
平成１９年度 第３回運営指導委員会 

平成２０年３月１７日（月） 

清心女子高等学校第１会議室 

１．校長あいさつ 

 

２．委員長あいさつ 

 

３．課題研究指導者の報告 

 

   課題研究発表内容：「磁石と磁場」 

            「グリーンケミストリー」 

                       「開花と体内時計の関係」 

                       「有尾類の成長と繁殖についての研究」 

            「酵母の採取・分類とその働き」 

            「校内の樹木調査」 

 

４．課題研究についての講評 

（佐野委員）全体的に目的をはっきり出した方が良い。そうすれば結論もはっきりする。プレゼンテー

ションの際に，「何が面白いか」を表に出した方がいい。研究を生徒の自主性に任せているのは良いが，

声の大きさや字の大きさの指導は必要だ。プレゼンテーションの表紙に書くべきことは各グループで揃

えた方がよい。個別に言うと，磁石の研究のグループは目的がよくわからないので，知らない人にもわ

かるように発表した方がよい。化学のグループでは，イオン液体は常温で液体であるはずなのに，結果

は固体になっているのはなぜか。８０℃の設定は高すぎないか。花時計のグループについて，開花時刻

と閉花時刻の図をわかりやすくしたほうが良い。また花時計なのに葉っぱの開閉を扱うのは理由を説明

した方がいい。 

（治部副委員長）専門家ばかりが聞くわけではないので，プレゼンテーションにストーリーを入れると

よい。そして楽しさが表れるように発表すべきで、原稿を読むことは避けて欲しい。グリーンケミスト

リーについては，環境が今重要なテーマになっているので、「これを利用すると、こんないいことがあ

る」ということに繋がればいい。実験に取り組む時間を増やす方策として，ポスドクを入れて教員の補

助をしていただくというのもある。 

（富岡委員長）内容はかなり高度になっている。これが問題なのでこれをしたというように，論理的に

話を進めていったのはよい。生徒はかなり主体性が出てきている。指導教員と相談しながらやっている

のが感じられた。「テーマを与えたのは教師だが，実際に発展させたのが生徒であった」と持っていけ

ば生徒の意欲に繋がる。プレゼンテーションは素人にもわかることが大切だ。コミュニケーションはま

ず“共通認識”を作って，相手をそのレベルまで引き上げてから，やり取りして進んでいくものだ。少

し工夫すれば非常に興味深く聞いてもらえるテーマになると思う。 

（秦野副委員長）各テーマの目的を生徒達自身が見つけて語ることでプレゼンテーションにストーリー

ができる。これをやったらどこに発展するかを語れるようにすると良い。ストーリーはサイエンスだか

ら，やってみた結果からあることが言えて，また別の実験で否定されたら，それはそれでも良い。それ

もサイエンスだ。それを色々やる中で良いモノを自主的に見つけていけばよい。今日私の到着が遅れて

見ていない部分の研究は，配付資料から察するに，テーマの中で扱う内容が多すぎると思う。特にサン

ショウウオやイモリはそれが言える。対外的に発表するならばもっと絞り込んで，中学生でもわかるよ

うなストーリーにすれば良くなるのではないか。細かいことだが，１日でサンショウウオの個体数が一

気に減っているところがあるがこの前後で何が起こるのかが，すごいモデルになると思う。彼女達の方
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が明らかに頭が柔らかい。生徒の発想を大切にしてもいいのではないか。それと，ここ清心から福山大

学との距離が結構離れている。生徒が一生懸命やっているだけに，まめに助言をしてあげられないのは

歯痒い（特に課題研究へのアドバイスなどの上で）。また色々な発表会で賞をとっていることは素晴ら

しいことだ。発表会に参加するごとに度胸はついてくる。でも，参加したら何か賞をもらえる，と甘く

考えないようにして欲しい。 

（田崎委員）前回からすごく進歩したと感じた。生徒が興味を持ってやっているのがわかる。プレゼン

テーションでは実物を持ってきて見せたらどうかと思う。花とか試験管とか見せてもらったら，もっと

イメージが湧いてきたと思う。磁石のグループは最初に磁石が平面的に並んでいるのを見せてから，分

かりやすくするために横一列に並べた，と導入にすればよかったと思う。トナー，使い捨てカイロを使

ってやる，それが身近で大事である。ピップエレキバンも磁石なので，それにも繋げてみたら良かった

だろう。動機が面白いと思う。それが将来的にどういう方向に行くのか，夢や希望が出てくる。原理原

則を極めるのもいいが，もっと身近なことに目を向けることが高校生の面白さではないか。イオン液体

について，室温と５０℃に大きなギャップがあると思う。室温は２５℃というが，夏は３０℃，４０℃

になるのではないか。そこで何が起きるかというのも面白い。高校生にとって身近さが大切だ。花時計

については清心女子高校らしくて良いと思う。これを発展させるとバイオ電池に繋がる可能性を感じる。

葉っぱの開閉に電気が起こるが，それがクリーンエネルギーに結び付いたら，今の世の中にあったもの

になる。また，花酵母も清心らしくてよい。「なでしこ班」というグループ名も夢があるのではないか。

色が違うことは何かが違う。それを扱うのは難しいだろうか。六番目のマツの研究について，これも面

白いが，黒い粒子は何なのだろうか。そこまで追究できたら一本論文が出来るほど良い研究だ。 

（菊永委員）清心が SSHで何を具体的に目指すか見直す時期だ。研究レベルは非常に高いと思うし，も

う大学生レベルだと私は感じる。しかし，これをさらに高めることよりも，ワクワク，ウキウキといっ

た初めて行う実験に感動することを大切にしたほうが良い。そのようなことは研究のレベルよりも大切

になってくるのではないか。 

（益田委員）発表を聞いていた生徒の質問で「植物はどこで光を感じているか」という質問があった。

あれはすばらしい 質問だと思う。というのは，「なぜだろう」と考えることが第一歩であり最近の生

徒や学生にはそのあたりが欠けている。 またテーマを後輩が引き継ぐ形を取ると，引き継ぎが重要な

課題になってくる。引き継ぐ後輩が どのように感じているかとういこと聞きながら進めていくことが

必要だ。植物班のクロマツ，アカマツ，アイグロマツをよく見極めてデータを取る必要がある。 様々

な程度の雑種が 入っていなければよいが，そこのところは注意が必要だ。 

（渡邊教諭）今日，実物を提示すればよかったが，外観でそれぞれはっきりした特徴があるので，雑種

ではないと考えられるが，ご指摘の点について気をつけたい。 

（西松委員）発表のイントロダクションが一番気になった。導入をわかりやすくして聴衆を惹きつける

工夫が必要である。運営指導委員の方々に課題研究としてやっていることをすべて発表するという意図

で行われたものと思われるが，ともすると散漫な発表になってしまう。焦点をしぼりストーリーを考え

る必要があるのではなかろうか。今年の夏に SSHの発表会があるが，その発表時間に合わせて構成を考

え練習してみたらどうか。話はさきほどの菊永先生と重なるが，一連の発表と質問を聴いていて，研究

には成果を上手にまとめて発表する能力と独創的な研究のタネを見つけ出す能力の２つが必要と改め

て気づかされた。「発表技術」を磨くことはもちろん大切であるが，研究のもととなるタネを見つけ出

す“独創性”も大事にしたい。着眼点の面白い質問をうまく課題研究の中に取り入れることができたら，

もっと面白そうに発表できるのではないかと思う。 

（秋山教諭）発表時間は 15分だと思う。しかし今回は時間制限をせず，十分なストーリーを用意して，

いままでの研究の集大成として取り組みのすべてを発表してもらおうと考えた。また，１年目の野外活

動や大学の実習を紹介する形で生徒発表は楽しそうであったが，２年目になり，課題研究の発表では扱

う内容も高度になり，理解も困難なので，辛そうな発表になっているように感じている。楽しそうに演

出できないのが気になっている。やっている本人が楽しいと思わないと発表も上手くいかない。 
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（富岡委員長）自分たちで見つけたものと思えるようにもっていけばよい。先生に与えられたテーマで

はなく，自分が見つけたテーマになっているかどうかでその発表 の表情がかわると思う 。 

（菊永先生）「植物はどこで光を感じるのか」という質問があったが，生徒の素朴な疑問は大切である。

下手に大人が入らないで，生徒みんなで考えて結論を出そうとすることが SSHで求められている。 

（藤田教諭）課題研究すべてを自由にすると，なかなか難しい。生徒に自由に考えさせるととんでもな

いことを言い出す。データをとっていろいろ考えて，何かが言えるようになって，それを実際に発表し

て褒められた生徒が，さらに次に測定して発展させていくという流れがよいと考えている。何もないと

ころから始めるのは大変難しい。 

（菊永委員）ものには制限があるのでそれでよい。生徒がおもしろみを感じることが大切だ。 

（入江委員）生徒が楽しんでやることが一番大切である。生徒が楽しまないとそうはならない。それに

は先生方に余裕がいる。教員アンケートから清心の教員が，今後の SSH活動に協力する意向が見えるの

が良いと思う。生徒は意外にものを知らない。総合的な学力の育成が必要だ。学校設定科目の教育内容

の開発や教材と指導方法の開発を詳しく知りたい。 

（保江委員）サンショウウオの研究の発表者は全体像から細かいところまで把握して発表していたこと

に感心した。高校生でよくここまで研究できたと感心する。ストーリー，質疑への応答など高校生離れ

している。発表の仕方など非常に良かった。成果という点では，在学中に何か結果を出すと思わなくて

も，高校を卒業した後，先々で専門分野についた時，何かの形で花を開くように SSHを進めていくとい

うのでよいのではないか。 

（秋山教諭）今後の予定としては，今年で本校は 3 年目を迎え、SSH 生徒発表会で口頭発表とポスター

発表をすることになっている。次年度の第１回運営指導委員会で助言していただきたいと考えている。 

（保江委員）学ぶは真似るから始めるのが原則なので，雰囲気を感じる場を設定してみてはどうか。高

校生には経験がないのでよく分からないだろう。試しに運営指導委員による模擬発表を生徒に見せるよ

うな機会をつくって、発表の仕方や質疑応答を見せてやれば、これから外での発表にも安心して、対応

できるのではないかと思う。 

  

※  2008年度第１回の運営指導委員会は、6月後半に行い、その時に 8月に、全国 SSH生徒発表会で参  

加する生徒のプレゼンに加え，運営指導委員 2名の先生によるプレゼンを実施することに決定した。 
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平成２０年度 第１回運営指導委員会 

平成２０年６月２２日（日） 

清心女子高等学校第１会議室 

 
１．校長あいさつ 
 
２．委員長あいさつ 
 
３．ＳＳＨ発表会にむけて 
秋山教諭：今年は SSH 事業を始めて３年目で、口頭発表とポスター発表の両方が義務ずけられている。

「サンショウウオについての研究」を口頭発表、「花時計（時間生物学）の研究」をポスター発表にし

たい。本日の先生方のアドバイスを参考にして、よりいいものに仕上げたい。この二つを選んだ理由は、

「サンショウウオの研究」は生物部の活動として約 20 年間の実績があり、すでにある程度の評価があ

ることと、口頭発表でこそインパクトが与えることができる内容であること。また、「花時計の研究」

は SSH 指定後に始めた内容であるが、ポスター発表で農芸化学会などの学会・研究発表会ですでに受

賞歴があることを評価して選んだ。 
また、秋に本校でおこなう SSH 成果発表会については、公開授業、記念講演、生徒課題研究の発表を

考えている。公開授業については１年目は、「デジタルカメラ」を使って物理的なレンズの性質を学ぶ

ことと、記録機器としての実習的な内容の両面を取り入れ授業を公開したが、今回は、「科学英語」と

「有尾類の教材としての利用」で新しい切り口を提供するような授業を公開したい。 
４年目の SSH 発表会については、3 年間すべて生物学分野の発表にしているので、物理学分野で発表

することを考えている。物理分野の課題研究もやっていることをアピールしたい。SSH 成果発表会は、

基本的に、生徒の課題研究の発表だけでなく、公開授業を取り入れた内容にしたいと思う。具体的な内

容については、今日の運営指導委員の先生方の意見を参考にさせていただこうと思う。 
西松委員：サンショウウオの発表について、性決定の実験結果だけがアカハライモリのデータになって

いるが、サンショウウオのものに代えるように実験してもらっている。専門用語を正確に使うように細

部を気をつける。あとは、全体として内容をどう絞るか、もっとインパクトをもたせるように削るとこ

ろは削って構成を考えたい。 
保江委員：前回の発表の時も感心したが、さらに良い発表になっている。また、応対が非常に出来てい

て感心した。十分入賞の可能性の範囲にあるのではないか。将来は、サンショウウオを使って無重量状

態で発生出来るのかどうか、と発展させると反響があるのではないか。 
富岡委員長：20 年間のサンショウウオの研究の蓄積があるから、内容が盛りだくさんになっている。一

つ一つやっていることに対して、何が問題で、何が明らかになり、何が分かっていないかが分かりにく

い。これを整理して再構成するとより良くなる。せっかく発表するのだから入賞を目指して頑張って欲

しい。 
益田委員：発表のタイトルは変えられないので、それを残すとして、両生類の減少は激しい。陸と水の

両方の条件がそろわないと生活できないが、生徒の説明に陸の方が大切ととれる箇所があり、少しずれ

ている感じがした。 
秋山教諭：生徒は生物部の代表という立場で話してもらっている。これまでの 20 年間の取り組みとし

てまとめようと考えている。今日の発表は、密度、餌、共食いなどの影響についてはデータがでたばか

りで、発表準備に１週間弱しかなかったので、生徒の頭の中でも整理しきれていない部分もあったと思

う。 
益田委員：性決定も繁殖のために研究しているのか？秋山先生のような説明があればストーリーがわか

るのだが。 
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富岡委員長：人工繁殖について、イントロの段階で、生息地・生息数が地図の中でデータ的に示される

とかなりよい説明になる。 
秋山教諭：生息数などのきちんとしたデータがないのが実情で、自分の調査範囲で、人為的な生息環境

の改変でサンショウウオが全滅したところが二カ所あることは確認している。両生類全体が激減してい

る。 
秦野副委員長：サンショウウオ自体が珍しい生き物で、それが減ったから調べる必要があるという入り

方ではなく、話のつかみの部分で、サンショウウオが減らないような環境とはどのようなものかといっ

たロマンを入れれば良いのではないか。 
入江委員：成果を言うとき、課題研究の賞はもちろんのことだが、清心女子高校の教育システムの開発

もあると思う。生徒はさっき会ったとき、ＳＳＨは楽しいと言っていたので安心した。生徒の発表は、

自分がどう予想を立てて、こういう研究をしたらこのようになった、と自分の口で言えるとよい。 
佐野委員：基本的な流れと大目標があり、その後にイントロが始まり、だんだん絞っていき、また最後

に広がって終わりという形態が多いのだが、学会発表にも最近、最初にインパクトを与えるタイプが多

くなっている。専門外の人が見ると何が新しいのかが分かって良いと思う。もう少し楽しさが表情に出

ると良い。 
秦野副委員長：小倉高校のように遺伝学に入ってしまうと危険になる。サンショウウオの発表は 20 年

の歴史を彼女が背負って話している感がある。あまりプレッシャーをかけない方が良い。途中の苦労や

それを解決するために「こうした」というのが入ったらよい。 
秋山教諭：今日発表した生徒には、日常的にサンショウウオに触れ、愛着をもって世話をし、研究して

きたストーリーを頭に入れて発表しなさいと指導している。サンショウウオへの強い思いを再確認する

ことで、自分自身の言葉として語れるようになると信じている。その姿を後輩に見せてやって欲しいと

考えている。 
秦野副委員長：1 年生から目を離してはいけない。教育システムとして完成させることは大切だ。 
秋山教諭：早い時期から下級生に研究内容を見せることも視野にいれている。全国発表会の口頭発表の

発表者は 2 年生（来年度 3 年生）だが、パソコン操作を 1 年生（来年度 2 年生）にしている。ポスター

発表は二人とも 1 年生にした。 
菊永委員：DVD で見た前年の発表は、高校生の視点で考えた発表という感じがする。その前のクマム

シもそうだった。オオイタサンショウウオは絶滅危惧種である。そのオオイタサンショウウオを増やそ

うとしていることを話したほうがよい。初めて見る人にとってデータ関連性がよく分かりにくいと思う。

繁殖と性決定とふ化についての関係が語られていない。考察がかけているような気がする。 
西松委員：性決定の話を削って、保護に特化することもできる。 
菊永委員：高校生のレベルとして取り組むことが大切だと思う。 
秋山教諭：サンショウウオの飼育下での幼生の個体数の変化を調べ、グラフ化するのは、高校生のレベ

ルの研究だと思います。 
藤田教諭：オスが多いことを強調することが大切ではないか。メスが多ければ何ら問題ではない。実際

はオスの方が多い。メスが早く判れば保護する。 
田崎委員：研究発表はタイトルと着地が必要だ。生物の多様性を守り、地元の環境を保全しよう。清心

は秋山先生の財産があり、担当者の転勤もなく、オリジナリティ・ユニークさは No.1 である。今回の

発表の終わりに温暖化などいらないのではないか。パワーポイントシートから不要なものを外した方が

いい。餌・共食い・性決定をテーマにしたらどうか。岡山の女子校でユニークさを出せばよい。賞はあ

とからついてくるだろう。賞は狙うものではない。 
 
４．次回の予定 
秋の研究成果発表会の後に第２回の運営指導委員会を開く。 
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平成２０年度 第２回運営指導委員会 

平成２０年１１月１日（土） 

清心女子高等学校第１会議室 

１．校長あいさつ 
 
２．委員長あいさつ 
 
３．ＳＳＨの今後の進め方について 
秋山教諭：今年は 3 年目で 5 年間指定のちょうど中間点の年であるとともに、指定された年に入学した

生徒が 3 年生になり、卒業するということで、一連の SSH 事業の集大成を示さなければならない。今

年の横浜での SSH 生徒研究発表会（全国大会）や今回の本校を会場に開催した SSH 成果発表会は一番

大きなイベントであったといえる。 
今回の SSH 成果発表会は、本校の取り組んでいる実際の状況を見ていただくということで、本校の会

場にした。これまで、最終的に課題研究の完成度を上げることにどのように結びつけるかということで

やってきたが、運営指導委員の先生方には「運営指導」だけに止まらず、生徒に講義や課題研究の指導

に直接か関与していただいた。生徒もぐんぐん伸びてきて、堂々と発表できるようになり、大変感謝し

ている。 
今後の進め方について、3 点考えている。第 1 に課題研究を中心に進める。やり方は今の研究室体制で

進めていく形を継承して進めていくが、今後は学会や研究会でのポスター発表に重点をおき、全国大会

ではポスター賞を目指していく。第 2 に 5 年間を終えたあとに何らかの教育的な成果を残すためにも、

カリキュラムなど教育力の充実、特に「科学英語」の授業研究を進めたい。本校はスピーチコンテスト

で長年成果をあげてきた伝統があるし、清心中学校には NELP という上級者に特化した英語を学習する

プログラムを実施している。高校も連携して、英語力を充実させるプログラムを試行し、それに関連し

た授業を SSH 成果発表会などで公開、情報発信しようと考えている。今年度、初めて SSH 成果発表会

で、高 1 対象の科学英語の公開授業をいれ、参加者も多く好評も得た。公立、私立の壁を取り除いてど

んどん観に来ていただき。成果を提供してきたい。第 3に清心中学校との接続をうまくやっていきたい。

実際に昨年度は中学で SPP を受けて野外実習など、生命科学コースの導入になる取り組みを取り入れ

てみたが、できることから始める姿勢でやっていきたい。 
益田委員：人工繁殖で放流した結果がどうなったか分かればすごい研究になる。チップを埋めるのは個

体が小さくて大変だろうから、足切りとか指切りとか何種類もつくったらできないか。 
秋山教諭：今から深山公園での取り組みについては、公園課の許可をもらって実施している。大型台風

の影響で、水辺が土砂で埋まってしまった場所を生徒と一緒に掘り起こして、繁殖地を復旧することを

継続している。放流個体がどうなったかについては、不明である。溜りなどの環境の再生によって、数

年前に産卵に来ていた成体が再来して、産卵する可能性もあると考えている。幼生の時期に指を切って

マーキングにしようとしても、指が再生すると思う。 
益田委員：発表では手足よりも四肢という言葉を使った方が良いと思う。 
秋山教諭：四肢で教えているが、手足がわかりやすいので使ったのだろう。 
益田委員：あと二酸化炭素吸収の発表で、人工林のほうが天然林よりも吸収量が少ないということにつ

いて、1 年間だけの結果を出しているその計算の仕方が分かりにくい。現時点での吸収量から今までの

生体量で判断しているのは少し違うかなと思う。時間生物学の赤い光と緑の光の部分の説明がもう少し

あればよかった。 
田中教諭：あれに関しては、今実験の途中のデータを出してしまったのでああいう形になった。確かに

葉緑体は赤とか青を吸収するが、今回緑を出したのは光の感じ方の違いを見ようとして、生徒と相談し

て実験を行った。 
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佐野委員：今までの研究で緑を感じるかどうかというのがあるのか。 
田中教諭：自分はやったことがないが、他の研究例と比較する必要がある。 
秦野副委員長：人工繁殖で放流することは危険性をばらまくことにならないか。病気をもったものを自

然界に出す心配がある。 
秋山教諭：放流しているのは深山公園内で、近隣のものを放流して、限定的な範囲で行っている。深山

公園の繁殖地の状況は放っておいて自然に回復するようなものではないし、公園管理課にも協力してい

ただいて進めている取り組みになっている。 
秦野副委員長：そのあたりの話を生徒に説明していればよいのではないか、環境教育として。 
入江委員：生徒がよく伸ばされている。他校では、ＳＳＨに時間をとられて普通コースの生徒と話す時

間が減るという。それもこなすと教員も大変だ。無理のないようにやって欲しい。普段の授業でも教え

込む授業に限らず、生徒の興味を引き出す授業をやってほしい。 
西松委員：全国大会で発表した生徒は大変良くやった。発表するたびにうまくなっており、今日の発表

はさらによくなっていた。その一方で、全国大会の発表にはならなかったが、他にも一生懸命やってい

る生徒が複数いる。そういう生徒達の中からいい研究が次々出てくるのではと思う。カタバミの発表は、

とても面白い研究になってきていると思う。 
佐野委員：今日の発表はレベルアップしていた。このままいくと大学生を越えてしまうのではないか。

大学へ入ってから拍子抜けしてしまうのではといらぬ心配をしてしまう（苦笑）。ただ発表に慣れすぎ

て相手を意識していないのではないか。たとえば今日、中学 1 年生の前でやることに工夫ができただろ

うか。いろいろな人を相手に発表するという経験は必要なので、今日の発表会のように様々な年齢の人

を対象とした発表の機会というのは良かったと思う。1 年生の樹木の発表では誤解を与える表現があっ

た。樹齢を全部とっているのは珍しく、外国でもあまりやっていないことなので、そのデータをもっと

生かしていくとよい。二酸化炭素の吸収量は樹齢によっても違うので、もう少し考察を広げていくと

色々とできることが分かってくるろう。全体的な SSH の目的として、すべての生徒一人ひとりが伝道

師として、「自分はしなかったけど、清心ではこんなことをやっているんだ！」と伝えられるような雰

囲気ができたら良いと思う。動画に対して生徒が強い反応を示したので自分でも参考にしたい。 
秦野副委員長：夏の発表では受賞できたが、今までミッションとしてやってきたものを、今度は教育に

どう反映していくかがこれからの課題だ。次は中高接続ならば、中学の段階でサイエンスにいかに興味

を持たせるかが大切である。今日発表しなかった生徒たちによる、小さな発表会を中学生向けにやって

はどうか。同じ研究グループの生徒が別のところで自分の言葉で伝えているという形で。今日、JST の

方が指摘していたことは納得できる。1 年目のプレゼンでそれぞれ「あれをした」「これをした」と言っ

ていたものが、今でもパターン化している。「なぜこうしようと思った」や「なぜこう考えた」が大切

だ。どうしても低学年は上の学年のやり方を真似ていくので、低学年に少し指導を入れて別のパターン

を作っていき、それらが両方ある中で次の学年がどっちをとるか考えるのも良いのではないか。今後は

どういう研究意識を育てていくかを本気になって考えないといけない。生徒はやらされているけど、面

白いからやっている。研究のストーリーをつくって、面白くなりそうだというイメージを持たせていく

のがよい。 
富岡委員長：研究開発課題に「女子校での教育モデルの構築」とある。課題研究はこの中心だろう。Ｓ

ＳＨが終わっても「サンショウウオ」は続けたらよい。英語の試み（科学英語）の話があったが、大学

でもそれを継続できるように高大連携が必要になってくる。今回の講義でも発生学の単語がいろいろ出

てきた。英語のブラッシュアップのためには、アメリカの高校の理科の教科書を利用してはどうか。 
秋山教諭：アメリカの教科書につては、サンプルは持っている。それをもとに、まずは「発生」のとこ

ろだけ英語版を作ってみようと計画している。そのことも頭にあって、科学英語の公開授業を設定した

ということもある。来年度のこの時期までに、英語版ができていれば、発生の授業に科学英語を本格的

に導入できる。そうして今回のように外国人の講演を聴くとさらに効果が増すと考えられる。 
益田委員：昨日の科学英語は大変良かったと思う。臓器移植について、最初に term を出しておいて進
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めていてよかった。 
秋山教諭：英語と生物がリンクして進めていけたらよいと思う。 
富岡委員長：今日の発表会で JST の方に生徒が質問しない点を指摘された。日本人の気質があると思う

が、1 人か 2 人でも質問すると、では自分もしようかというのが出るかもしれない。最初に質問する生

徒を何名かあらかじめ指定しておくのもよいと思う。質問シートを持たせておくというやり方もある。 
西松委員：あまり目立ちたくないという性格的なものもあるかもしれない。改善するとしたら、一番見

えやすいところを来賓の座席にしているが、生徒を一番前にするというのもあるのではないか。周囲を

気にせず質問できるようになるかもしれない。 
秋山教諭：積極性を高めるためには、そのもととなる科学に対するモチベーションを向上させる必要が

ある。全国大会での受賞もあり、この 3 年間で清心のモチベーションの上昇を示す数値的データがある

かと問われたが、現段階ではすぐに示せるデータはなかった。モチベーションの変化を検証する方法に

ついての具体的な情報が欲しい。 
西松委員：自分の知人のお嬢さんは清心の非 SSH の文系の生徒だったが、卒業してから化学の方に進

んでいったそうだ。直接関係なくても、母校の SSH の取り組みが卒業した生徒の進路にも影響してい

るのではないだろうか。 
秦野副委員長：評価委員会のようなものはないのか。我々は「運営指導」だから違う。 
益田委員：評価委員会を作れとは言われていないか。 
山内教頭：全国的に作る方向で話がでているようだが、義務化はされていない。 
西松委員：外部評価の一つは保護者の声だろう。自分の子供を清心へ行かせたいと思うかどうか。 
秋山教諭：今年度、文化祭で SSH 事業を説明する場を準備したが，保護者はほとんど集まりませんで

した。文化祭の場を借りて、SSH 事業や女子の理系進学支援について理解を求めようとしたが、模擬店

やステージなど楽しい方にいってしまっていたのが実情でした。受験生の増加が生命科学コースの評価

につながるといっても、岡山県の私学の受験生の推移は、受験料が無料、入学試験の得点が高いと授業

料が無料、医学部に合格したら、大学の授業料支払う、などのサービスがあるかどうかで変化している

と感じている。今年の全国大会の受賞でマスコミに取り上げられましたが、受験者数に影響与えるどう

かはわかりません。しかしながら、誠実に女子の理系進学支援を目指して、教育内容、教育環境を整備

して、なんとか保護者の教育問題への関心を高め、SSH 事業の理解者になってもらえるように頑張りた

いと思う。 
入江委員：SELHi をやっていた時、同様に成果を数値データにするよう求められた。テストで測った

りもしたが、生徒・保護者のアンケートをあわせてまとめた。 
秦野副委員長：例えば指導要領をはるかに超えた問題が解けたとする。特定の分野だけでも。それを報

告するとか。 
秋山教諭：生命科学コースのカリキュラムの一つの悩みがある。物理Ⅱを設定していないことだ。早稲

田、慶応の推薦枠が 1 人ずつあるが、出願条件に物理Ⅰ・Ⅱの履修が必修になっている。生命科学コー

スは物理Ⅱが無いので誰も進学できない。理系は物理・化学が中心なのだろうか。 
秦野副委員長：1 学年 200 人くらいの平均的な学校で、生物で理系の受験をするのはめったにいないの

ではないか。かつての「物理離れ」の時期を除けば。それが増えれば、評価につながるのか。 
秋山教諭：本校は女子校で、もともと理系でも物理選択者が極端に少なかったという経緯がある。 
佐野委員：評価のことだが、一番近いところの評価が大切である。生徒が自分で自分をどう評価してい

るか。親が子供の変化をどう評価しているか。また小学校や中学校の先生に何らかのアプローチをする

ことによって清心を意識させることもできる。そうした戦略を考えてはどうか。 
 
４．第 3 回運営指導委員会について 
3 月後半頃、今年度の評価をまとめて報告する。 
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清心女子高等学校　生物部の歩み

秋山　繁治*・田中　福人

本校は創立120周年を迎えたカトリック系の併設型中

高一貫の女子校です．岡山駅からの下り新幹線車中，南向

きの車窓から小高い丘の上にある白い校舎を見つけるこ

とができます．倉敷市内にありますが，通学範囲は広く，

生徒の79.6％がバスや電車などの交通機関を使って通学

し，8.3％が寄宿舎で生活しています．普通科の中に文理

コース（高校二年生で文系・理系への進学を選択）と生命

科学コース（入学時から生命科学分野への進学に特化）を

設定しています．進路は，4年制大学が78％，短期大学が

8％で，専修学校を含めて99％が進学しています．

生物部の歴史は，1984年に生物同好会（1997年に部

に昇格）として始まったので，今年でちょうど25年目を

迎えたことになります．最初は，理科の授業で使う設備

を利用して，生徒各々が自分で見つけたテーマを研究し

ていく程度に留まっており，部の特徴となるような継続

した取り組みがないという悩みがありましたが，1989年

に体育の教師が偶然持ち込んだカスミサンショウウオの

卵を産卵するまで飼育した成果が地元の新聞に掲載され

たことがきっかけになり，有尾類の飼育と繁殖が中心

テーマになりました．さらに，2006年に文部科学省から

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を受け，

クリーンベンチやオートクレーブなどの実験機材を整備

できたのをきっかけに，SSHの生物分野の研究を中心的

に進める部として再出発しました．昨年度からは3つの

グループに分かれて研究に取り組んでいます．

（1）生物工学グループ

高等学校の教科書では，酵母は無性生殖を行い出芽に

より増殖する生物の例として取りあげられていますが，

自然界に存在する多くの酵母はすべて無性的に増殖する

ものなのか，なかには有性生殖を行うものもいるのか，

出芽ではなく分裂によって増殖する酵母はいないのか，

という生徒の疑問が始まりです．酵母はアルコール発酵

を行うとされていますが，野生の酵母はすべてアルコー

ル発酵を行うのか，アルコール以外にどのような物質を

作っているのか，そのなかには私たちの生活に有用なも

のは含まれるのかなど，酵母についての疑問点を解決す

べく，“花酵母”に関する研究を開始しました．また，花

をつける植物は蜜を求めにやってくる昆虫によってその

繁殖が助けられていますが，花の蜜は酵母の増殖にも役

だっているのです．蜜の近くで生息している酵母は，花

粉と同じように昆虫に付着して別の花へと運ばれ，そこ

で新たに増殖するわけですから， 同じ酵母がいろいろな

花に分布していることが予想されます．花の種類とそれ

に生息する酵母の種類の相関を分析することによって，

生態系への理解が深まるのではないかと考えています．

現在，花酵母の取得と分類に取り組んでいます．日常

的には学校内（それ以外に，鳥取大学蒜山演習林での野

外実習や西表島研修のとき）で開花している花の蜜に近

い部分から酵母を採取し，純粋分離し，①光学顕微鏡観

察による形態学的な分類，②リボソームDNAをコード

するDNAの塩基配列や電気泳動核型をもとにした分子

遺伝学的分類，③発酵能力の確認などを行い，約30種の

分離酵母の同定実験を行っています．将来は，④花の種

と酵母の種との相関の解析，⑤分離酵母の胞子形成能の

確認，⑥性を持つ酵母菌株の検索，⑦人間生活に有用な

菌株の発見，などの研究を進めていく予定です .

（2）時間生物学グループ

動物，植物，菌類，藻類など，ほとんどの生物は昼夜

のサイクルに合わせて時を刻んでいます．人間が朝起き，

昼間働いて，夜は眠るという生活リズムを持つのはその

ためです．時間と植物の生理的な現象の関係についての

研究で有名なものに250年以上前にカール・フォン・リ

ンネが作った“花時計”があります．しかしながら，現在

でも開花時刻を正確にまとめてつくられた花時計は少な

いので，周辺に多様な野草が生息しているという自然豊

野生酵母を分類 開花サイクルの記録 サンショウウオの飼育

（2）

* 著者紹介　清心中学校・清心女子高等学校（教諭） E-mail: akiyama@nd-seishin.ac.jp
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かな本校の環境を生かして，身近な植物を扱ったオリジ

ナルな花時計をつくろうということで研究を始めました．

現在，開花時刻が何によって左右されているのか，開

花が体内時計によって行われているのかを調べていま

す．たとえば，ムラサキカタバミやタンポポでは，昼間

は花を開き，夜間は閉じる現象がみられますが，そのリ

ズムが体内時計によって制御されているかどうかは，生

物を昼夜サイクルのない恒常条件にした場合との違いを

比較することによって証明できます．さらに，植物のも

つ体内時計による花の開閉リズムと葉の就眠運動リズム

との関係性の解析にも着手しています．

（3）発生生物学グループ

サンショウウオ科を含む両生類は，近年その数が激減

しています．その原因は，大規模な土地開発による生息

地の消失，それにともなう汚水の流入などの環境悪化，

水田の乾燥化，ペットとしての捕獲，外来生物の影響な

どがあります．本校では，1989年から岡山市内のカスミ

サンショウウオの生息地で，個体数が激減している地域

の卵嚢を持ち帰り，卵から幼生上陸直前まで飼育し，放

流する活動を行うとともに，飼育下での繁殖にも取り組

んできた歴史があります．今までにカスミサンショウウ

オ・オオイタサンショウウオの2種で飼育下の繁殖に成

功しています．

現在，オオイタサンショウウオとカスミサンショウウ

オを用いて，人工受精の方法の確立と孵化後の幼生の良

好な飼育条件を見つけることを目指しています．具体的

には，人工受精については，受精後の正常発生率を上げ

ることや，卵や精子の受精能力の保持期間を延ばすこと

を，そして，幼生の飼育については，飼育密度，餌，共

食いの影響などを調べて好ましい条件を見つけることを

研究しています .

これらのテーマについては，（1）は福山大学生物工学

部，（2）は岡山大学理学部，（3）は山口大学理学部・川

崎医科大学医学部の先生方を中心に助言や実験の指導を

していただいて進めています．高校の部活動に，それぞ

れのテーマの専門家と相談しながら研究を進めていく，

大学の雰囲気を作り出すことを目指しています．高校の

勉強は，大学受験のためだけになりがちですが，部活動

が大学の研究への接点となって，若い世代の研究者を育

てることにつながっていけばよいのではないかと考えて

います．

本校のSSHの研究課題は「“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」ですが，120年以上の歴

史があり，旧来の女子教育の呪縛から逃れにくい学校が

先進的に女子の理系への進学を支援することは，社会の

意識を変えるきっかけとして重要であると考えていま

す．女子校の構成者は女子だけなのですから，部活動や

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状況にあります．そのこ

とは逆に言えば，積極性を身につけリーダーシップを

持った人材を養成するのに適した環境であるともいえる

のではないでしょうか．部活動での研究活動以外にも，

本コースでは“蒜山の森”（鳥取大学）での調査活動，大

学に出向いての実習（岡山理科大学・福山大学），沖縄研

修（琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底実験所），ボル

ネオ海外研修（マレーシア国立サバ大学）などの自然科

学を学ぶ基礎となる教育活動を盛り込んでいます．

女子理系が極端に少ない日本社会にあって，本校生物

部での教育活動が，女性の科学分野での可能性を広げる

一つの取り組みとして有効であると信じています．

清心女子高等学校生物教室ブログ：

http://www.nd-seishin.ac.jp/bio/

発生生物学グループの「サンショウウオの人工繁殖」の研究は，

2008年度SSH生徒研究発表会（主催：文部科学省・科学技術

振興機構）で，科学技術振興機構理事長賞を受けています．

1) 秋山繁治：孵化後実験室内で飼育し産卵したカスミサン
ショウウオ，両生爬虫類研究会誌，No.41, p.1 (1992).

2) 秋山繁治：有尾類の保護を考える，岡山県自然保護セン
ターだより，Vol.14 (3), p.2 (2005).

3) 秋山繁治：ため池の脊椎動物・魚と両生類，水環境学会誌，
Vol.26, No.5. p.18 (2003).　

4) 座談会「女性理系はなぜ少ないか」，大学時報（日本私立
大学連盟），No.310, p.14 (2006).

5) 秋山繁治：女子の理系進学を支援するSSHの取り組み，理
科教育の現状とSSH校実践シンポジウム講演集（日本科学
教育学会中国支部），p.2 (2007).

サバ大学での英語によるプレゼンSSH生徒研究発表会サンショウウオの生息地の復旧
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サンショウウオというと、国の特別天然
記念物にもなっている「オオサンショウ
ウオ」 の黒いユーモラスな体躯を思い
起こす人も多いだろう。日常ではほとん
ど目にすることのないサンショウウオだ
が、北半球の温帯を中心に、世界で約
280 種も知られる両生類である。日本
では現在 19 種が確認されているが、産
卵のために必要な水辺が減るなどの理
由で、生息数が急速に減っている。

ノートルダム清心学園清心女子高等学
校では、1989 年に地元（岡山県）の
野外で採取したカスミサンショウウオの
卵を孵化させた後、飼育下での産卵に
成功して以来、いろいろな有尾類を飼育
し、授業の一環としてさまざまな研究を
続けてきた。その成果は日本生物教育

会や日本爬虫両棲類学会、日本動物学
会などに報告され、いずれもすぐれた調
査研究として評価を受けている。

生命科学コース・生物部発生生物学
研究グループの 3 年に在籍する前田祐
伽さん、同 2 年の山下理沙子さんらは、
先輩によるこれまでの飼育や繁殖の技
術を受け継いで、絶滅が心配されてい
るオオイタサンショウウオの人工繁殖法
を確立しようと試みた。オオイタサンショ
ウウオは、大分県を中心に九州と中国
地方 の一部にのみ生息する固有種であ
る。水辺で孵化し、変態後は森林で生
活するが、宅地開発や圃場整備などに
よって生活空間がせばめられていること
から数が減り、現在は「絶滅危惧種（環
境省、2000 年レッドデータブック）」に
指定されている。

前田さんらは、産卵期である 1 ～ 3 月
に排卵誘発剤を用いて卵と精子を採取
したうえで人工受精の実験を行い、幼
生期の 3 ～ 6 月には「個体数の密度と
共食いとの関係」 などを調べた。さら
に、オオイタサンショウウオの性決定に
関与する遺伝子を突き止める研究にも挑
戦した。 人 工 受 精について「2007 年
には最高で 20% だった正常発生率を、

2008 年には 80% にまで高めることが
できました」と前田さん。ある程度以上
の個体密度で育てると、共食いをして足
のない個体が続出することや、ショウジョ
ウバエや線虫で性決定に関与する Dmrt1

という遺伝子がオオイタサンショウウオ
にも存在することを明らかにした。

分子生物学を用いた研究は、川崎医
科大学の西松伸一郎先生らの協力のも
とで進められており、担当の秋川繁治教
諭は「理科教員だけで抱えるのではな
く、専門的にサポートしていただける体
制が必要」と話す。今後は Dmrt1 遺伝
子を手がかりにさらに詳しい性決定のシ
ステムの解析を進め、性成熟前に個体
の雌雄を判別できるかどうか、サンショ
ウウオの性決定が環境に影響を受けて
いるのかといったことを明らかにしてい
く予定だという。前田さんと山下さんは、
ともに大学理学部への進学を希望して
おり、将来の日本を担う女性科学者とし
ての活躍が期待される。

SSH では、その地域に固有の動植物を
対象に研究を行っている例が多くみられ
るが、屋代高等学校の理数科に所属す
る宮崎淳さん、宮島諒一さん、山口隆
さん、山口裕己さんのグループは、長
野県で特徴的な岩石を対象にしようと考
え、上田市から産出することで有名な「玄
能石」という岩石の調査研究を行った。

玄能石は、第三紀（約 6500 万年前
～約 200 万年前まで）の地層から出る
石で、不純な方解石（炭酸カルシウム）
を主成分とする。「玄能」とはカナヅチ
のことで、その名のとおり、この鉱物
の単結晶は、細長く末端がややとがっ
た形をしている。そのほかに、星のよ
うな形、コンペイトウのような形のもの

繁殖経験を生かした遺伝子実験や保護活動
—サンショウウオの人工繁殖

頁岩から掘り起こして、特性を調べる
—玄能石～上田の不思議な石～

ノートルダム清心学園清心女子高等学校

長野県屋代高等学校

前田さん（左）と山下さん。

飼育 4 年目のオオイタサンショウウオ。

左から山口裕己さん、宮島さん、宮崎さん、

山口隆さん
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サンショウウオ、LOVE！
生命の大切さを学ぶ女子高生たち。
photographs by Hidetoshi Nishida   text by Kentaro Matsui

清心女子高等学校 生物教室

先輩の活動を聞いて生物教室に入り、サンショウウオを研究し
ています。1年生です。エサのあげ方も意外と難しくて、下手な
うちは食べてくれませんでしたが、今はコツがつかめてきました。
サンショウウオの研究を通じて、他の動物への興味も深まりま
した。将来に生かしたいと思っています。（三宅舞さん・16歳）

NPO+NGO大図鑑2009

Animal 動物Why Can’t We Be Friends?

設立年／1984年　主な活動拠点／岡山　ホームページ／http://
www.nd-seishin.ac.jp/  電話番号／086-462-1661  組織構成／有
給スタッフ 0人、ボランティアスタッフ 0人　有給スタッフの平均年収
／──　スタッフ募集／無　募金受付／無　どんな関わり方ができ
ますか？／東京・檜原都民の森で7月下旬に行われる「サンショウウオ
の観察会（秋山教諭とともにサンショウウオの幼生を採取して観察す
る）」への参加（tel.042-598-6006檜原都民の森管理事務所）

新人生徒の一言！

NewFace
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