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Global Program
【校外研修活動：International Survey Tour and Lecture】

【国際性の育成：英語劇(左)・Cross-Cultural Talk(右)】

Explore Program
【学校設定科目：中２ ＳＳ数学Ⅱ(左)・高１ 化学 A(右)】

【フィールドワーク・実習：中２ SS キャンプ】

Tsukuba Program
【高大連携：SS 研究発表会(上)・SS Geo Tour(下)】

コア SSH
【ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ：サマーキャンプ(上)・ウインターキャンプ(下)】

巻頭言
平 成 24 年 度 2 年 次 の 事 業 計 画 で は 、 昨 年 度 の 反 省 を 踏 ま え 、 Global, Explore,
Tsukuba の 3 つ の プ ロ グ ラ ム を そ れ ぞ れ よ り 充 実 し た 活 動 と な る よ う 改 善 を 加 え ま
し た 。こ こ に 1 年 間 の 活 動 と 取 り 組 み 、そ の 成 果 の ご 報 告 が で き ま す こ と を 誠 に 嬉
しく思います。
今 年 度 は 、高 校 の 教 育 課 程 の 変 更 に 伴 い 、理 科 の 基 礎 科 目 3 科 目 必 修 を 学 校 設 定
科 目 と し て 「 物 理 A」「 化 学 A」「 生 物 A」 を 高 校 1 年 次 に 配 置 し 、 加 え て 「 探 究 講
座 」 を 新 設 し 、 高 校 2 年 次 に 行 う 「 SS 研 究 」 や 従 来 実 施 し て き て い る 「 個 人 課 題
研究」へと学びを深めながら移行できるようにしました。これらの成果がどのよう
な 形 で 現 れ る か は も う 少 し 先 の こ と で す が 、期 待 を し な が ら 進 め て い る と こ ろ で す 。
昨年度と今年度の生徒に対するアンケート調査からは、理系への志望が増加して
お り 、こ の こ と は SSH の 効 果 と 推 測 で き ま す 。2 年 間 の デ ー タ で は ま だ 十 分 な 分 析
には至りませんので、これらの結果を踏まえ、次年度への課題を明確にし、私たち
の SSH 活 動 の 目 的 が 達 成 で き る よ う に 進 め て 参 り た い と 思 い ま す 。
ま た 、 今 年 度 か ら 幸 運 に も コ ア SSH 活 動 の 指 定 校 に も な る こ と が で き ま し た 。
事業内容は、
「 大 学・地 域 と 連 携 し て 育 成 す る 小 学 生・中 学 生・高 校 生 の 英 語 を 交 え
た科学コミュニケーション力の研究開発

～ジュニア・インターナショナル・サイ

エ ン ス ・ キ ャ ン プ と AP サ イ エ ン ス を 通 し て ～

」 で す 。 こ れ ら の 活 動 は 、 GET

Project で は Tsukuba Program と な る も の で す が 、 コ ア SSH プ ロ グ ラ ム で は 特 に
筑波大学の力強いサポートをいただきながら進めることができました。ご協力に対
し心より感謝申し上げます。
平 成 25 年 2 月 1 日 に「 SS 研 究・個 人 課 題 研 究 発 表 会 」お よ び「 SSH 活 動 報 告 会 」
を 筑 波 大 学 を 会 場 に 、2 月 3 日 に「 コ ア SSH 活 動 報 告 会 」を 本 校 を 会 場 に し て 開 催
い た し ま し た 。SSH 運 営 指 導 委 員 の 皆 様 、科 学 技 術 振 興 機 構 の 皆 様 、筑 波 大 学 の 先
生方、他にも多くの皆様方から数多くのご指導ご助言を賜りました。また、多くの
方から温かい応援のお言葉もいただきました。本当にありがとうございました。次
年度に向けて引き続き努力を重ねていきたいと思います。今後とも一層のご指導ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
平 成 25 年 3 月
茗溪学園中学校高等学校
校長

柴田

淳

目次
カラー口絵

(2) フィールドワーク・実習

巻頭言

・SS Camp（中 1）
・・・・・・・・・・・・48

第1編

・SS Camp（中 2）
・・・・・・・・・・・・49

SSH 事業報告

・筑波山巡検（地学・物理・地理分野）・・・・50

SSH 研究開発実施報告（要約）・・・・・・・・・ 1

・地図を使った地域調査・・・・・・・・・・51

SSH 研究開発の成果と課題 ・・・・・・・・・・ 5

・理科巡検（生物・地学分野）
・・・・・・・・52

第1章

研究開発の課題 ・・・・・・・・・・・11

・生命倫理・科学倫理・・・・・・・・・・・53

第2章

研究開発の経緯 ・・・・・・・・・・・16

・SS Overnight Study ・・・・・・・・・・54

第3章

研究開発の内容

・分子遺伝学実習 ・・・・・・・・・・・・55

1節

Global Program

3節

Tsukuba Program

(1) 国際性の育成

(1) 高大連携

・SSH Show and Explain・・・・・・・・・20

・科学講演会（中 1・2）
・・・・・・・・・・56

・SSH 英語劇・・・・・・・・・・・・・・21

・科学講演会（高 1

・Cross Cultural Talk ・・・・・・・・・・22

・SS Lab Tour ・・・・・・・・・・・・・58

・科学英語・・・・・・・・・・・・・・・23

・SS Medical Seminar ・・・・・・・・・・59

・SAT Science ・・・・・・・・・・・・・24

・SS Geo Tour ・・・・・・・・・・・・・60

・Super Chemistry Course ・・・・・・・・24

・SSH 成果報告会 ・・・・・・・・・・・・61

(2) 国際科学オリンピック

・科学倫理ワークショップ ・・・・・・・・・62

環境研・産総研） ・・・・57

・International Science Competition ・・・・25

第4章

実施の効果とその評価・・・・・・・・・63

(3) 校外研修活動

第5章

研究開発実施上の課題及び

・International Survey Tour and Lecture

・・・・・・・26
・科学部・地歴部の活動振興 ・・・・・・・・28
2節

Explore Program

(1) 学校設定科目

今後の研究開発の方向・成果の普及 ・・・67
関係資料
資料 1 教育課程表 ・・・・・・・・・・・・70
資料 2 SSH 運営指導委員会の記録 ・・・・・・72
資料 3 SS NEWS・・・・・・・・・・・・・74

・探究Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・30
・探究Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・31

第2編

コア SSH 事業報告

・SS 数学Ⅰ
・・・・・・・・・・・・・・・32

コア SSH 研究開発実施報告（要約）・・・・・・・77

・SS 数学Ⅱ
・・・・・・・・・・・・・・・33

コア SSH 研究開発の成果と課題 ・・・・・・・・79

・SS データ解析・・・・・・・・・・・・・34

第1章

・SS 数学Ⅳ
・・・・・・・・・・・・・・・35

１節

研究開発課題とその背景

・SS 数学Ⅴ
・・・・・・・・・・・・・・・35

２節

課題解決のための仮説

・SS Tech ・・・・・・・・・・・・・・・37

３節

研究開発の実施規模

・SS Expand Program ・・・・・・・・・・38

４節

研究開発の概要と実施方法

・SS ICT
・・・・・・・・・・・・・・・・39

第2章

・生命科学・地球科学・・・・・・・・・・・40

１節

研究開発の課題と概要・・・・・・・・・81

研究開発の内容 ・・・・・・・・・・・84
ジュニアインターナショナル

・理科Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・41

サイエンスキャンプ

・理科 B・・・・・・・・・・・・・・・・43

２節

・探究講座・・・・・・・・・・・・・・・45

第3章

・SS 研究 ・・・・・・・・・・・・・・・47

1節

第 1 年次の評価

２節

次年度への課題

AP サイエンス
1 年次の評価と次年度への課題・・・・・・95

関係資料
資料１

キャンプ資料（発表用ポスター）
・・・・・・103

第１編
SSH 事業報告

別紙様式１－１
がっこうほうじんめいけいがくえん

めいけいがくえんちゅうがっこうこうとうがっこう

学校法人茗溪学園

茗溪学園中学校高等学校

23～27

平成２４年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
①

研究開発課題

国際的最先端科学者養成を指向した科学研究能力育成中高一貫カリキュラムの開発

～国際的科学

教育、個人研究、高大連携・高研連携を主軸とした、つくば発 GET Meikei Pioneer Project の実践～
②

研究開発の概要

本校は、筑波大学に加えて多数の研究機関が本拠を置く筑波研究学園都市に位置する学校として、
(i)高いレベルの知識・技能・モラルを備え、論理的思考力・考察力に富んだ生徒、(ii)コミュニケ
ーション能力に長け、社会に貢献できる生徒、(iii)国際的視野で物事を考え、行動できる生徒を育
成するための中高一貫理数系カリキュラムを開発・実践した。具体的には、次の３つのプログラム
を推進した。(i)英語を活用した科学の学習や研究発表、英語で書かれた科学的問い（SAT、AP 等）
に取り組む活動、科学を通した国際交流等を行う国際的科学教育プログラム、(ii)理数系科目を中
心とした学校設定科目や特別講座を含む理数系教育プログラム、(iii)高大連携によって科学の最先
端や理数系の職業・研究について本格的に学ぶプログラムであった。これらの開発と実践を通じ、
科学研究において世界をリードするパイオニアになり得る人材を育成する方策を実証的に探った。
③

平成２４年度実施規模

中学１年生から高校１年生までの全員、高校２年生の理系選択者および SS 研究選択者、高校３年
生の理系選択者、科学部（物理班・化学班・生物班・地質班・天文班・無線工学班）・地歴部を対
象に研究を行った。活動によっては、中学・高校生の希望者を対象とした。
④

研究開発内容

○研究計画
(i)第１年次
下記の通り、各取組を進めた。教員研修は、年３回の全体研修の他、月１回の教科別研修を行っ
た。また、年間２回の運営指導委員会を開催した。
４月～７月

SS 研究開始・SSH 教員研修・学校設定科目の開始・Show and Explain・
中３理科巡検・科学講演会

夏休み

地図を使った地域調査・科学部合宿・SSH 教員研修

９月～12月

SS Overnight Study・Show and Explain・中２筑波山巡検・中３理科巡検・英語劇・
SAT Science・SS 研究締切・SS Lab Tour・SS Medical Seminar・科学講演会・
SS Geo Tour

冬休み

International Survey Tour and Lecture

１月～３月

SS 研究発表会・Cross Cultural Talk・分子遺伝学実習・科学倫理ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・
Presentation with Overseas Fellowship

通年

科学英語

(ii)第２年次
第１年次における研究を十分に評価・検証し、研究開発をさらに継続発展させた。特に、第１年
次における SS 研究や理系各学校設定科目について、高大連携の状況、生徒の達成度や満足度、定
期試験や SAT 等の成績、進路希望や進学実績等を参考に質的・量的側面から調査し、高校１年生
以上における各実践を深化させるよう配慮した。
第２年次では、Science Workshop を開始し、Global Program の充実・発展を図った他、学校設定
科目「総合（探究Ⅱ）」
「SS データ解析」
「探究講座」
「SS 数学Ⅱ」
「物理 B」
「化学 B」
「生物 B」
「地
学 B」「SS 数学Ⅴ」を開始し、Explore Program の拡充を図った。Tsukuba Program においては、第
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１年次で明らかになった課題を整理した上で、特に高大連携に関わる部分などは改めて協議を行い
ながら、計画・実施してきた。なお、科学倫理ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは７月実施、SS Geo Tour は春日部高校と
の共催で７月実施、Presentation with Overseas Fellowship は国際情勢に鑑み中止した。
(iii)第３年次
第２年次を含め、２カ年における研究開発を十分に評価・検証し、研究開発をさらに継続発展さ
せる。特に、第２年次における SS 研究や理系各学校設定科目について、高大連携の状況、生徒の
達成度や満足度、定期試験や SAT 等の成績、進路希望や進学実績等を参考に質的・量的側面から
第１年次終了時点と比較検討した上で、高校１年生以上における各実践を深化させる。
(iv)第４年次
第３年次を含め、３カ年における研究開発を十分に評価・検証し、研究開発をさらに継続発展さ
せる。特に、第３年次における SS 研究が、中学３年以降の継続的な論理的思考力・実験スキル向
上の方策によって質的な向上が見られるかどうかを検証した上で、中学３年以降の実践を深化させ
る。また、第３年次における中学３年が、理系に対してどのような意識を持っているかについて詳
細に調査し、中学１年以上の実践を改良する。
(v)第５年次
第４年次を含め、４カ年における研究開発を十分に評価・検証し、研究開発をさらに継続発展さ
せる。研究開始時の中学１年が SS 研究に取り組み、中学２年以上は進学を果たす、あるいは進学
に取り組む年齢になるため、５年間の実践を通して理数系への意欲や学力がどのように向上したか、
理系への進路意識やキャリア意識がどのように変容したかを中心に置いて、総合的に分析を行う。
○教育課程上の特例等特記すべき事項

( )は週あたり単位数・時間数

中学１年…総合（探究 I）(1)・SS 数学 I(1)
中学２年…総合（探究 II)(1)・SS 数学 II(1)・SS Tech(1)
中学３年… SS Expand Program(1)・生命科学(1)・地球科学(2)・SS 数学 III(1)・
SS データ解析(1)・SS ICT(1)
高校１年…物理 A(2)・化学 A(2)・SS 数学 IV(6)・探究講座(1)
高校２年…物理 B・化学 B・生物 B・地学 B(各3～4)・SS 数学 V(6)・SS 研究(3)
高校３年…物理 C・化学 C・生物 C・地学 C・SS 数学 VI（各4）
○平成２４年度の教育課程の内容

( )は週あたり単位数・時間数

中学１年…探究 I(1)・SS 数学 I(1)
中学２年…総合（探究 II)(1)・SS 数学 II(1)・SS Tech(1)
中学３年… SS Expand Program(1)・生命科学(1)・地球科学(2)・SS データ解析(1)・SS ICT(1)
高校１年…物理 A(2)・化学 A(2)・生物 A(2）・SS 数学 IV(6)・探究講座(1)
高校２年…物理 B・化学 B・生物 B・地学 B(各3～4)・SS 数学 V(6)・SS 研究(3)
○具体的な研究事項・活動内容
研究全体「つくば発 GET

Meikei Pioneer Project」において下記プログラムを実施

(i)Global Program
本校は創立以来国際教育に取り組み、実績をあげてきた。本校が注力してきた英語教育によって
培われた語学力を科学に応用する取組として、「科学英語」と銘打ち、学年段階や習熟度に合わせ
つつ、英文の科学論文や科学雑誌の講読を行った。また、中学生から段階を踏んで、英語を使った
プレゼンテーションを行う Show and Explain・コミュニケーション能力育成を図る英語劇・ディス
カッションに取り組む Cross Cultural Talk を実施し、英語による科学プレゼンテーションやディス
カッションに生かせる能力の育成を目指した。また、Presentation with Overseas Fellowship では、希
望者が上海位育中学において英語による科学のプレゼンテーション・ディスカッションに挑戦した
（平成23年度は実施、平成24年度は国際情勢に鑑み中止）。米国国立公園でのフィールドワークや、
カリフォルニア州立大学の研究者による講義を主とした International Survey Tour and Lecture を、選
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抜者を対象に実施して、海外研修における生徒の変容を探り、今後の科学関連の海外研修のあり方
に示唆を得た。科学的問いに取り組む活動としては、SAT Subject Test の受検およびその対策講座
からなる SAT Science 等を通して、英語を活用して科学を学ぶカリキュラムとその指導法及び評価
法について探った。さらに国際科学オリンピック出場を目指した取組を積極的に奨励・支援した。
(ii)Explore Program
本校の「実物に触れる」「フィールドワークを重視する」教育を拡充して、実験・観察を重視し
つつ、論文収集方法・論文読解力の向上も含めた研究方法・プレゼンテーションスキルなどの総合
的 Study Skills を育成することをねらいに、先進的な６年一貫理数系教育カリキュラムを開発・実
践することを目指した。実験・観察等を通じて、論理的思考力や探究に必要なスキルを中学１年か
ら学年段階に合わせて育成するプログラム、ハイレベルの科学概念を体系的に習得する学校設定科
目を設置し、科学好きの生徒を増やしつつ、生徒が科学研究に必要な能力を高校１年終了時点まで
に一通り身につけさせることを目指した。希望者対象にも科学探究活動や実験講座を用意し、生徒
の知的好奇心を喚起する活動も実施した。科学の有り様を多くのアプローチによって体験的に、深
く学ぶことができるようなプログラムを開発し、その指導法・評価法を研究することを目指した。
SS 研究では、研究者を紹介して夏休み中に訪問をさせる試みを茗渓会の支援を得て行った他、研
究の歩みを振り返るための評価シートの開発にも取り組んだ。平成24年度からは、SS 研究に必要
な探究能力の育成につながる学校設定科目として、探究講座を開設した。また、プレゼンテーショ
ン能力の育成に資するよう、中間発表会・全員発表会を行った上で、研究内容・プレゼンテーショ
ン双方で優秀であった生徒が、SS 研究発表会において口頭発表およびポスター発表を行った。
(iii)Tsukuba Program
筑波研究学園都市に位置するという本校の地の利を生かし、筑波大学・茗渓会を中心とした高大
連携・高研連携を加速させ、最先端の優れた研究に触れさせることで、理系に対する進路意識や職
業観を涵養することを目指した。科学講演会（平成23年度は中２対象・高１対象・高２対象・中１
～高２対象、平成24年度は中１～中２対象、高１対象）、SS Medical Seminar（高１・高２希望者対
象）、SS Lab Tour（高１対象、希望者対象）、SS Geo Tour（希望者対象、平成23年度はつくば市内、
平成24年度は埼玉県立春日部高等学校と共催で屋久島）、SS 研究発表会（高１・高２ SS 研究選択
者・個人研究生徒・科学部等対象）、科学倫理ワークショップ（希望者対象、平成23年度は２月末、
平成24年度は７月実施）に取り組んだ。生徒達が科学の奥深さを実感をもって認識するとともに、
科学の諸分野に対する進路意識やキャリア意識の向上を図る指導法および評価法を開発することを
目指した。平成23年度については、東日本大震災の影響で取組自体を断念したり、規模縮小を余儀
なくされたりしたが、平成24年度は安定して連携を図ることができた。
⑤

研究開発の成果と課題

○実施による効果とその評価
Global Program …中学１・２年では英語の発音や身体表現に配慮する必要性を生徒が感じていた。
中学３年では、世界中の人々とコミュニケーションを通して日本文化を振り返る、ゲストの国の文
化を知るなどを体験的に学んだ。科学英語の取り組みは中学３年の海外クラスでは科学的内容に関
してほとんどの生徒の理解度が向上し、科学的なテーマを扱う英語教材が有用であることがわかっ
た。高校１年全生徒を対象にした課題では環境問題を扱ったテストにおいて英語教材にも関わらず
内容理解の向上がみられた。International Survey Tour and Lecture では平成23年度に６名、平成24年
度に９名の生徒が参加し、大きな刺激を受けて帰国した。生徒はガイドや研究者と積極的なコミュ
ニケーションをとり議論を深めていた。平成23年度は国際地理オリンピックで２名が国内１次予選
を突破し、平成24年度はロボカップジュニア2012（世界大会）に１名が出場、日本生物学オリンピ
ック予選を１名が突破し本選で敢闘賞を受賞、という成果を収めた。
Explore Program …受講時のモチベーションの高さや、チャレンジ精神の旺盛さにより授業評価
が異なる傾向が見られた。SS 研究については、事後調査から他の生徒と比較して充実した研究活
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動を行ったことがうかがえた。高校生全体にわたる研究者志向の増加、高校２年生における理系進
学志向の増加が見られる。中学１・２年では総合（探究Ⅰ）・総合（探究Ⅱ）という理科・社会科
・技術家庭科によるクロスカリキュラムを実施し、基礎的な探究スキルを身につけることを目指し
た。探究講座も、過半数の教員が関わり、運営することができた。フィールドワークはおおむね好
評で、新たな興味関心を引き出すことにつながった。希望者対象の SS Overnight Study 等でも、生
徒達が満足感を得られている。 高校で実験観察を重視した取組が生徒からも好評であり、授業や
実習で新たな手法の導入が試みられるなど、第１年次の課題を克服しようとする取組も見られる。
Tsukuba Program …高大連携の面では筑波大学・茗渓会の協力によって講演会、SS 研究発表会な
どを開催できた。SS 研究に関わって、生徒のテーマにあわせて個別対応をいただいたケースもあ
り、今後より一層の連携が期待される。高研連携に関しては、主に科学実験に関する実験・実習講
座や講演、研究所訪問などに取り組み、筑波研究学園都市にある数多くの研究機関に協力を頂いた。
SS Lab Tour では研究所・大学・企業を訪問して最先端の科学に触れる機会も持つことができた。
希望者対象の SS Geo Tour、SS Medical Seminar も好評であった。
科学部・地歴部の活動振興…科学部生物班が発展的な研究課題や学会発表等を進めた他、科学部
物理班・化学班・生物班・地質班の科学フェスティバル参加、無線工学班の国際宇宙ステーション
との交信成功など、SSH 指定以来２年間で活動が活発になってきている。
教員の研究推進体制…教員全体で推進する体制が整いつつある。教科間・学年間・分掌間で議論
・意見交換する機会も生まれており、カリキュラム改善等につながる流れとなることが期待される。
○実施上の課題と今後の取組
Global Program …英語全体のカリキュラムとの連動、技法の指導や訓練、練習機会の充実、動機
付けが課題である。希望者対象の取組においては、準備期間の確保が課題である。
Explore Program …生徒の姿勢に違いがある状況を考慮した、事前指導と興味関心の喚起の必要
性。概念・スキル双方の段階的な育成と題材・内容の精選、時間的制約の解決を平成23年度の課題
に挙げた。これらは平成24年度に改善が見られたものの、学習へ向かう姿勢そのものが生徒の取組
全体に影響していることが明らかになった。SS 研究では、平成23年度に課題となっていたプレゼ
ンテーションスキルが飛躍的に向上した。研究レベルについては、今後もさらなる向上が望まれる。
Tsukuba Program …平成23年度は年齢や発達段階に応じたプログラムの策定や、対象学年の絞り
込み、興味関心を刺激したり生徒が理解しやすかったりするトピックの精選を図る必要がある。こ
れらの課題については、平成24年度に改善が見られたため、さらなる向上を目指したい。
教員の研究推進体制…研究開発課題や仮説、各研究テーマのねらいが、実施内容に着実かつ効果
的に反映されるよう、手段や体制、評価手法等が、全教員によって確実に共有され、実践されるこ
とが望まれる。また、カリキュラム評価についても、さらなる検討が必要である。
以上を踏まえて、今後の研究開発の方向を以下の７点に集約した。
(i)学校全体のカリキュラム SSH 研究開発の各取組を効果的に位置づける取組を推進する。生徒が
より効果的な学習をできるような配慮、教員間のさらなる連携を進める。
(ii)学習に対する前向きな姿勢や、チャレンジ精神、科学技術に対する興味関心を学年に応じて段
階的に高める工夫をする。
(iii)知識とスキルの獲得を段階的かつ相互補完的に行えるよう、教科間・科目間・学年間の連携を
含めて、より重層的かつ発展的なカリキュラムの編成を意識する。
(iv)SS 研究の実施体制をさらに充実させる。
(v)筑波大学・茗渓会を中心とした、高大連携・高研連携をさらに組織的かつ効果的に進める。
(vi)希望者対象への取組や科学部・地歴部の活動を一層発展させる。
(vii)教員・保護者・地域社会が本校 SSH 研究開発のねらいを共有できるようさらに取り組み、生
徒の学びにつながる連携をさらに深める。
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平成２４年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題
①

研究開発の成果

（根拠となるデータ等を報告書「④関係資料」に添付すること）

平成23年７月、平成24年6～7月に実施した「SSH 基礎調査」および、各取組における事後アン
ケート等を通じて、明らかになった成果を以下に述べる。
(i)Global Program
中学１・２年では Show and Explain や英語劇等の取組によって、英語を使いプレゼンテーション
や役を演じる活動によって非言語コミュニケーションも含めたコミュニケーションの訓練をする場
が設けられていた。これらのプログラムについて英語の発音や身体表現に配慮する必要性を生徒が
感じていた。中学３年では世界中から集まっている JICA の研修生を招き英語でのプレゼンテーシ
ョンや会話を楽しむ機会として Cross Cultural Talk を実施し、世界中の人々とコミュニケーション
を通して日本文化を振り返る、ゲストの国の文化を知るなどを体験的に学んだ。Show and Explain
における指導内容の向上等に見られるように、平成24年度は質的な向上が図られ、プレゼンテーシ
ョン能力の育成という面では、他教科の実習でもその成果がうかがえるなど、大きな波及効果をも
たらした。
科学英語の取り組みは中学では海外生クラス、高校では EEC（Extended Englich Class）の生徒と
いった、すでに一定水準以上の英語力のある生徒を中心としつつも、高校１年全員対象の課題も設
定して実施した。中学３年の海外クラスでは科学的内容に関してほとんど生徒の理解度が向上して
おり、科学的なテーマを扱う英語教材が有用であることがわかった。高校１年全生徒を対象にした
課題では環境問題を扱ったテストにおいて英語教材にも関わらず内容理解の向上がみられた。
海外研修 International Survey Tour and Lecture では、平成23年度に６名、平成24年度に９名の高校
生がアメリカの国立公園でのフィールドワーク、州立カリフォルニア大学での脳科学の講義を受け、
大きな刺激を受けて帰国した。日本語でさえ難しい専門用語の理解も必要になるプログラムであっ
たが、生徒はガイドや研究者と積極的なコミュニケーションをとることができ議論を深めていく様
子が観察された。自分の研究内容を英語で伝える場として有効な活動であり、今後とも継続してい
くことが大切である。
科学的問いに取り組む活動としては、本校が SAT（Scholastic Assessment Test）テストセンター
に指定されていることを活用し、SAT Subject Test の受検およびその対策講座からなる SAT Science、
アメリカの高校上級（大学教養課程相当）カリキュラムである AP（Advanced Placement）教材の活
用の試行を通して、英語を活用して科学を学ぶカリキュラムとその指導法及び評価法について探っ
た。さらに国際科学オリンピック出場を目指した取組である International Science Competition を積
極的に奨励・支援し、平成23年度に国際地理オリンピックにおいて２名が１次予選突破を果たし、
平成24年度にはロボカップジュニアに１名が日本代表として参加し、日本生物学オリンピックにお
いて１名が予選を突破し本選で敢闘賞を受賞した。科学英語上級についても、体系的な実施までに
は至っていないものの平成24年度には１回（2月）開催することができた。
(ii)Explore Program
本校では６年一貫教育のメリットを生かし、これまで標榜してきた「実物に触れる」「フィール
ドワークの重視」という基礎を踏まえつつ、以下のような学校設定科目や特別講座を設置した。
中１

「総合（探究Ⅰ）」「SS 数学Ⅰ」

中２

「総合（探究Ⅱ）」「SS 数学Ⅱ」「SS Tech」「SS Camp」「筑波山巡検」
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「地図を使った地域調査」
中３

「SS Expand Program」「生命科学」「地球科学」「SS

ICT」「理科巡検」「SS データ解析」

高１

「物理 A」「化学 A」「生物 A」「SS 数学Ⅳ」「探究講座」

高２

「物理 B」「化学 B」「生物 B」「地学 B」「SS 研究」

希望者「SS Overnight Study」「分子遺伝学実習」
平成23年度における多くの授業の評価をみると共通しているのが、受講時のモチベーションの高
さや、チャレンジ精神の旺盛さにより授業評価が異なるというものであった。したがって、生徒の
意欲・関心を学習単元の開始時にどれだけ喚起することができるかが重要であるという、一般的に
知られていることが再確認された。また、平成24年度の基礎調査の結果から、中学生については科
学技術への興味関心というよりも学習へ向かう姿勢そのものを捉え直し、刺激する必要性が明らか
になった。一方高校生では、高校生全体にわたる研究者志向の増加、高校2年生における理系進学
志向の増加が見られている。
高校で実験や観察を多く取り入れる意欲的な取組である点について多くの生徒から高い評価を得
ていることが明らかになり、探究能力の育成を主眼に置く本プログラムのねらいが生徒の実感につ
ながっていることをうかがわせた。また、地理における GPS ロガーの導入など、新たな手法の導
入も見られ、第1年次での課題を第2年次でクリアしていった取組が数多く見られた。数学科におい
ても、中学１～３年で授業内での取組が始まった。
本校では、高校１年から２年にかけて個々人が研究テーマを設定し１年間研究活動に取り組んで
いる。そのうち一部の生徒が「SS 研究」として特別に取り組んだ。高校１年の12月～２月にかけ
て個人別のテーマを自ら設定し、本校教員が課題指導者となって、高校２年４月以降は土曜３～５
限に加え、生徒によっては放課後・長期休み等を活用しながら、12月の論文提出に向けて研究を進
めてきた。途中、７月に中間発表会を設定し、12月の論文提出後には全員発表会を行って、最低２
回は自らの研究についてプレゼンテーションを行う機会をもった。論文内容・プレゼンテーション
内容を基に、２月の「SS 研究発表会」で発表する生徒（平成23年度は32名、平成24年度は36名）
が選ばれ、筑波大学大学会館において口頭発表・ポスター発表を行った。事後調査から「SS 研究」
の生徒は他の生徒と比較して充実した研究活動を行ったことがうかがえる結果が得られている。研
究の歩みを振り返るための評価シートの開発にも取り組んだ。なお、高校１年12月のうちに研究テ
ーマを確定した生徒は、冬休み期間中に文献調査を進めることができ研究を早く進めることができ
ている。平成24年度からは、SS 研究につながる研究能力育成を意図して、高校１年生の探究講座
を新設した。手探りで進めた面もあったが、全体の過半数の教員が何らかの講座に関わり、１年間
運営することができた。
このような研究活動を成立させるためには、各生徒が何らかの問題意識を心に持っていることが
不可欠であることから、中学１年で「総合（探究Ⅰ）」、中学２年で「総合（探究Ⅱ）」という理科
・社会科・技術家庭科によるクロスカリキュラムを実施し、基礎的な探究スキルを身につけること
を目指した。平成23・24年度の総合（探究Ⅰ）では「水」、平成24年度の総合（探究Ⅱ）では「エ
ネルギー」をテーマに展開した。
本校ではフィールドワーク・実習も実施してきた。中学２年は夏休みの課題で自分の住む地域を
対象にテーマを設定して調べ学習に取り組んだ。中学１年の「総合（探究Ⅰ）」でも水源を調べる
フィールドワークが夏休みの課題となっており、長期休業期間を利用して自分の足で調べる体験を
した。そして、学校行事である中学２年のキャンプにおける地学・地理分野でフィールドワークへ
とつなげた。さらには、中学３年生においても、生物・地学分野の巡検を行った。希望者対象には、
天文学をテーマにした「SS Overnight Study」を平成23年度に１回、平成24年度に２回実施し、生
徒達はいずれも満足感をもって帰ってきた。また、年度末には「分子遺伝学実習」も実施した。
(iii)Tsukuba Program
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まず、筑波大学および、筑波大学の同窓会であり本校の設立母体である「茗渓会」との三者連携
を進めた。また、つくば市内・近隣の研究機関との連携を探り、さらには各教員の持つネットワー
クも生かしながら、以下のような取組を進めた。
「科学講演会」（23年度…中２、高１、高２、中１～高２

24年度…中１・２、高１）

「SS Medical Seminar」（高１・高２希望者対象）
「SS Lab Tour」（高１対象・希望者対象）「SS Geo Tour」（希望者対象）
「SS 研究発表会」（高１・高２ SS 研究選択者・個人研究生徒・科学部等対象）
「科学倫理ワークショップ」（希望者対象、平成23年度は２月、平成24年度は７月実施）
平成23年度は東日本大震災の影響もあり、すべてを実行することはできなかったが、高大連携の
面では筑波大学・茗渓会の協力によって進路セミナーや講演会、SS 研究発表会などを開催するこ
とができた。平成24年度は地震の影響もほとんどなく、安定した活動を行うことができた。それに
加え、SS 研究に関わって、生徒のテーマにあわせて個別に対応をしていただいたケースもあり、
今後より一層の連携が期待される。
高研連携に関しては、主に科学実験に関する実験・実習講座や講演、研究所訪問などの取り組み
がみられた。筑波研究学園都市にある数多くの研究機関に協力をいただくことができた。例えば中
１・中２の SS camp においては、近隣の研究機関を訪問したり、研究機関から講師の先生をお呼
びして特別講座を開催したりするなどの取組を行った。科学講演会についても、地球全体の問題を
自分の問題として捉え直したり、研究と社会との接点を考える機会になったりと、手応えを感じる
ものとなった。SS Lab Tour では実際に研究所や大学・企業を訪問して最先端の科学に触れる機会
も持つことができた。
希望者対象の取組として、SS Geo Tour を実施した。平成23年度は地元つくば市内の地形につい
て実際に巡りながら学ぶ巡検を実施し、好評であった。平成24年度は埼玉県立春日部高等学校との
共催で、フィールドを屋久島に移して実施し、生徒からも好評であった。また、筑波大学や茨城県
立医療大学等の支援を得て、医学系進学希望者を対象に SS Medical Seminar を開催し、いずれも好
評であった。
(iv)科学部・地歴部の活動振興
平成23年度は科学部生物班がゲンジボタルの遺伝子解析など発展的な研究課題を進めた。また、
平成24年度は科学部生物班の研究および学会での研究発表、科学部地質班の「つくば３Ｅフォーラ
ム賞」受賞（平成23年度は科学部物理班が受賞）、科学部無線工学班の国際宇宙ステーションとの
交信成功等、成果も数多く上がった。科学部物理班や生物班は学外での取り組みも多く行っており、
特につくば科学フェスティバルなどで子どもたちを対象に科学に触れさせる体験を指導する場面に
おいて、サイエンスコミュニケーターとしての能力向上に役立つ活動をしていた。平成24年度は、
科学部物理班・生物班に加え、科学部化学班・地質班もつくば科学フェスティバルに参加した。
(v)教員の研究推進体制
本校 SSH の推進に当たって、分掌を横断する形で「SSH 推進委員会」を立ち上げ、校長・教頭
・教務部長・広報部長・国際教育部長の他、SSH 推進委員として25名の教員が指名されて、企画
立案や実務に当たった。SSH 推進委員会は、全体統括者として SSH 担当教頭と SSH 推進委員長を
置き、実務に応じて、経理事務、評価、授業・実習、課外活動、外部連携、研修・広報普及、記録
・報告書、海外活動の８グループを編成し、そのグループの代表者で、代表者会を開催した。SSH
は学校全体に関わる研究開発であるため、特定の分掌でなく、横断型の組織である方が、より学校
全体を見ながら研究開発を推進していける実感がある。第１年次・第２年次を通して、推進委員以
外の教員からも、研究開発について提案や意見が寄せられる雰囲気があるため、教員全体で推進す
る体制が組めている。また、教科間・学年間・分掌間で議論や意見交換をする機運も生まれており、
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今後のカリキュラム改善や、生徒の学びの深化につながる流れができてくることが期待される。
(vi)地域社会とつながる活動
平成24年度は他校科学部との交流が見られるようになってきており、SS Geo Tour を埼玉県立春
日部高校と合同で開催したり、他校 SSH 講座にも生徒が参加したりするなど、少しずつではある
が学校の中にとどまらず、外へ向けた取組も始まってきている。また、平成23・24年度ともに、地
域の自然を生かしたフィールドワークやキャンプを実施しており、その中で地域の方々に大変お世
話になってきている。
②

研究開発の課題

（根拠となるデータ等を報告書「④関係資料」に添付すること）

Global Program については、平成23年度の問題点として、基礎的語学力の育成という観点からみ
た英語全体のカリキュラムとの連動、技法の指導や訓練、練習機会の充実を挙げたが、上述の通り、
平成24年度は質的な向上が図られ、他教科の活動に対しても大きな波及効果をもたらした。科学英
語上級については、平成23年度には実施できず、平成24年度には１回（2月）開催することができ
たが、体系的な実施までには至っていない。また、Presentation with Overseas Fellowship については、
平成23年度の3月に上海で実施したが、平成24年度は国際情勢に鑑み、実施することができなかっ
た。
Explore Program については、平成23年度の問題点として、①生徒の持つ興味関心やチャレンジ
精神、進路指向によって姿勢に違いがある状況を考慮した、事前指導と興味関心の喚起の必要性、
②概念・スキル双方の段階的な育成とそれにふさわしい題材・内容の精選、③各取組実施における
時間的制約の解決を挙げたが、①については、平成24年度の基礎調査の結果から、中学生について
は科学技術への興味関心というよりも学習へ向かう姿勢そのものを捉え直し、刺激する必要性が明
らかになった。一方高校生では、研究者志向の増加、理系進学志向の増加が見られていることから、
引き続き有効な事前指導と、効果的な興味関心の喚起について探るとともに、文系・理系全体にわ
たって、特に中学生の学習に対する姿勢を改善していくことが重要であると考えられる。②につい
ては、発展的内容に関する取組について、課題を残した。これは、中学１年生から高校１年生まで
は全員対象の SSH 科目が多く、学年全体の学力分布や学習履歴も年度によって若干の違いがある
ために、各教科・科目における指導方法や内容が開発途上の状態であることも背景にあると考えら
れる。教科内・教科間でさらなる討議を重ね、必要に応じて新たな手法や考え方を導入しながら、
さらなる研究開発を進める必要がある。また、クロスカリキュラムの取組である総合（探究Ⅰ）・
総合（探究Ⅱ）についても、一つのテーマの下に各教科が連携し合う形を取っているが、生徒が年
間を通じて、その一つのテーマを体系的に認識できるまでには至っていないのが実情である。さら
なる連携を進め、改善をさらに進めたい。③については、平成23年度の実績を基に、平成24年度の
年間予定等を組むことができ、時間の使い方を大幅に改善することができた。ただしそれでも、一
部期間に学習活動が集中することにより、一部生徒・教員の負担が大きくなったことは否めない。
年間予定をさらに洗練されたものとし、年間を通じて安定して SSH の諸活動に取り組めるよう工
夫する必要がある。
Tsukuba Program については、平成23年度は対象学年と講演の難易度・内容のミスマッチ等が、
特に中学生において見られたことを反省点に挙げたが、例えば中１・中２ SS Camp の内容改善を
図った結果、SS Camp 講座は生徒からも高い評価を受けることができた。今後も年齢や発達段階
を考慮しつつ、トピックを精選し、さらなる向上を目指したい。科学講演会については、今後も様
々な経験を持つ方に講演をお願いすることが望ましいと考えられる。筑波大学・茗渓会・各研究機
関に加え、教員・保護者・卒業生の間でもネットワークを形成して、講演や講座等で関わって頂け
る方を引き続き探していく必要がある。また、未知のものを知る喜びが生徒の興味関心を刺激し、
さらなる知的好奇心を呼び起こし、研究する心の育成にも資するという観点から、生徒の理解度に
見合う事前学習を充実させていく必要がある。
SS 研究発表会は、他校等から多くの方々にご覧頂き、忌憚ないご意見を頂くことができた。高
―8―

校１年生全員に加え、平成24年度は中学生約110名（希望者）も加わり、関心の高まりをうかがわ
せた。プレゼンテーションスキルについては、平成23年度に比べると、平成24年度では高い評価を
頂くことができ、Global/Explore Program での取組を通して生徒が力をつけ、刺激を受けたと考え
られる。さらに平成24年度には、日本繁殖生物学会やサイエンスアゴラ、農芸化学会等においての
べ70名の生徒が発表し、校外で生徒の活躍が目立つようになってきた。生徒自身が対外発表に意欲
的になってきており、第１年次での成果が表れている感触がある。また、発表の場での経験が生徒
に自信を持たせることにつながっていることもうかがえる。
教員の研究推進体制については、SSH 研究開発の研究開発課題や仮説、各研究テーマのねらい
が、実施内容に着実かつ効果的に反映されるための手段や体制、生徒の学びを評価する手立て等に
ついて、全教員で確実に共有され実践されるよう、研修を重ねる必要がある。
カリキュラム評価のさらなる検討も必要である。生徒の意識や態度、学習方法などの変容を年次
を追って捉えること、学習動機や学習方略と教科学習との関わりについてより深く追求していくこ
と、生徒の理系へのキャリア意識がどのように育まれていくのかその過程を明らかにしていくこと
が望まれる。一方、探究能力や個人研究における研究スキルを測定できる尺度の開発については、
平成23年度に、その検討の必要性と、尺度の開発に際して教育学・心理学的な知見が必要であるこ
と、本校教員の一層の資質向上と大学・研究機関との連携を図る必要があることを挙げたが、平成
24年度は、探究能力の尺度開発に必要な質的なデータを収集した。第３年次以降で、次の段階へ進
めていきたい。
地域社会へ向けた取組については、平成23年度・24年度と、つくば市が中心となって作成してい
る人材リストや、各研究機関の出前講座の資料を参考にしながら今年度の連携を図ってきたが、連
携の深さの面では、いまだ十分とは言いがたい状況である。また、本校から地域社会に向けて SSH
研究開発で得られた知見を発信することについては、平成23年度には目立った取組をすることがで
きなかったが、平成24年度はコア SSH の活動を含め、外へ向けた取組も始まってきている。より
地域に根ざした体系的な取組が行えるよう、さらにアイデアを出し合っていく必要がある。
以上を踏まえて、第3年次以降の今後の研究開発の方向を以下の７点に集約した。
(i)学校全体のカリキュラムにおける SSH 研究開発の各取組をより効果的に位置づける取組をさら
に進めること。平成24年度には改善が見られた授業や活動も数多かったが、事前学習・事前指導、
実施、振り返りの流れをより綿密に計画し、生徒が効果的な学習をできるような配慮を重ね、精緻
化された取組にしていくことが望まれる。事前学習の充実は、各取組の成否にも大きく関わるため、
引き続き重視していく必要がある。また、プログラムの実施に当たっては、教員間の連携を密にす
るとともに、教員研修を充実させ、効果的な活動が実施できるように体制を整えていく必要がある。
(ii)学年段階に応じて、学習に対する前向きな姿勢、チャレンジ精神や、科学技術に対する興味関
心を段階的に高める工夫をさらに重ねること。チャレンジ精神や、科学技術に対する興味関心が、
SSH 研究開発を通した生徒の学びに大きく影響することは当然とも言えるが、平成23年度の研究
開発においてもそのことが示された。また、科学技術に対する興味関心というよりは、学習に対す
る姿勢そのものが生徒の SSH 諸活動への取組に大きく影響していることが、平成24年度の研究開
発で明らかになった。中学１年生から学習に対する前向きな姿勢を育て、チャレンジを大事にする
雰囲気の醸成とともに、自然現象・科学トピックに対する興味関心を学年段階に合わせて喚起する
ことによって、新たな視座を獲得させる必要がある。
(iii)知識とスキルの獲得を段階的かつ相互補完的に行えるよう、教科間・科目間・学年間の連携を
含めて、より重層的かつ発展的なカリキュラムの編成を意識することである。実験を行う際の基礎
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知識、知見を検証するためのスキルは、発達段階や、生徒に定着した知識量によって、獲得すべき
ものは変化する。これを単一教科・単一学年という考え方に縛られず、６年間を見通した一貫カリ
キュラムを編成することが本研究開発の重要な目的である。平成23年度の総合（探究Ⅰ）、SS Expand
Program 等に続き、平成24年度では総合（探究Ⅱ）、SS データ解析等で取組を始めたが、これが生
徒にどのように定着し、生かされるのかを注視し、今後の改善の基礎とすべきである。また、内容
面や指導方法の面では、生徒の持つ学力や様々な進路志向を踏まえつつ、教科内・教科間でのさら
なる討議や研修、研究が必要であり、教員間で連携を取りながら、第3年次においてさらに洗練さ
れた取組とすることが望まれる。また、Study Skills の育成については、6年間で教科内・教科間・
教科外それぞれの場面で、何をどう育てていくかを構造化していく必要がある。
(iv)SS 研究の実施体制をさらに充実させること。平成24年度には高校１年生において探究講座が
始まり、研究能力育成についての体系的取組が始まった。また、理系研究を志望する生徒も増加し
ている。プレゼンテーション能力についても、めざましい向上が見られ、確実に成果は上がってき
ている。ただ、科学研究能力の集大成とも言える SS 研究において、SSH 指定から２年を経てもな
お、研究のレベルに生徒間のばらつきがあることは否めない。中学での取組、探究講座等を通した
科学研究能力の段階的な育成の上に、研究内容や成果に加え、その発信があると考えられるため、SS
研究の指導はもちろんのこと、６年一貫カリキュラム全体において、科学研究能力の向上に資する
取組をさらに試行し、深化させていく。
(v)筑波大学・茗渓会を中心とした、高大連携・高研連携をより組織的かつ効果的に進めること。
生徒に科学の最先端を体験させ、将来国際的な科学研究において活躍する自分像を肯定的に描かせ
るために、一流の研究者、一流の研究との出会いは不可欠である。そして、そういった研究者や研
究と向かい合うことができるよう、生徒に十分な予備知識や、科学的な態度を身につけさせること
もまた重要である。平成23年度の反省を踏まえ、平成24年度では中学生に対する特別講座の位置づ
けの見直しや、希望者対象の科学倫理・生命倫理の講座開設など、進展が見られては来ているが、
今後もさまざまな大学・研究機関とより密に連絡を取り合いながら、連携先を広げ、同時に連携を
深めていくことが重要である。
(vi)希望者対象への取組や科学部・地歴部の活動を一層発展させること。SAT Subject Test の受検
とその準備講座、International Survey Tour and Lecture、SS Medical Seminar、SS Overnight Study、SS
Geo

Tour 等、希望者対象の講座で生徒達の満足感は引き続き高く、国際科学オリンピックへの挑

戦も進んでいる。科学部や地歴部の活動も活発になってきている。ハイレベルの知識を身につけた
い生徒、国際的に活躍したいという思いを持つ生徒、科学技術に対する興味関心がきわめて高い生
徒が満足できるプログラムをさらに検討しながら、第３年次以降もさらに発展した、良質な取組を
実施し、それらを経験した生徒が学校全体を牽引してくれるよう、学校全体でバックアップしてい
くことが重要である。
(vii)教員・保護者・地域社会が本校 SSH 研究開発のねらいを共有し、生徒の学びにつながる連携
をさらに深める必要があること。これは、本校 SSH での研究成果が広く地域そして社会へ広がっ
ていく際においても、重要な基礎をなすと考えられる。
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َযୖଢ଼ُभভपउऐॊౠশधखथभଢ଼ؚৈૅگফઃभَপ৾௰ਖُपउऐॊੌ௶ऩਭোಉभ৴॑ढथ
ऌथउॉؚḙᆭভधमḙᆭভਁ৫ౠषभমૅেെभਸऩनभએदؚেെभચৡಇশपৱघॊରஃ॑ਭऐथऌथःॊ؛
 ऒोऽदुؚৈૅڮফઃभَযୖଢ଼ُृؚর৾گফઃؚৈૅڮফઃभَଢ଼ఊষُؚৈૅڭফઃभَಏਲธಫُؚর৾؞ڭ
ڮফઃभَय़কথউُಉभষহृڲؚফฮઇभढ़জय़গছ॑ৢखथؚ৸য؞়ऩয౫ਛ॑ষढथऌञ્؛पরற
धखथਜ਼઼तऐथःॊभमؚৈૅڮফઃఊभَযୖଢ଼ُदँॊ؛য়ਰਟभੌदँॊऒभَযୖଢ଼ُमؚেെ
যऱधॉऋଢ଼खञःॸشঐ॑ৠीؚমૅઇ৩भभৣڭؚফऊऐथଢ଼॑ষःؚजभਛટ॑ଢ଼ધधखथऽधीؚ
घॊੌदँॊ؛ਤଡ଼ਔ॑ৈीॊऒधपणऩऋॉؚय़কজ॔ઇभ୭धखथुਃચखथऌञ؛েെमর৾ڭফऊैৈૅ
ڭফऽदभڰফदသढञ৽ୡ॑੦पखथऒभଢ଼पॉੌ॒दउॉؚ৾ୱেણभૐপਛधखथৡ؞ೢऋਯः؛ফؚ৸
৩भਏ຺॑ၻपऽधीञਏ຺ૐपਸइؚ໒ణপ৾প৾ভைपउःथ໒ణপ৾ରभৣपষढथःॊভपउःथुؚঃথই
ঞॵॺ॑ਛखथःॊ؛ঽैୖ॑ਝखؚঽয়पଢ଼॑ਤीॊऒध॑ीॊञीؚেെभଢ଼ຄষषभঽਦ॑ৈीॊऒधप
ुणऩऋॉؚমૅभઇपउःथुऌॎीथਏऩ૽સ॑૿ढथऌथःॊ؛
खऊख ؚফपॎञॊَযୖଢ଼ُभৰᄷ॑ৢखथৄुୖؚइथऌञ؛इयؚଢ଼भুದपঢ়ॎॊऋؚਔ
पฮखथऩऔोथःॊऊनअऊ॑અइोयਂેীदँॉؚଢ଼ॸشঐभ৭ृଢ଼भຄষమपउःथؚଢ଼भুದ॑ದ
ेऎ౷िऒधऋदऌऩःেെुऩऎऩः؛ଢ଼५य़ঝमؚଢ଼ຄষরपुଢ⃒଼मऔोथःऎऋؚଢ଼৫पঞঋঝऽद
ਬऌऑथउऎऒधऋदऌोयؚଢ଼भସभऋপःपৄऽोॊदमऩऊौअऊؚधःअਖਔऋோखथऌञ؛
্ؚऒभेअऩঽয়ఐ৾ଢ଼ચৡभਛमؚৈ২पఐ৾ૼऋखञਠ৻ভपउःथऽघऽघਏਙ॑ੜखथःॊध
અइैोॊ਼؛ੀभਈഈदણඩघॊয౫॑ਛखथःऎञीपमؚఐ৾पउऐॊઌ৶ർभக॑ৰखؚੴྜྷੱ॑ᄁକ
घॊऒधऋপহदँॊऒधमअऽदुऩऎؚমૅऋऒोऽदਏखथःॊेॉुৈःঞঋঝभੴृૼચؚঔছঝ॑इؚ
ऊण৶ઓઅৡ؞અৡप୕िেെ॑ਛघॊऒधऋीैोॊ؛ऽञؚఐ৾भਈഈ॑ষऎਈৗभਛટमؚजभਯऎऋব
ુଢ଼पेॊुभदँॊऒध॑౷ऽइोयؚఐ৾ૼपउःथฌऩ૽સ॑૿अয౫पमؚমदઇ॑ਭऐؚঽয়प
ଢ଼॑ຄষघॊभपधनऽैङؚ॥ছঞش३ঙথ॑ষअभपેীऩ॥গॽॣش३ঙথચৡ॑इؚবଳदহ॑અइ
ଢ଼॑ຄষखؚবपৄथुঁॖঞঋঝऩଢ଼ણ॑ன৫घॊऒधऋीैोॊ؛
ऒभेअऩৈઃभ৯ఏ॑ਛघॊञीभয౫ਛ॑মૅदষअपਊञढथमؚਠ૾भੌभਔଝ॑౷ऽइणणؚ৾ফమप়
ॎचथৈૅঞঋঝ॑ॊఐ৾ੴؚৰୡ௴॑ৢखञঽয়ଢ଼भຄষपਏऩ५य़ঝؚఐ৾पॎॊधखथणसऌঔ
ছঝ॑ਛघॊभमुठौ॒भऒधؚઑਖ॑੦पୗ؞৶पઓઅखؚਖੰৠ॑ॊৡ॑رभেെपৌखथટऊण
మपਛघॊऒधऋीैोॊ؛औैपमؚजभৡऋবपৢ৷घॊधःअৰ॑ञचॊऒधुؚৎपਏदँॊ؛

ऽञমૅपउःथमؚৈૅڮফেৎਡदभ৶௺৭උऋڱસோघॊपुऊऊॎैङؚ৶؞ੵ؞৾௺पਤ৾घॊেെऋ
ਤ৾৸৬भ ٫ؚୢ؞ຓ؞ఇ৾௺म ٫قਛ  ফ২كपधनऽॊऩनؚঽேఐ৾भ੦ೕऩীषभঢ়ੱृਤଡ଼ਔऋ
ৠखथৈःधमइऩःभऋਠ૾दँढञ؛ःঞঋঝद৶௺ী॑ৄৢघऒधद৾ਖपৌघॊྟৡ॑ऊऌয়थॊऒध॑ਔ
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खथेؚॉਤऩ৶ਯ௺ઇढ़জय़গছ॑ଡണखৰᄷघॊऒधपेॉؚেെभ৶ਯ௺पৌघॊ௪ঢ়ੱउेलঽਦ॑ᄁକघ
ॊधधुपؚཎ؞ႀऩ৶ਯ௺पॎॊચৡ॑औचॊऒधऋਜदँॊधभੳपඹढञ؛जभؚর৾ૅ؞ৈಉ৾
ૅ৶ఐभઍधؚਠ৻ఐ৾भਈഈऋङखुःुभधमःःਠ૾प༓ाؚৈপ৴ृଢ଼ਃঢ়धभ৴॑ਤखؚఐ৾
भਈഈ॑दऌॊटऐেെभऎषਬऌఞचؚఐ৾पৌघॊ௪؞ঢ়ੱ॑ৈीؚਤଡ଼ਔृ௴᩿॑ുघॊऒधुਏदँॊ؛
जखथؚలਟથನऩয౫धखथভप൴दऌॊेअؚرऩ॔উটॳشदఐ৾॑৾वधधुपॢؚটشংঝऩଳਡदఐ৾॑৾
सॊेअؚ৸ૅ॑ऑथॉੌिਏऋँॊ؛মૅ 66+ ଢ଼৫पउऐॊৰᄷमؚలਟ৶ਯ௺दবपણඩखथःऎधःअ
ᆾऩঽী൸॑णऒधपणऩऋॉؚ৾ಆਔඟध৾ৡभ্॑औचॊ্ੁपऩॉ੭ॊधનਦघॊ؛

ڮඨ ଢ଼भෘହ

ਰभਠ૾॑౷ऽइؚଢ଼भෘହ॑ਰৣभेअपਝखञ؛

মૅऋؚ৶ਯ௺भেെपঽਦ್॑ऊचॊधधुपؚবपણඩघॊঽী൸॑ᆾपऊचؚ৶ਯ௺ఐ৯पउःथؚ৾ಆਔ
ඟधधुप৾ৡ॑ुऔचॊञीपमؚઃभگणभऋপऌऎఞଖघॊ؛

ⓠ বఐ৾ઇ
 য়ਰਟবઇपॉੌाؚৰౚ॑ँऑथऌञমૅऩैदमभবਙ॑েऊखؚৈઃभఐ৾॑মୁदඃ੭खणणؚ
ৎपମपणऐञৈःஶୁৡؚ॑ஶୁఐ৾ધभഭੰृؚஶୁदभఐ৾ଢ଼উঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ५ढ़ॵ३ঙথؚஶୁदછ
ऊोञఐ৾ਖःق6$7ؚ$3 ಉكपॉੌिણಉपૢ৷घॊऒध؛

ⓡ ఐ৾ଢ଼ચৡभਛ॑৯खञڲফฮ৶ਯ௺ઇ
 মૅभَৰपඡोॊَُইॕشঝॻডشॡ॑ଳघॊُઇ॑ఁౄखथؚৰୡ௴؞॑ଳखणणؚધઽૐ্১؞ધഭ
ੰৡभुஅीञଢ଼্১؞উঞ८থॸش३ঙথ५य़ঝऩनभ ় 6WXG\6NLOOV ॑ਛघॊऒध॑बैःपؚਤऩڲ
ফฮ৶ਯ௺ઇढ़জय़গছ॑৫؞ৰᄷघॊऒध؛

ⓢ ໒ణপ৾؞ḙᆭভ॑রੱधघॊৈপ৴؞ৈଢ଼৴पेॊؚਈഈఐ৾भ৬ୡ
 ໒ణଢ଼৾ୱपਜ਼઼घॊधःअমૅभभਹ॑েऊखؚజਟऊै໒ణপ৾॑রੱपੌ॑ਢऐथऌञৈপ৴؞ৈଢ଼৴
॑औैपਸசऔचؚবਗभਈഈभરोञଢ଼पඡोऔचॊऒधदؚ৶௺पৌघॊਤଡ଼ਔृ௴᩿॑ുघॊऒध؛

ڮත ଢ଼৫भৰૠெ

র৾ڭফেऊैৈૅڭফেऽदभ৸৩ؚৈૅڮফেभ৶௺৭උउेल 66 ଢ଼৭උؚৈૅگফেभ৶௺৭උؚఐ৾ق
৶ྉ؞৲৾ྉ؞েྉ؞ସྉ؞ଠધྉ؞૮ੵ৾ྉ؞كഄ॑ৌपଢ଼॑ষढञ؛ણपेढथमؚর৾؞ৈૅেभൌ
॑ৌधखञ؛


گත ଢ଼৸৬भਏ

ଢ଼৸৬َणऎय *(7 0HLNHL3LRQHHU3URMHFWُपउःथگؚणभଢ଼ॸشঐَ*OREDO3URJUDPَُ([SORUH3URJUDPُ
َ7VXNXED3URJUDPُ॑ਝखञ؛


ڭඨ *OREDO3URJUDP

లਟؚఐ৾ૼभ਼ੀदবपৢ৷घॊয౫॑ਛघॊञीपमؚেെऋఐ৾॑ଡୗप৶ੰखथःॊऒधधؚఐ৾ଢ଼
॑ેীपਤीैोॊୁ৾ৡभ্ऋਏदँॊ؛ఐ৾पउःथஶୁ॑ણ৷घॊ৽ୡؚఐ৾॑ஶୁदਠघॊ৽ୡؚஶୁदఐ৾
॑ഭाੰऎ৽ୡ॑ેীपखथؚেെभఐ৾ચৡधஶୁৡ॑ঢ়৴औचऩऋैૢ৷ৡ॑ുअऒधऋਏदँॊ؛মૅदमऒो
ऽदुஶୁઇपିৡखथऌथःॊऋؚजोपेढथသॎोञୁ৾ৡ॑ఐ৾पૢ৷घॊੌधखथؚஶધभఐ৾ધृఐ৾හ
भഭؚஶୁ॑ઞढञఐ৾भউঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ५ढ़ॵ३ঙথؚমૅऋ 6$7ق6FKRODVWLF$SWLWXGH7HVWDQG6FKRODVWLF
$VVHVVPHQW7HVWॸك५ॺ७থॱشपऔोथःॊऒध॑ણ৷खञ 6$76XEMHFW7HVW भਭਫ਼ؚ॔ওজढ़भৈૅقপ৾ઇ
ുୖஙৼਊكढ़জय़গছदँॊ $3ق$GYDQFHG3ODFHPHQWكઇ౫भણ৷॑ৢखथؚஶୁ॑ણ৷खथఐ৾॑৾वढ़জय़গছ
धजभ১ल௬১भ৫पॉੌ॒ट؛ऽञ਼ؚੀभॺॵউॡছ५भଢ଼पेॊଝधؚଢ଼॑ৄ৾घॊ৬ୡણऊ
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ैਛॊਲਗଢ଼ఊ॑৷ਔखञ؛औैपॖথॸঝব৾েఐ৾ইख़॔ृؚবఐ৾ड़জথআॵॡলৃ॑৯खञੌ॑ாपတ
ཫ੍؞ରखथऌञ؛ऒोमؚবपৈःঞঋঝदણඩखअॊয౫ਛभ্ੁ॑ർॊऒध॑खथःॊ؛లਟؚবଢ଼भৃ
એदुણඩदऌॊधःअঽਦ॑েെपञचॢؚটشংঝऩଳਡदఐ৾पॉੌिਔඟधؚजोपऊऩअ৾ৡ॑इञেെ॑
ਛघॊऒध॑৯खञ؛

ڮඨ ([SORUH3URJUDP

৶ਯ௺્ؚप੦ຊଢ଼भীदবपણඩदऌॊয౫॑ଛॉলघञीपमؚৈःঞঋঝभੴૼ؞ચ؞ঔছঝ॑इؚ৶
ઓઅৡ؞અৡप୕॒टেെؚ॥গॽॣش३ঙথચৡपশऐؚভप൴दऌॊেെ॑ਛघॊऒधऋਏदँॊधઅइॊ؛
ऒभेअऩয౫ਛ॑ৰਠघॊञीपؚমૅदमڲফฮઇभওজॵॺ॑েऊखथؚऒोऽदఏखथऌञَৰपऴोॊُ
َইॕشঝॻডشॡभଳُधःअ੦ຊ॑౷ऽइणणૅؚ৾ਝఐ৯ृ્શౠ॑ਝ઼खञ؛ৰୡ௴؞ಉ॑ৢगथؚ৶ઓ
અৡृർपਏऩ५य़ঝ॑র৾  ফऊै৾ফమप়ॎचथਛघॊউটॢছঁؚॖঞঋঝभఐ৾॑৬௺पಆ੭घॊ
৾ૅਝఐ৯भਝ઼ؚఐ৾भ৶؞ে୵भ৶पणःथઅइऔचॊ৾ૅਝఐ৯भਝ઼पेॉؚఐ৾ऌभেെ॑ੜृखणणؚ
েെऋఐ৾ଢ଼पਏऩચৡ॑ৈૅ  ফીവৎਡऽदपৢॉମपणऐऔच়ؚ 6WXG\ 6NLOOV भਛ॑ॊੌ॑৾ফਤ
ষद५ॱॺشखञ؛ऽञؚൌৌभఐ৾ർણृৰୡౠऩनु৷ਔघॊऒधपेढथؚেെभ௪؞ঢ়ੱ॑ৈीؚੴ
ྜྷੱ॑ᄁକघॊણभ૭ચਙ॑ർढञ؛ऒोैभੌ॑ৢगथؚেെभॽش६पૢइअॊସभৈःઇણ॑৾ফమप়ॎ
चथ৷ਔघॊऒधदؚఐ৾भથॉ॑૭ચऩॉऎभ॔উটॳشपेढथ৬ୡपؚऊणऎ৾वऒधऋदऌॊेअऩউটॢ
ছ॑৫खؚजभ১؞௬১॑ଢ଼घॊऒध॑৯खञ؛ऒोमؚਤଡ଼ृय़কজ॔ઇभ୭धखथुਜ਼઼तऐॊऒ
ध॑ਔखथਤीञुभदँॊ؛

گඨ 7VXNXED3URJUDP

মૅम໒ణଢ଼৾ୱपਜ਼઼खؚणऎयपम໒ణপ৾॑ीؚਓૼ়ଢ଼ਚؚସ؞౫મଢ଼ਃଡؚৈग़ॿঝॠ
شਸசஓଢ଼ਃଡؚবয়୭ଢ଼ਚؚଢ଼ਃଡऩनؚଢ଼ਃঢ়ऋਯऎমು॑ଡइथःॊ؛ऒोऽदुؚ໒ణপ৾भଢ଼पे
ॊَ໒ణপ৾৴ౠُभ৫ಈृؚযୖଢ଼ভपउऐॊ໒ణপ৾भରऩनؚप໒ణপ৾॑রੱप৴॑ਤीथऌञ
ऋؚऒभभਹ॑औैपেऊघञीपؚৈૅधপ৾؞ৈૅधଢ଼ਃঢ়धभ৴॑औैपਘ৲ख્ؚप໒ణপ৾उेलؚ໒ణপ৾
भษভदँॉমૅभਝয়ಟ৬दँॊَḙᆭভُधभਕ৴॑ਤीञ؛औैपमؚ໒ణপ৾धभ৴पेॉؚম৾েఐ৾ೖؚ
४কঃথ؞१ॖग़থ५٭ग़থ४ॽ॔জথॢॳ؞কঞথ४ق-6(&كषभਸؚजभభশपँॊॖথॸঝব৾েఐ৾ইख़॔ृؚ
বఐ৾ड़জথআॵॡषभলৃ॑৯खञੌुଳपোोथؚপ৾धभ৴੦ೕॉ॑ਤीञ؛েെऋఐ৾भਈഈपඡोؚ
ఐ৾भൔऔ॑ৰ॑ुढथੳदऌॊऒधؚजखथఐ৾भ౾ীपৌघॊਤଡ଼ਔृय़কজ॔ਔभ॑ॊ১उेल
௬১॑৫घॊऒधऋऒभউটॢছभ৯दँॊभदؚ৯पऊऩअेअؚઃभڰਡ॑੦মऩ॥থ७উॺधखथؚ৬
ऩણ॑ன৫खञ؛
؞২ऌॉदमऩऎؚফളਯؚফਜ਼दभಲਢऩ৴॑ॊ
؞েെऋଢ଼भଢ଼ਠৃ؞প৾ઇभਠৃपোॉؚ৬ୡ॑ৢखथ৾वਃভ॑ण
؞ଢ଼भেभଢ॑েെपඍऐॊ
؞ऩॽش६पৌૢदऌॊेअؚ৶ਯ௺भ்ઁःীपणःथன৫घॊ

ڰත ৯ఏ

ଢ଼ॸشঐपउऐॊর৾ૅ؞ৈಉ৾ૅڲফभ৯ఏ॑ৣभৢॉਝखञ؛
ফઃ

*OREDO3URJUDP

র৾ ؞ஶୁभ੦ຊ॑ಆ੭घॊ؛
ڭফ ؞ஶୁ॑ઞढथाॊ৽ୡ॑ৢखथؚஶ
؞

ୁभથ৷ਙ॑ৰघॊ؛

র৾ ؞ஶୁदછऊोञঽேਠभಔऩੰ
ڮফ


([SORUH3URJUDP
प৾ಆघॊଙ২॑ਛघॊ؛
؞ৰୡ௴؞ृইॕشঝॻডشॡಉؚ
ৰपඡोॊ৽ୡ॑ਯऎि؛

ହધृఐ৾ऩਵपणःथभල ؞ઑਖਡ॑ैऊपखञदৰୡ௴؞
ऩધฆ॑ഭिऒधपेॉؚঽேਠ

॑ষःලऩॹॱشभઽૐधତ৶

ृఐ৾ऩਵ॑মୁपਸइथஶ

॑ৢखथؚઅइञऒध॑ધฆ৲घॊ؛

ୁदु৾व؛


7VXNXED3URJUDP

؞ఐ৾षभ௪ঢ়ੱ॑ৈीؚঽै৬ ؞ଢ଼ਃঢ়॑௰ਖखؚঽேਠपৌघ

؞ੲਾ૪৶ਃஓभ੦ຊऩણ৷ু১॑
ಆ੭घॊ؛
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ॊྟৡ॑ऊऌয়थؚఐ৾ଢ଼पঢ়घ
ॊ௪ঢ়ੱ॑ৈीॊ؛
؞ଢ଼ऊैઉமଢ଼पणःथभਵ॑
ቯःؚఐ৾ଢ଼भக॑ৰघॊ؛

র৾ ؞ஶୁभ੦ຊ॑ᅿਛघॊ؛
گফ ؞ஶୁदછऊोञঽேਠभੰହृఐ

؞ఐ৾षभ௪ঢ়ੱ॑ৈीؚঽै৬ ؞প৾ृଢ଼ਃঢ়भଢ଼॑௰ਖखؚ
प৾ಆघॊଙ২॑ਛघॊ؛

ঽேਠृఐ৾ଢ଼पৌघॊྟৡ॑

৾ऩਵपणःथभધฆ॑ഭिऒ ؞ৰୡ௴؞ृইॕشঝॻডشॡಉؚ

ऊऌয়थؚఐ৾ଢ଼भൔऔधக

ৈૅ

धृؚఐ৾॑ਵपखञஶୁदभ॥

॑ৰखؚੴྜྷੱधਤଡ଼ਔ؞

ڭফ

গॽॣش३ঙথ॑ॊऒधपे ؞ઑਖਡ॑ैऊपखञदৰୡ௴؞

؞

ৰपඡोॊ৽ୡ॑ਯऎि؛

य़কজ॔ਔ॑ৈीॊ؛

ॉؚஶୁ॑ఐ৾पૢ৷घॊ੦ຊৡ॑

॑ষःॱشॹؚभઽૐधତ৶॑ৢ ؞ଢ଼ऊैઉமଢ଼पणःथभਵ॑

ുअ؛

खथؚ৶पઅघॊ؛

؞বಁदఐ৾ऩਵपणःथ ؞ੲਾ૪৶ਃஓभટऩણ৷ু১भ
અइॊ؛

ಆ੭॑ॉؚৰୡॹॱشभੰෲಉप



ૢ৷घॊ؛

ቯःؚఐ৾ଢ଼भൔऔधக॑ৰ
खؚਤଡ଼ਔ؞य़কজ॔ਔभৈ
๐॑ॊ؛

ৈૅ ؞ஶୁभఐ৾ધ॑ഭिऒधृؚఐ৾ ؞ఐ৾षभੴർੱप੦तऌঽै ؞যदୖଢ଼॑ষअपؚଢ଼
ڮফ
؞
ৈૅ
گফ

॑౫पखञஶୁदभ॥গॽॣش

৬प৾ಆघॊଙ২॑ਛघॊ؛

३ঙথ॑ॊऒधपेॉؚఐ৾भ৾ ؞যदभୖଢ଼॑ৢगथؚઑਖਡ

ऊैभ॑ாपਭऐؚৗञऩ
ଳਡ॑ඃ੭खؚଢ଼भ৲॑ॊ؛

ಆृർभৃએदஶୁ॑ણ৷घॊৡ

॑ैऊपखञदৈ২ऩৰୡ؞ ௴؞প৾ृଢ଼ਃঢ়भଢ଼॑ಲਢप

॑णऐॊ؛

॑ষःؚ৶ऩઅ॑ધधख

௰ਖखؚఐ৾ଢ଼भൔऔधக॑

थऽधीॊ؛

ৰखؚੴྜྷੱधਤଡ଼ਔ؞य़

؞ஶୁউঞ८থॸش३ঙথ॑ৢखथؚ

ஶୁ॑ఐ৾पૢ৷घॊৡ॑णऐॊ؞ ؛ੲਾ૪৶ਃஓ॑ટपણ৷खथৰ
؞বಁदؚঽேਠृఐ৾ऩ
ਵ॑ఐ৾पઅघॊ؛
؞ਲਗभఐ৾ઇ౫ॸؚ५ॺ॑ஶୁद৾

ୡॹॱشभੰෲಉ॑ষःؚು॑੦

কজ॔ਔ॑ৈीॊ؛


पઅख॑੭ॊ؛


ಆ؞ਭਫ਼खؚఐ৾॑ஶୁदઅइॊ੦
ຊৡ॑णऐॊ؛

ऽञؚৌেെपउऐॊ৯ఏमৣभेअपਝखञ؛
র৾

َৰपඡोॊُ
َইॕشঝॻডشॡُ॑੦ກपखथؚ৶௺पैङઇఐपउःथؚઑਖਡ॑ैऊपखञदർ

ڭফ ॑ষअञीभ੦ຊऩ५य़ঝ॑ಆ੭खؚঽै৾ल৬प৾ಆघॊଙ২॑ਛघॊधधुपؚ৶ઓઅৡभ੦ຊ
؞

॑သअ؛ঽேਠपྟৡ॑गؚఐ৾ଢ଼भக॑ৰघॊ؛উঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ५ढ़ॵ३ঙথ؞ঞএॺش

র৾ ਛभ५य़ঝभਛ॑ଳखؚઇఐपउःथரউটॢছ॑ৢगؚ੦ຊऩ५य़ঝभਛ॑ॊ؛
ڮফ
র৾

َৰपඡोॊُ
َইॕشঝॻডشॡُ॑੦ກपखथؚ৶௺पैङઇఐपउःथؚઑਖਡ॑ैऊपखञदർ

৸৩ ॑ষअऩ५य़ঝ॑ಆ੭खؚঽै৾ल৬प৾ಆघॊଙ২॑ਛघॊधधुपؚ৶ઓઅৡभ৲॑ॊ؛
؞

ఐ৾ଢ଼भൔऔृகྟؚৡ॑ৰखؚਤଡ଼ृ௴भᅿਛ॑ॊ؛উঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ५ढ़ॵ३ঙথ؞ঞ

ৈૅ এॺشਛभ५य़ঝभ৲॑ଳखؚઇఐदभரউটॢছ॑ৢगૢؚ৷ऩ५य़ঝभਛ॑ॊ؛
ڭফ
ৈૅ

যदभୖଢ଼॑ৈૅڮফেभڭফपॎञढथষःؚৰୡ௴؞॑ৢगथർ॑ষअञीभৈઃभ५य़ঝ॑ಆ

 ؞ڮ੭खؚৰपেऊघ؛੦ຊऩੴमुठौ॒भऒधؚৈૅঞঋঝ॑ॊனੴृਈഈभఐ৾ॺআॵॡ॑৾
گফ ಆઍपੌााؚలਟभఐ৾ଢ଼पॎॊधःअਤଡ଼ਔृय़কজ॔ਔ॑ৈीॊ؛উঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ५
৶௺ ढ़ॵ३ঙথ؞ঞএॺشਛभ५य़ঝ॑ેীपણ৷दऌॊৃએउेलযଢ଼भৃએಉदؚপ৾ਤ৾पणऩऋॊ५
य़ঝभਛ॑ॊ؛
ఐ৾


ৰୡ௴؞॑੦पखञଢ଼ણ॑ৢगथؚৈઃभർ५य़ঝ॑ඃ੭खؚढ़জय़গছपधैॎोऩःশಲਢऩ
ଢ଼قଲ؞ৰୡ௴؞ಉ॑كষःؚजभਛટ॑घॊऒधदؚଢ଼भ৲॑৯घ؛উঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ
५ढ़ॵ३ঙথ؞ঞএॺشਛभ५य़ঝभਛ॑ॉؚব؞ৌਗऩ॥থॸ५ॺ৾؞ভऩनपாपਸघॊ؛


ൌ



ৰୡ௴؞॑੦पखञଢ଼ણ॑ৢगथؚৈઃभർ५य़ঝ॑ඃ੭खؚढ़জय़গছपधैॎोऩःশಲਢऩ
ଢ଼॑ষःؚजभਛટ॑घॊऒधदؚଢ଼भ৲॑৯घ؛উঞ८থॸش३ঙথॹ؞ॕ५ढ़ॵ३ঙথ؞ঞএॺش
ਛभ५य़ঝऋેীपಇশदऌॊेअऩਃভ॑घॊ؛
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５節

必要となった教育課程の特例等

平成 24 年度に行った、本研究開発に関わる教育課程の特例は以下の通りである。
学年

対象

学校設定科目名(単位)

理由

代替教科・科目

中１

全員

総合（探究Ⅰ） (1)

a

理科、社会、技術家庭

SS 数学Ⅰ (1)

b

数学

総合（探究Ⅱ） (1)

a

理科、社会、技術家庭

SS tech (1)

c

技術家庭

SS 数学Ⅱ (1)

b

数学

SS Expand Program (1)

c

理科

生命科学 (1)

c

理科

地球科学 (2)

c

理科

SS データ解析 (1)

b,d

数学

SS ICT (1)

c,d

技術家庭

探究講座(1)

e

情報 A のうちの１単位

物理 A (2)

f

理科総合 A、物理Ⅰ

化学 A (2)

f

理科総合 A、化学Ⅰ

生物 A (2)

f

生物Ⅰ

SS 数学Ⅳ (6)

f

数学Ⅰ、数学 A、数学Ⅱ

物理 B (3～4)

f

物理Ⅰ、物理Ⅱ

化学 B (3～4)

f

化学Ⅰ、化学Ⅱ

生物 B (3～4)

f

生物Ⅰ、生物Ⅱ

地学 B (3～4)

f

地学Ⅰ、地学Ⅱ

SS 数学Ⅴ (6)

f

数学Ⅱ,数学 B,数学Ⅲ,数学 C

SS 研究 (3)

e

総合的な学習の時間

中２

中３

高１

高２

全員

全員

全員

理系選択者

選択者
設置理由

a.疑問を見つけ、簡単なデータ収集と整理を行うことを通して、基礎的探究スキルを育成する。
b.論理的思考を伴う活動を通して、論理的思考力を一貫して育成する。
c.実験・観察から得られたデータの収集と整理、考察を通じて、探究スキルを育成する。
d.情報機器によるデータ分析手法や数学的なデータ分析理論を学び、科学研究に不可欠なデータ分析スキルを育成する。
e.課題を設定し、疑問の発見から考察・発表までの総合的 Study Skills を活用し深化させる。
f.発展的事項までを含め、体系的に科学を学ぶことを通じて、高次の科学的知識・技能・モラルを習得する。
なお、平成 24 年度の本校高等学校においては、SSH に関係しない学校設定科目として、2 年「現代文Ⅰ」
「現代文演習Ⅰ」
「古
典Ⅰ」
「古典演習Ⅰ」
「理科基礎演習」
「美術特講」
「英語講読」
、3 年「現代文Ⅱ」
「現代文演習Ⅱ」
「現代文演習Ⅲ」
「古典Ⅱ」
「古
典演習Ⅱ」「古文講読」「漢文講読」「世界史演習」「日本史演習」「数学演習」
「基礎数学演習」「物理演習」
「化学演習」「生物演
習」
「地学演習」
「理科基礎演習」
「体育特講」
「美術特講」
「英文法」
「英語講読」を設置している。また、高等学校の総合的な学
習の時間（個人課題研究）は土曜３～５時限、５時限は自主研究としている。
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ਸ਼ڮฆ ଢ଼৫भ৽༬


ڭත েെऋঢ়બघॊણभ৽༬

 ਛ  ফ২पষढञଢ଼৫भরदؚেെभਸऋँढञुभ॑ਰৣप੶घ؛
ৎ

ৰઍ

અ



66 ଢ଼قৈكڮ৫

মૅقౝଅ  عৎؚଣୖಉك



৾ૅਝఐ৯भ৫

মૅؚઇఐ૿ਊ



66*HR7RXU ହভ

মૅ



66*HR7RXU হଢ଼ఊ

মૅ



66 ਯ৾⋛

র ڭমૅ



662YHUQLJKW6WXG\َস୭୫भ௴ভُ

মૅ েെ  



ে୵৶؞ఐ৾৶

রਁ گড়भ౸द



6KRZDQG([SODLQ

র ڮ؞ڭஶୁभ౸द



66*HR7RXU হଢ଼ఊ

মૅ



66*HR7RXU হଢ଼ఊ

মૅ



१ঐش५ॱॹॕ॰شথ






ఐ৾ভ

ৈؚڭবয়୭ଢ଼ਚ؞রਣে

৶ఐਫ਼

রؚگনఓఢఈ



66 ਯ৾⋜

র ڮਯ৾भ౸द



টढ़ॵউ४গॽ਼॔ੀপভਾઔভ

মૅ



ৈಉ৾ૅ॥॔ 66+ হਸ

గুপ৾ েെڮ



ർౠ્શَቅधम୦ऊؚजभ১पणःथُ মૅؚেെ  



ఐ৾৶ডشॡ३ঙॵউ

໒ణপؚ৾েെ  



ಞ၄ভ

মૅ 8QLYRI1RUWUH'RPH ७३ঝে



66*HR7RXU হଢ଼ఊ

মૅ



१ঐش५ॱॹॕ॰شথ





ఐ৾ভ

ৈؚڭবয়୭ଢ଼ਚ؞রਣে



66&DPS ఐ৾৬ୡౠ

মૅقরڮৌؚ৶ৰୡౠك



66 ଢ଼রভ

মૅ

   ໒ణপ৾؞ౢ৾শ



মে৾ड़জথআॵॡ৭

໒ణপ৾ েെ  



660HGLFDO6HPLQDU

ূୢఐপ৾୰ েെ  



66*HR7RXU

ો୲ਣ েെ  ؚઇ৩ڰ



660HGLFDO6HPLQDU

ૺੈ୰ েെڮ



66+ েെଢ଼ভ

ঃ३ইॕ॥૯ଘ েെ  ؚઇ৩ڴ



6FLHQFH:RUNVKRS

মૅ 7KRPDV-HIIHUVRQ ৈૅਟૅ



মে৾ड़জথআॵॡম৭

໒ణপ৾ েെ  

ಒఛ೬র

भ৹ਪ

েെभੇ൦ఢఈ

ಒఛ೬র

॑ઞढञୠ৹ਪ

েെभੇ൦ఢఈؚষ

ಒఛ೬র

66/DE&DPS

໒ణপ৾॑রੱपৰ

ಒఛ೬র

ఐ়৾

শಉ



রڮ໒ణਫ਼

ऊघाऋअैোఢఈ



ম෬༢ে৾ভਸ

໒ణপ৾ েെ  ੯



ർౠ્શَఇ৾ଢ଼धजभઍُ

মૅ েെ  



णऎयఐ৾ଢ଼ષன

েെگ



660HGLFDO6HPLQDU

໒ణপ৾ েെڭ



ਸ਼  ଗుญেെఐ৾ଢ଼ષனવયன

णऎयग़य़५এ७থॱ شেെڭ



໒ణপ৾ध੪ৈૅधभৈপ৴३থএ४क़  ໒ణপ৾ েെ  
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রگ৶ఐਫ਼

নఓఢఈ



$5,66 ५ॡشঝ॥থॱॡॺ

মૅ ఐ৾૮ੵ৾ྉেെ  



6KRZDQG([SODLQ

র ڭஶୁभ౸द



6$76FLHQFH

মૅق6$76XEMHFW7HVW ਭਫ਼ৌੁౠك



রڮஶୁแ

মૅ



णऎय१ॖग़থ५य़ॵ६জ  ॢش৭

णऎय૽ਚ েെ  



१ॖग़থ५॔०ছਸ

য়ਓૼଢ଼७থॱ شেെ  ੯



66/DE7RXUَঽேग़ॿঝॠش७ॼُش

ଌਹੵপ৾ ൌেെ  ؚઇ৩ڰ



ఐ৾भൖୱ ଗপভ

ଗૂ



णऎयఐ৾ইख़५ॸॕংঝ

णऎयढ़আड़ ఐ৾৶ྉ؞৲৾ྉ؞ে



662YHUQLJKW6WXG\َయ௴ౠُ৾ಆভ

মૅ েെ  



662YHUQLJKW6WXG\َయ௴ౠُ

ঃشॡ॔ঝढ़ॹॕ॔ েെ  ؚઇ৩ڰ



॑ઞढञୠ৹ਪقك

র ڮ৶भ౸पउःथ



6$76FLHQFH

মૅق6$76XEMHFW7HVW ਭਫ਼ك



णऎय१ॖग़থ५य़ॵ६জ  ॢشৠ

ஐ৾ୱ েെڭ



66 ଢ଼ഁજ

মૅ

ྉ؞ସྉলன

েെभस  



,QWHUQDWLRQDO6XUYH\7RXUDQG/HFWXUH হ৾ಆভ মૅ



66*HR7RXU

໒ణउेलजभఢఈ



,QWHUQDWLRQDO6XUYH\7RXUDQG/HFWXUH হ৾ಆভ মૅ
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মૅق-,&$ ऊै৾ে॑ഃᶌك



ৈಉ৾ૅ॥॔ 66+ হਸ

ৈૅ েെڰ



ী৾ৰಆ

মૅ



ਸ਼ڮणऎयఐ৾ଢ଼॥থॸ५ॺැଗৈૅেఐ ໒ణপ৾ েെڱ੯
৾ଢ଼ভ



१ॖग़থ५ग़ॵ४ 
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ম഼৲৾ভ  ফ২পভ

ূਨপ৾ েെڭ੯



মఇ৾ভਸ਼  ফভ

ঃ३ইॕ॥૯ଘ েെڲ੯

ৢফ
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ڮත েെभৌਗ؞༟ಉৰౚ

؞ৈૅڭফে੬েെڭऋؚটढ़ॵউ४গॽ॔  पম৻धखथਸखञ؛
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؞ৈૅڮফ੬েെڭऋؚ66+ েെଢ଼ভपउःथَ१ॣ؞ওॲढ़भᝎ৲؞ਛশधସभঢ়બُधःअॸشঐदؚএ५
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ُ ॢشपলৃखथؚ੶ଢ଼भউঞ८থॸش३ঙথउेलൿ੶଼ૼ؞ৰୡ଼ૼदਛౚ॑उऔीؚসওॲঝ॑ਭೖखञ؛
؞ఐ৾েྉڰऋؚৈૅ॥॔ 66+ হَ॔ঈছॼఐभਙपঢ়घॊଢ଼ُपਸखञ؛
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মૅ



ূਲপ৾ဟരৈৈಉ৾ૅ 66+ ଳ
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ઇ৩ઐভੵূقপكਸ

ઇ৩ڭ
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66+ ਤ৩ভ৻ভ
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Global Program（国際性の育成）

第 3 章 研究開発の内容
１節 Global Program
Show & Explain

２．中学２年生
２－１．比較級を使ったプレゼンテーション
「優れたプレゼンテーションをしたい」という意識は高く、
昨年度の反省を活かそうと努力した生徒が多かった。その結

【仮説】

Global program の指導目標「国際性の育成」に不可欠な

果、昨年と比較して顕著な変化が見られたのは、声の大きさ

英語を用いて、物事を表現する力を育成することを目的とす

とアイコンタクトであった。プレゼンテーションにおいて最

る。中学１年生では、英語学習の初期段階から自己紹介や友

も基本的な声の大きさについて改善が見られたことは評価に

人紹介という身近なトピックを題材とする。中学２年生では、

値する。一方、好調なスタートを切った生徒の中で、原稿の

比較表現を用いて 2 つの物や人を紹介したり、自分が旅行会

暗記が不十分であった生徒は、途中で失速する傾向が見られ

社になったつもりで広告ポスターを作成し、おすすめのツア

た。以下、生徒の感想の一部を示す。

ーを企画したりするというトピックで、より聴衆を意識した

「自分が聞いていて『これはすごい』と感じた発表者は、皆

プレゼンテーションに挑戦する。両学年ともに、プレゼンテ

明るく大きな声で堂々としていた。話す速さ適切で、とても

ーションの体験を通じて、人前で英語を用いた表現力の向上

聴きやすかった。また、資料が工夫されていてわかりやすく、

が期待される。

出すタイミングや指し方もきちんと考えられていた。」

【実施期間】

２－２． 旅行会社ＰＲプレゼンテーション

中学１年生は、平成 24 年６月と 11 月に英語の授業内で３

発表者（１名）が、４～５名のクラスメイトを聴衆として、

時間、中学２年生は平成 24 年６月に英語の授業内で３時間

順番に発表した。プレゼンテーション後は、必ず発表者に対

実施した。

して聴衆全員から英語で一言コメントをするよう指示した。

【対象者】

発表者はクラスメイトからのアドバイスを受けて、次のプレ

中学１年生全員(199 名)、中学 2 年生全員(234 名)を対象

ゼンテーションをよりよいものにするために工夫した。

とした。

【次年度への課題】

【実施内容】

１．中学１年生

中学１年生はまず、プレゼンテーションのアイディアを考

初めて英語を使ってプレゼンテーションをする生徒たちが

案し、原稿の下書き・清書を行った。次に色画用紙に自由に

前向きな印象を持ったのは、今回の活動の何よりの成果であ

絵や写真を貼り、ポスターを完成させた。完成したプレゼン

る。1 回目のプレゼンテーションでは、人前で英語を話すと

テーション用ポスターをクラス全員に見せ、それを用いて発

きの緊張や暗記が生徒たちの課題となったが、2 回目になる

表した。

と、ジェスチャーや発音などを意識できるようになった。こ

中学２年生の英語の授業は通常、習熟度別クラス（３クラ

れに関しては通常の授業の際にも訓練をし、中学２年生での

スごとに３段階編成）で授業をしているが、比較級のプレゼ

活動につなげていく必要がある。

ンテーションに関しては、発表は 7 月 17、18 日に行われた

２．中学２年生
プレゼンテーションの内容の構成はもとより、姿勢・視線・

サマースタディーゾーンに HR 単位で行った。旅行会社 PR
プレゼンテーションについては習熟度別クラスで行った。

ジェスチャー・発声・イントネーションなどの技法を身に着

【評価】

けさせるために、実践する機会を増やすことが何よりも重要
であると感じた。今年度は 3 月にも、
「身近な街を紹介する」

１．中学１年生
６月と 11 月の活動の前後に、プレゼンテーションに対す

というトピックでプレゼンテーションの機会を設ける予定で

る実態・意識調査を行った。６月の時点では、日本語のプレ

ある。このような取り組みは、教科・科目を越えて継続的に

ゼンテーション経験者は 97%を占めていたのに対し、英語で

行うことが望ましい。

のプレゼンテーション経験者は 29%であった。また、
「良い
プレゼンテーションとは何か」という質問に対しては、大き
な声（62%）
、わかりやすいこと(54%)の 2 点が目立った。
どちらの活動も９割以上の生徒が「とても楽しかった」ま
たは「楽しかった」と前向きな感想を持っている。11 月に行
った友人・家族紹介の際には、６月の活動での課題を意識し、
分かりやすくするための努力が見られた。具体的には、
「視線」
「ジェスチャー」
「発音」などである。これは、クラスメイト
のプレゼンテーションを何度も見ることで、より良いプレゼ
ンテーションには見せ方や視線が重要であることの理解が高
まった結果だと考えられる。以下、生徒の感想の一部を示す。
「1 回目のプレゼンテーションのときは、前に立ったら頭
が真っ白になってしまい、考えていたジェスチャーをするの
を忘れてしまった。2 回目のときは、練習通りにできた。
」
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図１

プレゼンテーションの様子（中 2）

Global Programقবਙभਛ            ك
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ৌघॊਔऋਘऽढञُधगॊেെऋःऒधऋীऊढञ؛

ଞपଐःඵౕधऩढञ؛༓ೖৎभଙ২ुઌ໐दؚીവभ॔
থॣॺشपमَbWKdभఠऋऌोःटढञَُੲृ४ख़५ॳ
কشपੵऋाैोञُಉؚपॎञढथྉभ॑ী
ෲघॊ॥ওথॺऋँढञ؛แभ౸दभఠഭಫಆृঌ॔
ডشॡदमؚ০ऽदਰपੱ॑ीఠुਔघॊেെऋੜ
इञभदؚ০भણभরदुಲਢखथःऌञः؛

ऒोमؚ৾ಆਠ॑হपউজথॺपऽधीथଦഘखञऒ
धपਸइؚଟਪ৩मఠ॑ਈਏଳखथଟਪघॊऒधृพ੶
टऐदऩऎఠऋਂેীटधয়ठሴଽपোोऩःधखञॉ
ৠीऋ୶खथःॊधઅइैोॊ؛

  ॔থॣेॺشॉقর৾  ফেك
ඨ৯
ஶୁभఠ॑ਞपघॊेअपऩढञ

যਯ
 

ஶୁ॑ਵघ௫खऔ॑ੴढञ

 

ஶୁदइॊਠऋੜइञ

 

যद୦ऊ॑घॊ২ऋणःञ

 

 णभऒधपেೃ୵ॉੌीञ

 

ੈৡشॳ؞ডشॡभপજऔ॑ੴढञ

 

ྉ৩भऋऽढञ

 

ڭ
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&URVV&XOWXUDO7DON

 ڭ।५ॺলମব༮
ୠ

ْෘହٓ

॔ঝওॽ॔  ؚॖছথ  ؚরব  

র৾  ফदသढञஶୁ॑ৰᄷऩৃએद৷ःؚஶୁ৾ಆ

॔४॔

भਏਙ॑गॊਃतऐ॑ॊ؛ऽञؚஶୁ॑ಟবୁधख
ऩःऋஶୁदਔಂႧৢदऌॊऒधृୁؚटऐदऩऎ

॔ইজढ़

ৰमڮা  दँॊ؛೬पਔଝपणःथभହ

রવ৪

॑ڭؚারमྉౣਛ૽؞સী૿ॺ؞আॵॡभਉံพ
ਊमଏपڮৎभౠভ॑ষःؚଏमڭৎ  ীभ
ॸॕشঃॸشॕ॑شৰखञ؛

ॸॕشঃॸشॕشमর৾ڭফেعৈૅڮফেऽदभൌ
ق৺  য॑كৌधखञ؛

ॽढ़ছॢ॔   ؚঌঝ  ش

ْ௬ٓ
 হदमؚஶୁఐभਗবযઇ৩पेॊॺআॵॡਉံभ

ৰप॔থॣ॑ॺشৰखञ؛जभટؚभেെऋ
َஶୁऋऌُऽञमَनठैऊधःअधऌُध௦इञ؛
ऽञ&ؚURVV&XOWXUDO7DONقਰৣ &&7كਰपஶୁभਏਙ

ْৰઍٓ
 3DVWLPHV

+RXVLQJ&ORWKLQJ)HVWLYDO$QQXDO(YHQWV6FKRRO भڵ
णभॺআॵॡपणःथभমभଁृધ৲॑ງஂघॊਉံ॑
ुधपؚ৸েെऋڭযॺڭআॵॡ॑৭लพखञ؛౮ऩॊॺ
আॵॡ॑૿ਊघॊেെڲযڴعযदڭणभྉ॑ౣਛखؚྉ
শ؞୫হબ؞੧બभ૽સ॑ী૿खञॺ؛আॵॡ॑ହघॊ
पਏऩृৰ॑৷ਔखॺؚআॵॡपঢ়घॊ।५ॺषभ
ସਖ॑અइؚম॑୳खथজঁش१ঝ॑ষढञ؛
ਊमؚ-,&$قবੈৡਃଡك໒ణऊै  भਗবযଢ଼
ఊ৩ऋ।५ॺधखथਟૅखञ؛।५ॺभऺध॒नऋஶୁ॑ಟ
বୁधखऩःஶୁਵदँॊ؛كڭقଏमڭྉपڭযभ।
५ॺ॑ಶइؚেെڭযँञॉ  ীद૿ؚਊॺআॵॡप
णःथृધஊ॑৷ःथହखञॉؚຉृ໐भँؚ
ृधॉृૣ൚ः॑खञॉखऩऋैমभધ৲ງஂ॑खञ؛ऽ
ञ।५ॺपॺআॵॡपঢ়घॊସਖ॑खؚੲਾઐఌ॑खञ؛ज
भؚ୫হબऋஔல॑ਜीؚ।५ॺपஔ୫॑ႋखऋढथः
ञटःञ؛ଏमॸॕشঃॸشॕ॑شৰखञ؛છभে
െऋ।५ॺभ॑ခஊदછःञॉؚ໐भেെऋஶୁद
໐॑ງஂखञॉखथؚ।५ॺ॑ुथऩखञ؛

ॳজ  ॻؚॽढ़ુਮব  

ःथହभੵऋदऌथःॊऊ௬खञ ؛

ౠভमর৾  ফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

)RRG 6SRUWV *HRJUDSK\ +REELHV

४থংঈग़ؚكق५ॲشথ  ؚ७ॿफ़ঝ  

พॸ५ॺ॑ৰखञ؛ऽञজঁش१ঝदमؚृৰ॑৷

ْৌٓ



ढ़شঋঝॹ  ؚ॥ॺش४ডشঝ  
ॼॖ४ख़জ॔  ؚঐছक़ॖ  ؚঞ९ॺ  

হ৾ಆमؚਛ  ফ  াعਛ  ফڮাपষढञ؛

॑ষढञ؛মઉभ  ৎदম॑୳खञಫಆ॑ষढञ؛

ॿঃشঝ  ؚঃय़५ॱথ  
क़फ़থॲ  ؚग़४উॺ  ؚग़ॳड़আ॔  

औचॊ؛ऽञؚমभଁધ৲ध਼ੀभரऩථैखृ
ْৰٓ

ॺঝॡওॽ५ॱথ  ॺؚঝ॥  
ঐঞش३॔كقকথঐ  ش

ृৰ॑ઞढथীऊॉृघऎହघॊऒधभਏਙ॑ৰ
ધ৲पणःथ৶ੰ॑ी਼ؚੀप৯॑ऐॊऌढऊऐ॑ॊ؛

লମবقযਯك

॑गथःञেെम दँढञ؛
েെमর৾ڮؚڭফઃपৰखञஶୁแृউঞ८থॸش३
ঙথ॑ৢगथؚஶୁ॑ઞअ௫खऔृஶୁभ৾ಆभਏਙ॑
गथःञेअदँॊ؛্ؚ
َஶୁभਏਙ॑गऩःُध௦
इथःञেെमَஶୁ॑ઞअਃভऋँऽॉऩःऊैُ
َؚᄽ
ਃચऩनभॶشঝऋखथःॊऊैُऩनधઅइथःॊे
अदؚஶୁ॑৾वਏਙृਔଝ॑ৰदऌथःऩःेअदँ
ढञ؛खऊख&&ؚ7 ৰपमؚभেെऋஶୁभਏਙ
॑गञध௦इथउॉؚরदु ऋَஶୁभਏਙ॑उउ
ःपगञُध௦इञ؛ऽञ&&َؚ7 मঽীपधढथनभे
अऩਃভपऩढञऊُधःअਖःपৌखथमऻऺؚ৸৩ऊै
ऌऩ௦॑੭ञ؛୳ધऊैु୴ऋॎढञಜलृஶ
ୁद॥গॽॣش३ঙথघॊ௫खऔ॑गञऋਘऎॎ
ढथऌञ؛ଏपৰखञঽਸभॸॕشঃॸشॕشपमؚ
৾ফਖॎङ  যਰभেെऋਸखञ؛
োप॑खथुؚঽীभୁ៲ृୂऌॉચৡऋਂଌख
थःॊध൱खञেെृؚःऊइृ४ख़५ॳকشदइॊ
ੵभਏਙ॑ৰखञেെुऊढञ؛ऒभষহ॑ৢगथؚ
০भஶୁ৾ಆपਔଝ॑ग਼ؚੀप৯॑ऐॊऌढऊऐप
ऩॊऒध॑ୄघॊ؛
ْઃফ২षभୖٓ
 ڭྉڭযभ।५ॺ॑ಶइथౠভ॑ষअ५ॱॖঝदभৰ
मপથਔଝदँॊधगञ؛जभञीपमྉभਯऽञमज
ोਰभযਯभ।५ॺभન৳ऋ੯धऩॊ؛০ु -,&$
पओੈৡःञटऌऩऋैؚষহ॑ಲਢखथःऌञः؛
మऊैઌ໐पॉੌ॒दःञেെटऐदऩऎؚৰ
भॖওش४ऋथङಸऋऩऊढञেെुৰप।५ॺध
ৌએघॊधؚೃ୵पइेअୂؚऌौअधৡ॑खथःञ؛
भమऊै৯ਔ॑खढऊॉञचथমपಏऽचॊ
धऔैपટऋऋॊधઅइैोॊञीؚઃফ২ਰఋॉੌ

  ॅऊञ॑ງஂघॊেെ

॒दःऌञः؛
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ఐ৾ஶୁ

॑ीथऎऒधऋदऌञधઅइैोॊ؛
 ڭর৾  ফਲਗॡছ५ ॸ५ॺટ

ْෘହٓ

বपৢ৷घॊଢ଼ચৡभਛ॑ॊञीؚఐ৾॑౫

ਡਯق৸  ਖ  ਡك

౸

౸

ਈਡ

گਡ

ڳਡ

ਈৈਡ

ڵਡ

ڬڭਡ

ਡ

 ਡ

 ਡ

धखञஶୁभହધಉ॑ഭिऒधपेॉؚजभृະ຺भ
৶ੰ॑ीॊ؛ऽञؚఐ৾ੴ॑ஶୁद৾लऩऋैؚঢ়৴
घॊय़কঈছজشभੜਘؚఐ৾षभ௪ঢ়ੱभਛ॑ॊ؛
ْৌ৾ফٓ
র৾گعڭফেभషব॑রੱधखञَਲਗॡছ५ُ
ق
ঁؚكॖঞঋঝऩஶୁৡ॑णৈૅ  عফেभَ((& ॡছ
५ُ قكउेलৈૅ  ফেभఊஶୁॡছ५ قك
भেെ॑ৌधखञ؛

 &((؝ڮॡছ५قৈૅ  عফেৌك
৾ಆपનੳॸ५ॺ॑ষढञऋؚःङोुभટऋ
੭ैोञ؛ආमஶୁઈ৷ચৡऋँॉؚੴुँॊங২ಆ
੭खथःॊधઅइैोॊ؛ऒभ৾ಆ॑ৢगथؚ௧৷ୁृ્

ْৰٓ
র৾  عফেभਲਗেॡছ५ؚৈૅ  عফেभ ((& ॡ
ছ५पणःथमؚ౸पउःथजोझोষढञ؛ৈૅ  ফ
েभఊஶୁॡছ५पणःथमؚಒउेल೬॑
ਹ৷खथৰखञ؛

ীभઍपणःथभఐ৾৶ੰ॑ीॊधधुपؚஶୁ
ৡभऋৄैोञ؛
؝گఊஶୁॡছ५قৈૅڭফেৌك
 ৌमڰणभَಆ࿃২શॡছ५ُपীऊोथःॊ؛ॡছ
५दਰৣपંखञेअऩহ؞হभ॔থॣ॑ॺشৰखञ؛

ْৰઍٓ

كڭযपঢ়घॊੴ॑ਖअਖ

؝ڭਲਗেॡছ५قর৾  عফেৌك
ఐ৾؞৶ఐীपঢ়৴घॊॺআॵॡपোॊपؚनभங২
जभীभੴ॑થखथःॊऊનੳघॊञीؚ3UHUHDGLQJ
7HVW ॑ৰखञॸ؛य़५ॺम৪বਠभেെऋ৾ಆघॊ
َ0LOHVWRQHVُ॑ઞ৷खؚর৾  ফেम $ ঞঋঝؚর৾  ফ
েम % ঞঋঝؚর৾  ফেम & ঞঋঝभॺআॵॡ॑৭खؚ
ഭੰऔचञ৾ ؛ಆؚनभங২भੴऋಆ੭दऌञऊؚঢ়৴

  ॸय़५ॺपఃৃघॊযधؚঢ়৴घॊୁ॑लणऐॊ
-XOLDQ+X[OH\VWDUWHG::)ZLWKRWKHUVFLHQWLVWV
  ঢ়৴ୁ៲भਔ॑ਖअਖ
⋇SHVWLFLGHV ௨དද ⋈UDGLRDFWLYH ଣೝચभ
  ୭पঢ়घॊੴ॑ਖअਖ
   :KLFK RI WKH IROORZLQJ KDV JLYHQ XV KXQGUHGV RI
GLIIHUHQWPHGLFLQHV"

ীभ௪ঢ়ੱ॑णेअपऩढञऊऩनभ॔থॣ॑ॺشৰ



D(QGDQJHUHGDQLPDOVLQ$IULFD

खञ؛ऽञؚ౸प 3UHUHDGLQJ7HVW धऺऻगઍभ

E&OHDQZDWHULQ&DQDGLDQPRXQWDLQV

3RVWUHDGLQJ 7HVW ॑ৰखؚেെঽମपॸय़५ॺઍभ৶

F3ODQWVLQUDLQIRUHVW

ੰ২॑નੳऔचञ؛

  ৈڭఊஶୁ॔থॣॺشટق৸৬ك

 &((؝ڮॡছ५قৈૅ عৈૅ  ফেৌك
 ஶୁॡছ५ঞঋঝप়ॎचَ5HDGLQJ0DWWHUVُॸय़
५ॺ॑ઞ৷खञঁ؛ॖঞঋঝऩஶୁॺঞॽشথॢؚఐ৾ੴ
भಆ੭ऋदऌॊेअ౸॑ன৫खञॸ؛य़५ॺઍम৸द
ڲฆँॉؚ৶ఐؚఐ৾ী॑அीञرऩॺআॵॡऋোढथ
ःॊ؛౸मઍभঞঋঝपगथ 8QLW عमৈૅڭফেؚ
8QLW عमৈૅڮফ ؚ8QLW عमৈૅگফधःअฆীథ
॑ষःؚਲਗেॡছ५धؚ౸प॔থॣॺشधउे
लؚঢ়৴ੴ॑ਖअॸ५ॺ॑ৰखञ؛

ਝਖ

౸

౸

৲૨

قڭযك

٫

٫

٫

قڮঢ়৴ୁ៲ك

٫

٫

٫

قگ୭ੴك

٫

٫

٫

 ॔থॣॺشટ ৄ॑ ڮॊधؚ৸थभඨ৯पउःथੴ
भੜਸऋનੳदऌञ્؛पഭവम FDUERQGLR[LGHIRVVLO
SHVWLFLGH ऩनਰमੴैऩऊढञୁभਔ॑௦इैोॊ

؝گఊஶୁॡছ५قৈૅڭফেৌك
 ಒ೬ၿরपॸय़५ॺَ॑*UHHQ3ODQHWُ
ق෩ &KULVWLQH
/LQGRS  2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVVكधखୖ॑ୖखञ؛
ઍमपૉ୭पঢ়घॊڴฆदଡਛऔोथउॉؚ୭ਖ
॑અइؚॉੌिञीभؚੴؚ৷ୁ॑৾वऒधऋदऌ
ॊ؛ಒ೬द॔থॣ॑ॺشৰखؚহੴधॉੌ
ाभ৶ੰ২॑નੳखञ؛

ेअपऩढञেെऋপ்पੜइञ؛ऽञؚ5DFKHO &DUVRQ
-XOLDQ +X[OH\ धःढञযऋनभेअप୭ਖपॉੌ
॒टऊؚৗञप৾वऒधऋदऌञ؛
ْઃফ২षभୖٓ
66+ भڮফ৯पऩॉؚেെमভृૅਗ৾ಆऩनرऩ
উটॢছदఐ৾ऩઍपඡोॊਃভऋੜइؚఐ৾ऩஶ
ધप௪॑ढथॉੌिિऋৄैोञ؛০ফ২ؚਲਗॡ

ْ௬ٓ

ছ५ृ ((& ॡছ५दमઆফ২धम౮ऩॊઇ౫॑ઞ৷खञऋؚ

؝ڭਲਗॡছ५قর৾  ফেৌك
 ऒऒदमর৾  ফেभਲਗॡছ५दभॉੌापणःथਾ
ઔघॊ؛ઃभ  भेअपؚ৾ಆभ 3RVWUHDGLQJ7HVW द
५॥॔॑ಇयखञ؛ऒोमਊே୳औोञऒधटऋؚ੭ਡऋ
ৣऋढञॣش५मऩऎؚఐ৾ऩੴ॑ੜृघधુपؚ௪

ৈૅ  ফেभఊஶୁॡছ५दमؚઆফ২धगઇ౫॑ഭि
पधनऽढञ؛
০म౸ृশ೬রपॉੌिஶધभரథ॑ੜृखؚ
ఐ৾ஶୁચৡृഭੰৡभऔैऩॊ॑ॉञः؛
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6$76FLHQFH
ْෘହٓ

లਟؚਲਗभ৾ভृ॥থॸ५ॺؚ

धथुੜਸ  

ધपරਅखथाञःधःअ௪

ृृੜਸ  

ऋ

ृृ  
धथु  

 ৪বभপ৾ਤ৾ৱતୡभऱधणपৼਊघॊ 6FKRODVWLF
$VVHVVPHQW 7HVW भਯ৾؞৶ఐभఐ৯ୡق6XEMHFW 7HVWك
पॉੌाؚਭୡघॊधःअ৬ୡ॑घॊऒधपेॉؚ৾ಆख

ઃभਃভऋँोयරਅखथाञः

छऱරਅखञः  

ऊ

රਅखथुेः  
द ऌ ो य රਅख ञ ऎ

ञઍऋਲਗदुৢ৷घॊधःअৰ॑੭ैोؚలਟਲਗभ

ऩः  

৾ভृ॥থॸ५ॺؚધಉपරਅखथाञःधःअਔඟ

ुअਭऐञऎऩः  

ऋੜਸघॊधઅइैोॊ؛
ْઃফ২षभୖٓ

ْৰٓ
ਛ  ফ  া  ൳ૐਏඨਁંؚফ  া  ૢ൳ഁ

 ৈૅ  ফেभൌऋऎऩॊൊपँॉؚ৾ಆभ೧

જ ؚা  ૢ൳ऐफ़ॖॲথ५॑ষढञ؛হ৾ಆভ؟

॑ःऊपॉੌऽचॊऊऋઃফ২ਰఋभୖदँॊ؛ૌுਖ

ে৾ قা   ؚা   ؚা  भੑ  ؚك

ಆपुঽपॉੌऽचॊ্১॑ੵघॊਏऋ

৲৾ قা  ؚؚभੑگؚكਯ৾मযସਖভ॑

ँॊ؛

ྖৎৰखञ؛ऽञؚ6$7 ୡਭਫ਼मਛ  ফ  া  ؚ



ḙ᪥৾ୱॸ५ॺ७থॱشपथৰखञ؛
ْৌٓ
ৈૅ  ফে  ؚৈૅ  ফে  भൌ॑ৌधखञ؛
ْৰઍٓ
 মૅम 6$7 ॸ५ॺ७থॱشपऔोथःॊ ؛ফઃुਬ
ऌਢऌؚਛ  ফ  া  पৰऔोॊୡभ৶ਯ௺
6XEMHFW 7HVW भअठ 0DWKHPDWLFV /HYHO&ؚKHPLVWU\ؚ
%LRORJ\ (FRORJLFDO ऊैਈপ  ఐ৯॑ൌप৭උऔचؚ
ఐ৯भਭୡમ॑৾ૅ૿दணख॒ट؛3K\VLFV भൌम
ःऩऊढञ؛6$7 भਏपঢ়घॊफ़ॖॲথ५भؚఐ৯प
ൌਸद৾ಆভ॑ৰखؚਭୡपಏऽचञ؛

6XEMHFW

ఐ৯શਭୡਯ

५॥॔

ਈৈਡ

0 ਯ৾ 







&+ ৲৾ 







(% ে 







োघॊऒधदؚৈૅ৲৾भઍ॑ेॉऎ৶ੰदऌॊेअप
ऩॉؚऔैपপ৾द৲৾॑৾वभமਢऋଐऎऩॊधઅइै
ोॊ؛
ْৰٓ
ਛ  ফ  া عাभگনাपॎञॉؚౝ  भ৾ಆ
ভ قभ৾ಆভम  ৎங২॑كৰखञ؛
ْৌٓ

ड़شঅॱঝؚग़ॿঝॠشਜ਼ؚইথॺभૠಋؚঃक़জभൾ
ؚਛཾधীभଡୗؚ৲৾ৡ৾قग़থॺটআؚش
ग़থॱঝআؚشॠঈ६भঽग़ॿঝॠشभधੑؚكఏ
ਗ਼ாਗ਼ਜ਼धॿঝথ५ॺभૄभઍ॑রੱपੰؚହଝधਖ
ಆ॑ষढञ؛

ْ௬ٓ
 ৪ব &ROOHJH%RDUG ऊै 6FRUH5HSRUW ऋଛહऔोथऌञ
ਛ  ফ  া  प॔থॣ॑ॺشৰखञ؛
भਯஊमৰਯ

ૌுभ 36$7ؚ6$7 ਭୡ৽ୡ

થ     ૮  

୦ফীभಫಆਖ॑ੰःञऊ

 ফী   
 ফী  
ੰःथःऩः  

੭ਡभ୳धभୀः

୳ेॉৈः  
୳ৢॉ  
୳ेॉः  

৾ಆखञਯ৾ृ৶ఐऋਲਗदुৢ

धथुੜਸ  

৷खजअटधःअৰऋ

ृृੜਸ  
ृृ  
धथु  

ਲਗभপ৾पৌघॊ௪ऋ

 ౾ਗবभ৻৲औोञৈૅ৲৾भढ़জय़গছभઍ॑

ْৰઍٓ

 ڭ6$7 ਭୡযਯउेलટ



ْෘହٓ

ৈૅ  ؞ফেभൌڱ॑ৌधखञ؛



 ڮহ॔থॣॺشટ 

$3&KHPLVWU\ 

ْ௬ٓ
৾ಆভਸেെभ୳॑ਰৣपંघ؛
؞ৈૅ৲৾भઍदम৾सऩःऒध॑৾ಆदऌؚశଞपએஜ
ऎःઍ॑ੴॊऒधऋदऌञऒधऋधथुअोखः؛৲
৾मऌऩఐ৯धःअऒधुँॉؚ౦رऩহ॑ମपणऐै
ोञऒधऋ௫खऊढञ؛
؞౸दमඞॎऩःेअऩऊःधऒौभହऋँढथेऊ
ढञ؛যपमৰୡऋँॊधᇃखः؛
ْઃফ২षभୖٓ
 ৌ৾ফऋৈૅڮ؞ڭফেदँॊञीؚघसथभেെऋ৲
৾भ৾ಆ॑ીइथःॊॎऐदमऩऎؚ၎ఊীऋः؛ज
ऒदઃফ২मؚ၎ఊীभ৾ಆ॑হपষःञः؛जअख
ञदؚ০ফ২৾ಆखञઍपਸइथؚ৾ಆਏ୩पमஅ
ऽोथःऩःඨ৯قற৲ؚ৾ছ४ढ़ঝખૢ়ؚभ৴ำખૢ
भওढ़ॽ६ؚঋথ८থभુ৲ؚਗ਼ਙ؞றਙ؞

धथुੜਸ  

ාକટऩन॑كாपඞढथःऌञः؛

ृृੜਸ  

 ऽञؚ০ফ২म  নাधःअಢदभৰधऩढथख

ृृ  

ऽढञऋؚਟফ২ऊैमৢফदभৰधखथؚऔैपऎभ

धथु  

ઍ॑ඞढथःऌञः؛
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,QWHUQDWLRQDO6FLHQFH&RPSHWLWLRQ

كگقટ ଋऩऋै৭ৢૌमলचऩऊढञऋؚর৾
েभ০पୄखञः؛
ْ௬ٓ

ْෘହٓ

ऒऒदमমে৾ड़জথআॵॡ  भਾઔधఐ৾ड़জ

বقਯ৾؞৶؞৲৾؞ে؞৾؞৶كड़জথআॵ
ॡभবপভभলৃ॑৯खथॺঞॽشথॢ॑ষअऒधदؚ

থআॵॡभੳੴ২पणःथਾઔघॊ؛

जोझोभীपणःथभੴभ৶ੰ॑ीॊधधुपఐ৾

كڭق৭লৃৌभ॔থॣॺشટ
⋇્શ८ॼشঝभਸपणःथ

ऩઅৡ॑༿ऎऒधऋदऌॊ؛ऒभऒधपेॉؚఐ৾प௪
ृঢ়ੱ॑ुणেെभྜચ॑ेॉಇयघऒधऋदऌॊ؛

ⓠ ௫खऊढञ كقⓡ ৢ   ⓢ णऽैऩऊढञ  

ْৰٓ

⋈્શ८ॼشঝम૽पয়ढञऊ؛

؝ڭমে৾ड़জথআॵॡ 

ⓠ धथु૽पয়ढञ كقⓡ ख૽पয়ढञ   ⓢ

ব৭मؚਛ  ফ  া  प໒ణপ৾पथৰऔ

૽पয়ञऩऊढञ  

ोञ؛বম৭मؚਛ  ফ  া   عप໒ణপ৾

⋉ਟফुে৾ड़জথআॵॡपਸखञःऊ؛

पथৰऔोञ؛

ⓠ ชశරਅखञः كقⓡ ऋ়इयृढथाञः

؝ڮম৾ड़জথআॵॡ 

  ⓢ ীऊैऩः   ⓣ ৈگऩभदਸखऩः  

ব৭मؚਛ  ফ  া  पমૅपथৰऔोञ ؛
ْৌٓ

 ऽञؚবड़জথআॵॡभੳੴ২पणःथਛ  ফ  া
৸ૅেെ॑ৌप৹ਪखञટ॑ڮ؞ڭपંघ؛

৸৾ফभൌ॑ৌधखञ؛

ऒभટऊैؚఐ৾ड़জথআॵॡपৌघॊেെभੳੴृਔ

ْৰઍٓ

भਠ૾॑ীෲघॊधؚেെभ্ऋ੬েെेॉੳੴ২

؝ڭমে৾ड़জথআॵॡ 

ऋृृৈःऋजभ୷मႀ෩दमऩः؛नभ৾ফपउःथुؚ

كڭق৭লৃਯ

ఐ৾ड़জথআॵॡभோ॑ੴढथःॊऋؚঽীঽମऋਸघ

ৈૅ  ফে  ؚৈૅ  ফে  ؚৈૅ  ফে  ؚੑ

ॊधःअষपमलणऊऩःਠ૾ऋનੳदऌञ؛

 ऋলৃखञ؛



كڮقহ৾ಆ



㻝㻜㻜㻚㻜
㻤㻜㻚㻜




ுਖ॑ڰਖங২ঽदॉੌि؛जभؚઇపऋੰହ॑ষ



ःؚ৸৩दੴभનੳृॢছইृਖધभഭाॉऩनपঢ়



खथਫ਼॑ষअ؛ઞ৷ઇ౫मீؚఒभِय़কথঋঝ েّ৾



॑৷ःञڰ؛াڳعাऽदभपؚੑڴষढञ؛



كگقટ



 ڭୡટقেെ௦  ك



ع

ع

ع











گ



ڬ

ڬ

ڬ

ৈ 

ڬ

ڬ





ڬ

ڬ

ৈ 

ڬ



ڬ

ڬ

ڬ



ع

ৈ 



ع







৭ਛౚमؚৈ৾ফऺन੭ਡ૨ऋৈऎऩॊൊऋँढञ؛



ऒोम౸दभَেُभ৾ಆऋਤिञीपੴऋੜघऒ
धपਸइؚଖइैोञॹু॑ॱشऋऊॉपସਖपৌखथ௦इ
॑ऎઅৡऋघॊऒधऋਏदँॊधઅइैोॊ؛
৭दभ৸বभਡम  ਡؚਈৈਡ  ਡؚఏု
୷  दँढञ؛মૅभਭୡেभ੭ਡम৸ব॑
ढञ؛ك قਈৈ੭ਡमৈૅ  ফেदؚ৸বਜ਼ ٫ 
য पোॉম৭पਤ॒ट؛ম৭दमჴ౨ೖ॑ਭೖखञ؛



㻢㻜㻚㻜
㻡㻜㻚㻜
㻠㻜㻚㻜
㻟㻜㻚㻜
㻞㻜㻚㻜
㻝㻜㻚㻜
㻜㻚㻜
▱䜙䛺䛔

▱䛳䛶䛔䜛

ฟሙ䜢⪃䛘䛯
䛣䛸䛜䛒䜛

ฟሙ䛧䛯
䛣䛸䛜䛒䜛

 ڭఐ৾ड़জথআॵॡषभੳੴق੬ك
㻝㻜㻜㻚㻜

㧗ᰯ㻝ᖺ
㧗ᰯ㻞ᖺ
㧗ᰯ㻟ᖺ

㻥㻜㻚㻜
㻤㻜㻚㻜
㻣㻜㻚㻜
㻢㻜㻚㻜
㻡㻜㻚㻜
㻠㻜㻚㻜
㻟㻜㻚㻜
㻞㻜㻚㻜
㻝㻜㻚㻜
㻜㻚㻜
▱䜙䛺䛔

▱䛳䛶䛔䜛

ฟሙ䜢⪃䛘䛯
䛣䛸䛜䛒䜛

ฟሙ䛧䛯
䛣䛸䛜䛒䜛

 ڮఐ৾ड़জথআॵॡषभੳੴقك

ْઃফ২षभୖٓ
মে৾ड़জথআॵॡपਸघॊञीभ્શ८ॼشঝ
षभਭఃஈम  যःञऋؚৰप৭पলৃखञभम
 যदँॉؚਭেभ ٫पधनऽढञ؛ৈૅেभઇఐ
છभઍ॑௭इञে৾भਖपৌखؚॉੌाऋः॑ग

؝ڮਸ਼  ম৾ड़জথআॵॡ৭

थਔඟप৾ऻअधघॊেെमःऋؚৰप৭पলৃघ

كڭقলৃਯ 
ৈૅ  ফে  ؚর৾  ফে  র৾  ফে  भੑ 
ऋলৃखञ؛

ॊऒधपாऩেെऋः؛৭भ৫ಈৎऋણभಒ
়ઉपँञॊऒधु৭षभলৃऋੜइऩःਉभऱ
धणधઅइैोॊऋؚৈ੭ਡ॑ॊऒधऋखःधखथ

كڮقহ৾ಆ 
 াৣഽ عাऽदभଣୖ  ৎऺनद  ৰख
ञ؛भણधऩॉਸमਯਰৣदँढञ؛



㻣㻜㻚㻜

Ꮫᖺෆྜ咁
䠂咂

ع

੭ਡ

Ꮫᖺෆྜ咁
䠂咂

ଣୖৰभ્શ८ॼشঝपౠ॑ਝ઼खؚ৾ಆভ॑ষ
ढञ؛ਈੂभ  ীद  ফ২भَেॳকঞথ४ُૌ

㧗ᰯ㻝ᖺ
㧗ᰯ㻞ᖺ
㧗ᰯ㻟ᖺ

㻥㻜㻚㻜

লৃ॑ೂऐॊਔऩষुँॊेअपઓॎोॊ؛ટपऒ
टॎॉघऍङؚරਅघॊਞठ॑ञचञः؛
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,QWHUQDWLRQDO6XUYH\7RXUDQG/HFWXUH

⋈যॸشঐभਝ

ْෘହٓ

شঐ॑ਝखؚਠଢ଼ఊपउःथेॉऎଢ଼ણऋষइॊ

 পदളහऩಽਛृૌ႓ऩᄩ୭पిૢघॊেர

ऊ॑ाञ؛

धःअ௪ः౫॑ुधपؚஶધৱમपेॊহଢ଼ఊधஶ



ୁपेॊਠ৹ਪଢ଼ఊણؚপ৾दभਭؚহஶધਾઔછ

 ڮযॸشঐभ༮

 হ৾ಆ॑ऴऽइ્ؚप௪॑ढञઍपणःथযॸ

ਛ॑ৢगؚఐ৾॑ஶୁदઓઅखॹॕ५ढ़ॵ३ঙথघॊ৬ୡ



॑औचؚஶୁ॑ఐ৾पૢ৷घॊৡؚఐ৾पउःथஶୁ॑ણ৷

ڭ

ْৰٓ

ڮ

ْৌٓ

گ

धखञ؛

ॹ५ংঞشभभो

ସ৾

عೀैमनभेअपखथেऌଋढ

ে৾

ञभऊع

ْৰઍٓ

ڰ

كڭقহ৾ಆ

ڱ

ਸ਼    ؟1HXURVFLHQFH भ੦ຊपणःथ
ਸ਼    ॹ؟५ংঞشभସ؞पणःथ

ڲ

ਸ਼    ॹ؟५ংঞشभ؞ഄఴपणःथ
           ॽডॺজभ౼भ௴

ڳ

ઞ৷ॸय़५ॺَ؟7KH H[SORUHUbV JXLGH WR '($7+ 9$//(<
3$5. ُ 7VFRWW %U\DQ

DQG

%HWW\

ڴ

7XFNHU%U\DQؚك
َ02-$9('(6(57  :LOGIORZHUVُ3DP

ڵ

0DF.D\  َؚ6859,9,1* '($7+ 9$//(<  'HVHUW



$GDSWDWLRQُ3DPHOD'HOOؚ
َ$GYDQFHG%LRORJ\ُ2;)25'
كڮقਠଢ଼ఊ

ৎ

ଢ଼ఊઍ

 া

ી

ਛি૬ऊैছ५ঋफ़५૬॑৽थॹ
*ROGHQ&DQ\RQ%DG:DWHU%DVLQ 

ଏ

'HYLObV*ROI&RXUVHؚ%DGZDWHU%DVLQ

ఽ

+RUPRQ\ %RUD[ :RUNVॼقॖॺঁॖ
0RVDLF&DQ\RQ 

ଏ

0HVTXLWH )ODWV 6DQG 'XQHV'ؚHDWK

୭ఐ৾

ॹ५ংঞشपउऐॊਖਡपणःथ

୭ఐ৾

౼ఐ৾ 
ع8& १থইছথ३५॥पथع

ে৾

ॊॹ؛५ংঞشपउःथංमऩःऋఋढञৎपमଡ଼॑
ऊपुႍ૾ऩनभ॑ॊ؛ऽञؚে୵੍॑इॊुभ
ुदँॉؚमॹ५ংঞشभघसथभ੦মधःइॊ؛ऽ
ञॵؚ॔३গওॻक़६दमॹ५ংঞेشॉऋःऋؚ

0HVTXLWH)ODWV6DQG'XQHVॼقॖॺঁ
&ULVWDO 6SULQJ %RDUGZDON ' ؚHYLO d V
+ROHؚ3RLQWRI5RFNV

ओधपभਙସपୀःऋाैोؚजोझोप્થभਤ৲॑
ຄऑञঃॵউইॕॵ३গऩन॑েाলखथःॊ؛
؞ऋॹؚ५ংঞشभૌ႓ऩ୭पິइॊञीपमؚप
ᄩधවథषभິਙऋਏदँॊ؛ᄩपৌखथम॑୴ؚ

ছ५ঋफ़५૬ऊै१থইছথ३५॥

৵औऎखञॉؚஉ॑औचञॉखथৌૢखथःॊ؛ऽञؚ

૬॑৽थ१থইছথ३५॥ष

ી

ᄩਞୠपउऐॊযभেோ

؞मऺध॒नਈभཥఖभुभदँॊ৲લऊैऌथः

ॖॡك

ଏ

୭ఐ৾

৷ऩनؚभਏऩ௮ऌऋঢ়ॎढथःॊ؛

9DOOH\0XVHXP

 

عেଙ௺॑ஹॊञीपमع

खؚೋপऩగલऽदऊघऺनभপऌऩ৲॑ଋखऺؚ

ଏ

ଏ

৳૧યपउऐॊभ৳૧

ে৾

ᅊभऩनؚऒोै৸थऋളහप൪ा়ढथःॊऊै

ॡك

ଏ

ॹع५ংঞৢ॑شखथع

दँॊ؛ऒोै॑ৣपखथؚᇊ৷ؚ୫৷ؚႪ

ଏ

ଏ

୫৴ำ)قRRG&KDLQك

ে৾

भमؚਲऊैोञ৶੯ृৈആᄩऩਞؚजखथ

५ংঞشपোॊ

ఽ

ع3XSILVKع

ॹ؞५ংঞشभऋऒभेअपংছग़ॸॕشप୕॒दःॊ



ڴ

ॹ५ংঞشपেඅघॊে

ে৾

⋉ਠણभਛટउेलୖقেെभऽधीेॉك

  ڭৎधங

 

ଅယभ୭धभଡୗ



⋇ৎधଢ଼ఊभറ  قभৢॉك

 

ସ৾

ૌ႓ऩ୭पেඅघॊपणःथ

ৈૅڭফে  ؚৈૅڮফে  ؚੑ  भൌ॑ৌ

 

ع؞ಽਛभউট७५॑અ
घॊع

ਛ  ফ  া   عभ  ຠ  दৰखञ؛

 

ী

ॹ५ংঞشभधಽभ௴

घॊৡ॑થपइॊऒध॑ৰघॊਃভभऱधणधखञः؛


1$7,21$/

ॸشঐ

&$0 भ়ਛ॑खथःॊऒधु୳औोॊ؛වథपৌख

ପয়ढ़ঝইज़ঝॽ॔প৾१থইছথ३

थमؚী॑ลઽघॊؚटऐ॑ลઽखथවథम৬ਗप

५॥ૅ 6DQGOHU 1HXURVFLHQFH &HQWHU

ൾলघॊலੌा॑ढथःॊ؛जखथවథ॑৬पฅखؚ

॑௰ਖख 'U+DPLVK0HKDIIH\ 3') प

जभपेढथවథ॑૪৶घॊ؛ऽञؚॉभेअप

ेॊઋ৽ఐ৾पঢ়घॊଝ

වীঽ৬ऊैജोेअधघॊुभुँॊ؛
؞3LFNOH ZHHG मවী෯২ऋधथुৈःधऒौृؚऋோ

ৰୡभৰ
१থইছথ३५॥૬ऊैਛি૬ष
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खथःॊधऒौपेऎৄैोॊञीؚවథपमਘःऋᄩ
पमൠःधઅइैोॊ'؛HVHUWKROO\ मවী෯২ऋৈःध

Global Programૅقਗଢ଼ఊણ                                        ك
ऒौदमেऋનੳदऌऩऊढञऋؚᄩपઁऎৄैो

ऒधऋॎऊढञॽ؛গشটথपणःथुؚถखःऒधऋੰ

ञ؛உऋऎಇलॊऒधؚपँॊ୴ऩनऋႶोथुஉ

औोथःॊऒधपຐःञऋؚऒोैभऒध॑৷ःथ౼भ

मऽटেऌथःॊऒधऊैؚᄩपमిૢखञटधઅ

୰ਞ॑ੰघॊऒधु૭ચदमऩःऊधઅइञ؛౼भ୰ਞ

इैोॊ&؛UHRVRWH EXVK म୴ऊै৲৾ସ॑ଣলघॊ؛

पऩढञঐक़५भ౼॑ਹ৷खؚৢभ౼भ૾ଙधૻसॊऒ

ऒोपम॑ખೝखႪ॑औचॊटऐदऩऎؚभ

धदؚ୦ऊীऊॊऒधऋলथऎॊऊुखोऩः؛ऒभऒध

॑ఞचणऐऩःਙସऋँॊञीؚᄩखञਞपउः

ऋ૭ચऊनअऊؚऽञघदपষॎोथःॊभऊमীऊैऩ

थؚরभী॑ન৳दऌॊટऋँॊ؛වী෯২ऋாഈ

ःऋؚजभपुઑਖपઓढञऒधमञऎऔ॒ँॊभदؚ
जअःअऒधुஅीथ৹सؚઅइथाञःधઓढञ؛

पৈःଅယपमిऔऩःुभभઁ்ؚः෯২पిૢखິව
ਙपुરोथःॊधःइॊ؛ৰप&ؚUHRVRWHEXVK ऋਈ

كگقਾઔভ

ुঔঁঋෛᄏఝदऎেඅखथःॊऒधऋँऑैोؚෛ

؞ਛ  ফڭা  ؟ৈૅૐভपउःथؚৈૅ  ফেउ
ेलৈૅڮফে॑ৌपঃডشএॖথॺ॑৷ःथ  ীभ

ᄏपਈुిૢखञधઅइैोॊ؛

ਛટভ॑ষढञ؛

'؞HYLObV +ROH SXSILVK मॹؚ५ংঞ્شથभᄩखञဂः
୭ৣपిૢघॊञी્ؚप 'HYLObV+ROH भेअऩः୭

؞ਛ  ফڮাڭ؟
َ66 ଢ଼؞যୖଢ଼ভُ
قভ

पৌૢघॊञीपرऩ્ඉऋৄैोॊ؛৺ FP धःअ

ৃ؟໒ణপ৾كभ৸৬ভउःथؚঃডشএॖথॺ॑৷ःथ

৵औःऊैटुजभऱधणभ્ඉदँॊ؛ऽञؚलो॑

 ীभஶୁदभਛટ॑ষढञँ؛ॎचथؚএ५ॱش
ुষढञ؛

ଷऎखञभुऒभ୭भిૢघॊञीटधઅइैोॊ؛
ॹ؞५ংঞشदभ୫৴ำमؚःऎणऊभৃਚदဩःऋକऌ

ْ௬ٓ

थखऽढथःॊ؛ডॱজफ़ছ५ृ॥চॸشमমਟؚढ़থफ़

ॹ५ংঞشবয়ਁୱदमؚऔऽकऽऩ॑ৰप৯पघ

ঝشছॵॺऩन॑୫सॊमङटऋؚ०॑ँऔढञॉয

ॊऒधदؚૉभॲॖॼॵॡऩभഄఴ॑ৰघॊऒध

ऊै㣒॑੭थखऽढथःॊ؛ऒभेअऩऒधऊै୫৴ำ

ऋदऌञ؛ऽञؚजऒपৄैोॊमनोुবदम৯प

ऋဩढथखऽःؚढ़থफ़ঝشছॵॺऩनभਯऋੜइघऍॊ

घॊऒधऋदऌऩःुभयऊॉदँॉؚா୭पిૢघॊ

ੱଦऋँॊ؛ऽञఽؚষਙभ॥চॸشऋরষघॊऩनؚ

েभ॑৾वऒधऋदऌञ؛প৾दभଢ଼ఊदमॽؚগشট

েણজ६पဩःऋেगथःॊ؛ऒभेअऩৃ়ؚ৲ஓ

থभણ॑ৰप৯पघॊऒधमؚেെञठपधढथຐऌद

ऩनभ௮ऌऋ୯ःणऊऩऎऩॊेअट؛

ँॉؚఐ৾ଢ଼पৌघॊਔ॑ৈीॊऒधऋदऌञ؛

؞ଷॎोञঽே॑ॉರघञीपؚবয়ਁୱृেে৳૧

قেെभ୳ेॉك

યदमرऩॉੌाऋষॎोथःॊ؛যऋঽேषਤল

ॹ؞५ংঞشभବ౦मমभजोधमૻसपऩैऩःऺन

खथऌञऒधदؚেଙ௺ष୶॑ऻघऒधमல্ऋऩः

५ॣشঝऋপऌऎथؚधथुৗटढञॹ؛५ংঞشम

ऒधटऋؚजो॑ःऊप೪इॊऊऋୖदँॊ؛ঽே॑য

ऋ૮ऎؚగျऋ່লखथःथؚ৾भଢ଼௴ৌधख

థ৸৬दુથखஹढथःऎञीपमؚऽङमؚઇऋপऌ

थमணखীभऩःৃਚटधगञ؛

ऩढ़ॠदँॉؚঽேपৌघॊੳ॑इथःऎਏऋँॊ؛

ॹ؞५ংঞشभঽேभপऔधजभੑॉੴोऩःৡਘऔप

বয়ਁୱमؚञटঽே॑ஹॊञीपँॊटऐदमऩऎؚয

ऎखञ؛जखथؚஎऋनोऺन৵औःோदँॊऊ॑

भઇभञीपँॊुभऩभटधगञ؛

गॊऒधऋदऌञ؛எऋৄञखःବ౦॑ஹॉ਼ؚप
इथःऎऒधऋ୦ेॉुপহऩऒधटधઓढञ؛जखथؚ

ॹ؞५ংঞشदযऋেણखथःऎৃ়ؚनभेअऩ্১ऋ
ँॊटौअऊ؛ਈଐभ্১धखथमؚಒभमपఃढथ

जभञीप୭पःःেऌ্॑खथःऌञःधઓढञ؛

ဂऔ॑खभऍणण୫મ॑ન৳खؚभम॑ৣॉथइ

؞௰ਖघॊઉऽदमؚઍपणःथःऐॊभऊؚधथुਂ

थउःञ୫મद୫ःणऩएधःअऒधऋઅइैोॊ؛ञट

पऩॉಸखथःञऋؚଝ॑ਭऐथःॊৎृଢ଼॑

ऒभৃ়दुॿॵॡधऩॊभमؚअऽऎᅞ॑ৄणऐैो

௰ਖखथःॊৎपؚহप॒৾टऒधऋन॒न॒लणः

ॊऊनअऊदँॊॹ؛५ংঞشमऊऩॉઁऎؚᅞਰਗद

थःऌؚधथु௫खऊढञ؛ਰमஶୁ॑ઞढथఐ৾௺भ

भન৳मखःधઓढञ؛

லহ॑घॊधःअऒधऋनअःअऒधऊؚॖওش४॑थ
ऩऊढञऋؚ০जो॑ਠदगॊऒधऋदऌؚधथु

؞বয়ਁୱपৄैोॊਖਡपणःथ৹सथःऎअठपؚघ

ଐः৽ୡपऩढञधઓअ؛

सथभਖਡभஉমऩਉमؚஎञठযपँॊधःअহ
ऋীऊढञ؛इयؚ०भਖृછऌभਖؚঌॵॺ

ْઃফ২षभୖٓ

भਖमुठौ॒যऋउऒखञਖदؚ০ु௴भੜ

 ਟফ২ऊैৃؚਚ॑इथষअऒधदँॊऋેؚীऩ

ਸपेॉؚਖमऽघऽघੜइथःऎधઅइैोॊ؛ਖ

হ৾ಆ॑ुढथಏिऒध॑ୄखञः؛হ৾ಆपणःथ

॑ੜਸऔचऩःञीपुযرभবয়ਁୱपৌघॊ৶ੰधؚ

म॑៲ୁؚੜृघਔदुؚஶધৱમभഭााऋથदँ

जो॑ஹढथ਼पਭऐणएञीभੈৡऋপহटधઓढञ؛


ॊ؛௧৷ୁಉपखੰହ॑ਸइॊங২दؚেെमેীप৾

؞ପয়ढ़ঝইज़ঝॽ॔প৾१থইছথ३५॥ૅदमؚ೭भ౼

ಆ॑ਤीॊऒधऋदऌञ؛௧৷ୁૐ॑ਛघॊऒधुથ

भଢ଼पणःथଝ॑ਭऐञ=؛HEUD ILQFK मॺधग

ऊुखोऩः؛

ेअपऊैస ॺभৃ়मୁ  ॑৾वञीؚॺभ



ୁ৾ಆधभૻຎपेॉرऩऒधऋীऊॊ૭ચਙऋँॊ
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                                   Global Programૅقਗଢ଼ఊણ ك


ఐ৾؞ഄभણஷ௪
ٵఐ৾

্दَ$5')ُق$PDWHXU5DGLR'LUHFWLRQ)LQGLQJكपु
ਸखथउॉؚਛ  عফ২म৸বৈಉ৾ૅ $5') পভ
पলৃखथःॊ؛ਛ  ফ২म৾ૅৌಿ  ਜ਼ؚয؞ڱ

ْෘହٓ

ઇदभ౸दम৽ୡदऌऩःؚশऩੑप੦तःञ
ણ॑ষःؚजभக॑েെपਞतऊचॊણ॑ৢगथؚৗ
खःધ৲भୗ॑ॊटऐदऩऎؚ१ॖग़থ५॥গॽॣش
३ঙথऋोॊয౫॑ਛखञः؛ऽञઇఐછभઍपधन
ऽॊऒधऩऎؚਏपૢगथ௧ੴृૼ॑ಆ੭खؚেെ
भੴమ॑औचॊણ॑ৢगथؚেെभఐ৾षभ௪
ঢ়ੱ॑ेॉಽৈीञः؛

 ਜ਼ؚর৾েਰৣभ੬ڴ؞ڰ؞ڮਜ਼धःअਛౚ॑ଋखञ؛
ऽञؚྉ৩ऋਛ  ফधਛ  ফभ $5') ਼ੀ৭ুਥ
पؚ: ॡছ५قফೡऩखكभম৻धखथলৃखथ
ःॊ؛
 ਛ  ফ  া  पमؚఐ৾૮ੵ৾ྉभ  ऋ
,66قবഌຬ५ॸش३ঙথكরभయল༟ഌຬఄষध
भઐਦق$5,66 ५ॡشঝ॥থॱॡॺكपਛखञ؛యলഌຬ
ఄষमমૅभলମदँॉؚಟૅधभઐਦ॑ষढञ؛యলഌ

ْৰઍٓ

ຬఄষऋ  য৯भেെभସਖष௦औोथःॊಥরदؚ

ٳ৶ྉقৈૅেڰؚর৾ে  ك
 ৢফभણधखथ⋇ؚଣೝभૅ؟ૅؚਗभਡद
ૼ⋈ؚಆ⋉ؚੵ؞সੵ؞ਗ਼ੵ॑पষढ
ञ્؛प০භোखञᄑೕपຯोॊेअपਃ༊॑ඝ
खञ؛
 ऩણधखथؚছॻথਫ਼লஓभଲधؚਐྰ؞
॥ঐभଲؚআॱ०ছಎ઼भষऩन॑ষढञ ؛
ऽञؚ4XDUN1HW গش၄௴ ؚ.HQQHWK&HFLUH ে
ق৪ব؟8QLYHUVLW\ RI 1RUWUH 'RPHكभভभ৫ಈؚট
ढ़ॵউ४গॽ਼॔ੀপভभਾઔভقৈૅ  ফে  ؚكଣ
ೝਗৰಆق໒ణఢఈؚكৈग़ॿঝॠشਸசஓଢ଼ਃ
ଡಹਁ৫ৄؚ৾নఓູ৬ୡ५ॡشঝृଌਹੵপ৾द
ষॎोञঽேग़ॿঝॠش७ॼؚشणऎयఐ৾ইख़५ॸॕং
ঝषभਸऩनभ્શણुষढञ؛

,66 ऋभऒअषষढथखऽढञऋ৸৩ऋ ,66 षਗ਼ణ
॑ଛਦखञ؛

ٳଠધྉقৈૅেڳؚর৾ে  ك
 ভधखथଣୖपౝڭभણ॑ষढञ؛ভभણ
ઍमؚரଠધਠभ્શ௴पऐञधखथभ
ਘভؚધ৲ມदभனંभؚಒ়भ੫؞ृ
ટभਾઔভऩनदँॊ؛ভ॑ऎऩણઍधखथमؚ
ધ৲ມभனંदؚউছॿॱজक़॑னંভৃपਝ઼खؚਟৃ
पಒभయ૬॑রੱधखञੰହ॑ষढञ؛னંदमঽऋઆ
ফਟ୶खथऌञଠ৬ઌ॑ൕંؚउेलؚଠધྉ৩ऋ୶
खञস୭୫भ൸॑উট४ख़ॡॱपथງஂखञ؛ऽञಒ
೬ापमؚশၧ௰ਉ੨पथگຠڰभಒ়॑ৰख
ञ؛อଠभৎఝऋऎؚౄৰखञ௴ઍधऩढञ؛র৾



گফেम໓भઞः্भಆ࿃पؚর৾ڮফেम৽༬॑ઞ

ٳସྉقর৾েڳك
 ৾भ৹स্३জش६धखथؚనؚঝॺشঐॵউभਛؚ
भৰ৬ଳؚ௺؞એभਛؚॡজঀওॱش
شभઞः্ؚ৲લभॡজॽشথॢؚभ௴ऩन॑ষढञ؛
னં؞धखथؚધ৲ມपउःथౌ࿏भ௴ؚ৲લभ
னં؞ॉؚ൜ణᄌಎ઼भଲ૾ัؚ৲ঔॹঝৰୡؚ
ႍ૾भଡ଼ৰୡऩन॑ষढञ؛൜ణᄌಎ઼भଲัؚ
૾৲ঔॹঝৰୡؚႍ૾भଡ଼ৰୡपणःथमؚणऎयఐ৾
ইख़५ॸॕংঝदुງஂखञ؛মইख़५ॸॕংঝदमؚఐ৾
भउुखौऔउेल୭षभਔ॑ಹपઁीॊરोञ੫
னંधखथ॑ ؚதइॊਸ੮৬রभ  ੮৬भ  णप৭य

ढञ௴ृಕઌ୶पॉੌाؚजोझोਰभૼ
॑ॊऒधऋदऌञ؛

ٳেྉقৈૅে  ؚর৾ে  ك
ভधखथଣୖपౝڮभણ॑ৰखथःॊ؛जभ
अठ  म৩ऋਊदৰୡ॑੫खथःॊ؛ৰୡীम
ৠीङؚ৩भ௪ঢ়ੱपజःؚৰୡपॉੌिऒधदؚে
୵ਠ॑औऽकऽऩഓ২ऊै௴खઅघॊৡधৰୡभ५य़
ঝ॑ಇयघऒध॑৯धखथःॊु؛अ  मؚফ॑ৢख
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 گସ৹ਪभ

Explore Program（学校設定科目）

２節 Explore Program
探究Ⅰ

○生物の取り組み
生物では、
「水」に関する授業のテーマを「植物を例に、生
物を構成する生体物質として最も多い水がどのように取り込

【仮説】

クロスカリキュラムの取り組みを通じ、既存の教科・科目

まれ排出されていくかを理解すること」とし、講義と観察お

に対する生徒の固定観念を打ち破りながら、
「水」に関わる分

よび実験に取り組んだ。観察および実験の内容は以下の通り

野を横断的かつ多角的に取り扱い、Explore Program の指導

である。①セロリの茎の観察・スケッチ、②サザンカの葉の

目標である自然現象に魅力を感じ興味関心を育て、疑問をも

葉脈標本の作成、③ムラサキツユクサの葉の気孔の観察・ス

つ、調べる、考える、まとめる、発表するという基礎的な探

ケッチ、および 1cm2 あたりの気孔の数の算出を行った。

究のスキルを育成する。
「水」は生体物質として欠かせないも

○歴史の取り組み

のであり、地球上を絶えず循環し、熱の移動や地形を形成し、

歴史では「水」に関する授業のテーマを「四大文明と大河」

気候、農業そして社会にも大きく影響する。こうした重要性

とし、雨温図を読み取り、四大文明（特にエジプトとメソポ

から「水」はさまざまな学問分野で研究対象となり、学校教

タミア）の気候の共通点を読み取る作業をした。講義の後、

育でも理科・社会・技術家庭において取り扱われる対象とな

夏期休業中の課題として雨温図の読み取りを課した。

っている。
「探究Ⅰ」はクロスカリキュラムによって、まさに

○地理の取り組み

分子レベルから地球サイズまでの異なる視角から「水」につ

地理では「水」に関する授業のテーマを、
「地図上の水の流

いて取り扱い、いかに自然現象が奥行きと広がりのあるもの

れを読み取る、水を「資源」としてとらえる」とし、関東一

なのか、さらに「水」をめぐる科学がいかに多様であるかを

円の地形図から等高線を読み取り、青鉛筆で谷線を引くこと

感じ、自然現象および科学への興味関心を喚起する。

で地図上に水の流れを表現する作業を実施した。講義と水系

【実施期間】

図作成の作業を行った。

平成 24 年 4 月～12 月の期間に地理の授業で 5 時間、化学

○技術家庭科の取り組み

の授業で６時間、生物の授業で 6 時間、技術家庭科の授業で

技術家庭科では「水が再生可能な資源で自然を循環してい

14 時間それぞれ実施した。

ること、生態系を壊さないための浄水場と下水場の活動を理

【対象学年】

解する」ことを認知させた。また夏期休業中の課題として「う

中学 1 年生全員（199 名）を対象とした。

ちの水はどこから来てどこへ行くか」のレポートを課した。

【実施内容】

夏期休業後、発表原稿を作成し、レポート発表を行った。水

本取り組みでは、理科・社会・技術家庭の一部を再編し、

の浄化力を考えさせるために、映像教材（
「里山Ⅱ命めぐる水

「水」について各科目において異なる切り口から観察、実験

辺」の一部）を視聴したり新聞記事（
「びわ湖畔カバタの潤い」）

を実施し、「水」について

を読んだりした。水道水の塩素消毒の役割を理解し、パック

多角的に理解することを

テストで自宅や学校の水道水、井戸水の塩素を確認する実習

通じて自然現象に興味関

をした。水の社会問題および仮想水を理解するために「みず

心の伸張を促そうとした。

ものがたり・水をめぐる７の話」を講読した。

また、実験・観察やレポー

【評価】

ト作成とプレゼンテーシ

化学では、溶解と再結晶の実験において、生徒は見えない

ョンを実施することによ

粒子の動きを、水溶液のモヤモヤを見ることで確認し、その

って基礎的なスキルの習

変化に歓声をあげた。生物では、生物体のなかの水の割合の

得を促す。

高さに驚き、蒸散によって水が吸い上げられる様子に興味を

○図書館の取り組み

図１ ブックトークの様子

もった。地理では「水系図を作成することで山から水がくる

探究活動を段階的に学んでいく第一歩として、図書館で、

様子が分かった」
「水の大切さ、日本は水に恵まれた国だと分

カードゲームの手法を用いて日本十進分類法を学び、
「水」を

かった」と生徒から感想が寄せられた。技術家庭科では、発

テーマにしたブックトークと絵本の読み聞かせを実施した（1

表が好きになったという生徒が多くなった。

時間）
。

【次年度への課題】

○化学の取り組み

授業ごとの教材研究に力点が置かれたため「探究Ⅰ」とし

化学では、「水」に関する授業のテーマを、「水に関する溶

てそれぞれの授業を体系化することが不足した。しかし各授

解現象、水の合成と分解（化学反応式）を理解すること」と

業における生徒の「水」に対する興味関心は高まったと思わ

し、塩化ナトリウムや硝酸カリウムの溶解現象、溶解度と再

れ、自然現象および科学への興味関心を喚起するという目標

結晶を調べる実験・観察（2 時間）、水を電気分解して水素と

は個々の授業の取り組みでは成功していると思われる。

酸素を取り出し、燃料電池を用いて、水素と酸素から電気を

次年度は、長期にわたって「水」への興味関心を継続させ、

取り出す実験（2 時間）、原子の電子配置から、水分子の共有

年度末に教科・科目の枠を超えて 1 つの対象を探究していく

結合についての講義（2 時間）を実施した。

ことの楽しさを確認できるプログラムを準備できるようにし
たい。
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 ڭગেग़ॿঝॠش৹सपणःथڱ੯১पेॊ௬

ਛखञॉഭाढञॉखऩऋैؚਖਡ॑ർॊधःअ੦ຊ
ऩർ५य़ঝभಆ੭॑യजअधखञ؛
ੇૼٳ൦ఐभॉੌा
 ૼदमَग़ॿঝॠُشपঢ়घॊ౸भॸشঐَ॑ગে૭
ચग़ॿঝॠشपणःथ৶ੰघॊऒधُधखञ ؛াऊै  া
णःथभ৹स৾ಆؚ९شছشঃॿঝध௯ৡपेॊਗ਼ৰୡप
ॉੌ॒ट؛
ٳ৶भॉੌा
ग़ॿঝॠشৱ౺भহੲ॑৶ੰघॊؚ॑ഭाॊৡ॑ുअؚ
০भমभग़ॿঝॠ॑شઅइॊؚधखञ؛ଝૄपेॊ
ग़ॿঝॠشহੲभੰହؚभഭाॉऊैਖਡभຸःলख
॑खञ؛ऒभ੪म৸  द⋇਼ੀभৱ౺؞ग़ॿঝॠشधਓ
⋈ؚৱ౺ୟোপবম⋉ؚমभਗ਼ৡ॑ीएॊਖ⋊ؚ
মभਗ਼भ૽मౌৡ؞ৡ؞ਉৡभनोटधઅइॊऊؚ
⋋ગে૭ચग़ॿঝॠشभ৫धखञ؛ऽञ৲घॊग़ॿঝ
ॠشৱ౺भણ৷ुງஂखञ؛

੬



௫खऔ





௪





ুऎदऌञ





 ڮਗ਼ৰୡपणःथभڱ੯১पेॊ௬

पग़ॿঝॠشभரథधऊञठभ৶ੰؚગে૭ચग़ॿঝॠشप

 ৶दमؚ
َग़ॿঝॠُشपঢ়घॊ౸भॸشঐؚ॑মभ





੬



௫खऔ





௪





ুऎदऌञ





 ৶दमૼؚधभ৴قਗ਼भ્ਙऩनृكഄఴधभ৴
قਓ୵ਰఋभੵऩनكऋुअखਘऎऩॊधؚেെ
भ৶ੰऋऽॉؚ௪ঢ়ੱुੜघऒधपऩॊधઅइैोॊ؛
ْઃফ২षभୖٓ
 जोझोभ౸पउऐॊেെभَग़ॿঝॠُشपৌघॊ௪
ঢ়ੱमৈऽॉؚঽேਠउेलఐ৾षभ௪ঢ়ੱ॑ᄁକघ
ॊधःअ৯ఏमرभॉੌाधखथਛखञ؛০म౸
भઇ౫ଢ଼पৡਡऋ઼ऊोञुभभَർ⋜ُधखथजो
झोभ౸भ৴ऋਂଌखञ؛౸पधढथَർ⋜ُ

ٳഄఴभॉੌा
 ഄఴदमَؚग़ॿঝॠُشपঢ়घॊ౸भॸشঐَؚ॑ਓ
୵धভभ৲ُधखؚॖॠজ५पमगऽॊਓ୵पउ
ःथؚႪਞৡग़ॿঝॠشभधਹ৷ऋভभँॉेअ॑প
ऌऎइथःढञऒध॑৶ੰघॊ౸पॉੌ॒ट؛

म௪ःॡট५ढ़জय़গছभॉੌादँॉؚऒभએஜ
औ॑औैपीॊञीपؚ౸दभৼ൩৶ੰؚ౸উট
ॢছभଡണ॑खथःऎऒधऋऽखः؛ઃফ২मؚশप
ॎञढथَग़ॿঝॠُشषभ௪ঢ়ੱ॑ಲਢऔचؚফ২ଜप
ઇఐ؞ఐ৯भ॑தइथ  णभৌ॑ർखथःऎऒधभ௫

ٳ৾भॉੌा
 ৾दमَؚग़ॿঝॠُشपঢ়घॊ౸भॸشঐَؚ॑୬഻

खऔ॑નੳदऌॊউটॢছ॑दऌॊेअपखञः؛

― 31 ―

                                   Explore Programૅ৾قਝఐ৯ك

66 ਯ৾⋛

৶ੰ২ؚ॑ਸखञ  प৹ਪखञधऒौڭؚभेअऩ
ટऋ੭ैोञ؛

ْෘହٓ



 ৶॑৷ःथয়थञෘभઌ॑અघॊधؚଳಁप


৶भତ়ਙऋཔदऌؚ৶ੰखृघऎऩॊधઅइञ؛

⋇୳


ْৰٓ



ਛ  ফ  া  भ৾ফষহقಢোᅟরभఽكपৰ
खञ؛



ْৌٓ




র৾  ফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

⋈৶ੰ২



ْৰઍٓ



ৰਊभྉশভदؚ
َॡছ५द  عযभྉ॑ڲणॉؚ
ྉশ॑রੱपডشॡ३ॺشपปढथ  णभ৶ঃ६ঝपॉ



ੌि؛धखथਯ৾ఐभઇ৩ॻؚ॔ংॖ२شधखथ৾



૿ભؚྉশऋਤষ૽॑ਜीॊ؛ৎपྉ৩ऋযডش

  ৰ॔থॣेॺشॉ
௫खऊढञؚऽँऽँ௫खऊढञ
ৢ
ँऽॉ௫खऎऩऊढञ
ੑ
ਫੰदऌञؚॎऊैऩऊढञधऒौम
ହ॑ୂःथॎऊढञ
ହ॑ୂःथुীऊैऩऊढञ
ਖभਔऋীऊैऩऊढञ



ੑ

































ॡ३ॺشपੰ௦॑੶োखؚजोझोभੰ௦पणःथྉ৸৬द

ୖभ৶ੰऋऩেെऋ  સऺनःञऋؚ୳दमَँ

અघॊ؛৸৩ऋವ੭घॊऽदྉदੈৡखؚ৶ੰखञেെऋ

थदऩऎؚ৶पઅइोयਫੰपञनॉାऐॊधःअ

ॎऊैऩःেെ॑ઇइऔचऩऋैਤीॊُऒध॑નੳखञ؛

ऒधऋॎऊढथએஜऊढञُऩनभ੶ुৄैोؚౄৰखञ

ୖ॑ीॊभোधखथ ؚযभअठभၴऋक़९ॡছ

ৎधऩढञेअट؛ऽञ॥গॽॣش३ঙথऋેীधोथ

ঈभওথংشदँॊऊ॑जोझोभऊैৠघॊधःअ

ःॊྉदमாऩ৮ऋदऌथःञभदؚ৾ૐ੮॑ःऊ

৶।شपॉੌ॒ट؛ऒऒदमؚෘखञহ෧भअठؚ

पਛघॊऊऋؚ৾ಆ୭भତपधढथಳऊचऩःऒधद

ဤ॑েगऩःऋਫੰदँॊؚधःअ৶॑નੳखञ؛

ँॊधगञ؛

ٛ ୖ   ڭٜ द म  ؚྉ শ ऋ َ ബ ৌ प መ ॑ ण ऊ ऩ ः ग़ থ  ْઃফ২षभୖٓ
   
८ঝُऊَङመ॑णऎॹঅঝُपऩॉؚྉ৩ऋྉশपَम

৶ੰ২؞ଌ২म৸৬पଐदँढञऋَ৶ऩ

ःُऽञमَःःइُद௦इैोॊସਖ॑खथؚजभ௦ऊ

॑੭ॊञीपम৶॑৷ःॊ্ऋेॉଳಁद৶ੰखಔःُ

ैྉশऋَग़থ८ঝُऽञमَॹঅঝُभःङोदँॊऊ॑

ऒधऋৰधखथ੭ैोथःऩःেെऋऩऊैङःॊञीؚ

ৠखञ؛

౫ृডشॡ३॑ॺشఒखथःऎਏऋँॊ؛ऽञୖؚ

ٛୖڮٜदमؚྉশऋَബৌपመ॑णऊऩःग़থ८ঝُؚ

पॉੌिधखथ౸ৎ॑ुअڭৎऺनન৳खथ

َङመ॑णऎॹঅঝَُؚਞীदመ॑णऎযُभनोऊद

ಆघोयेؚॉ৶ੰऋਤिधઅइैोॊ؛औैपؚৰप

ँॊधःअਝदؚ৶॑৷ःङपྉশऋनोदँॊऊৠ

ষअ௬॔থॣॺشमेؚॉถपীෲघॊऒधऋदऌॊे

खञ؛ঢ়બघॊ੦মহඨ॑નੳखऩऋैෘହ॑য়थؚजभ

अৢؚଞभ౸षभ௬ुஅ॒टुभपखथःऌञः؛जभ

ઌ॑ਫ਼ୈखथ੭ञ॑যডشॡ३ॺشप੶োखञ؛৸

্ऋୖؚषभ৶ऩઅइ্भইॕॻشংॵॡऋोॊध

৩ऋ॑੶োखઃਸ਼ؚजोझोभෘହधपඹॊૌங॑

અइैोॊ؛

ڭযङणखञ؛
ٛୖگٜदमؚ૯  ഔपధव $ 'عभ  যभभઌ
॑ෘखथ৶॑ਛखؚ$؞% '؞&؞भअठၴऋ੬ਙऊ
ৠखञڮृڭୖ؛धम౮ऩॉؚ৶॑ਛघॊऒधद
৸थभহ॑ිၨप৹सॊऒधऋदऌॊऒध॑નੳखञ؛
ٛୖڰٜदमؚಬয॑அि  যभઑभभઌ॑
ෘखथگୖؚधभ৶॑ਛखؚಬয॑ৠखञ؛
ৠपඹॊஉು॑ྉ৸৩दનੳखथऽधीؚྉधखथभডش
ॡ३॑ॺشਛखञ؛
ْ௬ٓ
ෘହ॑য়थथઌ॑ਫ਼ୈखؚ৶पဤभऩः॑
ऌলघधःअ৽ୡमর৾ڭফেदमወदؚअऽऎਤीैोऩ
ःभदमध୳खथःञऋؚೊुऩऎୖ॑ऒऩखञ؛ऒ
भৎभৢଞभ౸दमਫभੑؚધஊૄभੑपॉੌ
॒दउॉؚੑরੱदँॊञीपؚगढऎॉधୖ॑અइॊ
ৎभન৳ऋઍಔदमऩः৾؛ফষহभఽ॑ਹ৷खथؚ
य।شभेअऩୖपा॒ऩदॉੌिऒधऋৗधग
ञেെुऩऎऩऊढञ؛ৰप⋇౸पৌघॊ୳⋈ؚ
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ْෘହٓ

ඨ৯

 ঽীञठऋ৭උखञীपঢ়घॊଁੑॢছই॑ਛघॊऒ
धदଁؚੑ؞৭උखञীषभ௪ঢ়ੱऋৈऽॉؚর৾گফ
ઃपষअ 66 ॹੰॱشෲषधᇽऋॊ؛ऽञؚਛखञଁੑॢ
ছইभভ॑ষअऒधदؚউঞ८থॸش३ঙথચৡऋৈऽ
ॊधઅइैोॊ؛
ْৰٓ
 ਛ  ফڳাप౸दڲৎৰखञ؛
ْৌٓ
র৾ڮফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

॔ ڭথॣॺشभସਖඨ৯धટ


ਰऊैଁੑप௪ऋँढञऊ



ଁੑॢছইਛम௫खऊढञऊ



ਛखञଁੑॢছইपଌखञऊ



ਯ৾पৌघॊ௪ঢ়ੱमৈऽढञऊ



ଁੑपৌघॊ௪ঢ়ੱमৈऽढञऊ



ॸشঐपৌघॊ௪ঢ়ੱमৈऽढञऊ



ॹॱشभਠपঢ়घॊੴ॑੭ैोञऊ



ଁੑपঢ়खथৗञऩઑਖऋেगञऊ





ْৰઍٓ
 ڰعযदྉ॑णऎॉڲؚৎभੑदଁੑॢছই॑ਛख
ञଁ؛ੑॢছইप৷ःॊॹॱشઽૐमؚেെऋସਖ॑ਛ
खॡছ५ऽञमളਯॡছ५द৹ਪ॑ষअेअखञ؛

৯दँॊଁੑषभ௪؞ঢ়ੱभৈऽॉधःअએदमؚ
َଁ
ੑपৌघॊ௪؞ঢ়ੱमৈऽढञऊُधःअਝਖदؚਡ
ऋ  ਡؚभেെऋ  ਡਰ॑௦खञଁَ؛ੑॢছ
ইਛम௫खऊढञऊُधःअਝਖदؚਡऋ  ਡؚ
भেെऋ  ਡਰ॑௦खञ؛ऒभ  णभટेॉؚ
ଁੑॢছইपৌघॊ௪ঢ়ੱभৈऽॉमँढञऋؚजोऋଁ
ੑषभ௪ঢ়ੱषधᇽऋढथःऩःেെऋःधઅइैोॊ؛
ऽञؚੴृઑਖपणःथभਝਖदभਡऋःऒधऊैؚ
ଁੑॢছইਛदॢছইृ༈ॢছইऩन॑রੱप৷ःञञ
ीؚใ੭भੴदેীदँढञऒधऋअऊऋइॊ؛ऽञؚে
െऋॢছই॑ਛघॊऒधपऌ઼॑ःथउॉؚஆঽॹॱش
भੰෲृॹॱشऋ୦॑ંखथःॊऊઅघॊৎऋਂଌखथ
ःञऒधुऒभટभऱधणभਏदँॊधઅइैोॊ؛
্दَਰऊैଁੑप௪ऋँढञऊُभਝਖमਡऋ 
ਡधؚ౸ৰਰदଁੑषभ௪ऋऊढञऒधऊैଁੑ
भোधखथमટऋँढञधઅइैोॊ؛
ঽ੶भَଁੑॢছইਛ॑ஷॉନढथगञऒध॑ঽ
पછऌऩऔःُधःअਝਖदमؚ
َॹॢ॑ॱشছইऩनपख
थਠघॊभऋ௫खऊढञُଁَؚੑॢছইਛ॑ৢगथभ
যऋॸشঐपঢ়खथनभेअपઅइथःॊऊऋীऊढथએஜ
ऊढञَُؚધฆदजअधघॊधधथुশऎએऩभपॢؚ
ছইदघधලदীऊॉृघःَُؚઃमঃ९॥থ॑৷ः
थुढधপऌऩॹॱشदষःञःُऩनभ௦ऋਯँढञ؛
ऒभ௦ऊैुଁؚੑ؞৭උखञীषभ௪؞ঢ়ੱभৈऽ
ॉऋँढञऒधऋअऊऋइॊ؛ঃ९॥থ॑৷ःञॹੰॱشෲ

 ڭષ

॑ষःञःधःअਔৄुँॉؚઃফ২ৰभ 66 ॹॱش

ਸ਼ڲৎपमএ५ॱشपऽधीञुभ॑खञ؛ৎ
मگীदَऩछजभॸشঐ఼॑৷खञभऊُ
َਛखञଁੑ
ॢছইभହُ
َॢছইऊैഭाोॊऒधभऽधीُभگਡ
॑োोॊेअંखञ؛ऽञَॹॱشपৌखथిखञॢছই
॑ਛदऌथःञऊनअऊُ
َઍ॑घञीभੵऋदऌथ
ःञऊनअऊُ
َউঞ८থऋীऊॉृघऊढञऊनअऊُभگ
ਡपणःथؚেെऋৼ൩௬॑ڱమ௬दষःؚजो॑ྉ
ओधपਡਯ৲खञ؛

ੰෲभোधखथभ૽સ॑ટञखथःॊधुઅइैोॊ؛
ْઃফ২षभୖٓ
 ௬भඨदसञेअपؚেെमଁੑॢছইਛ॑௫खि
ऒधमदऌथउॉଁؚੑ৾ಆभোधखथम௬दऌॊ؛
্ؚਊੂभ৯दँॊَଁੑীषभ௪؞ঢ়ੱभৈऽॉُ
॑ેীपਛघॊऒधऋदऌऩऊढञभदؚ౸ੑभੵ
ಉ॑அीथઃফ২षभୖधखञः؛ऽञଁؚੑमਯ৾भा
ऩैङভఐ॑ीधघॊઇఐदुਏपऩॊীदँॊ
भदؚർ⋜ऩनधभ৴॑ெดघॊऒधदऔैपౄৰखञ

ْ௬ٓ
 ਸ਼ڲৎपষढञ॔থॣॺشટ॑ਰৣभ  पંघ॔؛থ

৾ಆऋୄदऌॊ؛

ॣॺشभਝਖपৌखथजोझोؚశଞपँथमऽॊَُؚ॑ڱ
৸ऎਊथमऽैऩःَُ॑ڭधखथ  ਡਡदੰ௦॑੭ञ؛
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इय ؚभেെपणःथؚਚരॡছ५ؚਙશॸؚ५ॺ

ْෘହٓ

भ੭ਡؚਚരॡছঈੇؚ൦৾ಆभৎऩनभॹॱشऋँ

 ଁੑभ੦মऩੴधઅइ্॑৾ಆखञदؚ॥থআগش

ढञधऌपؚऒभেെ৸৩भக؞ఏု୷॑ीॊटऐ

ॱभੑ९ইॺ॑ਹ৷खथؚেെपুदमदऌऩः

दऩऎؚ੬શभக؞ఏု୷ृؚॡছ५શभुभऩनؚ

भॹଁ॑ॱشੑ૪৶औचॊୖ॑ଖइॊऒधपेढथؚ

ਏऩॹ॑ॱش৭උखथଁੑக॑ीॊୖ॑ଖइथؚजभ

जभ৾ಆઍभੴ৶ੰऋेॉऽॉؚ௪ঢ়ੱुৈीॊऒ

૪৶भல্॑৾ಆखञ؛
ऽञؚۍपৌघॊக॑ ( ; ؚীങ॑ 9 ;  धघॊ

धऋदऌॊधઅइञ؛

धऌ ( ؚD;E

 ਛ  ফ  া   عधਛ  ফ  া  ع

ऋਛॉয়णऒधؚ॑નੳदऌॊୖ॑৷ਔखञ؛

 पजोझोৰखञ؛



ْৌٓ

    ઞ৷खञॹॱش༮

র৾گফে৸৩   ॑ৌधखञ ؛

D( [ E  9 D;E

D9 ; 

ْৰٓ



ْৰઍٓ



 ऽङؚৈૅभਯ৾⋛दඞअَॹॱشभীෲُभઍ॑৾ಆ



खञ؛৬पमॱشॹؚभ৻கقகؚরఙகؚਈᄄ



கؚكങैयॉधীਜ਼೧ؚীങधఏု୷ॱشॹؚभৼঢ়



पणःथभ৾ಆदँॊ؛ઍभଝ॑৶ੰऔचथऊैؚ



েെपಫಆਖ॑ଖइুदଁੑੑ॑औचؚ৾ಆઍभ



ା॑मऊढञ؛ীങ॑ीॊ্১मڮणँॊऒध॑৾ಆऔ



चञڭ؛णमଝૄभੑदँॉुؚअڭणमقॹॱشभ



ڮଭभகكऊैقॹॱشभகभڮଭ॑كਬऎ্১



दँॊ؛भ্ऋથधःइॊৃ়धखथँؚॊڱযभ੭



ਡभகधীങऋଖइैोؚશभڱযभகधীങऋଖ



इैोञधऌ়ؚॎचञ  যभীങ॑ीॊਖऩन॑ಫ



ಆखञ؛



ऽञؚ५ॺॢছؚຢऱऑؚങഘऩन॑ਹ৷घॊऒ



धपेढथॱشॹؚभങैयॉभ২়ःृৼঢ়॑ଳಁपཔ



दऌॊऒध॑৶ੰऔचञ؛जखथؚजोैभ॑ਛघॊ

इयڶؚऊैۉऽद  भেെभ੭ਡभॹॱشप

ऒधृؚಗपऋଖइैोञधऌप॑ॱشॹؚഭाॊಫಆ

णःथؚٛॹڮॱشٜमٛॹڭॱشٜभ੭ਡ॑जोझो 

॑खञ؛

ਡटऐਸਡखञुभदँॊ؛ٛॹگॱشٜमٛॹڭॱشٜभ

जभؚ॥থআগॱشभੑ९ইॺ॑ਹ৷खञଁੑ૪৶

੭ਡ॑जोझो॑ڱपखञुभदँॊ؛ऒभधऌگؚणभ

भ৾ಆपढञ؛ऽङؚੑ९ইॺभ੦মඝृଁੑੑ

ॹॱشजोझोपणःथؚகृীങ॑ीऔचؚजभૻ

ਃચॢؚছইਛਃચपणःथ॒৾ट؛जखथؚളਯभॹ

ຎऊैॎऊॊऒध॑અइऔचञ؛

ॱشऋোৡखथँॊ३ॺشभরऊैؚ੯पిघॊॹ॑ॱش

ْ௬ٓ

৭උखؚजभଁੑقகृఏု୷ऩन॑كीञॉؚ

 ੑ९ইॺभඝपຯोथऎॊपणोथؚ॥থআগॱش

ॢছইق५ॺॢছृങഘكभਛ॑ষढञॉखञ؛

॑ਹ৷घॊधॱشॹؚभ૪৶ऋලपষइॊऒधऋ৶ੰदऌ



ञ؛ऽञଁؚੑपঢ়घॊੴ৶ੰ॑નੳघॊਃভधुऩढञ؛



ْઃফ২षभୖٓ



 ০ফ২ऋੂीथभৰटढञभदؚःऎणऊୖऋଋढञ؛



ऽङؚৰઍभभଁੑभ੦মऩੴ॑৶ੰघॊৎ



भরदमଁؚੑੑ॑েെभুदষढञभदभॹش



ॱखऊඞइऩऊढञ؛जऒदुؚઇ৩ऋ౸भরदੑ९



ইॺ॑ਹ৷खथभॹ॑ॱش૪৶खऩऋैઍभହ॑



खञ্ऋؚ৾ಆઍभਔृਏਙ॑ेॉ৶ੰखृघःटौ



अ؛



 ऽञؚੑ९ইॺ॑ઞढञঽୖ॑ਝघॊऒधपे



ढथଁؚੑ৾ಆषभ௪ঢ়ੱऋऽॊऒधऋઅइैोॊ؛



इयؚেെऋजोझोप௪ँॊڮणभॹ॑ॱشૐीथؚ




  ౸भ

जोैभॹॱشपनभऎैःৼঢ়ऋँॊऊ॑৹सॊेअऩ
ୖऋઅइैोॊ؛
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 ਯ৾⋛؞ਯ৾ڶउेलਯ৾⋜भઍ॑ॉඞअ৾ૅਝఐ

 ৈૅڮফে৶௺৭උपৌखथؚਯ৾⋝भઍ॑ඞअ৾ૅ

৯दँॊ؛মౠदम৾ಆभ૨॑ऑॊेअؚಆ࿃২શभ

ਝఐ৯दँॊ؛মౠदमؚ৾ಆभ૨धା॑ॊञीؚ

౸॑ৰखथःॊڭ؛पંखञुभमৈૅো৾েपৌघ

ಆ࿃২શ౸॑ৰखथःॊ੶ৣ؛भमؚ৶௺धધ௺प౸

ॊফढ़জय़গছदँॉؚਯ৾⋛ڶभ੦মभ৶ੰभ

ॡছ५ऋীऊोॊڵাਰఋभਯ৾⋝भढ़জय़গছदँॊ؛


ْෘହٓ

ْෘହٓ

ؚਯ৾⋜भ৾ಆ॑ষअ؛

ਯ৾⋜% भ৾ಆઉपؚਯ৾⋝भী؞ীभ৾ಆ॑ষअ

ْৌ৾ফٓ

ऒधदؚजभभା॑૨ेऎॊऒधऋदऌॊधઅइ

ৈૅ  ফে৸৩   ॑ৌधखञ؛

ॊ؛ऽञؚॸ५ॺुؚਯ৾⋛⋜$% भઍ়॑पஅि

ْৰٓ 

೧धखؚ૯द৶ੰखथऌञઍ॑৽ؚໃदव૽સुؚਯ

 ৢফदౝँञॉ  ৎभ౸॑ৰखञ؛

৾⋝भ৾ಆपञचॊऒध॑ਔखञ؛
ْৌ৾ফٓ

 ڭৈૅো৾েढ़জय़গছ
া
ڰা

ਯ৾⋛ ্ஙૄधਂಉૄ

ڱা

ਯ৾⋛ ઃঢ়ਯ

 া

ਯ৾⋛ ਕഓૻ

 া

 ৈૅ  ফেभ৶௺৭උ ق॑كৌधखञ؛েെप

ऩ౸ઍ

ৌखथमڳؚাऽदपਤଡ଼એ॑ষःڴؚাप৾ফदਤଡ଼৭
උभཔधનੳ॑ষःڵؚাेॉਯ৾भ౸॑৶௺ॡছ५ध
ધ௺ॡছ५पীखञ؛
ْৰٓ

ਯ৾⋛ ॹॱشभੰෲ

  াेॉౝਊञॉ  ৎभ౸॑ৰखञ؛

ਯ়৾ৃ ڶभਯ
ڵা

ਯ৾ ڶન૨ એ

 া

ਯ৾ ڶତਯभਙସ

 া

ਯ৾⋜ ী১धী১

 া

ਯ৾⋜ ૄध

 া

ਯ৾⋜ ളಞਯध্ஙૄ

 া

ਯ৾⋜ ध্ஙૄ

 া

ਯ৾⋜ ਯঢ়ਯधৌਯঢ়ਯ

ْৰઍٓ
 ਯ৾⋜% भ৾ಆ॑ીइञڵؚাेॉ  াऽददਯ৾⋝भ
ઍ॑ඞढञ؛ୡभ೧पमؚਯ৾⋛⋜$% भ೧॑ి
அाؚৈૅਯ৾भ়৾ಆभਔ॑ञचञ؛ਯ৾⋝भ
ীীपमؚਕഓঢ়ਯृਯৌਯঢ়ਯऩनؚजोऽदলथऌ
ञঢ়ਯ॑णऩऍ়ॎचॊ௮ऌऋँॉؚजभ৶ੰपुஇघॊु
भऋँॊधઅइॊ؛ऽञؚਈপகਈ৵கਖ॑ੰऎभपुؚ
ളਯभু১॑ඃ੭दऌڭؚणभਖ॑ৢखथ়ऩ৶ੰप
घॊेअखञ؛
    ڮৈૅڮফেढ़জय़গছ

ْৰઍٓ

া

 ৾ಆघॊਯ৾ऋॖওش४खृघःेअपؚোীद

ऩ౸ઍ

मؚମऩઍ॑௶ॉाऩऋै౸॑ৰखञ؛ী؞

ڵা

ਯ৾⋝ ঢ়ਯ

ীभ౸दमઅइ্ऋମपோखथःॊऒध॑ງஂघॊऒ

 া

ਯ৾⋝ ா

धदؚ௪॑ᄁକखञ؛৶दใಆखञઉઈ॑घॊ৬

 া

ਯ৾⋝ ী১

भਜ਼઼धச২ृਸச২भਁૄऋໍؚभ৲धःअभ

 া

ਯ৾⋝ ী১भૢ৷

पਛॉয়ढथःॊऒध॑ງஂखؚ৲૨॑ॉऩऎໍ
पतऐॊऒधदীબਯ॑ीॊऒधऋदऌॊऒध॑ງ
ஂखञ؛ऽञؚীબਯऋॢছইदਔघॊऒधऋமभൊ
ऌदँॊऒध॑ງஂखؚਯ৾⋝भী১द৾ಆघॊਕഓঢ়ਯ
भীृীਯঢ়ਯभী॑ॢছই॑৷ःथ৶ੰखञ؛ऽञૉ
ृ৬ृᔅ৬धःढञয়৬भ৬धએभঢ়બऋசऔधਸ
ச২धपໍؚभੜਸभঢ়બपँॊऒध॑ງஂखञ؛
ْ௬ٓ
 खःਯ৾ुؚମऩਵ॑ాॉिऒधदؚ௪ऋ
ᄁକऔोؚ౸ઍषभৄৢखऋथॊेअपऩढञ؛

 া

ਯ৾⋝ ী১

 া

ਯ৾⋝ ী১भૢ৷

 া

ਯ৾⋝ ়ಆ

ْ௬ٓ
 ඞअঢ়ਯभ৶ੰऋखःञीؚীীभ৶ੰਰभ
धऒौदणऽङऎেെऋऩऊैङःञ؛खऊखؚभਫ
खऎਘᒃऩ৶ੰभञीपमؚगऊैभ৾ಆ॑ॉନघ
भदऩऎेؚॉৈःয়ৃऊैभଳਡ॑োघॊऒधम૽पয়
णुभधઅइॊ؛৶ੰ২ಉभ॔থॣ॑ॺشॊऒधमखऩऊ
ढञऋؚ७থॱشୡঞঋঝभਯ৾⋛⋜$% भਖभ৶ੰ২ऋ

ْઃফ২षभୖٓ
 ಆ࿃২શप౸॑ষअऒधदؚ৶ੰ২पૢगञ౸॑ਤी
ॊऒधऋदऌञ؛ਯ৾⋜भனऩઍ॑ඞअऒधदؚใಆ
दँॊਯ৾⋛ृਯ৾ $ भઍ॑શभഓ২ऊै৶ੰखञॉؚ
ઍ॑ीञॉघॊऒधऋदऌॊधઅइैोॊ؛ਯ৾भਖभ
૪৶ચৡटऐदऩऎૄਁؚऩनभমସुઅइऩऋै৶ੰघॊ
ચৡुମपणऐथःऐॊेअؚਬऌਢऌखथःऌञः؛

෩खऎৈऽढञऒधमؚਗெृૅஆঽभड़شউথॸ५
ॺऩनदનऊीॊऒधऋदऌञ્؛पؚਯ৾⋜% पणःथमؚ
जभ୷॑ਘऎगञ؛
ْઃফ২षभୖٓ
 ঢ়ਯभোभীदؚਯ৾⋜% धभঢ়৴॑ुढधਔखथ
घॊਏऋँढञधઅइॊ؛ঢ়ਯभਔृਔଝभହप
ुৎुેীपधढथःऌञः؛
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पؚ৬ऩॖওش४॑ଖइॊऒधदؚযథधਯ৾धभশ
ःৎपॎञॊત౨भഄఴधؚजोऋધ॑ണःथऌञऒध

ْෘହٓ

ৈૅਯ৾दඞढथःॊઇ౫भഄఴऩూବ॑ੴॊऒधदؚ

॑ৰधखथथञেെऋऊढञ؛

৶ੰऋऽॊटऐदऩऎؚனऩઍषभ௪ঢ়ੱऋᄁକ

ਸ਼ڱ্؟ஙૄभഄఴ ڮ

औोॊ؛

َگઃ্ஙૄषभُधखथ਼ عؚभॖॱজ॔

ْৰٓ

॑धखञਯ৾ञठभဆਵृଌ॑ञनॉऩऋैؚਯ৾

 া  ڳعাڰभౝڭदؚ৸ڲৰखञ؛

भ ਁ ૄ ऋ  ै ो ॊ ਠ ৃ ॑ ୯ ৬ ୡ औ च ञ   ؛৬  प म

ْৌٓ

 ݔଷ െ 15 ݔെ 4 = 0 धःअ্ஙૄؚ॑ਯ৶ؚਕઃૄभਯ

 ৈૅڮ؞ڭফেभൌ  ॑ৌधखञ؛

ীੰਁૄदੰऌऩऋैؚढ़ঝॲঀभੰ১षधःञ؛औैपؚ

ْৰઍٓ

ढ़ঝॲঀऊैইख़ছজषधਭऐಲऋोञڰઃ্ஙૄभੰ১ध

 ৌऋৈૅڭফেڮؚফেटढञञीؚਯ৾⋛भী

खथؚৈૅেदु৶ੰखृघःইख़ছজॹؚढ़ঝॺؚड़ॖছ

पेॊઇ౫৫॑ষढञ؛ৈૅਯ৾॑৾लीञڭফেपमؚ

شभ্১॑ງஂखञ؛ਈपڱؚઃ্ஙૄ॑ीएॊၥপऩ

जोऋनभेअपன৫खथःऎभऊؚघदपใಆभڮফেप

ୁपणःथमॽؚগॺشথृছॢছথ४গभ઼ఌधःअ॔ॖ

ৌखथमؚ॒৾टऒधभਔ॑ગનੳऔचथःऎ৯॑ण؛

ॹॕ॔॑ງஂखشؚ॔ঋঝؚफ़ট॔पेढथःऊपऎभী

ਸ਼ڭ؟ਯীੰभன৫ 

भ੦মऩু১पऩढथःॊऊभਵ॑खञ؛ठॆअनؚ

ૄभତ৶मؚਯ৾⋛भਈੂपඞॎोथःॊऋؚजभਏਙ

ଗข෩भਯ৾फ़شঝَफ़ট॔৶ُ
ق6RIWEDQNكऋষ

मؚಞ౫ऋऩःऒधुँढथેীप৶ੰऔोऩः؛ऽङमؚ

औोञधऒौटढञभदؚഭછ॑໗ीञ؛

ളහऩૄ॑ෞपৄॊਏਙؚ॑ਯীੰृன৫॑ৢखथ

ਸ਼ڲڮ؟ઃঢ়ਯध 

ಆखؚजभૢ৷धखथোਖ॑ੰऎ؛னऩઍधखथؚ

ڮઃঢ়ਯ॑ઞढञઇ౫धखथमؚᔅශधखथງஂघॊ

ξ1 െ  ݔऩन॑બਯ॑ૻຎघॊऒधपेढथඨૄपன৫ख

ऒधऋಹटधઓढञऋؚजअऩॊधᓳृ൨ශभਵ

ಆभেെऋऊढञऋؚਯীपীਯृਯ॑োोॊधः

ਖ ؟ڭy =  ݔଶ  भڰਡऋؚఢपँॊञीभ

ञॉؚʌ ॑ीॊੑૄ॑ॊ؛ਈपؚஒফॽগॺشথऋ

ुলऔकॊ॑੭ङ ؚभઍधखथम৲खऌोऩःधਖ਼

ৄखञधॎोॊಹඨ৶॑ງஂखञ؛ඨ৶मใ

खؚऒभमਰৣभਖ॑ੰऎटऐपखञ؛

अ୳पຐऎधৎपॸؚॖছشன৫पुಱघॊટपؚ

੯॑ीे؛

ਯ৾भ৴ঢ়ਙपखथःञ؛

ਖ؟ڮy = a ݔଶ + ܾ ݔ+ ܿ ध x = aᇱ  ݕଶ + bᇱ y + Ԣ ऋڰणभ

ਸ਼ڮ؟ബৌக 

ઐਡ॑ुणधऌڰؚणभઐਡमఢपँॊऒध॑

ऩॊৃ়ীऐभಆधखऊੳखथःऩःেെऋः

चे؛

౫दँॊऋؚਡभदँॊधःअଝपয়ठರॊऒध

 ਈੂपਖ॑ଖइैोञधऌमؚनऒऊैু॑णऐथःः

पेढथؚदઉऩੰ১ऋ૭ચदँॊऒध॑ງஂख

ऊॎऊैङؚઍुྴदਖपৄइथखऽअऋؚ

ञ؛னऩઍधखथؚએभਈ৵॑ीॊਖध

*HR*HEUD ृ *UDSHV ऩनभॖথॱছॡॸॕঈऩ९ইॺ

खथથऩؚ३গॱॖॼشਖृই॓ॽকঀشभਖ॑અइ

॑ਹ৷खथؚ৬ऩॖওش४॑ञचؚਖਡ॑मढऌॉ

ञ؛ബৌகभਔधਏਙऋृढधॎऊढञधःअ୳ऋ

औचोयؚओऎਊञॉभਙସभੌा়ॎचदऺؚध॒नੑ

ऊढञ؛

ुऩखददऌॊऒधपਞतऊचथःऎ؛जभँऽॉभ

ਸ਼گ؟થ৶ਯधৰਯ 

ँढऐऩऔपؚऎभেെऋؚਯ৾भ३থউঝऩुभभৄ্

ਯभ৬௺मؚৰਯऋघदपଖइैोञुभधखथੳखथ

धؚजभ๏ৡपखथःञ؛ਖ॑ڭਹ৷खथؚਖڮभ

ःॊেെपधढथमؚजभਏऔुேਙु৶ੰऔोऩःৃ

ੰ১पঽীदਞतऐञেെमၰभଢ॑ँऑथःञ؛

়ऋः؛আॱ०ছ५৾ୣपेॊ૮৶ਯभৄधजभभ

ْ௬ٓ

উট७५॑ञनॊऒधदؚ৴ীਯன৫॑ງஂखञ؛৴ীਯன

 ਸযਯऋऩऊढञभदؚਯகऩ௬मষऩॎङؚ౸

৫पेढथؚ૮৶ਯभથ৶ਯषभऔ॑௬घॊऒधदؚ້

ओधप୳॑सथुैअपधनीञ؛ൌ॑ৌधख

সૻभखऔृؚঽேੀपोॊইॕॼॵॳਯഔभਵपன

ञଣୖभ౸टढञभदुؚधुधਯ৾ऋऌऩেെऋ

৫खञ؛ਈप ؚফभূপ৾৶௺ڮभਖؚ॑৴

ऊढञऋؚরपमਤଡ଼मધ௺॑ൌखथःॊেെुउॉؚः

ীਯ୍॑प઼ऌऩऋैੰःञ؛ऎभেെऋؚআॱ०ছ५

ौःौऩଳਡ॑ଖइैोञभमਔଝऋँढञधઅइॊ؛

৾ୣभ૮৶ਯ॑ीएॊ৶ऩ৮पੱखथःञ؛

ْઃফ২षभୖٓ

ਸ਼ڰ্؟ஙૄभഄఴ ڭ

 ऒभेअऩؚযਯभൌৌभ౸ટभ௬্১प

ଽ৻ও९এॱ॔भའଅഝ॑ງஂखؚ३গওشঝযऋ্ங

णःथमਫ਼ୈ॑ਏघॊ॔؛থॣॺشૐੑ॑खथؚহহभ

ૄ॑नभेअऩ্১दੰःथःञभऊ॑અइॊ؛্ਛ॑

ૻຎम૭ચदँॊऋؚनोऺनभથਙधಹਙऋँॊऊम

ਫ্॑ॊधःअऩ઼ऌఌइधৄॊऒधपेढथؚ

ઑਖदँॊ؛

जभேਙ॑৶ੰऔचञ؛औैपؚਈपଋॊ ξ݊ भ๚க
भी্ुງஂखؚभ৴ীਯன৫धुणऩऑञ؛ଽ৻ও

 ০मؚઇ౫৫भਔ়ःऋਘऎؚਯ৾ఴ॑ਹ৷खञઇ

९এॱ॔धःअ਼ؚੀఴभઇఐછदીॎॉपऩढथःॊੴ

౫॑जोझोभฆदਛखथৢؚଞ౸भরदुன৫खथः
ऌञः؛
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ৰಆदम५আॻشऋசःृ௳॑ఃोॊ॑ॊऩनभৰ

ْෘହٓ

ಆ॥ش५पँॎचञ॑ॊऒध॑ୖखञ؛

 ମभॉभऎभਃ༊ऋঁॻشक़ख़॔ध९ইॺक़ख़॔॑ੌ

ْ௬ٓ

ा়ॎचॊऒधदघॊ؛जऒदऒोैभலੌा॑ർॊढ़

 આফ২भৰᄷदमॳؚকঞথ४घॊऒधऋऌदमऩःে

জय़গছ॑ৰघॊऒधद ([SORUH 3URJUDP भ৯ఏ

െपৌखथ॔আشঝघॊઇ౫৫ؚরदु९ইॺक़ख़॔৾ಆ

दँॊఐ৾ૼभலੌापणःथ௪ঢ়ੱ॑थॊऒध॑৯

भরੱधऩॊউটॢছথॢपপऌऩୖऋँढञ؛जऒद

ఏधघॊ؛ऽञऒोैभৰಆपउःथमؚষ჻ෙखऩऋै

মံदम॔ঝ०ট४ॵॡ॑মતप৷ःञટपउःथ௴ؚ

௦इ॑ৄলखञॉؚઅइॊૌஙजभुभ॑௫ख॒टॉघॊऒ

प੦तःञସऩડએपणःथसॊ॔؛ঝ०ট४ॵॡम

धऋदऌॊेअऩଙ২॑थॊऒधऋदऌॊधୄऔोॊ؛

টॵॺऋએदऎऒधऊैؚেെभঢ়ੱ॑Ꮇऎपमे

ْৰٓ

ःઇ౫दँढञ؛ऎभেെऋॉନखଡୗधীวଡୗपण

 ਛ  ফ  া عাऽदౝँञॉ  ৎभ౸॑ৰख

ःथ৶ੰदऌञ؛্ؚॉନखऋपऩॊऩनളහऔऋ

ञ؛

ੜघञी౼द३গঞش३ঙথऋदऌऩःचःऊૺೆअে

ْৌ৾ফٓ

െुৄैोञ؛ऒभेअऩৃ়ؚষ჻ෙखऩऋैੰ॑ർॊ

 র৾ڮফ৸৩ ق॑كৌधखञ؛

ऋ૨ऩਖੰৠधमइऩः؛औैपசः५আॻشदୖ

ْৰઍٓ

॑ॡজ॔घॊেെदुؚઃभेअऩઓઅऋखःऒधऋ

 মফ২ৰखञढ़জय़গছमڭभৢॉदँॊ؛આফ২

ैऊधऩढञৣ؛ڭपંघगभऋڰणँॊَ෭ُभ

मঁॻشक़ख़॔भৰಆऋद९ইॺक़ख़॔भৰಆ॑पଦ઼

ਖदमؚऒोैभ৽ଡ଼॑घसथ⍻ॊऒधऋॡজ॔भ੯द

खञऋؚઆফ২भৰᄷपेॉَ९ইॺक़ख़॔भৰಆमఐ৾ૼ
षभ௪भથ૮पेढथ௬पপऌऎ୷ऋँॊُधःअ
ટऋંऔोञ؛েെभ௪ঢ়ੱभ২়ःऋৈऎ৳थॊधઓॎ
ोॊ੪भमगीभమद९ইॺक़ख़॔भৰಆपॉऎिे
अपಌ॑खञ؛
 ڭढ़জय़গছ
ౝ

ઍ

ڭ

ੑध౪
॔ঝ०ট४ॵॡ

ڮ

॔ঝ०জ६ؚ॔ঝ०ট४ॵॡ
ढ़شটॵॺभউটॢছ

گ

ছॖথॺঞش५

ڰ

ॠ॔पेॊৡभ

ڱ

ইজشॖشছش଼ૼভ

॔ ڭঝ०ট४ॵॡَ෭ُभਖ

LEGO पेॊইজشॖشছشଲ

ँॊ؛ऒभਖदमभॉନखଡୗ॑৷ःॊ؛ऒो॑ઞ

९ইॺक़ख़॔भ৾ಆदमؚোधखथਗ਼ੲਾૼਓੈ
ভऋघॊ॔ঝ०জ६৬ୡ।شَ॔ঝ०ট४ॵॡُ॑
ઞ৷खञ؛ऒोमी৷ਔऔोञॱॖঝदંऔोञ୵ഥ॑ઞ
ःએभটॵॺ॑ऊघधःअ।شਙभँॊ९ইॺक़
ख़॔दँॊ॔؛ঝ०জ६भଡୗपमَದઃُ
َॉନखُ
َী
วُभ  णऋँॊ॔؛ঝ०ট४ॵॡदमऒोै  णभଡୗ॑
৷ःथউটॢছথॢऋ૭ચदँॊ؛౸दमखञਖ
॑ੰऎऒधदऒोैگणभଡୗ॑ದेऎ৾वऒधऋदऌॊ
ेअपളਯঞঋঝपীऐञডشॡ३॑ॺش৷ਔखञ؛েെम
ঞঋঝ୵قڭഥभ৶ੰधದઃଡୗكऊैमगीؚঞঋঝقڮ
ෞऩभॉନखଡୗؚكঞঋঝقگभॉନखଡୗؚك
ঞঋঝقڰীวଡୗكऽद॑ୖधखञ؛औैपৈःચ
ৡ॑થघॊেെ৷पঞঋঝڲऽदभডشॡ३ुॺش৷ਔखञ؛
েെऋୖ॑ॡজ॔घॊ५আॻشमرप౮ऩॊञीؚผ
मखः؛जऒददऌॊেെमఢॉभেെपੰऌ্भ
থॺ॑ଖइॊऩनইज़টشघॊ૽સुञचॊऒधपखञ؛
 ঁॻشक़ख़॔भ৾ಆम /(*2 ॑৷ःथ॑ॊୖधख
थؚॠ॔ृॱॖখभ৭උऩनऋऎலੌा॑রੱपਤीञ؛

अऒधঽ৬॑ୖؚॡজ॔खथऌञ৽ୡऊैૻຎලप
दऌ ؚणभ॑ॊञीभ୵ഥ॑੶खؚजो॑ڰ
ॉନघऒधपઓःඹॊ؛खऊख  णभ॑ऽॎॉીइञधऒ
ौदؚটॵॺ॑ૡऔचॊਏऋँॉؚ୦২ૡऔचॊऊ
धःअਡदؚেെऋฎि؛ऒोमෞप॑ڰॉନ
चयेःभदؚটॵॺम Ùٙ ২ङणૡऔचोय
ेःभदँॊऋؚजभੰ॑ऎऽदऎभৎ॑ાृघ؛
ఢٙ ২धःअใੴभऒधؚ॑ऒभेअऩৃએदણ৷दऌ
ऩःभम৾ಆभૡभखऔ॑ંघ  णभधઅइैोॊ؛
ْઃফ২षभୖٓ
 ০ফ২म॔ঝ०জ६भ৾ಆ॑রੱपেെभਤ২ृ৶ੰभ
ல্पणःथীෲ॑ਤीञ؛जभટؚ੦মऩ৶ੰपणः
थम॔ঝ०ট४ॵॡधःअঅ४গ॔ঝपखाृघःॖথ
ॱشইख़ش५॑णઇ౫ऋથदँढञ؛खऊखؚ॒৾टੴ
ऋীऔोؚभ୩ୠदেऊऔोथःऩऊढञ؛खञऋढ
थؚ౸॑ਤीथःऎૌஙदرभੴऋनभेअपलण
ऌँढथःॊभऊधःअଳਡदु॑खथःऎਏऋँॊ
ऒधऋैऊपऩढञ؛
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ফेॉ  ੜदँढञ؛

 ఐ৾ৰୡृुभतऎॉपಳऊचऩः੦ຊऩ५य़ঝ॑ఊ੭

  گা॔থॣॺشभସਖඨ৯धટكق



ْෘହٓ

औचୖؚঞএ॑ॺشলऔचॊऒधदؚఐ৾ृෘହ
प੦तःथुभतऎॉ॑ষअৡधઅৡभಇশ॑ॊ؛

ৰୡदॉऑञਠঽ৬प௪

ْৰٓ 

॑ुढञऊ

ৢফदৰखञ؛

ৰୡઍऋभেણपलणः

ْৌٓ 

थःॊऒध॑ৰदऌञऊ

র৾  ফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

ৰୡम௫खऊढञऊ

ْৰઍٓ
 ৰୡम࿒ౝ  ৎ৴ਢदৰखञ؛ৰୡরभঀؚॺشৰୡ
पਛघॊঞএॺشद௬॑ষढञ؛ৰୡमॢঝشউਜ਼
दँॊऋؚঞএॺشमযਜ਼दਛखञ؛ৰઍमڭ
भৢॉदँॊ؛

ৰୡ॑ৢखथؚਠपঢ়ॎॊਉ৶
ृ১ಋ॑ৄःटचञऊ
ৰୡஓभඝ্১ृৗञऩૼ
ચ؞ੴऋମपહःञऊ
ৰୡ॑ஷॉନढथؚઍभ৾ಆ

  ڭফभो

ڭ

ඨ৯

पৗञऩઑਖऋেगञऊ

ઍ

ঞএॺشൿ॑ৢखथؚৰୡઍ

ड़জग़থॸش३ঙথؚৡਸச২भ

گٕڮ

ஷॉधयबஷॉभఢ

ڱٕڰ

ഡ২भ

॑ेॉऎ৶ੰदऌञऊ

৲৾

ੵ









































ঞএॺشൿपेढथؚঽैभઅ
इ॑৶॑णऐथછऎ৽ୡऋदऌ

ڲ

/(' ਡྩଡ଼भଲ

ञऊ

ڳ

়भীधಖଲ

ঞএ॑ॺشછऎষನঽ৬ऊैؚৗ

ڴ

ੵؚा

ञऩૼચृੴ॑੭ॊऒधऋदऌ

ڵ

৲৾৲धସभ

ञऊ



७থ१شଡ଼भଲقम॒टહऐك

னऩઍपणःथؚ৹सञॉ



भਗ਼ਞীੰधમਗ਼

ସਖखञॉखञऊ



ध॔ঝढ़জؚরਮખૢ

ٕ

৶





















৶௺؞৲৾௺भৰୡपउःथमؚ
َৰୡदॉऑञਠ
ঽ৬प௪॑ुढञऊُ
َৰୡઍऋभেણपलणःथ

আॱ०ছಎ઼ଲ

ःॊऒध॑ৰदऌञऊُ
َৰୡम௫खऊढञऊُभگणਰਗ

ْ௬ٓ
  াपষढञ॔থॣॺشभટؚ৸৬भ தऋؚऒभ
 ফद৶ఐৰୡ॑ऌपऩढञध௦खञ؛
ਰৣभਝਖमजोझोؚ
َजअઓअَُُؚ॑ڱ
َजअઓॎऩ
ःَُُ॑ڭधखथڱؚਡਡद௦॑੭ञ؛ਡ॑ંघ؛
   ڮা॔থॣॺشभସਖඨ৯धટكق

भਝਖपৌघॊ௦भम৸थઆফेॉੜइञ؛ऽञؚ
َৰ
ୡஓभඝ্১ृৗञऩૼચ؞ੴऋମपહःञऊُधः
अਝਖपৌखथ  ਰभ௦॑खञেെमؚनभীपउः
थु৸৬भਯਰःञ؛खऊखَனऩઍपणःथؚ
৹सञॉସਖखञॉखञऊُधःअਝਖपৌघॊ௦मؚઆ
ফਈुகऋऎؚਯਰभেെम  ਰৣभ௦॑

ඨ৯



௴ृৰୡऋؚఐ৾भଢ଼पधढथਏटधઓअऊ



৶ऩਠपৌघॊ௪ঢ়ੱमৈऽढञऊ



৲৾ऩਠपৌघॊ௪ঢ়ੱमৈऽढञऊ



ऽददऌऩऊढञऒधऋदऌॊेअपऩॉؚੴैऩऊढञੴ



भਠ॑ेॉମपगैोؚ৶ੰुदऌञُ
َेॉઅ॑

ੵقਗ਼ੵ؞ੵكपৌघॊ௪؞ঢ়ੱमৈ
ऽढञऊ
َৰୡ॑ৢखथનऊीॊُऒधपणःथभঢ়ੱमৈ
ऽढञऊ
ঽীभুदৰୡ॑ষअऒधऋؚঽীभ০पधढथ
ਏटधઓअऊ
ঽীऋষढञৰୡ॑ঞএॺشपऽधीॊऒधऋؚঽ
ীभ০पधढथਏटधઓअऊ

खञ؛ऽञؚেെभ୳पमَৰୡम௫खऊढञُ
َঞএॺش
॑છऎभमপटढञُधःअुभऋऺध॒नदँढञ؛
َ০
॑ମपહऐॊऒधऋदऌञُ
َঽীभুदৰୡखञ্ऋ৶
घॊৡऋणःञधઓअُ
َभৰୡदमਉ৶ऩनधঢ়৴तऐ



थઅदऌञُधःअुभुँढञ؛
ْઃফ২षभୖٓ



 ঞএॺشਛमَৰୡুದَُટَُઅُभा॑েെप
છऊचؚ
َ৯ُ
َਉ৶ُमഀླྀ॑खथநघऒधदؚেെऋَઅ



घॊऒधُपିৡदऌॊेअपघॊ؛ऽञઆফभୖपँ

௴ृৰୡपঢ়खथमؚઆফभટधऩढञऋؚ৶
ؚ৲৾ਠँॊःमੵपৌघॊ௪؞ঢ়ੱपणःथमؚ
 ਰ॑௦खञেെमऊढञऋؚகदमઆফेॉ
 दँढञ؛্ؚঞএॺشਛपঢ়घॊਝਖपৌखथ
 ਰभ௦॑खञেെम৸৬भ ٫दँॉؚகमઆ

ढञَর؞ڭরڮपउऐॊർચৡभਛपਸइؚমఐ৯৫
भమदৰୡ५य़ঝ॑ಆ࿃औचؚেെभॠকॵউऋপ
ऌऎऩैऩःेअपघॊऒधदؚেെपेॉᆾऩৰ
॑ॎॎचॊُपणःथેীৰষदऌऩऊढञभदؚ০ফ
ुगऎઃফ২षभୖधघॊ؛
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66,&7

ଞেણपउऐॊॸঞঅଳലؚ୳दँॊ؛

 ऒोऽदभ൸ৰಆभॉੌा॑ৢखथੈ⋇ؚৡघॊ

मেെभஷॉନॉ॑রੱधखञସऩীෲ॑सॊ؛ৰಆभ

ऒध⋈ؚ୶घॊऒध⋉ؚଞभ൸ଳലपउःथभਞ

௬मَ௫खऔَُखऔَُౄৰ২ُ॑जोझोڱమद௬

तऌऋँॊऒधؚऋघदपীऊढथःॊ؛মଢ଼दमؚఐ৾

खथुैढञَ؛௫खऔُभम َؚखऔُभ

पঢ়घॊ൸ષ॑ॊऒधऋ१ॖग़থ५॥গॽॣش३ঙ

म ؚ
َౄৰ২ُभम  दँढञ؛েെभ৻ऩ

থ॑અइॊऌढऊऐधऩॊऒध॑ਫ਼घॊ؛

୳दँॊَृढथाॊधઓढथःञेॉखऎथপटढञ

ْৰٓ

ऋؚ௫खीञُधःअ୴नउॉؚ൸ષ॑णऎॊञीप

 ਛ  ফ  াऊै  াऽदؚౝँञॉڮৎभ౸॑

୳൸खथःञेॉुৎधௌৡऋऊऊॊऒध॑৶ੰखञञीؚ

આফ২मেെभ௦ऊैৰಆभଡୗ॑ীෲखञऋؚ০ফ২

ْෘହٓ

ৰखञ؛

َखऔُ॑ൣअुभभৰಆम௫खऎౄৰखञुभदँढञ

ْৌ৾ফٓ

ऒधऋቯइॊ؛
َखःُधःअ௬पঢ়खथमਃஓभඝभ

 র৾گফ৸৩   ॑ৌधखञ؛

खऔेॉुَৎॠজॠজऽदऊऊढञُ
َढ़ॵॺभणऩऍ

ْৰઍٓ

ऋअऽऎदऌऩऊढञُऩनৎपીॎैचॊੑਙृ

 આফ২भৰಆदमؚ৶ఐৰୡ॑ੰହघॊ൸ષ॑ढञ؛

൸भધ১॑୶ਠৃदి৷घॊऒधपणःथगञेअदँ

खऊख୶ৎऋజਟेॉुশऎऊऊॊञीؚढ़জय़গছ

ॊ؛൸भધ১पणःथ୶ৎपَઅइऩऋैदऌञऊُ

दਝखञৎਯदमऋીॎैऩःॢঝشউऋँढञ؛

धःअସਖपৌखथमؚਯਰभেെऋَઅइऩऋैਤी

जऒदমফ২मఐ৾भग़ॵ७থ५॑ॉোोऩऋैुৰୡ॑

ञُध௦खथःॊ؛जोदुखःभम৽ؚୡऋऩःञ

அऽऩःॽॻছঐ॑ढञ؛൸ৰಆ৸৬भৎਯम

ीदँॊधઅइैोॊ؛
০भષमఐ৾ऩઍ॑ହघॊञीभॽॻছঐद

આফधदँॊऋؚৰಆઍभଦ઼ಉ॑ಌखञ؛كڭق
 ০ফ২भ൸ષभ࿄মु৶ఐઇ৩धੈৡखथਛखञ؛

ँॊऋؚ
َఐ৾पঢ়घॊऒध॑൸दਠघॊधॎऊॉृघऎ

࿄মमڰणँॉؚ
َमಟ๚ءजोधु೯๚ُؚء
َജऑଌ

ऩॊधઓअऊُधःअਖःपؚ
َऽढञऎजअઓॎऩःُऊै

ऋःَُؚਞठऋೄःधुೄःَُؚஔમگনাীُद

َधथुजअઓअُऽदभڱమद௬खथुैढञधऒौؚ

ँॊ؛जोझोभ࿄মम५य़ॵॺقোऽदभਵੰؚكହؚ

ऋ  धऩढञ؛ఐ৾ऩহ෧॑൸दइॊऒधऋ૽

५य़ॵॺقऽधीभਵكभگणभ३شথदଡਛऔोॊੰ؛

য়णध৶ੰऔोञऒधऋંྮऔोॊ؛ৰपؚমৰಆ॑ਭ

ହীऋઆফदमৰୡभ३شথपँञॊੰ؛ହীदमؚ࿄

खञఐ৾भেെऊैؚঽपఐ৾অॹड़॥থॡشঝषभ

মओधपَਯীຝَُؚਸச২َُؚৡधৡभীੰَُؚအ

ષभলષ॑੧घॊऩनؚ൸॑ઞढथఐ৾॑इॊऒध

ଡୗُऩनभఐ৾ੴऋஅऽोथःॊ؛েെम  ॡছ५ँ

पऌपॉੌिऩनभਛટुৄैोञ؛

ञॉॢڲঝشউقেણྉكपীऊोथ൸ષ॑खञ؛

ْઃফ২षभୖٓ
ढ़জय़গছभৎ৺पेॉؚઆফ২भ৶ఐৰୡज

ॢڭঝشউभযਯमڳعڲदँॊ؛
൸ષभভम  াभ :LQWHU6WXG\=RQH भর

भुभभ൸॑அिષऊैؚ০ফ২मఐ৾ઍ॑ੰହघ

पষढञ؛ऽङॡছ५ਜ਼द  ષ॑قॢঝشউद

ॊॽॻছঐभષप൸भઍ॑ಌखञ؛औैप০ফ২

ౣૐभୀअڮષ॑كखؚजभরऊैરोञષ॑৾ফ

मౣૐ॑ਏଳखञટؚ൸भସऋखञ؛൸ऋఐ৾

পভदखञ؛ॡছ५ਜ਼भভदमডشॡ३॑ॺش৷

ऩহ෧॑इॊभप૽য়णधःअਔुનੳदऌؚমଢ଼

ःथؚષَ॑ౣૐقढ़ॵॺृఠُؚك
َૼُؚ
َੰभৄृघ

भෘହदँॊَఐ৾पঢ়घॊ൸ષ॑ॊऒधऋ१ॖग़থ

औُभگඨ৯दেെप௬॑औचञ؛

५॥গॽॣش३ঙথ॑અइॊऌढऊऐधऩॊُऒधमऺऻ

ْ௬ٓ

નੳदऌञ؛্ؚ൸॑णऎॊૌஙदఐ৾भ৶ੰ॑

 মৰಆ॑ਭखञেെपؚਛ  ফ  াपহ৹ਪ॑ৰ

ीथःॊभऊनअऊपणःथؚ০मનੳ॑खथःऩः؛

खञ؛৹ਪमॖথॱॺॵॿشभইज़شप௦॑োৡघ

০म൸ષ॑ॊউট७५ऋؚजऒपஅऽोॊఐ৾

ॊ্১दষढञ؛৹ਪઍमؚৰಆরप૿ਊखञ૽સؚ൸

৶ੰ॑ीॊभप૽য়णभऊनअऊपणःथਫ਼खथःऎ

ৰಆभ௬ؚ൸ષ॑ॊউট७५दઅइञऒधؚ

ਏऋँॊ؛

  ൸ৰಆभढ़জय़গছभఒ


ਛ  ফ২

ਛ  ফ২

ڭౝ৯

൸ৰಆभਏ؞൸भધ১كڭق

൸ৰಆभਏ؞൸भધ১كڭق

ڮౝ৯

൸भધ১؞كڮقౣૐಫಆ

൸भધ১؞كڮق୶ಫಆ

گౝ৯

૽સী૿؞࿄মभ৭උ؞୶ಫಆق৸૽સ৬ୡك

૽સী૿؞࿄মभ৭උ؞ౣૐಫಆ

ڰౝ৯

୶ڭ৯

୶ڭ৯ق५य़ॵॺك

ڱౝ৯

୶ڮ৯

୶ڮ৯قৰୡك

ڲౝ৯

ౣૐڭ৯قढ़ॵॺणऩऍك

ౣૐ

ڳౝ৯

ౣૐڮ৯ق৹ତ؞ఠॸطটॵউ୯ਸ؞كਛ

ౣૐ؞ਛ

ڴౝ৯

ভ

ভ
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ে୵ఐ৾

ૉఐ৾

 આ০ؚেણम१ॖग़থ५ऩखपमਛॉয়ञऩऎऩढथःॊ؛

 যథभ෬౭म৺  ফपॎञॊૉभापेॉਛ

जऒदে୵ఐ৾धःअেऌ॑ඞअী॑ৢखؚਔඟप৾

औोञૉ୭भपਛॉয়ण؛ૉఐ৾दमؚૉभଡਛ

ಆपॉੌिિ॑નয়खञः؛ऽञؚମऩुभ॑౸ઇ

ସؚૉभाऩनपणःथ৾ಆख௴ؚॹ॑ॱش૪৶ख

౫पघॊऒधदؚ௪ঢ়ੱऋੜघभदमऩःऊधઅइॊ؛

थृॢছই৲घॊऒधदؚఐ৾पർघॊચৡऋମपण

ْৰٓ

ऎऒध॑ୄघॊ؛

 ৢফदৰखञ؛

ْৰٓ

ْৌٓ

 ৢফदৰखञ؛

ْෘହٓ

ْෘହٓ

র৾  ফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

ْৌٓ

ْৰઍٓ

র৾  ফে ق॑كৌधखञ؛

 ౸दमَཝ؞ে৬ସَُে༢َُُ॑রੱपඞढ

ْৰઍٓ

ञ؛ऽञႀྰ॑ઞढथ⋇রেभ௴धॱ⋈ؚঐ

 ౸दमَ൜ُ
َౌُ
َಽध৲લُ
َপಮହعউঞ

ॿॠभஉ॑ઞढञ৬ཝীຝभ௴॑ষढञ્؛पেभ

ॸॺشॡॺॽॡ५ُपঢ়घॊઍ॑पඞढञ؛

௴दमؚછ॑ઞढथেர॑खञ؛औैपঽীभᏹ

ृॢছই৲पणःथमؚ൜भ৾ಆद൜ৎශृৎ

ั఼॑खथَ॔ছش८पेॊॹথউথभীੰৰୡُ॑ষ

ශ॑ਛखؚ൜ణभॎॉ্॑અखञ؛ऽञؚউঞش

ढञ؛ৰୡණधखथَभा؞ᏹั؞ᏹัقႽᅋك
؞ᏹัقව

ॺॸॡॺॽॡ५भ৾ಆदଠೞਲഔঁডॖ౾ਣभధवਜ਼઼

૪৶ُكभ  ණ॑ਝखञ؛ऒोपेॉᇪಞभ௮ऌ॑৶ੰघ

धਛফ৻भॹॢ॑ॱشছই৲औचؚউঞॺشभઈपण

ॊधधुपؚৰୡટ॑ૻຎखथઅखञ؛ऽञ০ফ২मَႽ

ःथઅखञ௴؛मؚ൨ཽৰ৬ႀྰपेॊ௴ؚঝ

खُ॑৷ःञੰღৰୡ॑ষःؚেभ৬भ৶ੰप૽য়थञ؛

شঌृලಔုႀྰपेॊగલभ௴ؚਗदृಽ

 આফ২भୖधखथَংॖड़ॸॡঀট४شऩनभে৾भ

௴ऩन॑ষढञ؛௴दमౌؚ࿏ॢؚছक़থॻभෛؚ

ૢ৷पणःथඞःञःُधँढञ؛০ফ২मপ৾भর

ਲभෛऩन॑ৰ৬ႀྰद௴खؚजभୀः॑અखञ؛

ಇઇ౸ऋঀشঋঝୢ৾ে৶৾ೖ॑ਭೖखञऒधुँॉؚে

గલमౌؚણभ৾ಆ॑৽थౌਛగ॑ງஂखञ؛ऽञؚ௯

െऋ౸ਰਗदुে୵ఐ৾पඡोॊਃভऋँढञ؛जऒद౸

৲ृभ௮ऌؚಽभਛभ৾ಆ॑৽थᇊగ॑ງஂखञ؛

दम L36 ཝऋनभेअपଲऔोञभऊؚऒभૼऋન

औैपؚᅊभ৾ಆभরदਛగ॑ງஂखञ؛মૅऊै

য়औोॊऒधदनभेअऩওজॵॺऋँॊभऊऩनभઍ॑

ৄइॊ໒ణఢఈपमਛగभঝথইख़ঝ५ऋীഘखथ

ඞढञ؛

उॉؚଞपुഢલऩनधखथेऎৄऊऐॊञीؚফඞ

ْ௬ٓ

ढथःॊ؛గલभ৾ಆभಒ೬রपؚঽभ৯पऽढ

 ౸রؚেെमણप৮खथःॊऒधऊैुؚে୵ఐ৾

ञగલपणःथ௴॑औचؚजभ॑ाथেःয়ठ॑અ

धःअীपणःथ௪॑ढथःॊधઅइैोॊ؛্

घॊঞএॺشपॉੌ॒ट؛

पਵ॑ୂऎटऐदमऩऎؚସਖऋदथऎॊऒधमؚःःൊ

ْ௬ٓ

टौअ؛ৰୡभ॑ৄॊधؚாपॉੌ॒दःॊেെ

ಉ൜ৎශभदम৽ୡमฒःऋؚੱ૾धऩॊञ

ऋপਯदँढञ્؛पᏹัभৰୡदमؚਊੂमঽীभᏹั

ीૻຎଐऎऐथःञ؛ৎශभदमॢؚছই৲घ

॑ઞअधःअऒधदಿ॑गथःञেെुؚਈऽदखढ

ॊऒधदੂಲਢৎऋ൜౺ऊैभपૻघॊऒध

ऊॉधৰघॊऒधऋदऌञ؛
َஎञठभ৬भऒधप௪॑ु

ऋীऊॉؚপਁૄभ৶ੰऋऽढञ؛ऽञউঞॺشभઈ

ढञُधःअ୳पुोथःॊৢॉؚ৾ಆਔඟपुणऩऋ

दमؚजभ॑ॢছই৲खச২॑লघॊऒधदؚশःফ

ढञेअदँॊ؛ৰୡ॑ੂीथষढञऒौेॉुؚളਯ

া॑৽ॊधপऌऩ৲धऩॊऒधऋীऊढञ؛भ௴द

भৰୡঞএॺشभऺअऋ৶पऽधीैोथःॊऒधुؚ

मؚႀྰৣदৄॊभखऔपघॊऋৄਭऐैोؚ

ਛટभऱधणटधःइॊ؛

ঢ়ੱ॑ৈीॊऒधऋदऌञ؛্ؚଦહखञઅৱમ॑ुध

ْઃফ২षभୖٓ

पखञभमखऊढञ؛గલभ௴मृ௶ੌؚଡਛ

 ম౸भ௬मؚୡधৰୡঞএॺشपेॊुभटढञ؛

भୀःಉऊैৄীऐैोॊऒध॑ਘ৹खञऋؚঽମदभ

৸৬धखथୡुঞএेुॺشऎदऌथःॊधगॊऋؚঽ

मడखऎؚেःয়ठभઅऽददऌञमऎऩऊढञ؛

ैୖ॑ৄणऐؚઅइथ৾वेअऩढ़জय़গছ॑৫खؚ

ْઃফ২षभୖٓ

ॉੌऽचॊऒधुؚ৾ಆਔඟ॑ඵౕघॊ੧दँॊधઅइ

ॹॱشभ৲ॢ؞ছই৲मؚऒोऊैुرऩৃએदॉ

ैोॊ؛जऒदؚઃফ২मে୵ఐ৾भ੦ຊऩઍ॑ඞढञ

ੌऽचथ৽ୡ॑ऽचञः؛ृగલभमँॊங২৽

पؚউঞ८থॸش३ঙথૄद৮घॊऒध॑ਫ਼ୈखञः؛

ୡ॑ऽऩःधखःऋؚਯऩः৽ୡदुਫનपदऌ

जअघॊऒधदेؚॉৰেણपঢ়৴औचथኇइॊऒधऋदऌ

ॊेअपੵखञਫ਼ด३ॺشभਛऩन॑ाञः؛ऽञؚ

ॊभदमऩःऊधઅइञ؛ఐ৾धःअुभ॑ମपगॊऒ

గલभেःয়ठभઅपঢ়खथमؚেਛৃ॑পऌऎંखؚ

धऋदऌोयؚঽप৾ಆघॊિऋାघॊभदमऩः

ঽীभ఼ૐखञగલऋजभরभनऒदਛऔोؚਠभਜ਼઼

ऊधୄखथःॊ؛

पඹढञभऊ॑ॖওش४औचैोॊेअऩੵ॑खथाञः؛


― 40 ―

Explore Programૅ৾قਝఐ৯ك

৶ఐ $ق৶؞৲৾؞েك

ْ௬ٓ

 ৢফदৰखञ؛

୳॑ງஂघॊ؛

ْৌٓ

؞ਉৡ॑૮ऎघऒधमःःऒधटधઓढञऋؚਠৰपઅ

ৰؚেെऊैऔऽकऽऩ୳॑੭ञ؛ਰৣؚেെभ

ْৰٓ

इथ০भেણ॑ਢऐेअधবড়ऋઓअभऩैؚਉৡम

ৈૅ  ফে৸৩   ॑ৌधखञ؛

ٵ৶ $

ਏऩभऊुखोऩःधઓढञ؛
؞জ५ॡभःुभृؚ॑ৄৢखथઅइञुभ॑રघॊ

ْෘହٓ

सऌटधઓअ؛

 ৡ৾ಉभীपणःथৰୡ॑ଳखؚৰୡपঢ়ॎॊ५य़ঝ
॑ᅿਛघॊ؛ऒोपਸइؚఐ৾धଞেણभঢ়৴ਙ॑અइऔ

؞ःौःौऩযभਔৄऋୂऐॊभदؚजऒऊैऽञৗखः੧
॑ॊऒधुदऌॊधઓअ؛धथुःः্১टधઓअ؛

चॊञीपؚग़ॿঝॠ৾شಆभৢؚଞभউটঈঞ९ঝঅ
থॢभઍऊैोؚॖ३গش६॑ඞःॡজॸॕढ़ঝ३থय़

؞ঽীभઅइؚ॑खढऊॉणऒधऋপજदँॊ؛

থॢ॑ણ৷घॊৃએ॑ਝखؚਫੰभ੭ैोऩःୖऋः

ْઃফ২षभୖٓ
০ফ২ऊैৗୖஙपষखؚ৶੦ຊ॑ঋش५पखञढ़জ

ऒधपਞહऊचॊ؛
ْৰઍٓ

य़গছ॑ਤीञڭ؛ফभટप༓ाؚઃফ২ਰఋपખ

 ৢফदَਸச২َُঽৣَُઈभ১ಋَُৡَُभ

खञः؛ऽञেെषभঢ়ੱभञच্ुੵखؚढ़জय़গছ

৳ோُ
َએణُ
َᇩभஷُ
َਞभુُभৰୡ॑खؚઅ

॑ৠखञः؛औैप౸भादऩऎؚেെभಲਢऩୖ

॑खञ؛ऒोपਸइؚग़ॿঝॠشपঢ়घॊॖ३গش६॑ඞःؚ

धखथँؚॊःमजभभણقযୖଢ଼ऩनكपण

ॡজॸॕढ़ঝ३থय़থॢق়ਖ਼ઓઅ॑كણ৷घॊৃએ

ऩऋॊेअपؚऔैपੵ॑ਸइथःऌञः؛

॑ਝखञ؛ऒऒदमऒभॉੌापणःथ৬पਾઔघ
ॊ؛
  ॡজॸॕढ़ঝ३থय़থॢ॑ણ৷खञ౸੧
ู
ਗ਼ਚ૦ਝੑ
बैः



ٵ৲৾ $
ْෘହٓ

 ৲৾੦ຊभઍदँॊ৶৲৾ী॑ඞःؚଝૄभ౸

؝ڭਛ৯ఏ॑ञघਗ਼ਚ૦ਝੑ॑અइॊ؛
जभग़ॿঝॠشஔ୶ੋ৽ؚؚ୭୶
म൩ःपঢ়৴खؚ৸थपउःथરोञग़ॿঝ

भाऩैङؚৰୡ॑ॉোोञ౸॑ன৫घॊ؛जोपे
ॉ৶৲৾ীभ੦মऩृਉ৶ؚ১ಋपणःथभ৶ੰ
॑ीؚ৲৾ৰୡभ५य़ঝुಆ੭घॊ؛
  َ৲৾ $ُभফੑ

ॠش౺मோखऩःऒध॑નੳघॊ؛

ৎਯ

؝ڮয੧॑ॢঝشউदखৼؚ൩௬घॊ؛

া

؝گਛ৯ఏ॑ञघੑ॑ྉभ৻ऋॡছ५



৲৾धஎभেણؚସभ૾ଙ

दखेؚॉଐःੑ੧॑ெดघॊ؛



ସभଡਛ၄



৲়৾



৲়ؚ৾ସध৲৾ખૢૄ



ସध৲৾ખૢૄ

 ৎ

৬ऩ৾ಆણ؞ઍ
ڭৎ
؝ڭਗ਼ਚ૦ਝੑभඞः্भହ

 धව੦

؝ڮग़ॿঝॠشੑ॑ઞढथਗ਼ਚभಅઍؚਈી॥
५ॺؚ୭୶ؚਗ਼ৡતभਯகभੑ॑ষअ؛
؝گঽীऋਡ઼॑ःञधऒौ॑નੳघॊ؛



৲൬੪ખૢ



ಆৰୡಉ

ْৰઍٓ

ڮৎ

 ম౸दৰखञৰୡभ॑ਰৣप੶घ؛ऩउؚघसथ

؝ڭঽभੑ੧॑खৼؚ൩प௬घॊ؛

भৰୡपणःथৰୡટधजोपणःथभઅ॑যਜ਼द

؝ڮྉधखथेॉଐःੑ੧॑ৼखथৠीॊ؛

ঞএॺشपऽधीऔचञ؛

؝گঽীभ੧धૻसथؚঽഞ௬घॊ؛
؝ڰभ৻॑ৠीؚউঞ८থॸش३ঙথभ॑घॊ؛
ସਖप௦इैोॊेअपघॊ؛

َ؞রਮᅙُ
؞ව੦भྃ
ัभ෯২॑ৠ

گৎ
؝ڭੑ੧ध્ඉ॑ંऔचऩऋैؚྉओधप॑ষअ؛
؝ڮྉभ॑ୂःथؚजोझोभ੧॑അੳघॊऊखऩ
ःऊؚऽञजभ৶॑અइॊ؛

घॊ্১धखथ
ᅙऋ৷ःैो
ॊऒध॑ੴॉؚఏ
ྃัभ৹ଲ্

؝گनभ੧ऋਈଐ੧धखथഅੳदऌॊऊ॑અइॊ؛
؝ڰਈଐ੧धঽীभ੧॑ૻຎखథ๚ਡधৼୀਡ॑નੳघॊ؛
ི؝ڱਫੰमோचङؚঽীभਖ਼੦पेढथਔઓৠ
घॊऒधऋਏधऩॊऒध॑નੳघॊ؛

౸ઍ

১ृرऩ ஓ 
भ ඞ ः্ ॑ৢख
थৰୡभඝ
॑৾व؛ऽञৰ
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ୡஓभಖ২ؚৰୡટभඞःपणःथ৾वऒध॑৯ध

धखथमऩॊसऎମऩुभ॑৷ःॊऒधदؚ৾ಆઍ॑ঽ

खञ؛મमभ୫ሌ॑৷ःؚऒो॑৲ॼॺজक़

ীঽମभऒधुؚखऎमମभॉदକऒढथःॊਠधखथ

ྃัदᅙखؚ୫ሌরभሌ &+&22+ ෯২قସঃش७থ

लહऐऔचॊ؛ඝपणःथमؚखःඝुჴइथেെ

ॺ෯২॑كৠखञ؛

ঽମभুदृैचॊऒधदؚৰୡ५य़ঝ॑ମपାऐऔचॊ؛

ْ௬ٓ

ْৰઍٓ

 घसथभ౸ऋીവखञप၎ఊেെ॑ৌप॔থॣॺش

 ে੦ຊभઍपปढथَেभਙधુৢਙُ
َ

॑ষढञ؛ટ॑ਰৣभ  पંघ؛

धजभ௮ऌُ
َেभ৬୭ُभઍ॑৾ಆखञ؛ম౸द

॔ گথॣॺشभૐੑટقৰखञৰୡपणःथك

ষढञৰୡमਰৣभৢॉदँॊ؛

ସਖඨ৯
⋇ ৰୡदॉऑञহ؞ਠঽ৬प௪॑
ढञऊ؛
⋈ ৰୡदॉऑञઍऋभেણपल
णःथःॊधઓअऊ؛
⋉ ৰୡम௫खऊढञऊ؛
⋊ ৰୡ॑ৢखथؚਠपঢ়ॎॊਉ৶ृ১ಋ॑
ৄःटघऒधऋदऌञऊ؛
⋋ ৰୡ॑ষअऒधपेॉؚৰୡஓभඝ্
১ऋମपહःञऊ؛
⋌ ৰୡ॑ஷॉନढथؚઍ॑৾ಆखञपৗ
ञऩઑਖऋেगञऊ؛

َ॔ওشংभ௴َُؚॡটওॱشपेॊཝभপऌऔभ

க

়َُؚਛपेॊॹথউথभ়ਛَُؚঽীभཝ॑৷ःञ



'1$ भྴলُؚ
َढ़ॱছش८पेॊૌ৲ಞभীੰُؚ
َ॔
ছش८ؚঌউ३থपेॊ৲َُؚॡটঐॺॢছইॕشपे



ॊ୨भ౦ಞभীَُؚटัᏣഉ౦৬भ௴َُؚഷั࿗ቘఏম



भଲध௴ُ



 ၎ఊেെ॑ৌप॔থॣॺشষढञ؛ટؚ॑ਰৣभڰ

ْ௬ٓ
पંघ؛ਯகभჃ২पणःथमؚઃभৢॉदँॊ؛
ق৸ऎज



अदँॊनठैऊधःअधजअदँॊनठैधुइ
ऩःनठैऊधःअधजअदमऩः৸ऎजअदमऩःك




  ॔থॣॺشभૐੑટ


⋍ ৰୡঞএ॑ॺشછऎऒध॑ৢगथؚৰୡ
ઍपणःथेॉऎ৶ੰघॊऒधऋदऌञ



⋇ઍप௪ঢ়ੱऋथञ؛

ऊ؛
⋎ ৰୡঞএ॑ॺشછऎऒध॑ৢगथؚঽैभ
અइ॑৶॑णऐथછऎ৽ୡऋदऌञऊ؛

⋈ঽীঽମभऒधؚऽञमମभఢॉभ



ऒधधखथઅइॊऒधऋदऌञ؛
⋉ਤ৲पঢ়घॊ৶ੰऋऽढञ؛

⋏ ৰୡঞএ॑ॺشછऎऒध॑ৢगथؚঞএش
ॺ॑છऎষನঽ৬ऊैؚৗञऩૼચृੴ॑

َधजभ௮ऌُपणःथ



੭ॊऒधऋदऌञऊ؛
⋐ ઇఐછृউজথॺपൗढथःऩःனऩ
ઍपणःथؚ৹सञॉସਖखञॉखञऊ؛

ସਖඨ৯
َেभਙधુৢਙُपणःथ



॔থॣॺشટेॉؚ৲৾धभেણधभঢ়৴॑ৄःटच

৾

⋇ઍप௪ঢ়ੱऋथञ؛

ಆ

⋈ঽীঽମभऒधؚऽञमମभఢॉभ



ऒधधखथઅइॊऒधऋदऌञ؛

ઍ

⋉ংॖड़ॸॡঀট४شपৌघॊਔ
ऋৈऽढञ؛

ऩःেെऋःेअदँॊ؛ମऩহृସ॑ඞअऒधदؚ

َেभ৬୭ُपणःथ

েെभ௪؞ঢ়ੱ॑ਬऌলखथःऌञः؛ऽञৰୡपৗञ
ऩઑਖ॑ठेؚॉனऩઍपणःथ௪॑ढथ৹स

⋇ઍप௪ঢ়ੱऋथञ؛

ञःधःअেെऋऩःऒधऋীऊढञి؛જऩਖः॑ਝऐؚ

⋈ঽীঽମभऒधؚऽञमମभఢॉभ

ँॊங২ාघॊਏऋँॊधगञ؛

ऒधधखथઅइॊऒधऋदऌञ؛

ْઃফ২षभୖٓ
০ফ২ऊैमؚ৾ಆਏ୩ऋઆফ২ऽदभَ৲৾⋛ُऊ
ैَ৲৾੦ຊُषधষखञ؛০ফ২भખ॑౷ऽइञअइ
दؚඞअઍृजभଦ઼॑ਫ਼ୈखथःऌञः؛ऽञমফ২म
ৰखञৰୡਯऋऩऊढञभदؚਟফ২मৰୡਯ॑ੜ
ृखथःऌञः؛ऽञඞअীुઁऑञःقइयؚସभ
ীधেਛؚਛী੪ಞभਫ਼লؚਜ਼৬ؚ॔फ़ॻটਯभ
ऩन؛ك

⋉೨पৌघॊਔऋৈऽढञ؛
౸

ঃডشএॖথॺपेॊ౸मؚઍ৶ੰ



पৌखટदँॊ؛



௧৷ୁपஶୁ॑હऐञऒधमؚ௪ঢ়

ଙ ੱ॑ৈीॊभपથदँॊ؛

க
ص



ص



ص






ْઃফ২षभୖٓ
 ⋇पঢ়खथमؚ৯पৄइॊਠपणःथਯகऋৈऎؚजअ
दऩःुभपणःथਯகऋः⋉⋈؛पणःथमؚःङोु



⋇भਯகेॉःे؛ॉମऩ॑ॉোोؚऊणଳಁ৲ख

ٵে $

थହघॊৡऋਏदँॊधઓॎोॊ؛ঃডشএॖথॺम

ْෘହٓ

 ଝૄमؚଳಁੲਾ॑ଳखঃডشএॖথॺ॑ઞ৷घॊ؛
ऽञؚ௧৷ୁपमஶୁ॑હऐॊऒधदؚ৾ಆभଓஃधघॊ
धधुपؚలਟभ৾ಆषभ५ॸॵউधघॊ؛ৰୡदमؚમ

ଳಁ৲धःअਡदથदँॊ؛खऊखଦഘউজথॺभ੶োभ
্১पमఒभऋँॊ؛েृभஶୁपणःथभ
৾ಆमؚजभਔृୁ౺पणःथઅइञॉघॊஃऐधऩढथ
ःॊेअदँॊ؛
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ৰୡ॑ৢखथؚਠपঢ়ॎॊਉ৶ृ১ಋ॑ৄःट

ْෘହٓ



चञऊ

৶⋛؞৲৾⋛؞ে⋛प৶⋜؞৲৾⋜؞ে⋜भ

ৰୡஓभඝ্১ृৗञऩૼચ؞ੴऋମपહ

भઍ॑ਸइؚৰୡઍ॑அीञ৾ૅਝఐ৯॑ਝ઼घॊ



ःञऊ

ऒधपेढथؚৰୡपঢ়ॎॊ५य़ঝ॑৾वधधुपؚใಆੴ

ৰୡ॑ஷॉନढथؚઍभ৾ಆपৗञऩઑਖऋ

॑౷ऽइथৰୡঞএ॑ॺشൿघॊऒध॑ৢगथؚৰୡ



েगञऊ

ટपणःथઅखؚजभਏਙ॑ৰदऌॊ؛

ঞএॺشൿ॑ৢखथؚৰୡઍ॑ेॉऎ৶ੰ


ٵ৶ڷ



दऌञऊ
ঞএॺشൿपेढथؚঽैभઅइ॑৶॑णऐ

ْৰٓ

थછऎ৽ୡऋदऌञऊ

 ৢফदؚౝ  عৎभ౸॑ৰखञ؛

ঞএ॑ॺشછऎষನঽ৬ऊैؚৗञऩૼચृੴ

ْৌٓ

னऩઍपणःथ৹सञॉସਖखञॉखञऊ

ْৰઍٓ

 ৶௺ఐ৯भ৭උटऐँढथ௴ؚ؞ৰୡभਏਙमੳ

 ڭফभ౸ઍ

खथःॊ؛ऽञؚৰୡટ॑અघॊऒधभਏਙपणःथ

া

ઍ

ڰ

৶⋛

ڲعڰ

৶⋛ణ

ڵعڳ

৶⋛ਗ਼ਞ

ڭع

৶⋜ৡ৾ پᇩ॑ॎॊణभசऔभৰୡ

گعڮ

৶⋜ਗ਼ਞ

ुؚঽैभਤଡ଼धलणऐथਏटधኇइथःॊऒधऋअऊ
ऋइॊ؛५य़ঝभᅿਛभએؚனऩઍभ୯भએदमؚ
ःपधनऽढञ؛ৰୡਃஓڭ७ॵॺਊञॉभযਯऋ
ऊढञڱعڰقযكऒधؚ
َઈُभ৾ಆઍऋାखथः
ऩःऒधऋਉपँॊधઅइैोؚ০भਫ਼ୈ౫મदँॊ؛


৶⋛ణীभனઍदँॊَᇩ॑ॎॊణभசऔُ
भৰୡपਡ઼॑ऌؚৰୡभঞএ॑ॺشਛऔचॱشॹؚभ
ତ৶ু১भಆ੭ؚઅৡभ॑৯खञ؛ऩउমৰୡम
+] भஷ৬॑৷ःञ؛ऒोमਉ৶॑અइॊद৶⋜भ
ৡ৾भ৶ੰऋਏदँॊञीؚ৶⋛टऐ॑৾ಆखञभदम
અऋऽैऩः؛

ٵ৲৾ڷ

ْৰٓ
ৢফदౝਊञॉ  ৎق৭උ॥ش५पेढथमౝਊञॉ 
ৎكभ౸॑ৰखञ؛ৰୡमघसथ౸ৎपষढञ؛
گपਛ  ফ২भَ৲৾ %ُभফੑ॑ંघ؛


ْ௬ٓ

َ گ৲৾ %ُभফੑ
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Explore Program（学校設定科目）
【評価】

[実験５]ウシガエルの実験

すべての授業が終了した後に「化学 B」を履修した生徒を
対象に行ったアンケートの結果を以下の表４に示す。
表４

[実験６]シロアリの化学走性
２～３

発生学植物生理学分野

[実験７]ウニの発生の観察

アンケートの集計結果（回答数 133）
質問項目

生物Ⅰ・Ⅱ

[実験８]植物ホルモンの作用

平均値＊

① 実験で取り上げた事象・現象自体に興味を
もちましたか。
② 実験で取り上げた内容が普段の生活に結
びついていると思いますか。
③ 実験は楽しかったですか。
④ 実験を通して、現象に関わる原理や法則を
見いだすことができましたか。
⑤ 実験を行うことにより、実験器具の操作方
法が身に付きましたか。
⑥ 実験を振り返って、内容を学習した後に新
たな疑問が生じましたか。

［実験５］は学習分野「動物の刺激と反応」に対応するも
ので、神経脚標本の作製と神経の反応を確認する実験をはじ

3.71

め、化学物質の心拍数に及ぼす影響を調べる実験、さらに体
の構造を丁寧に観察してスケッチをするという複合的な実験

3.39

である。それに加え、生徒それぞれにウシガエルの体の構造
や機能に関するオリジナル実験を 1 つ以上設計して実施する

4.02

ことを課している。最終的にはそれら全てを含めた個人レポ

3.40

ートを作成した。同時に生命の尊厳について考えた。

3.75
3.15

⑦ 実験レポートを書くことを通して、実験内
容についてより深く理解することができまし

3.67

たか。
⑧ 教科書やプリントに載っていない発展的
な内容について、調べたり質問したりしまし

2.69

たか。
＊

表中の平均値とは、各質問項目に対して「非常にそう思う」

を５、「ある程度そう思う」を４、「どちらともいえない」を
３、「あまりそう思わない」を２、「全くそう思わない」を１
として回答したときの生徒全体の平均値を示す。

図 1 ウシガエルの実験
【評価】
実験において生徒の主体的な活動を展開することができた。
レポートも授業で学習した既知知識を踏まえたり、文献調査

【次年度への課題】
授業で扱った実験のほとんどが教科書の定番実験のみに留
まってしまった。今後はさらに発展的な内容の実験も扱って
いきたい。

を加えてたりして作成された質の高いものが多く、仮説を検
証するものとなった。
（実験の感想：生徒のレポートより）
・「カエルの解剖」と最初に聞いたときには、「どうせ魚の解
剖と変わらないだろう」と思ったが、予想とは全く逆でカ

◎生物 B

エルの体内はとても色彩豊かで驚いた。

【実施期間】
通年で週３～４時間である。週４時間の授業では１時間を

・心臓を取り出しても自分で拍動しているのを見て感動した。
心臓は全身に栄養や酸素などの伝達物質を輸送するポンプ

演習および実験、また高校新入生が多く受講していることに

の役割をしていて、このポンプが止まってはいけないのだ

対応して中学 3 年次での履修内容の復習に充てた。
【対象者】
高校２年生の選択者(88 名)を対象とした。

ということを実感した。
・レポートの考察を書くことを通して、授業内容と実際を照
合することができ、純粋におもしろい、と感じることが出

【実施内容】
年間の授業内容は、表 5 の通りである。
表５

年間の授業内容

月

内容

４

生物Ⅰ 細胞学
[実験１]顕微鏡実習ミクロメーター

４～６

生物Ⅰ・Ⅱ 生化学分野
[実験２]顕微鏡実習 組織の観察
[実験３]原形質分離の観察
[実験４]酵素カタラーゼの性質

７～１

生物Ⅰ 生理学分野

来た有意義な実験であった。
・
「死とはなにか」生も死も定義は難しく、各個体が懸命に生
きようとしているのだ。今生きていることに感謝し、精一
杯生きていこうと決意した。
【次年度への課題】
今年度の実験は定性的なものが多くなった。実験結果を数
値で得て、それをグラフ化して考察するような定量的な実験
を実施することが必要である。これにより、生徒は得たデー
タの解析を行いながらさらに科学的な考察を深めることがで
きると考える。
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Explore Program（学校設定科目）

SS 研究

今年度から「個人課題研究

評価シート」を導入した。こ

れは「テーマ探索期」
「文献調査期」
「研究実施期」
「まとめ・

【仮説】

本研究は本校で創立時より行われてきた探究活動である個

発表期」の 4 つに分かれており、研究段階毎に評価基準が設

人課題研究を発展させたものである。個人が理数系テーマを

定されているルーブリック型のものである。これは、基準へ

設定し、1 年間かけて研究を遂行し、論文にまとめ、その研

の到達の度合いを生徒個人が自己評価し、指導教員がチェッ

究成果を発表する。それぞれが興味を持ったテーマを決めて

クをしていくというもので、生徒が到達レベルを意識しなが

研究を進めていくため、生徒個人の進路を考える機会となる。

ら研究を進めていくことができるよう指導した。

自ら課題指導者を決めアドバイスを受けながら、主体的に

多くの生徒が大学や関連する研究機関を訪問し、専門家に

文献調査・実験・観察・情報処理・論文執筆・発表等を行っ

質問をし、助言や指導を受けた。実際に外部の指導を受けた

ていく。そのプロセスを通して、科学研究のスキルを向上さ

のは SS 研究対象者 38 名のうち、29 名である（個人課題研

せていくことが期待できる。

究全体では 243 名中 129 名）。
研究成果のプレゼンテーションも本プログラムの大きな要

【実施期間】
平成 23 年 10 月 31 日に説明会を行い、平成 24 年 12 月 8

素である。今年度は 7 月に中間発表会、12 月に論文完成後の

日に研究を終了した。

全員発表会、翌年 2 月には筑波大学での優秀者による口頭発

【対象者】

表会とポスター発表会を行った。

高校 2 年生のうち理数系テーマ選択者(38 名)を対象とした。

【評価】
高校 2 年生全員を対象に、研究開始前の 11 月には事前調

【実施内容】
SS 研究は高校 2 年次に必修単位として課されていた個人
課題研究を発展させたものである。個人課題研究の流れを以

査アンケート、研究終了後の 12 月には事後調査アンケート
を実施した。
昨年度と比較すると「物理」
「化学」
「生物」
「地学」
「医学・

下の表１で示す。
従来の個人課題研究では本格的に研究がスタートするのは

保健」を合わせた「理科テーマ」の生徒の割合が 35.9％から

指導教員が決定する 2 月上旬からであるが、理系分野を希望

43.3%へと増加した。これは SSH プログラムの 1 つの成果

する生徒に対しては 11 月下旬にガイダンスを行い、従来の

とも考えられる。
SS 研究の生徒について、「とても良い変化があった」の割

個人課題研究よりも早く研究に着手できるよう生徒に促した。
4 月に入ってからは毎週土曜日に 3 時間が時間割に割り当て

合が高いものは「自分なりの仮説や予測を立てようとするこ

られ研究を行った。

とができる」が 40.5%、
「自分の研究の目的や内容について
相手に説明することができる」が 51.4%であった。

表１ SS 研究および個人課題研究の流れ
〔平成23年度〕（高１）
段階

月日

内容

①

10月31日（月）

第1回説明会（テーマ・指導者の決定方法）

②

11月～12月

研究内容案レポート提出

③

12月20日（火）

第2回説明会（前年度優秀研究の発表）

④
⑤
⑥

冬休み

さらに SS 研究生徒と非 SS 研究（個人課題研究）生徒を比
較した場合、
「論理的思考」や「コミュニケーション」に違い
が見られるアンケート結果となった。
【次年度への課題】
学年の中から SS 研究対象者を選定し、研究への早期着手
を意図していたが、今年度はそれが成功したとは言い難い。

関連図書を読み、レポートを作成

しかし、高校 1 年生を対象に今年度より「探究講座」を学校

1月11日（水）～

テーマの探索期間

1月23日（月）

「テーマ探索カード」提出

設定科目として設置したことにより、興味ある分野に対する

1月23日（月）～

クラス担任からの指導・課題指導者の調整

専門的知識や具体的な研究手法を研究開始前の段階で習得で
きるようになったことは、SS 研究の早期着手につながってい

2月4日（土） 「テーマ・課題指導者確認票」提出
⑦

2月7日（火）

第3回説明会（研究計画カード作成・諸注意）

くものと思われる。とはいえ、探究講座から SS 研究・個人

⑧

2月中

課題指導者に研究カードの点検・指導を受ける

課題研究へと流れる一連のプログラムはまだ模索段階である。

⑨

3月3日（土）

研究カード提出（２部）

どのタイミングで何を指導していくかを、実績を踏まえなが

⑩

～3月10日(土)

評価シート（テーマ探索期）の提出

ら検討していく必要がある。

⑪

春休み

春休みの課題（文献調査・要約・レポート作成）

来年度の SS 研究への準備としてゲームブレーカーを購入
した。これは主にスポーツにおけるゲーム分析を行うための

〔平成24年度〕（高２）
⑫

4月9日(月)

第4回説明会（年間日程の確認・諸手続き）

⑬

7月14日(土)

中間報告書提出締切

⑭

7月17日(火)

中間発表会

⑮

9月28-29日

下書き提出締切（レポート作成済分を提出）

⑯

11月上旬

要旨原稿フォーマットの配布

⑰

12月8日(土)

レポート・要旨締切

⑱

12月18-19日

学内研究発表会（全員）

⑲

2月1日(金)

SS研究・個人課題研究発表会（筑波大学）

映像分析ソフトである。このソフトの導入により、これまで
手作業で行ってきたデータ処理の効率が飛躍的に高まること
が予想され、SS 研究の中にスポーツ科学分野を取り入れるこ
とが可能となる。
また、筑波大学や周辺研究機関との連携を深め、個別に研
究室を訪問し指導を受けている生徒もおり、より専門的かつ
高度な研究へと発展させることにもつながっている。
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Explore Program（フィールドワーク・実習）

SS Camp（中１）

説明ののち、生徒各自が自らの竹とんぼを微調整した。そ
の上で、出席番号をもとに４人ずつ竹とんぼを飛ばし、滞空

【仮説】

生徒の科学への興味関心を育成するために実物に触れさせ
る経験を積む Explore Program として、普段の授業の中では

時間の長かった生徒が残り、決勝戦を行った。
【評価】
生徒の全体的な感想および満足度は以下の表の通りである。

行えない実験実習を体験させようという目的でプログラムを
用意し、実施した。

表1

【実施日】
A～C 組は平成 24 年 12 月 18 日に、D・E 組は平成 24 年
12 月 19 日にそれぞれ実施した。
【対象者】
中学１年生全員（199 名）を対象とした。
【実施内容】

生徒の感想（質問内容：興味関心が高まったか？）
強くそう思う

51 名

少しそう思う

75 名

あまり思わない

17 名

全く思わない

１名

牛乳の紙パックとストローを使って生徒たちがひとりひと
り竹とんぼを制作し、自分で飛ばす取り組みである。

表 2 生徒の満足度（10 段階評価）

以下の点に留意した。

評

１．身近な材料を用いること。
２．教員と生徒（科学部物理班の同級生）が竹とんぼの飛ぶ
理由を説明し、生徒たちに工夫するヒントを与えること。
３．出来上がったものを自分で飛ばし、滞空時間の長さを競

価
人
数

わせるゲームの要素を取り入れること。
４．実施場所は体育館とし、風の影響をうけないようにした。
用意したものは、１リットルの牛乳パック、８ミリの直径
のストロー・定規・ハサミ・セロハンテープである。牛乳パ
ックは使用済みのものを事前に洗って乾かした。また８mm
直径のストローは事前に購入し人数分を揃えた。一方、定規・

２人１組に牛乳パックを 1 個ずつ配布し、１人で半分を使

7

6

5

4

3

2

1

36

33

26

29

9

5

2

2

1

1

・小さい頃、なんで飛ぶのか分からなかったけど、説明をう
けたら結構単純なことだったのでとてもびっくりした。
・たくさんの形ができるので、たくさんの竹とんぼを作って、
どのような形でどのような大きさのものが一番飛ぶのか知
りたい。
・最初はストロー竹とんぼなんて簡単だと思っていたけれど、
やってみると難しくて結構はまり、面白いと思った。
上記のように生徒の感想には肯定的なものが多かった。

印刷したものを１人１枚ずつ用意し、それをもとにストロー

面白いと思った

竹とんぼ作りにとりかからせた。印刷して示した作り方は、

理由に「竹とん

以下の通りである。

ぼの飛ぶ原理が

１．ストローのはしを 4～6 等分ぐらいにして、1cm ほどの

分かった」こと

切れ込みを入れる。

や「工夫してみ

２．切れ込みを入れた部分を外側に広げる。

ると結果が変わ

３．紙パックを 2.5cm×4.5cm くらいに切り取り、そのまん

ったこと」をあ

中に切れ込みを、外側に広げたストローをセロハンテー

げる生徒が多か

プで貼りつける。

った。また自作

４．プロペラ（紙

の面白さをあげ

パック）を両

た生徒もいた。

手でもってね

図 2 竹とんぼの作成

【次年度への課題】

じる。

前年度の課題として、
「原理の理解を助けるような解説の工

以上を 30 分程

夫」があげられていた。そうした課題に答える模索として、

度で取り組ませた。

今回の取り組みは、単純さを重視した。シンプルな取り組み

その後、15 分程

であったが、それゆえ生徒が自ら作成でき、そのことが楽し

度で理科教員から

さを下支えしていたと思われる。そして、単純であるがゆえ

生徒に対して、竹
について大型の模

8

また、自由記述の感想に以下のようなものがあった。

うよう指示し、ストローを１人１本ずつ配布した。作り方を

とんぼが飛ぶ原理

9

・仕組みを考えながら作れたので、すごく楽しかった。

ハサミ・セロハンテープは生徒各自に用意させた。
実施場所である体育館に集合し、以下の手順で実施した。

10

に原理の理解に結びつきやすかったと考えられる。次年度も
図 1 竹とんぼが飛ぶ原理の説明

型を用いながら説明した。

「単純さ」と「原理の理解」を重視しながら、教材、取り組
みを追求していくのが望ましいであろう。
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द০ফ২मؚ৶௺ਰਗभౠु৷ਔखञ؛जभટؚ৸৬भ

  ॔থॣॺشટ

٫भেെऋ  ਰभَ௪॑ुढञُध௦॑खञ؛৶
௺ౠਭपॊधؚ৸৬भ ٫भেെऋ  ਰभ௦

আথشঝढ़ওছभலੌापणःथभ௪
శଞप௪

ँॊங২௪

௪॑थ

धथुख

॑ढञ

॑ुढञ

ऩऊढञ

ऊढञ

٫

٫

٫

नठैऊध

टढञ

ःइयල

ڴ٫

٫

گ٫

भହभৎुਝऐञ؛పभ্رऋর৾  ফেदुेऎॎ

खऊढञ धथुख
ऊढञ
٫

ڮਡ৯मؚౠઍ॑৶ੰघॊभऋखऊढञधःअ୳
ऋऊढञऒधदँॊ؛जऒद০ফमৰಆभादऩऎؚਉ৶

॑৷ःञੵपणःथ
धथुල

॑खञ؛

ऊॊହ॑खथৣऔढञऒधपेॉؚ৸৬भ भেെऋ
ڰਰभَ৶ੰदऌञُध௦खञ؛


٫

ढ़ওছਛमؚహः৷पએ॑ਬऎधऒौऊैीञ؛

॔ ڮথॣॺشટق৶௺ౠभाك
ઍषभ௪؞ঢ়ੱ

॑ीपਬःथःढञञी்ऋଌॉऩऎऩढञॉؚീॉ

௬ ڱ

ශऑ॑ୀढथજढथखऽढञॉधؚেെपमखःী
ुँढञेअदؚजोऋ॔থॣॺشટपुोथःॊधઅ
इैोॊ؛

ڰ

گ

ڮ

ڭ

ਡ

ਡ

ਡ

ਡ

ਡ

ঔॹঝটॣॵॺ





ڭ

ڰ

ڭ

ொএথউ



ڵ

گ

ڬ

ڬ

ಁभਂઓ৮





ڱ

گ

ڬ

ଅधमء



ڵ

گ

ڭ

ڮ

௬ ڱ

ڰ

گ

ڮ

ڭ

ঔॹঝটॣॵॺ





ڲ

ڮ

ڬ

ொএথউ





ڱ

ڭ

ڬ

ಁभਂઓ৮





ڴ

ڭ

ڬ

ଅधमء



ڳ

ڱ

ڬ

ڬ

ઍभ৶ੰ


ْઃফ২षभୖٓ
ਟফ২ुધ؞৶௺औऽकऽऩ४কথঝभઍ॑    ౠ
ங২৫दऌॊधؚেെम௪भँॊౠ॑৭උखؚਔඟ

  আথشঝढ़ওছਛ

प৾लؚ৶ੰघॊधઅइैोॊ؛০ফ২म  ँञॉڮযभ
ਗపपൂखञऋؚਗभ਼ੀष৯॑ऐؚਈഈभఐ৾

ْৰઍ؟ٓ
َॎऎॎऎౠُधखथڮद  ౠ॑৫ऌؚেെ
मजभ  ౠ॑ਭखञ؛৶ఐ௺ౠमਰৣभৢॉदँॊ؛

पऎඡोऔचॊञीपमؚਗపभੜ৩॑ਫ਼ୈघॊਏ
ऋँॊ؛
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໒ణਫ਼

ٵ৶ী

ْৰٓ

ْෘହٓ

ਛ  ফ  া  पৰखञ؛

 মউটॢছमؚਰৣ  ਡभ৯पेॉଡਛऔोॊ؛

ْৌٓ

⋇মૅऊैଗয়রఙஒফभੇऽदभঝقॺش৺  ⋷ك

র৾  ফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

॑  ਐ  ীभ  भदਝखؚऒभঝ॑ॺشਫન



पञनढथরఙஒফभੇपงାघॊ؛

ٵ৶؞৾ী

⋈ऊघाऋअैোયभଅਹ৷৹ਪउेलସ৹ਪ॑

ْෘହٓ

ষःؚ৶ऩुभभৄ্ृઅइ্॑ുअ؛

 ໒ణय़কথউभরद໒ణ॑ଡਛखथःॊగલऩन॑

੶  ਡभ৯॑ਛघॊऒधपेॉؚഭৡउेल৶

ਗ௴खथৰपඡोऔचॊ৽ୡ॑िधधुपؚঽேଣೝ

અৡभऋୄऔोॊ؛

ुষअऒधदؚইॕشঝॻदৰपख௴ؚघॊ

ْৰઍٓ

५य़ঝ॑ମपणऐॊ؛ਫ਼॑ৢखथؚ໒ణभেःয়ठ॑અ

  াभ౸दؚഭपঢ়घॊ੦মহඨभનੳ॑ষढ

घॊऒधपेॉؚেെभఐ৾षभ௪ঢ়ੱ॑ਛघॊऒध

ञ؛जभؚমૅऊैଗয়রఙஒফभੇऽदभঝؚ॑ॺش

ऋदऌॊधઅइैोॊ؛

ਫ਼ৎभྉقেણྉ  عযदଡਛكदৼखऩऋैؚ

ْৰઍٓ

औोञॳख़ॵॡএॖথॺ॑ङৢૌख ؚਐ  ীभ  भ

य़কথউदँॊଗয়রఙஒফभੇय़কথউৃ॑লथؚ

॑ઞ৷खथঝॺشਝखञ؛जभঝॺش॑य़ঝঅওش

ྉओधपোऴोँःभ॑৯खనःञ؛োऴोँःभ

ॱشदखؚৰपనऎ॑ੑपेॉीञ؛ਊम

पงାखञपؚଣೝஓَमऊॊऎُ॒॑ଖखؚ

ྉप  ङण *36 টफ़*قش7)/6॑كఝऔचؚঝ

১पणःथੰହखञؚঽே௴ଡ଼षলऔचञ؛ঽே

੶ॺشஈ॑ষढञ؛੶ஈऔोञঝ* ॑ॺشRRJOHPDS 

௴ଡ଼॑ॉऩऋैؚಥরभ௴এॖথॺदजऒपৄैोॊ

पંखؚহपਝखञঝॺشधৰपనःञঝॺشप≩≮

గલभ௴ृଣೝभ॑खञ؛ଣೝभகमؚ୨តగ

ऋऩःऊનੳ॑ষढञ؛

ఝधःअऒधदফૅؚ৾ఢఈदभகेॉৈीभக

 ऽञؚোયदमଅਹ৷৹ਪقટᄎသكधସ৹ਪ

॑ંखथःञ؛આফमૣਣਸ਼ਉৡਗ਼ਚभহऋँढञ

॑ৰघॊञीؚ୦॑नभेअप௴؞৹ਪघॊभऊ॑નੳ

ञीदؚফेॉखৈःக॑ંखथःञऋؚ০ফमؚফ

खञ؛ସ৹ਪपम &2'॔؞থঔॽक़ଙᄚಞ؞ᅾଙᄚ

ेॉमৈःुभभؚઆফेॉमीभகपऩढथःञ؛ऒऒ

ಞ؞ᅾଙᄚಞ؞জথଙজথभঃॵॡॸ५ॺ॑৷ःञ؛

दम௯৲खञ୨តగؚঌॢঐॱॖॺؚঝথইख़ঝ५ऩनभ

ْ௬ٓ

గલऋ௴दऌॊ؛ऒोैभగલऋৄैोॊऒधऊैؚ໒ణ

 આফ২भ॔থॣॺش৹ਪभટؚਯਰभেെऋَഭ

मनभेअपखथਛऔोञभऊ॑॑௳ؚढञधऒौप

ৡऋणःञُध௦खञ؛खऊखਝखञঝॺشधৰपన

ँॊ௯भभदઅइऔचؚ൫॑৷ःऩऋैੰହ॑खञ؛

ःञঝॺشऋಱखथःञभऊਫ਼दऌऩऊढञ؛जऒद০

ْ௬ٓ

ফ২म*ؚ36 টफ़॑ش৷ःथঝॺشभਫ਼॑ষढञ؛जभ

 ଣೝभपঢ়खथमؚउउिब५ش६पষअऒधऋ

ટ ؚྉর  ྉऋਝखञঝ॑ॺشखथउॉؚ॑

दऌؚরपमঽ୧હभଣೝपૻसथः؞ৈःधःअ

ৄऩऋैనऐञऒधऋীऊढञ؛
০ফ২ेॉीञঃॵॡॸ५ॺ॑ઞढञସ৹ਪमেെप

ऒध॑ਵपघॊেെुःञ؛ྉधभॹૻ॑ॱشຎघॊর
दؚਯभभக॑ઞअਏਙपणःथुؚৰ॑ൣ

௬दँढञ؛ઃফ২ुಲਢৰखञः؛

ढथ৶ੰऋऽढथःञदँढञ؛గલभ௴पणःथ

ْઃফ২षभୖٓ

मؚभেણदৄॊऒधभऩःपৈःঢ়ੱ॑ંखؚ࿆

 ঝॺشਝउेलৢૌঝॺشभਫ਼पঢ়खथम*ؚ36 টफ़

ःऑथশৎ௴घॊुःञ؛ਠदभగલभਓ૾ऩन

॑ش৷ःॊऒधदੰৠखञ؛खऊखؚૐ৹ਪपঢ়खथमؚ

॑ৄॊऒधदؚর৾  ফেद৾वସীपणःथभॖওش

৹ਪ্১ृএॖথॺभॉ্ॱشॹؚ૪৶্১ಉؚऔऽकऽ

४॑กैऽचथऎोञभदमऩःऊधઓअ؛

ऩએदਫ਼ୈखऩ

ْઃফ২षभୖٓ

ऐोयऩैऩः

 ଣೝपणःथमؚगইॕشঝॻदফڭষढथः

ऒधऋखथ

ॊऋؚଠपेढथ੯ऋপऌऎॎॊञीؚय़কথউਰਗ

ःॊ؛ઃফ২म

भਃভदुଠधभঢ়৴ृ৽ফ৲॑୯अधؚ৯भपં

ुअखউটॢ

औोॊଣೝपणःथेॉఐ৾ऩਖ਼ृऋखृघः

ছ॑ಖਪघॊ

धઅइैोॊ؛৾ীपणःथुؚଠपेढथ௴ؚद

ਏऋँॊध

ऌॊਡृৰಆઍऋ୶॑ਭऐॊ؛০मอଠप౩ऽोؚ

गञ؛

ેীऩইॕشঝॻডشॡ॑ৰदऌञऋؚபଠभधऌपन



अघोयؚอଠৎधभَমपඡोॊُৰ॑੭ॊऒध
ऋदऌॊभऊؚऔैपਫ਼ୈ॑बॊਏऋँॊ؛
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॑ઞढञୠ৹ਪ

ୂऎभुेःਘपऩढञُ
َঽਦ॑ुढथदऌञُऩनؚ

ْෘହٓ

ऌऩ୳ऋऎ੭ैोञ؛্ؚ৶ृ৹स৾ಆपৌख

 েെঽମभ௪ঢ়ੱपजढथॸشঐ॑েെऋঽपਝ

थँऽॉ௪ঢ়ੱभऩःেെऊैमَপटढञُ
َએटढ

खؚ॑ढथਠ৹ਪषলऊऐؚ৹ਪટ॑ધ൴ृৱમ

ञखؚोञُऩनभौऌभ୳ुఞचैोञ؛खऊख

॑ઞ৷खऩऋैীෲघॊऒधदؚৌୠभ્ਙपणःथઅ

َએटढञऐनؚअऽऎऽधीैोथदऌथेऊढञُ

घॊऒध॑৯धघॊ؛औैपؚୠ৹ਪभટ॑ऽधीؚ

ऩनؚॉੌाਊੂमாटढञऋؚॉੌ॒टऒधपे

ॡছ५दघॊऒधपेॉؚୠ৹ਪभઍ॑ॎऊॉृ

ॉঽਦ॑੭ञॉએஜऔ॑गञॉध৾ಆટमँढञधभৰ

घऎइॊपमनभेअपखञैଐःऊઅइऔचॊऌढऊऐ

ऋाैोॊ୳ुਯऎँढञ؛

॑ଖइॊ؛ऒभेअऩॉੌाम৹सॊৡृ৹ਪટऊैઅ



घॊৡؚউঞ८থॸش३ঙথચৡभਛपणऩऋॊधઅइ

 ڭସਖඨ৯धટقઆফ২धभૻຎك

ैोॊ؛

ସਖඨ৯

ટ

આফ২

০ফ২



 

كق

ْৰٓ
 ಒ೬রभୖधखथॉੌ॒ट؛ಒ೬ऐपୖ

৶मऌऊ

॑ઽख ؚারभ౸ قৎكद৷ਉံभਛउे
लভ॑ৰखञ؛
ْৌٓ
র৾ڮফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

পऌट





ऌट





ःट





পःट













ऌट





ःट





नठैदुऩः

ْৰઍٓ

৹स৾ಆमऌऊ

 মૅऊैষহ॑ষअय़কথউৃऽदभ৺ NP ؚ॑
॑ৄऩऋैെనदऊअञीق໒ణਫ਼සؚكपຯो
ख॒दुैःञःधઅइञ؛जऒदমॉੌामَ॑

পःट





नठैदुऩः





ୠ৹ਪद௫खऊढ

ਠ৹ਪ





ञऒध

ધ൴৹ਪ





قളਯ௦૭ك

पऽधीॊ





ص



௫खऎऩऊढञ





ୠ৹ਪदপटढ

ਠ৹ਪ





ञऒध

ધ൴৹ਪ





قളਯ௦૭ك

पऽधीॊ





ص







ৄऩऋैనऎُষಫಆधਜ਼઼तऐथःॊ؛
০ফ২ेॉؚেെऋಒ೬রपঽपୖपॉੌी
ॊेअؚহ॑ুௐऎষढञ؛ऒऒदमपभഭ
્ؚपಉৈृ੶ಀभഭाॉऩनؚ੦মऩઍभ
નੳ॑౸दষढञ؛ऽञ৹ਪহ॑ःऎणऊງஂखؚ



ୠ৹ਪभॖওش४॑กैऽचैोॊेअੵखञ؛ॉੌा
भॖওش४ऋथऩःেെुःभदؚহधखथ০ফ
২ेॉ৹ਪ৷भ੶োुऔचथୖؚपॉੌीॊेअ
ऩੵ॑खञ؛
ಒ೬রप৹ਪखञઍ॑ऽधी ؚাभ౸রपؚ



भञीभਉံਛ॑ষढञ؛ਉံमؚਃ؞৯؞৹ਪ্
১؞৹ਪखञઍधટ؞અभದदऽधीؚखृघः
ेअपઠୁ৬धखञ؛ૄमઆফधपএ५ॱش
धखञ؛म    ীਰदؚ௰बथऌञॡছ५ওॖॺ
पؚঽମभॉੌ॒टଢ଼पणःथखञ؛जभؚॉ
ੌापৌखथभঽഞ௬॑ষढञ؛

পऌट

્पऩख


ْઃফ২षभୖٓ
েെऋ௫खऊढञधৰ
खथःॊਠ৹ਪपण
ःथؚऔैपସ॑ৈीؚ

ْ௬ٓ
॔থॣ॑ॺشৰखؚટ॑  पऽधीञ؛ऩउؚ৾ফ
भૻຎ॑ষअञीपؚઆফ২भટुൕൗघॊ؛০ফ২भ
ટ॑આফ২धૻຎघॊधَ৶ऌُृَ৹स৾ಆऌُ
भસ়मऎऩढथःॊ؛खऊखઆফؚऒभ  णभৼঢ়
मৈः؛ऒभऒधऊै৶भ౸दुாपਠ৹ਪभ্
১ृ৹स৾ಆभু১॑ງஂखؚ౸दु৹स৾ಆभਃভ॑
ਝऐॊऒधदؚ৹स৾ಆभ५य़ঝऋघॊऒधपणऩऋॊ
धઅइैोॊ؛ऽञَୠ৹ਪद௫खऊढञऒधُधَୠ
৹ਪदপटढञऒधُदৈःસ়॑ંखञभमधुपਠ
৹ਪदँढञऒधऊैؚমॉੌामপदमँॊऋؚਛ
ऋ੭ैोॊुभदँॊधःइॊ؛ऽञেെऊैमَीथ
ঽীभऽठभऒध॑ੴॊःःਃভपऩढञُ
َभযभ॑

ॹॱشप੦तःञઅऋ
ऌठ॒धदऌॊेअؚઃ
ফ২मृऊपखؚ
৹स৾ಆभ੦ຊ॑નয়ख
ञःधઅइथःॊ؛
্ؚਠ৹ਪृऽध
ीम௫खःऋؚ
म௫खऎऩःधगञে
െऋःऒधपਖऋँ

 ڭभ

ॊ؛৹स৾ಆम৹ਪखञऒध॑घॊऒधदघॊऒध
॑इؚਦघॊૼ॑ମपାऐऔचञःधઅइॊ؛जऒद
ਰؚ౸दुऎभभਃভ॑ਝऐ৽ؚୡ॑ऽचॊ
ऒधदؚपৌघॊঽਦ॑णऐऔचञः؛
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৶ఐਫ਼

ٵেਫ਼

ْৰٓ

ْෘହٓ

$%& ੌमؚਛ  ফ  া  पੌ )('ؚम  া  

 धःअؚযधभেऌऋુோखथःॊ୭दৰಆ॑

पजोझोਫ਼॑ষढञ؛

ষअऒधदؚেଙ௺ृ୭৳৸पणःथऎ৶ੰघॊऒधऋ

ْৌٓ

दऌॊेअपऩॊधઅइैोॊ؛ऽञਗदखऊষइऩःৰ

র৾  ফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

ಆ॑ৰघॊऒधदؚञठभঽேृেऌपणःथभ௪



ঢ়ੱऋඵౕऔोؚ০भ৾ಆਔඟपेः୶॑ଖइॊध

ٵ৾ਫ਼

୳औोॊ؛

ْෘହٓ

ْৰઍٓ

 েെमؚଞেણपउःथగલृಽभ௴৽ୡऋ࿅खः؛

 ਫ਼ৰपँैऊगीেെपൌ॑धॉؚॡছ५द⋇

जभेअऩরदૉఐ৾दमؚૉभଡਛସؚૉभा

ྉ⋈ᆦདྉ⋉ྉ⋊೭ྉधःअ  णभྉपেെऋಉ

पणःथ৾ಆखथःॊ॒৾؛टऒध॑નੳघॊञीपਗ௴

पऩॊेअસॉஷढञ؛হ৾ಆदमधमन॒ऩ୭॑

दৰपඡोॊऒधमਏऩ৽ୡधऩॉؚ੪भ؞

अऊؚपमन॒ऩেऌऋःॊऊؚ৳৸भਠ૾म

ସधजभਛॉয়ठ॑৶ੰघॊऒधदؚেെभ௪ঢ়ੱ॑ಽ

नअऩढथःॊऊؚधःढञઍ॑৾ಆखؚਊपनभेअ

ৈीؚ০भ৾ಆઍभ৶ੰ॑৲औचथऎोॊुभधୄ

ऩ௴ਡऊैৰಆपಏीयेःऊ॑खञ؛ਰৣपؚྉभ

औोॊ؛

ৰಆઍ॑ંघ؛

ْৰઍٓ

 ⋇ྉ पउऐॊেधؚਗਟரभਖ

 ௴ਡ॑ਆभఖਉؚৈஸ༏ؚౖෳ୍່भ  ऊਚप

 ⋈ᆦདྉ ᆦདधؚযधभঢ়ॎॉ

ਝखؚॡছ५पং५दखञ؛ং५प৾फ़ॖॻق

 ⋉ྉ  भেऌؚपउऐॊ૽સ

৾ઇ৩धଓஃभপ৾ে  ङणكऋଭखؚಥরभ

 ⋊೭ྉ पৄैोॊ೭धजभেଙ

ृ௴ਡ॑੧खञ؛ऩ৾ಆઍ॑ਰৣपંघ؛

 ྉधुੳ 132 ১যቹౖभঽேधഄఴभভपආऔो

⋇ਆఖਉद᱁॑௴खૌுभଡ଼ಌ॑ੴॊ؛

ॊ௧ੇभ্رप॑ਭऐؚেऌभणऩऋॉपणःथ৾

⋈ৈஸ༏ౖ॑ৄ৾खؚऊणथभਲभਜ਼઼ؚधযر

॒ट؛ऽञ৸ྉુৢखथؚৰपেऌपඡोथৎ॑ऊऐ
थ௴घॊਃভधؚেऌभणऩऋॉपणःथ৾वਃভ

भেણपणःथઅघॊ؛
⋉ෳभਸ਼௺୍່॑௴खؚସ૾॑ਛघॊ؛ऽञؚ

॑ਝऐञ؛ਫ਼पमઇपರॉؚजोझोभྉद॒৾ट

༏৲લ؞েᇎ৲લ؞জॵউঝঐشॡ؞ॡট५ছॼऩन॑

ऒध॑ऽधीؚహഝपછःथেଙ௺ृ୭৳৸पणःथ৮

ৰपનऊीॊ؛

॑खञ؛

ْ௬ٓ

ْ௬ٓ

 ৰभেെभ୳पमؚ
َৰभಽ॑ৄैोथ௪ऋᅞ

 হपଦഘखञডشॡ३ॺشपَਫ਼॑ৢखथॎऊढञऒ

ःथऌञُधःढञ੶ऋਯৄैोؚୄखथःञ௪ঢ়

धَُؚ୳ُभඨ৯॑ਝखञ؛जभટَেम୭भ

ੱ॑ৈीॊટऋऋढञधઓॎोॊ؛ऽञَಽ॑৬

टधীऊढञَُؚযেણमرऩেपेढथ੍इैो

पॖওش४दऌॊेअपऩढञُधःअ੶ुँॉؚभ

थःॊधীऊढञُधःअ੶ऋ৯য়ढञ؛ऽञَऒोऽद

౸दઌ॑৷ःथງஂघॊटऐदमॎॉ্ऋൠःधःअ

ઉपඡोञऒधभऩःেऌपඡोॊऒधऋदऌؚ௫खऊढ

ऒधऋীऊढञ؛औैपَಆढञऒध॑ৰपઞढथ୦भલ

ञُधःअेअपؚ০भ৽ୡ॑ऩुभधगञেെु

ऊॎऊढथ௫खऊढञُधःअेअऩౄৰुଖइॊऒधऋ

ऊढञ؛ऽञَ০েଙ௺भ৳৸पणःथुढधਘऋख

दऌؚ০भ৾ಆਔඟ॑ৈीॊટुऑैोञधઓॎोॊ؛

ञःُधؚऔैऩॊ৾ಆਔඟऋ࿈েइञেെुःञ؛

ْઃফ২षभୖٓ

ْઃফ২षभୖٓ

  াध  াधभोञৰधऩढञञी౸ਤ২धभැ

 આফ২भୖधखथَྉद॒৾दऌञઍ॑েെऋ

ब়ःऋदँढञ؛આফ২ؚহफ़ॖॲথ५ऋਏदँ

উঞ८থॸش३ঙথ॑ষअऒधदુથघॊُधःअऒधऋ

ॊधખखऩऋैؚॡছ५मহ৾ಆऋਂેীऩऽऽद

ऑैोथःञ؛০ফ২मदभਫ਼॑ીइञؚྉद৾

भৰधऩढथखऽढञ؛जभટؚॡছ५भ୳पम

ಆઍ॑ઇइँअૄदऽधीञ؛ऒोपेॉঽே॑ेॉෆ

َಽपणःथठू॒धਘखथऊैষऌञऊढञُधभ੶

ฐपؚजखथेॉऎኇइॊऒधऋदऌञधઅइथःॊ؛

ुৄैोञ؛ઃফ২मॡছ५ुੴ॑ढथਫ਼

खऊखਫ਼ઉपऽधी॑ষअৃ়ؚএ५ॱृشெऩन॑

पಏऽचैोॊेअؚढ़জय़গছ॑ఒखञः؛

ઞढञਾઔमৎभ৺ुँॉदँॊ؛০मਫ਼भ

ऽञؚ௬ऋেെभ୳৬धऩढथःॊभदؚઃফ২म

౸ৎ॑ઞःؚऽधीॊऒध॑ਫ਼ୈखञः؛ऽञઃফ২म

েെभ৲॑པदऌॊ௬३॑ॺشਛखेؚॉ௴ऩ

ྉदभୖ॑નपखؚऌठ॒धॉੌ॒टেെ॑௴

௬ऋदऌॊेअఒखञः؛

प௬दऌॊेअऩডشॡ३॑ॺشਛघॊਏऋँॊ؛
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ে୵৶؞ఐ৾৶
ْෘହٓ

 ॳॵ९હര୰भশदँढञਆमؚঽैऋষढञ
ქ  ಀৰୡॵॳق९भੵৃൾಉ॑ქपଖइञৰୡك
पेढथؚྀ୰भਉऋॳॵ९भੵৃൾदमऩःऊधઑ
अुؚভपૃीैोਁप౷ाજॊऒधऩऎؚजोऋप
ৗඎदुྀ୰ऋেघॊ೫धऩॊ؛ৰୡટ॑ਁघस
ऌऊ౯ऊपणःथਆभ⌨ઢ॑ःञ३ॼজड़॑ਹ৷खؚ
েെञठपਁघसऌटढञऊनअऊ॑৮औचॊऒधदؚ
ఐ৾ृୢपॎॊधে୵धभঢ়ॎॉपणःथઅइؚে୵
๑भপજऔ॑৶ੰघॊऒधऋदऌॊधઅइञ؛
ْৰٓ
  ਛ  ফ  া   عা  दৰखञ؛
ْৌٓ

   கय़شডॻشओधपહᲪ॑ॢঝشআথॢ

র৾گফে৸৩ ق॑كৌधखञ؛

खथःॊ

ْৰઍٓ
 মૅभর৾گফেभਁড়भ౸पउःथؚੑگपॎञढ

द  যङणऔचڴؚणभَகय़شডُॻش
ُੋ৽َق
َ୭

थॡছ५ओधपৰखञ؛

ُ
َযঢ়બُ
َਜ਼ُ
َُ
َਹऔُ
َে୵ُ
َઌ৶ُكओ

ऽङ  ৎ৯मؚ೦১ীद୭ਥधপਁ૩୰पणःथؚ

धपહᲪ॑ॢঝشআথॢऔचञق ؛كजखथؚেെਯ॑

ઇఐછ॑৷ःथৢॉ৾ಆखञ؛੫भেਓણभટधख

खथ৸৬दऔचञ؛েെऊैमਁؚखञৃ়दम

थؚযرभে୵ृ೨ऋऩःऋखौपऔोਁؚ૩ଇਖ਼भরद

َভपଷऋেगॊُ
َ୰भ५ॱॵইपഊೆऋऊऊॊُ
َ

୭ਥधःअઅइ্ऋનয়खथऌञ৽༬॑ହखञ؛

ྀभઘઽऋॊُಉऋؚऽञਁखऩऊढञৃ়दमَ೩
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भఁপُ
َਸ਼भྀ୰भেभ૭ચਙُ
َਉभोُ
ಉऋऑैोञ؛

ञ؛जभઍमॵॳؚ९હര୰भশਆऋؚქ 

ਸ਼گभਖमَৰୡટ॑ଫपਁघसऌटढञऊ౯

ಀৰୡपेढथॳॵ९भੵৃൾऋྀ୰भਉदमऩःऊ

ऊُءधਖःऊऐؚྉओधपਵख়ढथ॑লघेअपख

धઑअुؚजभਁ॑ভपૃीैोؚ৺  ফभଇਖ਼प

ञ؛जभટؚघसथभྉऋَਁघसऌُध௦इؚजभ৶

ऩढथेअृऎქ  ಀৰୡपणःथୁॊऒधऋदऌञؚध

धखथमَভभਹஇेॉु୵ؚऋপহटऊैُ
َउস

ःअुभदँॊ؛

ृਜ਼ेॉुؚযभ୵भ্ऋःऊैُ
َ૩भఁপ॑ଆएऒ

 ৎ৯मؚქ  ಀৰୡ॑ीएॊਆभ⌨ઢؚ॑হ

धऋदऌञऊैُऩनऋऑैोञ؛ਈपؚ౸ऊै

ৰ॑ुधपःञ३ॼজड़दँॊَমभਁ૩ ُ
قऴग

ਆभ઼ऊोञളහऩ૾யपଦൟखणणुؚে୵๑भপજऔ

ञँऔृؚ॑كൿऋ౸৷पऽधीઉखञुभ॑ਹ৷ख

॑୪इञ؛

ञ؛౸भன৫मؚऽङྉओधपেെऋଦ૽َقਆ૽َُୢ

ْ௬ٓ

ప૽َُ৳ਚশ૽َُੵৃশ૽َُੵৃૼশ૽َُ೩

 ౸पৰखञেെषभ॔থॣॺشऊैमؚदमَල

૽َُॼঞش३ঙথُ॑كৠीؚ३ॼজड़॑ഭाਤीञ؛३ॼ

पमਁदऌऩः؛ਆऔ॒भणैःઓःऋীऊढञ؛ঽ

জड़॑ഭिৎमउेज  ীங২दँढञ؛

ীमਁदऌऩऊढञधઓअُ؛ऩनؚਖ਼भखऔऊैਆ

जभؚਸ਼ڭभਖधखथَਆमؚऩछଫपქ 

पੲऩुभुँढञुभभؚ
َঽীऋਆऔ॒भয়ৃपয়

ಀभৰୡટ॑ਁखऩऊढञभटौअُءधਖःऊऐؚྉ

ढञधऌुؚख୦ऊइैोॊऩैؚযभ୵॑રदऌॊे

ओधपਵख়ॎचञ؛েെपऔचञधऒौَভपૃी

अऩਖ਼॑दऌॊेअपऩॉञःُधःअेअয়ৃभुभऋ

ैोञऊैَُভपഊೆऋऊऊॊधઓढञऊैَُভ॑ഫ

ऺध॒नदँढञ؛जभટऊैؚম౸॑ৢखथে୵๑

જॊऒधपऩॊऊैُ
َྀभઘઽपপऌऩઊொ॑ଖइॊऊ

भপજऔ॑৶ੰघॊऒधऋदऌञधਖ਼खञ؛

ैُ
َटऐदम৾ਖपਂેীटधઓढञऊैُधःढञ

ْઃফ২षभୖٓ

௦ऋऑैोञ؛ऒऒऊैऽङؚਆभ઼ऊोञ४ঞ

 মৰᄷपउःथؚਆभ⌨ઢभూବपमَڭणभৰୡ

থঐ⌨قઢكभ૾யषभ৶ੰ॑യखञ؛

ટटऐदৃੵؚൾऋྀ୰भਉटधखथःःभऊُ

ਸ਼  भਖमَଫपৰୡટ॑ਁखञৃ়धਁखऩ

धःअఐ৾৶भਖुஅऽोथःञ؛खञऋढथઃফ২

ऊढञৃ়धदؚजोझोভपनभेअऩபः୶॑ଖइ

दमؚऒभਖःपणःथुেെपઅइऔचॊऒधऋदऌॊे

ॊटौअऊُءधਖःऊऐڭؚযपणऌஒधभહᲪ॑जो

अऩৰᄷपखथःऌञःधઅइथःॊ؛

झोූڱङणଦഘखञ؛ஒभહᲪपमَਁखञৃ়भபः
୶ُؚ॑भહᲪपमَਁखऩऊढञৃ়भபः୶ُ
॑ූڭؚपणऌڭඨ৯ङणછऊचञ؛છऌીॎढञैؚྉ
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ٵయ௴ౠ

ْෘହٓ

 মফؚாপऎदৗাधःअ્ؚप௴੯ऋଐःऴञओ

 दৄैोॊधःअወથऩਃভदँॊস୭୫भ௴

ౠయණभ௴॑ৢखथؚଠધਠषभ৶ੰधঢ়ੱ॑ीॊ

॑ৢखؚଠધਠषभ৶ੰधঢ়ੱ॑ीॊऒध॑৯धखञ؛

ऒध॑৯धखञ؛

ْৰٓ

ْৰٓ

 ਛ  ফ  া  ؚपৰखञ؛

 ਛ  ফ  া   عभ  ຠ  दৰखञ؛

ْৌٓ

ْৌٓ

 ఐ৾ଠધྉउेलಹেെभൌदؚর৾  ফেऊै

 ఐ৾ଠધྉؚ૮ྉؚउेलಹেെभൌदؚর

ৈૅ  ফেऽदभੑ  ॑ৌधखञ؛

৾  ফেऊैৈૅ  ফেऽदभੑ  ॑ৌधखञ؛

ْৰઍٓ

ْৰઍٓ

ْෘହٓ

 മমૅपૐ়खؚহ৾ಆভध௴भ॑ষढञ৾؛

 া  पड़জग़থॸش३ঙথ॑ৰख ؚपহ৾

ಆভदमؚఐ৾ଠધྉ৩ऋউঞ८থॱشधऩॉؚ؞া୫

ಆভ॑ਝؚৈૅ  ফেभఐ৾ଠધྉ৩ऋయृయණभ

भலੌाृআথشঝટपेॊ௴भਉ৶ऩनपणःथହ

ਠभலੌाؚཽଳ௴भ্১पणःथؚऽञఐ৾૮ྉ

खञ؛ऽञؚ୫ॢছ५भઞ৷भିਔਡ॑નੳؚਈप

৩ऋਗ਼ణ௴भ্১पणःथঃডشএॖথॺಉ॑ઞ৷खହ

আথشঝ௴৷॑ঽऋଲखञ  ؛ ؚৎभକ෫

खञ؛ଗଞಮপ্ঃشॡ॔ঝढ़ॹॕ॔पथ  া

ৎਡदम์ऋऎ௴ؚ૭ચऊਂऩ૾யदँढञ ؛ৎ

   ऊै௴॑৫खञ؛ਸ॑  ྉपীऐؚพ

ૌऍपम์ऋજोीؚস୭୫भৎఝਰఋमଐऩ੯द
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Tsukuba Program（高大連携）

３節 Tsukuba Program
科学講演会（中１・２）

ことにより歌うロボット「セーモンズ」を作った。人間が歌
うには、音程を耳で聞きながらつけないといけない。その耳
の役割をコンピューターが果たした。このしくみを考えるの

【仮説】

柔軟な発想力の育成及び、頭に思い描いたことを形にして

が非常におもしろかったと語る。
「ディンゴ」では、犬の声に

いく「もの作り」の楽しさや、そのプロセスを学ぶ。中学生

挑戦した。犬はウーという唸り声と、ワンワンという鳴き声

に親しみやすいと思われるアートの世界から、アプローチす

を出す。これからひらめいたのが、
「チワワ笛」であった。ス

ることによって、容易な導入と強いインパクトを与えること

トローにゴムの人工声帯を取り付け、その先にボールを押す

をねらいとする。

ことによってワウワウという音声を作り出す。これをフォル

【実施日】

マントという。ＣＭで有名になったロボット「ワッハゴーゴ
ー」は、人間のように笑うロボットである。人の笑い声は、

平成 24 年 12 月 19 日に実施した。

一度高く上がって徐々に下がってくる音程、息継ぎ、フォル

【講演者】

マントで作られている。この機能を再現し、はずみ車の回転

土佐信道氏（明和電機代表取締役社長）

エネルギーを使ってふいごを動かし空気の力で動いて笑うの

【対象者】

が、このロボットである。

中学 1・2 年生の全員（433 名）を対象とした。

土佐氏の研究開発は、イメージやアイデアなど思いついた

【実施内容】
演題は「ナンセンス発想ともの作り」である。今までに制

ものをとにかく絵に描くことから始まる。絵に描くことで、

作した数々のアート作品や商品の紹介と、そのしくみを説明

しくみが見えてくる。土佐氏は、頭にある得体の知れないも

していただいた。またどのようにそれが生まれたのか、頭に

のをつかまえて、その謎を理性で追いつめていくと語る。最

あるアイデアを作品や商品にするまでのプロセスを教えてい

終的に科学技術やテクノロジーに落とし込んでいくことによ

ただいた。講演内容の詳細は以下に記す。

って作品は完成する。はじめにしくみありきではなく、イメ

明和電機では、1 つしか作らない「アート作品」と、量産

ージやアイデアから入っていくのが土佐氏の作品の作り方で

する「商品」を制作している。アート作品には、
「TSUKUBA

ある。近年は情報が容易に入手できるので、不可解なものが

シリーズ」と呼ばれるものがある。

あると、すぐに検索し答えを見つけようとしてしまう。しか

TSUKUBA シリーズは、①家庭用の電源 100Ｖを使用する

し、そこからは強いものは生まれない。土佐氏は自分の中で

②アコースティックである③演奏方法がばかばかしい、とい

自分を掘り起こすという作業をする。それによってカケラを

う３つの点で統一されている。このシリーズには、
「ノッカー」

見つけられる。カケラはやがて確信となり、それをコツコツ

（電気を電磁石の働きでノックする動きにかえるしくみ）が

形にしていくことにより、いつか作品ができる。周りを探し

たくさん使われている。冒頭に実演された「パチモク」もこ

てばかりいると迷ってしまう。自分の体や手を動かし、何で

のしくみを利用している。他にブザーや、モーターのしくみ

も試してみることで、自分の中に何があるかを見つけてほし

を使う楽器もある。自分でスイッチを入れて鳴らす楽器以外

いと締めくくる。アイデアがあれば、いろんな人と組んで仕

にコンピューター制御で鳴らすものがある。ギター４台に、

事をすることができる。資本は自分自身であるという言葉で

打楽器・ベース・ギター・マンドリンの役割を与えて鳴らす

講演会は終了した。

「メカフォーク」は、このしくみで合奏をする。

【評価】
講演会終了後のアンケートの結果、94.4％の生徒が理解で
きたと回答した。記述感想では「1 時間半がとても早く感じ
た」
「お話が上手で引きこまれた」等の感想が多数あった。ま
た、もの作りへの関心も 92.9％と高かった。「おもちゃの構
造がわかった。自分も作ってみたいと思った」
「アイデアをス
ケッチしていく方法を自分も試そうと思う」等の記述も多く、
講演内容から刺激を受けている様子が分かった。発想力に関
しての意識は、77.9％と比較的高かった。発想力は、科学は
もとより、あらゆる分野での発明・発見の根源にある部分で
ある。したがって発想力の育成は今後も力を入れていくべき
であると考える。

図１

以上の評価より、本講演でねらいとしていた点については

「パチモク」体験

充分達成されたと考えられる。

声を扱った作品にボイスメカニクスシリーズがある。人間
の声のしくみと、人の心をとらえるという呪術性への興味か
ら、この開発は始められた。声帯＝ゴム、肺＝ふいご、音程
を作る＝首を絞める（ゴムの張力をコンピューター制御する）

【次年度への課題】
本講演会は、中学 1・2 年生を対象とした有意義な内容で
あった。来年度以降も充分吟味した上で、講演会を運営する
必要がある。
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SS Medical Seminar

の通じ合っている様子や患者からの信頼感が
強く伝わってきて、生徒は医師に対する使命

【仮説】

感がいっそう高まった様子であった。

医療従事者や医学研究者、医師の仕事に関する見学会や体
験活動に参加したり、医学薬学に関する講演を受講したりす
ると医師に対する単なる憧れではなく、生命尊重と救命への

●薬学研究に関する講演会

使命感を抱いて医学・薬学・医療系の仕事を志すようになる

実施日：平成 24 年 9 月 24 日

と考えられる。

講師：
（独）農研機構・動物衛生研究所
究領域主任研究員

【対象者】

ウイルス・疫学研

鈴木孝子先生

会場：茗溪学園第１コンピュータ室

中学 3 年生から高校 2 年生までの参加希望者を対象とした。
【実施内容】

参加生徒：高校 1 年生 33 名

●医学と癌の基礎知識に関する講演会

内容：薬学に関心を持つ希望生徒対象に、薬とは何か、薬

実施日：平成 24 年 7 月 9 日

の歴史と現在の創薬、ドラッグデリバリシステムの

講師：筑波大学医学医療系准教授 南優子先生

ねらい、先生自らの研究体験などを面白く講演して

会場：本校第１コンピュータ室

いただいた。
生徒の反応：薬学研究という難しいイメージが楽しいもの

参加生徒：高校 1 年生 36 名、高校 2 年生 2 名

に変化したという感想が多かった。

内容：医学に関心を持つ希望生徒対象に、病気とは何なの
か、特に癌の特徴と現在行われている治療とその意

●女性医師支援のための講演会参加

味をわかりやすく講演していただいた。

実施日：平成 24 年 10 月 3 日

生徒の反応：難しい用語をわかりやすく、スライドで癌の
写真等も提示しながら講演していただき、医

訪問先：筑波大学医学エリア臨床講義室

学に関するイメージがやわらかくなったとい

参加生徒：高校 1 年生 1 名

う感想だった。

内容：県医師会主催の女性医師支援に関する講演会に参加
した。夜間であったのと女性医師ということで参加
が 1 名であった。

●人工臓器に関する見学

生徒の反応：切実な内容もあり、憧れだけでなく強い使命

実施日：平成 24 年 7 月 21 日

感が必要であることを感じた様子であった。

訪問先：東京女子医科大学病院（東京都新宿区）
【評価】

参加生徒：中学 3 年生 2 名、高校 1 年生 2 名

参加者の少なかった見学会や講演会を除き、参加者 22

高校 2 年生 2 名
内容：人工腎臓・人工呼吸器・人工心臓に関する講義を受

名のうち 20 名が受講によって医学・薬学・医療系の仕事に

講し、実際に実習を体験、その機器を使用している

対し「より志望が強くなった」
「やや志望が強くなった」と

医療現場を見学した。人工透析は透析室にて組み立

回答した。
自由記述からは、以下の評価が得られた。

てを見学。機序を学習し、カラムを用いて分離を体
験した。次にリアルラングを使って人工呼吸器の原

・自分が医学に興味があるのかじっくり検証することがで
きた。

理を学び、マスクを使った人工呼吸体験を行った。
最後に実験回路を用いて人工心臓を動かす体験をし、

・医学分野の現状を知ったうえで、自分がどのようにその
内容を深めていくことができるかを考えることができた。

駆動原理を学習した。
生徒の反応：講義と体験実習をうまく配置していただき、

・実際の薬学研究の現場で働く人から話を聞くことができ、
視野が広がった。

医療が医師・看護師以外の医療系スタッフの
働きに大きく依存していることを知り、深く

・癌に興味があったがどうして癌が発生するのかを知らなか
った。基礎的な事を難しすぎず画像やグラフ、図を用いて

印象に残った様子が見られた。

説明してもらえ、とてもわかりやすかった。一層医学に関
して興味が深まった。

●水戸協同病院見学

・医学の知識が高まることで、より医学の道への憧れや興味

実施日：平成 24 年 7 月 25 日

を持つことができた。

訪問先：水戸協同病院

【次年度への課題】

筑波大学付属水戸地域医療教育センター

医学研究者に生徒の理解レベルに応じた講演や指導機会

参加生徒：高校 1 年生 2 名
内容：救急蘇生法の体験実習と人の命を救う仕事の意義に

を依頼する際、事前に趣旨を十分に伝えておく必要がある。
今回は参加者が少なく、残念であったが、大変有効な取り

ついての講演、病院内の見学をした。
生徒の反応：センター長じきじきの講義と病院内の案内を

組みであると考えるため、次年度以降も継続したい。

していただき、センター長と医師の方々の心
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SS Geo Tour

【評価】
活動の成果および課題を生徒のアンケート結果より抜粋し、

【仮説】

フィールドを屋久島とし、亜熱帯から冷帯までの多様な植
物や固有種の観察を通じ、生物多様性や生態系を捉える科学

以下に紹介する。
・屋久島の地質、生物についてよく知ることができてよかっ
た。先輩たちの積極的な姿勢がすごいなと思った。

的視点、環境保護に関する優れた認識を習得する。また科学
的な調査方法、調査結果の処理方法とまとめ方を学ぶ。それ

・今回の巡検では、屋久島の知識が少なく完全なものとは言

を伝えるプレゼンテーション技術をブラッシュアップしたり、

えなかった。しかし巡検に参加してもっと知りたいと思う

参加者と交流をしたりする中で、多様な倫理観や価値観を受

ことが出てきたので、また来年も参加して、もっときちん

け入れ、調整する能力が養われると考えられる。

と学びたいと思った。
・水の調査が非常に充実していて、54 のサンプルを得ること

【実施期間】

ができた。しかしまだ足りない。だからこそ次につなげた

平成 24 年 7 月 22 日～26 日の 4 泊 5 日で実施した。

いと思う。参加当日の緊張が充実に変わった。来年度も楽

【対象者】

しみにしている。

希望者を対象とし、書類審査を実施した結果、選抜された
中学 3 年生 3 名、高校 1 年生 6 名、高校 2 年生 7 名の計 16

・初めは自分の中にこの研修に対して目標のようなものはな

名が参加した。また埼玉県立春日部高等学校より高校 1 年生

かったのだが、研修と重ねていくうちに自分が何をしたい

10 名、高校 2 年生 2 名の計 12 名も参加した。

のか、何を知りたいのかが見えてきた。また初めて他校の

【実施内容】

生徒と合同で研修をすることで、さまざまな体験を積むこ

屋久島研修前に事前学習を実施した（表 1）。
表 1 事前学習開催日と内容

とができ、新しい知識を吸収することができた。屋久島と

実施日
第1回
（5/13）
第2回
（6/14）
第3回
（6/16）
第4回
（7/13）

いう世界でも貴重な大自然の中で自然の優しさや厳しさを
感じることができた。このことを今後、環境について考え

内容

たり、さまざまな活動をしたりするうえで大きな柱にする

筑波山巡検

ことができると思う。

※地形や植物の観察および水質調査

また、アンケートの結果、生徒にとって印象深く有意義な

屋久島講演会および巡検報告会

研修は、
「ヤクスギランドでの研修」、
「生物班と地質班に分か

※筑波大学の安間先生による講演会
写真講習会

※講師は特定非営利活動法人フォトカ

ルチャー倶楽部野田先生

れての巡検」、「屋久島の植物に関する講演会」、「動物班と植
物班に分かれての巡検」であった。これより、実際に野外に
出ての活動を有意義であると考える生徒が多いことが分かっ

屋久島研修の個人テーマ事前報告会

た。仮説で述べたようにフィールドワークを通して、自然環

※テーマは植物・地質・水質など多岐

また事前学習を踏まえて、特に興味を持った内容について
個人テーマを設定し、現地研修において深く研究することを
試みた。事前学習会を重ね、自分の興味関心を明確にする機

境や生物などを科学的な視点で捉え、持続可能な自然と人類
の調和を問い直すことや、科学的調査の方法を取得し、積極
的に行動できたと考えられる。

会を持った。さらに屋久島と同様に主に花崗岩で構成される
筑波山で巡検を実施することにより、屋久島で何を、どのよ
うに調査すればよいかを確認することができた。
さらに現地では下記の内容で研修を実施した（表 2）。
表 2 屋久島での研修日程の概要
実施日

活動内容

7/22

屋久島環境文化村センターでの研修

7/23

ヤクスギランドでの調査、研修、
千尋滝見学

図１

※夜は屋久島高校の生徒による課題研究発表
7/24

生物巡検
地質巡検
※夜は屋久島の植物に関する講演会

7/25

植物を観察する巡検
動物（固有種の観察）巡検
※夜は屋久島の動物に関する講演会

7/26

元浦海岸での海洋生物の調査、研修

ヤクスギランドでの巡検の様子

【次年度への課題】
今回初めての合同研修ではあったが非常に充実した良い研
修となったと考えられる。さらに深く屋久島の自然を理解す
るためには多くの事前研修が必要であると感じた。また、他
校の生徒と交流しながら多様な価値観を理解する良い機会に
もなり、来年度以降もこのプログラムを継続していきたいと
考えている。
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66+ ਛટਾઔভ
ْෘହٓ

ৈૅ  ফઃपਝ઼औोञ৾ૅਝఐ৯दँॊَ66 ଢ଼؞
যୖଢ଼ُभਛટ॑घॊऒधपेॉؚেെभউঞ८থ
ॸش३ঙথ५य़ঝऋৈऽॊ؛ऽञؚৈপ৴भ୭धखथ໒
ణপ৾भਝ॑ਹ৷खؚপ৾भে্ऊैभ௬ृ॑ઉ
மःञटऎऒधपेॉؚপ৾दभଢ଼॑ซৄॊेअऩਤଡ଼
भਃভधऩॊ؛
ْৰٓ
 ਛ  ফ  া  प໒ణপ৾প৾ভைपथৰखञ؛
ْৌٓ
 া  ؚभযୖଢ଼ভद৭௷औोञৈૅ 
ফে قكऋखञ؛

 گএ५ॱشभ

ْৰઍٓ


 ઠ୍॑  ੯ؚএ५ॱش॑  ੯়ؚੑ  ੯भ 66
ଢ଼॑खञقધ௺ଢ଼द॑ষढञभमؚઠ୍
 ؚএ५ॱش  ়ؚੑ  भেെदँॊ؛كઠ

 ڭઠ୍भউটॢছभ

୍म  णभীఐভভৃपীऊोथষढञ ؛ীभؚ
 ীभସઑૢ௦धख ؚ੯भपౠশधखथਟथःञट



ःञ໒ణপ৾भઇपओ؞ओ௬॑ःञटःञ؛এ५ॱ



شमؚপ৾ভை  ؞మभডॖग़पथ  ীभৎ



दৰखञ؛















 ڭઠ୍भ


ਾઔভभਈप໒ణপ৾ౢ৾শৢଐেऊै 66 ଢ଼
؞যୖଢ଼भ௬॑அीञओ॑ःञटःञ؛
ൡपथষॎोञ৸৬ভदमؚਛ  ফ  া   ع
भपৰखञ ,QWHUQDWLRQDO6XUYH\7RXU /HFWXUH भ
ਾઔ॑ஶୁदষढञ؛जभपुఐ৾৩ृৈૅ  ফেਰਗ
भেെभযୖଢ଼ಉभএ५ॱش॑ষअऩनؚমૅभ
்ઁःॉੌाभਛટ॑ਾઔघॊऒधऋदऌञ؛
ْ௬ٓ
 মউটॢছभ৯भ  णदँॊউঞ८থॸش३ঙথ५य़
ঝभपঢ়खथमؚ66 ଢ଼؞যୖଢ଼भણप
ऐथ  াध  াपযୖଢ଼রভधযୖଢ଼
৸৩ভ॑जोझोਝ઼घॊऒधदभਃভ॑ਝऐॊऩ
नమऩ॑ষढथऌञ؛௬੦धखथ 6SHHFKؚ

  েभओ

9LVXDO'ؚHOLYHU\ भ  णभ௴ਡ॑ંखؚजोै॑ਔखऩ
ऋैभ॑ਤीॊेअखञ؛ভਊपਟৃ
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                                    Tsukuba Programقৈপ৴         ك
पଦഘखञ॔থॣॺشટكڮقऊैؚ५य़ঝमଢ଼
ઍधधुपৈः௬॑ਭऐथःॊ؛

ఐ৾৶ডشॡ३ঙॵউ
ْෘହٓ



 ৰपرఐ৾ଢ଼पॉੌ॒दःॊਠৃभଢ଼ऊैؚ
  ॔থॣॺشટ

ఐ৾ଢ଼भੱଡइृఐ৾৶भਏਙपणःथଝ॑ਭऐॊ
ऒधदؚఐ৾৶भਏਙ॑ੳखؚఐ৾৶पणःथ৬

ઠ୍

ଢ଼ઍ
५य़ঝ

ৈः

ఏ

ः







ৈः

ఏ

ः







प৾ಆखेअधघॊਔඟऋৈऽॊुभधઅइॊ؛
ْৰٓ
 ਛ  ফ  া  भଣୖؚ໒ణপ৾पथৰखञ؛
ْৌٓ
 ৈૅگعڭফেऽदभൌ॑ৌधखؚৈૅڭফেڱؚ

এ५ॱش
ଢ଼ઍ
५य़ঝ

ڮফেڮभੑڳऋਸखञ؛

ৈः

ఏ

ः







ৈः

ఏ

ः

 ৪বఐ৾॔ढ़ॹشౣقവك
ِఐ৾॑ीकघञठ







षఐ৾भிભँॊষधमّق৲৾য॑كؚઞ৷

ْৰઍٓ

েെ॑ৌपষढञহ॔থॣॺشदुউঞ८থॸش३ঙ
থચৡؚ॥গॽॣش३ঙথચৡ॑ॊਰৣभඨ৯पउःथ
્पৈःਯக॑ંखञ؛ਯகमَଐः৲ऋँढञُध௦इ
ञেെभસ়दँॊ؛
؞ঽীभଢ଼भ৯ृઍपणःथৼুपହघॊऒधऋद
ऌॊكق
؞ঽীभઅइ॑୴दનपਠघॊऒधऋदऌॊكق
ুৼ؞ऊैସਖऔोञऒधपৌखथిؚજप௦घॊऒधऋ
दऌॊكق
ুৼ؞भਵ॑ेऎୂऌిؚજऩସਖ॑घॊऒधऋदऌॊ
كق
 ऽञؚ66 ଢ଼पঢ়৴घॊউটॢছभ  णधखथؚ66/DE
&DPS ॑ऑथउऎ؛ऒोम  াഽऊै  াഽपऊऐथ
ষॎोञউটॢছदँॊ؛ৌেെम  दؚजोझोऋ
໒ణপ৾भে্भଢ଼॑શप௰ਖखؚସਖप௦खथ
ःञटऌؚৰୡਝभ௰ਖಉ॑औचथःञटःञ؛ऒोम
যୖଢ଼॑ਤीथःऎदপથਔଝऩऒधदँढञ؛ে
െ॑ৌपষढञ॔থॣॺشऊैमؚలਟभఐ৾ଢ଼षभਘ
ःਃतऐपुऩढञऒधुቯइञ؛

खؚ໒ణপ৾ে୵୭ఐ৾ଢ଼ఐၳઇ౸भ੨েप૿
ਊखथຘःञ؛ഭૄ॑धॉؚেऋੰହृଓଌ॑खऩऋ
ैؚেെभସਖप௦इथຘःञ؛ઍमॸय़५ॺभਸ਼عڭਸ਼
گฆ॑রੱपඞढञ؛ऒऒदमਸ਼  ฆ॑ॉऑथਾઔघॊ؛
ਸ਼گฆَৰୡॹॱشभॉඞः্ُदमؚଢ଼मෘହ॑
ਫ਼घसऎৰୡಉदॹॱشઽૐघॊऋؚ॑ཌྷऎ্১दभ
ॹॱشඝमؚૠपూऎऒधपऩॊ؛ऽञؚଢ଼म
भஉುँॊःमऔोञৰୡ॑ગਠघॊभपਏऩॹॱش
॑ःणदुदऌॊेअपखऩऐोयऩैऩः؛ऽञَઑ
ॎखःॹُॱشऋলञधऌपؚजो॑ൕൗघॊऊచघॊऊ
पणःथؚ৮ऋষॎोञ؛েെऊैमَৗञऩ৶भৄ
पणऩऋॊऊुखोऩःऊैؚजभऽऽൕൗघॊसऌदमऩ
ःऊُधःढञਔৄऋলऔोؚেെऋৰୡॹॱشभॉඞः
্पणःथ௪ঢ়ੱ॑ठઅइॊৎधऩढञ؛
ْ௬ٓ
 ଝીവؚেെप॔থॣ॑ॺشৰखڰؚणभସਖपৌ
खथَ؝ڱधथुजअઓअَُ؝ڰऽँऽँजअઓअَُ؝گ
नठैधुइऩःَُँ؝ڮऽॉजअઓॎऩःَُ؝ڭऽढ
ञऎजअઓॎऩःُभরऊैऱधणङण௦खथुैढञ؛
ટमਰৣभৢॉदँॊ؛

ْઃফ২षभୖٓ
 ໒ణপ৾दেെଢ଼भভ॑ষअभमؚ০दڱ৯ध
ऩॊق66 ଢ଼ভधखथमڮ৯ृ؛كमॉൡ॑ीध
घॊপ৾भਝदউঞ८থॸش३ঙথ॑ষअऒधृ໒ణপ
৾भে্ऊैઉம௧ऩ॔ॻংॖ५॑ਭऐॊऒधमেെ
पधढथপऌऩඵౕदँॉؚ০ुಲਢखथःऌञःधઅइ
ॊ؛
पुसञेअप ؚাध  াप  াभ৸৩ভप
ऐथؚমૅद৸৩ऋघॊਃভऋँॊञीؚ৸৬॑
ষढथःॊ؛खऊखؚৰपमୖઇ৩षभൂோ২ऋৈ

॔ ڭথॣॺشඨ৯धટ
      ௦ಀ

ସਖඨ৯
كڭق০भౠઍ॑৶ੰघॊ
ऒधऋदऌञ؛
كڮقౠઍम૽पয়ढञ؛
كگقఐ৾ଢ଼पउःथَఐ৾
৶ُऋਏदँॊधઓअ؛
كڰق০َఐ৾৶ُपणःथ
ुढध॒৾दाञःऊ؛

ःऒधम౯दऌऩः؛पभਃভ॑ਝऐॊधःअटऐ
दऩऎؚৰᄷऩॺঞॽشথॢऋदऌॊेअऩউটॢছ॑
ଡണघसऌदँॊ્؛पএ५ॱشपणःथमലಃधभഡ
ऩ॥গॽॣش३ঙথऋीैोॊञीؚऎभ৽ୡऋਏ
दँॊऒधमअऽदुऩः؛ઃফ২मખਡ॑౷ऽइؚଐ
ःुभपखथःऌञः؛


ڱ

ڰ

گ

ڮ

ڭ

گ

ڬ

ڬ

ڬ

ڱ

ڮ

ڬ

ڬ

ڬ

ڳ

ڬ

ڬ

ڬ

ڬ

گ

ڰ

ڬ

ڬ

ڬ

ڰ


০भডشॡ३ঙॵউ॑ৢखथেെञठभఐ৾৶पৌघ
ॊ৶ੰध৾ಆਔඟऋৈऽढञऒधऋैऊधऩढञ؛
ْઃফ২षभୖٓ
 ০ফ২मଢ଼धखथभੱଡइृ੦ຊऩੴभಆ੭प
ऌ઼॑ःञऋؚ০मेॉॸشঐ॑ॉॹؚॕঋॺشऩनप
ुॉੌ॒दःऌञः؛
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ਸ਼ڰฆ ৰभટधजभ௬
ڭත ੦ຊ৹ਪ
 ५شঃش१ॖग़থ५ঁॖ५ॡشঝقਰఋَ66+ُध੶كহपঢ়ॎॊ౸؞উটॢছ॑ৰघॊपँञॉؚমૅभেെभ
્শ॑ैऊपघॊञीपਰৣपંघ੦ຊ৹ਪ॑ৰखञ؛

ڭඨ ৹ਪभਏ
৹ਪ৯؟েെभఐ৾ಂृ৾ಆ૾ய॑པघॊ؛
৹ਪৎ؟ਛ  ফ  া عা؛
৹ਪৌ؟মૅর৾  ফऊैৈૅ  ফपආघॊেെ؛ఏমਯमઃඨपसॊ؛
৹ਪ্১؟ସਖ১؛+5 पउःथ৾૿ભपेॉସਖ॑ผपଦഘउेलઽ॑खञ؛

৹ਪઍ؟ఐ৾ಂؚઇఐ৾ಆभ௬پقমံदमਾઔखऩःؚ৾كಆਃჃ২  ؚ৾ಆ্റჃ২  ؛
ఐ৾ಂदमَଞেણदभઑਖਡ॑৹सॊऊُؚ
َ৶௺؞ધ௺नठैप௪ঢ়ੱऋँॊऊُؚ
َలਟఐ৾ૼपঢ়ॎॊலহ
॑खथाञःऊَُؚଢ଼पऩॉञःऊَُؚপ৾ਤ৾भ্ਙُऩनपणःथସਖखञ؛ऽञؚઇఐ৾ಆपणःथमؚ
َ௪ঢ়ੱَُ৾ಆभౄৰ২َُঽীभలਟप૽য়णधઓअऊُऩनपणःथସਖखञ؛
ڮඨ ৹ਪৌभ
 ৹ਪपोऩऎ௦खؚীෲৌधऩढञ৾ফ؞ਙશओधभఏমਯमর৾  ফেऊैৈૅ  ফেऽद  दँॊ؛ك ق
 ڭఏমਯ
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 ऩउؚ੦ຊ৹ਪम 66+ भ  ফઃऊैৰखथउॉؚ০ফ২द  ফ৯भ৹ਪधऩॊ؛खञऋढथؚ০ফधઆফभટ॑ૻ
ຎघॊऒधऋदऌॊ؛ञटखؚ੦ຊ৹ਪम  াऊै  াपऊऐथৰखथउॉؚजभফभ 66+ भউটॢছभॉੌाभ
ટ॑ખखञुभदमऩः؛िखौؚઆফق66+   ফ৯كৰखञউটॢছ৸৬ध  ফઃभফ২ਊੂपৰऔोञউট
ॢছऋ୶खथःॊधઅइैोॊ؛ऽञؚমૅमরৈฮ॑੦মधखथःॊऋৈૅ  ফपम৾ফ৸৬भ  સऺनभৗোেऋ
ো৾घॊ؛खञऋढथؚৈૅ  ফে৸৬मઆফ২भૐ੮धम౮ऩॊਡपିਔऋਏदँॊ؛
گඨ ৹ਪટ
 মံदम५ঌش५पॉऋँॊञीؚःऎणऊभସਖඨ৯पणःथभा৹ਪટ॑सॊ؛
كڭقఐ৾ृૼषभ௪ঢ়ੱقਝਖ ك
ఐ৾ृૼपणःथ௪ऋँॊऊनअऊभਝਖपڱ੯১द௦खथुैढञ؛जभટ॑  पંघ؛
ఐ৾ૼपँॊங২௪॑णেെऋऺऻਯਰःॊऒधؚর৾েधৈૅেदमর৾েभ্ऋ௪॑णেെभસ়ऋৈः
ऒधमઆফधभટऋ੭ैोञ؛
ૐ੮दઆফ২ध৾ফऋऋढञ০ফ২भق௪ऋك
َधथुँॊ  ُ
َँॊங২ँॊ  ُधःअ௦भસ়ऋउउऌऎ
৲खञभमઃभॢঝشউदँढञق؛০ফ২भكর৾  ফ੬ऋ  এॖথॺؚর৾  ফऋ  এॖথॺؚৈૅ 
ফ੬ऋ  এॖথॺदँढञऺ؛ऊभ৾ফपणःथमপऌऩ৲मৄैोऩऊढञ؛
ऒऒदमর৾  ফपणःथઅघॊ؛ધ௺ध৶௺भनठैप௪ঢ়ੱऋँॊऊधःअਝਖपৌखथَेॉ৶௺प௪ऋँॊُ
धःअ௦भસ়म੬ऋর৾  ফ ڀর৾  ফ ؚऋর৾  ফ ڀর৾  ফ धृृൊम
ाैोॊुभभপऌऩ৲दमऩः؛खञऋढथؚఐ৾ૼषभ௪ঢ়ੱभএॖথॺमৣऋढञुभभؚધ௺ऊ৶௺ऊधਖॎो
ोय৶௺ध௦घॊেെभસ়मजोऺनৣऋढथःऩः؛মံदमஊਯभঢ়બदसऩःऋؚ੦ຊ৹ਪभ৹ਪઍभअठ৾ಆ
ਃჃ২भ੭ਡुর৾  ফऊै  ফदৣऋढथःॊ؛ऒोैभ૾ய॑౷ऽइॊधؚఐ৾ૼजभुभषभ௪ঢ়ੱऋखञ
धኇइॊेॉुؚ৾ಆषऊअિजभुभऋপऌऎ৲खथःञधःअ৶ੰऋ়৶धઓॎोॊ؛

كڮقଢ଼ಂ
َँऩञमలਟقધ௺؞৶௺॑ਖॎङكଢ଼पऩॉञःधઓःऽघऊُءधःअਝਖपৌखथؚनठैऊधःइयଢ଼प


 ਆಇؚ৾كقवਔඟभੱ৶ؚ৾3+3 ଢ଼ਚ
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 ఐ৾ृૼषभ௪ঢ়ੱ
ऩॉञःध௦खञસ়मؚর৾दम  ফ੬ऋ दुढधुৈऎڮؚফऋुढधुः दँढञ؛ৈૅदम
 ফ੬भ ऋुढधुৈऎڭؚফभ ऋुढधुःਯகधऩढञ؛खऊखؚઆফभ৹ਪधऎैसॊधৈૅে
मघसथقૐ੮धૻຎखथكএॖথॺऋಊखथःञ؛ऒोम 66+ भৰᄷ॑ৢखथؚધ௺৶௺॑ਖॎङଢ଼पமघॊਃ
ভऋੜइञऒधृহ॑ऎઅइॊधःढञણऋੜइञऒधपକघॊभदमऩःऊधऔोॊ؛

كگقਤ৾ൌ
َँऩञऋःऽभৎਡदপ৾भਤ৾धखथઅइथःॊীقളਯ௦૭ُكधःअਝਖपৌखथؚ
َ৶ُؚ৾
َੵُؚ৾
َُؚ৾
َ৳ୢُभ৶௺ীभൌభसযਯपणःथसॊ؛
ৈૅ  ফभमઃभৢॉदँॊ؛৶௺ীषभಂमઆফधૻຎखथ੬ऋ  ؚऋ  ੜदँढञ્؛पभ
ੜਸऋႀ෩ऩટधऩढञ؛ਊேभऒधऩऋैৎपभધ௺ীभಂऋढथःॊ؛भੜਸमَُ৾धَ৳ୢُ
ಂभੜਸपेॊुभदँढञ؛
ৈૅ  ফभ৶௺ীषभಂम੬धुजोझो   ؚभदँढञ؛ऒभम৹ਪऋಒ೬ाभৎदँॊऒध
॑અൟघोयؚਠৰऩ৭උ॑घॊেെऋੜइॊৎदँॊऒधऊैളਯ௦भृেെঽମपेॊ৾ৡभৄாीಉपेॊु
भधઅइैोॊ؛
 ත ৰभટधजभ௬
 মံभ 66+ ৰपउऐॊଢ଼ෘହमَ৶ਯ௺भেെपঽਦ॑ःटऊचؚবपણඩघॊঽী൸॑ᆾपऊचॊञीप
मؚઃभ  णभऋপऌऎఞଖघॊُदँॊ؛
قⓠكবఐ৾ઇ
قⓡكఐ৾ଢ଼ચৡभਛ॑৯खञ  ফฮ৶ਯ௺ઇ
قⓢك໒ణপ৾؞ḙᆭভ॑রੱधघॊৈপ৴؞ৈଢ଼৴पेॊਈഈఐ৾भ৬ୡ
 ऒोैभෘହ॑ৰघॊञीؚম৾⋇*OREDO 3URJUDP[(⋈ؚSORUH 3URJUDP⋉ؚ7VXNXED 3URJUDP पॉऎि؛মතदम
ਛ  ফ২पৰऔोञॉੌापणःथฐघॊधधुपؚ০भॉੌाषभୖ॑सॊ؛
 ඨ *OREDO3URJUDP
 ৾ૅਝఐ৯॑ৢखथஶୁपखाऩऋैਠৡ॑णऐॊञीभॉੌादँॊ 6KRZ  ([SODLQ मڮফ৯पোॉؚजभ
ઍऋखथःॊ؛র৾  عফেपधढथमஶୁदਠघॊऒधटऐदಖ౬धःअॖওش४॑தइथؚউঞ८থॸش३
ঙথभૼ॑औचॊऒधपਛखथःॊ؛ऒोैभਛટ॑भ౸ఐ৯धથਃपघॊ৬॑णऎॉँऑॊऒधऋदऌ
ोयؚऔैपেെभউঞ८থॸش३ঙথચৡमৈऽॊधઅइैोॊ؛
 ০ফ২मఐ৾॑রੱपেؚ৾৾ड़জথআॵॡपாपਸघॊऒधऋदऌञ؛ে৾ड़জথআॵॡदम৭॑ৢૌखؚ
ম৭दჴ౨ೖ॑  ऋਭೖघॊਛટ॑ँऑञ؛66+ भॉੌापेॉఐ৾৸৬भણऋણ৲घॊधधुपؚবड़জথআ
ॵॡ॑मगीधखथૅਗदभણषभਔऋৈऽढथःॊ؛ఐ৾ସྉमणऎयఐ৾ইख़५ॸॕংঝपउःथરೢधੳीैञ
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ॉؚఐ৾૮ੵ৾ྉमഌຬ५ॸش३ঙথधभ૮ઐਦपॳকঞথ४ؚఐ৾েྉम॥॔ 66+ ૅधभુଢ଼पुॉੌ॒
दःॊ؛ऒभेअपఐ৾௺भણभણਙ৲म  ফ৯पउःथপऌऎऌटखथःॊ؛ਟফ২ਰఋؚऔैपਛટ॑ँऑॊऒधऋ
दऌॊेअୄखञः؛

 ඨ ([SORUH3URJUDP
 ऎभ৾ૅਝఐ৯ऋ  ফ৯ऊैઍृ্১भఒ॑खथ  ফ৯पಏिऒधऋदऌञ؛ऽञؚম৾भ 6WXG\ 6NLOOV भऽ
धीधઅइैोथःॊৈૅ  ফभୖଢ଼दम৾ফ৸৬भધ৶ँॎचञرযभଢ଼ॸشঐभরद৶ఐपঢ়ॎॊॸشঐऋઆফ
ेॉ  এॖথॺقઆফ ڀ০ফ كੜਸघॊऩन 66+ पॉੌ॒टਛટऋँैॎोथःॊधઅइैोॊ؛্ؚ
આফपਬऌਢऌॡট५ढ़জय़গছपउऐॊઍभ৬௺৲भखऔऋऌॉधऩढञ؛
 ৈૅ৶ఐपउऐॊউটॢছभऎमৰୡृ௴॑ऎॉোोॊਔඟऩॉੌादँॉؚऎभেെऊैৈः௬॑ਭऐ
ञ؛েെঽମऋனऩઍपऽदਤ॒दॉੌिऒधमदऌथःऩःऋؚৰभঽऩৎऋऺध॒नऩः০भৈૅেपधढ
थؚऒभेअऩਏमడखःुभदँॊधऔोॊ؛
 ਯ৾ఐदमর৾  ফऊै৶पઅइॊऒध॑ઇइؚजोऋর৾  ফभ 66 7HFK भ॔ঝ०জ६৾ಆपुणऩऋढथःॊ؛
ऽञؚ66 ਯ৾⋜भଁੑॢছইभॉੌाृ 66 ॹੰॱشෲमؚਯ৾धःअऌॎीथྴ২ऋৈः৾ਖ॑ভহभীෲभञ
ीभॶشঝधखथઞअऒधऋदऌॊऒध॑েെपइॊऒधऋदऌॊ؛ऒोमؚৗ৾ಆਏ୩भਯ৾पउऐॊॹॱشীෲभ৯
पुৢगॊुभदँॊ؛্১पमऽटఒभऋँॊधਾઔऔोथःॊऋؚ০ਏऩ૽સ॑ટञघఐ৯ණदँॊधઅ
इॊ؛
 ർ⋛धർ⋜मॡট५ढ़জय़গছभॉੌादँॊ؛ർ⋛म  ফ৯भৰᄷधऩॊऋؚઇఐदभॉੌामఒऔो
थऌञुभभؚ౮ऩॊઇఐभ৴ऋેীधमइङؚ৸৬धखथ৬௺৲औोॊऽदඹढथःऩः؛ർ⋜मڭফ৯दँढञञ
ीؚઇఐभুർॉऋ౯ीऩः؛ർ⋜दम४ॢ९ش১ऩनभ্১षරਅघॊऩनৗञऩॳকঞথ४॑घॊિमੳीञ
ः؛ർ⋛मَُؚർ⋜मَग़ॿঝॠشॸُ॑شঐधखञർણ॑রੱप౸॑ன৫घॊुभदँॊ؛ऒोैڮणभॸش
ঐमਢ૭ચভभৰਠपमਂ૭ಳऩुभदँॊ؛ਢ૭ચઇ(ق6'كधःअপऌऩੌभরदർ⋛ध⋜॑ኇइॊऒधु
ਏदँौअ؛ਟফ২ਰఋؚઇఐभ৴॑मऊॉથਃपੌा়ॎचथॡট५ढ़জय़গছभਛ॑৯खञः؛
 ୖਗपउऐॊইॕشঝॻডشॡमઆফपౄৰखञुभधऩढञ્؛प০ফमস୭୫॑मगीधघॊଠ৬ਠऋःফद
ँढञ؛662YHUQLJKW6WXG\ मস୭୫भ௴ভधయ௴ౠभڮৰघॊऒधऋदऌञ؛नठैभউটॢছुఐ৾
धಹেെऋਸखञुभदँढञऋؚਸऊैमৈः௬॑ਭऐञ௴؛্১ु &&' ॑ઞ৷ؚਗ਼ణਭਦपेॊయ௴ऩ
नৗखः௴্১पॳকঞথ४खञऒधम௬खञः؛৶ীदमऒोऽदেെभഭੰৡभৰਫ਼ऋୖदँढञऋؚ
*36 টफ़॑شোखञऒधदऒभୖ॑ੰघॊऒधऋदऌञ؛जभऺऊؚ৶ఐ؞ভ॑রੱपऔऽकऽऩইॕشঝॻডشॡ
ऋৰᄷऔोॊऒधदؚऎभেെऋঽীभ৯दৄॊऒधুؚदඡॊऒध॑ৢखथఐ৾হृୠभ৶ੰ॑ीॊऒधऋदऌञ؛
ऒोैभણदেെधःअऽधी্॑घॊহऋੜइञऒधपेॉؚেെभউঞ८থॸش३ঙথચৡभपఞଖखथःॊ؛

 ඨ 7VXNXED3URJUDP
ৈপ৴धৈଢ଼৴पेॉেെभఐ৾षभ௪ঢ়ੱृय़কজ॔ਔभ॑मऊॊभऋ 7VXNXED3URJUDP दँॊ؛આফ২प
ਬऌਢऌؚ໒ణপ৾॑রੱधखञপ৾धবয়୭ଢ଼ਚृਓૼ়ଢ଼ਚऩनध৴॑खथভऩन॑৫ಈखञ؛
ৈૅ  ফে॑ৌपবয়୭ଢ଼ਚध৴खञَૉ୭धग़ॿঝॠُشभఐ৾ভदमؚভਰਗपীఐভपथॹॕ५
ढ़ॵ३ঙথ॑घॊৎऩनुँढञ؛ীఐভदभણ॑ৢखؚেെঽମऋૉ৸৬भਖ॑ঽীभਖधखथኇइॊऌढऊऐप
ऩढथःञऒधऋ௬औोॊ؛ਓૼ়ଢ଼ਚधभ৴दमَऒोऊैभग़ॿঝॠشधଢ଼৫ُभఐ৾ভऋ੫औो
ञ؛ऒोैभڮणभভमؚऽऔपःऽૉपકिرऋઉએखथःॊୖ॑ॉඞढञुभदँढञ؛ऒोैभୖपఐ৾
ૼृভ३५ॸऋनभेअपয়ठऊःੰؚৠ্১॑ർढथःॊभऊपणःथੴॊଐःਃভधऩढञ؛ऽञؚਫੰभऩः
৬ऩୖपৌखथؚଢ଼ैऋनभेअऩ॔উটॳشदੰৠੁ॑ৄলजअधखथःॊभऊपणःथ৾वऒधुदऌञ؛ଢ଼ध
ভभமਡ॑અइॊदुপऌऩ૽સ॑ટञखञভदँढञ؛
্ؚর৾  عফে॑ৌभఐ৾ভमઆফभખेॉَखाृघऔُ॑৸એपॉোोॊऒधधखञ؛০ফ২मؚ
ਮਗ਼ਃ৻ഁ૽শभଅଯप॑ൂखञॱ؛ॖॺঝमَॼথ७থ५୳धुभॉُधःअुभदؚ॑ୂःञে
െम॔ॖॹॕ॔ऊैષऋেाলऔोथःऎউট७५॑ੴॊऒधऋदऌؚপऌऩඵౕ॑ਭऐञ؛র৾েपৌखथमَ୳भએஜ
औُधःअડએऊैఐ৾ૼप௪ঢ়ੱ॑ढथुैअऒधभਏਙ॑ંघৰᄷदँढञ؛
66/DE7RXU दमؚଗਚभଢ଼ਚृ੫ऩनपओੈৡ॑ःञटऌؚেെऋൌखञ௰ਖदଢ଼ఊ॑ਭऐॊऒधऋदऌ
ञ؛ऒोमय़কজ॔ਔभᅿਛप૽য়णुभधઓॎोॊ؛
66+ ਛટਾઔভम 66 ଢ଼ृఐؚ৾যଢ଼ऩनभ॑໒ణপ৾भੈৡभुधपষअुभदँॊ؛ৃਚऋ໒ణপ৾ध
ःअశଞऩ૬दँॊञीؚ॑घॊেെैमಸ॑ुढथಏिऒधऋदऌञ؛ਟৃपुউঞ८থॸش३ঙথ५य़ঝ
पणःथमৈः௬॑ःञटःञ؛
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 ත ০भୖ
 66+   ফ৯भॉੌाभऎमઆফ২ेॉुఒऋमऊैोथःञे؛ॉಽभટ॑ँऑॊञीपमؚऔैऩॊఒ
ऋਏदँॊ؛੦ຊ৹ਪऊैमর৾  ফऊै  ফषभষऋఐ৾ઇभाऩैङؚ৾ಆजभुभषभਔඟঢ়ੱधःअએदਏ
ऩৎदँॊऒधऋનੳदऌञ؛ऽटय़কজ॔ਔुౄীपॎढथःऩःऒभৎभেെपৌखؚनभेअऩઍृ্১
ऋిघॊभऊർॊਏऋँॊ؛
 ৈૅেपणःथमધ৶धुपৈःঞঋঝभણ॑৷ਔघॊऒधऋऽखःऒधऋॎऊढञ؛মૅभ 66+ भॉੌामৢఐ
भ৸েെ॑ৌधखञुभऋः؛जभञीؚ৶௺भापုढञউটॢছेॉुધ৶धुपౄৰखञউটॢছ॑৷ਔघॊऒ
धद৾ফ৸৬भଌ২ऋৈऽॊ؛खञऋढथؚਟফ২ਰఋुધ৶धुपౄৰ॑औचॊेअੱऋऐॊਏऋँॊटौअ؛
 ॡট५ढ़জय़গছभৰᄷभୖमाଋऔोञऽऽदँॊ૿؛ਊभઊठ়ॎच॑ഡपघॊऒधؚऔैपেെऋॡট
५ढ़জय़গছ॑ਔदऌॊेअऩੵऋीैोथःॊ؛
 েെभय़কজ॔ਔभਛपणःथमؚ০ফ২ઃभेअऩऒधऋীऊढञ؛যଢ଼ق66 ଢ଼॑அिكभଢ଼ॸشঐभৠ
ৎऋৈૅ  ফभಒपૐরखथःञ؛खञऋढथؚऎभেെऋঽীभ௪ঢ়ੱ॑ॉिৎपৌૢखथؚय़কজ॔ਔ
॑ৈीॊञीभॉੌाृჾਊ৾ਖীभ৶ੰ॑मऊॊेअऩॉੌाऋୄऔोॊ؛औैपؚय़কজ॔ਔऋःেെषभ
্১॑ਫ਼ୈघॊਏुँॊ؛
 মૅभଢ଼ୖदँॊढ़জय़গছ৫म৸৬धखथਤाणणँॊ؛ःढ़अؚઇఐઍਰਗभ 6WXG\6NLOOV भਛ॑नभे
अपઇఐद૿ਊखؚभଶநख॑खथःऐयेःभऊऩनढ़জय़গছभ傝॑अीॊ॑ਤीथःऎਏऋँॊटौअ؛
આফ২भୖधखञർચৡभჃ২৫मସऩॹ॑ॱشઽૐखञ؛ઃभమषध॑ਤीथःऌञः؛
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ਸ਼ڱฆ ଢ଼৫ৰभୖल০भଢ଼৫भ্؞ਛટभ


ڭත ଢ଼৫भૌஙदেगञਛ  ফ২भਖਡधजभभؚਛ  ফ২भਖਡ

َবਈഈఐ৾ുਛ॑खञఐ৾ଢ଼ચৡਛরৈฮढ़জय़গছभ৫ عবఐ৾ઇؚযଢ଼ؚৈপ
৴؞ৈଢ଼৴॑ກधखञؚणऎय *(7 0HLNHL 3LRQHHU 3URMHFW भৰᄷُعधःअଢ଼ୖभৣؚଢ଼ॸشঐधखथؚ
*OREDO3URJUDP[(ؚSORUH3URJUDPؚ7VXNXED3URJUDP ॑ൕऑڮؚফभଢ଼৫॑ষढथऌञ؛ऩउؚଢ଼ॸشঐपण
ःथमؚਸ਼ڰฆदुؚ॔থॣॺشಉ॑ৢखञ௬॑౷ऽइञ০भୖधःअदඡोैोथःॊभदؚසखथຘऌञः؛

ڭඨ *OREDO3URJUDP

 েെभউঞ८থॸش३ঙথ؞॥গॽॣش३ঙথॹ؞ॕ५ढ़ॵ३ঙথચৡृഭੰৡಉभ੦ຊऩୁ৾ৡ॑ಇশऔचणणؚఐ
৾पउःथஶୁ॑ણ৷घॊ৽ୡؚఐ৾॑ஶୁदਠघॊ৽ୡؚஶୁदఐ৾॑ഭाੰऎ৽ୡ॑ેীपघॊऒध॑৯खञ؛
ऽञသॎोञୁ৾ৡ॑ఐ৾पૢ৷दऌॊਃভधखथؚ6$76XEMHFW7HVW भਭਫ਼ृؚবఐ৾ड़জথআॵॡলৃ॑৯खञੌ
भတཫ੍؞ର਼ؚੀभॺॵউॡছ५भଢ଼ऊैଝ॑ਭऐञॉؚଢ଼॑ৄ৾खञॉघॊ৬ୡણभৰपॉੌ॒ट؛
 ਛ  ফ২भਖਡधखथؚ੦ຊୁ৾ৡभਛधःअ௴ਡऊैाञஶୁ৸৬भढ़জय़গছधभ৴ૼؚ১भृธ
ಫؚಫಆਃভभౄৰ॑ऑञऋؚ6KRZ DQG ([SODLQ पउऐॊઍभಉपৄैोॊेअपؚਛ  ফ২मସऩ
ऋैोؚউঞ८থॸش३ঙথચৡभਛधःअએदमؚઇఐभৰಆदुजभਛટऋअऊऋइॊऩनؚপऌऩణટ॑
ुञैखञ؛ऽञؚবఐ৾ड़জথআॵॡषभੌुؚఐ৾ಉपउःथমતपऩढथऌथउॉؚৈૅڭফেभেെڭऋ
টढ़ॵউ४গॽ਼॔ੀপভपলৃघॊऩन৾ૅभਗप৯॑ऐ਼ؚੀपतऌ਼ؚੀ॑৬घॊেെऋলथऌथःॊ؛
 ্ؚఐ৾ஶୁपणःथमؚਛ  ফ২पमৰदऌङؚਛ  ফ২पमڭ قাك৫ಈघॊऒधऋदऌञऋؚઈ
৩ভदुతऋँढञधउॉؚ৬௺ऩৰऽदपमඹढथःऩः؛ऽञؚ3UHVHQWDWLRQZLWK2YHUVHDV)HOORZVKLS
पणःथमؚਛ  ফ২भ  াपਲदৰखञऋؚਛ  ফ২मবੲિप༓ाؚৰघॊऒधऋदऌऩऊढञ؛

ڮඨ ([SORUH3URJUDP
 
ఐ৾ଢ଼ચৡਛ॑৯खञڲফฮઇढ़জय़গছ॑ઊठয়थॊऒधऋ৯दँॉؚਸ਼ڭফઃ؞ਸ਼ڮফઃमजभಥद
ँॊ؛ਛ  ফ২भਖਡधखथम⋇ؚহध௪ঢ়ੱभᄁକभਏਙ⋈ؚ؞५य़ঝ൨্भమऩਛधؚजो
पऴऔॎखः౫؞ઍभಖ৭⋉ؚৎऩ৺॑ऑञ؛ਰৣपؚ੶گਡपणःथभਛ  ফ২पउऐॊ॑सॊ؛
ऒभअठ⋇पणःथमؚਛ  ফ২भ੦ຊ৹ਪभટऊैؚর৾েपणःथमఐ৾ૼषभ௪ঢ়ੱधःअेॉु৾ಆष
ऊअિजभुभ॑ኇइઉखؚඵౕघॊਏਙऋैऊपऩढञ؛্ৈૅেदमؚৈૅে৸৬पॎञॊଢ଼ಂभੜਸؚ
ৈૅ  ফেपउऐॊ৶௺ਤ৾ಂभੜਸऋৄैोथःॊ؛ਬऌਢऌથऩহधؚટऩ௪ঢ়ੱभᄁକपणःथർॊ
धधुपؚધ௺؞৶௺৸৬पॎञढथ્ؚपর৾েभ৾ಆपৌघॊિ॑ఒखथःऎऒधऋਏदँॊधઅइैोॊ؛
⋈पणःथमؚৈૅदৰୡृ௴॑ऎॉোोॊਔඟऩੌदँॊਡपणःथऎभেെऊैৈः௬॑੭थःॊऒध
ऋैऊपऩॉؚർચৡभਛཽ॑प઼ऎমউটॢছभबैःऋেെभৰपणऩऋढथःॊऒध॑अऊऋॎचञ؛ऽ
ञؚ৶पउऐॊ *36 টफ़شभোऩनؚৗञऩু১भোुৄैोؚਸ਼  ফઃदभୖ॑ਸ਼  ফઃदॡজ॔खथःढञ
ੌऋਯऎৄैोञ؛ਯ৾ఐपउःथुؚর৾گعڭফद౸दभੌऋऽॉؚऽञؚ66 2YHUQLJKW 6WXG\ ಉभൌ
ৌभੌुৈः௬॑੭ञ؛66 ଢ଼पणऩऋॊଢ଼ચৡਛ॑ਔखथৗਝखञؚৈૅڭফেभർౠमুؚർॉदਤ
ीञએुँढञऋؚ৸৬भૌਯभઇ৩ऋ୦ैऊभౠपঢ়ॎॉڭؚফઈघॊऒधऋदऌञ؛
্दؚனઍपঢ়घॊੌपणःथम॑ୖؚଋखञ؛ऒोमؚর৾  ফেऊैৈૅڭফেऽदम৸৩ৌभ 66+
ఐ৯ऋऎؚ৾ফ৸৬भ৾ৡীഘृ৾ಆ၎ഄुফ২पेढथभୀःऋँॊञीपؚઇఐ؞ఐ৯पउऐॊ্১ृઍ
ऋ৫ಥभ૾ଙदँॊऒधुూବपँॊधઅइैोॊ؛ઇఐ؞ઇఐदऔैऩॊୈ৮॑बؚਏपૢगथৗञऩু১ृ
અइ্॑োखऩऋैؚऔैऩॊଢ଼৫॑ਤीॊਏऋँॊ؛ऽञؚॡট५ढ़জय़গছभੌदँॊ়قർ⋛ك
؞়
قർ⋜كपणःथुڭؚणभॸشঐभৣपઇఐऋ৴ख়अ॑ढथःॊऋؚেെऋফ॑ৢगथؚजभڭणभॸشঐ
॑৬௺पੳदऌॊऽदपमඹढथःऩःभऋৰੲदँॊ؛औैऩॊ৴॑ਤीؚఒ॑औैपਤीञः؛
 ⋉पणःथमؚਛ  ফ২भৰౚ॑੦पؚਛ  ফ২भফಉ॑ੌिऒधऋदऌؚৎभઞः্॑প்पఒघॊऒ
धऋदऌञ؛ञटखजोदुؚप৾ಆણऋૐরघॊऒधपेॉؚেെ؞ઇ৩भ૿ऋপऌऎऩढञऒधम౯ी
ऩः؛ফ॑औैपຸಫऔोञुभधखؚফ॑ৢगथखथ 66+ भ౾ણपॉੌीॊेअੵघॊਏऋँॊ؛

گඨ 7VXNXED3URJUDP

ৈૅधপ৾؞ৈૅधଢ଼ਃঢ়धभ৴॑औैपਘ৲ख્ؚप໒ణপ৾उेलؚ໒ణপ৾भษভदँॉমૅभਝয়ಟ৬दँ
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ॊَḙᆭভُधभਕ৴॑ਤीॊऒध॑ൕऑञউটॢছदँॊ؛ਛ  ফ২मূমপ൜಼पൣअ୶दৰऋखऎ
ऩढञੌुँढञऋؚਛ  ফ২म൜भ୶ुऺध॒नऩऎؚखञણ॑ষअऒधऋदऌञ؛
ਛ  ফ২पਬऌਢऌؚਛ  ফ২ुؚপ৾ृଢ଼ਃঢ়भপऩॊੈৡ॑ຘःथؚऩ৴भরऊैங২भਛટ
॑ऑॊऒधऋदऌञ؛ਛ  ফ২मৌ৾ফधभಔ২؞ઍभ५ঐॵॳಉऋ્ؚपর৾েपउःथৄैोञऒध
॑ખਡपऑञऋؚइयর؞ڭরڮ66&DPS भઍఒ॑ढञટؚ66&DPS ౠमেെऊैुৈः௬॑ਭऐॊऒ
धऋदऌञ؛০ुফೡृమ॑અൟखणणॺؚআॵॡ॑ಖ৭खؚऔैऩॊ॑৯खञः؛ఐ৾ভपणःथुؚ
ૉ৸৬भਖ॑ঽীभਖधखथኇइઉखञॉؚଢ଼धভधभமਡ॑અइॊਃভपऩढञॉधૢুؚइ॑गॊुभधऩ
ढञ؛০ुرऩ৽ୡ॑ण্प॑उൢःघॊऒधऋऽखःधઅइैोॊ؛໒ణপ৾؞ḙᆭভ؞ଢ଼ਃঢ়पਸइؚ
ઇ৩؞৳૧؞෮েभदुॿॵॺডشॡ॑ਛखथؚृౠಉदঢ়ॎढथຘऐॊ্॑ਬऌਢऌർखथःऎਏऋँॊ؛
 66 ଢ଼ভमૅؚಉऊैऎभ্رपओ༮ຘऌؚᅏᡬऩःओਔৄ॑ຘऎऒधऋदऌञ؛ৈૅڭফে৸৩पਸइؚਛ
 ফ২मর৾েൌ৺  ुਸॎॉؚঢ়ੱभৈऽॉ॑अऊऋॎचञ؛উঞ८থॸش३ঙথ५य़ঝपणःथमؚਛ 
ফ২पૻसॊधؚਛ  ফ২दमৈः௬॑ຘऎऒधऋदऌ*ؚOREDO([SORUH3URJUDP दभੌ॑ৢखथেെऋৡ॑णऐؚ
ඵౕ॑ਭऐञधઅइैोॊ؛औैपਛ  ফ২पमম෬༢ে৾ভृ഼৲৾ভಉधःढञ৾ভ४গॽ॔७ॵ३ঙথृؚ
१ॖग़থ५॔०ছಉभৌਗऩভपउःथؚমૅেെऋभस  ੯भقਛ  ফگাଜभुभ॑அि॑كষःؚ
ૅਗदभেെभણඩऋ৯য়ढथऌञ؛েെঽମऋৌਗपਔඟपऩढथऌथउॉؚਸ਼ڭফઃदभਛટऋोथःॊඡऋ
ँॊ؛ऽञؚघॊधःअ৽ୡऋেെपঽਦ॑ञचॊऒधपणऩऋढथःॊऒधुअऊऋइॊ؛
 ऽञؚਛ  ফ২भ 66*HR7RXU मؚ൮য়ஐৈಉ৾ૅधभુಈदؚો୲ਣपইॕشঝॻ॑खथষॎोঁؚॖঞ
ঋঝऩ৾ಆभਃভ॑घॊऒधऋदऌञ؛েെऊैु௬दँढञ؛
 
ڰඨ ఐ৾؞ഄभણஷ௪

ఐ৾मڳणभྉق৶؞৲৾؞ে؞ସ؞ଠધ؞૮ੵ৾؞ਯ৾كपীऊोथણखथउॉؚഄुऩણ॑
ষढथःॊ؛ਛ  ফ২मਛ  ফ২पૻसथ৸৬प॔ॡॸॕঅॸॕऋखؚఐ৾েྉभଢ଼उेल৾ভदभଢ଼
ؚఐ৾ସྉभَणऎयںگইज़شছೖُਭೖقਛ  ফ২मఐ৾৶ྉऋਭೖؚكఐ৾૮ੵ৾ྉभবഌຬ
५ॸش३ঙথधभઐਦਛಉؚਛટुਯऎऋढञ؛০ुਬऌਢऌؚবఐ৾ड़জথআॵॡषभරਅಉ॑৯ఏपൕऑऩऋ
ैୖؚଢ଼ृਤऩੌषாपॳকঞথ४घॊেെपणेअ॑ૅؚ৾ऑथऔैपংॵॡ॔ॵউघॊਏऋँॊ؛

ڱඨ ઇ৩؞৳૧؞ୠভ

মૅ 66+ भਤपਊञढथؚীრ॑૯घॊदَ66+ ਤ৩ভُ॑য়ठऑૅؚশ؞ઇ୍؞ઇਜশઁ؞ਾশ؞ব
ઇশभؚ66+ ਤ৩धखथ  भઇ৩ऋऔोथؚ੫য়੧ृৰਜपਊञढञ؛66+ ਤ৩ভमؚ৸৬ଁฐ
धखथ 66+ ૿ਊઇ୍ध 66+ ਤ৩শ઼॑ऌؚৰਜपૢगथ৽ؚ৶হਜؚ௬ؚ౸؞ৰಆୖؚਗણؚਗ৴ؚଢ଼ఊ؞
ઁਾ੶ؚஈ؞ਾઔછؚਲਗણभॢڴঝشউ॑ౣਛखؚजभॢঝشউभ৻द৻ؚভ॑৫ಈखञ؛
66+ म৾ૅ৸৬पঢ়ॎॊଢ଼৫दँॊञी્ؚभীრदऩऎؚ૯भੌ௶दँॊ্ऋेؚॉ৾ૅ৸৬॑ৄऩऋैଢ଼
৫॑ਤखथःऐॊৰऋँॊ؛ਸ਼ڭফઃ؞ਸ਼ڮফઃ॑ৢखथؚਤ৩ਰਗभઇ৩ऊैुؚଢ଼৫पणःथ੧ृਔৄ
ऋఞचैोॊ࿇೧ਞऋँॊञीؚઇ৩৸৬दਤघॊ৬ऋੌीथःॊ؛ऽञؚઇఐ৾؞ফ؞ীრद৮ृਔৄઐఌ॑
घॊਃઈुেऽोथउॉؚ০भढ़জय़গছఒृؚেെभ৾लभ৲पणऩऋॊोऋदऌथऎॊऒधऋୄऔोॊ؛
্दؚ66+ ଢ଼৫भଢ଼৫ୖृෘହؚଢ଼ॸشঐभबैःऋؚৰઍपାৰऊणટपખऔोॊञीभু
ृ৬ؚেെभ৾ल॑௬घॊুয়थಉपणःथؚ৸ઇ৩दનৰपુથऔोৰᄷऔोॊऽदपमुअभଢ଼ఊऋऽोॊ؛
ऽञؚমૅम໒ణଢ଼৾ୱपਜ਼઼घॊऒधुँॉؚ৳૧؞ୠভपপ৾ृଢ଼ਃঢ়पਚരघॊ্رऋਯः؛ر
ऩଢ଼भ্पओ੍ର॑ຘःथऌञऋؚइयଢ଼ਃঢ়धभੌ௶৴ऩनؚऔैऩॊౄৰऋਏदँॊ؛ୠভपঢ়खथ
मؚਛ  ؞ফ২धؚणऎयऋরੱधऩढथਛखथःॊয౫জ५ॺृؚଢ଼ਃঢ়भলౠभৱમ॑અपखऩऋ
ै০ফ২भ৴॑ढथऌञऋؚ৴भऔभએदमؚःऽटેীधमःऋञः૾யदँॊ؛ऽञؚমૅऊैୠভप
ऐथ 66+ ଢ଼৫द੭ैोञੴৄ॑ਦघॊऒधपणःथमؚਛ  ফ২पम৯য়ढञੌ॑घॊऒधऋदऌऩऊढञ؛
ਛ  ফ২मૅఐ৾धभઐऋৄैोॊेअपऩढथऌथउॉؚ66*HR7RXU ॑൮য়ஐৈૅध়द৫ಈखञॉؚ
ૅ 66+ ౠपुেെऋਸखञॉघॊऩनؚखङणदमँॊऋ৾ૅभরपधनऽैङؚਗषऐञੌुऽढथऌथः
ॊे؛ॉୠपஉकखञ৬௺ऩੌऋষइॊेअؚऔैप॔ॖॹ॔॑লख়ढथःऎਏऋँॊ؛

ڮත ০भୖधजभఒੁ

ڭඨ ০भଢ଼৫भ্
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ڭතदંखञਖभরऊैऊलऋढञؚਛ  ؞ফ২भୖ॑੦पؚ০भଢ଼৫पणःथभ্॑ંघ؛
ਸ਼ڭपૅؚ৾৸৬भढ़জय़গছपउऐॊ 66+ ଢ଼৫भੌ॑ेॉટपਜ਼઼तऐॊੌ॑औैपਤीॊऒधदँॊ؛
ਛ  ফ২पमఒऋৄैोञ౸ृણुਯऊढञऋؚহ৾ಆ؞হؚৰؚஷॉନॉभो॑ेॉഡपੑ
खؚেെऋટऩ৾ಆ॑दऌॊेअऩଦൟ॑बؚಖᴟ৲औोञੌपखथःऎऒधऋऽोॊ؛হ৾ಆभౄৰमؚ
ੌभਛ౯पुপऌऎঢ়ॎॊञीؚਬऌਢऌଳखथःऎਏऋँॊ؛ऽञؚউটॢছभৰपਊञढथमؚઇ৩भ৴॑
ഡपघॊधधुपؚઇ৩ଢ଼ఊ॑ౄৰऔचؚટऩણऋৰदऌॊेअप৬॑ତइथःऎਏऋँॊ؛
ਸ਼ڮपؚ৾ফమपૢगथؚ৾ಆपৌघॊऌऩિॳؚকঞথ४ಖઋृؚఐ৾ૼपৌघॊ௪ঢ়ੱ॑మपৈीॊ
ੵ॑औैपबॊऒधदँॊॳ؛কঞথ४ಖઋृؚఐ৾ૼपৌघॊ௪ঢ়ੱऋؚ66+ ଢ଼৫॑ৢखञেെभ৾लपপऌ
ऎ୶घॊऒधमਊேधुइॊऋؚਛ  ফ২भଢ଼৫पउःथुजभऒधऋંऔोञ؛ऽञؚఐ৾ૼपৌघॊ௪
ঢ়ੱधःअेॉमؚ৾ಆपৌघॊિजभुभऋেെभ 66+ ౾ણषभੌपপऌऎ୶खथःॊऒधऋؚਛ  ফ২भଢ଼
৫दैऊपऩढञ؛র৾ڭফেऊै৾ಆपৌघॊऌऩિ॑थॳؚকঞথ४॑পহपघॊ࿇೧ਞभᅿਛधधुपؚ
ঽேਠ؞ఐ৾ॺআॵॡपৌघॊ௪ঢ়ੱ॑৾ফమप়ॎचथᄁକघॊऒधपेढथؚৗञऩଳౠ॑ඃ੭औचॊਏऋँॊ؛
ਸ਼گपؚੴध५य़ঝभඃ੭॑మऊणৼ൩ଓपষइॊेअؚઇఐ؞ఐ৯৾؞ফभ৴॑அीथेؚॉಽ
ऊणனऩढ़জय़গছभౣਛ॑ਔघॊऒधदँॊ؛ৰୡ॑ষअभ੦ຊੴؚੴৄ॑ਫ਼घॊञीभ५य़ঝमؚ
మृؚেെपାखञੴपेढथؚඃ੭घसऌुभम৲घॊ؛ऒो॑ઇఐ؞৾ফधःअઅइ্पၛैोङڲؚ
ফ॑ৄৢखञฮढ़জय़গছ॑ౣਛघॊऒधऋমଢ଼৫भਏऩ৯दँॊ؛ਛ  ফ২भ়قർ⋛ؚك66([SDQG
3URJUDP ಉपਢऌؚਛ  ফ২दम়قർ⋜ؚك66 ॹੰॱشෲಉदੌ॑ीञऋؚऒोऋেെपनभेअपାखؚ
েऊऔोॊभऊ॑ିଳखؚ০भఒभ੦ຊधघसऌदँॊ؛ऽञؚઍએृ্১भએदमؚেെभण৾ৡृرऩਤ
ଡ଼ಂ॑౷ऽइणणؚઇఐ؞ઇఐदभऔैऩॊୈ৮ृଢ଼ఊؚଢ଼ऋਏदँॉؚઇ৩द৴॑ॉऩऋैؚਸ਼  ফઃप
उःथऔैपຸಫऔोञੌधघॊऒधऋऽोॊ؛ऽञڰؚฆउेलઈ৩भతपुँॊेअपؚ6WXG\ 6NLOOV भ
ਛपणःथम ؚফदઇఐ؞ઇఐ؞ઇఐਗजोझोभৃએदؚ୦॑नअथथःऎऊ॑ଡୗ৲खथःऎਏऋँॊ؛
ਸ਼ڰपؚ66 ଢ଼भৰ৬॑औैपౄৰऔचॊऒधदँॊ؛ਛ  ফ২पमৈૅڭফেपउःथർౠऋऽॉؚଢ଼
ચৡਛपणःथभ৬௺ੌऋऽढञ؛ऽञؚ৶௺ଢ଼॑ಂघॊেെुੜਸखथःॊ؛উঞ८থॸش३ঙথચৡपणः
थुؚीकऽखःऋৄैोؚનৰपਛટमऋढथऌथःॊ؛ञटؚఐ৾ଢ଼ચৡभૐপਛधुइॊ 66 ଢ଼पउःथؚ
66+ ऊैڮফ॑৽थुऩउؚଢ଼भঞঋঝपেെभयैणऌऋँॊऒधम౯ीऩः؛র৾दभੌؚർౠಉ॑ৢख
ञఐ৾ଢ଼ચৡभమऩਛभपؚଢ଼ઍृਛટपਸइؚजभਦऋँॊधઅइैोॊञीؚ66 ଢ଼भमुठौ
॒भऒधڲؚফฮढ़জय़গছ৸৬पउःथؚఐ৾ଢ଼ચৡभपৱघॊੌ॑औैपষखؚ৲औचथःऎ؛
ਸ਼ڱपؚ໒ణপ৾؞ḙᆭভ॑রੱधखञؚৈপ৴؞ৈଢ଼৴॑ेॉੌ௶ऊणટपਤीॊऒधदँॊ؛েെपఐ৾भ
ਈഈ॑৬ୡऔचؚలਟবऩఐ৾ଢ଼पउःथણඩघॊঽী൸॑ᆾपऊचॊञीपؚभଢ଼ؚभଢ଼ध
भলভःमਂ૭ಳदँॊ؛जखथؚजअःढञଢ଼ृଢ଼धऊः়अऒधऋदऌॊेअؚেെपેীऩੴृؚఐ৾
ऩଙ২॑ମपणऐऔचॊऒधुऽञਏदँॊ؛ਛ  ফ২भખ॑౷ऽइؚਛ  ফ২दमর৾েपৌघॊ્શౠभ
ਜ਼઼तऐभৄઉखृؚൌৌभఐ৾৶؞ে୵৶भౠ৫ਝऩनؚਤனऋৄैोथमਟथःॊऋؚ০ुऔऽकऽऩপ
৾؞ଢ଼ਃঢ়धेॉഡप৴൪॑ॉ়ःऩऋैؚ৴॑ઁऑؚৎप৴॑ीथःऎऒधऋਏदँॊ؛
ਸ਼ڲपؚൌৌषभੌृఐ৾؞ഄभણ॑ಽனऔचॊऒधदँॊ؛6$76XEMHFW7HVW भਭਫ਼धजभ
ౠؚ,QWHUQDWLRQDO6XUYH\7RXUDQG/HFWXUHؚ660HGLFDO6HPLQDUؚ662YHUQLJKW6WXG\ؚ66*HR7RXU ಉؚൌৌ
भౠदেെभଌमਬऌਢऌৈऎؚবఐ৾ड़জথআॵॡषभරਅुਤ॒दःॊ؛ఐ৾ृഄभણुણपऩढ
थऌथःॊঁ؛ॖঞঋঝभੴ॑ମपणऐञःেെؚবपણඩखञःधःअઓः॑णেെؚఐ৾ૼपৌघॊ௪ঢ়ੱ
ऋऌॎीथৈःেെऋଌदऌॊউটॢছ॑औैपਫ਼ୈखऩऋैؚਸ਼گফઃਰఋुऔैपனखञؚଐସऩੌ॑ৰखؚ
जोै॑৽ୡखञেെऋ৾ૅ৸৬॑Ꮛਬखथऎोॊेअૅؚ৾৸৬दংॵॡ॔ॵউखथःऎऒधऋਏदँॊ؛
ਸ਼ڳपؚઇ৩؞৳૧؞ୠভऋমૅ 66+ ଢ଼৫भबैः॑ુથखؚেെभ৾लपणऩऋॊ৴॑औैपीॊऒधद
ँॊ؛ऒोमؚমૅ 66+ दभଢ଼ਛટऋઁऎୠजखथভषઁऋढथःऎपउःथुؚਏऩ੦ຊ॑ऩघधઅइैोॊ؛

ڮඨ ਛટभ

66+ ଢ଼৫पਊञॉؚଢ଼৫ਛટभऋਏदँॊऒधमअऽदुऩः؛ਛ ؞ਛ  ফ২मਗपऐथभ
ਁ৫ষহम 66 ଢ଼ভभादँढञुभभૅؚఐ৾धभઐृؚ66 *HR 7RXU भஐৈૅधभુಈؚ6FLHQFH
:RUNVKRS भ৫ಈಉؚੌऋऽढथऌथःॊ؛॥॔ 66+ भੌदमؚৈૅেऋ१ॖग़থ५॥গॽॣشॱشधऩढथ৵৾
ে॑घॊ५ॱॖঝभय़কথউऋষॎोؚਛટ॑ऑथःॊ؛ऽञؚਛ  ؞ফ২धुपؚୠभঽே॑েऊखञইॕ
شঝॻডشॡृय़কথউ॑ৰखथउॉؚजभরदୠभ্رपপउ਼ਵपऩढथऌथःॊ؛০ुؚୠभ্ृرঽேध
भঢ়ॎॉ॑পજपखणणৢؚଞ 66+ भ೧दਗप৫ऎੌ॑औैपਤखथःऎਏऋँॊ؛
ऽञؚଢ଼৫भਛટऋ০ૅؚभঔॹঝधऩॊेअؚਸ਼گফઃਰఋुਬऌਢऌؚढ़জय़গছ॑அीञଢ଼৫৸ಹ॑
ਡਫ਼खणणेؚॉ৬ऩ১ؚ௬১भનয়पऐथਫ਼ୈ॑बञदؚੌ॑ৰखथःऎਏऋँॊ؛

― 69 ―

資料１

茗溪学園中学校

教育課程

学年

社会

数学

平成24年度
１

授業時数
国語
歴史
地理
公民
数学
SS数学

標準
140

音楽

45

美術

45

70

35

70

35

0※

105

105

105

105

105

105

105

140

理科
生命科学
地球科学

140

SS Expand Program

芸術

保健体育
技術家庭
技術家庭

SS Tech

標準
105

35

本校
175
70
70
0
140
35
0
140
0
0
0
70

35

本校
175
35
0
105
175
35
35
0
35
70
35
0※

105

105

140

70
70

SS ICT

総合

標準
140

３

本校
175
70
70
0
140
35
0
140
0
0
0
70

SSデータ解析

理科

２

0

140

140

140

35
70

0

35

35
35

0

0
35

英語

140

175

140

175

140

175

道徳

35

35

35

35

35

35

国際理解
探究
特別活動

選択教科

芸術
計

50

70
(35)

70

70
(35)

70

70
0

35

35

35

35

35

35

0

0

0

0

0

70※

1015

1260

1015

1260

1015

1260

【備考】
１．※３年次の選択科目芸術は音楽・美術・書道のいずれかを選択。書道の選択者については
中高一貫教育校の教育課程に関する特例を適用
２．総合（国際理解）は、外国人教師等による英語を用いたコミュニケーション方法の学習
３．１年次の総合（探究）は、理科140時間、社会140時間、技術家庭70時間のうちで実施
４．２年次の総合（探究）は、理科140時間、社会140時間、技術家庭70時間のうちで実施
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平成24年度

茗溪学園⾼等学校教育課程表

学年
教科

教育課程
科目名

国語総合
現代文Ⅰ
現代文演習Ⅰ
古典Ⅰ
古典演習Ⅰ
現代文Ⅱ
国語
現代文演習Ⅱ
現代文演習Ⅲ
古典Ⅱ
古典演習Ⅱ
古文講読
漢文講読
世界史Ａ
日本史Ａ
地理Ａ
地理
世界史Ｂ
日本史Ｂ
歴史
地理Ｂ
世界史演習
日本史演習
現代社会
公⺠
倫理
政治・経済
数学演習
基礎数学演習
数学
ＳＳ数学Ⅳ
ＳＳ数学Ⅴ
ＳＳ数学Ⅵ
物理Ａ
物理Ｂ
物理Ｃ
物理演習
化学Ａ
化学Ｂ
化学Ｃ
化学演習
理科
生物Ａ
生物Ｂ
生物Ｃ
生物演習
地学基礎
地学Ｂ
地学Ｃ
地学演習
理科基礎演習
体育
保健
保健
体育
体育特講
音楽Ⅰ
音楽Ⅱ
美術Ⅰ
芸術
美術Ⅱ
美術特講
書道Ⅰ
書道Ⅱ
英語表現Ⅰ
C 英語Ⅰ
C 英語Ⅱ
外国語
C 英語Ⅲ
英語表現Ⅱ
英文法
英語講読
家庭
家庭基礎
情報Ａ
情報
探究講座
個人課題
総合学習
ＳＳ研究
ホームルーム

特例

変更
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○

○

○
○
○

○

○
○
○
○
○

○

履修年度
標準単位
4
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
2
2
2
4
4
4
学設
学設
2
2
2
学設
学設
6
6
4
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
学設
7.8
2
学設
2
2
2
2
学設
2
2
2
3
4
4
4
学設
学設
2
1
学設
1

1
5

(平成24年度⼊学生⽤）
2

必修
3
3

Ａ

Ｂ

3
Ｃ

Ｄ

必修

a

b

c

d

e

3

2

2

2
②
②

4
4

4

2

2

3

2

4

3

4

2
3

②
②
2
4

②

2
2

4

4
4

4

4
4

4

4
4
4

4

2

2

2

4

2

②

4
2
4
1

③
③
1
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4
2

4
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ਸ਼  ౣ 
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別紙様式１－２
がっこうほうじんめいけいがくえん

めいけいがくえんちゅうがっこうこうとうがっこう

学校法人茗溪学園

茗溪学園中学校高等学校

24～26

平成２４年度コアSSH実施報告（地域の中核的拠点形成）（要約）
①

研究テーマ

大学・地域と連携して小学生・中学生・高校生の英語を交えた科学コミュニケーション力を育成す
～ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプと AP サイエンスを通して～

る。
②

研究開発の概要

■ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ
発展的な内容の理科や数学に関心と意欲のある小中学生とインターナショナルスクールの小中学
該当生との合同のサイエンスキャンプ（年２回）を実施し、小中学生が発展した実験実習活動を体
験すると同時にインターナショナル校児童生徒との英語を交えたコミュニケーション活動を体験で
きるプログラム、連携校の高校生をサイエンスコミュニケーターとして育成するためのプログラム
を開発する。同時に大学院生 TA 等の研修の機会として活用可能かどうか、地域の科学館等や研究
機関に対しては、通常の公開活動を高校生のコミュニケーション能力等の向上の機会として利用可
能かどうかも模索する。SNS を利用した意見交換が可能かどうかも試行する。
■APサイエンス
発展的な数学や理科に関心意欲のある高校生に対して、米国 AP（Advanced Placement）試験のカ
リキュラムの一部科目のうち、国内の教育課程では学習しない単元を指導する学習会・練習会を設
け、毎年５月上旬～中旬に実施される AP テストを参加者のうちの希望者に実際に受験させるため
の方法を開発し、AP 試験カリキュラムの特質および日本の科学教育への適用について知見を整理
し、生徒の変容も含めた考察を行う。
③

平成２４年度実施規模

本校生徒：１年生延べ５３名
連携校

２年生延べ４４名

：県立日立第一高等学校、県立水戸第二高等学校、清真学園高等学校・中学校、県立並木
中等教育学校、県立竹園高等学校、つくばインターナショナルスクール

各校生徒：１年生延べ１２４名

２年生延べ１０８名（中学３年生相当生徒

延べ１２名）

参加児童：つくば市立小学校、常総市立小学校等、つくばインターナショナルスクール
各校児童：５年生（相当）延べ４７名

６年生（相当）延べ４４名

参加教員：延べ１３７名
④

研究開発内容

○具体的な研究事項・活動内容
■ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ
①茨城県内の SSH 校や元 SSH 校、インターナショナルスクールに連携を呼びかけ、連携校の組織
化を行った。筑波大学・つくばスーパーサイエンスネットのスタッフ、地域のサイエンスコミュニ
ケーターと高大連携を構築した。また、筑波大学が連携している茨城県つくば市や常総市の後援を
得て地域連携体制を整備した。
②夏冬両キャンプとも小学生５・６年生を男女合わせて４８名募集し、１泊２日のサイエンスキャ
ンプ・研究成果発表会を行った。実験実習は筑波大学理工学群・生命環境学群の施設等を使用し、
野外活動は筑波山・霞ヶ浦、実験のまとめの討議と発表準備活動および宿泊は茗溪学園（寮）およ
び筑波研修センターを使用した。サマー・キャンプは７月２７日・２８日に生物学分野としてザリ
ガニの解剖実験等、化学分野として染料合成実験等、ウインターキャンプは１２月２６日・２７日
に地球科学分野として水をテーマにした筑波山・霞ヶ浦の地形・湧水・水質調査等、物理学分野（天
文学）として天体望遠鏡の自作と天体観望等を題材とし、小学生が考察可能な内容を設定した。
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③高校生サイエンス・コミュニケーターの訓練として、６月１６日に講義実習会、７月７日に地域
科学館（つくばエキスポセンター）において実習会を実施した。また、英語コミュニケーションの
訓練として７月１６日に講演実習会を実施した。実験実習に関する科学スキルの訓練として、６月
１６日に化学、７月７日に生物学、１２月９日に地球科学・物理学（天文学）の事前学習会を筑波
大学において実施した。それぞれの訓練においては大学院生が TA として高校生を指導し、また６
月１６日と７月７日のサイエンスコミュニケーション講座・実習においても筑波大学大学院生が
TA として指導補助を担当した。またお互いの意見交換に SNS を利用する方法も試行した。
■APサイエンス
①茨城県内の連携に応じた高校と具体的内容・日程を協議し、AP 関連の参考図書を配置した。
②1年次は研究開発の目的のうち、米国 AP カリキュラムのうちの国内教育課程では学習しない単
元を指導する指導方法・指導計画の作成・試行に力点を置き、数学のうちの Calculus AB、Chemistry
を研究対象科目として取り組んだ。
③ AP カリキュラムのうち、国内の教育課程では学習しない内容を日本語で学習し AP 試験問題の
解答練習を行う学習会練習会を５回実施した。（計画は６回。そのうち台風のため１回中止）
④学習会の指導は筑波大学の研究者の支援を得、練習会の指導は高校の教員が担当した。
⑤５月に実施される AP テストを参加者のうちの希望者で受験させ、学習や練習の成果を確認する。
⑥試験会場として茗溪学園がテストセンターに認定されるように申請を行い、認定された。
⑤

研究開発の成果と課題

○実施による効果とその評価
■ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ
①参加した小学生児童のアンケート評価
理科好きな児童が自分の希望で多く参加しており、参加した経験を肯定的に評価している。学校
の理科授業では体験できない実験内容やフィールドワーク、天体観望は強く印象に残り、発展的な
科学・技術に関心を抱く貴重なきっかけになっている。また、発表準備と発表会に対する印象が強
く、高校生らの丁寧な指導が有効であったことを示す。
②高校生サイエンスコミュニケーターのアンケート評価
ほとんどの高校生が小学生との関わりの中から、科学の面白さを再発見し、小学生に科学の魅力
を伝えるためにはまず自分が魅力を感じる必要があることに気付いている。普段、他人とのコミュ
ニケーションに自信のなかった生徒もコミュニケーション講座を通じてオープンマインドの重要性
を体験的に理解でき、小学生に指導するという体験の中で自ら学んでいる様子、情意面の理想的な
変容がアンケートから確認できる。
■APサイエンス
先進的な理数学習に高い意欲を持つ高校生にとって、米国の高校教育上級・大学教養課程に該当
する数学・化学の内容を学習するというプログラムは、その知的好奇心や学習意欲を満足させ、英
語を用いてでも国際標準の学習内容を体験したいという向上心を充足させる非常に有効な手段であ
ることがアンケートから窺える。
○実施上の課題と今後の取組
■ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ
英語コミュニケーションの方法、高度な科学概念を小学生に伝達する方法、SNS を用いて情報
交換・意見交換を行う方法に課題が見られ、次年度は改善に取り組む。
■APサイエンス
未学習分野の量によって科目ごとに学習会・練習会の設定を変える必要性、大学研究者による講
演会のあり方、合宿制学習会への要望、連携校の範囲、取り組み科目数に関する検討課題が明らか
になった。次年度は改善方法を試行する。
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別紙様式２－２
がっこうほうじんめいけいがくえん

めいけいがくえんちゅうがっこうこうとうがっこう

学校法人茗溪学園

茗溪学園中学校高等学校

24～26

平成２４年度コアSSHの成果と課題（地域の中核拠点形成）
①

研究開発の成果

課題解決のための仮説を以下のように設定した。
本コア SSH 研究開発の２つのプログラム（ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ、AP
サイエンス）を実施することにより、参加した小中高校生に以下の２点の効果が得られる。
a.発展的な科学・技術に関心・意欲を抱く児童・生徒（インターナショナルスクール児童・生徒を
含む）がより一層自信を深めて学習するようになり、認知面・情意面ともに深化することで、将
来科学技術研究の最先端で活躍する自分像を肯定的に描くことができるようになる。
b.英語によるコミュニケーションや英語を生かした科学の学習に対して自信を抱くことができ、国
際的に活躍する自分像を肯定的に描くことができるようになる。
成果１

連携高校と筑波大学・つくばスーパーサイエンスネット、つくば市・常総市と連携し、私

立学校が中核となりながら、インターナショナルスクール生を交えて実施するサイエンスキャンプ
のプログラムを開発できた。
(1)小学生のサイエンスコミュニケーション活動
事後に実施したアンケートから、理科好きな児童が自分の希望で多く参加しており、参加した経
験を肯定的に評価している。実験の難易度は概ね適切であったようだが、児童によっては難しいと
感じる場合もある。しかし、学校の理科授業では体験できない実験内容やフィールドワーク、天体
観望は強く印象に残っている。これらの印象は発展的な科学・技術に関心を抱く貴重なきっかけに
なっている。また、発表準備と発表会に対する印象が強く、高校生に丁寧に指導してもらったプレ
ゼンテーションスキルが新鮮であったことを示している。
(2)高校生のサイエンスコミュニケーション活動
３回のコミュニケーションスキルをトレーニングする事前研修会、３回の科学実験スキルをトレ
ーニングする事前研修会を通じて高校生をサイエンスコミュニケーターとして育成するプログラム
が開発できた。事前事後に実施したアンケートから、キャンプ当日の成果発表会準備活動における
小学生へのプレゼンテーション指導を通じて、自身ののプレゼンテーション・マインドが向上する
という効果を実感していることが確認できた。
(3)大学院生のサイエンスコミュニケーション活動
主に事前研修会において高校生をサイエンスコミュニケーターとして育成する役割を果たすこと
で、自然科学系や教育系に在籍する大学院生がサイエンスコミュニケーション活動をする機会を提
供できた。
(4)私立学校が中核校となる場合の連携方法
茨城県やつくば市、常総市の教育委員会に協力や後援を依頼する方法を確認できた。
成果２

米国の発展的なカリキュラム・試験である Advanced

Placement（AP）の学習に取り組

ませることで、高校生の知的好奇心や学習意欲を高めるプログラムを開発できた。
(1)未学習範囲の学習会・問題練習会の実施方法
AP

Calculus AB、AP

Chemistry の学習項目のうち日本の高校では学習しない範囲を筑波大

学の研究者から講演してもらい、連携校高校教員で解説する学習会、AP 試験問題に解答し解説を
聞く練習会を６回計画（台風のため１回中止）実施し、日本語で学習しながらも英語で記述された
試験問題に解答していく方法を学習し練習するプログラムを開発した。
(2)カリキュラムの分析と学習会・問題練習会の内容設定方法
AP

Calculus AB、AP

Chemistry の２科目で比較しても未学習の範囲の内容の違いがあるた
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め、学習会を適切に実施するための内容設定や研究者からの講演の回数を変える必要がある。また、
予め学習内容を予告し、指定範囲を予習させておく実施形態が有効である。
(3)テキストの購入方法
単なる AP 関連図書と異なり、AP テキストは国内では簡単には入手できないこと、AP に関し
て詳しくかつ入手できる業者ルートを確認できた。
(4)AP 試験の受験方法
毎年５月上旬～中旬に実施される AP 試験の受験方法と試験会場に認定される方法を確立した。
②

研究開発の課題

■ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ
①英語コミュニケーションに関する課題
小学生参加者に国内のインターナショナルスクール児童を加えることで英語コミュニケーション
のトレーニング・研究開発の機会とすることを企図したが、国内のインター校生徒のほとんどは日
本語での日常会話が問題ないため、見知らぬ児童とコミュニケーションをとる状況であれば日本語
を用いるのが自然ということであった。次年度は国内の米軍基地内学校等に参加を呼びかけ、SC
も含めて英語コミュニケーションを中心に行うグループを作成することが可能かどうか試みる。
②取り組ませる科学内容を小学生にどのように理解させるかという課題
高度な科学内容を大学院生 TA や高校生 SC を経由して小学生に体験させることを企図したが、
小学校理科の内容を大きく超える概念、たとえばイオンや電導度などの概念をわかりやすく伝える
方法が課題である。次年度は海外の Gifted Student に対する教材等も研究し、工夫することが可
能かどうか試みる。
③ SNS を用いた情報交換・意見交換に関する課題
高校生に急速に普及している SNS（ソーシャルネットワークシステム）を利用して活発な意見
交換や迅速な連絡体制を企図したが、SNS として Facebook の「茗溪学園コア SSH」というグル
ープページを利用することを提示したため、一部生徒・学校からの Facebook に対する抵抗感が示
され、全員に効果的に利用されるに至らなかった。次年度は Facebook 以外の SNS を用いて情報
交換・意見交換が可能かどうか試みる。
■ AP サイエンス
①科目による取り組み方の違いに関する課題
Calculus AB は日本の高校数学Ⅲ C が理解できればほぼ理解可能であるため、取り組みの早い
段階で問題演習に移行することが可能なのであるのに対し、AP Chemistry は高校化学では学習し
ない項目が多く、それらの内容を講義した上で演習する必要が生じた。今後、他の AP 理数科目の
内容分析を進めながら、科目ごとの学習会の設定方法の確立を試みる。
②講演会・学習会の設定に関する課題
１年次は試行錯誤のため、学習会練習会を茗溪学園教員で主に担当したが、２年次は連携校教員
で分担することを試みる。日程の設定に関しては、日数を増加してほしいという参加生徒の要望や、
同好生徒間のコミュニケーションを図れるような合宿制の学習会の提案も成果報告会で出された。
２年次で検討したい。
③連携校範囲に関する課題
１年次は茨城県内 SSH 校・元 SSH 校に連携を打診した。２年次は AP 等の海外の先進的なカリ
キュラムに関心の高い全国の SSH 校等と連携を試みる。
④取り組み科目数に関する課題
１年次は Calculus AB と Chemistry に限定して実施した。次年度はさらに Biology と Physics B
にも試行を広げたい。そのため連携校内の分担を行い、一校に過重な負担がかからないように試み
る。また、１年次に引き続き 2 年次も参加を希望する生徒をどのように参加させるかも含め、実
施日の日程の工夫にも試みる 。
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第１章 研究開発の課題と概要
１節

研究開発課題とその背景

本校はコア SSH（地域の中核拠点形成）研究開発において、
「大学・地域と連携して育成する小学生・中学生・高校生の英語
を交えた科学コミュニケーション力 ～ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプと AP サイエンスを通して～ 」を掲げ
た。本節では、この研究開発課題を掲げた背景について述べる。
１項

現状の課題

まず、小中学生に対する科学コミュニケーション力の育成の現状について述べる。
（ⅰ）小中学生に対するいわゆる理科実験教室は全国的にも多くの自治体・研究機関・大学・SSH 校が実施しており、大きな
成果があがっている。ただ、その中には比較的短時間で体験できるタイプのものが多く、現象や化学反応等について納得いくま
で考え説明を得られるような、たとえば宿泊を伴ういわゆるサイエンスキャンプ型の取り組みはそれほど多くはみられない。ま
た、本校のあるつくば市には多くの研究機関や大学が集中し、小中学生が参加できる理科系イベントが大変多いが、宿泊を伴う
サイエンスキャンプ型のイベントの数例はいずれも高校生が対象の場合が多く、小中学生向けの取り組みはあまり実施されてい
ない。
（ⅱ）国内に多くのインターナショナルスクールが存在するが、規模や生徒数は大きくないものが多く、十分な理科の実験実習
が不足しているという声を担当者から聞く。全国で実施されている小中学生向けの理科実験教室等は、日本語のみによる実施形
態がほとんどで、インターナショナルスクールの小中学生には参加しにくいものとなっている。
次に、高校生に対する発展的な自然科学の学習機会や科学コミュニケーション力の育成に関する現状について述べる。日本で
昭和 48 年度から実施されていた現代化カリキュラムで高校の理数系教育課程に組み込まれていた内容が大学課程に移行されて
久しい。発展的な内容に興味関心のある生徒も高校２・３年次になると大学受験に備えるため、興味を抑え込んでしまう例も多
い。発展的な理数系科目の内容に関心のある生徒の中には、英語に対しても関心の高い生徒が少なくないが、海外の発展的な理
数系カリキュラム、特に AP（アドバンスト・プレースメント）に対する情報と研究が高校現場では不足しているため、国内で
教育を受けてきた生徒はもとより、海外生帰国生でさえも米国大学進学に関心のある生徒以外はほとんど触れる機会がない。
また、学習した科学的内容を小中学生にわかりやすく解説する活動を通して、自分自身の理解が進み、さらに英語で説明する
場合はより要点を絞って説明する必要があるという体験をする機会が少なく、日本の高校生のプレゼンテーション力が不足して
いる。
２項

本校 SSH 研究開発との関連性と区別

本校 SSH 研究開発において、筑波大学・茗渓会・各研究機関等の支援を得ながら生徒の体験活動を図る「Tsukuba Program」
の中に「SS Camp」と題するプログラムがあり、中学生 1 年生から高校 2 年生までの本校希望生徒対象に、夏期休業前のサマ
ースタディゾーンや冬期休業前のウインタースタディーゾーン等で高度な実験実習に取り組ませている。このプログラムは生徒
の探究心を育成するものであるが、同時に適切な実験実習の題材を開発することもねらいとしており、ここで開発された実験実
習題材をコア SSH 活動に活用することができる。また、
「SS Lab Camp」と題するプログラムがあるが、高校生が対象であり、
コア SSH の小中学生インターナショナルキャンプとは別の取り組みとなる。コア SSH の小中学生インターナショナルキャンプ
に指導支援スタッフとして本校生徒が関与していく場合は、理数系への興味関心とともに英語によるコミュニケーションにも関
心のある生徒が対象となる。コア SSH 活動では、他校生徒・教職員と連携して活動する。
また、生徒の科学的能力と科学において英語を活用する能力を関連させながら応用力を養うことを図る「Global Program」
の中に「SAT Science」と題するプログラムがある。AP と同様の米国の大学進学適性試験に該当する SAT（Scholastic Aptitude
Test and Scholastic Assessment Test）の Subject テストのうち、理数系科目に対して学習会を行い受検させる取り組みであ
り、SSH１年次の平成２３年度では Mathematics Level1、Chemistry、Biology、Physics の科目をひとり最大２科目まで選択
し、３２名の生徒が取り組んだ。本校 SSH 研究開発においては、１年次の問題点を分析し２年次以降も継続させる計画である。
また、
「AP Chemistry」と題するプログラムは、大学教養課程の内容も含む AP 化学の発展的な項目を、寮宿泊時の夜間の集中
講義を利用して希望者に指導する取り組みである。コア SSH の AP サイエンスでは数学や他の理科科目を含めたより高度な科
目内容に関心のある生徒が対象となり、本校生徒の中で「SAT Science」や「AP Chemistry」との両方を希望する生徒がいた
場合は可としたい。コア SSH 活動では、他校の参加希望生徒・教職員と連携して活動する。
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２節

課題解決のための仮説

以上の現状を踏まえ、課題解決のための仮説を以下のように設定した。

本コア SSH 研究開発の２つのプログラム（ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ、AP サイエンス）を実施すること
により、参加した小中高校生に以下の２点の効果が得られる。

a.

発展的な科学・技術に関心・意欲を抱く児童・生徒（インターナショナルスクール児童・生徒を含む）がより一層自信を深
めて学習するようになり、認知面・情意面ともに深化することで、将来科学技術研究の最先端で活躍する自分像を肯定的に
描くことができるようになる。

b.

英語によるコミュニケーションや英語を生かした科学の学習に対して自信を抱くことができ、国際的に活躍する自分像を肯
定的に描くことができるようになる。

３節

研究開発の実施規模

１項

ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ

【共催】

筑波大学

【連携校】

県立日立第一高等学校、県立水戸第二高等学校、清真学園高等学校・中学校、県立並木中等教育学校、
県立竹園高等学校、つくばインターナショナルスクール

【後援】

つくば市教育委員会・常総市教育委員会

【参加者数】

小学生：サマー・キャンプ
５年生 25 名（うちインターナショナル生７名） ６年生 21 名
ウインター・キャンプ
５年生 22 名

６年生 23 名（うちインターナショナル生８名）

高校生：サマー・キャンプ（事前学習会３回を含む延べ人数）
連携校生徒

101 名

茗溪学園生徒

34 名

ウインター・キャンプ（事前学習会１回を含む延べ人数）
連携校生徒

48 名

茗溪学園生徒

18 名

筑波大学生・大学院生：サマー・キャンプ（事前学習会２回を含む延べ人数）
大学院数理物質系（化学）12 名

大学院生命環境系（生物） 4 名

大学生命環境学群（生物） 8 名

ウインター・キャンプ（事前学習会２回を含む延べ人数）
大学院数理物質系（物理） 12 名

大学院生命環境系（地球科学） 16 名

連携校・茗溪学園高教員：サマー・キャンプ（事前学習会３回を含む延べ人数）
連携校教員

26 名

茗溪学園教員

29 名

ウインター・キャンプ（事前学習会１回を含む延べ人数）
連携校教員

11 名

茗溪学園教員

16 名

筑波大学教員：サマー・キャンプ（事前学習会３回を含む延べ人数）
ウインター・キャンプ
２項

６名

９名

AP サイエンス

連携校に参加希望者を募ったところ、清真学園高等学校・中学校、県立竹園高等学校、県立並木中等教育学校の３校から応募
者があった。内訳は、
清真学園高中

数学：高校２年６名、高校１年３名、中学３年１名、化学：0 名

竹園高

数学：高校２年３名、化学：高校２年１名

並木中等教育学校

数学：高校２年１名、高校１年５名、中学３年１名
化学：高校２年 1 名、高校 1 年２名、中学３年１名

茗溪学園中高

数学：高校２年３名、高校１年３名
化学：高校２年２名、高校 1 年２名
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連携校参加教員（分析研究）
清真学園高中

法貴孝哲先生（数学）

竹園高

飯村好和先生（化学）

並木中等教育学校

齊藤達也先生（化学）齊藤利仁先生（数学）飯田 仁先生（数学）

茗溪学園中高

尾島義之先生（数学）宍戸雄一先生（数学）小笹哲夫先生（化学）

４節

研究開発の概要と実施方法

１項

ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ

1.

全国の SSH 校や茨城県内の高校、インターナショナルスクール、米軍基地内学校に連携を呼びかけ、呼びかけに応じた連
携校と筑波大学・つくばスーパーサイエンスネット（筑波大学理工学群・生命環境学群を中心とする未来の科学者育成ネ
ットワーク）のスタッフ、地域のサイエンスコミュニケーター、研究機関等からの支援者らとサイエンスキャンプの具体
的内容（実験実習の題材等）を協議する。コア SSH 用に専用のインターネットサーバを借り受け、SNS 等を用いて随時情
報交換が行える態勢を連携校やつくばスーパーサイエンスネット等の支援組織との間に構築する。連携校・連携機関との
会合もインターネットを利用しての会合が可能かどうかも試みる。

2.

筑波大学が連携している茨城県つくば市や常総市をはじめとし、震災被災地や全国の小中学生、国内のインターナショナ

3.

サイエンスキャンプは１泊２日とし、１日目は午前・午後ともに実験実習を行い、夜は実験結果のまとめと討議、プレゼ

ルスクール、米軍基地内学校の小中学生に参加を募集する。募集数は１回につき、男女合わせて 40～60 名程度とする。
ンテーションの準備と練習を行うサイエンスナイトを行う。２日目は午前に全体で実験結果を発表し、ディスカッション
を行う。
4.

年間計画は、第１回を夏休みとし、主に生物学分野と化学分野から題材を選び、小中学生それぞれが実施可能な内容を設
定する。第２回は冬休みとし、主に物理学分野と地球科学分野から題材を選ぶ。

5.

実験実習題材は、午前から午後まで継続して実施できるものを選び、じっくり観察したり変化を追ったり、データを得て
分析考察できるような内容を用意する。

6.

参加者は３～４名のグループになり、インターナショナルスクールの児童生徒ができるだけ各グループに均等に加わるよ
うなグループ構成とする。各グループに連携校の高校生と大学院生・大学生の TA が加わり、実験実習の指導とともに英語
によるコミュニケーションの支援を行う。

7.

実験実習は筑波大学理工学群・生命環境学群の施設を使用し、夜間のサイエンスナイト（実験のまとめの討議と発表準備）
の活動および宿泊は茗溪学園および茗溪学園学寮を使用する。

２項
1.

AP サイエンス
全国の SSH 校や茨城県内の高校、インターナショナルスクールに連携を呼びかけ、呼びかけに応じた連携校と具体的内容・
日程を協議する。連携校には AP 関連の参考図書を配置する。また、コア SSH 用に専用のインターネットサーバを借り受
け、SNS 等を用いて随時情報交換ができる態勢を整える。連携校・連携機関との会合もインターネットを利用しての会合
が可能かどうかも試みる。

2.

研究開発１年次は数学と化学を実施し、２年次からさらに生物学と物理学を追加して実施する。

3.

AP カリキュラムのうち、国内の教育課程では学習しない内容を日本語で学習しディスカッションを行う学習会を３回実施
する。その後、AP 問題集を用いて、実際の試験に即した練習会を２回実施する。連携校のうち、遠方の学校の生徒は茗溪
学園寮に宿泊することができる。

4.
5.

学習会の指導担当は連携校の教員が分担し、場合によっては筑波大学の支援を得る。
５月に実施される AP テストを参加者のうちの希望者で受検し、学習や練習の成果を確認する。研究開発 1 年次は、平成
25 年５月に実施される AP テストを受検する。

6.

試験会場として茗溪学園がテストセンターに認定されるように申請を行う。
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れる。同じ分野でも高校と大学ではずいぶんと様相が異なる確率を取り上げ、数学の見方の多様化を図る。さらに、
世界で最も有名な数学者と言われる伊藤清先生の確率微分方程式の業績を取り上げ、実社会の中で数学がいかに強
力な武器になっているかを説明していた。
化学講演会：筑波大学数理物質系化学域教授守橋健二先生「オービタルとエネルギー準位・核化学」
現在は高校課程から大学教養課程に移行したこの分野の基本事項を解説していただいた。
午後は全体講演会と茗溪学園教員による AP 問題の演習授業・解説
全体講演会：INFOE-USA 代表松本輝彦先生「日本の高校生も AP を！」
数学学習会：最初の学習会だったので、微分積分を学習するにあたって必要となる英語の言い回しや単語の紹介を行
った。日本語との語順の違いに注目させ、変数の間の関係や、条件の強弱を意識させた。また、よく使われる公式も
英語で紹介し、今後どのような関数のどのような計算を行っていくのかの予告にも行った。
②

第2回

日時

平成 24 年 9 月 2 日（日）10:00～15:00

会場

茗溪学園セミナー室 A・B

内容 午前は数学講演会・化学講演会（高校では学習しない分野の解説）
数学講演会：筑波大学数理物質系数学域講師永野幸一先生「等周不等式～面積を効率よく囲む方法」
永野幸一先生は、微分幾何学の若手の研究者として、第一線の研究現場で活躍されている。等周不等式というわか
り易いながらも、どこから切り込んでいったら分かりづらいテーマを取り上げ、数学の研究がどのように行われて
いくのかを説明する。高校生にも理解できる初等的な不等式から始まり、それが一般化され等周不等式の証明につ
ながっていく様子を追体験することができる。
化学講演会：筑波大学数理物質系化学域教授守橋健二先生「混成軌道と共有結合、錯イオン」
現在は高校課程から大学教養課程に移行したこの分野の基本事項を解説していただいた。
午後は茗溪学園教員による AP 問題の演習授業・解説
数学学習会：三角関数や指数・対数関数、極限、連続性などの説明から入り、微分の定義から計算をするまでの講
義を行った。テキストは、英語と日本語の混じったものを自作した。三角関数の逆関数、不連続関数の微分、積分
などは、日本の教科書では扱われないが、本質的な理解には役立つと考え、ここで紹介した。最後に AP に実際に
出題された問題を解いた。ここで十分に時間が与えられればよかったが、すべての問題を解答するまでには至らず、
解答を作成し配布をした。最後にとった生徒からのアンケートでも、もっと問題演習をしたかったという意見が多
数あったので、次回学習会からは、パワーポイントと電子黒板を有効に使い、問題の提示と解説の効率を高めた。
③

第 3 回（9 月 30 日）台風のため中止

④

第4回

日時

平成 24 年 11 月 11 日（日）10:00～15:00

会場

茗溪学園セミナー室 A・B

内容

午前は化学は講演会（高校では学習しない分野の解説）、数学は茗溪学園教員による微分の解説と演習
化学講演会：筑波大学数理物質系化学域准教授中谷清治先生「酸化還元ポテンシャル」
現在は高校課程から大学教養課程に移行したこの分野の基本事項を解説していただいた。
午後は茗溪学園教員による AP 問題の演習授業・解説
数学学習会：学習に間があいたため、最初に微分の計算練習を行った。前で解説をする教員が１人と、連携校教員
に机間巡視と個別対応を担当してもらった。学年も既習内容もまちまちな生徒が多いため、個別対応は有効だった。
すべての問題ではできなかったが、生徒に自分の解法の説明や、別解の発表を行ってもらい、簡単な議論の場を設
けることもできた。学年が異なることで、発想法に大きな差があることが、逆におもしろい解答を引き出すことも
できた。

⑤

第5回

日時

平成 25 年 2 月 3 日（日）10:00～15:00 ※コア SSH1 年次報告会を同時開催

会場

茗溪学園第１AVE 教室・第２AVE 教室・第３AVE 教室

内容

午前は化学は講演会（高校では学習しない分野の解説）、数学は茗溪学園教員による積分の解説と演習
化学講演会：筑波大学数理物質系化学域教授石橋孝章先生「熱化学とエントロピー」
現在は高校課程から大学教養課程に移行したこの分野の基本事項を解説していただいた。
午後は茗溪学園教員による AP 問題の演習授業・解説
数学学習会：積分の学習を行った。午前中は、区分求積法の説明から始まり、積分の定義、部分積分や置換積分の
練習、回転体の体積の計算など、２時間で行うには過重な内容であったが、テキストをプロジェクターに移しなが
ら、考え方を中心に説明していった。
AP 受験希望調査、アンケートを実施。
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⑥

第6回

日時

平成 25 年 3 月 3 日（日）10:00～15:00

会場

茗溪学園セミナー室 A・B

内容

学習会・講演会および模擬試験配布
全体講演会：INFOE-USA 代表松本輝彦先生「AP 受験対策

米国の学生はどう受験しているか」

AP 試験受験希望者対象ガイダンス
数学学習会：微分方程式の学習を行った。微分方程式といってもその解法を学ぶのではなく、その方程式が表して
いる各点における流れを座標平面上に図示をするという出題がされている。つまり、変数分離形とか同次形といっ
た分類や式変形の必要はなく、その式の意味がわかれば答えられるようになっている。さらに、微分方程式の数値
的な解法としてオイラーの方法を学んだ。微小変化を積み重ねることで数値的に解に達する方法で、式変形のテク
ニックを習得するというより計算の意味を理解することに主眼が置かれている。
２項
①

AP カリキュラムの分析
Calculus AB

●AP Calculus は、主にアメリカの大学の課程を優秀な高校生が高校在学中に受検し、その単位を先取りするためのテストであ
る。日本の課程でいうと、数学Ⅲに簡単な微分方程式が加わった内容になっている。受講にあたっては数学Ⅲの予習が必須とな
るので、先に年度の進度を提示し該当部分を学習してきてもらう形態が必要である。
●日本語で勉強した上に微分積分の内容を英語で勉強することにより、変数と変数、条件と条件の間の関係などを論理的に捉え
る訓練ができる。日本語であるがゆえになんとなく理解したつもりになっていることがらを英語を使って明確に表現することで
理解を深めることができる。
●不連続関数や微分方程式などの扱いもテクニカルな式操作に終始することなく、式の意味を重視した問題作成が行われている
ので、微積分の本質的な理解に役立つものと思われる。
●筑波大学の協力を得て、数学の研究者の講演会を２回企画した。高校数学が大学数学へどのように接続され、さらに最先端の
研究につながっていくのかのイメージを持つことで、学習意欲が増進されると考える。
●AP Calculus には、AB と BC の２つのレベルがある。AB はだいたい数学Ⅲの範囲で間に合うが、BC となると大学初年度の
レベルになり、テーラー展開や微分方程式の解法、偏微分なども必要になってくるため、この学習会では AB の学習に限定した。
●時間も十分にとれなかったことも原因だが、数学の場合は式を見れば、何をやりたいのかが判断できることが多いし、AP の
問題形式が単問の計算が大部分を占めるので、英単語の説明は軽くすませてしまった。とはいえ、高校生にとって、英語で数学
というのは、初めての経験でもあるし、もう少し時間をかけて説明すべきであった。
●微分方程式の学習では、その解法を学ぶのではなくその方程式が表している各点における流れを座標平面上に図示をするとい
う出題がされている。つまり、変数分離形とか同次形といった分類や式変形の必要はなく、その式の意味がわかれば答えられる
ようになっている。
●微分方程式の数値的な解法としてオイラーの方法を学んだ。微小変化を積み重ねることで数値的に解に達する方法で、式変形
のテクニックを習得するというより、計算の意味を理解することに主眼が置かれている。
②

Chemistry

●AP Chemistry の学習内容で日本の現在の高校化学の内容を超えている単元はオービタルとエネルギー準位、核化学、混成
軌道と共有結合、錯イオン、酸化還元ポテンシャル、エントロピーなどである。これらの単元はいずれも昭和 40 年代後半から
の現代化カリキュラムの際に日本の教科書にも記載されていた内容である。したがって、高校 2 年生や先取り学習をしている生
徒であれば内容面での補習が必要ない Calculus AB と異なり、AP Chemistry の場合はどの学年生徒であっても補習が必要にな
る。直近の学習指導要領の改訂に伴い、一部高進度生徒対象の教科書や参考書には「発展」「参考」としてオービタル、混成軌
道、錯イオン等の記載がみられるようになり、化学に高い興味関心を抱く生徒は触れられるようになっている。しかし、SAT
Chemistry とも違って AP Chemistry ではエントロピーを数値的に扱っており、微分方程式を用いた理解ができていないと正
確には解答できない。
●先述の点からも、AP Chemistry に取り組んだ生徒であってもいったん SAT Chemistry への受検体験をし、次の段階として
AP の受験に進むという段階的挑戦も有効であろう。
③

AP

カリキュラム分析から見えるもの

●研究開発 1 年次の 2 科目の分析から見えてくることは、生徒の学習意欲に対する日米の考え方の違い、“平等”に対する日米の
考え方の違いである。
(i)

学習は自分でテキストを読むことで進めるべきものである

欧米の教科書は価格も高く、日本の教科書のように 1 年使用したら廃棄してしまうものとは違う。分厚い理由は、学習とは生
徒が自分で読解することで進めるべきものだからである。そのため、読めばわかるように記述されている必要があり、必然的に
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=؞XPGDKO&KHPLVWU\)DVW7UDFNWRD3UHSDULQJIRUWKH$3  
([DPLQDWLRQ+RXJKWRQ
؞6WHZDUW&DOFXOXV(DUO\7UDQVFHQGHQWDOV6%%URRNV
؞6WHZDUW&DOFXOXV(DUO\7UDQVFHQGHQWDOV6WXGHQW6ROXWLRQ 
0DQXDO9ROXPH%URRNV
؞%6WHZDUW6WXG\*XLGH9ROXPH%URRNV
؞6WHZDUW)DVW7UDFNWRD$3%URRNV
⋋ $3 ୡभਭୡ
ৎ    &KHPLVWU\ ڱ؟াڲقাعك
       &DOFXOXV$%ڱ؟াڴقعك
ভৃ    ḙ᪥৾ୱ
      پবभ $3 7HVWLQJ&HQWHU मૅڳ
+RNNDLGR,QWHUQDWLRQDO6FKRROైقචؚكḙ᪥৾ୱقणऎयؚك7KH$PHULFDQ6FKRROLQ-DSDQق৹ഘك
&KULVWLDQ $FDGHP\LQ-DSDQ୲ূق৪ؚك,QWHUQDWLRQDO6FKRRORIWKH6DFUHG+HDUWقદય ك
6DLQW0DXU,QWHUQDWLRQDO6FKRROق૯ଘؚك0DULVW%URWKHUV,QWHUQDWLRQDO6FKRROقઋૺك
ਭୡા৷  ڭఐ৯ँञॉ ٨ق৪বਗदभৰપٔك౾ા৷ ڀقك
হఃஈ  گা گقكपਭୡभન؞ணட৷੶ো
       ڰাڳڮقଅكप 3UH5HJLVWUDWLRQ ੶ো
়౯ટ৺  ऊাप৪ব &ROOHJH%RDUG ेॉময፝प়౯ਛౚৢੴऋഖଛऔोॊ؛ਛౚमڱమदگؚਰऋ়ત؛
়તखञৃ়ؚ৪বপ৾पো৾खञमਊჾఐ৯भਜ਼ऋੳऔोॊقੳఐ৯मপ৾৾पेढथ౮ऩॊ؛ك
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第３章

１年次の評価と次年度への課題

１節

１年次の評価

１項

ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ

【課題解決のための仮説】
発展的な科学・技術に関心・意欲を抱く児童・生徒（インターナショナルスクール児童・生徒を含む）がより一層自信を
深めて学習するようになり、認知面・情意面ともに深化することで、将来科学技術研究の最先端で活躍する自分像を肯定的
に描くことができるようになる。
①

参加した小学生児童の評価
理科好きな児童が自分の希望で多く参加しており、参加した経験を肯定的に評価している。実験の難易度は概ね適当であった

ようだが、児童によっては難しいと感じる場合もある。しかし、学校の理科授業では体験できない実験内容やフィールドワーク、
天体観望は強く印象に残っている。これらの印象は発展的な科学・技術に関心をいだく貴重なきっかけになっている。また、発
表準備と発表会に対する印象が強く、高校生に丁寧に指導してもらったプレゼンテーションスキルが新鮮であったことを示して
いる。
サマー・キャンプアンケート＜小学生 45 名対象＞

（平成 24 年 7 月 28 日実施）

理科授業の好き・嫌い

0%

好き

24%

どちらでも

76%

最も楽しかった
化学実験

5%

9%

キャンプ参加の評価

2%

2% 0%

自分で
先生の勧め

37%

59%

ない
嫌い

4%

キャンプ参加の動機

48%

友達の誘い

化学実験楽しかったか

0%2%

どちらでも
ない

98%

発表準備

5%

いいえ

生物実験簡単だったか

11%

簡単

はい
どちらでも

84%

ない
いいえ

ない
よくなかっ

25%

化学実験簡単だったか

はい

発表会

11%

98%

た

サイエンスナイト

生物実験楽しかったか

どちらでも

2%

生物実験

34%

親の勧め

よかった

どちらでも

64%
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ない
難しい

簡単

25% 22%
53%

どちらでも
ない
難しい

ٴഀपଋढञऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
२জफ़ॽभ୫॑ৄखञऒधৈૅেधคपৰୡखञऒध२জफ़ॽभੰღदख॒ऐः॑धढञऒधఐ৾ৰୡदःौ॑ण
ऎढञधऌदघ१ॖग़থ५ॼॖॺदणऎढञఄষਃऋ P ुఄ॒टऒधྉभযृৈૅেध৲৾ৰୡृেৰୡ॑ृॉؚः
ौःौऩऒध॑৬ୡखञऒधஎम२জफ़ॽऋౙুऩ॒दघऐनੰؚღ॑खञऊैؚटःवຯोॊऒधऋदऌऽखञ
ٴঽীपधढथகभँढञऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
ভभा॒ऩदؚख॒୫॑ુपखؚःौःौऩऒध॑৾सञऒध२জफ़ॽऩनମऩुभदुऴऎकणऩखऎाऋ
ँॊधखढञऒधୢपऩॉञःभदऩःझअभథऋॎऊढञऒध॑घओःऊठऊ॒॑ऊ॒गऽखञઇइथुैढञऒध
॑स॒ਘपেऊचॊऒधലभअ৫ઠपणःथੴढञऒधमढळॆअखञऒध

क़ॖথॱ؞شय़কথউ॔থॣॺشٛ৵৾ে  ৌٜقਛ  ফ  া  ৰك
৶ఐ౸भऌ؞ः

4%

7%

ऌ
नठैदु

27%
69%

ऩः
ः

य़কথউਸभ௬

य़কথউਸभਃ

7%0%
ঽীद
েभ൭ी

33%

56%

ेऊढञ
नठैदुऩ

भ൭ी

93%

௵भාः

ः
ेऎऩऊढञ

4%

৾৹ਪ௫खऊढञ

ਈु௫खऊढञ

৾৹ਪලटढञ

5% 0%
18%

38%

44%

मः

৶ৰୡ

नठैदु



ऩः
ःःइ

95%

৶ৰୡ௫खऊढञ

5%
0%

मः
नठैदु

95%

11%

৾৹ਪ

ऩः
ःःइ

৶ৰୡලटढञ

नठैदु

64%

ऩः
खः





4%
38%

25%

ල

ල

58%




नठैदुऩ



ः
खः








ٴഀपଋढञऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
ଠ৬೫ྰ॑णऎॉؚাभॡঞृشॱشయ॑ৰपৄञऒधฉ༮௩पଭॉؚढ़ঔওपइऔ॑ृढञऒधᅞ॑ৄॊञी
प໒ణदটشউपणऊऽढथऋऐ॑ఋॉञऒधভद୍भরऋઌढஜपऩॉऩऋैखञऒधৈૅেऋ
ृऔखऎखथऎोञऒध
ٴय़কথউपਸखथऒोऊै૽पয়ठजअऩऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
೫ྰ॑ुैढञऒध೫ྰभखऎाऋॎऊढञઍपजढथऽधीॊऒधऋदऌॊेअपऩढञ໒ణभभॿছ
ঝभऒधऋॎऊढञভदಸखञऒधमপऌऩଢदघॊधःअऒधा॒ऩदਔৄ॑লख়ढथऽधीॊऒध໒
ణभగृഓ২भमऊॉऊञெୗपऽधीॊऽधीऊञ
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②

高校生サイエンスコミュニケーターの評価

ほとんどの高校生が小学生との関わりの中から、科学の面白さを再発見し、小学生に科学の魅力を伝えるためにはまず自分が
魅力を感じる必要があることに気付いている。普段、他人とのコミュニケーションに自信のなかった生徒もコミュニケーション
講座を通じてオープンマインドの重要性を体験的に理解でき、小学生に指導するという体験の中で自ら学んでいる様子、情意面
の理想的な変容がアンケートから読み取れる。
サイエンスキャンプ事後アンケート＜高校生 36 名対象＞
総合的な満足度（夏）

13%

3% 0%

満足
やや満足

30%

事前研修化学

16% 0% 0%
32%

どちらでも
ない
やや不満

54%

（平成 24 年 12 月 27 日実施）

67%

満足

60%

33%

どちらでも

21%

37%

42%

どちらでも
ない

やや満足

6% 3%

45%

満足

46%

ない
やや不満

ない

事前研修地学

5%

44%

やや満足
どちらでも

どちらでも

満足
やや満足

59%

英語プレゼン講座

満足

総合的な満足度（冬）

31%

やや満足

ない

ない

9%

やや満足

プレゼン実習

やや満足

満足

8%

やや不満

事前研修生物

16%

満足

どちらでも

52%

不満

17%

プレゼン講座

事前研修物理

5%

満足
やや満足

51%

どちらでも

どちらでも

ない

ない

28%

満足

43%

24%

やや満足
どちらでも
ない
やや不満

●身につけたり向上したりした力・スキル・意識＜サマー・キャンプ＞（自由記述より抜粋）
年下に対して物事を簡単かつ面白く伝えられるように意識した。また、人を飽きさせないスキルや仲良くなれるコミュニ
ケーション力を高められたと思う。/人前ではずかしがらずに話す技術。人に分かりやすく教える技術。/小さい子とのコ
ミュニケーション能力。観察眼、表現力。/プレゼンテーションをするときに、あまり緊張せずに楽しんでできるようにな
った。/ザリガニについての知識や小学生と高校生の集中力の違いやそれに対しての対処方法を学んだ。
●最も大変だと思ったこと＜サマー・キャンプ＞（自由記述より抜粋）
プレゼンの準備を、少ない時間の中で構成を考え、製作していくこと。/小学生にどのようにしたら楽しさが伝わるか、と
いう自分の教え方の面で大変だと感じました。/小学生に考えさせるということ。/小学生の予想外の行動/小学生に自分で
考えて行動してもらうようにすること。/発表の手伝いをすること。あきる小学生が出てきたから。/２日目に小学生の集
中力が欠けてしまったこと、またその対処。
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●サイエンスコミュニケーターに必要な能力とは＜サマー・キャンプ＞（自由記述より抜粋）
答えを教えるのではなくプロセスを教えること。/人々に科学の面白さを伝えられるコミュニケーション力。参加者が自分
で自然と答えを導けるよう促す指導力。/楽しさをひきだす能力/実験や原理に興味を持ち楽しみそれを人に分かりやすく
伝えたり、話したるする能力。/社交性、協調性、統率力、コミュニケーション力/臨機応変で柔軟な考え方。様々な趣味。
/年齢に左右されない会話能力。理科が好きかどうか。/勇気（話しかける）と引っぱっていく力。/相手にわかりやすく伝
えつつ、ちょっとした疑問を残す。/自分も小学生と同じ目線で興味を持つこと。
●次期 SC へのアドバイス＜サマー・キャンプ＞（自由記述より抜粋）
理系の人間が来るべきところです。理科・子どもが好きな人はぜひとも参加を。/“自分が教える”というだけでなく“参加者
からも学ぶ”という姿勢も大切だと思いました。指導する側、される側という立場でなく、１つのチームとして行動するこ
とが大事だと感じました。/小学生と積極的に関わること/余計だと思っても、いろいろ考えてください。/広い視野で周り
を見て小学生全体に気を配る。/小学生とたくさんしゃべることは大切。色々な視点で物事が見られます。/恥ずかしがら
ずに、やれるだけやってみる/小学生を飽きさせないよう、１日目から、目を配ることが大切です。
●身につけたり向上したりした力・スキル・意識＜ウインター・キャンプ＞（自由記述より抜粋）
理科のおもしろさを伝えること。/知らない人と話せるようになった。いろんなイベントに参加したいと思った。/年齢や
考え方が異なる人々をまとめる力/自分がすべてやるのではなく、小学生が満足できるように手助けをするという意識。/
他人と協力する力。科学に対する興味/小学生がうまく言葉にできないことを言葉にできるようなヒントを与える。/人と
の関わり方。/子ども目線で考えること。
●最も大変だと思ったこと＜ウインター・キャンプ＞（自由記述

抜粋）

科学の本質を伝えること。/班の子がいじけてしまったとき。間違えてしまったとき、モチベーションを再び上げるのが大
変だった。/限られたデータから考察すること/なぜそうなるかという原理、仕組み、理由をきちんと把握すること。/小学
生にうまく自分で考えてまとめてもらうこと。（実験の結果からわかることに気づいてもらう）
●サイエンスコミュニケーターに必要な能力とは＜ウインター・キャンプ＞（自由記述

抜粋）

答えではなく方法や過程のみを教える能力。/子供とのコミュニケーション能力。科学を好きだと思えること。/ドンと構
える心の広さと、周り（人や時間）を気遣える能力。漢字を含めた常識、基礎知識、科学に対する熱い思い。/I think it’s to
be all communicate with other people to work well with each other. Also, to be all to be independent so that you
will not stay behind./子供に話しかけることができる能力が必要だと思います。易しく話せると子供は言うことを聞いて
くれてすらすら行動できます。それに、リーダーシップが必要です。自分から命令して confidence がないと周りの人は不
安になります。
●次期 SC へのアドバイス＜ウインター・キャンプ＞（自由記述

抜粋）

分かりやすく教える能力、まとめ力、子どもと仲良くする能力、コミュニケーション力が必要です/タフな人が必要です。
/”答え”は教えるな。過程（プロセス）を大切に/そんなに知識や能力が無くても大丈夫だし、学べるし楽しいですよ。/小
学生をあなどってはいけない。/小学生とのコミュニケーションによって自分も学ぶことがある。/全力で知らない人と話
し、教養を深めよう。/小学生は意外なことにこだわる。/1 日 1 日、その時間、その研究を楽しむ。/小学生はモンスター
だけど、やりがいはある。/To be taking care of them more

so that they will know what to do more. Because I saw

that some of the people at the place were confused of where to go and what to do./SC はサポートすることが仕事。
主役は小学生。/ confidence を持って。
２項

AP サイエンス

【課題解決のための仮説】
英語によるコミュニケーションや英語を生かした科学の学習に対して自信を抱くことができ、国際的に活躍する自分像
を肯定的に描くことができるようになる。
先進的な理数学習に高い意欲を持つ高校生にとって、米国の高校教育上級・大学教養課程に該当する数学・化学の内容を学習
するというプログラムは、その知的好奇心や学習意欲を満足させ、英語を用いてでも国際標準の学習内容を体験したいという向
上心を充足させる非常に有効な手段であることが以下のアンケートから窺える。なお、調査対象数が少なく限定されていること
から分析に統計的手法は用いず、素因比率と記述内容から評価を行った。
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ਸ਼  ৾ಆভ॔থॣقॺشਛ  ফ  া  ৰك
$3 १ॖग़থ५पਸൌखञपୄखञऒध
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ढञ؛ਯ৾ऋःौःौऩীपঢ়બखथःथउुखौः؛ႃँऽॉି৯औोऩःधऒौदਯ৾ऋཱུढथःॊ໌؛
ౠप  સ  સ৶ੰदऌॊযेॉुगढऎॉৎ॑ऊऐथ  સ৶ੰघॊযऋठदघेؚधःअउਵु؛ढधਘ॑खऩ
ःधःऐऩःधगञ؛ଠྜदऩऎथुଢ଼दऌॊु؛ढधপ৾भਯ৾॑ৰᄷप৾लञः؛প৾दभَન૨ُमनभ
ेअप৾योॊऊৗखःଳਡदৄॊऒधऋदऌञ؛ન૨धীपঢ়બऋँॊधमઓॎङञीपऩढञृ؛मॉਯ৾म௫
ख॒टऋठटधઓढञ؛ॠকথঈঝऩनमਜ਼ৎओधपृॊध੭ऋڬपऩॊधःअীऋ௪ऊढञ؛ঽী
दु୦ऊदऌॊेअऩਞऋखञु؛ढध৬ऩਵऋୂऌञऊढञ؛ಔ২भৈःਵटढञऋुؚअ২ঽীभওঔऩन
॑୮ಆखञःधઓढञु؛ढधऎੴॉञः؛
ٴ৲৾ভق໒ణপ৾ஹଶઇ౸॑كਭखथॎऊढञऒधؚगञऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
$3 दुরگदಆढञऒधु૽पञण؛
قর৾  ফেكਉभଡୗपणःथेॉःੴऋ੭ैोؚஶୁदभูुಁइञ؛
ৡ৾ऩऒधभ੦ຊؚपঢ়घॊ্ஙૄऋॎऊढञ॔؛ওজढ़दಆढञઍधऺऻग॔ق؛ওজढ़ऊैभషবেك
ઍमखऊढञऋ৶ੰदऌञभदᇃखऊढञ؛
قর৾  ফেك$3 ৲৾मऒोऽदृढथऌञुभधमঞঋঝऋ৸ऎୀअ
ुभटढञ؛ऒभॠকॵউ॑ঽಆदඇीथःऌञः؛३গঞ४থफ़্شஙૄभ ƑŏƏŏƐ पणःथभถपणःथॎऊढञ؛
ٴ$3 ভق,1)2(86$ ૈমে॑كਭखथॎऊढञऒधؚगञऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
মभ৾েमुढधঽ৾खऩऐोयऩैऩः؛ੴ॑੭ॊऒधपॉमऩः؛ঽपম॑ഭाੴ॑ૐीॊधःअऒ
ध॑ମपणऐॊ؛ସਖ॑ாपघॊ؛মभৈૅभઇఐછमँऽॉपුः਼؛ੀभরदেऌॊञीपम $3 भेअप
ாपਘखथःऊऩःधःऐऩः؛ञऎऔ॒ഭ॒दঽप৾ಆ॑ਤीथীऊैऩऊढञधऒौमସਖखऩऎथम؛
رऋःऊपম॑ഭऽऩःऊؚध਼ੀभঞঋঝऋॎऊढञ؛ਲਗपमমधमऐञୀःपऎभਘ॑खथःॊযऋःॊ
धःअऒध॔؛ওজढ़भ౸म|ಉ|ट؛ਭऐମऩਘदम਼ੀदमৢ৷खऩः؛পऌऩপऌऩตभँॊਵदखञ؛
खऎथु $3 पරਅखथाञः؛$3 पेॊॢটشংঝऩઇऋुञैघਹਡभপऌऔऋॎऊढञ؛ऒोऽदभ৾ಆभ
্১॑ৄઉखؚ$3 धःअਃভ॑ઞढथমटऐदऩऎবऩਘभਏಞ॑ॉোोञः؛মमुढधཱུैऩःध
ःऐऩः؛ਃैृ؛ऩऌूःऐऩःऒधऋৄइञ؛ৡघोयघॊऺनਛदऌॊન૨ऋৈऽॊभटधगञ؛
মमुढधਗবभઇ২॑ॉোोॊसऌटधઓअ॔؛ওজढ़भ৾েञठध଼ଥखथःऎञीपुঽীभ০भਘ১॑
इॊसऌटधઓढञ؛ঽীपमऽढञऎਘऋଌॉऩःधઓढञ؛মभৈૅেभঞঋঝमৈऎऩःधःॎोॊभम
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ँऽॉଐःਞীदमऩः؛ઇఐછभઍ॑ैऔोञऒधपᄸॉ॑गञ؛ཙखऔुगञ؛প৾ਤ৾॑ਭୡਘங২
पखऊઅइथःऩऊढञऋرऩ৭උऋँॊऒधऋॎऊढञ؛$3 ॑মदੂीथ৾सॊधमઈऋଐःृ؛ॊਞऋᅞःथ
ऌञ؛छढञःৈڮदਭୡखेअ؛বद $3 भோ॑ुढधੴढथुैःञः؛বदुढधৢ৷घॊुभपऩढथऺ
खः؛ঽীद਼ੀఴु৶ुਤीथ৬ਙ॑धअधઓढञ؛
ٴਖಫಆভ॑ਭखथॎऊढञऒधؚगञऒधقঽ੶ेॉ௷ხك
ஶୁऋഭीऩःध୬ླઊठदऌऩःऒधऋॎऊढञ؛
ق৲৾كऱधणभਖदुऎभੰऌ্ऋँॊऒधऋॎऊढञ؛
قਯ
৾كा॒ऩदੰऎभम௫खः؛
قਯ৾كप৲৾भઇఐછ॑৸ഭखञः؛
ق৲৾كযपହघॊभमએஜःधीथ
गञق؛ਯ৾كஶୁदुਯ৾दु਼ੀमુৢटधःअऒधऋॎऊढञق؛ਯ৾ك

ਸ਼  ৾ಆভ॔থॣقॺشਛ  ফ  া  ৰك

৪বभঁॖঞঋঝऩఐ৾॑

ਠৎਡदभਭୡൌ

৪বृਲਗभপ৾प௪ऋँॊ

৶ੰखञः
ਭୡघॊ

44%

31%
19%

ॎऊैऩः
০ফमखऩः

6%

धथुजअ

25%
69%

ਭୡखऩः

धथुजअ

38%

ઓअ
जअઓअ

37%

25%

ँऽॉઓॎ
ऩः

6%

ఐ৾ड़জথআॵॡप૽पয়ण

13%
31%
56%

ૅেधੴॉ়ःपऩोॊ

धथुजअ

धथुजअ

ઓअ

ઓअ

जअઓअ

31%

19%
50%

ँऽॉઓॎ
ऩः

31%

13%

ऩः

6%
धथुजअ
ઓअ

87%

जअઓअ

ઓअ

31%

जअઓअ

63%

ँऽॉઓॎ
ऩः
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ઓअ
जअઓअ
ँऽॉઓॎ
ऩः


धथुजअ

25%
44%

ँऽॉઓॎ

ेॉੜखञ

ऩः

धथुजअ

जअઓअ

ఐ৾ૼषभঢ়ੱਔඟऋ

ँऽॉઓॎ

$3॑ਭୡखथाञः


ਯ৾৲৾भ৾ಆभཫापऩढञ

ઓअ
जअઓअ

●化学講演会（筑波大学石橋教授）を受講してわかったこと、感じたこと（自由記述より抜粋）
エントロピーとエンタルピーとギブス自由エネルギーがわかった/熱力学から平衡定数が出せること/エントロピーとエン
タルピーの違い、熱力学がわかった/吸熱反応について、エントロピーとエンタルピーがわかった/熱力学は他と比べて厄
介だと思ったが面白かった/この内容はとても面白い。/何でこんな大事なことを授業でやらないのだろうか。
●問題練習会に参加してわかったこと、感じたこと（自由記述より抜粋）
様々な方法で体積が求められることがすごいと思った。/いろいろと日本とは違うやり方があること。/微分積分の基本が
わかり、日本ではあまり一般的でない問題を扱った応用が少しながら解けるようになった。/ΔG=０の基準がわかった/今
まで知らなかった解法を知ることができた。/エントロピーとエンタルピーはどのように使われているかがわかった。/微
分が積分をやったおかげで簡単に思えた。/ⅢC の積分がある程度わかるようになった。/未学習のことばかりで全然わから
ない時もあったが雰囲気は楽しかった。/面白かった。/講演会で曖昧だったところが分かってよかった。/やっぱりハイレ
ベルでした。来年はもっとスムーズに受けられるように予習してきます。/とにかく難しかった。けれど今回はいろいろと
理解することができたので良かった。/授業でやったことのあることしか学んだことがなかったので、こういうところで丁
寧に教えてもらえたのはすごく良い経験になった。/問題そのものはそれほど難しくはないと感じた。/この内容は難しい
けれど面白い。/数Ⅲの準備になってよかった。/難しいのですらすらと問題が解けなかったが、わかると面白かった。/す
ごく良くわかった。
●AP サイエンスを受講して良かった点（自由記述より抜粋）
積分の面白さがわかった/すごくよかったです。自分はまだまだなので、もっとやりたいです。/化学だけでなく英語も必
要になり学べること。学習の励みにもなる。/先取り学習を少し進めることができた。英語で問題を解くことが少しわかっ
た。/先の数学に興味を持つことができた。/発展的な化学を勉強できたこと。/英語の説明を少し入れてもらいながらやっ
てもらえたので国際的なレベルで数学の力がついたような実感を得られた点。何となく知っていた数学の勉強に関心を持
てるようになった。/これまでより深いところで化学を学べる点。/数学を違う視点から見ることができた。/アメリカの AP
の内容を少しでも触れたことが良かった。内容に更なる興味を持つようになった。/化学の授業内容が理解しやすくなった。
面白かった。
●改善してほしい点（自由記述より抜粋）
午前中にして科目数を増やしてほしい/授業数をもっと多く。/最後に授業で説明した問題も含めた解答解説を配ってほし
い。/講義の回数を増やしてほしい。/英単語が難しいとき、その訳がある表があるとうれしい/もう少し早く始まってほし
かった。/日曜ではなく普段の日に公認欠席でやってほしい。/実際の AP テストに即した問題がほしい。
２節

次年度への課題

１項

ジュニアインターナショナルサイエンスキャンプ

①

英語コミュニケーションに関する課題
小学生参加者に国内のインターナショナルスクール児童を加えることで英語コミュニケーションのトレーニング・研究開発の

機会とすることを企図したが、実施してみると参加者は全員日本語が流暢であった。インターナショナルスクール教員に事情を
伺うと、国内のインター校生徒のほとんどは外国籍であろうと日本人帰国生であろうと日本語での日常会話は問題ないため、見
知らぬ児童とコミュニケーションをとる状況であれば日本語を用いるのが自然ということであった。次年度は、国内の米軍基地
内学校等に参加を呼びかけ、SC も含めて英語コミュニケーションを中心に行うグループを作成することが可能かどうか試みる。
②取り組ませる科学内容を小学生にどのように理解させるかという課題
大学研究者の高度な科学内容を大学院生 TA や高校生 SC を経由して小学生に体験させ、先進的な科学技術に興味関心を抱か
せることを企図したが、小学校理科の内容を大きく超える概念、たとえばイオンや電導度などの概念をわかりやすく伝える部分
が課題である。次年度は海外の Gifted Student に対する教材等も研究し、工夫することが可能かどうか試みる。
③SNS を用いた情報交換・意見交換に関する課題
高校生に急速に普及している SNS（ソーシャルネットワークシステム）を利用して活発な意見交換や迅速な連絡体制を企図
したが、SNS として Facebook の「茗溪学園コア SSH」というグループページを利用することを提示したため、一部生徒・学
校からの Facebook に対する抵抗感が示され、全員に効果的に利用されるに至らなかった。実際は Facebook もグループページ
は指定関係者以外は閲覧できず問題はないのであるが、企業イメージの影響が大きいため、次年度は Facebook 以外の SNS を
用いて情報交換・意見交換が可能かどうか試みる。
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２項
①

AP サイエンス
科目による取り組み方の違いに関する課題

Calculus AB は日本の高校数学ⅢC が理解できればほぼ理解可能であるため、取り組みの早い段階で問題演習に移行すること
が可能なのであるのに対し、AP Chemistry は高校化学では学習しない項目が多く、それらの内容を講義した上で演習する必要
が生じた。今後、他の AP 理数科目の内容分析を進めながら、科目ごとの学習会の設定方法の確立を試みる。
②

講演会・学習会の設定に関する課題
Calculus AB は早めに問題演習中心の展開に変更したが、一方大学の研修者の講演を希望する生徒もいた。大学の研究者の知

見を先進的な理数教育に関心の高い高校生に伝達するという点も魅力的なので適宜配置したい。
初年度は試行錯誤のため、学習会練習会を茗溪学園教員で主に担当したが、次年度は連携校教員で分担することを試みる。日
程の設定に関しては、日数を増加してほしいという参加生徒の要望や、同好生徒間のコミュニケーションを図れるような合宿制
の学習会の提案も成果報告会で出され次年度で検討したい。
初年度の反省点として、テキストの購入がある。AP テキスト（問題集ではなく）は通常の洋書購入ルートでは購入できず、
購入に手間取ったため、参加生徒に次回予習内容を提示することが有効にできなかった。次年度は年間での進度予定を予め提示
し、予習を前提とした取り組みを試みる。
③

連携校範囲に関する課題
初年度はコア SSH 指定の連絡を確認してからの取り組みとなるため、全国の SSH 校にまで打診する余裕がなく、連携してい

ただいた茨城県内 SSH 校・元 SSH 校に連携を打診した。次年度は AP 等の海外の先進的なカリキュラムに関心の高い SSH 校
等と連携を試みる。
④

取り組み科目数に関する課題
初年度は試行のため取り組み易い Calculus AB と Chemistry に限定して実施した。次年度はさらに Biology と Physics B に

も試行を広げたい。そのため連携校内の分担を行い、一校に過重な負担がかからないように試みる。関連して、初年次に引き続
き 2 年次も参加を希望する生徒がどのように参加可能かも含め、実施日の日程の工夫にも試みる。
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ৱમ ڭ१ঐ؞ش१ॖग़থ५य़কথউ ভप৷ःञএ५ॱش
ਈરೢউঞ८থೖ॑ਭೖखञॳشभષقਸखञ৵৾ে  दౣਛखञॳشك
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क़ॖথॱ؞ش१ॖग़থ५य़কথউ ভप৷ःञএ५ॱش
ਈરೢউঞ८থೖ॑ਭೖखञॢঝشউभષقਸखञ৵৾ে  दౣਛखञॳشك
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ਛ  ফ২
५شঃش१ॖग़থ५ঁॖ५ॡشঝଢ଼৫ৰਾઔછ
ਸ਼ڮফઃ
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