
度も、岡山理科大学が女子中高生の理系進路選択支援の一環として女性科学者の講演会を開催するの
でそれに参加し、本校 SSH 事業中間報告会においても女性科学者を招いて講演をお願いすることに
した。
研究内容・方法
次の２つの講演を生徒に聴かせた。
■岡山理科大学主催

女性科学者講演会および交流会

実施日時：平成 19 年 11 月 17 日（土）講演会 14:00〜16:00、交流会 16:00〜17:00
実施場所：岡山県岡山市理大町１－１

岡山理科大学

講演者

：坂東昌子先生（愛知大学教授、物理学会キャリア支援センター長、前日本物理学会長）

演

：「科学の心で夢を実現しよう」

題

■清心女子高等学校

平成 19 年度 SSH 中間報告会（講演）

実施日時：平成 19 年 11 月 24 日（土）15:00〜16:00
実施場所：岡山県岡山市伊福町２－１６－９

ノートルダム清心女子大学

講演者

：宇野賀津子先生（ルイ・パストゥール医学研究センター）

演

：「理系の女の生き方ガイド」

題

検証・評価
坂東先生の講演についてのアンケートでは、感想として内容を理解した上で書かれたと思われるも
のがほとんどを占めていることから、生徒にとって聴きやすい内容であったことがわかる。文章記述
アンケートのキーワード分析結果は次のようになった。
回答文中のキーワード出現頻度（回答文の全体数に対するキーワードの出現回数の割合）
キーワードの分類

出現割合

「物理や科学に興味をもった」ことを意味するもの

33%

「女性が研究（仕事）をする」ことに肯定的なもの

58%

キーワードとして「案外物理は身近」などの「物理や科学に興味をもった」ことを意味するものは
33%見られ、科学や物理学そのものへの興味も喚起していた。
また、「女性が研究（仕事）する」ことに肯定的な記述が 58%に見られ、生徒がロールモデルとし
て捉え、「自分もそうありたい」と考えた面があることがうかがえる。
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宇野先生の講演についてのアンケートの結果は次のようになった。
［質問内容］
Q1

興味深かった

Q2

内容は理解できた

Q3

学習意欲がわいてきた

Q4

自分の進路を考える上で参考になった

講演の内容については、理系進学を考える生徒達にとっては、興味深かったようである。データで
は「かなりあてはまる」と「ややあてはまる」を合わせると 80%弱だが、講演を聞いた生徒の中で理
系進学を考えている生徒も同程度の割合である。内容の理解に関しては、80%が理解できたようであ
り、高校生のレベルに合った、分かりやすい話だったと考えられる。講演が学習意欲につながったと
いう生徒も 70%程度おり、学習意欲を喚起させるスパイスとしての役目も果たしたと考えられる。
宇野先生の生き方については共感を覚えた生徒も多く、「人と人との関わり方について考えさせら
れる講演だった。『恩は返せるときに、若い人に返せば良い』という言葉が印象に残った。」「女性
科学者になる上では、参考になる講演だった。」などの意見が自由記述の欄に書かれていた。こうい
った意見からも、女性科学者の良いロールモデルとして生徒達には伝わったことがうかがえる。また、
「自分の中ではあまり興味深い内容ではなかったけれど、女性科学者という難しい道に進み、その中
で堂々と自分を主張し、やりたいことができている宇野先生を純粋に尊敬することができた。」と書
いている生徒もいたので、理系進学を考えていない生徒達にとっても、胸を打つような講演内容でよ
い影響を与えていた。
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