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１年：科学探究基礎中間発表会

（11/５　本校LAN教室）

１年：科学探究基礎発表会

（２/４　本校LAN教室）

SSH生徒研究発表会

（８/５ 神戸国際展示場）

豊中高校研究発表会（招待発表）

（２/９大阪府立豊中高等学校）

１．課題研究の充実に向けた取組み

３年：課題研究発表会

（６/26 国際障害者センター）

２年：課題研究中間発表会

（11/25 本校体育館）

大阪サイエンスデイ（第２部）

（12/19 大阪工業大学　梅田キャンパス）

大阪サイエンスデイ（第１部）

（10/16 大阪府立天王寺高等学校）



市大理科セミナー

令和元年度 大阪市立大学

大学訪問研修

令和元年度 大阪府大・近畿大

サイエンスツアー 校外研修（第１学年） 校外研修（第２学年）

(8/2,3,4 福井県立恐竜博物館) （令和元年度　人と自然の博物館） （令和２年度 南方熊楠記念館）

サイエンスツアー 校外研修（第１学年） 校外研修（第２学年）

(8/2,3,4 伊吹山) （令和２年度　野島断層保存館） （令和２年度 天神崎での磯観察）

２．研究機関との協働プログラムの作成

高大連携講座

（８/30,31 本校理科実験室）

大学訪問研修

（12/15~12/22 オンライン開催）



小学校への出前授業

（12/16 若松台小学校）

小学校への出前授業

（12/21 はるみ小学校）

科学の甲子園

（10/17 大阪工業大学　梅田キャンパス） （1/15 JT生命誌研究館） （1/15 京都水族館）

放射線セミナー サかイエンス（堺市主催） 私の水辺交流集会

（令和元年度 大阪科学技術センター） （令和元年度 ソフィア堺 工作室） （令和元年度 泉北府民センター）

３．地域連携、及びサイエンス部の活動

泉北子ども科学教室

（８/17.18 本校理科実験室）

泉北子ども科学フェスティバル

（12/26 本校化学実験室ほか）

サイエンスツアー（サイエンス部企画）



オンライン・ウェビナー（アメリカ大使館主催）

（５/24 本校生物講義室）

（サバ大学での研修・交流） （ウルスナガン小学校との交流） （モンゴルバル村でのホームスティ）

台湾スタディツアーでの交流

（令和元年度 台北市,中壢高級中学）

４．グローバル人材育成に関わる取組み

プロジェクト型グローバル・サイエンス研修

（７/26~７/29 滋賀：琵琶湖周辺）

科学英語プレゼンテーション発表会

（２/９   本校生物講義室）

台湾での合同研究発表会

（令和元年度 国立彰化高級中学）

ボルネオ海外研修（令和元年度 マレーシア・ボルネオ島）
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令和３年度 研究開発実施報告書（第５年次）発刊にあたって 

 

大阪府立泉北高等学校 

校 長  西田 恵二 

 

本校が初めて文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指定を受けたのは

平成 18（2006）年度でした。大阪府立の高校では３番目に早い指定で、以来、総合科学科の生徒

を対象とした教育カリキュラムの研究開発を通して大阪府の理数教育を牽引してきました。平

成 29 年度には、「グローバル社会を牽引する科学的素養を有する人材育成」を研究開発課題と

して第Ⅲ期５年間の指定を受け、本年度はその最終年度となりました。 

第Ⅲ期においては、「課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実」「研究機関との協働プロ

グラムの作成」「地域の理科教育の拠点校をめざす取組み」「グローバル人材の育成」を研究開

発の４本柱とし、課題研究活動の充実をＳＳＨ事業の中心に置きながら、課題研究マニュアルの

改定、卒業生とのネットワーク構築、実験重視の少人数展開授業、高大連携講座及び大学訪問研

修、小・中学生対象の科学教室、サイエンスツアー、プロジェクト型海外研修等々、様々な取組

みを推進して参りました。令和元年 11 月に実施された文部科学省による中間評価においても、

本校は「これまでの努力を継続することによって、研究開発のねらいの達成がおおむね可能」と

評価されました。 

今、本校では、第Ⅳ期のＳＳＨ指定に向けて、新たな研究開発課題を「国際人としてのグロー

バルな視野を持った科学技術人材の育成とそのシステムの開発」と定め、事業計画を策定し文部

科学省に提出したところです。これまでの効果的な取組みの継承とさらなる充実を図るととも

に、引き続き課題研究における探究活動を軸としながら、国際文化科とのコラボによるグローバ

ル・サイエンスキャンプの実施や地域の方を交えたシンポジウム開催等の新しい取組みにもチ

ャレンジしようとしています。当該指定の可否は今年度末にわかるとのことですが、その結果に

かかわらず、本校は今後も堺市泉北地域の教育拠点校として、理数教育のすそ野の拡大、グロー

バルマインドを持ち社会に貢献できる人材の育成等に、学校を挙げて取り組んで参ります。 

本報告書は、本校の第Ⅲ期ＳＳＨ事業における活動内容をまとめたものです。皆様にご一読い

ただき、ご指導ご鞭撻をいただけましたら幸甚です。 

最後になりましたが、コロナ禍の中におきましても、文部科学省、科学技術振興機構の皆さま、

及び運営指導委員の皆さまのご指導とご援助、並びに関係大学と研究機関の先生方のご理解と

ご協力を賜りながら研究開発を実施できましたことを深く感謝し、改めまして厚く御礼申し上

げます。 

 

令和４年３月 
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別紙様式１－１ 

大阪府立泉北高等学校 指定第Ⅲ期目 29～03 

 

❶令和３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  

グローバル社会を牽引する科学的素養を有する人材育成 

②  研究開発の概要  

卓越性を意識した課題研究の質的向上をめざして、より優秀な課題研究においては論文作成を行う。ま

た、研究機関との協働プログラムを作成して、高校生の研究意欲を高めるような仕組みを構築していく。

指定が第Ⅲ期目になり、これまで輩出してきた多くの卒業生とのネットワークを構築し、在校生の課題研

究の取組みへの協力が得られるような仕組みを構築する。地域の理科教育の拠点として、小学校や中学校

に高校生を派遣して実験教室を開催し、地域の科学リテラシーの向上に努める。さらにはグローバルな視

点で物事をとらえ、世界に発信できる素養（英語能力を含む）を身につけた国際的に活躍できる人材を育

成する。 

③  令和３年度実施規模  

 

課程 学科 
第１学年 第２学年 第３学年 計 

生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 

全日制 
総合科学科 120 ３ 120 ３ 119 ３ 359 ９ 

国際文化科 160 ４ 159 ４ 157 ４ 476 12 

計 280 ７ 279 ７ 276 ７ 835 21 

（備考）総合科学科生徒全員を主対象者とし，国際文化科生徒を含めた全校生徒を対象とする。 

④  研究開発内容  

○研究計画 

＜第一年次＞ 

・総合科学科にグローバルコースの設置を継続する。  

・台湾への海外研修を継続実施する。 

・大阪府立大学や大阪市立大学、近畿大学と連携して、連携講座や訪問研修を行う。 

・小中学生対象の「泉北科学教室」入門編を高校生が主体となって継続実施する。 

・第１学年においては学校設定科目「科学探究基礎」を継続実施する。 

・「科学的な探究能力」を評価するテストを実施し、ＳＳＨ事業の効果を点検する。 

・先行研究の検索システムを構築する。 

・卒業生のネットワーク『泉北高校総合科学科 Semboku Science course ＯＢ ＯＧ net：ＳＳＯnet』

を構築する。 

＜第二年次＞ 

・総合科学科グローバルコース第２学年においては、「科学英語プレゼンテーション」を開設する。 

・台湾での海外研修を拡充し、ホームステイや合同発表会を視野に入れた交流を行う。 

・小学生向けの「泉北科学教室」上級編の開催と、中学生向け課題研究講座の開始。 

・卒業生のネットワーク（ＳＳＯnet）に関しての活用法を改善する。 

・先行研究の検索システムの改善を図る。 

＜第三年次＞ 

・第３学年のグローバルコースの生徒は「課題研究発表会」で英語による発表を行う。 

・理科で双方向型授業を試行的に実施してその効果を検証する。 

・卒業生のネットワーク（ＳＳＯnet）を利用し、在校生の課題研究への助言をしてもらう。 
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・先行研究の検索システムを利用して課題研究のテーマ設定をより丁寧に行う。 

・小中学校の教員向けに、実験の指導方法に関する研修会を開催し、本校の指導法を紹介する。 

＜第四年次＞ 

・海外の高校等との７年間の合同発表会の成果をまとめ、共同研究をめざして発表会を行う。 

・第Ⅱ期で作成した「課題研究マニュアル」の改定に向けて問題点を調べる。 

・卒業生のネットワーク（ＳＳＯnet）を利用して卒業生に来てもらい在校生との交流会を開く。 

・先行研究の検索システムを利用することで、課題研究のテーマ設定をより深める。 

・サイエンス部の卒業生を招き、サイエンス部の活動報告会を開く。 

＜第五年次＞ 

・卒業生のネットワーク（ＳＳＯnet）や先行研究の検索システムのさらなる有効利用を検討する。 

・第Ⅱ期で作成した「課題研究マニュアル」の改定を行う。 

・高大接続に関する研修会を開催し、小中学校の教員とともに教科教育について検討する。 

・海外の高校等との交流を深めて、合同研究を実施する。 

・小中学校教員対象に｢自由研究」に関する研修会を開催し、本校で得られた指導法を伝達する。 

・16年間のＳＳＨの取組みに関する総括を行い、意識調査や評価テストに基づき検証する。 

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

１）学校設定科目「科学探究Ⅰ」２単位及び「科学探究Ⅱ」１単位を設定。 

① 特例の適用範囲：総合科学科第２・３学年の全生徒（各学年３クラス） 

② 特例の内容と代替措置：理数科「課題研究」（１単位）と「総合的な学習（探究）の時間」 

（２単位）の代替として、学校設定教科「総合科学」の中に、学校設定科目「科学探究Ⅰ」 

（第２学年、２単位）、「科学探究Ⅱ」（第３学年、１単位）を設定。 

③ 代替する理由：第２学年～第３学年にかけて系統的に「課題研究」に取り組ませるためには、学校

設定科目「科学探究Ⅰ」「科学探究Ⅱ」に統一して体系的に指導することが効果的である。 

 

２）教育課程の特例に該当しない教育課程の変更（巻末資料、教育課程表参照） 

Ａ： 総合科学科にグローバルコース（定員 各学年 40 名）を設ける。 

① 対象：総合科学科１～３学年の希望生徒（定員 40 名） 

② 内容：＊第１学年：学校設定科目「科学探究基礎」（１単位）、ＡＣＴⅠ（２単位）を履修する。 

＊第２学年：学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」（１単位） 

ＡＣＴⅡ（２単位）を履修する。 

＊第３学年：「科学科英語」（２単位）、「実践英語演習」（２単位） 

ＡＣＴⅢ（２単位）を履修する。 

Ｂ：総合科学科に「科学探究基礎」（１単位）を設定する。 

① 対象：総合科学科第１学年の希望生徒（定員 40名） 

② 内容：週１回、放課後に時間割を設定し、課題研究を進めるために必要な学習を進めるとともに 

９月以降は課題研究に取り組む。第２学年以降は他の生徒と同様に「科学探究Ⅰ・Ⅱ」で課

題研究を継続する。 

 

○令和３年度の教育課程の内容 

専門教科「理数」「英語」、普通教科「情報」、学校設定教科「総合科学」に関わるものは以下の通

りである。 

＜第１学年＞ 

「理数数学Ⅰ」（６単位）、「理数化学」（２単位）、「理数生物」（２単位） 
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「情報の科学」（２単位）、「科学探究基礎」（１単位） 

「理数数学Ⅰ」の３単位分は１クラス２展開の習熟度別少人数授業を、「理数化学」「理数生物」も

20 人ずつの少人数授業を行っている。「科学探究基礎」は希望者のみ選択（４４名） 

＜第２学年＞ 

「理数数学Ⅱ」（４単位）、「理数数学特論」（２単位）、「理数化学」（２単位） 

「理数生物」（２単位）は全員必修。「理数物理」（４単位）か「理数地学」（４単位）は選択履修。

「科学探究Ⅰ」（２単位）は全員必修、「科学英語プレゼンテーション」（１単位）は希望者のみ選

択（９名）。「理数数学Ⅱ」は１クラス２展開の習熟度別少人数授業を、「理数化学」「理数生物」

「理数物理」の全授業は、１クラス２展開の少人数（20 名）授業を行っている。「科学探究Ⅰ」は３

クラス 120名が同時に、６分野（物理・化学・生物・地学・数学・情報）に分かれ、12名の教員で分

担して、班別で課題研究を指導した。 

＜第３学年＞ 

「理数数学Ⅱ」（４単位）、「理数化学」（４単位）、「科学探究Ⅱ」（１単位）は全員必修。 

「理数数学Ⅱ演習」（２単位）、「数学演習」（３単位）、「理数物理」（４単位）、 

「理数生物」（２または４単位）、「理数地学」（２または４単位）を選択履修。 

「理数数学Ⅱ」と「理数数学Ⅱ演習」の全授業は、１講座２展開の習熟度別少人数授業を行っている。 

「科学探究Ⅱ」は「科学探究Ⅰ」から始めた課題研究に継続して取り組み、12人の教員で分担して班

別で課題研究を指導した。 

 

○具体的な研究事項・活動内容 

１）課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

① 「理数数学・理数理科」で１クラス２展開の少人数展開授業の実施や、映像機器を活用した実験中

心の授業展開、現行の学習指導要領の理科の「基礎科目」と「４単位科目」の内容を再編した効率

的な学習を行った。 

② 学校設定科目「科学探究Ⅰ」において第２学年から自由テーマによる課題研究を１年間実施した。

第２学年の 11月に「中間発表会」を本校で、第３学年の６月には国際障害者交流センター・ビッ

グ・アイで「課題研究発表会」を開催した。 

③ 第１学年生徒対象の学校設定科目「科学探究基礎」は、今年度は 44名が選択履修して取り組んだ。

基礎的な学習を経て、９月から６つの分野に分かれて「課題研究」に取り組み、２回の研究発表会

を行った。この科目の受講者が中心となって地域の小学生のための「泉北子ども科学フェスティバ

ル」を企画し、12月に本校で開催した。 

④ 理数理科や理数数学の効果的な教材の開発を行い、生徒が閲覧できるシステムの構築をめざした。 

⑤ 「科学探究基礎」・「科学探究Ⅰ」・「科学探究Ⅱ」での課題研究の実施においては平成 30 年度

に改定した「課題研究マニュアル」（改定版）を活用し、研究発表の評価のためにルーブリックを

作成した。さらに、第Ⅲ期目の取組みを加えた「課題研究マニュアル」（第三版）を作成した。 

⑥ 先進的な理科・数学教育の実践校や研究機関を訪問及びオンライン会議を行い連携を図った。 

⑦ 構築した課題研究の検索システムを課題研究のテーマ決定の際に活用した。また、卒業生のネット

ワーク（ＳＳＯnet）を構築し本校の総合科学科の卒業生に参加を呼びかけ、５月に「先輩から学

ぶ～先輩からのアドバイス～」として、課題研究のテーマ設定を中心に内容や研究の進め方につい

て、本校卒業生から２年生に課題研究に関する説明と質疑応答を実施した。 

 

２）研究機関との協働プログラムの作成 

① 第１学年では、全員対象の校外研修として 11 月に「兵庫県立人と自然の博物館」を訪問した。 

② 希望者対象のサイエンスツアーを実施した。８月に「福井県立恐竜博物館」「琵琶湖博物館」、１

月にサイエンス部主催で「京都水族館」「ＪＴ生命誌研究館」を訪問、学芸員の先生の講義を受け
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研修を行った。 

③ 高大連携の取組みとして、第２学年全員と第１学年の「科学探究基礎」受講者対象に、大学の先生

を講師として招く「高大連携講座」を開催した。また、第１学年全員を対象に、大阪府立大学や近

畿大学の９つの研究室の紹介と講義を受ける「オンライン大学訪問研修」を行った。 

 

３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組み 

① サイエンス部や課題研究の各班の自主的な研究活動を促進し、大阪府学生科学賞などの科学系コ

ンテストや学会の高校生発表、科学の甲子園大阪府予選への参加など校外の活動にも活発に参加

した。 

② ８月に小学生対象の「泉北子ども科学教室」を２日間継続して実施した。物理・化学・生物・地学

情報から希望する講座をいくつでも受講できる形で実施し、教員が講師を、サイエンス部員がＴＡ

を務めた。 

③ 10 月に地域の中学生対象の「泉北科学教室」を実施した。物理・化学・生物・地学から希望する講

座を受講できる形で実施し、教員が講師を、サイエンス部員がＴＡを務めた。 

④ 科学探究基礎受講者とサイエンス部員により、12 月に「泉北子ども科学フェスティバル」を実施

した。高校生が主体となり、科学教室を企画運営し、地域の子どもたちに科学実験を体験してもら

った。 

 

４）グローバル人材の育成 

① 総合科学科の英語教育の充実を図るために、第１学年では「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」（２単位）

を 20 人ずつ２展開して、少人数の授業を行うことでより綿密な指導を行った。第２学年の「英語

理解」ではネイティブの講師（ＮＥＴ）とのティームティーチング（ＴＴ）によるオールイングリ

ッシュの授業を隔週１回行った。 

② 総合科学科に「グローバルコース」を設定し、第１学年で開講している学校設定科目「科学探究基

礎」において、英語での発表を聞く機会を設けた。第２学年で９名が「科学英語プレゼンテーショ

ン」を選択履修し、学習の中で科学技術分野における英語コミュニケーション能力・プレゼンテー

ション能力を養った。 

③ コロナウイルス感染拡大により海外研修が開催できない中、国内で実施する「プロジェクト型グロ

ーバル・サイエンスキャンプ」を立ち上げ、３泊４日で、英語運用能力の向上とＳＤＧｓに代表さ

れる地球的課題解決のための資質の育成に取り組んだ。 

 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○研究成果の普及について 

・課題研究の成果を大阪府や全国規模の発表会で発表するとともに、大阪府学生科学賞などのコンテス

トにも積極的に参加した。 

・「課題研究発表会」「泉北科学教室」などを通じて、大阪府内の高校や近隣の中学校の教員や地元地

域に本校の活動を理解してもらっている。 

・ＳＳＨ事業における様々な活動については、学校ホームページをわかりやすく整備して、インターネ

ットを通じて発信を行い、「研究開発実施報告書」や「課題研究マニュアル」、探究活動への取り組

みを学校ホームページへ掲載するなど、研究成果の普及にも努めた。 

 

○実施による成果とその評価 

・「課題研究」に意欲的に取り組み、「科学的な感覚」を身につけた「科学的探究力」の高い生徒を育

成することができた。 

・「これまでの研究成果を検索できるシステム」として、「課題研究検索システム」を構築し、生徒が
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先行研究を調べることができるようにした。 

・「大阪府生徒研究発表会（大阪サイエンスデイ）」や「ＳＳＨ生徒研究発表会」で発表を行うととも

に、大阪府学生科学賞に多数応募した。また、２学年の選抜生徒が「科学の甲子園大阪大会」に参加

した。 

・大阪府立大学・大阪市立大学・近畿大学などとの高大連携講座やオンラインによる大学訪問研修に総

合科学科の１～２年の生徒全員が参加し、高いレベルの大学の講義に触れ、学習意欲が著しく高まっ

た。 

・サイエンスツアーを実施して生徒の科学への関心を高めることができた。 

・５名の卒業生と課題研究に取り組む２年生との交流を持つことができた。 

・地域の小学生対象の「泉北子ども科学フェスティバル」や地元の小学校への「出前授業」など、科学

教室を多数実施し、小学生の科学的興味を高めるとともに、実験の指導を行った高校生にとっても、

科学を伝える能力を高めることができた。 

・学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」を開設して、英語科と連携して、高い英語コミュニケ

ーション能力及びプレゼンテーション能力を養うことができた。 

・課題研究発表会では、全班が Abstract などを英語でまとめることができた。 

・「プロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプ」を実施し、英語運用能力の向上とＳＤＧｓに代

表される地球的課題解決のための資質を育成することができた。さらに、自分たちが調査研究した内

容をグループごとに英語でまとめて発表することにより、世界に発信するための英語力とプレゼン

テーション能力を養うことができた。 

 

○実施上の課題と今後の取組み 

１）実施上の課題 

研究開発の過程で、今後の課題として見出されたのは、以下の４点である。 

① 卓越性を意識した課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化 

② グローバル人材の育成の継続、深化 

③ 地域の科学教育の拠点校として、科学技術人材を育成するシステムの開発 

④ 研究機関との協働プログラムの継続、深化とシステム化 

 ２）課題を踏まえた今後の取組みについて 

① 卓越性を意識した課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化 

・「課題研究検索システム」を活用して、先行研究の成果を十分に検証して、研究を継続的に発展させ

るとともに、研究内容の独自性を高め、さらなる深化をめざす。 

・「科学探究基礎」を継続して実施し、その後の取組みにおけるリーダー的役割をしっかりと自覚させ

る。 

・３年生が２年生に研究指導を行う『研究指導ＯＪＴ』を実施して、２年生は研究の進め方を学ぶ。ま

た逆に、１年生の「科学探究基礎」の発表や２年生の「課題研究発表会」に上級生が参加することで、

校内における下級生と上級生の縦のつながりを新たに構築することで、課題研究の質的向上を図る。 

 ・泉北高校の卒業生のネットワーク『泉北高校総合科学科 Semboku Science course ＯＢＯＧのネット

ワーク：ＳＳＯnet』を活用して課題研究を行った卒業生と在校生の交流を行い、先輩からの指導を

課題研究に生かす体制を構築する。 

・評価においては、生徒の研究計画・目標設定作成のため実施している「パフォーマンス評価（ルーブ

リック／ポートフォリオ評価）」を継続するとともに、評価項目を充実させ、深化させていく。 

 

② グローバル人材の育成の継続、深化 

・２年生での学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」において、ＮＥＴや英語科教諭と協力して

オールイングリッシュの授業を行う。海外との交流の機会が限定される中、貴重な学習の機会として、
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内容のさらなる充実をめざして、英語での学習のあり方を工夫し、発表の機会を多く設ける。 

・課題研究発表会においては、現在も行っている発表要旨の Abstract や Summary を英語でまとめたり、

口頭発表の資料を英語で作成したりすることにより、科学技術分野における英語能力を伸ばす。 

・ポストコロナのグローバル人材育成として、ＩＣＴ（オンライン）を活用した国内外との連携による

教育活動の構築を図る。 

・英語運用能力の向上とＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質の育成、環境問題への理解

を目標として、国内でプロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプを実施する。 

・国際文化科の生徒と総合科学科の生徒が合同の研究班を編成し、それぞれの得意分野を生かしつつ同

一のテーマで共同研究に取り組む。 

・台湾の彰化高級中學と合同の研究発表会を開催し、成果を共有する。新型コロナウイルス感染症の影

響により、海外に出向いての研修の実施が難しい場合は、Zoom や Google Meet などのオンライン会

議ツールを用いて交流を図る。 

 

③ 地域の科学教育の拠点校として、科学技術人材を育成するシステムの開発 

 ・地域の小・中学生を対象にした「泉北科学教室」を高校生が運営し、自ら講師となって教えることで、

小・中学生に早期から自然や科学に関する興味・関心を持ってもらう。 

・「サイエンス部」による小・中学校への出前授業を企画・実施し、地域の科学教育のすそ野をさらに

広げていく。 

・小・中学生対象の「科学教室」の実施にあたっては、小・中学校教員との連携を強め、小・中学校か

ら大学までを見通した一貫したカリキュラムを構築する。 

・「理数探究」「総合的な探究の時間」に関する合同の研修会を府内の他校の教員とともに実施し、周

辺校との連携の内容を深化させることにより、地域の科学技術人材の育成に寄与する。 

・国際文化科の生徒がＳＤＧｓをテーマとして行っている探究活動において、活動の自然科学分野にお

ける成果を地元に還元し、地域に貢献することを通して、国際文化科の生徒に地球規模の課題に係る

社会との共創の視点を身に付けさせる。 

 

④ 研究機関との協働プログラムの継続、深化とシステム化 

・「高大連携講座」及び「大学訪問研修」を継続して実施する。また、「高大連携講座」や「大学訪問

研修」に係っては、Zoom等も活用して大学の教員と生徒がオンラインで直接つながり、課題研究の深

化につなげる。 

・総合科学科全員対象の校外研修を実施し、興味関心を高めるとともに、サイエンスツアー等の国内科

学施設への校外研修により、自身の研究課題に関する指導を受け、科学的素養を高めながら、課題研

究においてより高度な内容にチャレンジさせる。 

・研究機関との協働プログラムの内容を継続・深化させてシステム化し、発信することで、域内外に取

組みを波及させる。 

 

 ⑥ 新型コロナウイルス感染拡大の影響  

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、予定していた海外研修（台湾）を中止とした。第２学年校

外研修（和歌山県天神崎海岸生物観察）についても中止とした。大学への立ち入りが制限されたことから、

高大連携事業のうち、市大理科セミナーを中止とし、大学訪問研修については訪問を取りやめ、Zoomを用

いたオンラインによる講義形式の研修とした。また、外部団体主催の地域で開催されるイベントである「サ

かイエンス」が中止となった。 
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別紙様式２－１ 

大阪府立泉北高等学校 指定第Ⅲ期目 29～03 

 

❷令和３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  

（１）課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

 課題研究の取組みにおいては、平成 30 年度に改定した「課題研究マニュアル」（改定版）を活用し

て指導を行い、研究の各段階において目標を明確にして、生徒が自ら考え研究を進めていく能力を高め

ることができた。特に、１年次に開講している「科学探究基礎」選択者に対しては、このマニュアルの

丁寧な解説を行い、課題研究の一連の流れを自分でできるように指導を行った。その結果、生徒の課題

研究への取組みが深化して、質的な向上を図ることができた。これまで取り組んできた指導法のノウハ

ウを「課題研究マニュアル」の改定版に集約し、次世代の若い教員とも共有して指導方法のレベルアッ

プを図ることができた。令和３年度には一部改訂を行い、第三版を作成した。 

本校における課題研究についての要旨集やポスター、スライドのデータを整理し、「課題研究検索シ

ステム」を構築した。これにより先行研究の有効な利用が可能になった。評価については、「パフォー

マンス評価（ルーブリック／ポートフォリオ評価）」を行い、研究計画・目標設定を適切に行うことで、

課題研究の質的向上を達成できるという仮説を立て、実証を行った。そして、適切な目標設定や研究計

画を立て、研究の進捗を正しく評価し、生徒と教員の間で研究の方向性や意識を共有するということが

課題研究の質的向上に有効であるという結論を得た。 

また、ＯＢ・ＯＧの活用については、第Ⅲ期で構築した『泉北高校総合科学科 Semboku Science course 

ＯＢＯＧのネットワーク：ＳＳＯnet』の運用により卒業生との交流を行うことで、課題研究を深化す

ることができるという仮説を立て、実証を行った。昨年度は卒業生８名、今年度は５名が来校し、在学

時の課題研究の取組みを紹介し、質疑応答を行い卒業生と２年生が交流を持った。また昨年度は、サイ

エンス部のＯＢを招き、１年生「科学探究基礎」選択者及び現役のサイエンス部員と大学生活や大学の

卒業研究について話をしてもらうなど交流を深めた。生徒は先輩の話から大いに刺激を受け、ＯＢ・Ｏ

Ｇの活用が課題研究の深化に有効であるという結論を得た。 

探究力を高めるための基礎となる「理数数学」や「理数理科」の授業の充実をめざし、新たな実験・

実習の開発により、豊富な科学的体験を与えることで、「科学的な感覚」を身につけた「科学的探究力」

の高い生徒が育成できた。新学習指導要領がめざしている「主体的、対話的で深い学び」を生徒たちに

体験させることができた。１クラス２展開の少人数授業の実施や実験・実習を多く取り入れた授業の実

践やグループ学習やディベートを取り入れた授業の実践により、自主的、主体的に学ぶ（＝自分で考え、

自分で答えを導き出そうとする）態度を養うことができるという仮説を立てた。そしてそのような授業

の実践により生徒の学習に対する意欲の向上や進路選択への寄与などが見られ、科学技術人材の育成に

貢献することができるという結論を得た。映像機器を活用した効果的な独自教材の開発、実験中心の授

業展開など、従来の内容を再編し効率的かつ発展的な学習を行った。授業動画の配信や Google フォー

ムの作成について教職員全体で研修を行い、指導力向上に向け取り組み、ほとんどの教員が実際に動画

配信やフォームの作成を行うなど成果が見られた。 

 

（２）研究機関との協働プログラムの作成 

  大阪府立大学工学域・理学域や大阪市立大学理学部、近畿大学理工学部との高大連携や高大接続事業

を実施し、高校における理科教育と大学における科学教育の間のギャップを明らかにするとともに、そ

れを解消するために高校での学習から大学へスムーズに接続できる方策について検討してきた。今年度

については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市大理科セミナーは中止としたが、大学訪問

研修については、オンライン開催で実施した。高校だけでなく、大学の授業や高度な専門性に触れ、見

学講義を聞くだけではなく、自らの研究課題に関する指導を受けるなど、大学や研究機関との交流を深



- 10 - 

めることで、理科の学習におけるモチベーションを高めるとともに、科学の研究とは何かを考え、科学

者としての感性を磨くことができた。積極的に大学の先生と議論するなど、研究について協働して取り

組む姿勢がみられるとともに、対面とは違う形式でも臆することなく積極的に質問することができた。

その結果、それらを経験した多くの生徒が理系大学に進学し、ＳＳＨ事業における高大連携や高大接続

事業が理系進学に寄与するという結論を得ることができた。 

専門研究機関への校外研修を実施し、１年生は、11月に「兵庫県立人と自然の博物館」を訪問した。 

最先端の科学技術や専門的な展示を見学・研修することで、生徒は科学に対しての興味・関心を高め、

理系科目の学習分野について理解を深めることができた。さらに、身近な行動とＳＤＧｓの関係性につ

いての講義を受け、ＳＤＧｓの 17 の目標について知り、身近な行動で環境改善に貢献できることを学

び、環境問題解決の意識が向上した。 

今年度のサイエンスツアーは、８月に２泊３日で近畿圏に存在する自然科学系博物館の見学と研修、

野外に出ての植生調査フィールドワークとして、福井・滋賀方面での研修を実施した。恐竜博物館の展

示見学、化石採掘体験や伊吹山周辺のフィールドワーク、琵琶湖博物館でのブルーギルの解剖実習とい

った様々なプログラムを通して学び、科学に対しての興味・関心を高め、理系科目の学習分野について

理解を深めた。さらに自然保護に対してどのように自分は行動していくべきかを考え、実践できる貴重

な経験とすることができた。また、日帰りで大阪近郊の施設を訪問して研修を行う「サイエンスツアー」

をサイエンス部が企画し、今年度は、１月に京都水族館・ＪＴ生命誌研究館での研修を実施した。サイ

エンス部員は、事前研修や運営も担当することで、科学に関する自らの知識を伝える能力を養うととも

に、参加生徒は、専門的な展示を見学して、生物分野での理解を深めることができた。また、事前の指

導を行い、事後にも見学レポートを提出させることで、見学するだけにとどまらず、今後の教科の学習

に生かすことができている。 

 

（３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組み 

  これまで取り組んできた地域の科学教育の拠点校としての取組みと周辺校との連携の内容を精選・深

化させてシステム化することにより、域内における科学技術人材の育成を牽引していくことができると

いう仮説をたて、検証を行った。個別の取組みとしては、これまで小・中学生等を対象とした科学教室

と高大接続の取組みを実施し、小・中学校から大学までの科学教育を見通した理数系授業のカリキュラ

ムを構築することにより、子どもたちの科学に対する興味が引き出され、探究心を向上させることがで

きるという仮説を立て、検証を行った。小学生向けの科学教室は、８月に物理・化学・生物・地学・情

報の中から希望の講座を選択して受講できるようにして「泉北子ども科学教室」を実施し、12 月には

「泉北子ども科学フェスティバル」を開催した。「泉北子ども科学教室」では、サイエンス部の生徒が

ＴＡとして参加、「泉北子ども科学フェスティバル」では、企画から実験の準備・説明まで、すべての

運営を科学探究基礎の受講生とサイエンス部の生徒中心に実施している。科学教室の開催により、多く

の小・中学生が科学に触れる機会を持つこととなり、地域の子どもたちの科学に対する興味を引き出す

とともに、探究心を向上させることができるという結論を得た。加えて、当該科学教室の講師を務めた

高校生が、その企画運営に携わることを通して、自然科学について学び研究することだけでなく、広く

一般に普及することの大切さを知り、さらには子どもに実験、観察を指導することで基本的な研究の手

法も学ぶことができるという結論を得た。 

「サイエンス部」の活動については、その成果を外部の研究発表会などで発表し、他校の高校生とも交

流を深めることで、主体性を高めることができるという仮説を立て、検証を行った。結成当初から継続

して実施しているビオトープ池のプランクトンの観察に加え、今年度は、小学校に出向いての「出前授

業」を実施するなど新しい取組みも行い、活動の活性化とともに地域の理科教育の拠点校を実現する取

組みを実施することができた。 
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（４）グローバル人材の育成 

本校は国際文化科を併置しており、平成 31 年度まで「ＳＧＨ」に指定されていた（現在はＳＧＨネ

ットワーク参加校に認定されている）。その利点を最大限に生かし、英語科との連携のもと、英語教育

を工夫することにより科学研究における英語活用能力の重要性に気づかせることができるという仮説

を立て、英語科の専門科目を導入した少人数授業やＮＥＴとのＴＴでの授業の実践により、「聞く、読

む、話す」力のスキルアップにつながり、科学英語への関心が高まるという結論を得た。 

理数科目を英語で学ぶなど、難易度の高い実践的な英語の授業を展開して、グローバルナレッジを身

につけることをめざしている。そのために、総合科学科内に「グローバルコース」を設け、英語能力が

高い科学者の育成を目標として、「科学英語プレゼンテーション」の講座を開設し、ＮＥＴや英語科教

諭と協力してオールイングリッシュの授業を行い、生徒たちの科学における英語でのプレゼンテーショ

ンの能力を上げる取組みを行った。その学習の中で科学技術分野における英語コミュニケーション能力

・プレゼンテーション能力を伸ばすことができた。科学探究Ⅰ・科学探究Ⅱでの課題研究発表では、全

班が Abstract などを英語でまとめることにより、科学技術分野における英語能力を伸ばすことができ

た。また、国内でプロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプを実施することにより、英語能力の

向上とＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質を育成することができた。 

 

〇５年間を通した研究開発の成果 

第Ⅲ期の研究開発目標として、「グローバル社会を牽引する科学的素養を有する人材育成」を掲げ取

り組んだ結果、以下の目標を達成するための事業を着実に実施することで、科学技術人材を育成するこ

とができた。 

①課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

 ・「課題研究マニュアル」（改定版）の作成・活用 、（第三版）の作成 

 ・「課題研究検索システム」の作成・活用 

 ・卒業生のネットワーク（ＳＳＯnet）の構築 

 ・ＩＣＴ機器を活用した理数系授業の充実 

②研究機関との協働プログラムの作成 

 ・「高大連携講座」「大学訪問研修」「市大理科セミナー」の実施 

 ・「サイエンスツアー」「校外研修」における博物館・科学館等の研修フィールドワーク 

③地域の理科教育の拠点校をめざす取組み   

 ・「泉北科学教室」「泉北子ども科学教室」「泉北子ども科学フェスティバル」開催 

 ・サイエンス部員による地元小学校への出前授業及び「サかイエンス」（堺市科学イベント）への 

  参加 

④グローバル人材の育成 

 ・英語科授業「英語表現基礎・ＡＣＴ（Advanced Comprehensive Training）Ⅰ」の少人数展開 

  及び「科学英語プレゼンテーション」の開講 

 ・ボルネオ・台湾等への海外研修 

 ・台湾彰化高級中學との「合同研究発表会」の開催 

 ・プロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプ（国内）の実施 

   

  課題研究の取組み、学会・科学系コンテストへの参加（平成 29年度～令和３年度） 

  ・気象学会「日本気象学会春季大会」ジュニアセッション発表 H29 

・日本動物学会高校生ポスター発表「第 88回日本動物学会全国大会」「優秀賞」H29 

・大阪府学生科学賞：「ニホンアマガエルの体色変化と環境条件」「最優秀賞」（堺市長賞）R29  

優秀賞 H30・R１ 

・大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ）オーラル発表部門 銀賞 H29・H30 



- 12 - 

・台湾の國立彰化高級中學との合同発表会への参加：H29～R１ 

・「日本農芸化学会全国大会」高校生ポスター発表「乳酸菌の増殖と環境条件」H29 

・科学の甲子園大阪府予選参加：H29～R３ 大阪府予選実技競技２位：R３ 

・日本地質学会 小さな Earth Scientist の集いポスター発表：R１ 

・第 16回共生のひろば ポスター発表：R２ 

・第 13回日本地学オリンピック一次予選出場：R２ 

・日本古生物学会 高校生の部「淡路島南東部における N.hetoraiense 帯の化石群集」優秀賞：R３ 

 

②  研究開発の課題  

〇研究開発の課題 

第Ⅰ期～第Ⅲ期までのＳＳＨ事業の取組みの積重ねにより、課題研究及び理数系の授業の充実・改善

が図られるとともに、大学・研究機関との連携、地域連携、サイエンス部の活動及び国際性を高める取

組みは順調に進捗した。学校としてＳＳＨ事業を進める意識は高く、第Ⅰ期（平成 18～22 年度）、第

Ⅱ期（平成 24～28 年度）から継続して研究計画を立てた海外研修、高大連携講座、大学訪問研修、小

・中学生対象「泉北科学教室」、及び第１学年の学校設定科目「科学探究基礎」については引き続き毎

年実施しており、それぞれ大きな成果を挙げている。また第Ⅲ期（平成 29～令和３年度）からは、「課

題研究マニュアル」による課題研究の指導、「課題研究マニュアル」の改定、「課題研究検索システム」

の作成・活用、泉北高校卒業生ネットワーク『ＳＳＯnet』の構築・活用といった研究開発を新たに計

画し、実践に取り組んだ。さらに第Ⅲ期から設定した総合科学科グローバルコースにおける「科学英語

プレゼンテーション」の授業では、全受講生徒一人ひとりが研究内容を英語でまとめ、英語によるプレ

ゼンテーションを実施した。第Ⅲ期で泉北高校が掲げた「グローバル社会を牽引する科学的素養を有す

る人材育成」という研究開発課題に対し、研究計画を予定通り進めることができた。 

  ＡＩやＩｏＴなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日、文

系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを

統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められている。

本校においては、課題研究を中心とした問題発見・解決的な学習を進めることを通して、「目標や意欲、

興味・関心を持ち、粘り強く、仲間と協働して取り組む力や姿勢（いわゆる非認知能力）」を育成して

きたが、今後の課題として、より高度な内容にチャレンジする意欲と論理的な思考を通して正しく伝え

る能力を持つ人材の育成、さらなる課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化が挙

げられる。 

また、英語運用能力の向上やＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質の育成、環境問題へ

の理解をめざす取組みの構築、ポストコロナを見据えたＩＣＴ（オンライン）を活用した国内外との連

携による教育活動の企画・立案といったことが求められており、グローバル人材育成の継続とともに、

より深化させることが課題となる。 

さらに、地域における理数系教育の拠点としてのネットワーク形成もＳＳＨ校の役割として挙げられ

るが、本校は地域の科学教育の拠点校として「泉北科学教室」を実施するなど、域内における科学技術

人材の育成を牽引してきた。今後、取組みをさらに周辺校に広げ、併せて成果を域内外に発信すること

で、地域の教育への波及効果をいっそう高めていくことが求められており、地域の科学教育の拠点校と

して、域内における科学技術人材育成のすそ野を拡大するシステムの開発が今後の課題となる。 

加えて、Society5.0 の到来、経済や社会の構造が急速に変化する中、科学技術イノベーションを起こ

していく優れた科学技術人材を育成することがＳＳＨ校として求められている。高度に科学技術が発展

していく中で専門の研究機関等との連携は不可欠であり、課題研究の質的向上に加え、研究機関との協

働プログラムの継続、深化とシステム化が今後の課題として挙げられる。 
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このように、今後の課題として見出されたのは以下の４点である。 

① 卓越性を意識した課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化 

② グローバル人材の育成の継続、深化 

③ 地域の科学教育の拠点校として、科学技術人材を育成するシステムの開発 

④ 研究機関との協働プログラムの継続、深化とシステム化 

 

〇今後の課題に対する取組み 

① 卓越性を意識した課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化 

第２学年、第３学年で実施する「科学探究Ⅰ・Ⅱ」では、１学年 120 人で約 30 班を編成し、課題研

究を実施する。これまでの研究の成果をもとに、平成 28 年度に作成、平成 30年度に改定した生徒用の

「課題研究マニュアル」を活用するとともに、指導教員相互の意見交換と情報共有の場を定常的に設け

ることで、教員全員がより効果的な指導を行い、課題研究の質的向上をめざす。また、第Ⅰ期から第Ⅲ

期まで行ってきた課題研究の内容を検索することができる「課題研究検索システム」を作成したが、さ

らに詳しい課題研究の詳細をシステムに加え、先輩の研究をより詳細に分かるようにすることにより、

質的向上と深化をめざす。 

「科学探究Ⅰ・Ⅱ」に先立つ内容として、第１学年の選択科目として「科学探究基礎」を継続して実

施する。課題研究を早くから始めるだけでなく、より深く詳しく研究できるようなプログラムの開発を

めざすとともに、科学探究基礎を選択履修した生徒全員に、高大連携講座や大学訪問研修、大阪府主催

の生徒研究発表会である「大阪サイエンスデイ」に参加させることで、その後の取組みにおけるリーダ

ー的役割をしっかりと自覚させる。 

全国のＳＳＨ校の中でも数少ない事例として、３年生の６月に課題研究発表会を行っているため、１，

２年生の両方が上級生の３年生の口頭発表やポスター発表を見学、交流することができるという利点が

ある。そこでは、１，２年生が３年生と交流した経験をいかして、自分たちの課題研究のテーマ設定に

つなげていく。２年生の課題研究が本格実施される前に、３年生が２年生に研究指導を行う『研究指導

ＯＪＴ』を実施して、２年生は研究の進め方を学ぶ。また逆に、１年生の「科学探究基礎」の発表や２

年生の「課題研究発表会」に上級生が参加するなど、校内における下級生と上級生の縦のつながりを新

たに構築することで、課題研究の質的向上を図る。また、泉北高校の卒業生のネットワーク『泉北高校

総合科学科 Semboku Science course ＯＢＯＧのネットワーク：ＳＳＯnet』を活用して課題研究を行

った卒業生と在校生の交流を行い、先輩からの指導を課題研究に生かす体制を構築する。 

「理数理科」の授業に当たっては 20 人１講座の少人数展開を継続する。その中で、「実験室」で授

業を行うことを基本とし、実験・実習を単発的に行うのではなく、教科の系統的な流れの中に組み入れ

ることにより、「体験し、感じる」の中で「考える」「創造する」能力を高める。「理数数学」でも同

様に、約半数の時間で１講座 20 人の少人数展開を行うとともに、定期考査ごとの習熟度別クラス編成

を継続することで、自主的、主体的に学ぶ（＝自分で考え、自分で答えを導き出そうとする）態度を養

う。 

「情報Ⅰ」では１学年に２単位を必修とし、ティームティーチングによる実技を中心とした授業を行

うことで、情報処理能力やプレゼンテーション能力を高め、２学年以降の課題研究につなげる。また、

情報機器を単なる情報の提示やデータ処理のツールとして利用するだけにとどまらず、プレゼンテーシ

ョン、データ解析、情報収集など多角的に活用する。さらに、これら一連の作業を効果的に進めること

ができるように、授業用スライド・配付資料・生徒用ノートなどを含めた独自教材の開発を行うととも

に、それらを校内外から生徒に閲覧可能な状態とし、自学自習が可能なようにする。さらにプレゼンテ

ーションソフトなどによる一方向からの教材の提示のみならず、ＩＣＴを有効活用し、双方向通信によ

り生徒の理解度を測りながら授業を充実させ、知識・理解だけでなく論理的な思考を通して自分の疑問

と主張を正しく伝えることができる能力を養う。 
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② グローバル人材の育成の継続、深化 

 本校は国際文化科を併置しており、ＳＧＨネットワーク参加校に認定されている。その利点を最大限

に生かし、科学技術に携わる者に必須の英語の基礎力を強化することにより、科学的情報を世界から受

け取り、自らも発信できる、グローバルに活躍できる科学系人材を育成する。 

１年生からネイティブスピーカーとのティームティーチングを取り入れた授業や国際文化科と合同

で行うレシテーションコンテストを実施するなど、英語への興味関心を高めるとともに、会話能力や応

用力の育成を図る。２年生での学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」において、英語圏の中学

・高校レベルの科学のテキストを活用した実験・実習、「Nature」などの科学系英語雑誌の講読(原文

と日本版の対比)、課題研究テーマについて英語のホームページを検索しての学習や参考となる英語論

文を原文で読んで研究に活用する等の取組みを行う。また、「スーパープレゼン」や「ＴＥＤ」を参考

にし、聴衆をひきつけるようなプレゼンテーションができるよう指導する。また、２、３年生における

「科学探究Ⅰ・Ⅱ」の授業において、課題研究の進行に合わせて科学分野における英語の学習に取り組

む。課題研究発表会においては、現在も行っている発表要旨の Abstract や Summary を英語でまとめた

り、口頭発表の資料を英語で作成したりすることにより、科学技術分野における英語能力を伸ばす。 

ポストコロナのグローバル人材育成として、ＩＣＴ（オンライン）を活用した国内外との連携による

教育活動の構築を図るとともに、英語運用能力の向上とＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための

資質の育成、環境問題への理解を目標として、国内でプロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプ

を実施する。科学的素養を有するグローバル人材の育成に大きく寄与する取組みとするべく、本校のＮ

ＥＴと協力して進めていく。 

国際文化科の生徒と総合科学科の生徒が合同の研究班を編成し、それぞれの得意分野を生かしつつ同

一のテーマで共同研究に取り組むことにより、科学的なものの見方や自然界の変化を理解して自らの判

断で論理的に思考する基盤形成を行うとともに、ＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質を

身につけさせる。 

授業で身に付けた英語運用能力を実際に外国で発揮できる場として、さらには英語をツールとする学

習の動機を強めるために、台湾国研修を行う。台湾国研修では、台湾の彰化高級中學と合同の研究発表

会を開催し、成果を共有する。新型コロナウイルス感染症の影響により、海外に出向いての研修の実施

が難しい場合は、Zoom や Google Meetなどのオンライン会議ツールを用いて交流を図る。 

 

③ 地域の科学教育の拠点校として、科学技術人材を育成するシステムの開発 

  地域の小・中学生を対象にした「泉北科学教室」を高校生が運営し、自ら講師となって教えることで、

小・中学生に早期から自然や科学に関する興味・関心を持ってもらう。また、教員の補助を受けながら

高校生がこの教室を主体的に運営する過程で、自らの科学的知識の不足や教えることの難しさに気づか

せることにより、科学の学習への意欲を高めるとともに、その後の日常的な活動の中で「伝えること」

「感じ取ること」を常に意識させる。さらに「サイエンス部」による小・中学校への出前授業を企画・

実施し、地域の科学教育のすそ野をさらに広げていく。 

小・中学生対象の「科学教室」の実施にあたっては、これまで実施してきた大学との連携の成果を生

かして小・中学校教員との連携を強め、小・中学校から大学までを見通した一貫したカリキュラムを構

築する。また、「理数探究」、「総合的な探究の時間」に関する合同の研修会を府内の他校の教員とと

もに実施し、周辺校との連携の内容を深化させることにより、地域の科学技術人材の育成に寄与する。 

国際文化科の生徒がＳＤＧｓをテーマとして行っている探究活動において、レモン栽培からの街づく

りを展開する地元の団体「泉北レモンの街ストーリー」等の支援を受け、泉北高校の敷地内でレモンの

栽培を始めている。この活動の自然科学分野における成果を地元に還元し、地域に貢献することを通し

て、国際文化科の生徒に地球規模の課題に係る社会との共創の視点を身に付けさせる。 
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④ 研究機関との協働プログラムの継続、深化とシステム化 

総合科学科２年生の全生徒約 120 名と１年生「科学探究基礎」選択者約 40 名を対象に、「高大連携

講座」として、本校で大学の教員による専門性の高い講義を１講座 15～20人程度の少人数で実施する。

また、大学の研究室を本校の生徒が訪問して研修を受ける「大学訪問研修」では、１つの研究室に５名

前後の生徒が訪問し、大学の先生方から研究室紹介と講義を受ける。講師との質疑応答や意見交換を容

易に行えるよう事前に、生徒の高校での学習内容や実験の状況を伝えるとともに、高校側として希望す

る講演内容などについて、連絡を緊密に行うことにより、事業の効果が最大限上がるようにする。訪問

研修では研究室ごとに研修内容をポスターにまとめて発表会を行うが、その講師の方にポスター作成に

必要な資料の提供を受けたり、作成したポスターを確認していただいたり、指導を受けて修正するなど

して、研修の効果を高めていく。また、「高大連携講座」や「大学訪問研修」に係っては、Zoom 等を活

用して大学の教員と生徒がオンラインで直接つながり、課題研究の過程で生じた疑問の解決策に加えて

研究を深めるためのアドバイスを受けることにより、課題研究の深化につなげる。 

総合科学科全員対象の校外研修において、「人と自然の博物館」の見学・実習や田辺市天神崎海岸に

おける海岸生物の採集・観察を実施することで、興味関心を高めるとともに、サイエンスツアー等の国

内科学施設への校外研修を実施し、自身の研究課題に関する指導を受けたり、施設を利用して課題に関

連する実験・実習を行うことで科学の研究の本質を考えさせるなど、科学的素養を高めながら、課題研

究においてより高度な内容にチャレンジさせる。 

このような研究機関との協働プログラムの内容を継続・深化させてシステム化し、発信することで、

域内外に取組みを波及させる。 
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第１章 研究開発の課題 

（１） 課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

＜仮説＞ 

課題研究の取組みにおいては、第１学年の「科学探究基礎」１単位を受け継いで、第２学年の「科学探究

Ⅰ」２単位、第３学年の「科学探究Ⅱ」１単位の取組みへと発展させることで、効果的な指導ができる。ま

た、第２学年の 11月に実施する中間発表会で、それまでの研究の方向性を振り返らせ、研究をより深めさせ

ることができる。また、平成 28 年度に作成し、平成 30 年度に改定した「課題研究マニュアル」を有効に活

用することで、教員全員がより効果的な指導を行う。新たに、本校の過去の課題研究のデータベースを生徒

が容易に検索できる『課題研究検索システム』を完成させ、これを研究テーマの決定や、自分たちの研究がど

こからがオリジナルなものかをしっかりと押さえさせるために活用する。評価においては、生徒の研究計画

・目標設定作成のため、「パフォーマンス評価（ルーブリック／ポートフォリオ評価）」の本格的な導入を検

討する。 

理数系授業の充実においては、「自分で考え、自分で答えを導き出すことができるように、問題設定をして

そのために考察を行う」という新学習指導要領において提言されている高校生としての必要な力を養う授業

の在り方を構築していく。生徒が自主的、主体的に学ぶ態度を養うためにグループ学習やディベートを取り入

れて、自分の意見をしっかりと持つことを学習する。そして、前もって学習してきた内容について、アクティ

ブラーニングの手法で授業を構築することにより、生徒達の発言回数を増やして自分で考える能力を養う。 

 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１．理数理科・理数数学の効

果的教材の開発 

理科・数学・情報の各教室にある機器を活用し、

プレゼンテーションソフトを用いた独自教材

を開発し、科学的感覚を養うために効果的な授

業の開発を行う。またホームページ上で実験動

画やマニュアル等の公開を行う。 

定期考査・小テス

ト、授業評価アン

ケートなど 

２．実施した実験のポートフ

ォリオの作成 

実施した実験内容をポートフォリオとして作

成し、自分の研究課題の流れをきちんと理解で

きるようにする。そのことによって、研究の問

題点や次への視点が見えてくるはずである。 

実験レポートの

内容や感想 

３．実験データの定量的な精

度を高める 

実験室のパソコンを用いたデータの計測やデ

ータ処理を行いながら、数値解析や統計分析の

重要性を学ぶ。そして、定性的な現象を見るだ

けでなく、定量的な精度を高める工夫を行う。 

定期考査の得点

や事後アンケー

トによる評価 

４．「科学探究Ⅰ・Ⅱ」での課

題研究の実施と「課題研

究マニュアル」の活用 

科学探究Ⅰ・Ⅱで班別に自由テーマによる課題

研究を実施する。２～３回の経過報告と、最終

的な報告書の作成と発表会の開催を行う。この

際、平成 28年度に作成し、平成 30 年度に改定

した「課題研究マニュアル」の活用と改善を図

る。 

 

 

研究発表報告書

や発表資料、自己

・相互評価 
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５．ＯＢ,ＯＧの活用 総合科学科の卒業生のＳＮＳを構築し、課題研

究の内容の相談や大学での研究の在り方など

が随時相談できるシステムを構築する。エバン

ジェリスト（伝道師）の創設。卒業生のネット

ワーク『泉北高校総合科学科 Semboku Science 

course ＯＢＯＧ net：ＳＳＯnet』の運用。 

レポートや感想

文 

 

（２）研究機関との協働プログラムの作成 

＜仮説＞ 

大阪府立大学との高大連携や高大接続事業を実施し、高校における理科教育と大学における科学教育の間

のギャップを明らかにするとともに、それを解消するために、高校での学習をスムーズに大学へ接続できる

方策について検討する。高校の教員と大学の教員が相互に訪問して、授業見学をしたり意見交換を行うとと

もに、高校生と大学生が互いに交流したりすることで、科学技術教育における高大間のギャップを実践的に

解明して、それらを解消する方策を提言したい。また、大阪府立大学以外の大学や企業の研究機関との幅広

い連携の強化を図る。その際、単に見学したり講義を聞くだけではなく、自身の研究課題に関する指導を受

けたり、施設を利用して課題に関連する実験・実習を行うなど、研究者や学生との交流を深めていく。そのこ

とにより、理科の学習におけるモチベーションを高めるとともに、科学の研究とは何かを考えて科学者とし

ての感性を磨くことができる。また、サイエンスツアーなどの校外研修を実施して生徒たちの興味関心を高

める取組みを行う。そして、関連の研究機関との連携の取組みを深めるためにも、卒業生のネットワークを

活用して取組みの幅を広げる。 

 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１． 大学などの教員による 

「高大連携講座」の実施 

２学年 120 名を対象に、１講座 10～20 人ずつ

の 10 講座に分かれ、講座を受講。 

事前学習資料・事

後アンケート 

２．「大学訪問研修」の拡充 大阪府立大学・近畿大学などの約 30 の研究室

を３～５名の少人数で訪問、研修・実習を体験

する。 

レポートやポス

ター発表の評価 

３．理数系進路に向けたキャ

リアガイダンス 

理数系大学の教員以外の企業や自治体の研究

機関・科学系教育施設の研究者やなどの講師を

招いて、理系進路実現に向けてのガイダンスを

実施。 

レポートや感想

の評価・進路アン

ケート 

４．校外研修やサイエンスツ

アーの実施 

１学年は、「兵庫県立人と自然の博物館」の見

学、２学年は田辺市天神崎海岸における海岸生

物の採集・観察を実施。希望者対象のサイエン

スツアーの実施。 

報告レポートや

感想文 

 

（３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組み 

＜仮説＞ 

科学教室を行うことで得た経験と、小中学校の教員を対象にした研修会や高大接続の取組みを総合して、

小中学校から大学までの一貫した実験に焦点をあてた理科のカリキュラムを構築し、子どもたちの科学に対

する興味を引き出し、探究心を向上させることができる。より深く探究したい生徒を育てるために、周辺の
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高校とも連携を強めて、他校の高校生とも交流しながら自分の意見を構築していけるような取組みを行う。

また、小中学生対象の科学教室を行うことで得た科学教室を実施・運営する経験や、小中学生へのプレゼン

テーションの仕方、そして、理科教育の楽しさを再確認することができる。また、「泉北ニュータウン」の中

心地にある高校として、近隣の中学校や小学校を対象に科学実験講座を開催することによって、地域の科学

リテラシーの向上を図ることができる。自然科学を学び、研究することだけでなく、広く一般に自然科学を

普及することの大切さを知り、さらには子どもたちに実験、観察を指導することで、自然科学の基本的な研

究の手法も学ぶことができる。これらのことから、生徒は伝えていくことの重要性と難しさを学ぶとともに、

子どもたちへの実践的な指導方法を修得することができる。プレゼンテーション能力やコミュニケーション

能力を高めるとともに、その過程で自分たちの科学的な知識の不十分さに気づき、さらに科学の学習への意

欲を高めることができる。 

 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１． 地域の科学教育の拠点

校 

小中学教員との連携 

小中学生対象の科学教室を行うことで得たも

のを基に、小中学校から大学までの一貫した科

学実験に焦点をあてたカリキュラムの構築。 

研修参加者の感

想、カリキュラム

の内容評価 

２． 地域の小中学生対象の

「科学教室」の定例化 

小中学生対象の科学教室の継続実施とより深

い内容についての講座なども取り入れて実施。 

参加状況や小中

学生の感想 

３． 地域住民との連携によ

る環境保全への取組み 

地域の方々と共に校内で植物観察を実施。地域

住民への科学教育の実施。 

参加状況や参加

者の感想、アンケ

ート評価 

 

（４）グローバル人材の育成 

＜仮説＞ 

総合科学科内に「グローバルコース」を設けて英語能力が高い科学者の育成をめざす。「グローバルコー

ス」は２年次で「科学英語プレゼンテーション」を受講した生徒である。学習の中で科学技術分野における英

語コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力を伸ばすことができる。さらに、海外修学旅行や海外

研修における現地の高校生や研究者との交流や、海外の高校生との相互の訪問による交流を継続し、さらに

発展させ、海外の科学系高校と緊密な連携の下で、共通の課題で合同研究を進めることによって、高い国際

性を持った科学者を育成することができる。英語科との連携のもとで、総合科学科の英語教育を工夫するこ

とで、科学研究における英語の能力の重要性に気づかせ、英語運用能力を高める。課題研究の取組みを英語で

発表できることをめざす。英語で置き換えて話をするだけでなく、聞く人の注目度を上げる方法を伝える。 

 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１．総合科学科「グローバル

コース」の設定とグロー

バルに活躍する人材育成 

２年次においての「科学英語プレゼンテーショ

ン」や３年次の「科学科英語」などの履修によ

って、科学英語への関心を高め、「聞く,読む,話

す力」のスキルアップをめざす。 

英語テスト得点

ＧＴＥＣの得点 
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２．英語科の専門科目を導入

した少人数授業やＮＥＴ

とのＴＴ授業 

１学年から専門教科「英語」の科目「総合英語」

取り入れ、その半数の時間で１講座 20 人の少

人数授業を行い、ＮＥＴとのティームティーチ

ングも多用することで、実践的な英語運用能力

を高める。 

英検の得点 

３．英語を用いた科学探究Ⅰ、

科学探究Ⅱでの課題研究

発表 

２～３学年で行う課題研究で、先行研究として

の英語資料（論文やホームページ）の活用。研

究成果を英語によりまとめ、プレゼン発表を行

う。英語による要旨の作成、発表資料の作成。 

課題研究発表内

容と英語でのプ

レゼンの評価 

４．海外研修の充実と、海外

の科学系高校との共同研

究 

マレーシア国ボルネオ研修と台湾国研修を行

う。さらに、ボルネオの自然についてサバ大学

などで研修を行う。また、台湾では彰化高級中

學との長期的な交流と合同研究を進める。 

海外研修報告及

び合同研究発表

の評価 
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第２章 研究開発の経緯 

１．令和３年度の経緯 

 
今年度の研究開発の経緯をまとめると下表のようになる。項目は次の通りである。 

Ａ．校外研修・海外研修等の取組      Ｂ．大学などとの連携事業 
Ｃ．地域連携とサイエンス部の活動     Ｄ．学校設定教科「科学探究」・課題研究 
Ｅ．運営指導委員会・教員研修       Ｆ．国際化の取組            Ｇ．その他 

 

項

目 
月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ｄ 
４月 

～１月 
  

３年「科学探究Ⅱ」におけ

る課題研究の実施 
３年全員 

４月～６月：課題研究 

６月 26日課題研究発表会 

７月～１月：研究論文、研究詳細作成 

Ｄ 
４月 

～３月 
 

２年「科学探究Ⅰ」におけ

る課題研究の実施 
２年全員 

４月～６月：分野別オリエンテーション 

６月８日：全体オリエンテーション 

７月～３月：課題研究 

11月 25日：課題研究中間発表会  

Ｄ 
４月 

～３月 
 

１年「科学探究基礎」にお

ける課題研究 

１年選択者 

44名 

４月８日説明会(生徒約１００人)、 

６月：分野別オリエンテーション、 

７月～３月：課題研究、11月５日：中間発表

会 ２月６日：最終発表会 

Ｆ 
４月 

～３月 
 

２年「科学英語プレゼン

テーション」 

２年選択者    

９名 

ＮＥＴ,英語科教諭と実施 

２月：最終発表会 

Ｆ 
４月 

～３月 
 １年総合科学科：ACT受講 

１年選択者    

20名 
入学式後に保護者向け説明会 

Ｄ ６月 26日(土) 課題研究発表会 

３年発表 

１・２年 

参加 

国際障害者交流センター(３年口頭・ポスタ

ー発表)・招待発表：四条畷高校 

講評：森澤 勇介  近畿大学准教授 

Ｅ ６月 26日(土) 
第１回ＳＳＨ 

運営指導委員会 

運営指導 

委員 

国際障害者交流センター小会議室 

課題研究発表会・ＳＳＨ事業の取組 

Ｃ ７月 
26日(月)  

～28日(水) 

泉北子ども科学教室 

（物理・化学・生物・地学

・情報） 

小学生 

31名 

本校 希望者対象の科学教室 

ＴＡ：サイエンス部員 

Ｆ ７月 
26日(月)  

～29日(木) 

プロジェクト型グローバ

ル・サイエンスキャンプ 

生徒希望者 

総合科学科 

５名 

国際文化科 

24名 

琵琶湖周辺  

英語能力の向上、ＳＤＧｓに代表される地球

的課題解決のための資質の育成  

Ｃ ７月 28日(水) 
ＮＰＯ法人シニア 

自然カレッジ自然観察会 
地域住民 

本校ビオトープ池・生物実験室 

講師:本校教員 

Ｃ ８月 １日(日) 親子科学教室 
小学生と 

保護者５組 

栂文化会館主催行事、小学生と保護者 

講師:本校教員  

Ａ ８月 
２日(月) 

～４日(水) 
第１回サイエンスツアー 

希望者 

27名 

福井県立恐竜博物館 

伊吹山・琵琶湖博物館 

Ｄ ８月 ５日(木) 

ＳＳＨ生徒研究発表会 

（全国） 

化学班がポスター発表 

生徒３名 
神戸国際展示場 

ポスター発表：各校１テーマ 

Ｂ ８月 
30日(月) 

31日(火) 
高大連携講座８講座 

２年全員 

+１年 科学

探究基礎 

受講生 

本校理科教室（講師：大阪市立大学工学研

究科、大阪府立大学理学研究科、大阪成蹊

大学、大阪電気通信大学他） 

Ｄ 10月 ９日(土) 大阪府学生科学賞 １点出展 化学１題 出展 

Ｃ 10月 12日(火) 
堺市立若松台中学校対象 

「泉北科学教室」 

堺市立若松

台中３年生

全員 

本校理科実験室（115名参加）  

化学２･生物２･物理１･地学１講座 

      



- 21 - 

      項

目 
月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ｄ 10月 16日(土) 

大阪府生徒研究発表会 

第 1部 

物理班・化学班が発表 

生徒８名 
天王寺高校（ポスター発表 

物理１題・化学１題) 

Ｄ 10月 17日(日) 
科学の甲子園大阪大会 

（筆記・実技） 
２年生６名 大阪工業大学大宮キャンパス 

Ｃ 10月 27日(水) 
ＮＰＯ法人シニア 

自然カレッジ自然観察会 
地域住民 

泉北丘陵(西原公園周辺)  

講師:本校教員 

Ｄ 11月 ５日(金) 
１年「科学探究基礎」課題

研究中間発表会 

１年選択者 

44名 
本校第２LAN教室 

Ａ 11月 12日(金) 第１学年 校外研修 １年全員 兵庫県立人と自然の博物館 

Ｄ 11月 25日(木) 課題研究中間発表会 
２年発表 

１年参加 

本校第１体育館、剣道場 ４～５限 

(２年ポスター発表) 

Ｅ 11月 25日(木) 第２回運営指導委員会 
運営指導 

委員 

本校・校長室  

｢今年度事業報告、Ⅳ期目申請に向けて｣ 

Ｂ 12月 
15日(水) 

～21日(火) 

オンライン大学訪問実習 

 (大阪府立大学・近畿大

学） 

１年全員 
Zoomを用いた研修 

大阪府立大学・近畿大学 各研究室 

Ｃ 12月 25日(土) 
本校主催「泉北こども科

学フェスティバル」 

科学探究 

基礎受講者 

サイエンス

部 

本校 化学実験室等 

 ブースでの実験・実習指導、体験講座  

（13ブース）小学生対象 

Ｃ １月 15日(土) 第２回サイエンスツアー 希望者 京都水族館・ＪＴ生命誌研究館 

Ｄ ２月 ４日(金) 
１年「科学探究基礎」発表

会 

１年選択者 

44名 
本校 第２ＬＡＮ教室 

Ｄ ２月 ５日(土) 

大阪府鳳土木事務所主催 

「私の水辺泉北地域交流

会」 

サイエンス

部 
ＷＥＢによる発表 

Ｄ ２月 ９日(水) 
大阪府立豊中高等学校 

課題研究発表会招待発表 

２年 

課題研究班 
大阪府立豊中高等学校  

Ｆ ２月 ９日(水) 
２年「科学科学英語プレ

ゼンテーション」発表会 

２年選択者    

９名 
本校 生物実験室 

Ｇ ３月 11日(金) 
研究開発実施報告書の発

行 
    

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止に至った事業 

 

項

目 
月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ａ 

  校外研修講演会「天神崎

の自然とナショナルトラ

スト運動」 

２年全員 
本校視聴覚室、講師：廣瀬 祐司氏(天神崎の

自然を大切にする会) 

Ａ 

  第２学年 校外研修（和

歌山県天神崎海岸生物観

察） 

２年全員 
天神崎海岸、講師：田名瀬・丸村・藤五氏(天

神崎の自然を大切にする会) 

Ｃ   サイエンス部合宿 
サイエンス

部 
天体観測・フィールドワーク 

Ｂ   
高大連携 

 「市大理科セミナー」 
１年全員 

大阪市立大学理学部と住吉高校･千里高校・

富田林高校・本校の共催 実習６講座 

Ｂ   
大学訪問研修報告 

ポスター発表会 

発表：２年 

１年参加 
本校 ２階廊下 

Ｃ 
  ハイスクール放射線サマ

ースクール 

サイエンス

部 
 

Ｃ   
堺市教育委員会主催 

「サかイエンス」 

サイエンス

部 

ソフィア堺 ブースでの実験指導 

(参加小学生＋保護者) 
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第３章 研究開発の内容 

１．課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実に向けた取組み 

（１）課題研究の取組みと教育課程上の特例について 

課題研究の取組みについては、下表のように第１学年で選択科目として「科学探究基礎」を受講すること

ができる。また、第２学年では「科学探究Ⅰ」（全員必修２単位）、第３学年では「科学探究Ⅱ」（全員必修１

単位）で課題研究に取り組んでいる。 

 

    学年 

学科 

第１学年 第２学年 第３学年 対象 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 

総合科学科 科学探究基礎 １     選択生徒 

総合科学科   科学探究Ⅰ ２ 科学探究Ⅱ １ 全員必修 

 

この課題研究の時間については、教育課程上の特例として、総合科学科では、専門教科「理数」の１つの科

目である「課題研究」（１単位）が必修であるが、これに「総合的な学習（探究）の時間」（２単位）を加えた

計３単位分を下表のように、学校設定教科「総合科学」の学校設定科目として、代替して実施している。代替

する理由としては、ＳＳＨ事業として、「課題研究」に取り組ませるためには、統一した科目として２年間連

続して、理科・数学科・情報科の教員が担当して、体系的に指導することが効果的であるとともに、適切な評

価を行う上でも有効であると考えたためである。実際にⅡ期 10年と、第Ⅲ期の５年間、教科における指導を

行っている教員が継続して課題研究の指導と評価を行ったことで、課題研究が深化し、適切な評価を実施す

ることができた。 

 

学科 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

総合科学科 科学探究Ⅰ ２ 総合的な学習（探究）の時間 ２ 第２学年全員 

総合科学科 科学探究Ⅱ １ 課題研究 １ 第３学年全員 

 

（２）理数数学・理数理科・情報における授業の取組み 

＜仮説＞ 

① 少人数による探究能力を高める授業の実践 

１～２学年の授業では、原則として１講座約 20名の少人数授業を導入することで、個々の生徒との質疑

応答を繰り返すことや、生徒実験においても個に応じた指導を行い、科学的な思考や考え方を習得させる

ことができる。また、多くの実験・実習を取り入れることで、科学に対する興味・関心を高め、科学的感覚

や論理的思考が訓練され、実験や実習の技術の育成も期待できる。この成果は、課題研究における研究テ

ーマを取り組むに際し、実験・実習を計画する力や、実験・実習結果に対する考察力の基礎になるものとし

て位置づけられる。 

② 情報機器や映像機器を活用した効果的な独自教材の開発とプレゼンテーション能力の育成 

情報機器の活用により、総合的な独自教材の開発を行い、豊富な科学的体験を与えることで、「科学的な

感覚」を身につけた「科学的探究力」の高い生徒を育成することができる。さらに、動画を取り入れた視聴

覚教材やコンピュータの関数機能などを活用し、実験結果の収集・分析（考察）・視覚化といった作業を効

率よく行うことで、理解をより深めるとともに、生徒のプレゼンテーション能力の向上を図ることができ

る。 

 

＜実践と評価＞ 

① 理数数学 

＜実践＞ 

総合科学科では、高度な科学・情報社会に求められる数理的思考の基礎となる力の育成をめざし、第
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１学年で「理数数学Ⅰ」、第２学年で「理数数学Ⅱ」、第３学年で「理数数学Ⅱ」、「（学）理数数学Ⅱ演

習」、「（学）数学演習」の授業を実施している。その際、まずは少人数習熟度別授業の導入、１人１台端

末やその他の情報機器の活用などによって基礎的内容の定着をはかる。その上で、教科書の内容にとどま

らず、関連する分野の発展的内容を授業の中に取り入れることで、数学や理科分野への興味・関心や進路

志望への動機づけを高めることができる。 

近年、話を聞いていると手が止まる、ノートを取っていると話が頭に入ってこない、という２つのこと

を同時にこなせない生徒が増加している。数学は、じっくりと考えること、イメージすること、新たな概念

を理解することなどが特に重要な教科である。今年度から導入された１人１台端末を効果的に使うことで

板書量を減らし、考えることに十分な時間を取ることができる。 

１）少人数授業・習熟度別授業の実施 

第１学年の理数数学Ⅰのうち３単位分、第２学年の理数数学Ⅱの４単位分、第３学年の理数数学Ⅱ

の４単位分と（学）理数数学Ⅱ演習の２単位分の計６単位分において、継続して１講座約 20 人の少人

数・習熟度別授業を実施している。また、問題によってはペアワークやグループワークを行うことで、

個々の生徒の理解度を高める。 

２）情報機器の活用 

以前より、板書のみによる授業ではなく効果的に情報機器やプリントなどの補助教材を活用して、

グラフや立体図、図表などを具体的にイメージできるよう取り組んでいた。本校でも令和３年 10月に

生徒１人１台端末が配備され、より一層授業展開の可能性が広がった。これらを有効活用し、生徒の

興味・関心を引き出すとともに、板書量が減ることで、個々の生徒が自分で理解に必要なポイントを

自分の言葉でノートに整理する力を養うよう工夫させる。 

 

＜評価＞ 

１）少人数で授業を実施することにより、生徒とのコミュニケーションはとりやすい。生徒一人あたり

の指導に多くの時間を取ることができるため、理解度を把握でき、それに応じた個別指導や授業展開

ができている。この取組みは、生徒・教員両方にとってメリットがあり、効果もみられるので今後も続

けていきたい。ペアワークやグループワークによって、生徒同士の教え合いも増え、一方的な講義よ

りも生徒たちが生き生きと授業に参加している。また、それぞれの習熟度に合わせて、発展的な内容

または基本的な内容に時間を多くとることができている。 

２）情報機器やプリントなどの補助教材を使用することで、生徒たちがじっくりと考える時間を取るこ

とができている。単に問題が解けるだけではなく、自分の頭で考えて理解できたという経験を積むこ

とで、授業への取組みも前向きとなり、結果として授業に対する興味・関心を引き出せている。 

 

② 理数物理 

＜実践＞ 

１）65 分授業により、１限の授業時間が長いことを有効に活用し、授業の中で各単元の内容理解のため

の講義と問題演習の両方を行う。学習項目によって講義と問題演習の時間配分を柔軟に変更すること

により、学習項目に応じ、適切に時間をかけた授業を実施する。また、問題演習後にもう一度、戻って

知識理解の確認をするといった時間の使い方も可能となる。さらに、１限の中に講義と問題演習とい

う異なる内容を実施するということで、長い授業時間により集中力が欠けるというデメリットを避け、

授業にメリハリやリズムをもたせる。 

２）授業を少人数で実施することで、質疑応答に生徒が参加しやすい授業を実施する。１回の授業に対

して、生徒が発言し、回答する回数を増やし、生徒が主体的に取り組む授業を展開する。また、実験に

は、クラス担当以外で時間の空いている教員も実験指導に加わり、少人数のクラスを実習教員を含め

た２～３名で、実験での細かい点や実験データの処理や考察について指導することで、科学的な思考

や考え方を習得させる。 

３）ＩＣＴを活用した演示実験を中心として授業を進める。この演示実験で得られた実験結果をもとに

生徒と対話しながら授業を進めていく。対話に基づいた物理的諸法則の発見・理解をめざす。 
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＜評価＞ 

１）高校で標準とされている 50 分授業では、生徒が理解するのに時間がかかる難しい単元でも、十分に

説明する時間を取れないまま演習に入り、さらに、演習時間がとれないまま、次の授業に進んでしま

う。そのような授業では、学習が定着せず、理解が深まっていかないことが多い。しかし、65 分授業

では、１コマの授業の中で講義と演習を実施することが可能である。丁寧に講義し、その授業内で問

題演習に取り組ませることで、生徒は、学んだことを演習ですぐ確認し、基本概念や原理・法則につい

て理解を高めることができた。また、65 分授業のため、実験を実施した際にも、ただ作業で終わるこ

となく、その意味や内容について考えさせ、実験後、その内容に関する問題演習に取り組ませること

ができた。 

２）通常の授業では、発問に対して、生徒一人当たり１回未満の回答になることが多い。しかし、授業を

少人数で実施することで、複数回生徒が発言する機会をもつことができ、生徒が主体的に参加する授

業や個に応じた指導を実施することができた。また、実験についても、20 人の生徒に対して、最大４

名の教員が指導し、実験時の細かな技術やデータ処理等について丁寧に指導することができた。授業

を通して得た実験技術を課題研究等で生かしている生徒もおり、丁寧な指導が一定の効力を持ってい

たと考えてもよいと思われる。 

３）物体の速度や力を測定できるセンサーを用いて、生徒の目の前で演示実験を行い、リアルタイムで

取得した実験結果のグラフをもとに、生徒と対話しながら授業を進めた。その結果、グラフを中心と

した考え方については、例年よりも定着を図ることができた。また、実物を見ることを重視して授業

を行うことができ、生徒から「教科書の物理の内容が、本当に起こっていることが実感できてよかっ

た」という声を聞くことができた。物体が運動する単元においては、センサーを活用した授業の有効

性があったと考えられるが、力のつり合い等の物体の動きを伴わない単元においては、センサーを活

用しても生徒の理解度の深化は大きく変わらなかったように思われる。引き続き、センサーを活用し

た授業を進めていき、生徒の理解度向上に役立てる方法を考えていきたい。 

 

③ 理数化学 

＜実践＞ 

総合科学科においては、「理数化学」として第１学年および第２学年で各２単位、第３学年で４単位の合

計８単位を必修としている。平成 24 年度入学生より、１年時に｢化学基礎（発展含む）｣の内容を中心に、

｢化学｣の関連事項を一部取り込んで授業を展開し、残りの｢化学｣の内容を２・３年生で学習できるように

指導計画を立てている。 

 

１）少人数実験授業の実施 

第１・２学年で、１クラス２展開の少人数（20 名）展開で授業を実施し、可能な限り授業に実験・実

習を取り入れ、物質の成り立ちや変化の仕組みを体験しながら学ぶことで、より多くの生徒が興味・関心

を抱くことが期待できる。それと同時に、科学的感覚や論理的思考が訓練され、実験や実習の技術の育成

も期待できる。総合科学科の生徒は実験・実習の際には本人用の白衣を着用して授業に臨ませ、化学を学

ぶ心構えを育成するのに役立たせている。第１・２学年では、１クラス２展開の少人数展開で、できるか

ぎり実験・実習を行いながら解説を加えていく方法で授業を進めている。教卓での演示実験も含めて、可

能な限り実験を取り入れ、実際の物質を観察し、その性質を知る経験を積み重ねさせることにより、興味

・関心を高め探究心を育成する。多くの実験を実施するための工夫としては、実験器具を実験の種類や班

ごとに用意するのではなく、器具・試薬ごとに整理して用意し、生徒自身が準備や後片付けをするよう指

導するとともに、実験手順を分かりやすく示すスライドやプリントを作成し、結果の収集・分析・視覚化

などにコンピュータを活用している。このような工夫で、各学年の多種類の実験に対応して、週あたり 65

分授業で約 24コマを２つの実験室で実施している。 

 

２）新学習指導要領に則した系統的な指導計画 

理数化学を実施することで、指導要領の｢化学基礎｣・｢化学｣の枠にとらわれず、３年間で系統的な指

導計画案を作成し、生徒の理解をより深めることができる。生徒の希望進路の実現を考慮するとともに、
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かつ内容をより理解できるような指導計画を作成するため、｢化学基礎｣・｢化学｣の教科書とあわせて、

演習用問題集や図説を副読本として使用している。 

３）情報機器や映像機器、関数計算機やタブレット、コンピュータなどを活用した効果的なＩＣＴ教材の

開発 

  静止画や動画を用いた視聴覚教材の開発し、コンピュータを利用してソフトウエアによる化学法則や

概念の視覚化を行うことで、理解をより深められる。生徒が「体験し、感じる」ことから「考え、創造す

る」ことへとつながる科学的探究力を養うことを目標に教材開発を行い、主体的な課題研究を行うため

の基礎知識、技能を身につけ科学的な思考力を養う。実験室にコンピュータおよびプロジェクター・200

インチ大型スクリーン、60 インチ大型液晶モニター、オーバーヘッドカメラ（電子書見台）を設置し、

パワーポイントスライドを使うことにより、実験の操作を視覚化するとともに、同じ説明を繰り返し提

示することができる。また、パワーポイントを使って生徒配付プリント（生徒記入用）に関する内容の提

示をスクリーン上で行い、学習箇所に適した動画映像を効果的に示す授業を実践している。 

 

＜評価＞ 

１）生徒実験が困難な危険を伴う実験や、化学工業現場における実際の製造工程の様子は、モデルとなる

実験の演示や動画映像での提示とし、それ以外は可能な限り生徒自身による実験を行った。その結果、

日常生活で扱う身近な物質や様々な化学現象に対する興味を持つだけにとどまらず、行った実験の失敗

から学んだり、結果とその原因をつなげて考えたりする力がついてきた。特に１･２年生において、実験

室の利用方法や他の実験者への気配り等が未熟な生徒にとって、少人数（20 人）での実験授業は、実験

室内に空間的な余裕があることで未然に事故等を防ぐことができ、安全かつ正確に実験・実習を行う力

を習得することができた。それにより、第２学年からの｢科学探究（課題研究）｣への取り組みが、生徒に

とってもスムーズに行えたと考えられる。第２学年後半から第３学年かけては、熱化学、物質の状態論

や化学反応速度論、化学平衡論等の物理化学的な内容に重心が置かれ、演習を含めた座学の授業が多く

なるが、その後に学習する無機化学や有機化学分野においては理論学習も踏まえながら、模型を使った

分子モデルの作成実習や必要となる生徒実験を適宜行った。今年の各学年の授業における実験・実習の

割合は、新型コロナウイルス感染症対策の影響もあって例年より減ったが、１年生が 27%、２年生が 20%、

３年生が 18％であった。 

２）系統的な指導計画の実施で、生徒達自身が学習している｢化学基礎｣・｢化学｣の内容について、どのよう

に展開されているのかの理解につながり、自学自習に役立てることができた。 

３）情報機器や映像機器を活用した授業の効率化を行うことで、実験や実習の時間を確保することができ

た。また視聴覚教材においては、実験が行えないＨＲ教室などでの学習に効果を発揮したと考えられ

る。またそのようなＩＣＴ教材の利用は、現代社会における化学（科学）や技術の果たす役割につい

て、歴史的な事象から学ぶことを含めて、地球環境問題に対する意識形成に資することになった。 

 

④ 理数生物 

＜実践＞ 

１）「理数生物」の授業は、第１～２学年では１クラス 40 名を 20名ずつの少人数授業を行った。生徒との

対話を重視した授業展開を取り入れることで、表現力や探究能力を高めることが期待できる。ＩＣＴを

活用した授業を行うことで、教科書の内容の理解を深め、発展的な内容な時事的な報告を取り込むこと

で、興味・関心の向上を図った。また、授業の中では、生徒の疑問に速やかに答えることで活動意欲を引

き出し、それを適切に伸ばすことができた。課題研究に取り組む際に必要な基本的な知識や実験技術を、

できるだけ早い時期に習得できるようにするために、授業や実験の中で体験的な授業を多く取り上げて

きた。 

２）第１～２学年の長期休暇中に、生物関係の図書や記事を読んでのレポート作成、実験の事後学習レポ

ート作成などの課題を与えた。これらの課題を通じて、理科的な視点を育成し、科学の社会的な位置づ

けを知り、総合科学科生徒全員に自主的に課題研究に取り組む態度とスキルの向上を図っている。また、

実験データを踏まえてレポートを論理的にまとめる経験をするとともに、授業中や実験時に考察などを

発表する機会を増やし、研究活動の最後には自分の取り組んだ内容を多くの人に説明する機会を設けた。 
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＜評価＞ 

１）今年度も前年度に引き続き、授業時間の約 30％で実験・実習を行うことによって、多くの動植物や微

生物に直接触れさせることができた。その結果、身をもって「生物」の多様性と共通性を理解させること

ができた。時事的な話題を取り上げることで「生物」に関する興味・関心を高めることができた。また、

授業や課題の中で、研究データをもとに考察する時間を設けることで、科学的な考えを育成することが

できた。 

２）今年度、１人１台端末として Chromebook が生徒に配付されたので、それを生かしたレポート課題の配

付や提出を行うことができた。長期休暇中の課題や実験など対する各生徒が提出したレポートを元にし

た指導を行うことで、生徒のＩＣＴを活用するときに必要な技術の習得や、課題研究でのポスター作成

や口頭発表に向けたプレゼンテーション能力を向上することができた。 

 

⑤ 理数地学 

＜実践＞ 

本年度の授業はすべて対面授業を行うことができたため、一昨年までの授業形態に戻してパワーポイ

ントによるスライド授業を中心に行った。講義・演習・実習の時間を明確に分けて効率よく進度を上げ

ていくよう努めた。理解を深めるため、大阪府高等学校地学教育研究会で紹介されている実習・観察集

などを積極的に取り入れた。また地学では実物の標本を観察することが非常に重要であると考え、担当

教員で自ら岩石・化石などの標本を収集し、生徒に観察させる機会を何度も与えた。 

 

＜評価＞ 

普段の授業では、視覚教材の利用と実習での学習および問題演習を意識しているが、今年度は生徒間

の議論、グループワークを多く取り入れた。これは来年度から始まる３観点の評価を踏まえたもので、

他教科の授業ですでにグループワークに慣れている生徒にとっては、当たり前のように受け入れてくれ、

スムーズに授業の内容に興味を持つきっかけになったと感じる。また、最新のメディア動画やニュース

を取り上げ、世界の地球科学の進歩や意義を伝える努力を行ったことで、地学への興味関心という部分

における到達目標はかなり実現したと考えている。 

授業の成果としては、他教科の先生方の授業を拝見し、そこから、特にアクティブラーニングの手法

を地学にも取り入れることで、生徒の授業への興味関心が持続したと感じる。また、コロナ禍における

生徒が自宅待機の間に行うオンライン授業の方法も学ぶことができたので、学校における対面授業がで

きない事態になったとしても問題なく授業内容を生徒に伝えることができるようになった。 

この５年間では、大きく授業形態が変化した。2020 年度４月～５月に新型コロナウイルス感染症によ

る緊急事態宣言が出され、急遽オンライン授業の準備を行うことになった。当初オンライン授業に使用

するプリントは、封筒に入れて各家庭に送付したが、その後 Google フォーム内にアクセスすることによ

ってダウンロードできるように改善した。オンライン授業の方法は、当初パワーポイントの録画機能を

使用して約 30 分の動画を Google フォーム内に張り付けて生徒に視聴させた。動画を見ながら考えさせ

た課題を記入させたり、プリントを埋める作業をさせたりした。授業内容や作業の中での分からないこ

とは、各回、アンケート形式で質問させ、次の回の Googleフォームで回答した。この方法は非常に準備

が大変で、生徒の反応もわからず、一方通行の形態であることに気づいた。そこで、本来の対面授業を基

にした方法に変更した。その方法はホワイトボードへの書き込みやスライドショーの投影をしている授

業をそのまま Google Meet で同時中継するものであり、生徒に質問や返答を行うことが可能になった。

この方法でいつオンライン授業の必要性が迫られても対応できるようになったといえる。このような方

法は学校内外において教えていただいたことで可能になった。特に「第一回コロナ禍での地質学教育に

関するサイバーシンポジウム（令和２年９月 27 日（日）日本地質学会主催オンライン発信）」において

コロナ禍における授業での取り組みや課題研究における苦労や工夫点について発表し、大学や高等学校、

博物館で指導されている先生方に多くのご意見をいただくとともに、別の方法を勉強する機会となった。 

  



- 27 - 

⑥ 情報 

＜実践＞  

総合科学科第１学年で、２単位の授業を下記のような授業構成で実施した。  

１学期 

・オリエンテーション 

・知的財産権と情報モラルについて 

・デジタル情報と計算機の仕組みについて 

・プレゼンテーションとは 

   プレゼンテーションソフトによるプレゼン資料作成 

２学期 

・文書処理ソフトと文書の作成 

・表計算ソフトによる数値情報の加工 

・プログラミング「アルゴリズム・フローチャート」 

３学期 
・プログラミング（Excel ＶＢＡ） 

「順次構造」「条件分岐」「繰り返し処理」「問題解決」「データ処理」 

 

＜評価＞  

表計算ソフトを用いて、数値情報の加工や、プログラミング実習でのアルゴリズムの理解・問題解決の

授業を通して、課題を論理的な手順で解決する基本的な知識を習得できた。また、問題解決のテーマで数

学的な事例にも触れ、より一層の理解を深めることができた。 

 

＜成果と今後の課題＞ 

授業で情報機器や映像機器を活用する教員が多くなり、これまでは理科の実験室やセミナー教室にしか

なかったプロジェクターが、平成 30年度に全教室に設置され、これまで作成してきた教材をさらに広く活

用できるようになった。また、これらの理数数学・理数理科・情報の取組みは、総合科学科が創設されてか

ら 16 年間蓄積されるとともに深められている。今後、新たなＩＣＴ機器の発展にも対応した教材開発を進

めるとともに、教材の共有化をさらに進め、課題研究に向けた生徒の意識や能力の向上に活用していきた

い。 

昨年度と今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅学習となる期間があったが、その

際に学校として、全教科が授業動画を作成し、オンライン授業に取り組んだ。在宅学習中も Google フォー

ムを用いて、生徒の意見を集約するなど、よりＩＣＴ機器の活用が進んだ。 

少人数授業・習熟度別授業や情報機器の活用などにより、学校での取組みに関しては一定の効果がみら

れる。本校は国際・科学高校であることで様々な体験ができるが、生徒たちへの課題も多く、時間をうまく

調整できていない現状がある。短時間でもいいので毎日継続して家庭学習に取り組むことができるよう、

Google Classroom などの問題配信・回収機能を効果的に活用していきたい。 

また 65分授業の実施は、授業時間の最初に、前回の授業のまとめを踏まえて、本時の授業では内容だけ

ではなく、どのような探究能力を高めることが目標であるかを示し、終了時に生徒が授業で何に気付いた

のかを振り返る時間を取ることができた。このような取組みに加えて、実験・実習による科学的体験を多

くさせることで、科学の基本的な概念を身につけ、科学的な思考力・探究能力を高めることができた。 

さらに、少人数展開による対話を重視した授業により、探究力・論理的思考力を育成することができた。 

「テストがあるから」「提出があるから」という短期的・消極的な理由ではなく、３年後の自分のために、

自分で計画を立て、家庭学習に取り組めるような生徒を増やすことを目標にしたい。授業の進め方や教授

方法、今年度から導入された生徒１人１台端末の活用方法については、定期的に教員間で意見を交換し、

生徒に合ったより良い授業をめざす必要がある。 

現行の教育課程においては、多く教科書に発展的な内容が掲載されており、理論的に高度な内容の説明

を含む一方、生徒の興味・関心が持てるようにもなっている。その分野も多岐に渡っており、今後は、ポイ

ントを絞った効率的な実験を工夫しながら、発展的な内容についても新たなＩＣＴ教材の開発や、可能な

限りの演示実験により興味・関心をより高め、探究心の育成を図る必要がある。 

理数理科・情報・理数数学におけるこれらの成果を、課題研究への積極的な取組みにつなげることや、科 

学に対する興味・関心を高めることはできているが、そこで得た疑問などを自ら調べ、自ら解決していく
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というところにはまだ至っていない現状がある。今後も、自然に対する関心や探究心を高め、自ら進んで、

科学的に探究する能力と態度を育てるための授業プログラムの開発を進めていきたい。 

 

(３)数学・理科・情報における課題研究の取組み 

① 数学 

＜仮説＞ 

数学分野ではトランプゲームやパズルなど身近なテーマを選ぶ生徒が多いが、それらのほとんどが確率

の分野である。確率に関する問題では前提条件をどう設定するかによって、計算方法や結果が大きく異な

ってしまう。例えばブラックジャックやポーカーなどのカードゲームの際は、実際のルールと同様に設定

してしまうと、場合分けが非常に複雑となり手に負えなくなってしまう。そのほかの分野においても同様

であり、まずは適切な条件設定を考えてから研究に取り組む必要がある。また、設定したテーマについて

研究することは勿論ではあるが、それをわかりやすくまとめ、他者に伝えることの重要性にも気付かせた

い。 

 

＜実践＞ 

１）自分たちのやりたいテーマと類似した先行研究がないかどうかを調べさせる。その上で取り組むテ

ーマを明確にし、教員と相談しながら過度に複雑にならないよう適切な条件を設定する。既存の知識

だけでは研究が進まない場合は、必要に応じて新たな知識の習得への手助けを行う。 

２）中間発表に向けた資料作りでは、自分たちの理解度や研究の進み具合を具体的に把握できる。発表

会で得られるアドバイスをもとに、研究内容の再検討を行う。 

３）中間発表でのアドバイスをもとに、本発表に向けた準備を行う。研究内容をまとめることと同様、研 

究内容を他者に伝えることにも注力するよう助言する。 

 

＜評価＞ 

１）２年生の最初の段階で学習している内容の中からテーマを選択しているため、確率の分野に偏る傾

向が見られた。数列やフラクタルなど、ほかの分野も紹介するなど工夫が必要だと感じる。条件設定

に悩む班も多いが、まずは厳しい条件を付けた上で考え、結果が出れば少しずつ条件を緩めるなど、

段階に応じて研究を進められるよう助言できた。 

２）中間発表で得たアドバイスを踏まえて大きく方向転換を迫られることもあるが、３年次に向けた新

たな課題を見つけることができている。また、発表後の振り返りからは、他者に伝えることの難しさ

を体験することが良い経験になったと答える生徒が多く、大きな効果があると思われる。 

３）研究内容も大切であるが、同じくらいプレゼンテーションも大切であることに気づける生徒も多い。

しかし、納得した成果を出すことができる班が少なく、課題設定や研究の進め方の再検討が必要であ

る。 

 

② 物理 

＜仮説＞ 

１）生徒からの発案を重視し、生徒にテーマ決定をさせることにより、主体性を持った課題研究とする

ことができるという仮説を立て、実証を行う。 

２）３年生の６月以降に学習を進める電磁気分野や波動の光の分野をテーマとするとその単元の内容を

習うことなく課題研究が開始される。また、空気中での物体の動きや建築物の耐久性の調査などをテ

ーマとすると、流体力学や構造力学など高校で深く学習することがなく、大学で学習する単元とつな

がるテーマとなる。そうしたテーマであっても、できるだけ、物理の課題研究テーマとして、受け入れ

て課題研究を進めていく。同時に、必要性を感じ、生徒がその単元の学習を自ら進めることで、物理分

野の理解が深まり、課題研究を深化することができるという仮説を立て、実証を行う。 

３）課題研究に必要な機材や実験器具、測定装置について、そのすべてを購入するのではなく、身の回り

の物や安価なものを利用したり、できるだけ工夫をして自作をする。そのことで、研究自体が与えら

れたものにならずに、自分たちの研究となり、課題研究に主体的に取り組むことができるという仮説
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を立て、実証を行う。 

＜実践＞ 

１）生徒からの発案を重視し、生徒にテーマ決定をさせるが、テーマについて、物理担当教員の了承を得

なければ研究を開始しない。 

２）テーマ設定の際、すでに学習している小・中学校の内容だけで結果のすべてが説明できるようなテ

ーマとならないように、物理担当の複数の教員で、生徒が持ってきた研究テーマ案について、時間を

かけて検討を行う。また、単純に却下してしまい研究に対する意欲を削ぐことがないように、生徒と

できるだけ対話を行いながら進めていく。 

３）研究開始時に慌てて実験に取り組むことなく、先行研究の調査を行い、さらに実験計画に時間をか

け、必要な器具や部材、測定装置について、自分たちで検討させ、準備させた後、研究を進めていく。 

 

＜評価＞ 

テーマ決定に時間をかけ、生徒どうし、あるいは教員と生徒が十分に対話を行い、すべての物理班で生

徒が発案をした研究テーマで課題研究に取り組んだ。その結果、自分たちが主体性を持って、研究を進め

ることができた。また、泉北高校で作成した「課題研究検索システム」を活用し、研究テーマの先行研究を

調べ、、不明点やわからないことについて整理をしてから研究を進め、研究と並行してわからない単元の

学習に取り組むことができた。そのことにより、小・中学校の内容だけで説明できるような研究とならず

に、課題研究を深化することができた。今後は、さらに深化させることができるように、大学や専門研究施

設との連携も視野に入れて課題研究に取り組みたい。 

 

③ 化学 

＜仮説＞ 

課題研究における化学分野では、実験を主軸とする研究の取り組みが基本となる。そのために必要とな

る、実験の位置づけと意味の理解、実験操作の技術の習得、化学的考察の実践を図る。実験に関することは

すべて生徒自身で準備・片付けを行わせ、薬品や器具に対する知識をつけていく。また、プレゼンテーショ

ン能力、判断力、表現力をみるため、全体で行う中間発表会や本発表会とは別に、化学班のみによる発表会

などを実施していく。 

＜実践＞ 

１）実験の位置づけを理解するために、テーマに関する先行研究を本校の検索システムやインターネッ

トを利用して調べさせ、自分たちのテーマと先行研究との関係や新たにチャレンジする部分を明確化

させる。先行研究を行った上級生がまだ在籍している場合は、放課後などに実験操作のレクチャーを

受け、実験技術の向上と実験の意味の理解を図る。実験結果による考察は、できる限り生徒本人たち

に考えさせるが、必要な場合は教員が手助けする場合もある。教員ひとりあたり２～３班を担当し、

研究の進捗状況を把握するよう努める。ただし、中間発表や本発表の要旨やポスターの添削は化学教

員全員で行い、複数の視点から研究に関する助言を行う。 

２）２年次の中間発表会終了直後の授業では化学教員に対するポスター発表と質疑応答を行い、３年次

の本発表会終了直後の授業では面接形式の質疑応答を行い、いずれにおいても積極性や表現力、判断

力の評価とする。また、２年次の３学期にはまとめとして、化学班全体で短時間のオーラル発表会を

行い、プレゼンテーション能力の育成を図るほか、それまでの研究をもう一度振り返り、３年次に向

けた課題の設定につながることが期待できる。 

 

＜評価＞ 

１）先行研究を行った上級生による実験レクチャーは、下級生がいつも以上に真剣に聞いており、実験

技術の習得だけでなく、操作上の細かい注意点に気付けるとても意味のある交流であった。また、実

験準備や実験操作を生徒のみで行うことで、スケジュール調整や実験技術の向上、危険察知力などを

養うことができた。各班に担当教員をあてたことで、生徒との意見交換をしやすくなり、進捗状況の

把握も円滑に進めることができていた。 

２）各発表会後に、改めて各テーマについて生徒に質問することで、研究課題や今後の実験の進め方な
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どがより明確になった。化学班全体で行う短時間のオーラル発表会では、お互いの発表を見合うこと

で、プレゼンテーションの良しあしに気付くことができ、３年次の本発表に向けて活かすことができ

た。 

 

④ 生物 

＜仮説＞ 

生物分野は、研究テーマが植物分野、動物分野、微生物分野に大別され、主に身の回りにいる生物を扱っ

たものが多い。植物を取り扱った研究では、生徒が自ら植物を栽培し、日々の観察を詳細に行い、その結果

を考察する。動物を取り扱った研究では、動物の記憶や個体の識別に関する内容を主な研究テーマと設定

し、自ら動物を飼育し、個体個々の行動を詳細に観察し、その結果を考察する。微生物を取り扱った研究で

は、発酵に関する内容や微生物を水質浄化や土壌改善に利用することを目的とした研究を行い、ヨーグルト

や納豆から乳酸菌や納豆菌を単離し、それらを用いた細菌の比較や発酵食品の自分たちで作製を行い、結果

をまとめることで、課題研究を深めることができる。無菌操作を行う微生物を用いた実験では、教諭による

指導で細かい実験技術を合わせて習得することができる。 

 

＜実践＞ 

  植物を取り扱った研究では、クローバーやトマトなどを用いて、薬品による処理や土壌の成分が植物に

どのような影響を与えるのか調査した。動物を取り扱った研究では、動物の記憶や個体の識別に関する内

容を主な研究テーマと設定してプラナリアやマウスやグッピーなどを用いて、条件付けを行うことで、記

憶の定着や維持に関する研究活動を行った。微生物を取り扱った研究では、発酵に関する内容が主な研究

内容で、ヨーグルトや納豆から乳酸菌や納豆菌を単離し、それらを用いた細菌の比較や発酵食品の作製を

行った。粘菌を用いた経路のシミュレーションを試みる研究も行った。 

 

＜評価＞ 

生徒が詳細な条件設定を行い、植物を栽培し、その結果を考察することで、研究を深めることができた。

動物を用いた実験は個体差や余分な要素を排除しなければならないため、条件設定が難しい。生徒は実験

を行う上で生じるこれらの課題に向き合い、結果を考察した。微生物を取り扱った研究では、無菌操作を

行うため、細かい実験技術を習得する必要がある。無菌操作は細菌の培養だけでなく、細胞の培養でも用

いられる基礎的な技術であるため、教諭による指導で、生徒は無菌操作の技術を学ぶことができた。 

 

⑤ 地学 

＜仮説＞ 

  地学では、自分の周りにある自然の中からテーマを設定させ、注意深く自然現象を観察することで、課

題研究を深めさせることができる。また、地学分野の事象は、非常に長い期間積み重なって、現在に至るた

め、数回の実験で研究が進むということは少ない。放課後や土日を利用して研究を行うととともに、校内

だけでなく、自然現象を観察することができる地点に出向いて、研究を行うことで、研究を深めることが

できる。 

 

＜実践＞ 

科学探究Ⅰ、科学探究Ⅱ、科学探究基礎の研究内容として、地質分野・天文分野・防災分野と幅広くテー

マを選択している。科学探究Ⅱ（３年生）の地学１班は特に白亜系和泉層群から産出する軟体動物化石がど

のような堆積環境で生息していたか、また異常巻きアンモナイト Nosstoceras hetonaiense の古生態につい

て着目し、淡路島洲本市における地質調査のフィールドワーク、クリーニング作業、地質図作成を行った。

コロナ禍において３年生は調査に行く回数が限定されたが、発表会の時期が遅れた分、まとめ作業を行う時

間を作ることができた。また、科学探究Ⅰ（２年生）の地学１班は本校周辺に流れる石津川の河川地形とそ

の変化の歴史について調べ、地域防災につなげられるような意義をもって取り組んでいる。地学２班は天体

望遠鏡で撮影した月の写真からデータ処理を行うことによって月までの距離を導き、楕円軌道の軌跡を描く

ことを確かめることを目的としている。科学探究基礎（１年生）の地学１班は、土石流の生じる環境と粒子
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の運ばれる傾向を調べる実験を行い、防災面に役立てようと取り組んでいる。地学２班は科学探究Ⅱ（３年

生）の行った研究内容を深く追求し、フィールドワークによって洲本市の砂岩の堆積構造から白亜紀末期の

海の環境が海進したのか、海退したのかを調べている。フィールドワークは授業日以外の日で行う必要があ

るため、生徒自身で野外活動の実施計画を考えさせて実現に至った。 

 

＜評価＞ 

課題研究の取組みでは、今年度の３年生「科学探究Ⅱ」は、白亜系和泉層群の分布する淡路島洲本地域に

おいて調査を行った。この地域は昨年度の３年生が調査した大阪府貝塚市と対比できる地域であり、地質デ

ータを引き継ぐことができるためである。洲本市の和泉層群を調査するにあたって、兵庫古生物研究会にサ

ポートをお願いし、現場での安全面での注意や配慮をしていただいた。調査の結果、白亜紀マーストリヒチ

アン期を決定づける異常巻きアンモナイト Nostoceras hetonaiense が多産することがわかり、さらにその

産出層準より上位に異なる化石帯の存在の可能性があることがわかった。科学探究Ⅰ（２年生）の地学 1 班

が研究する石津川の河川地形については、研究手法を京都大学名誉教授の増田富士雄先生に教授していただ

き、研究の結果、石津川の河川形態は５種類に区別され、河川横断面もそれぞれ特徴的な形態をしているこ

とがわかった。地学２班が研究を行っている月までの距離を計測する天文観測については、小惑星の発見な

どの実績のある昨年本校に赴任されていた山口教諭に観察方法を教授していただき、研究を行っている。科

学探究基礎（1年生）の１班が行っている土石流に関する実験は甲南大学理工学部の林慶一先生に手法を教

えていただき、発泡ビーズを用いた堆積物運搬モデル実験の装置を手作りし、どのような大きさの堆積物が

運ばれやすいかを調べることができた。２班の淡路島におけるフィールドワークは科学探究Ⅱと同様に、兵

庫古生物研究会のサポートを受けながら研究を進めることができた。 

 

＜成果＞ 

特に令和３年７月３日（土）科学探究Ⅱのグループ（中野裕基・天野勇冴・桑山圭輔・溝口宙）が日本古

生物学会 2021年年会 高校生ポスターセッションに参加し、ポスター発表を行った。この研究は西南日本の

白亜系の化石帯全体に関係する重要な研究とみなされ、優秀賞として表彰された。また、日本古生物学会に

おける和文誌「化石」108号（2021 年９月発行）に掲載された。 

５年間を通して、課題研究では多くの研究機関の先生方と連携を取り、手法や方向性を議論する場を与

えていただいた。特に京都大学名誉教授の増田富士雄先生、京都大学理学部地球惑星科学科の松岡廣繁先

生、甲南大学理工学部の林慶一先生、鳥取県立博物館の渡邊克典先生、きしわだ自然史資料館の風間美穂

先生、また、兵庫県立人と自然の博物館、兵庫古生物研究会のみなさんなど、多くの方に非常にお世話にな

った。近年、研究の成果を学外で発表することが増えた。2019 年度３年生は「日本地質学会小さな Earth 

scientist の集い（優秀賞）」、１年生は「大阪サイエンスデイ（銀賞）」、2020 年度２年生は「共生のひ

ろば（人と自然の博物館イベント）」、2021年度３年生は「日本古生物学会年会高校生ポスター（優秀賞）」

など、自分たちで行った研究の成果を発表する機会を持つと、とても自信を持ち、さらにその後の研究に

打ち込むモチベーションが増加したと感じる。 

 

⑥ 情報 

＜仮説＞ 

 １年次の必履修科目「情報の科学」でプログラミング・アルゴリズムに触れ、人間とコンピュータの違い

について学んだ。特に、「普段、何気なく人が行っている作業をコンピュータにさせる為には、処理手順『ア

ルゴリズム』をしっかり考えないといけない」「人が行うには作業量が多く時間を要する作業でも、コンピ

ュータなら高速に処理できる事もある」の２点で、情報分野で研究を進めるために「なんとなく」や「勘で」

等のような具体的でない考えではコンピュータに何もさせる事が出来ないということを学習する。そのこと

を踏まえ、２年次でテーマを決める際、具体的に道筋を立てて考えられるようにテーマを決めさせるてい

く。 

また、実生活で活用できる程のシステムを作成しようとすると、更にレベルの高いプログラミング言語

の習得が必要となってくるので、「システムの構築」よりも「有効な利用方法のアイデア」を重視して考

え、「高校生だからこそできる発想」を引き出せるようにさせる。 
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＜実践＞ 

  研究テーマを決定後、どのように解決するかのアプローチ方法を検討する。コンピュータ関係で研究を

進める他の高等学校・大学等の研究と似た内容でも、違うアプローチから見えてくる結果もある事を伝え、

自分たちの研究の方針・スケジュールを立てさせる。次に、研究班の中で「アルゴリズムを考える者」と

「プログラムを構築する者」に分かれ作業を分担する。「アルゴリズム担当」はコンピュータの処理手順

『アルゴリズム』を考え、どのように処理させれば求めていた結果を得ることが出来るか考える。ここで

は細かく指導をいれ、無意識的に人間の考えや推測で処理を組み立てていないか確認を行う。「プログラ

ム担当」はプログラミング言語の学習を進めながらアルゴリズム担当と話し合いを進め、どのようにプロ

グラミングするか考えていく。 

 

＜評価＞ 

  一昨年度の大阪サイエンスデイで情報 1 班が「ポジションサーチ」をテーマに学校代表として発表を行

い、昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンライン開催となったＳＳＨ生徒研究発表

会で発表を実施するなど、卓越した課題研究とすることができた。 

 

(４) 科学探究基礎における取組み 

＜仮説＞ 

この学校設定科目は、第Ⅱ期のＳＳＨ指定に伴って設定したもので、本年度は 10 年目となる。第１学年か

ら課題研究に取り組むことで、この科目の受講者が次年度以降の課題研究の中心となり、本校の課題研究全

体のレベルを向上させることができる。また、この科目の選択者が中心となって、小学生対象の科学教室を

開催することで、科学の分野におけるコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力を高めることがで

きる。 

 

＜実践＞ 

① 対象 総合科学科 第１学年希望者 44名 

４月８日、入学式前に第 1 学年の希望生徒を対象にした「科学探究基礎」説明会を実施し、生徒・保

護者に科目内容の説明を行い、「履修登録」をした 44 名を対象に授業を行った。 

② 単位数と授業時間 １単位 65 分 

授業は５月から、行事日・考査中を除き、毎週金曜日の放課後に

第６限（15：50～16：55）の 65 分授業として設定した。 

③ 課題研究の分野と教員配置   

理科４名（物理・化学・生物・地学各１名）数学１名・情報１名 

④ 授業の構成 

１学期： 課題研究オリエンテーションとして、担当者で課題研究に

ついての実習や講義を全３時間（理科の４分野・数学および情報

の計６科目を各科目 30分で実施）行った。また、自身が興味のあ

る科学的な記事を調べまとめさせる課題を課し、研究テーマの設定に役立たせた。 

２学期：８月下旬から、研究テーマごとに分かれて 11 の班をつくり、取組みを始めた。11 月５日に実施

した中間発表会では、各班が資料・スライドを作成して、口頭発表を行った。また、第２学年総合科学

科で実施している高大連携講座への参加、オンラインによる大学訪問研修への参加を義務づけた。さ

らに、12月 25日に本校にて実施した泉北子ども科学フェスティバル（近隣の小学生対象の科学教室）

でも、各班で主体的にテーマを決めて準備を行い、ブース形式で小学生たちに説明して、実験・実習を

体験してもらった。 

３学期：２月９日に第２学年で実施している科学英語プレゼンテーションの授業を見学する時間を設け、

２年次でも継続して科学英語プレゼンテーションの授業に参加し、課題研究発表会で自らの研究内容

を英語で発表することをめざした。２月４日に「科学探究基礎」研究発表会を１年時の最終発表とし

て行った。平成 30年度と令和元年度には、ホームルームの時間に、「科学探究基礎」を受講していな

い生徒に向けての発表も行った。 

分野 選択者 テーマ 教員 

物理 ８ ２ １ 

化学 ９ ２ １ 

生物 ８ ２ １ 

地学 ７ ２ １ 

数学 ８ ２ １ 

情報 ４ １ １ 
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＜評価＞ 

今年で 10 年目となるが、１年目の選択者は放課後の部活動の時間と重なることもあり 15 名と少なかった

が、その後は毎年 30～40名（総合科学科 120人の３～４分の１）の生徒が選択しており、定着してきている。

第Ⅲ期に入っても平成 29年度は 32名、平成 30 年度は 34 名、令和元年度は 40名だった。令和２年度は、新

型コロナウイルス感染症の影響で、授業の開始の遅れもあり、選択者が減少し、26 名となったが、令和３年

度は 44名の生徒が受講し、再び例年と同等の人数が受講することとなった。近年は、生徒たちの中にも、小

学生の時に、本校のＳＳＨ関連行事である泉北子ども科学フェスティバルに参加したことがきっかけで入学

を志望した者もおり、ＳＳＨの地域交流行事が、受講者数の増加に貢献していると思われる。 

また、「科学探究基礎」を受講した生徒が、第２学年の「科学探究Ⅰ」の課題研究で、「科学探究基礎」で

の経験を生かして研究計画の立案やプレゼン資料の作成を率先して行う姿が見られた。当初の期待通り、「科

学探究基礎」の生徒が、リーダーとして活躍することができていたといえる。 

「科学探究Ⅰ」で引き続き同じテーマで取り組んでいる生徒もおり，研究を深めることができている。さ

らに、２年次の「科学英語プレゼンテーション」の選択を考えている生徒もみられるなど、「科学探究基礎」

の課題研究を通して好奇心や探究心が培われた成果だと考えている。あわせて、中間発表会、本発表会に加

え、小学生対象の科学教室など他者に説明をする機会を多く持ったことで、プレゼンテーション能力やコミ

ュニケーション能力の向上につなげることができた。また、平成 30 年度と令和元年度、ホームルームの時間

で行ったプレゼン発表では、「科学探究基礎」を受講していない生徒に刺激を与えることができた。「科学探

究基礎」の実施が，本校の課題研究全体の質の向上に貢献することができている。次年度以降も、生徒の探究

心を伸ばし、技術と表現力を見つけ、率先して活動に貢献できるリーダーを育成できる取組みとしていきた

い。 

 

（５）科学探究Ⅰにおける取組み 

＜仮説＞ 

①４・５・６月に「課題研究」のテーマの選定方法や基礎的なデータの収集方法・実験手法の基礎学習など   

をオリエンテーションとして集中的に実施することで、実験データの収集や実験の技術を向上させるとと

もに、課題研究に取り組む意欲を高めることができる。また、高大連携講座を実施することで、なおより一

層の意欲向上が期待できる。 

②オリエンテーション以降、班単位で課題研究のテーマ設定を行い、研究計画を立案させ、早い時期から研

究を始めることで、課題研究の取組み内容を充実させることができる。また、３年次の科学探究Ⅱ（１単

位）で引き続き「課題研究」を円滑に実施でき、１年間の研究成果を発表できるようになると考えられる。 

③分野別オリエンテーションや課題研究を通じて、ポスターの作成の仕方や注意点などを学び、科学探究Ⅰ

の中間発表会でのポスター作りにつなげることができる。また、発表自体に関しても同様である。 

 

＜実践＞ 

① 対象   ： 総合科学科２学年３クラス（120名） 

② 単位数  ： ２単位 

③ 教員配置 ： 数学科１名・理科 10 名・情報科１名 

④ 授業の構成   

毎週火曜日に実施。今年度は４月～５月をかけて課題研究のオリエンテーションを全体と教科ごとでそ

れぞれ行った。下表のスケジュールで３クラス７展開（各講座 20 人ずつ）により、６分野のオリエンテー

ションとポスター作製の練習講座を行った。７月以降は分野別に分かれ、３名以上の班を作り自由テーマ

による課題研究に取り組んだ。 

 

・各授業の内容 

分野 授業場所 内容 

情報 第２ＬＡＮ教室 プログラム入門 ＶＢＡ講座 

数学 セミナーＢ２教室 数学課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 
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物理 物理教室 物理課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 

化学 化学第１・２実験室 化学課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 

生物 生物講義室 ダンゴムシの迷路実験と実験結果の統計的処理 

地学 地学教室 本校先輩の地学課題研究の紹介 

ポスター作製 第１ＬＡＮ教室 ポスター作製の練習講座 

・授業のスケジュール 

回 日付 限 内容 

１ ４月 13日 火 ５ 全体・分野別オリエンテーション 

２ 

｜ 

７ 

４月 20日 火 ５ 

分野別オリエンテーション 
４月 27日 火 ４・５ 

５月４日 火 ５ 

５月 11日 火 ４・５ 

８ 

｜ 

10 

５月 25日 火 ５ 
課題研究 研究班結成 

実験計画書作成 
６月８日 火 ５ 

６月 22日 火 ５  
６月 26日 土   科学探究Ⅱ「課題研究発表会」参加 

11 

｜ 

12 

６月 29日 火 ４・５ 課題研究 研究班結成 

実験計画書作成 

実験・実習活動 

＊８月 30，31日に高大連携講座を実施 

13 

｜ 

25 

９月７日 火 ５ 

課題研究 実験・実習活動 

９月 14日 火 ４・５ 

９月 21日 火 ５ 

９月 28日 火 ４・５ 

10 月５日 火 ５ 

10月 19日 火 ４・５ 

10月 26日 火 ４・５ 

11 月２日 火 ４・５  
11月 25日 木 ４・５ 科学探究Ⅰ 「課題研究中間発表会」  

全班 ポスターセッション 

26 11月 30日 火   中間発表会振り返り 

27 

| 

33 

１月 11日 火 ５ 

課題研究 実験・実習活動 

１月 18日 火 ４・５ 

１月 25日 火 ４ 

２月１日 火 ４・５ 

２月８日 火 ４ 

⑤ 課題研究のテーマ選択と研究の経過 

・春休み中の課題として、課題研究の実験方法を１人３テーマ検討し、レポートとして提出させる。 

・４月中旬から５月上旬まで分野別のオリエンテーションを行う。 

・５月 25日（火） 生徒から提出された希望テーマの一覧を配付し、「物理」「化学」「地学」「生物」

「数学」「情報」からテーマ分野を選択。班分けと、担当教員との面談を行ったうえでテーマ設定を行

うように全体に説明した。 

・６月 29日（火） 課題研究テーマ・班分けの確定。以後、研究開始（授業時間＋昼休み＋放課後＋休日）。 

・10月中旬～  中間発表会要旨原稿作成指導      → 初稿 提出締切 10 月 26日（火） 

・11月上旬～  中間発表会ポスター (Ａ１判) 作成指導 → 初稿 提出締切 11 月２日（火） 

・11月 25日（木）２年課題研究中間発表会：ポスターセッション（於 本校体育館） 
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＜評価＞ 

科学探究Ⅰでは、生徒たちが実験計画に基づき、実験を行い、その結果から次の実験をどのように組み立

てるのかなど、「課題を見つけて解決する能力」を身につけることを大きな目的としている。｢科学探究Ⅰ｣の

授業計画として、開始時の４月から５月に、まず各分野に分かれ、詳細な実験・実習のオリエンテーションを

実施した。各科目のそれぞれの特徴や、実験の準備に必要な事項、実験の流れ、そして実験結果をいかにまと

めるか、などを学んだ。また、ポスター作成指導においては、本校卒業生が過去に作成したポスターをもと

に、作成を生徒に行わせることで、この内容を中間発表会で生かすことができた。分野別オリエンテーショ

ンを行った結果として、実験計画の立案や実験準備を各班で効率的に行うとともに、どのように研究を進め

ていけば良いかが明らかになったので、研究に取り組む意欲も向上した。 

11 月には中間発表会があり、その準備を通して研究結果の整理を行うことができる。７月から行ってきた

結果をまとめ、整理し、見返すことで、新たな発見ができた班も存在した。また、中間発表会では、来賓や運

営指導委員の方々から多くのアドバイスや質問をいただき、今後の研究を進める上で各々の課題を発見して

いくことで、継続研究に対し意欲を高めることができた。12 月以降は、次年度の科学探究Ⅱにおける６月の

本発表会をめざして、中間発表で明らかとなった新たな課題を解決していくことをめざす。６月に「課題研

究発表会」に参加したことで、発表に向けてのゴールをイメージすることができており、課題研究に対する

姿勢は積極的である。 

１年次に科学探究基礎を受講し、研究を経験した生徒が中心になってポスター作成を進めたり、課題研究

発表会での先輩の発表を参考にして発表準備を行うなど、ポスター作成や発表をスムーズに行うことができ

た。 

 

＜今後の課題＞ 

研究が深められるかどうかについては、テーマ設定が重要になってくる。生徒が自由にテーマを考えると、

単発のテーマが多くなり、継続性が弱くなる傾向がある。先輩から後輩へ研究が継続されないと、予備実験

から始めることになり、データ数が少ないために研究を深めることが難しくなる。また、先行研究の理解が

十分でないまま研究に取りかかっている場合や、発表時に自分たちが取り組んだ内容が、既知のものと明確

に差別化されていないなどの問題がある。一方で、課題研究検索システムを活用し、先行研究を把握した上

で、自ら新たな課題を設定して研究に取り組むなど、継続性を高めようとして課題研究を進める班も見られ

た。研究の継続性を高めるために、課題研究の時間内で３年生から２年生に研究の引継ぎや、実験方法の指

導を行っている科目もあり、学校全体として、上級生と下級生の縦のつながりを構築していく必要がある。

さらに、既存のテーマの継続・発展と新しいテーマへのアプローチの両方を考えながら、生徒のテーマ設定

に対する指導を工夫していくことが必要になってきている。 

また、ポスター発表において、ＩＣＴ機器を上手に活用して発表する生徒が見られた。例えば、ＱＲコード

を用いて動画を提示したり、実際に飼育している生物の動画や簡単なプレゼンテーションを自分の端末で見

せて研究紹介したり、プログラムを見学者のスマートフォンで作動させるなどの試みが行われていた。運営

指導委員会の中で、「生徒同士の意見交流が盛んで、楽しそうに発表を行っているのが印象的だった。」とい

う意見を頂いている。今後、発表会でのこのような良い雰囲気を大事にしながら、より研究を深めていける

ような指導を工夫していきたい。 
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課題研究中間発表会評価用紙の一部 

 

 

大阪府立泉北高等学校 令和３年度 ＳＳＨ課題研究中間発表会 評価用紙 

ポスター発表を聞いて、この評価用紙を記入して提出しなさい。評価基準を参考に、３

つの観点の評価とコメントを記入すること。（最低５つ以上、たくさんの分野のポスター

を見学すること）。 

◇評価規準（以下の表を参考につけてください。） 

評価 ４ ３ ２ １ 

研究の内容 

目的が明確にあり、研

究が理論的に行われて

いる。また、詳しい考

察ができている。 

目的があり、研究

の結果を出してい

る。 

また、その考察が

できている。 

目的があいまいだ

が、研究を行い、

研究結果がある。

しかし、考察が不

十分である。 

目的がなく、十分

な研究がされてい

ない。なぜその実

験や研究に取り組

んだのかがわから

ない。 

ポスターの 

完成度 

ポスターに図や表を活

用するなど、とても見

やすい・分かりやすい

工夫がされている。 

ポスターに図や表

を用いるなど、分

かりやすく伝える

工夫がある。 

ポスターに少し見

にくい・分かりに

くいと感じる部分

があった。 

ポスター全体的

に、文章が多く、

見にくい・分かり

にくいと感じる。 

発表の説明

／ 

質疑応答 

説明は分かりやすく、

興味をもつことができ

た。また、質問に丁寧

に答えていた。 

説明を聞いて、理

解することができ

た。 

質問に答えてくれ

た。 

説明を聞いたが、

ほとんど分からな

かった。質問の答

えもよくわからな

かった。 

十分な説明が聞け

なかった。 

質問に答えてくれ

なかった。 

 

 

 

  

選択分野 物 理 ／ 化 学 ／ 生 物 ／ 地 学 ／ 数 学 ／ 情 報 班番号  

 ←良い    悪い→ 
コメント 

研究の内容 ４ ３ ２ １ 

ポスターの完成度 ４ ３ ２ １ 

発表の説明／質疑応答 ４ ３ ２ １ 
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（６）科学探究Ⅱにおける取組み 

＜仮説＞    

「科学探究Ⅱ」は、第１学年の「科学探究基礎」と第２学年の「科学探究Ⅰ」の継続として行う。第１学年

の「情報の科学」（２単位）で情報処理・発信の学習を定着させ、第２学年の「科学探究Ⅰ」（２単位）で課

題研究の取組みを始め、11月の中間発表会で一度まとめを行い、要旨やポスターを作成して発表する。また、

第１学年で「科学探究基礎」（１単位）を選択した生徒が、その内容を発展させて研究を行ったり、「科学探

究Ⅰ」から所属する班で、経験を生かしてリーダーとして活躍したりする。こうした研究活動を受け、第３学

年で「科学探究Ⅱ」を行うことで、継続性を持って課題研究に取り組むことができ、課題研究を深めることが

できる。また、第２学年 11 月の中間発表会での質疑応答や運営指導委員である大学の先生方などから様々な

指摘を受け、研究の内容・方向性・研究方法を見直し、その後の研究内容を深めることができる。本校で作成

した生徒用の「課題研究マニュアル（改定版）」（68 ページの冊子）を活用することで，テーマ決定から研

究発表までの取組みをよりスムーズに進めることができる。 

「科学探究Ⅱ」では第３学年の１学期に行われる発表会で研究内容をまとめ、口頭またはポスターで発表

を行う。発表会への取組みを通して、プレゼンテーション能力の向上および研究者として必要な自発的・創

造的な研究態度，研究の成果をまとめる評価総合能力の向上を図ることができる。また、２学期はこれまで

の研究内容を論文形式でまとめ、詳細に整理・記録する。要旨や口頭発表とはまた違った視点でこれまでの

研究の全てをもう一度振り返り、表現力の向上をさらに図る。また、このことで次年度以降の課題研究に対

して、より効果的に実験を引き継ぐことができる。 

 

＜実践＞ 

① 対象：総合科学科第３学年 ３クラス（118人） 

② 単位数：１単位 

③ 授業の展開 

１学期においてはテーマや班などは、第２学年からの継続で課題 

研究を進めた。発表形式は、口頭発表の班と、ポスター発表の班を 

分野ごとに決定。６月上旬に発表要旨（Ａ４判２ページ）の作成。 

口頭発表班は、パワーポイントによる発表資料の作成。 

ポスター発表班は、ポスター（Ａ０判・１枚）の作成。 

６月 26日（土）12 時～16時 30 分 「課題研究発表会」  

於 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 

              12 時～12時 40 分 ポスター発表 前半の部（１年生対象）   

              13 時～15時 20 分 口頭発表の部、講評 

              15時 30分～16時 30分 ポスター発表 後半の部（２・３年生対象）    

口頭発表：10班（物理２、化学２、生物３、地学１、数学１、情報１） 

     招待発表 大阪府立四条畷高等学校  

ポスター発表：20班 

  ２学期はこれまでの研究成果を詳細な経緯を含めて論文形式で（Ａ４判２枚以上）作成。 

 

＜評価＞ 

 科学探究Ⅱではこれまでの探究活動で培った成果を課題研究発表会で披露することを１つの大きな目標と

して取り組んでいる。「科学探究基礎」「科学英語プレゼンテーション」の発表会、「科学探究Ⅰ」の課題研

究中間発表会、各種イベントでの招待発表など様々な場面での発表を行い、その中で成功や失敗を経験して

ここに至っているため、発表会までの準備や当日の発表の様子などは、確かな成長が見受けられた。中間発

表で指摘を受けた部分では、研究内容において先行研究と自分たちの研究の区別をしっかりつけることがで

きており、成果がよりわかりやすくなっていた班が多かった。 

 またもう１つの柱として、発表会を終えてから改めて２学期に論文作成に取り組んだ。多様な実験や研究

に時間をかけて行ってきたため、要旨や発表に入りきらなかったものなども含めて、研究論文として形にす

分野 選択者 テーマ 教員 

物理 25 ６ ２ 

化学 22 ６ ３ 

生物 52 13 ４ 

地学 ４ １ １ 

数学 ９ ２ １ 

情報 ６ ２ １ 
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ることが出来た。 

 

＜今後の課題＞ 

 テーマの内容により、研究が深まらず、その後の研究に苦労したまま最終の発表会を迎えてしまう班があ

った。テーマ設定の重要性をしっかりと伝え、研究の見通しを立てた後に研究が開始できるようにしていき

たい。また、研究の中で教員や特定の生徒が示した方針を他の班員がそのまま行うことにとどまらず、メン

バーどうしがより活発に意見交換し、議論を重ねて研究をより深化させていけるよう導く必要がある。論文

作成においては、生徒が意義や目的を十分に理解できないまま、ただやみくもに作業に取り掛かかってしま

い、その後の修正作業に多くの時間を費やした班が見られた。論文作成に関する手順を見直し、意義や目的、

どのように仕上げるべきかといった指導に時間をかけ、論文作成を指導したい。 

 

課題研究発表会評価用紙の一部 

 

大阪府立泉北高等学校 令和３年度 ＳＳＨ課題研究発表会 評価用紙(生徒用)  

口頭発表 大ホールで口頭発表を聞いて、評価・感想を下記の用紙に記入しなさい。 

なお、研究内容とプレゼン(発表)について、以下の規準を参考に、それぞれ４点満点

で評価してください。 

◇評価規準（以下の表を参考につけてください。） 

評価 ４ ３ ２ １ 

発表内容 

＊研究内容に一貫性があ

り、目的をもって取り組

んでいる。 

＊考察ができている。 

＊図や表を活用し、全体的

に分かりやすい工夫がさ

れている。 

＊研究を行い、その結果を

出している。 

＊図や表を活用している。 

 

（総合的に３か２を決め

て下さい。） 

＊研究の説明がわかりにくい。 

 

＊図や表が効果的に活用され

ていない。 

プレゼン 

＊声も大きく、スピードも 

聞き取り易い。 

＊説明は分かりやすく、 

興味を持った。 

＊伝えようとしている様子 

が良くわかった。 

＊声の大きさや話すスピ

ードは問題ない。 

＊説明もわかる。 

 

（総合的に３か２か決め

て下さい。） 

＊声が小さく、聞き取りにく

い。 

＊話すスピードが速く，ついて 

いけない。 

＊質問に対する応答がよく 

わからなかった。 

 

分野 

班 
テーマ 

発

表 

内

容 

プ

レ 

ゼ

ン 

感想・意見 

物理 

３班 

ブーメランの飛行

法則 
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（７）課題研究の成果の校外への発信 

＜仮説＞ 

 課題研究の成果を校外の発表会やコンクールの場で生徒自らが発表することで、プレゼンテーション能力

を高めるとともに、外部の高校や大学の先生方から指導・評価を受けたり、他校の高校生の発表を聞いたり

して、自らの研究への取組みや、研究発表の方法の改善をはかることができる。 

 

＜実践＞ 

① スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会：令和３年８月５日（木）神戸において開催された

発表会に参加した。校内選考で選ばれた化学６班（平川七翔・高田拓海・森希空・小森咲来）が「金属イ

オンを利用した色ガラスの作成」のテーマでポスター発表を行った。 

② 大阪府学生科学賞：化学６班が「金属イオンを利用した色ガラスの作成」のテーマで論文を作成して

出展した。 

③ 科学探究Ⅱの地学１班（中野裕基・天野勇冴・桑山圭輔・溝口宙）が日本古生物学会 2021年年会（令

和３年７月３日開催）高校生ポスターセッションに参加し、ポスター発表を行った。この研究は西南日

本の白亜系の化石帯全体に関係する重要な研究とみなされ、優秀賞として表彰された。また、日本古生

物学会における和文誌「化石」108号（2021年９月発行）に掲載された。 

④ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ第１部）：令和３年 10 月 16 日(土)に開催され、ポスター発

表部門に、物理「楽器発電計画」・化学「低融点合金～亜鉛と錫～」の２つのテーマでポスター発表を行

った。 

⑤ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ第２部）：令和３年 12 月 19 日(日)に開催され、第２部のオ

ーラル発表部門では、物理１班（石居心咲・金廣美涼・中野晴日）が「楽器発電計画」の内容で口頭発表

を行った。 

⑥ 台湾の國立彰化高級中學との合同研究発表会への参加は、令和３年 12 月に國立彰化高級中學で行われ

る予定であったが、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止となった。 

 

＜評価＞ 

課題研究の取組みは、実験をするだけでなくまとめて発表することによって、大きな成果が得られると考

える。自分の考えてきた過程を論理的にまとめて、多くの人にわかってもらう工夫をすることが大切である。

課題研究への校外への発信が、研究内容を深め、生徒の探究能力の向上に寄与している。また、発表に対して

いただくさまざまな質問から、より深い実験へのヒントがいただける場合も多い。今後も様々な機会を通じ

て発表会に参加していきたいと考えている。 
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（８）課題研究マニュアル 

＜仮説＞ 

これまでのＳＳＨ事業において、課題研究メソッドを確立し、それをまとめた「課題研究マニュアル」を作

成した。このマニュアルを有効に活用することで、全教員がより効果的な指導を行うことができるとともに、

生徒も課題研究を深化することができる。 

 

＜実践＞ 

 課題研究の授業時には、総合科学科創設時から

の課題研究の取組みを生徒向けに集約し、平成 28

年度に作成をした。平成 30年度に改定を行い、さ

らに、今年度新たに「課題研究マニュアル」（第

三版）を作成し、今後の指導に活用していく。 

 全 70 ページにわたる課題研究マニュアルに掲

載されている内容は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

第１章 課題研究を始める前に 

１．課題研究のねらい ２．課題研究のスケジュール ３．研究テーマを決めるために 

４．情報の収集 ５．実験計画の立案 ６．課題研究を進める上で注意すべきこと 

＜卒業生からのメッセージ＞  

第２章 課題研究の進め方（分野別オリエンテーション） 

１．物理編 ２．化学編 ３．生物編 ４．地学編 ５．数学編 ６．情報編 

第３章 研究結果のまとめ方 

１．実験結果や観察の記録 ２．実験データの測定と解釈 ３．図表やグラフの活用  

４．実験結果の解析や検定 ５．結果の考察について 

第４章 研究成果の発表 

１．発表要旨（レジュメ）の作成 ２．ポスター発表 ３．口頭発表 ４．研究論文の作成 

５．研究成果の校外への発信 ６．英語によるプレゼンテーションについて 

資料編 

１．課題研究のテーマ一覧表 

２．研究成果の一例 (1) 発表要旨(2) ポスター(3) パワーポイント 

 

＜評価＞ 

初任の教員や異動して初めてＳＳＨ校に勤務する教員においても、有効的な指導を行うことができ、生徒

もマニュアルを踏まえて研究を進めることで、課題研究を深化することができる。「課題研究マニュアル」の

作成は、学校内における研究成果の共有・継承に大きく貢献する取組みとなっている。泉北高校での取組み

の様子や「課題研究を将来どのように生かすことができるのか」といったことに対する先輩からのメッセー

ジも掲載されており、市販の手引きとは一線を画す内容となっている。 

また、学校ホームページにも課題研究マニュアルを掲載し、成果の普及・発信を積極的に行っており、中間

ヒアリングでも高く評価されている。 
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（９）課題研究検索システム 

＜仮説＞ 

本校では、総合科学科創設時より、学科全員で課題研究を行ってきた。その成果として、研究発表会の発表

要旨集や、ポスターとスライドが蓄積されている。これらの過去の成果をデータベース化し、キーワード入

力で検索できるシステムを確立させ、課題研究のテーマの決定や実験計画の立案において活用することで、

過去の成果の上にさらに質的な向上を図ることができる。各年度において全員が課題研究を行っているので、

研究発表会の発表要旨やポスター、スライドのデータが蓄積されている。これらの過去の成果をデータベー

ス化し、キーワード入力で検索できるシステムを確立させることができると、課題研究のテーマの決定や実

験計画の立案において役に立つと考えられる。先輩の実施した課題研究の実績に基づいて実験でき、自分た

ちの工夫が効率的にとりこむことができるので、同じことを繰り返すことなくより一歩進んだ課題研究とす

ることができる。また、質的な向上も図ることができると考える。 

 

＜実践＞ 

課題研究の授業時には、総合科学科創設時からの課題研究の取組みを生徒向けに集約した平成 28年度に

作成し、平成 30年度に改定した「課題研究マニュアル」を活用している。しかし、先輩たちのデータのす

べてをこの「課題研究マニュアル」に掲載することはできない。自分の関心のある内容について、キーワー

ドで検索することができれば自分の課題研究を進める上において役に立つと考える。そこで、データとして

蓄積されている平成 23年度以降に取り組んだ研究テーマについて検索できるシステムを構築した。 

『課題研究検索システム』の作成においては、これまでの研究発表要旨・ポスター・口頭発表スライドの

収集・整理を行い、一部については、各テーマのキーワード検索が可能になるように工夫した。過去の課題

研究テーマをすべて掲載し、３年次の発表会で使用した要旨・ポスター・スライドを簡単に検索・閲覧でき

る『課題研究検索システム』を下記の手順で構築した。 

① 過去の課題研究の報告データのＰＤＦ化 

これまでの３年次の課題研究発表会で使用した発表要旨・ポスター・スライドのデータをすべてＰＤ

Ｆ・スライドショー形式のデータに変換した。 

② 各班の研究テーマ・内容の登録 

システム稼働の為に、下図の形式で、各班の研究内容を登録した。登録項目は、【年】【期】【分野】

【班】【タイトル】【キーワード】の６項目とした。 

 

 

 

 

 

図 課題研究情報 登録（教員用） 
 

キーワードは複数登録することができ、行った課題研究の内容を検索する情報とすることができる。

また、ここで登録した内容で自動

的に過去の発表用資料へのリンク

を繋げる準備が完了する。 

③ 課題研究の検索システムの作成 

課題研究情報を登録する際に用

いた６項目で、生徒は過去の課題

研究データを検索・閲覧する事が

できる。例えば、「音」というキ

ーワードを入力すれば「音」関連

の過去の課題研究一覧を次図のよ

うに表示することができる。ま 図 課題研究 検索画面（生徒用） 
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た、2011 年・物理と入力すれば、2011年度の物理分野の課題研究データを検索・閲覧することができ

る。 

 

＜評価＞ 

第Ⅲ期指定では、これまでのⅡ期 10年間の成果を活用して、「課題研究のさらなる深化」をめざすことを、

重要な研究課題と位置付けている。それを実現させるための仕組みとして、先行研究の検索が容易にできる

ことで、課題研究テーマの決定や、実験計画の立案などに活用することで、生徒たちの課題研究を発展させ

ることができると確信している。 

 

（10）卒業生ネットワークの活用 

＜仮説＞ 

 本校では総合科学科創設時より、学科全員で課題研究を行ってきた。各年において全員が課題研究を行っ

ているので、卒業生とのネットワークを構築することによって、課題研究に対するアドバイスを受けるなど、

生徒の課題研究の内容をより深化させることができる。また、卒業生にＴＡとして協力を仰ぎ、所属の大学

や研究機関との連絡を密接に行うことで、校内で行ってきた研究活動がより広い活動となり、社会とのつな

がりができていく。 

 

＜実践＞ 

 本校ＳＳＨ事業で得た経験や大学で培った問題解決能力を在校生の後輩に伝え、課題研究の深化と生徒の

科学探究力の向上をめざし、「先輩から学ぶ～先輩からのアドバイス～」として、卒業生と２年生との交流会

を実施した。本校卒業生５名に６月に来校してもらい、課題研究をスタートする２年生を対象に、自分が泉

北生であったときの体験をもとに、苦労した点ややりがいなど後輩に伝えたいことをプレゼンしてもらうと

ともに質疑応答を実施した。昨年度は、12 月実施の泉北子ども科学フェスティバルの開催時に合わせて、サ

イエンス部のＯＢを招き、泉北子ども科学フェスティバルを運営している１年生科学探究基礎選択者及び現

役のサイエンス部員との交流を実施した。 

『泉北高校総合科学科 Semboku Science course ＯＢＯＧのネットワーク：ＳＳＯnet』を構築した。また、

本校卒業生 1,300 名（住所不明の卒業生 200 名を除く）にも登録の呼びかけを行った。本校における最近の

ＳＳＨ活動の案内状も同封しＳＳＨ活動の広報も行った。現在、卒業生が登録を行ってくれているところで

ある。また、同窓会誌にも呼びかけを掲載し、課題研究を行った卒業生の力を生かしていく仕組みの基礎が

できた。  

 

＜評価＞ 

 第Ⅲ期指定では、これまでのⅡ期 10 年間と経過措置１年の成果を活用して、「課題研究のさらなる深化」

をめざすことを重要な研究課題と位置付けていた。課題研究のさらなる深化に向けて、卒業生の活用は欠か

せないところで、今年度は、６月に卒業生と現役生の交流を持つことができた。ＳＳＯnetの登録も進んでお

り、今後さらに卒業生ネットワークの活用を推進していきたい。 
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２．研究機関との協働プログラムの作成 

（１）市大理科セミナー 

＜仮説＞ 

高度で専門的な講義や実験・実習を経験することにより、科学技術や自然科学に対する興味・関心が高ま

り、さらに課題発見能力・思考力・高度な知識等、問題解決に必要な力を向上させることができる。また、近

隣の大学を訪問し、大学の実験設備を使って実習を行い、大学の教員や院生との対話を通して、将来の理系

への進路選択の動機づけになる。また、大阪府内の他のＳＳＨ指定校で同じテーマを選んだ高校生と共に実

験を行って交流することで、お互いに刺激を受けることができる。 

 

＜実践＞ 

 市大理科セミナーは、昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響により、計画を中

止することとなった。 一昨年開催をした際の実践について、以下に概要を記載しておく。 

① 概要（令和元年度） 

１) 対象：本校 総合科学科第１学年（120名）、大阪府立住吉高等学校（120名） 

       大阪府立千里高等学校（20 名）、大阪府立富田林高等学校（20名） 

２) 日時：令和元年８月 23 日（金）13時 50 分 

３）場所：大阪市立大学基礎教育実験棟 

  ４) セミナーの実施：14 時～16時 30 分   ５) 付添教員：６名 

② 実験・実習テーマと定員・担当者（講座２～５は白衣持参）（令和元年度） 

講座１ 「ポテチの容器で宇宙線を見よう」（35 名） 中野 英一教授・岩崎 昌子准教授（物理学科） 

講座２ 「身の回りにある色素の謎を探る」（50 名）   臼杵 克之助准教授（化学科） 

講座３ 「果物の香りを作ろう」（45名）         舘 祥光講師（化学科） 

講座４ 「リズムを刻む不思議な化学反応」（30 名）    豊田 和男講師（化学科） 

講座５ 「遺伝子解析によるタンポポの雑種判定」（75 名）伊東 明教授・名波 哲准教授（生物学科） 

講座６ 「偏光で見る自然」（25名）           篠田 圭司准教授（地球学科） 

 

＜評価＞ 

この取組みは平成 17年度より始まり、大阪府内で総合科学科を設置している３校の１年生を対象に大阪市

立大学理学部からの呼びかけで始まったものであるが、その後３校ともＳＳＨ指定校となり、ＳＳＨ事業の

一環として取り組まれている。他校の生徒といっしょに実験に取り組むことで、他校での授業やＳＳＨ事業

についても話し合ったりして、交流を図ることができるとともに、お互いに得意とすることが違うことがわ

かるなど、刺激を受けることがあって効果的である。今年度も中止となったが、今年度の様々な事業の中で

得たオンラインの活用など、新型コロナウイルス感染症対策を行うことで、来年度以降実施ができるように

検討していきたい。  

 

（２）高大連携講座 

＜仮説＞ 

高校での学習内容を超えた大学での授業を体験し、最先端の科学技術や研究課題に触れることにより、進

路意識や自然科学に対する知的好奇心を高めることができる。さらに、課題研究のテーマを決定する時期に、

大学の先生から研究の過程を詳しく聞くことで、現在、大学で研究されている課題は何かを知ることができ、

その結果、テーマの決定や、実験計画の立案において参考にすることができる。 

 

＜実践＞ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、課題研究のテーマ決定時期に実施することはできなかったが、

大学等で行われている最先端の研究内容を直接聴講するために、大阪府立大学、大阪市立大学などに依頼を

行い、第２学年 118名および第１学年の「科学探究基礎」受講生徒 44名を対象とした高大連携講座を、短縮

授業期間中の８月 30日（月）、31日（火）の午後に合計８講座を設定した。この講座から、生徒が受講した

い講座を第３希望まで選んで、人数調整をして受講講座を決定した。また、その過程で高校側から生徒の進
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路決定や課題研究に参考になるお話をお願いしたり、そのテーマに関しては、どこまで高校での学習が進ん

でいるかを伝えたりした。講座前後にも講師の方と生徒の状況や反応などについても意見交換を行った。 

 

① 講座の概要 

１) 日時：８月 30 日（月）・31日（火） 13：10～14：40 

２) 場所：本校理科実験室・講義室 

３) 対象：総合科学科・第２学年全員 118 名、第１学年「科学探究基礎」受講生 26 名 

 

② 講座の講師とテーマ 

氏名 大学・学部 月日(曜) 時間 題   目 

菊田 久雄 

教授 

大阪府立大学 

工学研究科 

8 月 30日

（月） 

13：10 

～14：40 
生活を支える光計測技術 

東 雅之 

教授 

大阪市立大学 

大学院 

工学研究科 

8 月 30日

（月） 

13：10 

～14：40 

伝統技術と最先端技術の融合に

より進化する発酵・バイオテク

ノロジー産業 

増田富士雄 

名誉教授 
京都大学 

8 月 30日

（月） 

13：10 

～14：40 

地球スケールからみた環境問題

と災害 

畠 佐代子 

講師 

滋賀県立大学 

環境科学部 

8 月 30日

（月） 

13：10 

～14：40 

草むらにすむ日本最小のネズ

ミ、カヤネズミの生態と保全 

中村 佳正 

教授 

大阪成蹊大学 

データサイエンス学部 

設置準備室 室長 

8 月 31日

（火） 

13：10 

～14：40 

人と社会のデータサイエンスを

めざして ー大阪成蹊大学の挑

戦ー 

児玉 靖司 

教授 

大阪府立大学 

大学院 

理学系研究科 

8 月 31日

（火） 

13：10 

～14：40 
細胞の老化を染色体から探る 

萬代 武史 

教授 

大阪電気通信大学 

共通教育機構 

数理科学教育 

研究センター 

8 月 31日

（火） 

13：10 

～14：40 
無理数の世界 

真鍋 武嗣 

教授 
大阪府立大学 

8 月 31日

（火） 

13：10 

～14：40 

国際宇宙ステーションと宇宙環

境 

 

＜評価＞ 

幅広い分野での講座を設定したことで、受講生徒が興味あるテーマを選ぶことができ、その研究のおもし

ろさを知ることができた。専門的な内容で知らない単語も多々あったと思うが、多くの生徒は興味深く話を

聞いていた。高校の授業ではまったく扱わない世界にも触れることができ、環境問題や科学技術に対して興

味・関心が深まり、今後の進路選択に対しても動機づけとなった。 

２年生については、課題研究のテーマや実験計画を立てる際の参考にしていた講座であるが、今年度は開

催時期がずれ、すでに研究が始まっている時期の開催となった。しかし、８月の時点で進めている課題研究

の方向性や研究方法等を個別に講師に聞く生徒もおり、例年とは違う意味で良い機会となった。 

 

＜今後の課題＞ 

高大連携講座は今回で 16回目となり、生徒にはやや難易度の高いものもあるが、今までに授業で習得した

知識がこれからの大学での勉学にも役立つことを理解し、授業に対する意欲を高めることができたと考えて

いる。高校での学習内容や私たちが希望する講義内容について、詳しく講師に伝えるとともに、大学側の望

む高校での理科・数学教育のあり方についても意見交換をして、高大連携がさらに深まるよい機会としたい。 
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（３）大学訪問研修 

＜仮説＞ 

 高校での学習内容にしばられず、大学の研究室で実際に行われている実験をその場で体験し、最先端の科

学技術や研究施設に触れることで、自分の進むべき進路について考えさせたり、自然科学に対する知的好奇

心を育てたりすることが期待できる。また、その体験をポスターにまとめて、ポスターセッション形式で発

表することで、プレゼンテーションの経験値と技術向上を図り、「科学探究Ⅰ」の課題研究中間発表会に生か

すことができる。 

 

＜実践＞ 

① 概要 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年度同様、大学に訪問することができないた

め、一昨年度と同様の内容で実施するのが困難であった。そこで今年度も Zoomを用いた双方向のオンラ

イン講座を行った。 

対象者は例年、総合科学科第２学年の全員であったが、同様の内容を高大連携講座でも行ったこと及

び第１学年が市大理科セミナーを受講できなかったこともあり、今年度も総合科学科の第 1 学年全員を

対象とした。引き受けていただけた先生が行う講座のテーマと概要を示して、生徒に希望調査を行った。

講座の当日には、講座の内容や、内容に関する疑問、感想などに関する受講レポートを課した。また、講

座前後にも講師の方と生徒の状況や反応などについても意見交換を行った。 

② 講座の概要 

・場所：本校の理科実験室、理科講義室 

・日時：令和３年 12月 15 日（水）～22 日（水）13:10～14:10 

・対象：総合科学科第１学年全員 118 名 

③ 講座の講師とテーマ 

12 月中～下旬の短縮授業後に 60 分間の講座設定で実施した。Zoom を使用して大学の研究室と泉北高

校の教室をつなぎ、１対１で結んだ。また、カメラは教員用のＷＥＢカメラを生徒に向け、教員と生徒全

体が写るように設置した。下表に各大学・学部別に、担当していただいた大学の教員、講座のテーマを示

す。研修に際しては希望する講座のアンケートを実施し、人数調整を行った。 

大学名 
学部・研究

科 
講師 

月日

（曜） 
テーマ 

大阪府立大学 
理学系 

研究科 

大西 利和 

教授 

12/20

（月） 
暗黒の宇宙を電波で探る 

大阪府立大学 
理学系 

研究科 

津留崎 陽大 

准教授 

12/17

（金） 
発光性分子の世界 

大阪府立大学 
理学系 

研究科 

石原 道博 

准教授 

12/22

（水） 

利己的な生物たち：進化的観点から生物

の行動をみる 

大阪府立大学 

大学院 

工学研究科 

物質・化学

系専攻 

松本 章一 

教授 

12/16

（木） 
未来の高分子について考えよう 

大阪府立大学 工学研究科 
涌井 徹也 

准教授 

12/21

（火） 

数値シミュレーションによる浮体式洋上

風力発電システムの最適制御 

大阪府立大学 工学研究科 
岡本 晃一 

教授 

12/15

（水） 

レーザーと光ナノテクノロジーがもたら

す最新の光技術 

近畿大学 理工学部 
近藤 康 

教授 

12/21

（火） 
恒星間旅行  

近畿大学 理工学部 
大久保 貴志 

教授 

12/21

（火） 
有機薄膜太陽電池 



- 46 - 

近畿大学 
バイオコー

クス研究所 

水野 諭 

講師 

12/21

（火） 
バイオコークス 

 

＜評価＞ 

 昨年度及び今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で大学に訪問することができなった。そのため、

内容を変更して、対象を第 1 学年とし、オンライン講座という形式で開催している。大学の先生方に協力し

て頂き、９つの講座を開講していただいた。幅広い分野の講座を設定したことで、受講生徒が興味のあるテ

ーマを選ぶことができ、その面白さを学ぶことができた。生徒にとっては専門的な内容で、知らない単語や

まだ勉強していない内容が多々あったと思うが、多くの生徒が興味深く話を聞いていた。高校の授業では扱

われない世界に触れることができ、科学技術に対して興味・関心が深まった。今年度も対象を第 1 学年にし

たこともあり、これから勉強していく内容が、進路選択や課題研究につながることを自覚する良い機会とな

った。 

 

実際に訪問を行った一昨年の大学訪問研修の実践についても、以下に概要を記載しておく。 

 

＜実践＞（令和元年度） 

① 概要・日程 

１）大学訪問研修 

・場所：大阪府立大学 理学系研究科（８）・工学研究科（９）・生命環境科学研究科（３） 

 近畿大学理工学部（８）の計 28研究室 

・日程：令和元年７月 12日（金）～26日（金） 

・対象：総合科学科第２学年（120名）＋総合科学科第１学年（科学探究基礎受講者 40名） 

２）ポスターセッション 

・場所：本校２～３階渡り廊下 

・日程：令和元年８月 29日（木）12時 30分～13時  対象：第２学年生徒・教員 

           ８月 30 日（金）12時 30 分～13時  対象：第１学年生徒・教員 

② 内容 

１）大学訪問研修 

   90 分間の講座設定で実施した。研修レポートを作成し、夏季休業中にグループごとにポスターにまと

めて、ポスター発表を行った。                             

（敬称略） 
講
座 

大学
名 

学部・研究科 講師 
定
員 

月日(曜) テーマ 
参
加 

１ 
近畿 
大学 

理工学部・生命科学科  
分子腫瘍学研究室 

辻内 俊文 ３ 
７月 17日
（水） 

がん細胞とは何か？ ３ 

２ 
近畿 
大学 

理工学部 情報学科 
大規模情報処理システム研究室 

水谷 后宏 ６ 
７月 17日
（水） 

Raspberry Pi を用いた映像
処理 

６ 

３ 
近畿 
大学 

理工学部 理学科 
量子制御研究室 

近藤 康 10 
７月 17日
（水） 

放射線を「見よう」 10 

４ 
近畿 
大学 

理工学部 理学科 
有機合成化学研究室 

松本 浩一 ４ 
７月 17日
（水） 

NMR 装置を用いて分子の形
を見てみよう。 

４ 

５ 
近畿 
大学 

理工学部 情報学科 
フィールド分散知能研究室 

大谷 雅之 ６ 
７月 17日
（水） 

MESHを使ってみよう ６ 

６ 
近畿 
大学 

バイオコークス研究所 水野 諭 ４ 
７月 17日
（水） 

植物由来の新しい固体燃料バ
イオコークスを製造しよう 

４ 

７ 
近畿 
大学 

理工学部 社会環境工学科 高野 保英 ８ 
７月 17日
（水） 

超高速現象の世界 ８ 

８ 
近畿 
大学 

理工学部 分子腫瘍学研究室 森澤 勇介 ６ 
７月 17日
（水） 

分光法による非破壊分析 ６ 

９ 
大阪府 

立大学 
理学系研究科 生物科学専攻 

構造生物学研究室 
木下 誉富 ６ 

７月 12日 
（金） 

酵素がはたらく仕組みを調
べよう！ 

６ 

10 
大阪府 
立大学 

工学研究科 化学工学分野 
分離工学グループ実験室 

武藤  明徳 ８ 
７月 12日 
（金） 

水中に溶存する物質の分離
除去 

８ 
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11 
大阪府 
立大学 

工学研究科 機械工学課程 
環境保全学研究室 

大久保雅章 ６ 
７月 12日 
（金） 

大気中の微小粒子状物質 PM
の測定と浄化機械 

６ 

12 
大阪府 
立大学 

工学研究科 航空宇宙工学分野
・宇宙工学研究室 

小木曽 望 10 
７月 16日 
（火） 

信頼性とばらつき 10 

13 
大阪府 

立大学 
理学系研究科 物理科学専攻 

非線形物理学研究室 
水口 毅 ６ 

７月 17日 
（水） 

ドキドキが同期するのはど
んな時？ 

６ 

14 
大阪府 
立大学 

工学研究科 機械系・海洋シス
テム工学課程・二瓶研究室 

二瓶 泰範 10 
７月 17日 
（水） 

養殖場における自動航行船
の研究と開発 

７ 

15 
大阪府 

立大学 
工学研究科 知能情報工学 
人間情報システム研究室 

本多 克宏 ６ 
７月 17日 
（水） 

ヒトと情報のソフトなイン
ターフェース：クラスター
分析による情報要約 

５ 

16 
大阪府 
立大学 

理学系研究科 数理科学専攻 
金融工学・確率論研究室 

數見 哲也 ６ 
７月 22日 
（月） 

ランダムな現象の法則性を
みつけよう 

６ 

17 
大阪府 

立大学 
工学研究科 マテリアル工学 

材料構造物性研究室 
森 茂生 ６ 

７月 22日 
（月） 

電子顕微鏡で見る極微の世
界 

６ 

18 
大阪府 
立大学 

生命環境科学研究科 緑地環境
科学専攻・緑地計画学研究室 

武田 重昭 10 
７月 22日 
（月） 

ランドスケープデザインと
は？ 

６ 

19 
大阪府 
立大学 

理学系研究科 数理科学専攻 
代数的位相幾何学研究室 

山口 睦 ８ 
７月 23日 
（火） 

多面体のオイラー数につい
て 

４ 

20 
大阪府 
立大学 

工学研究科 応用化学分野 
生体高分子化学研究室 

原田  敦史 ６ 
７月 23日 
（火） 

温度応答性ポリマーをつく
ろう 

６ 

21 
大阪府 

立大学 
生命環境科学研究科 生物環境

調節学研究グループ 
遠藤 良輔 ５ 

７月 23日 
（火） 

微生物反応を利用した資源
化実験 

４ 

22 
大阪府 
立大学 

生命環境科学研究科緑地環境科
学専攻・緑地保全学研究グループ 

藤原 宣夫 ４ 
７月 24日 
（水） 

植生調査方法 ３ 

23 
大阪府 
立大学 

理学系研究科 物理科学専攻 
極限物性研究室 

野口 悟 ６ 
７月 24日 
（水） 

超伝導入門 ４ 

24 
大阪府 
立大学 

理学系研究科 分子科学専攻 
有機反応化学研究室 

大橋 理人 ６ 
７月 25日 
（木） 

完全窒素雰囲気下での不安
定化合物の観測 

４ 

25 
大阪府 

立大学 
理学系研究科 生物科学専攻 

分子細胞遺伝学研究室 
川西 優喜 ６ 

７月 25日 
（木） 

遺伝子組換え実験ツールの
プラスミドを扱おう 

６ 

26 
大阪府 

立大学 
工学研究科 電気情報システム工学

分野・マネジメントシステム研究室 
森澤  和子 ６ 

７月 25日 
（木） 

最適化アルゴリズムとその
応用 

４ 

27 
大阪府 

立大学 
理学系研究科 分子科学専攻 

有機金属化学・錯体化学研究室 
竹本 真 ７ 

７月 26日 
（金） 

プラスチックをつくる有機
金属触媒の働き 

７ 

28 
大阪府 
立大学 

工学研究科 電子物理工学 
量子物理学研究室 

魚住 孝幸 ６ 
７月 26日 
（金） 

計算機シミュレーションで
見る量子物理の世界 

４ 

２）ポスターセッション 

各班でポスター作成を行い、１日めは、２学年の生徒同士で、お互いに発表をし、相互評価をさせた。２

日めは、総合科学科の第１学年の生徒に対して発表を行い、２年生はプレゼンテーション技術の習得を、

１年生は次年度からの課題研究に対するモチベーションの向上を図った。 

 

（４）校外研修 

＜仮説＞ 

科学で大切なことの一つとして、実際の体験や本物を見ることが挙げられる。様々な体験の後に、科学的

な興味・関心が高まると考えられる。そこで多くの体験ができる地域を選択して校外研修を行うことにして

いる。第１学年は 11月に兵庫県の「兵庫県立人と自然の博物館」にて、第２学年は５月にナショラルトラス

ト運動で保全された和歌山県田辺市の天神崎海岸での海岸生物の観察を行うことで、生物や地学の学習に向

けての意欲を高めるとともに、環境問題における科学者の社会的責任についても考えさせることができる。 

 

＜実践＞ 

① 第１学年 兵庫県立人と自然の博物館 

１）目的   

２年次より始まる課題研究『科学探究Ⅰ』に向けて、研究テーマ設定や論文閲読に生かすことのできる

知識を得て、科学的好奇心の向上につなげる。 

２）事前学習  

 人と自然の博物館の案内及び本研修の学習内容について、校外研修主担当の教員によるプレゼンを通し

て事前学習を行った。 
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３）日程等   

・実施日時：令和３年 11月 12 日（金） 

  ・参加生徒：総合科学科１年生全員（118 人） 

・交通機関：貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用   

・付添教員：１年総合科学科担任３名、副担任２名の計５名 

４）行程  8：20 学校出発 ⇒ 10：50 兵庫県立人と自然の博物館到着 ⇒ セミナー①（全体講義） 

⇒ 中庭で昼食 ⇒ セミナー②・③・館内見学 ⇒ 15：15 兵庫県立人と自然の博物館出発 

⇒ 16：35 学校到着 

５）兵庫県立人と自然の博物館での研修 

・セミナー①（全体講義）：「ＳＤＧｓについて考えてみよう」 

・セミナー②      ：「～科学論文講座～サイエンスの最先端に触れてみよう～」 

・セミナー③      ：「館内展示の観察と考察～森林と森林土壌などを中心に～」 

・館内見学 

② 第２学年 和歌山県田辺市の天神崎 

この行事は例年実施している行事で、総合科学科２年生全員が参加する。当初、１学期中間考査およ

び潮の満ち引きの関係から５月第３週に予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

今年度においては中止となった。 

また、現地に行く前に、 天神崎の自然を大切にする会の廣瀬祐司氏を招いて事前研修会を行う予定で

あったが、この事前研修も実施できなかった。 

   天神崎での磯観察は、天神崎に到着後、説明を受けてから採集

を開始し、１班あたり４人構成で観察・採集・記録などの役割を

決めて約１時間 30 分ほど活動する。その後、集合して天神崎の

自然を大切にする会の講師の方々より磯の生物について、詳しく

説明していただく予定であった。例年、観察後は磯観察レポート

を班ごとにまとめて提出させている。 

実際に天神崎での校外研修を行った昨年の実践について、以下

に概要を記載しておく。（写真も 2020 年度実施の様子） 

１）事前学習  

科学探究Ⅰの授業を利用して事前研修会を行った。講師の方に現地での生物の特徴や変遷、毒を持

った生物、磯観察の方法、環境保全の大切さなどを説明していただいた。 

事前研修会 

    ・実施日時：令和２年９月 29 日(火) 第５限（14：20～15：25）   

・場  所：本校視聴覚教室 

・講演内容：テーマ「天神崎の自然とナショナルトラスト運動について」 

・講  師：廣瀬 祐司 氏(天神崎の自然を大切にする会) 

２）日程等   

・日  時：令和２年 10月 16 日(金)  この日の干潮は 11時 28 分（潮位 35cm）  

・参加生徒：総合科学科２年生（119名)   

・交通機関：バス（クラス毎 計３台）を利用 

・付添教員：２学年総合科学科担任３名、副担任と理科教員８名の計 11 名。 

・行  程１）10時 00分～12時 30分：天神崎での海岸生物の観察 

         ２）13時 00 分～15時 00分：南方熊楠記念館における研修 

・講  師 丸村 眞弘氏・田名瀬 英朋氏・後藤 岳志氏 （天神崎の自然を大切にする会） 

３）天神崎での磯観察 

今年の干潮時刻は 11時 28分だったので磯観察日和であった。  

午前に天神崎に到着後、説明を受けてから採集を開始した。１班あたり４人構成で観察・採集・記録な

どの役割を決めて約１時間 30 分ほど活動した。その後、集合して天神崎の自然を大切にする会の講師

の方々より約 30種類の磯の生物について、詳しく説明していただいた。 
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４）南方熊楠記念館での研修 

この記念館は日本を代表する博物学者である南方熊楠の集めた資料を中心に展示されており、粘菌

の標本や研究成果を見ることができたことはとても貴重な経験となった。 

５）磯観察レポート 

観察した動物について、１人１種類ずつ記録したレポートを班ごとにまとめて提出させた。 

 

＜評価＞ 

① 第１学年 兵庫県立「人と自然の博物館」 

全体講義では、身近な行動とＳＤＧｓの関係性について、約１時間の密度の濃い講義を受けた。ＳＤ

Ｇｓの 17の目標について知り、身近な行動一つで環境改善に貢献できることがわかり、環境問題解決の

意識が向上した。セミナー②では、論文検索の方法や論文の意義、読み解き方についての講義を受けた。

また、博士号を持つ研究員の話を受けて、研究の醍醐味について触れられたことで、２年次より始まる

『科学探究Ⅰ』に向けてのモチベーションが高めることができた。セミナー③では、研究員の解説をき

きながら館内展示を見学することができた。人と自然の博物館には兵庫県内の里山の動植物の標本が展

示されているのだが、講義を通して知識を持って展示を見ることができ、生態系や環境問題への理解を

深めることができた。本研修を通して、当初の目的であった課題研究への意欲向上以外にも、環境問題

への理解を深めることができたため、有意義な研修になった。 

② 第２学年 和歌山県田辺市の天神崎 

この研修は、潮間帯の生物を採集しじっくりと観察する良い機会である。生物調査のフィールドワー

クは、なかなかできない経験であるので、総合科学科の生徒全員が参加するこの行事は大切である。今

回は実施できなかったが、今後も継続していきたい行事である。 

 

（５)第１回サイエンスツアー（福井～滋賀方面）   

＜仮説＞ 

 例年、1泊２日で関東方面の自然科学系施設の訪問を中心に、第１回サイエンスツアーは実施していた。し

かし東京オリンピック開催および新型コロナウイルス感染症対策の観点から、本年は２泊３日で近畿圏に存

在する自然科学系博物館の見学と研修、また野外に出ての植生調査フィールドワークとした。 

研修先は、生徒の科学に対しての興味・関心を高め、理系科目の学習分野について理解を深める本ツアー

の目的に照らし、国内屈指の施設で最先端の科学技術や専門的な展示、研究内容の見学・研修ができる「福井

県立恐竜博物館」、「福井県立野外恐竜博物館」及び「滋賀県立琵琶湖博物館」の３か所を選定した。またフ

ィールドワークは、多くの高山植物が生育しフィールドワークに適した「伊吹山」で行った。 

 加えて各日宿舎で、その日の研修のまとめをグループ発表させることにより、課題研究におけるプレゼン

テーション能力等の向上につなげることができる。 

 なお実施日当日の８月２日（月）より大阪府下に緊急事態宣言が発令されたが、大阪府教育庁より万全の

感染症対策を講じた上での実施を認められたことを、併せて記載しておく。 

 

＜実践＞ 

① 事前研修会：令和３年７月 19日（月） 12:40～ 本校会議室 

  参加費用の徴収、サイエンスツアーの概要説明、伊吹山での野外フィールドワークにおける安全指導(適

切な服装や履物の指導)を中心に実施した。 

 また、目的をもって研修に参加するため、当日までに福井県立恐竜博物館と琵琶湖博物館、伊吹山フィ

ールドワークで、それぞれの施設での見学や体験を通し自分が学びたいことのテーマ設定課題を与えた。 

② 第１回サイエンスツアー：令和３年８月２日（月）～８月４日（水） 

１）日程・行程 

８月２日（月） 

泉北高校集合→（貸し切りバス：以下バス）→福井県立恐竜博物館（見学）→（博物館専用バスで移

動）→福井県立野外恐竜博物館（見学および化石発掘体験）→宿舎（福井県福井市内）→本日の見学報

告会 
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８月３日（火） 

【当初の予定】 

宿舎→（バス）→伊吹山着→昼食を含む伊吹山山頂周辺フィールドワーク（５時間）→伊吹山発→宿舎

（滋賀県日野市内）→本日の見学報告会 

【実際の行程】 

宿舎→（バス）→伊吹山着→伊吹山ドライブウェイスカイテラス周辺の植生見学（１時間）→伊吹山発

→伊吹山文化資料館（見学）→宿舎（滋賀県日野市内）→本日の見学報告会 

※悪天候による参加者の安全確保のため、当日行程を変更した。 

８月４日（水） 

宿舎→（バス）→滋賀県立琵琶湖博物館（見学・ブルーギルの解剖実習）→泉北高校到着→解散 

２）参加人数 生徒 27名（希望者）、教員３名 

３）研修場所と研修の概要 

福井県立恐竜博物館（13時頃到着、15：00 ごろまで館内自由見学） 

恐竜化石の一大産地である勝山市に建てられた、恐竜を中心とする地質・古生物博物館である。入口

で総括研究員より博物館の紹介とご挨拶を頂き、各自事前研修時に与えた課題テーマに基づき館内自由

見学を行った。また後述する野外恐竜博物館での研修の成果と合わせて、宿舎での見学報告会に備えた。 

福井県立野外恐竜博物館（恐竜博物館より専用バスで移動→見学および化石発掘体験 計 90分 

日本最大の恐竜化石発掘現場である勝山市北谷町に開設された施設で、県主体となり発掘が行れてい

る最前線の現場である。発掘現場の概要と建物内の化石保存展示の見学したのち、実際にハンマー等を

用いて化石発掘体験を約 20 分間行った。 

伊吹山（フィールドワーク） 

滋賀県最高峰（1,377ｍ）で、山頂付近の登山道からは多くの高山植物が観察でき固有種も多い。伊吹

山ネイチャーネットワークより講師２名を迎え、山頂付近での植生観察とこの地域での自然保護の取り

組みを考え、毎木調査などを行う予定であった。しかし酷い風雨と、雷注意報の発令により安全が確保

できず、講師による伊吹山スカイテラス周辺の植生見学を１時間行ったのち、バス車内で伊吹山の植生

に関する講義。その後、伊吹山文化資料館へ移動し、伊吹山に関する展示見学を１時間の行程に変更し

た。 

滋賀県立琵琶湖博物館（10時到着→ブルーギルの解剖実習１時間→14 時まで館内自由見学） 

「湖と人間」をテーマとし、琵琶湖まつわる各種展示が充実している。特に淡水生物の水族展示は国

内最大級である。近年問題となる外来魚と琵琶湖の生態系について、研究員による解説と指導の下、琵

琶湖で捕獲されたブルーギルの解剖実習を行った。その後、館内自由見学を行った。 

 

＜評価＞ 

 恐竜博物館では、恐竜と生命史に関する展示見学を通し、生徒の科学に対しての興味・関心の喚起ができ

た。また野外恐竜博物館の化石採掘体験を経験から、各種研究活動への理解と実践、科学全般や第２学年か

らの課題研究に対しての興味・関心の喚起ができた。 

 伊吹山では当初のフィールドワークは叶わなかったが、スカイテラス周辺に生育する固有種の観察を中心

に行い、伊吹山の特殊な地理的条件と植生のつながりを理解した。また、、講師による講話を踏まえ、それら

の固有種や植物を自然保護の観点からどのように保護してゆく必要があるのかを考え、実践できた。加えて、

酷い風雨と視界不良の恐怖を経験したことにより、野外調査において適切な服装や装備、履物を選ぶ重要性

と、野外おける事前準備がいかに大切かを身につけることできた。 

 琵琶湖博物館では琵琶湖の生態系保全を、ブルーギルの解剖実習を通して学び、２日目のフィールドワー

クと合わせ自然保護に対してどのように自分は行動していくべきかを考え、実践できる貴重な経験となった。 

 

＜以下、宿舎での生徒発表からの抜粋＞ 

 貴重な化石を見つけたかったが、貝や植物の化石しかが発掘できなかった。初めて化石が出てきた時は

とてもうれしく、この喜びは忘れることの無い経験となった。 

 解剖用ハサミで初めて解剖したが、私が解剖した魚には胃の中に小魚がおり、少し消化が進んでいるこ
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とが分かった。ヒレがしっかりと残っていたので、ヒレなどの消化は遅いのではないかと考えた。琵琶

湖博物館の先生「魚の命に感謝を忘れないで」という言葉で、感謝する気持ちを忘れまいと思った。 

 フィールドワークは雨でしたが、そこで思い知った。傘とカッパを持参したが、風がとても強くて傘は

させなかったのでカッパで凌いだ。そこから、念のための準備は大切で、山に行くときには必ずカッパ

を用意したいと思った。そして、現地の人から高山植物の説明を詳しくうかがえてとても良かったです。 

 私は目標を「魚の解剖」とした。理由は肝臓の解剖の授業で、気持ち悪くて参加できず後悔した経験か

らだ。今回、大切な命を使わせて頂いたことで、解剖ではしっかり参加することが頂いた命に対する礼

儀だと思い、以前自分がした行動は失礼だったと反省した。苦手な解剖も克服出来たので良かった。 

 

 

（６）第２回サイエンスツアー（京都水族館・ＪＴ生命誌研究館） 

＜仮説＞ 

サイエンス部が日帰りで大阪近郊の施設を訪問して研修を行う「サイエンスツアー」を企画し、一般生徒

の希望者を募っている。サイエンス部が、事前研修や運営も担当することで、科学に関して自らの知識を伝

える能力を養うとともに、多くの人とのコミュニケーション力も高めることができると考える。また、生物

の学習で扱う動物に対する関心を高めることもできる。 

 

＜実践＞ 

① 日 程：令和４年１月 15 日(土)  ＊参加者：生徒 29 名、教員４名 

② 行き先：京都水族館・ＪＴ生命誌研究館 

③ 行 程：８時 30分 泉北高校出発→（貸切バス）→10 時 00分到着「京都水族館」（昼食後）12 時 30

分出発→13時 30分到着「ＪＴ生命誌研究館」15時 30 分出発 →(貸切バス)→泉北高校 17時到着 

④ 見学場所の概要 

・京都水族館：「水とともにつながる、いのち。」をコンセプトにして

いる施設である。展示だけにとどまらず、遊びながら学べるプログ

ラムを用意している。水族館を通して自分の身のまわりの自然や生

き物をみることのできることができる。生き物をいかにうまく見せ

るかという点について工夫されている水族館であった。 

・ＪＴ生命誌研究館：「生きているを考える」ということをコンセプ

トにしている施設である。38 億年という長大な歴史を持ついきもの

のつながりの中の人間について考えることができる。そして、その

ことを通して、私たちが日常を送る社会に活かしていくための、新

しい知の構築を構成することができる。研究室のオンライン見学と

いう新しい手法を取り入れて案内をしていただいた。わかりやすく

見学することができた。 

 

＜評価＞ 

サイエンスツアーは毎年２回実施している。例年この時期に実施している研修は、大阪近郊の施設を訪問

することにしている。この研修に関しては、サイエンス部の生徒たちの協力で実施している。年々、生徒が自

主的に取り組めるようになっており、当初の目標が達成されていていると考えられる。また、事前・事後の指

導を徹底して、事後に見学レポートを提出させることで、見学するだけにとどまらず、今後の教科の学習に

生かすことができている。  
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３．地域連携及びサイエンス部の活動 

（１）小学生向け科学教室（第 10 回泉北子ども科学教室） 

＜仮説＞ 

① 小学生が興味･関心をもつ教材を開発して「子ども科学教室」を実施することで、本校が地域に開かれた

科学教育の拠点校となる。 

② サイエンス部を中心に高校生がアシスタントを務めることで、高校生自身が科学啓蒙活動の重要性を実

感する。自らの科学知識をわかりやすく説明することの難しさを知り、さらなる学習への意欲を高めるこ

とができる。また、科学知識をわかりやすく説明するという経験により、将来の進路希望に理科教員など

も選択肢の一つとなる機会とすることができる。 

 

＜実践＞ 

今年度も昨年度同様、感染症対策として、１講座の参加人数を最大 13名、各科目で講座を２回実施するこ

とで、密集を避け実施した。 

① 日程と内容  ※受講するテーマは自由に選択でき、すべて参加することも可能とした。 

日時 分野・テーマ 概要説明 

７/27

（火） 

生物 

【 動植物の不思議 】 

生き物を使った実験をしてみましょう。植物は染め物、

動物は昆虫の行動を観察する実験をします。 

７/27

（火） 

情報 

【 プログラミング体験 】 

コンピュータを使って、かんたんなプログラミングに

挑戦してみましょう。 

７/27

（火） 

化学 

【 色が変わるのはなぜ？ 】 

色が変わる反応を見てみましょう。なぜ色が変わるの

か、その理由が分かるかな？ 

７/28

（水） 

物理 

【 簡単モーター 】 

金属に電流を流すと電磁石になる性質を利用して、か

んたんなモーターを作成しよう。 

７/28

（水） 

地学 

【 岩石を区別しよう 】 

世の中にある石の種類ってどうやって見分けるのでし

ょう？見るポイントを少しだけ紹介します。 

② 実施形態  

１講座を 60 分とし、７月 27 日（火）と７月 28日（水）の２日間に分けて実施した。 

     9:00～10:00 10:10～11:10 11:20～12:20 

７月 27日（火） 
生物   情報 化学 

化学   生物 情報 

７月 28日（水） 
地学 物理  

物理 地学  

対象は小学校５・６年生。本校の理科の各実験室などで開催。サイエンス部員がＴＡをつとめた。募集に

ついては、本校のホームページに募集要項を掲載し、さらに地域の情報誌に募集要項を掲載。応募は、Google 

フォームで受け付け、参加の総人数は 32名となった。 

 

＜評価＞ 

① 大阪府下においてまん延防止等重点措置での実施であったが、参加者は例年並みの人気であった。参加

者の要望にできる限り応えるために密集を避ける目的で実施回数を増やすなどの対応を取り、２日間に分

けて実施した。５科目すべてに参加した小学生も 14名おり、科学に対して強い関心をもってくれているこ

とが感じられる。 

② 高校生がアシスタントをすることで、小学生の科学への興味・関心を肌で感じるとともに、小学生への

説明の方法などを学ぶことができた。これらの体験は高校生たちの科学リテラシーや、彼らが科学教育に

関心を持つことにつながった。今後も機会を増やすべきだと考える。 
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（２）中学生向け科学教室 

＜仮説＞ 

泉北高校に近い校区の中学生を対象に科学教室を開催し、普段本校で行われている理科の実験・実習に取

り組むことによって、高校での学習についてイメージを膨らませるとともに、自然科学に対する興味関心を

高め、科学を愛する中学生を増加させることができる。本校の理科教員が地域の中学生を対象に、科学の本

質を理解できる興味深い実験・実習を開発して提供することにより、中学校の教員や保護者にも本校が地域

の理科教育の拠点校であるという存在意義を示すことができる。 

 

＜実践＞ 

① 中学３年生対象の「泉北科学教室」 

１）日 時   令和３年 10月 12日（火）14時～15時 

２）対 象   堺市立若松台中学校 第３学年（115名） 

３）持ち物   筆記用具・上履き・下履き入れ袋 

４）時 程   午後１時 30 分頃 若松台中学校から出発 → 午後１時 50分頃 本校到着 

        午後２時頃 ６つの班に分かれて本校教員が引率・移動 → 開始 

        午後２時 50 分をめどに終了 → 最初集合した体育館前に本校教員が誘導 

        午後３時頃 体育館前で再度集合して解散。 

５）講座と担当者・場所・人数 

 
担当 場 所 

参加 

人数 
テーマ 概  要 

Ａ 物理 物理教室 20 名 
ライントレー

サー 

床に書かれた線に沿って走る車（ライントレーサ

ー）を市販の模型自動車を改造して作る実習であ

る。工学的内容である。 

Ｂ 
化学

Ａ 

化学第１ 

実験室 
18 名 

銅の色はどう

なんの？ 

化学反応を利用して、銅をいろいろな色に変化さ

せる。10 円玉の色から、どんな色に変わるかを実

際に見てみる。 
Ｃ 

化学

Ｂ 

化学第２ 

実験室 
18 名 

Ｄ 
生物

Ａ 

生物 

講義室 
20 名 

動物の行動の

不思議発見 

ダンゴムシの迷路実験やシロアリ・プラナリアな

ど身近な動物の行動のなぞを探る。 

Ｅ 
生物

Ｂ 

生物 

実験室 
19 名 

植物色素の不

思議発見 

黒い海苔から緑色の色素を取り出し、藍などの植

物の葉を使って草木染めに挑戦し、植物の色素の

不思議な性質を考える。 

Ｆ 地学 地学教室 20 名 
星空の楽しみ

方 

星座早見盤を作り、その使い方の実習をして、星空

の眺め方、楽しみ方を学ぶ。季節ごとの星座を紹介

し、星座に詳しくなる。 

 

＜評価＞ 

若松台中学３年生を対象とした「泉北科学教室」においては学年全員が対象であるため、理科に興味を持

たない生徒も含まれるが、大部分の生徒が積極的に取り組み、こちらの質問にも前向きに考えてくれた。実

験・実習については元々興味を持つ生徒も多く、関心を広げる良い機会となり、大きな成果があったといえ

る。実験・実習のテーマや展開を工夫することで、一層積極的に取り組む姿勢が増すことを実感した。中学生

は中学校ではなかなかできない体験を行うことができるためとても満足している様子で、授業中や授業後に

内容や仕組み、その後の展開について質問にくる生徒もいた。 
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（３）泉北こども科学フェスティバル   

＜仮説＞ 

 高校生が地域の小学生を対象に科学教室を企画運営することで、自然科学のアウトリーチを実体験する。

自然科学を普及することの大切さや難しさを知ると同時に、高校生が子どもたちと関わる中で、子どもの自

然科学への興味・関心を直接感じる良い機会とする。また、子どもたちへの実践的な指導方法を習得するこ

とができる。 

 

＜実践＞ 

 ３年前から本校の化学実験室や普通教室を使用して開催している。今年度も昨年度同様、新型コロナウイ

ルス感染症対策として、入場者を 90分ごとの３グループに分け事前予約制とした。また各グループの定員は、

参加児童と保護者を含めて 80 名とした。 

 ・日時：令和３年 12月 25 日（土） 

 第１グループ ９：30～10：00入場  入場時刻～11：00企画参加 

 第２グループ 11：10～11：40入場  入場時刻～12：40企画参加 

       （ 12：40～13：30 生徒昼休憩 ） 

 第３グループ 13：30～14：00 入場      入場時刻～15：00 企画参加 

 ・場所：大阪府立泉北高等学校 

 （第１・第２化学実験室、生物実験室、生物講義室、Ａ３教室、１－５、１－６、１－７） 

 ・内容：合計 13 のブース出展（「科学探究基礎」受講生 11ブース、サイエンス部 ２ブース） 

  簡単につくれる！！スーパーボール／割れにくいシャボン玉を作ろう／アハ体験 

  変身キューブを作ろう／ナゾときをしよう！／シュワシュワボールをつくろう 

  スライムをつくろう／つかめる水を作ってみよう！／カラフル人工イクラを作ろう 

  クリスマスのオイルモーション～キラキラを添えて～／絵が浮かぶ／チリメンモンスター 

  電池とむらさきキャベツのはあもにい 

 ・時程：当日午前９時に集合し、会場で出展者の最終確認したうえ、９時 30分より開催。 

  全ての企画が 15 時に終了し、16時 30分までに後片付けを終えて撤収した。 

 ・対象：本校近隣の小学校３年生～６年生。申し込みがあった小学生は 162名、保護者は 122 名だった。 

 参加した小学生には出展内容を紹介した「ガイドブック」を作成し、配布した。なお「ガイドブッ

ク」原稿は、出展した各班の生徒が作成をしている。 

 ・広報：12月上旬ごろ、堺市南区の小学校および和泉市の一部の小学校に案内チラシを作成し配布した。 

  また本校ＨＰにも掲載し、地元のコミュニティ紙にも記事を掲載していただいた。 

 

左図 

配布した案内チラシ（表面） 

 

右上図と右下図 

当日参加した地域の小学生と

本校生徒の様子。 

（白衣着用が高校生） 

 

小学生と高校生が互いに熱心

に企画に取り組んでいる様子

がわかる。 
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＜評価＞ 

 今年度も本校での実施で、駅から遠く不便であったと思うが、多くの方に参加して頂いた。昨年度に引き

続き、ガイドブック巻末に用意したＱＲコードを読み取り、Google フォームで作製した参加者アンケート(小

学生向けおよび保護者向けの２種)も実施した。 

生徒たちはブースの出展内容の企画立案からガイドブックの作製などを含めて、すべての準備を自分たち

で行った。この活動を通して、自分たちで計画的に準備を行うことや班で協力したり、自分の役割を果たし

たりすることの大切さを学ぶことができた。また、小学生へどのように面白さを伝えるか、教える立場にた

つことで気づくことも多かったようである。参加者アンケートのコメントや当日の生徒たちの生き生きとし

た表情から、有意義な時間であったことが分かった。 

 

＜参加者アンケート（小学生および保護者）からの自由記述抜粋＞ 

・生徒さんの一生懸命さや、恥ずかしさが伝わってきて、とても温かい気持ちになりました。（保護者） 

・参加した子どもたちが楽しんでいました。対象外でしたが、幼稚園児の娘も体験させてもらえて喜んでい

ました。高校生は学業やクラブ活動の忙しい中、また先生方はお仕事の忙しい中、子どもたちのために準

備してくださり、ありがとうございました。高校生らしい明るさやおもしろさ、ちょっと恥ずかしそうな

様子や緊張感が、懐かしくもあり、かわいらしくもあり、見ていて楽しかったです。全てのコーナーに行

く時間がなく残念でしたが、待ち時間もそんなになく、私も楽しませてもらいました。（保護者） 

・とても楽しく高校生が主体となって子供らに説明している姿がほほえましかったです。大人も勉強になり 

 大変有意義で良かったです（保護者）。 

・びっくりすることいっぱいやった。しらないことばかりで、なんでなるの？と思った。（小学生） 

・科学のちからがすごいと思った家でもやってみたいなとおもいました。（小学生） 

 

（４）地域における小中学生向け「泉北科学教室」 

＜仮説＞ 

本校主催の科学教室同様に、地域の子どもたちを対象に開催される科学教室に参加することで、高校生が

自然科学を広く一般に普及することの大切さを学び、同時に小学生など、子どもの自然科学への興味・関心

を直接感じる機会となる。また、小学生に指導する過程でどうすればわかりやすく教えることができるかな

どを考え、実践することで、科学の分野においても重要なプレゼンテーション能力やコミュニケーション能

力を育成することができる。 

それに加えて、地域の市民の方々に、本校がＳＳＨ指定校として、地域の科学教育の拠点であることを認

識していただくことができる。 

 

＜実践＞ 

① 栂文化会館主催「親子科学教室」 

・日時：令和３年８月１日(日) 13時 30分～15 時 30 分 

・場所：堺市立栂文化会館 調理室 

・概要：堺市立栂文化会館から、夏休み中の小学生と保護者が一緒に参加する「科学教室」の講師依頼を本

校教員が受け、本校教員が講師となり、サイエンス部がＴＡを担当した。参加した親子は５組で

11 人であった。 

② 堺市教育委員会主催の小学生を対象とした科学教室「サかイエンス」  

 ③ 鳳土木事務所主催「私の水辺 泉北地域交流会」  

 

＜評価＞ 

科学教室「サかイエンス」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止となり、「私の水辺 泉北

地域交流会」についても、大阪府泉北府民センターでの交流会は中止となり、当日発表する予定だった内容

をＷＥＢ上に掲載をした。 

地域で開催される多くの科学のイベントで、本校の生徒が講師をつとめる科学教室の依頼がくるようにな

った。ＳＳＨに指定されて 15 年目になり、泉北高校は地域の科学教育の拠点となることをめざしていること
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が地域にも認知されるようになったといえる。残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今

年度も中止となるイベントが多かったが、これまで開催されたイベントでは、高校生が指導する過程で、試

行錯誤する中で多くのことを学んでくれている。自らの科学知識の乏しさを実感するとともに、わかりやす

く説明する能力の不十分さを知り、何度も繰り返す中で、次第に小学生に対して上手に説明ができるように

なり、また、質問に対しても的確に答えることができるようになってきている。この取組みから、自然科学・

科学技術に対する、子どもたちの興味・関心の強さを感じた。講師をつとめた高校生もそのことを実感して

おり、将来の進路に対しても前向きに考えることができている。 

 

②、③のイベントについて、開催された一昨年の実践について、以下に概要を記載しておく。 

 

＜実践＞（令和元年度） 

② 堺市教育委員会主催「サかイエンス 2020」 

 ・日時：令和２年１月 26 日（日）（朝９時 30 分から準備）10時～15 時開催  

・場所：堺市教育文化センター（ソフィア堺）４階 工作室 

 ・概要：堺市教育委員会主催の科学イベントで、主として小学生を対象とした「科学教室」「工作教室」 

「実験ショー」「プラネタリウム上映」「ミニソーラーカー乗車体験」など多種多様な企画で、今

年の参加者は約 1,000 人であった。本校が参加するのは７年目になる。 

・内容：サイエンス部６名が講師を担当し、「チリメンモンスター」を約 20分間で行った。「チリメンモ

ンスター」はちりめんじゃこに混ざっている海の動物の幼体を探し出すもので、制限時間 15 分以

内に見つけたチリモンのうちで、気にいったものを３つ用紙に貼って持って帰ってもらった。午

前中の初回から、非常に好評で１回の定員は子ども 20 名で行ったが、途切れることなく１日中参

加者が続き、約 200組の親子の参加があり、生徒たちは休む暇もなく対応した。 

 

③ 鳳土木事務所主催「私の水辺 泉北地域交流会」 

・日時：令和２年２月２日(日) （朝９時から準備）10 時～15時 30 分 

・場所：大阪府泉北府民センター 

・概要：大阪府鳳土木事務所が事務局を担当して、地域の学校や住民団体に呼びかけ、泉北地域の河川や海

の自然について交流することを目的として開催されている。本校は平成 21年度より参加し、９回

めとなる。交流会では、マイク発表として「ビオトープ池のプランクトンの 15年間の変遷」につ

いて発表した。また、ブースでは、参加した小学生や地域の住民の方々に、研究の成果をポスター

発表の形で紹介するとともに、チリモン探しやプランクトンの顕微鏡観察を行い、いずれも非常

に好評であった。他にも、泉北地域で活動している市民団体や小中学校や高校・大学・行政機関も

多数ブース展示をされており、生徒たちも普段話す機会が少ない住民の方々と地域の自然につい

て話したり、様々な自然体験をしたりするなど大きな成果があった一日であった。 

 

（５）サイエンス部の活動 

＜仮説＞ 

自然や科学研究に高い関心を持つ生徒の自主的な研究を発展させるために、サイエンス部での活動を推進

し、その成果を外部の研究発表会などで発表し、他校の高校生とも交流を深める。この過程で、自然科学に

おける探究の過程について、深く理解し、自ら課題を見つけそれを主体的に解決していこうとする問題解決

能力を身につけるとともに、科学技術における独創性・創造性の重要性に気づくことができる。 

また、サイエンス部員が、地域の中学生や小学生対象の「泉北科学教室」、小学校に出向いて実験を行う

「出前授業」などにおいて、理科教員のＴＡや講師として小中学生を指導することで、生徒自らが科学的知

識の浅さやつまずきに気づき、さらに理科の学習への意欲を高めるとともに、科学の分野で必要なプレゼン

テーション能力やコミュニケーション能力を育成できる。 

 

＜実践＞ 

平成 18 年９月に 13 名でサイエンス同好会が発足した。ＳＳＨ事業が校内に浸透していくとともに、平成
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20 年度からは正式にサイエンス部として認められ活動を継続している。令和３年度は 13 名(２年５名、３年

10 名)で活動を開始し、４月に新入生が６名加わり、合計 21 名となった。サイエンス部では毎年以下のよう

な様々な活動に取り組んでいる。 

① ビオトープ池のプランクトンの継続観察 

本校の校内には平成 17年９月末に完成したビオトープ池があり、サイエンス同好会の結成前から数名

の生徒が、ビオトープ池の生物観察や環境条件(水温・ｐＨ・水位など)の測定に加えて、定期的にプラン

クトンを採取して観察を続けてきた。昨年度、ビオトープの改修を行ったが、今後も補修を行っていく

必要がある。 

② 小学校に出向いての「出前授業」 

今年度初めて取り組んだ活動である。地域の理科教育の拠点校を実現するために実施した。地域のサ

イエンスリテラシーの向上、そして、本校生の指導（サービスラーニング）、企画力・実行力の育成、プ

レゼンテーション能力・多様性を深める能力の向上をめざしている。実施した小学校の小学生、先生方

からの喜びの声がうれしい。 

１) 若松台小学校において令和３年 12 月 16日(木)13：45から 15：25 

対象生徒は小学校３，４年生 70 名、 

本校サイエンス部 12名  引率教員２名で実施 

 

 

２）はるみ小学校において令和３年 12 月 21日(火)13：50から 15：00 

対象生徒は小学校５年生 64 名  

本校サイエンス部 12名  引率教員２名で実施 

 

 

 

３）竹城台東小学校において令和４年１月 14 日(金)13:40から 15：15 

対象生徒は小学校３，４年生 44 名  

本校サイエンス部５名  引率教員２名で実施 

 

 

４）庭代台小学校において令和４年１月 28日(金)10：45から 11：30 

対象生徒は小学校 1年から５年生 20名  

本校サイエンス部４名引率教員２名で実施      

③ 科学実験講座の実施 

８月に実施した「泉北子ども科学教室」、10月の「泉北科学教室」でＴＡ

として実験を手伝ってくれている。また、12月25日（土）に実施した「泉

北子ども科学フェスティバル」では講師も務めた。様々な機会で自分たち

が科学の面白さや楽しさ、そして、すばらしさを伝えることができた。 

④ ＳＳＨ通信の作成 

ＳＳＨ通信は、本校生徒や保護者などへのＳＳＨ事業の広報のために、

平成 18年度より発行しているもので、Ｂ４判で両面印刷とし、総合科学科の全生徒と本校を見学する中

学生や関係者に配布している。令和３年度の行事をまとめて 57号を発行予定（令和４年４月発行）であ

る。部員たちが企画・執筆を担当し、ＳＳＨ事業の取組みの紹介と、それに参加した生徒としての感想を

まじえた生の声を伝えてもらっている。 

⑤ 自然保護活動への参加 

１月８日に実施された堺自然観察会の定例会である『自然保護活動―ため池の土手の草刈り』に参加

した。ススキやネザサを刈り取って草本類やツツジを保護するための活動である。２名の生徒が参加し

た。 
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 ⑥ 発表会等への参加 

   毎年発表を行っている鳳土木事務所主催「私の水辺 泉北地域交流会」については、大阪府泉北府民セ

ンターでの交流会は中止となり、当日発表する予定だった内容をＷＥＢ上に掲載を行った。 

 

 ＜評価＞ 

サイエンス部として、今年度は部員数21名で活動を行った。ビオトープ池の調査をはじめとする継続的な

研究に加えて、興味を持つメンバーが様々な活動を行うようになり、研究テーマも広がっている。ＳＳＨ事

業の多くの「科学教室」ではＴＡ、講師として活躍しており、地域の小中学生や住民に科学の楽しさを広げて

いくという目的を達成することができている。今年度は小学校への科学実験の出前授業という取組みも行っ

た。参加した小学生は実験の楽しさを感じてくれて科学が好きになったとことと思う。参加した小学生の感

想を見ると本当に喜んでくれていることがよく分かった。今後は、高校生自らの自然科学に対する興味・関

心を深めるとともに、課題解決能力を高めるため、さまざまな機会に発表を行っていきたいと考えている。 

 

（６）「科学の甲子園」大阪府大会への参加 

＜仮説＞ 

全国で開催されている「科学の甲子園」の大阪府大会へ参加することによって、科学の筆記問題や実技試

験を体験し、グループで取り組むことで、より高い科学の知識を得る必要性を認識するとともに、参加した

他の高校の同じ科学に取り組む生徒と交流することで、刺激を受けることができる。 

＜実践＞ 

第 11 回科学の甲子園大阪府大会 

日時：令和３年 10 月 17日(日) 

場所：大阪工業大学 大宮キャンパス 

内容：筆記競技及び実技競技 

参加：大阪府下ＳＳＨ指定校を中心に 20校。泉北高校からは泉北高校代表チーム(５名)として参加。 

＜評価＞ 

 筆記競技は、理科、数学、情報の中から習得した知識をもとに、その活用について問う問題で競うものとし

て、教科や科目の枠を超えた融合的な問題も出題される。実技競技は理科、数学、情報に関わる実験、実習、

考察等、及び科学技術を総合的に活用して、ものづくり能力、コミュニケーション能力等により課題を解決

する力を競うものとなっている。今年度の実技競技は、「あなたの街の小さな図書館」というテーマに沿った

建築模型の作成と、プレゼンテーションという課題であった。建築模型の

作成に関しては、決められた角度からの光が床に届かないようにする等の

条件が与えられ、作製した模型中の照度を競うものであった。プレゼンテ

ーションについては、作製した模型やＣＡＤで作製した３Ｄモデルなどを

用いて、図書館の紹介を通じてプレゼンテーション能力を競うものであっ

た。本校は上位入賞が叶わなかったが、模型の作成においては高評価を得

ることができた。建築模型を作製する中で、窓や天井の方向を、数学や物

理学の知識を用いて解決する生徒の姿勢が非常に印象的であった。このよ

うな科学的な知識の活用、プレゼンテーションを通じた表現の方法を学ぶ

貴重な体験となり、より高いレベルでの科学の学習の必要性について理解

することができた。 

  

作製した模型 
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４.グローバル人材育成に関わる取組み 

（１）総合科学科の英語教育 

＜仮説＞ 

① 総合科学科の第１学年学校設定科目「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」で、英語に対する技能習得を推進し、

英語への興味・関心を育成することができる。 

② 第２学年では実用的な英語能力の習得を推進するため４技能（聞く・話す・読む・書く）を含んだ指導

を行い、課題研究発表会において英語での発表を行えるようなプレゼンテーション能力とリスニング能

力、Abstract 等を作成することができる英作文能力、そして科学文献を理解する読解能力の更なる育成

を推進する。 

 

＜実践＞ 

① 「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」は１学年において２単位が設定されている。効率的な成果を上げるために

クラスを２展開にして、20人ずつの少人数クラスにすることでより綿密な指導ができるようにする。「Ａ

ＣＴⅠ」では４技能向上を目的とした高度な授業を実施する。 

② 第２学年の「英語理解」の授業において、科学的な題材を多く取り入れている。また、読解のみなら

ず、リスニング能力、会話能力の向上のため、ＮＥＴとのＴＴによるオールイングリッシュの授業を隔

週１回行う。適正な能力評価をするため学期ごとに全員個別インタビュー試験を行う。「英語表現・ＡＣ

ＴⅡ」授業では文法を主軸にペアワークやグループワークを取り入れた４技能のバランスが取れた授業

をする。 

 

＜評価＞ 

 １年次の少人数授業によって、英語に対する苦手意識を払拭し、より高度な英語学習に積極的に取り組む

ことができるようになった。また、知識・技能を高めるために行った、ＮＥＴによるインタビューや、英作文

指導により生徒たちの知的好奇心を刺激し、向上心を高めることで、英語を学ぶ意義を理解し活動できたと

考えている。今後、学習意欲を上げるためのアプローチをより強化していきたい。 

 

（２）科学英語プレゼンテーション 

＜仮説＞ 

英語科との連携によって、総合科学科の生徒の英語の運用能力を養い、高い英語能力をもつ科学者の育成

をめざす。実験方法を英語で説明した教材を使って実験を行い、英語による発表用ポスターやスライドの作

成を経験することによって、科学技術分野における英語コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力

を伸ばすことができる。以上の趣旨により、平成 30年度より講座の名称を「科学英語基礎」から「科学英語

プレゼンテーション」に変更した。 

 

＜実践＞ 

① 実施方法 

１年次に学校設定科目「科学探究基礎」を履修した生徒のうち、希望者は第２学年で「科学英語プレゼン

テーション」を履修する。この科目では、科学英語の習得に取り組みながら、課題研究発表会で自らの研究

内容を英語で発表することをめざす。１単位の選択授業として理科教諭１名、英語科教諭１名、ＮＥＴ１

名によるオールイングリッシュによる授業を展開する。英語で手順を確認して科学の実験を行い、英語を

用いて科学に触れる。また課題研究を英語で発表するための準備を行う。 

② 実施の状況 

「科学英語プレゼンテーション」開講８年目の今年度は、総合科学科第２学年９名が受講した。ＮＥＴ

や英語科教諭と協力してオールイングリッシュの授業を行った。授業では、英語で書かれた実験の手順書

を読んで、生徒自身が主体的に科学実験を行った。１学期に行った科学実験では、実験前に生徒自身に仮

説を立てさせ、その仮説を検証するための実験計画を検討させた。実験は２回行い、各実験の次の授業で

実験のまとめ・考察を英語でプレゼンテーション発表した。夏休みには、生徒が仮説を自分で考え、家庭で
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実験し検証するという課題を課した。２学期、３学期の授業では、生徒が教師役となり、夏休みに行った実

験を他の生徒に教授するという授業を行った。教師役の生徒は、英語で作成されたプレゼンテーションと

レジュメをＮＥＴに事前に提出し、文章の訂正を受けた。実験器具などの準備は理科教諭がサポートしな

がら、基本的に生徒主体で行った。授業の中で教師役の生徒は、作成したプレゼンテーションをもとに英

語で授業を行い、生徒は配付されたレジュメとプレゼンテーションをもとに実験を行い、考察を行った。

また、各授業の最後には理科教諭とＮＥＴの講評や、英語教諭による発音の訂正等の振り返りを行った。 

 

Term１  

Date Contents 

５/26 Self-introduction, Experiment "Termites" 

６/２ Presentation "Termites" 

６/９ Experiment "Lemon power" 

６/23 Presentation "Lemon power" 

  

Term２  

Date Contents 

９/１ Presentation "Summer vacation homework ①" 

９/８ Presentation "Summer vacation homework ②" 

９/15 Presentation "Summer vacation homework ③" 

９/22 Experiment "Does the color of iodine disappear with lemon?" 

９/29 Experiment "Water to grab" 

10/20 Experiment "Super cooled water" 

11/17 Experiment "Cylinrical secret" 

11/24 Experiment "Bio reacter" 

  

Term３  

Date Contents 

１/12 Experiment "Chroloplast pigment color" 

１/26 Experiment "DaVinci's bridge" 

２/２ Experiment "Paper chromatography" 

２/９ Experiment "Which is better, tissue paper or kitchen paper?" 

 

＜評価＞ 

 英語科と連携して、高い英語コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の基礎を養うことがで

きた。実際に実験を通じて英語に触れることで、科学英語で用いられる特有の表現を学ぶことができた。２

学期から行った生徒主導の授業の中で、生徒はスライドやレジュメの作成について学んだ。また、生徒が授

業を受けることで、プレゼンテーション能力の育成や、英語で表現する能力を育成することができた。これ

らの授業を通じて、３年次の課題研究発表会における英語での発表につながることが期待される。 

 

（３）ボルネオ海外研修 

＜仮説＞ 

日本では経験できない雄大な自然環境の中でのフィールドワークや、そのための事前学習を通じて、自然

科学における「自己学習力」の向上を図る。外国の施設の見学・学習を通じて、世界的な広い視野を身につ

け、熱帯雨林を直接体験できる機会を活用して、地球環境に対する理解を深める。また、現在、自然科学系の

研究においても共通語となっている英語環境に身をおくことにより、学習への意欲を喚起する。さらには、

今後の現地の高校や研究機関との共同研究にいたる基礎を築く。事前・事後の研修を行い、今後の課題研究

や研修に積極的に取り組む意識を高めることができる。 
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＜実践＞ 

 本年度は、コロナウイルス感染拡大により海外へ渡航できなかったため、本研修の代替として、「プロジェ

クト型グローバル・サイエンスキャンプ」を立ち上げた。その詳細については、項目（５）でまとめている。

本項目では、過去４年分のボルネオ海外研修についてまとめる。 

① 事前研修 

平成 28 年から 30 年まではサラヤ株式会社の中西氏による講義を受講していたが、令和元年は本校教員

によるリサーチ活動を主軸に事前研修を行った。事前研修では、ボルネオ島の野生動物と人間の関係や、産

業と自然環境との関係などについて学んだ。どの年度においても、ボルネオのパーム油の生産拡大と野生

動物の減少の関係について深く学び、現地に行ってより高い問題意識を持って研修ができるようになった。 

② 行程 

 本研修では、昆虫採集・植生調査を通してボルネオ島の豊かな自然に触れること、ホームステイを通して

現地の人々と直接触れ合い生活を知ること、開発により傷つき保護された動物たちの様子を見ること、事

前研修で学んだことを現地の高校・大学でプレゼンして学生と英語で意見交換することの４つを軸に、研

修の行程が組まれた。 

     

              

③ 事後研修 

どの年度においても、研修内容に関してポスターを作成し、10月の大阪府の生徒研究発表会や、11月の

校内の課題研究中間発表会でポスター発表をした。 

 

＜評価＞ 

年度ごとに行程の詳細は異なるが、どの年度においても、生徒たちは、豊かな自然が失われることへの危

機感を抱く一方で、生活のために産業が欠かせないことを実感し、人々の生活と環境保全を両立する方法を

見つけることの必要性と使命感を強めていた。また、世界規模で環境問題を解決するためにも、英語の習得

が大切であることも痛感していた。「実物を目で見て肌で感じ、生の声を聞くことで初めて本気で考えるこ

とができた」という生徒もおり、この研修がきっかけで、海外への進学を志す生徒もあらわれた。これらを踏

まえると、有意義な研修であったといえるだろう。 

 

（４）台湾の高校との交流の継続と合同研究発表会の開催 

＜仮説＞ 

これまでも交流のあった台湾の高校と、共通の言語である英語を用いて科学の分野での交流を行うこと

によって、科学技術に携わる者に必須の英語運用能力を高め「国際性を高める」ことをめざす。 

 

＜実践＞ 

台湾の台中市に近い彰化県にある國立彰化高級中學には、科学のコース（數理資優班・科學班）があり、

毎年、課題研究発表会を開催している。平成 26 年５月に彰化高級中學の日本訪問団の生徒が本校に来校し

て交流を行った際に、「本校の生徒が彰化高級中學の発表会に参加して、英語で発表して交流することがで

きないか」と依頼をしたところ、12 月に台湾の彰化県の近隣の高級中学にも呼びかけて、合同発表会を開催

することになった。以後、毎年実施しているが、今年度も開催を模索して、國立彰化高級中學と協議を重ねた

が、昨年度同様、実施することができなかった。 

ゴムの採取 サバ大学での交流 保護されたボルネオゾウ 
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＜評価＞ 

國立彰化高級中學において、両校で実施している課題研究の合同発表会を開催することができなかっ

たことは残念である。ＳＳＨ第Ⅲ期の指定時の課題の一つである「グローバル人材育成をめざす取組み」

は海外で発表することによってのみ実現されるものではないが、本校で実施している２年次の学校設定

科目である「科学英語プレゼンテーション」をより発展させるためには有効であると考える。今後もこの

合同発表会を核にして、共通の言語である英語を用いて、科学の分野での交流を続けていきたい。 

 

実際に訪問を行った一昨年の合同研究発表会の実践について、以下に概要を記載しておく。 

 

＜実践＞（令和元年度） 

② 第６回合同研究発表会の開催 

・名 称：108學年度 數理專題研究聯合發表會（令和元年度数理課題研究合同発表会） 

Mathematics & Science Projects Forum 

・日 時：令和元年 12月 25 日（水）９時 30分～11時 30 分 

・場 所：國立彰化高級中學 

・参加校：泉北高等学校（発表２件）彰化高級中學（発表９件） 

・形 式：パワーポイントを用いた英語での口頭発表 

・参加者：彰化高級中學（生徒約 60人＋教員 13 名） 泉北高等学校（第３学年 生徒２人＋教員１名） 

③ 発表会の様子 

発表会は國立彰化高級中學の英語科教員の司会のもと、すべて英語で進められた。両校の代表者の挨拶の

あと、泉北高校の発表２題、彰化高級中學から９題の発表があった。本校からは総合科学科３年生２名が「タ

モロコの条件付けと聴き分け The conditioning of Tamoroko 

（ Gnathopogon elongatus) and their distinguishing 

sounds」、「炎色反応を利用したろうそくの作製 Production of 

candles with a flame reaction」というテーマで、それぞれ

英語で研究発表を行った。 

彰化高級中學の生徒の発表は高度な内容で発表が行われた。

休憩時間や発表会後の交流会では、本校生徒と彰化高級中學生

徒が英語で（時折筆談を交えて）活発に交流していた。これは

貴重な体験となった。 

 

（５）プロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプ 

＜仮説＞ 

科学的に得られたデータを活用して客観的な分析を行う練習を行い、効果的な調査の方法や客観的デー

タの分析力を身につけることによって、グローカル社会における若者のイノベーティブな感性を育成し、

社会貢献と科学的見地の視野を広めることができる。そのことにより、地域の課題を発見し、解決するため

の能力を育成することができる。自分たちが調査研究した内容をグループごとに英語でまとめて発表する

ことにより、世界に発信するための英語力とプレゼンテーション能力を培うことができる。 

 

＜実践＞ 

① 実施期間：令和 3 年 7 月 26 日（月）～7 月 29 日（木）の３泊４日 

実施場所：滋賀県高島町白浜荘 参加生徒：総合科学科５名 国際文化科 24 名 

行程：  

日 時  間 行  程 備  考 

７/26 

 

（月） 

８:30 泉北高校出発（マイクロバス）  

11:00 琵琶湖水質調査（琵琶湖汽船） 水質調査・琵琶湖環境調査 

12:30 道の駅 着 昼食（持参） 

（令和元年度の様子） 
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14:00 高島町 白浜荘 着 オリエンテーション 

14:30 水産試験場職員 講演【会議室２ｈ】 
琵琶湖における様々な社会的

科学的・経済的な知見 

16:30 チェックイン  

18:00 夕食  

19:30 
勉強会・明日のフィールドワーク準備 

【会議室２ｈ】 
データ処理の仕方について 

21:30 就寝  

７/27 

 

（火） 

７:30 朝食  

８:30 
Ａ班 Ｂ班 インタビュー・講演・調査 

フィールドワーク 三和漁港 麻生里山センター 

12:00 昼食（弁当） 昼食（弁当） 弁当（宿舎手配） 

13:00 針江生水の郷 麻生里山センター フィールドワーク・調査分析 

検証処理 18:00 夕食 

19:30 勉強会・グループ討議【会議室２ｈ】 
発表の仕方について 

26 日,27 日のまとめ 

21:30 就寝  

７/28 

 

（水） 

７:30 朝食  

９:00 グループ会議【会議室３ｈ】 
各Ｇ発表原稿作成（日本語） 

各Ｇで PPT作成（日本語） 

10:30 ネイティブ講師合流 英語での自己紹介 

12:00 昼食 宿舎にて 

13:00 グループ会議【会議室２ｈ】 
各Ｇにネイティブ講師を入れ

て、英語での原稿・資料作成 

15:00 
水質調査（各グループにおいて） 

カヤック利用 

琵琶湖から出発し、川を上り

生態系や、水流を観察 

18:00 夕食 ネイティブ講師との交流 

20:00 グループ会議【会議室２ｈ】 PPT作成・英語の練習 

22:00 就寝  

７/29 

 

（木） 

７:30 朝食  

８:30 チェックアウト  

９:00 グループ会議 最終チェック・リハーサル 

９:30 発表会【会議室３ｈ】 各班発表（英語） 

12:30 昼食 宿舎にて 

13:00 白浜荘 発  

16:00 泉北高校 着 解散 

 

 ② 研修先及び研修内容 

１）琵琶湖汽船（７月 26日） 

   研修内容 

    琵琶湖の水質調査を行う。水質について様々な指標で測定を行い、

この活動中における多地点との比較を行うための基本の方法を策定

する。日本における湖沼の生態系の基本を学び、現在、琵琶湖がどの

ような状態であるのかを調べる。 

   手法 

船に乗って、琵琶湖の中央部まで移動して、パックテスト、透明度

測定装置などを使用して様々な視点で測定を行う。事前学習で調べた



- 64 - 

水質保全に向けての取組みが、現場においてどのように実施されているのかについても研究員の職員

に質問して、日本各地との違いを比較してまとめる。 

   効果 

琵琶湖の水質の保全について様々なことを知り、水質環境に向けての取組の重要性を体感すること

ができる。人間生活の様々な活動があることによる影響を、得られたデータから分析して知ることが

できる。いまある水質環境をどのように保全しているかの知識を得ることにより、自然保護に向けた

取組みを学ぶことができる。また、最終的にはこの内容をまとめて英語で発表する。このテーマにつ

いて意見を英語でかわすことで英語力の向上と国際的に活躍できる科学者の基礎を育むことができ

る。 

２）三和漁港（７月 27日午前Ａ班） 

   研修内容 

漁港を訪問し、水産資源量と種類について調査を行う。その後、その内容について、琵琶湖全体での

他の漁獲量との比較を行い、その後、意見交換を小グループに分かれて行う。 

   手法 

漁港を訪問して、魚類の調査を行う。収穫できた魚類の種類や量を計測し、データを取る。その後、

水産資源量についての講義を受け、その内容についてグループに分かれて現地の漁師の方と話し合う。

その話し合ったことをまとめて最後に発表を行う。調査してわかったことについては、最後にパワー

ポイントを用いて発表する。 

   効果 

琵琶湖の水資源の管理やその活用の仕方を含めて、今後の保全の在り方を考えていく。関西の水が

めと知られている有名な琵琶湖において、その現地の実態を知ることにより、現状を知り、今後の保

全に役立てる仕組みを考えていく。また、最終的にはこの内容をまとめて英語で発表する。このテー

マについて意見を英語でかわすことで英語力の向上と国際的に活躍できる科学者の基礎を育むことが

できる。 

３）針江生水の郷（７月 27 日午後Ａ班） 

   研修内容 

高島町の集落を歩き、水資源をどのように活用しているのかを調べる。

また、町の水資源の管理について実際に水質調査を行う。 

   手法 

住宅内での排水が、生水の町の水路の仕組みを経ることによって、水

質がどのように変化しているのかを、化学的酸素用要求度や窒素の濃度

を測定しながら比較する。その調査したことを表にまとめて最後に発表

を行う。 

   効果 

琵琶湖に流れる水の管理として、町の中での浄水の仕組みがどのように働いているのかを知ること

ができ、今後の保全の在り方を考えていくことができる。今後の保全に役立てる仕組みを考えていく。

また、最終的にはこの内容をまとめて英語で発表する。このテーマについて意見を英語でかわすこと

で英語力の向上と国際的に活躍できる科学者の基礎を育むことができる。 

４）麻生里山センター（７月 27 日Ｂ班） 

   研修内容 

    森林の保全に向けての調査を行う。森林の置かれている現状を知り、

今後どのようにして保全していくことがいいのかを知る。そして、個人

個人が保全に向けての取り組みを考え討論して深める。その現場で取り

組まれている方法から、取組内容を学ぶ。 

   手法 

里山センターの方に指導していただき、森の中を移動して森林のおか

れている実態を知る。今問題になっている野外動物の影響についての話も聞き、実際にその現場を見

に行く。また、森林保全の取組みである間伐材の作業についても見学することによって、今後森林を
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どのように管理していくべきなのかについても考えていく。また、実習後はそのことをまとめて深め

ていく。また、琵琶湖の水質を維持するために森林での保全作業が大切であることも学ぶ。 

   効果 

実際に山間部での森を維持管理している人の話を聞き、現場を見ることによって、自然と人間がど

のようにして付き合っていけばいいのかが議論することができる。科学的な知識がどのように現場の

人々に役立っているのかを知ることができる。また、この琵琶湖の山間部だけでなく、国内外の森林

保全についての問題を解決するために重要な見識が得られる。生物学的見地がどのように実社会で活

かされているかを知ることができる。また、最終的にはこの内容をまとめて英語で発表する。このテ

ーマについて意見を英語でかわすことで英語力の向上と国際的に活躍できる科学者の基礎を育むこと

ができる。 

５）カヤック（７月 28日） 

   研修内容 

    琵琶湖の湖岸近くや流れ込んでいる河川の水質を調査する。河川の上流、町の中、そして、琵琶湖の

中央部との比較をすることにより、琵琶湖の水質といっても様々な地域による違いを知って、自然が

一様ではないことを知る。自然保護はその生態への高い理解が必要であることを実体験で学ぶ。 

   手法 

琵琶湖湖畔での水質調査、琵琶湖に流れ込んでいる河川での調査を行う。事前に調べた琵琶湖中央

部での水質調査、上流での水質調査、町の中での水質調査と比較する。そして、その違いを比較してま

とめ、まとめた内容は日本における水質管理にどのようにいかしていくことができるかをまとめて発

表する。 

   効果 

    一口に琵琶湖周辺といっても、水質には場所によって違いがあることを知る。水質を保全していく

ということを考えるにあたっては、解決策が一つではないことを知り、多くの分野の融合（科学的見

地、経済的見地、政治的見地など）を考えていくことが必要であることがわかる。琵琶湖は関西におけ

る水がめであるので、その保全の在り方を考えていくことは今後の学習の強い動機づけとなる。また、

最終的にはこの内容をまとめて英語で発表する。このテーマについて意見を英語でかわすことで英語

力の向上と国際的に活躍できる科学者の基礎を育むことができる。 

 

＜評価＞ 

この行事は今年度初めて実施した行事である。海外研修が実施できな

いので、何とか工夫して英語の運用能力を高める研修を実施したいと考

えて実施した。また、単に英語の能力を高めるだけでなく、自分たちで

研究調査し、そのことをまとめて問題を見つけ出し、調査分析する能力

を高めていくことも目的のひとつとして実施した行事である。理系文系

の生徒たちが一緒に活動してお互いの得意な分野を学びあい、考え方の

違いを取り入れながらも物事をまとめていくことの大切さを学ぶこと

をめざした。大学生のＴＡや外国人講師にも来てもらって、最後の英語

でまとめて発表をするというところまでこの４日間で行ったが、講師の先生がびっくりするぐらいに内容

のまとまりや、英語の発表能力の向上がみられた。このプログラムの有用性がしっかりと確認できた。生徒

たちはこのようなプログラムの中で鍛えられれば、大きく成長するということが実証できたと考える。こ

のプログラムを実施するにあたってはいろいろと解決していくべき問題はあったが、実施してよかったと

考えている。５つのグループのうち１つが学外での発表会（大阪教育大学主催の高校生国際会議）におい

て、『Adoberry Promotion』の内容で発表した。 
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第４章 実施の効果とその評価 

１．研究課題への取組みの評価とその方法 

（１）評価の観点 

① 当初に設定した４つの研究課題に基づいて実施した各ＳＳＨ事業が、生徒の科学への興味・関心を向上

させ、科学的に考える態度や能力の育成に有効であったかを、生徒・保護者・教職員対象のアンケートなど

で検証する。 

② 本校の教職員が、ＳＳＨ事業の意義や目標、及び研究課題を十分理解して事業に取り組み、成果を上げ

ることができたかを検証する。 

③ 目標の達成のために設定した学校設定科目を含む教育課程における指導が、当初の指導計画や評価方法

に基づいて適切に進められ、当初の目標を達成できたかを検証する。 

 

（２）評価の方法 

本校の活動で取り組んだ研究課題の実践が、生徒に対してどのような効果があったのかについて、以下の

ような方法で評価を行い、年度当初に設定した仮説を検証する。意識調査は、第Ⅰ期指定の平成 18 年度から

ほぼ同じ内容で同時期に実施しているもので、一部の項目については、第Ⅲ期指定で新たに設定した課題に

関する設問を加えて、これまでの取組みの成果を検討する。 

① 生徒・保護者・教職員対象の意識調査を実施した(令和３年 12月に実施)。 

１）総合科学科生徒対象の意識調査（対象：355名、回答：346名、回収率：97.4％） 

２）同学科生徒の保護者対象の意識調査（対象：355名、回答：236名、回収率：66.4％） 

３）本校教職員対象の意識調査 回答 48名 

② ＳＳＨ事業における生徒の活動の様子を観察するとともに、事後アンケートや報告レポートの提出によ

り評価した。 

③ ３学年の「科学探究Ⅱ」については、その授業の過程での課題研究への取り組み方、最終発表会の内容か

ら評価した。また、２学年の「科学探究Ⅰ」の課題研究も「中間発表会」の内容を中心に評価を行った。 

④ 校内のＳＳＨ委員会において、意見交換を行い、年度の事業を成果について検証した。 

⑤ ２回のＳＳＨ運営指導委員会において本校のＳＳＨ事業を報告し、委員の先生方との間で意見交換を行

うとともに、指導・助言をいただき、それらを踏まえて、校内のＳＳＨ委員会で成果について再検討を行った。 

⑥ 平成 24 年度より、生徒の科学的探究能力を把握するために、ＰＩＳＡテストの過去問を用いて、「科学

探究力テスト」を実施している。今年度は、入学時の１年生総合科学科と、翌年１月に１～３学年の抽出ク

ラスの生徒を対象に実施した。この結果を、日本・ＯＥＣＤ諸国の平均点と比較するとともに、学年進行に

よる探究力の変化をみる。平成 29年度からはＰＩＳＡテスト問題だけでなく、大学共通テストの試行問題

の中から、新入生の知識でも解ける思考力を問う問題を加えて実施している。 

 

２．意識調査の結果とその考察 

（１）生徒 

 令和３年 12月に、生徒の理科に対する意識や、ＳＳＨ事業による生徒の変化などを評価するため、アンケ

ート形式の意識調査を実施した。学年別の回答者数は以下の通りであった。 

・第１学年：118名・第２学年：115 名・第３学年：113名 

実際のアンケート項目とその集

計データは巻末の資料編に掲載し

ている。 

 

① 理科や数学（算数）が好きか。 

理科は 80％近くの生徒が、数

学（算数）は 70％近くの生徒が小

学校や中学校の時には好きだっ

たと答えている。一方、高校では
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難易度があがるためか、理科は 59％、数学が 52％と好きな生徒が減少している。経年変化をみると高校理

科では、平成 18年度の 33％から平成 28年度 48％、令和３年度 59％と増加しており、ＳＳＨの取組みが進

み、理科好きな生徒が多く入学するようになり、高校でも好きだと答えていることがわかる。 

 

② 理数系の学習や実験に対する興味  

70％以上の生徒が「課題研究をす

るのが楽しい」「実験や観察を考えな

がらすることが楽しい」と答えてい

る。「理科や数学の授業で質問をした

り、疑問を持って考えることがよく

ある」と答えた生徒も 70％と高く、

この質問について、経年変化を見て

も、平成 18 年度の 37％から令和３年度 70％に増加しており、順

調にＳＳＨ活動に取り組めていることがわかる。 

 

 

 

 

 

③ 各ＳＳＨ事業が生徒のプラスになっているか？ 

  肯定的な回答（強く思う＋そう思う）が最も多かった項目は、「実験の多い授業」「課題研究」で 80％

を超える生徒がプラスになっていると答えている。「大学訪問研修」「校外研修」「高大連携講座」「科学

探究基礎」「サイエンスツアー」が

70％を超えている。  

生徒はＳＳＨの取組みで体験的

に学習できる機会が増えたことを

高く評価している結果となった。そ

れに対して、「国際交流」「海外研

修」の評価はやや低くなった。これ

は希望者対象の事業ということで、

やむを得ない結果であるともいえ

るが、新型コロナウイルス感染症の

影響下で海外研修に代わる活動と

して、プロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプを実施しており、このような活動を継続すること

で、実施の難しい国際交流の経験を補いたい。 

 

④ ＳＳＨの取組みが意識や能力の向上に役立っているか？ 

「思考力や創造性な

どの科学的能力」で役

立っているとする生

徒が 83％となり、「研

究成果を発表する能

力」「理科や数学の学

習意欲や学力」「進路

意識の向上」に役立っ

ているという回答も

いずれも 70％を超え、

ＳＳＨ事業の意義が
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生徒にも理解され、期待されている結果となった。 

経年変化をみても、生徒自身が

ＳＳＨ事業でこういった項目がプ

ラスになっていると受け止めてい

る割合が増加しており、ＳＳＨの

取組みの年数を重ね、生徒もＳＳ

Ｈ事業に前向きに取り組んでいる

ことがわかる。 

 

⑤ 本校の小中学生向け科学教室への参加 

  本校でＳＳＨ事業として中学生向け科学教室を始めて 16 年が経過し、小学生向け科学教室も 10 年

目となった。子ども科学教室(小学生,夏休み)を体験した生徒が３％、子ども科学フェスティバル(小

学生,12 月)を体験した生徒が６％に上ることがわかった。このように、本校の生徒が科学教室で指導

した生徒が本校に進学して、また、地域の小中学生を指導するといった状況となっており、地域の理科

教育の拠点校としての役割を果たすことができていると考えている。 

 

⑥ ＳＳＨの今後の取組みで何を期待するか？ 

  この設問では、最も期待するもの

から順に３つをあげてもらったが、

生徒によって期待する項目が異なる

ことがわかる。それでも、「多くの実

験や実習」が最も多く合計で 67％、

次いで、「課題研究」が 52％、「プ

レゼンテーション能力の育成」が 36

％と多かった。一方、「大学訪問研

修」や「高大連携講座」を上位に選ん

だ生徒は少なく、やはり単発的な取

組みよりは、日常的な活動に期待が

大きいことがわかる。 

 

 

⑦ 非認知能力に関するアンケート 

昨年度から、非認知能力の定量化に関して、自己評価による測定を目的として、15 項目のアンケートを

実施しており、今年度で

２回目の実施となった。

質問項目は、「非認知能

力に関する自己評価シ

ートの開発」中山芳一・

吉澤英里 岡山大学全

学教育・学生支援機構教

育 研 究 紀 要 第 ４ 号

（2019）186-195を利用

した。とてもできている

を１、まったくできてい

ないを５としたときの

生徒の回答の数値の平

均の結果を表に示した。

設問 41～46 までの６項
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目は、「自分と向き合う力」を示しており、平均 2.21、設問 47～50までの４項目は、「自分を高める力」

を示しており、平均 2.17、設問 51～55 までの５項目は、「他者とつながる力」を示しており、平均 1.76

となった。この数値の小さいほうが「とてもできている」に近いことから、本校の生徒は、「他者とつなが

る力」を持ち、「礼儀やマナールールを意識しながら行動できる」と自己評価している。一方で苦手とし

ているのが、「自分と向き合う力」であり、「落ち込むようなことがあっても、気持ちを切り替えられる。」

「自分のことを慰めたり、元気づけたりできる。」という点の自己評価が低い。課題研究を続けていく中

で、非認知能力が高まっていくのか、また、学年進行につれて、非認知能力が高まっていくのかという点

なども今後も検証を続けることで明らかにしていきたい。 

 

（２）保護者 

令和４年１月に総合科学科の生徒を通して、自宅にアンケート用紙と提出用封筒を持ち帰ってもらい、保

護者に記入していただいた。昨年度からの提出用封筒の導入により、今年度も回答数は 236 名（一昨年 125

名）で回収率は 66％と一昨年（35％）よりかなり増加した。１学年は 85％で最も高く、２学年は 66％、３学

年は 48％である。集計データは巻末の資料編に掲載。 

 

① ＳＳＨ事業に対する保護者の認知度 

  保護者が今年度のＳＳＨ事業をどの程度ご存知かを伺うと、

「よく知っている」と「だいたい知っている」を加えると、43％

の保護者に認知されている。経年変化をみると、徐々に認知度が

高まってきていたが、昨年度と今年度は、低い値となった。新型

コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の行事が中止となっ

たこともあるが、ＨＰのさらなる充実やＳＳＨ通信の発行、メー

ル配信など行い、広報活動を強化していきたい。 

 

② 保護者による各事業の評価 

評価が高く肯定的な回答（強く思う＋そう思う）が 80％を超えた取組みは、「実験の多い授業」「高大

連携講座」「泉北科学教室」「課題研究」

であった。それについで、「科学探究基礎」

「大学訪問研修」「サイエンスツアー」も

75％を超えており、期待が大きいことがわ

かる。このような実験や実習を体験できる

事業の評価が高いのは、本校のＳＳＨ事業

の目標である「体験を通して科学的に考え

る能力を育成する」という点が保護者にも

理解されているものと思われる。新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響を受け、2 年続

けて中止となった「市大理科セミナー」や

「国際性を高める取組み」「海外研修」の

肯定的回答が低くなっている。 

 

③ ＳＳＨ事業が生徒のどのような能力の育成 

にプラスになっているか 

84％の保護者が「理科や数学の学習意欲の向

上」で生徒のプラスになっていると回答し、そ

れに次いで、「思考力や創造性の向上」が 82％

「理科や数学の学力向上」が 76％、「進路意識

の向上」が 75％の保護者がプラス回答であっ

た。  
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一方、「国際性や英語の表現力の向上」については、61％とやや低かったが、これは生徒や教職員の意識

調査の結果も同様であった。この点の改善に向けて、新型コロナウイルス感染症の影響下で海外研修に代わ

る活動として、プロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプを実施したが、一年目ということで、総合

科学科の参加者も少なく、学科全体への「国際性や英語の表現力の向上」に関する取組みを検討していく必

要がある。 

経年変化は右表のとおりで、いずれの年度でも、同項目の生徒の意識調査と比べ、数値が高くなってお

り、保護者が高校入学後の生徒のＳＳ

Ｈ活動による成長を感じとっている結

果となった。 

また、自由記述の回答として、「泉

北高校の総合科学科へ進学させてよか

ったと思われること」と「来年度以降

のＳＳＨの取組みに対するご意見やご

要望」を書いていただいた。その一部

は巻末の資料編に掲載したが、多くの保護者が本校のＳＳＨ事業や総合科学科の教育について、高く評価し

ていただいていることがわかる。 

 

（３）教職員 

 ＳＳＨ事業に対する本校の教職員の意識を知るために、令和３年 12月に、アンケート調査を実施した。ア

ンケート項目と今年度の集計データは巻末の資料編に掲載しておく。 

① 回答者の所属教科・所属学年・ＳＳＨ事業への参加回数 

回答者数は 48名で、国語・社会 13名、数学・情報６名、理科８名、英語 10 名、芸術・体育・家庭 11名

となっている。参加回数について、０回 25 名、１～２回 11 名と少ないのは国際文化科の指導が多い教科

の教員であり、３～４回３名、５～９回５名、10 回以上４名と多いのは総合科学科のクラス担任や数学・

情報、理科の教員である。 

 

② ＳＳＨ事業の評価について 

アンケートを実施したすべての項目で肯

定的な回答（強く思う＋そう思う）が 80％

を超えており、ＳＳＨ事業が生徒にとって

プラスになるという声が圧倒的である。Ｓ

ＳＨ事業による行事のなど実施回数に関す

る設問で、やや多すぎるという回答が 42％

を占めており、ＳＳＨ事業は生徒のプラス

になるけれども、教員の負担は大きく、精

選すべきではという声があげられているも

のと思われる。 

 

③ ＳＳＨ事業の観点別評価につい 

 て 

ＳＳＨ事業が右図の６つの観点

で、生徒のプラスになっているかど

うかを聞いたところ、「理科や数学

の学習に対する意欲の向上や動機

づけ」「思考力や創造性等の科学的

能力の育成」や「科学の知識を伝え

る能力の向上」にプラスになってい

るとする教員が多く、75％を超えて
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いる。「国際性や英語表現力の向上」につながっているという回答は、51％になっている。経年変化をみる

と今年度は、「生徒の進路に対する

意識の向上」の項目で第２期 81%か

ら 65％へ低下する結果となった。

生徒アンケートではこの項目は、74

％と比較的高かったが、教員側は、

高大連携講座や大学訪問研修など

個々の取組みが進路の意識の向上

に結び付いていないという結果であった。大学進学と関連する市大理科セミナーが中止となり、大学訪問研

修がオンラインとなってしまったことも、低い数値につながってしまった理由の一つと考えられる。 

 

④ 事業全体の評価と今後の継続について 

  ＳＳＨ事業全体の評価については、「本校の特色作りにプラスになっている」「本校の学校教育全般にと

ってプラスになっている」の項目で、肯定的な回答が肯定的な回答が 75％を超えており、77％の教員が「Ｓ

ＳＨの取組みを継続」すべきと答えている。しかし、ほとんどの教員が「校務が多忙になっている」と回答

しており、新型コロナウイルス感染防止への対応や授業のオンライン化などで校務が多忙となる中で、Ｓ

ＳＨ事業の効率化も考えていく必要がある。ＩＣＴ機器の利用など、新しく得たスキルを活かし、作業内

容の効率化などを図り、多忙さの解消も意識していきたい。 

 

⑤ ＳＳＨ事業の実施時期や実施回数について 

ＳＳＨ事業の実施回数は「ちょうどよい」が 44％に対し、「多すぎる」「やや多すぎる」を合わせて 35

％であった。今年度のＳＳＨ事業の実施回数が特別多くなったわけではないことを考慮すると「校務が多

忙になっている」中で、これまで通りの実施回数は、「多すぎる」「やや多すぎる」と考えた回答と思われ

る。実施時期は、「今年と同じやり方でよい」という回答が 47％で最も多く、「もっと授業時間を利用し

た方がよい」という意見は、昨年度の 34％よりから増加し 51％であった。新型コロナウイルス感染拡大の

影響で、実施時期可能な時期が限定されたことにより、今年度は特定の時期にＳＳＨ行事が集中したこと

の影響も考えられる。 

さまざまな研究発表など、授業時間外の休日などにしなければならない活動もあるが、授業時間の取組

み内容の見直しとともに、各学期末の短縮期間中や春・夏・冬の授業がない期間などにＳＳＨ活動をする

ことで、教員の負担感を少しでも減少していけるよう全体で検討していきたい。 

 

⑥ ＳＳＨの取組みで期待するもの 

この設問には、１・２・３番目に重要と思うものをあげてもらい、それらの合計が多い順に並べると右図

のようになった。「課

題研究」をあげた教

員が最も多く、「プ

レゼンテーション能

力の育成」「科学的

な思考力の育成」「多

くの実験や実習」が

多かった。これらは、

すべて課題研究の取

組みで向上が期待さ

れる能力でもあり、

ＳＳＨ事業としては

「課題研究」に期待

している教員が多いことが分かる。 
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⑦ ＳＳＨの取組みで育てるべき生徒の能力 

  この設問に対しても、「自ら課題を設定してそれらの課題を解決する能力」をあげた教員が最も多く、

「体験をもとに科学的に考える能力」「先端の科学技術に触れ、科学研究に意欲的に取り組む能力」が続い

た。これらもすべて「課題研究」の取組みと密接にかかわっている能力であり、多くの教員にとって、「課

題研究」の重要性が共通認識になっているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．生徒の「科学的探究能力」の評価 

 第Ⅱ期指定の平成 24年度から、ＳＳＨの取組みを進めることで生徒の「科学的な思考力」や「探究能力」

が向上しているかを検証するために、総合科学科の全学年と、国際文化科の一部の学年で、「科学探究力テス

ト」を在校生は１月に、新入生は同年４月に行っている。このテストは、すでに公表されている「ＰＩＳＡ」

テストの過去問（2012 年実施分まで）をベースにしたもので、日本全国やＯＥＣＤ諸国の平均点が明らかに

なっている問題を中心に、「科学的リテラシー」に関する設問と「数学的リテラシー」に関する設問を２～５

問ずつ組み合わせて使用した。また、英語能力をみる目的で、毎回１問は原語(英語)のまま出題している。 

 

（１）令和２年度 

令和２年度については、科学的リテラシー問題として、「熱の仕事」「手術」「昼の時間」「運動」の４題

を、数学的リテラシー問題として、「三角形」「テストの点数」「歩行」の３問を出題し、科学リテラシー問

題については、ＯＥＣＤ平均のデータのある「昼の時間」「運動」について、数学リテラシー問題について

は、「三角形」「テストの点数」「歩行」の正解率の

比較を行った。 

他に大学入学共通テストの試行問題（2018年 11月

実施）から「地学基礎」の第２問Ｂ(問２・３・５)を

出題した。このテストは令和３年１月に実施し、総合

科学科は各学年１クラスずつ抽出して実施した。また

令和３年４月に新１年生の総合科学科３クラスと国

際文化科４クラスもに実施した。結果は、右図のよう

に、科学リテラシーで総合科学科では 10 ポイント近

く、数学リテラシーで 20 ポイント近く、全国平均を
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上回るとともに、１年生と２、３年生で差がつく結果となった。共通テストの試行問題も全国平均を８ポイ

ントほど上回る結果が得られた。 

 

（２）令和３年度 

令和３年度は、については、科学的リテラシー問題として、「オゾン」「衣類」「クローニング」「メアリ

ー・モンタギュー」の４題を、数学的リテラシー問題として、「盗難事件」「為替レート」の２問を出題し、

他に大学入学共通テストの試行問題（2017年 11 月実施）から「生物」の第６問と「物理」の第３問の問い４

～６を出題した。このテストは令和４年１月に実施し、総合科学科の各学年１クラスずつ抽出して実施した。

結果は、右図のように、科学リテラシーで５ポイント

以上、数学リテラシーで 10 ポイント程度全国平均を

上回った。数学リテラシーについては、１年生から学

年進行で点数が上昇する結果となった。共通テストの

試行問題は、全国平均を 20 ポイントほど上回る結果

が得られた。理科が得意な生徒が総合科学科に入学し

ていることが改めてよくわかる結果となった。 
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第５章 ＳＳＨ中間評価において指摘を受けた事項とこれまでの改善・対応状況 

１．大阪府立泉北高等学校（管理機関：大阪府教育委員会）【３期３年目】の中間評価結果について    

「これまでの努力を継続することによって、研究開発のねらいの達成がおおむね可能と判断されるものの、

併せて取組改善の努力も求められる。」との評価をいただいた。 

 

２．ＳＳＨ中間評価において指摘を受けた事項とこれまでの改善・対応状況 

①研究計画の進捗と管理体制、成果の分析に関する評価 

【評価】研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている 

【主な指摘事項】「生徒の変容を分析する評価法についての研究実践も期待される。」 

【改善・対応策など】毎年「科学探究力テスト」や「生徒への意識調査」を行っており、経年変化を調査して

いる。非認知能力に関するアンケートも昨年度から始め、生徒の変容を分析する評価法について研究を進

めていく。 

 

②教育内容等に関する評価 

【評価】研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている 

【主な指摘事項】「科学探究基礎を履修した生徒には、２年次以降でのリーダー的な役割をしっかり自覚さ

せるようにしたい。」 

【改善・対応策など】科学探究基礎を履修した生徒は、高大連携講座や大学訪問研修に２年生とともに１年

生として参加するなど、リーダー育成としての取組みを実施してきた。さらに、大阪府が実施しているＳ

ＳＨ指定校を中心とした研究発表会である「大阪サイエンスデイ」に科学探究基礎を履修した生徒全員が

参加をして、他校の課題研究の発表に積極的に触れさせるなど、リーダー的な役割を果たすことが期待で

きる取組みを行っている。 

 

③指導体制等に関する評価  

【評価】評価項目の内容の達成がやや不十分であり、一部改善を要する 

【主な指摘事項】「卒業生等の外部人材の活用や、教員の指導力向上を目指した校内研修の実施等について

も検討していくことが望まれる。」 

【改善・対応策など】先輩から学ぶ～先輩からのアドバイス～として卒業生８名に昨年９月に来校してもら

い、課題研究について２年生にプレゼンテーション及び質疑応答を行った。今年度も、卒業生５名に５月

に来校してもらい、２年生に課題研究体験談の講話、質疑応答を行うとともに、課題研究指導を実施した。

また、サイエンス部のＯＢを招き、１年生科学探究基礎選択者及び現役のサイエンス部員と大学生活や大

学の卒業研究の内容などについて交流を実施した。 

新型コロナウイルス感染症による休校期間中に、授業動画の配信や Googleフォームの作成について、教

職員全体で研修を行い、指導力向上に向け取組み、ほとんどの教員が実際に動画配信やフォームの作成を

行うなど成果が見られた。令和３年度は、生徒への端末の配付もあり、授業見学の教員研修以外にも、授業

動画の作成・配信や、Chromebook の活用、Google Classroom による教材の作成など多くのＩＣＴに関する

項目について、教職員研修を行い、指導力向上に向け取り組んだ。 

課題研究の指導の充実に向け、大阪府生徒研究発表会「大阪サイエンスデイ」に毎年、審査員や発表生徒

指導として、課題研究担当の教員が参加している。大学教員とともに審査を実施して、大学教員や他校の

ＳＳＨ指導教員と課題研究について質疑応答を行うなど指導力向上を図っている。 

また、「教員の指導力向上を目指した校内研修」として、今年度の学校の年間計画にＳＳＨ職員全体研修

を設定して、６月に第１回、10 月に第２回のＳＳＨ職員全体研修を実施した。泉北高校のＳＳＨ研究活動

やＳＳＨ活動で高めていきたい生徒の資質について、学校の全教員で議論を深めるなど、研鑽に努めてい

る。 

 

④外部連携・国際性・部活動等の取組に関する評価 

【評価】研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されている 
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【主な指摘事項】「サイエンス部の部員増加に向け、今後も生徒の活動を積極的に支援していくことが望ま

れる。」 

【改善・対応策など】コロナ禍で様々な活動が制限される中、生徒はこれまでと同様、精力的にサイエンス部

の活動に取り組んでいる。部員増加とあわせて、情報発信やプレゼンテーションや企画力の育成など、研

究だけではなく活動の多様化に向けて、今後も積極的に支援していきたい。 

 

⑤成果の普及等に関する評価 

【評価】研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されており、特に程度が高い 

【主な指摘事項】特になし 

【改善・対応策など】報告書や課題研究マニュアルをＨＰに掲載するなど、成果の普及・発信を積極的に行っ

ており、高評価をいただいた。また、学校ＨＰに探究活動を始める学校向けに探究活動に関するページの

作成を行うなど、成果の普及への取組みを継続している。管理機関とも協力を行い、今後もさらに充実さ

せていきたい。 

 

第６章 校内におけるＳＳＨの組織的推進体制 

 理数系教科の教員を中心に全校的な下記の４つの研究組織を中心に、委員会を組織して役割分担を行い、

研究開発を効果的に進めている。また、経理等の事務処理は、事務長のもとに非常勤のＳＳＨ事務員を雇用

し、主査以下他の事務職員の協力も得ながら進めている。 

 

① ＳＳＨ運営指導委員会（年２回開催） 

 学識者など（大学教授、地元の堺市教育委員会指導主事）６名、及び大阪府教育センターから１名の７名で

組織。本校からはＳＳＨ運営委員と各回のテーマ毎のオブザーバーが参加。 

 管理機関が設け、ＳＳＨ事業の取組みについて、本校からの提案・報告に対して、学識者などからの指導・

助言を受けて、事業の改善や円滑な実施を行うために、開催している。同時に、課題研究中間発表会や課題研

究発表会の機会に開催し、発表も含め課題研究に対する指導、助言もお願いしている。 

また、同様に「泉北高校学校運営協議会」でも、ＳＳＨの事業について報告し、指導助言を受けている。 

 

② ＳＳＨ委員会（年間２～３回、必要に応じ臨時開催） 

ＳＳＨ事業の企画・運営にあたる機関で、年間行事計画や新しい事業の決定を行う。全校的な組織で、各教

代表なども含めて組織し、特に学校全体に関わる部分を検討し、その理解を得るとともに、国際文化科で取

り組む探究活動の指導にも関与している。 

 

③ ＳＳＨ運営委員会（月１回定例開催・必要に応じ臨時開催） 

ＳＳＨ事業の各企画の立案・準備を含めた運営にあたる機関で、年間行事計画や新しい事業の提案も行う。

教頭、ＳＳＨ研究主任、同副主任、数学・情報・理科の教科代表、学年代表、学科長などにより組織。 

事業の実施に当たっては、ＳＳＨ委員会の決定に従って、事業責任者を決め、全教職員が協力して、それぞ

れの事業に関係する教科・科目の担当者や、学年の担任・副担任が分担して実施している。 

 ＊課題研究担当者会議 ＳＳＨ事業の中心の１つである「科学探究Ⅰ」「科学探究Ⅱ」及び「科学探究基

礎」に関しては、オリエンテーション、テーマ決定、通常の指導、中間発表会・発表会の準備・実施などを中

心に、担当者で適宜会議を開催し、検討、調整している。 

 

④ ＳＳＨ総合科学委員会（生徒：必要に応じ臨時開催） 

 ＳＳＨ事業の運営にあたって、生徒の意見を反映するための委員会である。総合科学科の各クラスには総

合科学委員が複数名決められており、年間行事計画の実施に当たっての新しい事業の提案を募る。また、課

題研究発表会の実施運営などを行う。 
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第７章 成果の発信・普及 

課題研究の成果をまとめ、大阪府や全国規模の発表会で発表するとともに、大阪府学生科学賞といったコ

ンテストなどにも積極的に参加することで、その成果を発表会参加者など、多くの人に伝えることができて

いる。ＳＳＨ事業における様々な活動については、学校ホームページをわかりやすく整備して、インターネ

ットを通じて発信を行っている。「研究開発実施報告書」や「課題研究マニュアル」を学校ホームページへ掲

載するなど、研究成果の普及にも努めている。その結果、第Ⅲ期の中間評価では、成果の普及等に関する評価

で「研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されており、特に程度が高い」という高い

評価をいただいた。こうした取組みにより、大阪府内の高校や近隣の中学校の教員や地元地域に本校の活動

を理解してもらえるようになってきている。今年度の課題研究発表会では、招待発表校の発表をオンライン

で実施するなど、オンライン化による成果の普及についても進展した。授業公開や研修会・出版物の発行・ホ

ームページでの実験教材やマニュアル等の公開など、今後も様々な方法で成果の普及・発信を行うとともに、

研修会やシンポジウムの開催、教材の内容についての意見交換会などの機会を作り、域内外に向けてさらな

る発信・成果の普及に努めていく。 

 

学校ＨＰの様子 
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第８章 研究開発実施上の課題及び今後の研究開発の方向性 

〇研究開発実施上の課題 

第Ⅰ期～第Ⅲ期までのＳＳＨ事業の取組みの積重ねにより、課題研究及び理数系の授業の充実・改善が図

られるとともに、大学・研究機関との連携、地域連携、サイエンス部の活動及び国際性を高める取組みは順調

に進捗した。学校としてＳＳＨ事業を進める意識は高く、第Ⅰ期（平成 18～22年度）、第Ⅱ期（平成 24～28

年度）から継続して研究計画を立てた海外研修、高大連携講座、大学訪問研修、小・中学生対象「泉北科学教

室」、及び第１学年の学校設定科目「科学探究基礎」については引き続き毎年実施しており、それぞれ大きな

成果を挙げている。また第Ⅲ期（平成 29～令和３年度）からは、「課題研究マニュアル」による課題研究の

指導、「課題研究マニュアル」の改定、「課題研究検索システム」の作成・活用、泉北高校卒業生ネットワー

ク『ＳＳＯnet』の構築・活用といった研究開発を新たに計画し、実践に取り組んだ。さらに第Ⅲ期から設定

した総合科学科グローバルコースにおける「科学英語プレゼンテーション」の授業では、全受講生徒一人ひ

とりが研究内容を英語でまとめ、英語によるプレゼンテーションを実施した。第Ⅲ期で泉北高校が掲げた「グ

ローバル社会を牽引する科学的素養を有する人材育成」という研究開発課題に対し、研究計画を予定通り進

めることができた。 

ＡＩやＩｏＴなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日、文系・

理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、

課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められている。本校におい

ては、課題研究を中心とした問題発見・解決的な学習を進めることを通して、「目標や意欲、興味・関心を持

ち、粘り強く、仲間と協働して取り組む力や姿勢（いわゆる非認知能力）」を育成してきたが、今後の課題と

して、より高度な内容にチャレンジする意欲と論理的な思考を通して正しく伝える能力を持つ人材の育成、

さらなる課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化が挙げられる。 

また、英語運用能力の向上やＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質の育成、環境問題への理

解をめざす取組みの構築、ポストコロナを見据えたＩＣＴ（オンライン）を活用した国内外との連携による

教育活動の企画・立案といったことが求められており、グローバル人材育成の継続とともに、より深化させ

ることが課題となる。 

さらに、地域における理数系教育の拠点としてのネットワーク形成もＳＳＨ校の役割として挙げられるが、

本校は地域の科学教育の拠点校として「泉北科学教室」を実施するなど、域内における科学技術人材の育成

を牽引してきた。今後、取組みをさらに周辺校に広げ、併せて成果を域内外に発信することで、地域の教育へ

の波及効果をいっそう高めていくことが求められており、地域の科学教育の拠点校として、域内における科

学技術人材育成のすそ野を拡大するシステムの開発が今後の課題となる。 

加えて、Society5.0 の到来、経済や社会の構造が急速に変化する中、科学技術イノベーションを起こして

いく優れた科学技術人材を育成することがＳＳＨ校として求められている。高度に科学技術が発展していく

中で専門の研究機関等との連携は不可欠であり、課題研究の質的向上に加え、研究機関との協働プログラム

の継続、深化とシステム化が今後の課題として挙げられる。 

このように、今後の課題として見出されたのは以下の４点である。 

① 卓越性を意識した課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化 

② グローバル人材の育成の継続、深化 

③ 地域の科学教育の拠点校として、科学技術人材を育成するシステムの開発 

④ 研究機関との協働プログラムの継続、深化とシステム化 

 

〇今後の課題に対する取組み 

① 卓越性を意識した課題研究の質的向上、課題探究メソッドの追究及びシステム化 

第２学年、第３学年で実施する「科学探究Ⅰ・Ⅱ」では、１学年 120人で約 30班を編成し、課題研究を実

施する。これまでの研究の成果をもとに、平成 28 年度に作成、平成 30 年度に改定した生徒用の「課題研究

マニュアル」を活用するとともに、指導教員相互の意見交換と情報共有の場を定常的に設けることで、教員

全員がより効果的な指導を行い、課題研究の質的向上をめざす。また、第Ⅰ期から第Ⅲ期まで行ってきた課

題研究の内容を検索することができる「課題研究検索システム」を作成したが、さらに詳しい課題研究の詳
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細をシステムに加え、先輩の研究をより詳細に分かるようにすることにより、質的向上と深化をめざす。 

「科学探究Ⅰ・Ⅱ」に先立つ内容として、第１学年の選択科目として「科学探究基礎」を継続して実施す

る。課題研究を早くから始めるだけでなく、より深く詳しく研究できるようなプログラムの開発をめざすと

ともに、科学探究基礎を選択履修した生徒全員に、高大連携講座や大学訪問研修、大阪府主催の生徒研究発

表会である「大阪サイエンスデイ」に参加させることで、その後の取組みにおけるリーダー的役割をしっか

りと自覚させる。 

全国のＳＳＨ校の中でも数少ない事例として、３年生の６月に課題研究発表会を行っているため、１，２

年生の両方が上級生の３年生の口頭発表やポスター発表を見学、交流することができるという利点がある。

そこでは、１，２年生が３年生と交流した経験をいかして、自分たちの課題研究のテーマ設定につなげてい

く。２年生の課題研究が本格実施される前に、３年生が２年生に研究指導を行う『研究指導ＯＪＴ』を実施し

て、２年生は研究の進め方を学ぶ。また逆に、１年生の「科学探究基礎」の発表や２年生の「課題研究発表

会」に上級生が参加することで、校内における下級生と上級生の縦のつながりを新たに構築することで、課

題研究の質的向上を図る。また、泉北高校の卒業生のネットワーク『泉北高校総合科学科 Semboku Science 

courseＯＢＯＧのネットワーク：ＳＳＯnet』を活用して課題研究を行った卒業生と在校生の交流を行い、先

輩からの指導を課題研究に生かす体制を構築する。 

「理数理科」の授業に当たっては 20人１講座の少人数展開を継続する。その中で、「実験室」で授業を行

うことを基本とし、実験・実習を単発的に行うのではなく、教科の系統的な流れの中に組み入れることによ

り、「体験し、感じる」の中で「考える」「創造する」能力を高める。「理数数学」でも同様に、約半数の時

間で１講座 20人の少人数展開を行うとともに、定期考査ごとの習熟度別クラス編成を継続することで、自主

的、主体的に学ぶ（＝自分で考え、自分で答えを導き出そうとする）態度を養う。 

「情報Ⅰ」では１学年に２単位を必修とし、ティームティーチングによる実技を中心とした授業を行うこ

とで、情報処理能力やプレゼンテーション能力を高め、２学年以降の課題研究につなげる。また、情報機器を

単なる情報の提示やデータ処理のツールとして利用するだけにとどまらず、プレゼンテーション、データ解

析、情報収集など多角的に活用する。さらに、これら一連の作業を効果的に進めることができるように、授業

用スライド・配付資料・生徒用ノートなどを含めた独自教材の開発を行うとともに、それらを校内外から生

徒に閲覧可能な状態とし、自学自習が可能なようにする。さらにプレゼンテーションソフトなどによる一方

向からの教材の提示のみならず、ＩＣＴを有効活用し、双方向通信により生徒の理解度を測りながら授業を

充実させ、知識・理解だけでなく論理的な思考を通して自分の疑問と主張を正しく伝えることができる能力

を養う。 

 

② グローバル人材の育成の継続、深化 

本校は国際文化科を併置しており、ＳＧＨネットワーク参加校に認定されている。その利点を最大限に生

かし、科学技術に携わる者に必須の英語の基礎力を強化することにより、科学的情報を世界から受け取り、

自らも発信できる、グローバルに活躍できる科学系人材を育成する。 

１年生からネイティブスピーカーとのティームティーチングを取り入れた授業や国際文化科と合同で行う

レシテーションコンテストを実施するなど、英語への興味関心を高めるとともに、会話能力や応用力の育成

を図る。２年生での学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」において、英語圏の中学・高校レベルの科

学のテキストを活用した実験・実習、「Nature」などの科学系英語雑誌の講読(原文と日本版の対比)、課題研

究テーマについて英語のホームページを検索しての学習や参考となる英語論文を原文で読んで研究に活用す

る等の取組みを行う。また、「スーパープレゼン」や「ＴＥＤ」を参考にし、聴衆をひきつけるようなプレゼ

ンテーションができるよう指導する。また、２、３年生における「科学探究Ⅰ・Ⅱ」の授業において、課題研

究の進行に合わせて科学分野における英語の学習に取り組む。課題研究発表会においては、現在も行ってい

る発表要旨の Abstract や Summary を英語でまとめたり、口頭発表の資料を英語で作成したりすることによ

り、科学技術分野における英語能力を伸ばす。 

ポストコロナのグローバル人材育成として、ＩＣＴ（オンライン）を活用した国内外との連携による教育

活動の構築を図るとともに、英語運用能力の向上とＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質の育

成、環境問題への理解を目標として、国内でプロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプを実施する。科

学的素養を有するグローバル人材の育成に大きく寄与する取組みとするべく、本校のＮＥＴと協力して進め
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ていく。 

国際文化科の生徒と総合科学科の生徒が合同の研究班を編成し、それぞれの得意分野を生かしつつ同一の

テーマで共同研究に取り組むことにより、科学的なものの見方や自然界の変化を理解して自らの判断で論理

的に思考する基盤形成を行うとともに、ＳＤＧｓに代表される地球的課題解決のための資質を身につけさせ

る。 

授業で身に付けた英語運用能力を実際に外国で発揮できる場として、さらには英語をツールとする学習の

動機を強めるために、台湾国研修を行う。台湾国研修では、台湾の彰化高級中学校と合同の研究発表会を開

催し、成果を共有する。新型コロナウイルス感染症の影響により、海外に出向いての研修の実施が難しい場

合は、Zoomや Google Meet などのオンライン会議ツールを用いて交流を図る。 

 

③ 地域の科学教育の拠点校として、科学技術人材を育成するシステムの開発 

地域の小・中学生を対象にした「泉北科学教室」を高校生が運営し、自ら講師となって教えることで、小・

中学生に早期から自然や科学に関する興味・関心を持ってもらう。また、教員の補助を受けながら高校生が

この教室を主体的に運営する過程で、自らの科学的知識の不足や教えることの難しさに気づかせることによ

り、科学の学習への意欲を高めるとともに、その後の日常的な活動の中で「伝えること」「感じ取ること」を

常に意識させる。さらに「サイエンス部」による小・中学校への出前授業を企画・実施し、地域の科学教育の

すそ野をさらに広げていく。 

小・中学生対象の「科学教室」の実施にあたっては、これまで実施してきた大学との連携の成果を生かして

小・中学校教員との連携を強め、小・中学校から大学までを見通した一貫したカリキュラムを構築する。ま

た、「理数探究」「総合的な探究の時間」に関する合同の研修会を府内の他校の教員とともに実施し、周辺校

との連携の内容を深化させることにより、地域の科学技術人材の育成に寄与する。 

国際文化科の生徒がＳＤＧｓをテーマとして行っている探究活動において、レモン栽培からの街づくりを

展開する地元の団体「泉北レモンの街ストーリー」等の支援を受け、泉北高校の敷地内でレモンの栽培を始

めている。この活動の自然科学分野における成果を地元に還元し、地域に貢献することを通して、国際文化

科の生徒に地球規模の課題に係る社会との共創の視点を身に付けさせる。 

 

④ 研究機関との協働プログラムの継続、深化とシステム化 

総合科学科２年生の全生徒約 120名と１年生「科学探究基礎」選択者約 40名を対象に、「高大連携講座」

として、本校で大学の教員による専門性の高い講義を１講座 15～20名程度の少人数で実施する。また、大学

の研究室を本校の生徒が訪問して研修を受ける「大学訪問研修」では、１つの研究室に５名前後の生徒が訪

問し、大学の先生方から研究室紹介と講義を受ける。講師との質疑応答や意見交換を容易に行えるよう事前

に、生徒の高校での学習内容や実験の状況を伝えるとともに、高校側として希望する講演内容などについて、

連絡を緊密に行うことにより、事業の効果が最大限上がるようにする。訪問研修では研究室ごとに研修内容

をポスターにまとめて発表会を行うが、その講師の方にポスター作成に必要な資料の提供を受けたり、作成

したポスターを確認していただいたり、指導を受けて修正するなどして、研修の効果を高めていく。また、

「高大連携講座」や「大学訪問研修」に係っては、Zoom 等を活用して大学の教員と生徒がオンラインで直接

つながり、課題研究の過程で生じた疑問の解決策に加えて研究を深めるためのアドバイスを受けることによ

り、課題研究の深化につなげる。 

総合科学科全員対象の校外研修において、「人と自然の博物館」の見学・実習や田辺市天神崎海岸における

海岸生物の採集・観察を実施することで、興味関心を高めるとともに、サイエンスツアー等の国内科学施設

への校外研修を実施し、自身の研究課題に関する指導を受け、施設を利用して課題に関連する実験・実習を

行うことで科学の研究の本質を考えさせるなど、科学的素養を高めながら、課題研究においてより高度な内

容にチャレンジさせる。 

このような研究機関との協働プログラムの内容を継続・深化させてシステム化し、発信することで、域内

外に取組みを波及させる。 
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【 関係資料編 】 
１． 令和３年度 教育課程（大阪府立泉北高等学校 総合科学科：令和元～令和３年度入学生用） 
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令和３年度 教育課程（大阪府立泉北高等学校 国際文化科：令和元～令和３年度入学生用） 
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２．ＳＳＨ運営指導委員会の記録 

＜第１回 大阪府立泉北高等学校スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会報告＞ 

・令和３年６月 26 日(土)15：30～17：00 於 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 中研修室 

・出席委員：松坂 裕之（大阪府立大学 大学院理学系研究科教授） 

菊田 久雄（大阪府立大学 工学域長工学研究科教授）、森澤 勇介(近畿大学 理工学部准教授)

瀧上 健一 (大阪府教育センター 指導主事) 

曽我部 弥生（堺市教育委員会事務局教育センター能力開発課 指導主事） 

＊大阪府教育庁：真田 誠（大阪府教育庁教育振興室高等学校課 主任指導主事) 

             橘 恵太（大阪府教育庁教育振興室高等学校課 指導主事) 

＊学校側出席者：西田 恵二 (校長)、中村 貴亮（教頭）、池ノ上 大輔 (首席・英語) 

榎阪 昭則 (総合科学科長・生物)、鈴木 朗 (ＳＳＨ研究主任・物理) 

蔵谷 和弘 (化学)、板津 直樹（生物）、松永 豪 (地学)、篠原 心 (数学) 

今岡 由佳 (情報) 

・司会（教頭 中村 貴亮） 

１．開会 大阪府立泉北高等学校長 あいさつ（校長 西田 恵二） 

     管理機関 あいさつ 大阪府教育庁教育振興室高等学校課（橘 恵太 指導主事） 

２．出席者自己紹介（課題研究発表会の講評を兼ねて発言。講評の内容は３．にまとめて記載。） 

３．協議・報告 

 ① 本日の課題研究発表会について（講評） 

 （良かった点） 

   ・不安定な社会情勢の中、よく発表まで至った。 

   ・楽しく発表を聞くことができた。一生懸命やっていたことがよく伝わってきた。 

   ・前の代からの引継ぎがうまくいっていた。 

 （課題・改善点） 

   ・質問が特定の生徒に偏り、オーディエンス全体からのリアクションが少ない。質疑応答の活性化。 

        （対応）まず、１年の科学探究基礎や２年の課題研究中間発表会での質疑応答を活発にできるよう

にはたらきかけや指導を徹底していく。そこから、３年生の課題研究発表会の質疑応答の

活性化へとつなげていきたい。 

   ・研究において核となる生徒が育つことを期待する。 

    （対応）科学探究基礎を履修した１年生は、高大連携講座や大学訪問研修といった大学や研究機関

との協働プログラムに２年生とともに参加させるなど、リーダー育成としての取組みを実

施してきた。このような取組みを継続するとともに、プロジェクト型グローバル・サイエン

スキャンプ、サイエンスツアーなどの企画をさらに発展させることで、様々な経験や研修

を積んだ生徒を増やし、研究において核となる生徒を育てていく。 

   ・不思議に思った→やってみたで終わってしまっている。仮説を実証できれば。 

   ・考察をもう１段階踏み込んだところまで行うのを期待する。 

（対応）この学年については、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、実験の開始が遅れたり、

実験できない期間があるなど、時間の確保が難しく、このような指摘を受ける結果となっ

た班も見られた。中間発表後に研究内容を振り返らせる時間を確保し、仮説の実証をしっ

かりと行い、考察をもう１段階踏み込んだところまで行わせていく。 

   ・社会に還元できる様なテーマの選定をしてみるのも良いのでは。文理融合の視点も取り入れたい。 

（対応）国際文化科を併置している利点を生かし、国際文化科の生徒と総合科学科の生徒が合同の

研究班を編成し、それぞれの得意分野を生かしつつ同一のテーマで共同研究する取組みを

すすめていく。それにより、ＳＤＧｓに代表される地球的課題解決や文理融合の視点を取

り入れていく。 

＜助言・協議内容＞ 

   ・研究の引継ぎについて 

       （委員から助言）論文作成においてどんな視点で書くべきかを正確に伝えれば、次の代が何をすべ
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きか把握が容易。次の代では、まず昨年の実験をそのまま行うと問題点を見つけや

すい。 

（対応）課題研究発表会で研究を終えるのではなく、その後、研究論文を作成し、研究詳細をまと

め、残している。そのことで、後輩が先輩の実験を継続しやすくなり、卓越した課題研究へ

の発展が期待できる。 

 ② 泉北高校ＳＳＨ事業の取組みについて ～Ⅳ期目申請に向けて 

   はじめに    ・実施規模と教育課程 ・泉北高校ＳＳＨの指定 ・研究開発課題 

   第Ⅲ期の取組み ・課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 ・研究機関との協働プログラム作成 

           ・地域の理科教育の拠点校をめざす取組み ・グローバル人材の育成 ・意識調査 

           ・科学探究力テスト ・成果の普及 

＜助言・協議内容＞ 

   ・第Ⅳ期の申請のためにどのようにすればよいか 

（委員から助言）ＳＳＨには期ごとに目標があり、第Ⅳ期のためには研究の深化が必要。これまで

で足りなかったところを補い、良かったところを伸ばす。 

（対応）第Ⅰ期～第Ⅲ期までの主な成果と今後の課題を整理して、第Ⅳ期目の申請に向け、書        

類を作成し、第２回運営指導委員会でその内容について検討することとした。 

４．連絡 

  ＳＳＨ課題研究中間発表会 令和３年 11 月 25日（木）13:00～ 於 大阪府立泉北高等学校体育館 

                                終了後 第２回運営指導委員会 

５．閉会のあいさつ 

 

 

＜第２回 大阪府立泉北高等学校スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会報告＞ 

・令和３年 11月 25日(木)15：30～17：00 於 大阪府立泉北高等学校 

・出席委員：伊東 明(大阪市立大学 理学研究科教授)、松坂 裕之（大阪府立大学 大学院理学系研究科教授） 

菊田 久雄(大阪府立大学 工学域長 工学研究科教授）、森澤 勇介(近畿大学 理工学部准教授)、杉浦 

秀行(同志社大学 文学部准教授)、瀧上 健一(大阪府教育センター 指導主事)､曽我部 弥生（堺市教育

委員会 学校教育部 教育センター指導主事） 

  ＊大阪府教育庁：橘 恵太  （大阪府教育庁教育振興室高等学校課  指導主事） 

＊学校側出席者：西田 恵二（校長）、中村 貴亮（教頭）、大内 康弘（首席・数学）、榎阪 昭則（総

合科学科長・生物）、鈴木 朗（ＳＳＨ研究主担・物理）、菊川 実樹 (物理) 

西本 裕美（化学）、萩原 浩平（生物）、松永 豪（地学）、國貞 毅 （情報） 

・司会（教頭 中村 貴亮） 

１．学校長あいさつ（校長 西田 恵二） 

２．出席者自己紹介（課題研究発表会の講評を兼ねて発言。講評の内容は３．にまとめて記載。） 

３．協議・報告 

 ① 本日の課題研究発表会について（講評） 

 （良かった点） 

   ・質問に対して、生徒が的確に答えていた。 

   ・前年度の引継ぎではなく、新しいテーマに取り組んでいる班が多かった。 

   ・生徒が楽しそうに研究発表している姿が印象的であった。 

   ・授業で習った内容をもとに研究テーマを設定しているのが良かった。女子生徒が多く、このまま科

学リテラシーを育んでもらいたい。 

   ・プレゼンテーションへの準備を入念に行っており、聴講しやすい発表だった。 

 （課題・改善点） 

   ・データ数が少ない班が見受けられたが、今後の進展次第であると思われる。 

   ・研究活動の中で、何を明らかにしたいのか、この研究で新しくわかることは何なのかを明確に表現

してほしい。 
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     （対応）中間発表会後の授業で、指摘事項を生徒に伝えるとともに、各科目で振り返りを丁寧に行

った。中間発表会から研究発表会の間で、もう一度ＰＤＣＡサイクルを回す中で改善をし

ていきたい。 

   ・先輩の研究を引き継いでいるのはいいことだが、参考文献だけ載せて、先輩の研究との違いや新規

性が見えてこない。 

     （対応）下級生による上級生の発表見学、上級生による下級生の発表見学と研究交流などを実施

していく中で、上級生と下級生の縦のつながりを強化している。そのことにより、ただ先

輩の研究を継続するだけでなく、先輩からの助言をもらい、問題点を引き継ぐことで、課

題研究の質的向上と深化を図っている。 

・一年生からの質問が出ないところが気になった。 

  （対応）コロナ禍で、大学訪問研修のポスター発表を聞く機会がなくなり、課題研究中間発表会が

初めての質疑応答となったため、一年生からは、質問が出にくかったことが考えられる。

一年生への質疑応答に対する意識付けを行うとともに、評価シートの内容やポスター発

表班から質問を促すような発表など、質疑応答が自然と行える仕組みをつくり、活性化し

ていきたい。 

  ② ＳＳＨ事業の今後の取組みについて 

   (1) 課題研究における上級生と下級生の交流について  (2)文理融合について 

    (3) グローバル人材の育成 

＜助言・協議内容＞ 

  ・第Ⅳ期の申請に向けて 

（委員から助言）泉北高校で作成した課題研究マニュアルの完成度は高い。課題研究マニュアルを

外部に情報提供し、意見交換や情報交換を活発にしていくことができないだろうか。

また、文理融合やプレゼンテーション能力の育成などの課題が並列的に並んでいる

ため、これらの課題を絞り込み、具体性を出したほうが良いのではないだろうか。 

（対応）会議で指摘・助言を受けたことを盛り込み、課題及び今後の研究開発の方向性をまとめ

（P.78～P.80参照）、第Ⅳ期申請を行った。 

  ・ＩＣＴ機器の活用 

（委員から助言）大阪府で配付された Chromebookを活用した研究活動の記録を続けていけば、ポー

トフォリオのように使うことができないだろうか。 

（対応）すでに配付された端末を活用し、実験記録の共有などを始めている。今後も継続して使用

していく中で、より有効的な活用方法を見出していきたい。 

・探究活動の論文化について 

（委員から助言）探究活動の論文化を行うことで、上級生から下級生への研究の引継ぎが容易にな

るのではないだろうか。 

（対応）３年生には、課題研究発表会で研究を終えるのではなく、そのあとに研究論文、研究詳細 

をまとめ、残させている。その論文や詳細を課題検索システムで検索できる仕組みを現在

のシステムに追加していく。そのことで、後輩が先輩の実験について把握するとともに、

継続しやすくなり、卓越した課題研究へと発展させていく。 

    ・卒業生の活用について 

（委員から助言）大学との連携や、卒業生の進路を調べ、大学や企業での活躍の様子を調べるなど

取り組めないか。 

（対応）科学探究Ⅰの授業において、これまでも卒業生が後輩に在校時の課題研究の取組みを伝え

る「卒業生に学ぶ」時間を設けて伝えているが、今年度、第三版として作成する「課題研

究マニュアル」にも卒業生からのメッセージの形で、大学や社会人としての活躍の様子を

掲載した。 

４．連絡  

  ＳＳＨ課題研究発表会 令和３年６月中旬 13：00～ 於 大阪府立大学（予定） 

５．閉会のあいさつ（教頭）  
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３．意識調査の結果 

（１）理科･数学の学習とＳＳＨ活動に関するアンケート結果（生徒向け） 令和３年 12月実施 

本校は平成１８年度よりＳＳＨの指定を受け、様々な取組を行ってきました。その成果が文部科学省に評

価され、第Ⅲ期指定の５年目となります。コロナウイルス感染症対策で、中止となった行事もありましたが、

今年度の取組みを振り返り、来年度以降のＳＳＨの事業計画を考えるための参考としますので、下記のアン

ケートにご協力下さい。 

 

第１部 理科や数学の学習に関するアンケート 

設問１ 学年・性別は次のどれですか。 

①１年男(69 名)②１年女(49 名) ③２年男(65 名) ④２年女(50名) ⑤３年男(75 名) ⑥３年女(38 名) 

＜設問２～７＞ 回答は、次の５つの選択肢から選
んで番号で答えて下さい。 

① 

とても 

好き 

② どちら

かという

と好き 

③どちら

とも言え

ない 

④どちら

かという

と嫌い 

⑤ 

とても 

嫌い 

設問２ 小学校のときに、「理科」が好きでしたか。    153 121 50 16 6 

設問３ 中学校のときに、「理科」が好きでしたか。   150 127 40 24 6 

設問４ 現在学習している高校の「理科」が好きですか。 72 134 74 52 15 

設問５ 小学校のときに、「算数」が好きでしたか。 156 91 49 36 14 

設問６ 中学校のときに、「数学」が好きでしたか。 122 111 52 48 14 

設問７ 現在学習している高校の「数学」が好きですか。 69 113 73 55 37 

 

＜設問８～17＞ 回答は、次の６つの選択肢から選ん
で、番号で答えて下さい。(１～２学年のみ) 

 ① 

強くそ

う思う 

② 

そう

思う 

③ 

どちら 

とも言

えない 

④ 

あまり 

そう思

わない 

⑤ 

全く 

そう思

わない 

⑥ 

わから

ない 

設問８ あなたは「数学」が得意だと思いますか。 26 91 82 75 68 4 

設問９  あなたは「理科」が得意だと思いますか。 27 96 102 78 42 2 

設問 10  これから「数学」で多くのことを学んで、将来の
仕事に役立てたいと思いますか。 

70 119 81 51 17 9 

設問 11  これから「理科」で多くのことを学んで、将来の
仕事に役立てたいと思いますか。 

98 127 65 37 14 6 

設問 12 高校卒業後、理系（自然科学系）の進路に進みた
いと思いますか。 

83 92 62 53 42 14 

設問 13 将来就職する時には、理系(自然科学系)の仕事に
つきたいと思いますか。 

64 89 73 59 43 18 

設問 14 実験や観察を考えながらすることが楽しいと思
いますか。 

104 146 62 23 7 4 

設問 15 科学の研究や学習を進めていくためには英語の
能力が必要だと思いますか。 

116 157 39 17 7 10 

設問 16  自由にテーマを決めて行う「課題研究」をするこ
とは楽しいと思いますか。 

115 145 49 21 7 8 

設問 17理科や数学の授業で、先生や友人に質問をしたり、
疑問を持って考えることがよくありますか。 

93 150 55 38 9 2 

設問 18 理科や数学の内容について友人といっしょに考
えたり、実験結果などを班のメンバーでディスカッショ
ンすることが楽しいと思いますか。 

109 146 55 27 6 4 

 
第２部 ＳＳＨ活動に関するアンケート 
＊設問 19～33 の回答は、次の 6 つの選択肢から選んで、
番号で答えて下さい。 
＜設問 19～27＞次のＳＳＨの活動はあなたにとってプラ
スになると思いますか。 

 ① 

強くそ

う思う 

② 

そう

思う 

③ 

どちら

とも言

えない 

④ 

あまり

そう思

わない 

⑤ 

全く 

そう思

わない 

⑥ 

わから

ない 

設問 19 実験や実習を多く取り入れた授業 143 151 34 7 5 6 
設問 20 ２～３年「科学探究」での課題研究（１年生不要） 89 121 27 8 4 3 
設問 21 校外研修（ひとはく・防災センター・野島断層・
天神崎） 

90 150 60 19 11 12 

設問 22 大学での実験・実習の体験(市大理科セミナー)（３
年）（１・２年生は不要、コロナ禍で未実施） 

46 77 37 7 2 12 
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設問 23 大学の先生による講演会 
（１年オンライン大学訪問・２年高大連携講座） 

82 144 73 13 6 23 

設問 24 サイエンスツアー (希望者対象 JAXA 他東京方
面、滋賀・福井方面、大阪近郊日帰) 

67 64 45 8 4 83 

設問 25 小学生向けの科学教室への参加 
(小学生対象 8月・12月) 

47 59 58 15 5 99 

設問 26 １年での「科学探究基礎」での課題研究 75 61 46 7 6 86 
設問 27 ボルネオ海外研修 

(希望者対象、7～8 月) ｒ２中止 
21 24 35 6 7 79 

設問 28 海外の高校生との交流や海外スタディツアー 
国際性を高める取組 （１・２年生不要） 

52 62 62 9 6 115 

       

＜設問 29～36＞ 
ＳＳＨの取組みが、次のような観点でプラスになってい
ると思いますか。 

① 
強くそ
う思う 

② 
そう
思う 

③ 
どちら
とも 

④あま
り思わ
ない 

⑤全く
そう思
わない 

⑥ 
わから
ない 

設問 29 理科や数学の学習に対する意欲の向上や動機づ
けにつながっている。 

109 149 53 15 9 9 

設問 30 科学的な思考力や創造性・独創性などの科学的能
力の育成につながっている。 

126 151 44 10 4 9 

設問 31 理科や数学の学力向上につながっている。 110 148 48 21 7 9 

設問 32 進路に対する意識の向上に役立っている。 104 140 56 22 8 12 

設問 33 国際性や英語の表現力の向上に役立っている。 61 115 89 44 15 17 
設問 34 科学の知識を伝えたり、研究の成果を発表する 
能力の向上に役立っている。 

107 169 46 9 5 7 

設問 35 本校では科学教室で、講師やＴＡとして小中学生
に実験などを指導する機会があります。あなたは、この
ような時に手伝ってもよいと思いますか？  

79 112 77 37 25 14 

設問 36  総合科学科の卒業生を対象に、後輩の「課題研究」
の指導や助言をしてもらう「ＳＳＯnet」を立ち上げまし
た。あなたも登録して、後輩の指導に来てもいいと思い
ますか。 

50 93 91 60 32 16 

＜設問 37＞ 本校では、学校内外で小中学生向けの科学教室や体験授業を行っています。あなたが小中
学生の時に参加したことがあるものをすべて選んで番号で答えなさい。（複数回答） 

① 子ども科学教室(小学生,夏休み)：12 名    ②子ども科学フェスティバル(小学生,12月)：26 名 
③学校説明会での体験授業(中学生,２学期)：50 名     ④その他の科学教室(小学生の時)：９名 
⑤その他の科学教室(中学生の時)：10 名 ⑥本校以外の科学教室：13 名 ⑦参加したことがない：222 名 

 

＜設問 38～40>  
あなたが、来年度以降のＳＳＨの取組みに期待するのはどのようなことですか。
次から、あなたの期待の高いものから順にあてはまることを３つ選んでください 

１番目 ２番目 ３番目 合計 

①  深い内容の授業  36 31 33 100 

② 多くの実験や実習の実施 96 73 62 231 

③ 自ら行う課題研究 65 59 56 180 

④ 科学的思考力の育成 32 30 41 103 

⑤ プレゼンテーション能力の育成 38 44 43 125 

⑥ 大学受験に役立取組み 18 34 32 84 

⑦ 進路選択に役立つ取組み 24 31 23 78 

⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 22 22 25 69 

⑨ 大学や研究所などの訪問研修 14 18 24 56 

⑩ 研究者を招いての講演会  1 4 7 12 

 

第２部 非認知能力に関するアンケート 
 非認知能力とは、自制心、やり抜く力、生きる力といった、測定できない個人の特性による能力のことを指
します。ＳＳＨの取組みと非認知能力の関係性について調査します。 
＊次の設問 41～55は、以下の質問項目について、現在あなたが
どのぐらいできているとおもいますか？ 
とてもできているを１、まったくできていないを５として、 
あてはまる番号を答えてください 

① 

とても 

できて 

いる 

② ③ ④ 

 

⑤ 

まったく

できて 

いない 

設問  41 辛いことや苦しいことがあってもいつも通りにふるまえる。 101 136 68 22 6 
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設問  42 ストレスがたまらないように発散できる。 80 120 82 37 15 

設問  43 落ち込むようなことがあっても、気持ちを切り替えられる。 80 115 80 46 13 

設問  44 自分のことを慰めたり、元気づけたりできる。 67 125 97 35 10 

設問  45 腹立ちやいら立ちを抑え込んで耐えられる。 101 130 72 24 7 

設問  46 一度始めたことは、あきらめずに持続できる。 76 120 88 36 14 

設問  47 一度始めたことをもっと続けてみたいと思える。 85 129 94 16 9 

設問  48 日頃の努力を技術向上や課題研究につなげられる。 72 138 90 19 14 

設問  49 具体的に目標を設定して、その目標へ着実に向かえる。 68 125 96 33 12 

設問  50 いま取り組んでいることを、さらに改善しようとできる。 88 151 74 14 7 

設問  51 礼儀やマナー、ルールを意識しながら行動できる。 147 146 33 6 2 

設問  52 相手の性格や考えを理解しながらかかわることができる。 125 152 47 8 2 

設問  53 周囲の雰囲気などを感じ取りながら行動できる。 123 154 49 5 2 

設問  54 いま、相手が何を思っているのか理解しようとできる。 129 160 38 4 2 

設問  55 集団の中で自分の役割を自覚しながら行動できる。 106 141 72 11 3 

 

（２）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果（保護者向け） 令和４年１月実施 
本校は平成 18年度より文部科学省の理数教育の研究指定校(ＳＳＨ)に指定され、様々な事業に取り組ん

でまいりました。これまでの取組みが高く評価され、更に第Ⅲ期指定(～令和３年度)を受け、第Ⅲ期５年目
として活動に取り組んでまいりました。今後もさらに取組みを発展させていくために、保護者の皆様のご意
見を伺いたいと思います。お忙しいところ恐縮ですが、アンケートにご協力よろしくお願いします。 
設問 生徒は何学年ですか  ① 第１学年：101 名(回収率 85％) ② 第２学年：78 名(回収率 66％)、  

③ 第３学年：57 名(回収率 48％)    合計：236 名（回収率 66％） 
設問１ ＳＳＨ指定に伴う取組みについては、本校のホームページや「ＳＳＨ通信」等で生徒を通して 

保護者の皆様にもお伝えしてきましたが、今年度の取組みについてどの程度ご存知ですか。 
① よく知っている（ ６名 ）  ② だいたい知っている（ 96 名 ） ③ あまり知らない（ 112 名 ） 
④ まったく知らない（ 16 名 ）  ⑤ わからない（６名 ）   

 

＜設問２～12＞ 今年度はＳＳＨの取組みとして、主として総合科学科の生徒
を対象に、次のような事業を行いました。それぞれの取組みが、生徒にと
ってプラスになると思われますか。 

＜設問 13～17＞ ＳＳＨの取組みが、次のような観点で生徒のプラスになっ
ていると思われますか。 

① 

強 く

そ う

思う 

② 

そう

思う 

③ 
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も言
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④ 
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わな

い 

⑤ 

全く

そう
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ない 

⑥ 
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⑥ 

知ら

なか

った 

設問２ 実験や実習を多く取り入れた授業（通年） 60 127 23 7 0 16 3 

設問３ ２～３学年の課題研究と発表会 (自由テーマのグループ研究) 53 115 23 7 2 31 5 

設問４ １年生希望者対象の「科学探究基礎」での課題研究の取組 49 97 36 3 0 40 11 

設問５ サイエンスツアー(希望者、東京・筑波方面７月、大阪１月を予定) 49 78 41 0 0 49 19 

設問６ 市大理科セミナー(１年生全員 ８月) 今年度は中止 32 70 30 8 5 69 22 

設問７ 高大連携講座（大学の先生の講演会、２年生全員＋科探受講生8月) 42 106 23 1 2 40 22 

設問８ 校外研修 （1年生 R3 兵庫県立人と自然の博物館 11月） 
（2年生 天神崎の海岸生物観察 今年度は中止） 

33 102 40 9 7 30 15 

設問9 大学訪問研修 (今年度はオンラインによる研修 １年生全員12月) 47 96 30 8 3 30 22 

設問10 泉北科学教室 (高校生による小中学生対象の科学教室 ８・12月) 52 107 26 2 2 33 14 

設問11 ＳＳＨ海外研修 (希望者、ボルネオ 7月他) 今年度は中止 34 49 36 13 12 69 23 

設問12 海外の高校生との交流や海外スタディツアー 今年度は中止 34 53 31 6 9 75 28 

設問13 理科や数学の学習に対する意欲の向上や動機づけにつながっている。  59 125 25 8 3 15 1 

設問14 科学的な思考力や創造性・独創性などの育成につながっている。 58 118 31 6 2 19 2 

設問15 生徒の理科や数学の学力向上につながっている。 47 118 40 12 1 17 1 

設問16 生徒の進路に対する意識の向上に役立っている。 43 120 41 11 2 18 1 

設問17 生徒の国際性や英語による表現力の向上に役立っている。 31 92 58 21 1 33 0 
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＜設問 18＞ 泉北高校の総合科学科へ進学させてよかったと思われる事があればお書き下さい。 

・理科が好きで、小学生のころから地域の様々な理科への取り組みに参加してきました。その中で泉北高校

の存在を知り、絶対に泉北高校に行きたい！！と頑張りました。好きなこと、夢中になれること、またそれ

を認めてもらえる環境であることがほんとうによかったなと思います。一人ひとりの個性も尊重してもら

える学校だと思います。 

・ＳＳＨ指定校は大阪でも十数校しかないと聞いています。その指定校の泉北高校に入学でき、このような

事業に参加させていただき、子どもにとってとても貴重な体験だと思います。参加したツアーやセミナー

は子どもにとって刺激的なものであり、有意義なものになったと思います。 

・中学生の時に理科が得意だったために、こちらへ進学しました。実験や実習が楽しいらしく、理系の中でも

特に興味が湧く科目もできて、大学も理系に進みたいと本人の意思で決めました。 

・課題研究とその発表会を通じて、研究のために必要な知識やプレゼンに必要なポスター、パワーポイント、

発表を学ぶことができ、今後の進学や社会においても役立つ良い経験ができたと思う。 

・高校生活の取り組みや成果として、受験に役立ったと思う。論理的な思考やレポート制作など、今後の大学

生活で必要なスキルアップや予習となったと思っている。 

・グループ研究がとても良いと思う。一人では難しいことも友達となら協力してやれたりするし、このグル

ープ研究を通じて、良い仲間ができているように感じる。 

・高校生活（勉強、クラブ、ＳＳＨ等）で思考力、探究心、協調性等多くのことを学び成長した我が子を見る

ことができ、大変うれしく思います。コロナ禍の中、制限された学生生活でしたが、その中で自分の進むべ

き道を探し、これからも前に進んでいってくれることと思います。その基礎を身につけてくださった泉北

高校の教職員の方々には、感謝しております。ありがとうござました。 

・理数科目の先生のスキルが高く、また理数系に興味を持つお友達にいろいろな刺激をもらえたことが大き

かったです。大学進学時に迷わず理系をめざす姿はたのもしかったです。 

・サイエンスツアーなど、生徒の視野を広げる経験をさせることができるのは大変良いと思います。科学探

究の授業ができるのも、普通科では踏み込めない分野に深く追求する機会が与えられるのは貴重だと思い

ました。高校の時点で、専門的な学習に取り組めるのは本人にとっても良かったと思います。 

 

＜設問 19＞ ＳＳＨの取組みに対するご意見や、来年度以降の内容についてのご要望があればお書き下さい。 

・来年度以降も様々な制限があると思いますが、普通科ではできない経験を一つでも多く取り組むことができれば

いいと願っています。 

・科学探究の発表会で、自分の興味があるものを調べて、さらにいろいろな分野にも興味を持って勉強するきっかけ

になってほしい。 

・サイエンスツアーはとても楽しんで参加しているようで、大変有意義な時間を過ごせたようです。ぜひ今

後も実施してほしいです。可能なのかわかりませんが、企業での実験や体験の機会があっても面白いかと

思います。 

・知識だけでなく、実験や研究を中心とした活動をすることで、知識の先を見据えることができるので、今後

も同様の活動を期待している。 

・泉北科学教室はとても良い取り組みだと思います。小中学生が進路について考えるきっかけとなると思うので、こ

れからも続けてほしいと思います。 

・堺市の中で一番緑豊かな南区の立地を生かして、自然科学について学ぶ機会があればいいなと思いました。 

・実験や実習のように実際に自分でやってみたり、校外研修やセミナーなど現地に行き、直接見たり聞いたり感じた

りする機会はとても大切だと思う。 

 

＜設問 20＞ ＳＳＨの事業について、保護者や卒業生の皆様で何かご協力いただけることがあるでしょうか。 

・受験経験や進学後の学習などについて話が気軽に聞けるように、在校生と卒業生がつながりを持てるような機会

やシステムがあればよいと思いました。 

・理系企業に進んだ先輩の会社とのコラボ企画、高校生と考える新製品の開発等。 
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（３）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果（教職員向け） 令和３年 12 月実施 

 平成 18年度より文部科学省のＳＳＨに指定され、第Ⅲ期指定（～令和３年度）を受けて、新たな取組み

を始めて５年が経過しました。今後の取組みについて考えるために、多数の先生方のご意見を伺いたいと思

いますので、ご多忙のこととは存じますが、ご協力よろしくお願いします。（回答数：48 名） 

設問１ あなたの所属教科は次のどれですか。 

１．国語･社会（13 名）   ２．数学･情報（６名）  ３．理科（８名）    
４．英語（10 名）   ５．芸術･体育･家庭他（11 名） 

設問２ あなたの所属学年・学科(または授業時間の多い学年)は次のいずれですか。 
１.１年国際文化科(８名)  ２.１年総合科学科（７名） ３.２年国際文化科（９名） ４.２年総合科
学科(７名) ５.３年国際文化科(９名) ６.３年総合科学科（５名） ７.いずれともいえない(３名) 

設問３ あなたはＳＳＨ事業やその生徒付添いに何回参加されましたか。 
１.０回（25 名） ２.１～２回(11 名) ３.３～４回(３名) ４.５～９回(５名) ５.10回以上(４名) 

設問 28 今年度のＳＳＨ事業による行事などの実施回数についてどう思われますか。 
 

１．多すぎる(１名)  ２．やや多すぎる（16 名）  ３．ちょうどよい（21 名）   
４．やや少なすぎる（０名）５．少なすぎる（０名） ６．わからない（10 名） 
設問 29 今年度のＳＳＨ事業は、サイエンスキャンプ・校外研修以外は、放課後や休日に実施しました。来年度
の実施時期について、どのように思われますか。あなたがよいと思われるものを選んで、番号で答えて下さい。 
１．今年と同じやり方でよい       （22名）   ２．もっと授業時間を利用した方がよい  （24名） 
３．すべて授業時間を利用した方がよい （１名）   ４．すべて放課後や休日に行った方がよい（０名） 

＜設問４～15＞ 今年度はＳＳＨの取組みとして、次のような事業を行い
ました。それぞれの取組みが、生徒にとってプラスになると思われますか。 
＜設問 16～21＞ ＳＳＨの取組みが、次のような観点で生徒のプラスにな
っていると思われますか。 
＜設問 22～27＞ ＳＳＨの取組みに関する次の設問に番号で答えて下さ
い。 
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設問 ４ 実験や実習を多く取り入れた授業  26 18 3 0 0 1 

設問 ５ １年生の希望者対象の「科学探究基礎」での課題研究           26 14 3 0 1 4 

設問 ６ ２～３学年で実施した課題研究(全員対象)と発表会  22 18 6 0 0 2 

設問 ７ サイエンスツアー(希望者:東京･筑波７月、大阪１月) 21 22 2 0 0 3 

設問 ８ 校外研修(１年：淡路島～神戸、２年：和歌山県天神崎)  18 18 4 0 0 8 

設問 ９ 高大連携講座(大学教員の校内での講演会、２年:10月)      16 24 3 2 1 2 

設問 10 オンライン大学訪問研修(１年:12 月 府大)  15 24 2 2 1 4 

設問 11 海外研修(希望者、７月ボルネオ) ＊実施していれば？ 29 12 2 1 0 4 

設問 12 学校外での発表会への参加や他校の高校生との交流   24 17 4 0 0 3 

設問 13  海外の高校生との交流など国際性を高める取組み ＊ 22 18 3 0 0 5 

設問 14  課題研究などの取組みへの本校卒業生の活用 18 18 3 1 1 7 

設問 15  小中学生対象の科学教室(高校生による講師やＴＡ) 25 17 4 0 0 2 

設問 16 理科や数学の学習に対する意欲の向上や動機づけ。 15 21 7 2 0 3 

設問 17 思考力や創造性・独創性などの科学的能力の育成。 19 18 5 2 1 3 

設問 18 生徒の理科や数学の学力向上。 10 18 12 0 3 5 

設問 19 生徒の進路に対する意識の向上。 12 16 13 1 1 5 

設問 20 生徒の国際性や英語の表現力の向上。 9 14 16 5 1 3 

設問 21 科学の知識を伝える能力の向上。 13 20 10 0 1 4 

設問 22 他の学科の生徒にもプラスになっている。 9 15 13 6 1 4 

設問 23 本校の学校教育全般にとってプラスになっている。 18 19 6 3 1 1 

設問 24 本校の特色作りにプラスになっている 24 18 5 0 1 0 

設問 25 ＳＳＨの取組みによって、校務が多忙になっている。 33 12 1 0 0 2 

設問 26 今後もＳＳＨの取組みを継続していく方がよい。 15 19 6 4 0 4 

設問 27 本校の卒業生をもっと活用する方がよい。 13 21 9 2 1 2 
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＜設問 30～32＞来年度以降のＳＳ
Ｈの取組みで期待するのはどのよう
なことですか。次からあなたの期待
の高いものから順にあてはまること
を３つ選んで下さい 

も
っ 
と
も
期
待 

２
番 
目
に
期
待 

３
番
目
に
期
待 

① 深い内容の授業  6 1 1 

② 多くの実験や実習  6 4 7 

③ 生徒が自ら行う課題研究 9 13 6 

④ 科学的な思考力の育成 9 8 6 

⑤ プレゼンテーション能力の育成 4 9 11 

⑥ 大学入試に有益な取組み  1 5 5 

⑦ 進路選択に有益な役立つ取組み 5 3 5 

⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 4 0 3 

⑨ 大学や研究所などの訪問研修 1 4 4 

⑩ 卒業生の活用 0 0 0 

 

 

 

  

＜設問 33～35＞ ＳＳＨの取組みによ
って、生徒のどのような能力を育てること
をめざすべきだとお考えですか。あなたが
重要と考えるものから順にあてはまるこ
とを３つ選んで下さい 

も
っ 
と
も
期
待 

２
番 
目
に
期
待 

３
番
目
に
期
待 

① 体験をもとに科学的に考える能力  13 3 8 

② 必要な情報を収集して処理する能力  3 6 9 

③ 自ら課題を設定して、課題を解決する能力 17 10 3 

④ 学習・研究の成果を適切に表現する能力 5 8 6 

⑤ 科学研究に必要な英語によるコミュニケー
ション能力 

2 5 4 

⑥ 先端の科学技術に触れ、科学研究に意欲的に
取り組む能力 

5 8 7 

⑦ 社会における科学の果たすべき役割を考え
る能力 

0 2 2 

⑧ 環境保全に積極的に取り組む能力 1 2 2 

⑨ 学習・研究の成果をわかりやすく伝える能力 1 4 6 

⑩ 英語による表現力を高める取組み  0 0 0 
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４．「課題研究」のテーマ一覧表 

分野・班 テーマ 分野・班 テーマ

物理１班 リニアモーターカーを作る 物理１班 楽器発電計画

物理２班 音波消火器 物理２班 無回転ボールの規則性

物理３班 ブーメランの飛行法則 物理３班 コマの回転持続時間

物理４班 水切り 物理４班 ペットボトルロケット

物理５班 マグヌス効果 化学１班 貝殻から透明なガラスを作ろう

物理６班 ミルククラウン 化学２班 低融点合金～亜鉛と錫～

化学１班 ビスマスの色の変化 化学３班 金属イオンを利用した色ガラスの作成

化学２班
炎色反応を利用したパラフィン不使用
のろうそくの作製

化学４班 光るチョーク

化学３班 チョークから石鹸を作る 化学５班 色あせない染料

化学４班 ゴムの弾性の謎を解く 化学６班 跳ねるスーパーボールの作成

化学５班 ルミノール反応 生物１班 四つ葉のクローバーを作ろう

化学６班 金属イオンを利用した色ガラスの作成 生物２班 野菜を甘くしよう

生物１班 ゴキブリの生態 生物３班 抗菌性ペプチドの研究

生物２班 発酵を利用した土壌改良 生物４班 変形菌による被害防止

生物３班 トマトをおいしくする方法 生物５班 キノコの菌糸の成長速度

生物４班 レインボーフラワーを作ろう 生物６班 プラナリアの記憶

生物５班 泉北高校の土を用いた納豆の作成 生物７班 アリの敵か味方の認識方法

生物６班 植物に対する香辛料の成分の効果 生物８班 様々な食材の乳酸菌でヨーグルトをつくる

生物７班 抗菌作用のある食品 生物９班 パンダマウスの記憶

生物８班 微生物による水質浄化 生物10班 泉北高校の土から納豆をつくる

生物９班 蟻の感覚 地学１班 石津川の砂礫の運搬

生物10班 プラナリアの光の色による反応の違い 地学２班 天体望遠鏡を用いた月の軌道の求め方

生物11班 四つ葉、五つ葉のクローバーは作れるのか 数学１班 オセロの必勝法

生物12班 微生物発電 数学２班 楽曲の数値化とグラフ化

生物13班 雑草から紙を作ろう 情報１班 最強のオセロＣＰＵ

地学１班
淡路島南東部における「Nostoceras
hetonaiense帯」の化石群集

情報２班 バスケットボールシュミレーターの制作

数学１班 大富豪

数学２班 ババ抜きの手札枚数の確率

情報１班 JavaScriptを用いた建物の内部の表示

情報２班 自動運搬ロボット

分野・班 テーマ 分野・班 テーマ

物理１班 紙飛行機を飛ばそう 地学１班 土石流について

物理２班 シャープペンシルの芯の折れやすさ 地学２班 淡路島の白亜系和泉層群の砂岩

化学１班 人工ルビーの合成 数学１班 自然界と黄金比の関わりについて

化学２班 接着剤の合成について

生物１班 食虫植物

生物２班 バイオフィルムの培養と水質浄化 情報１班 おそうじロボット

「科学探究Ⅱ」　（第３学年、118名）

「科学探究基礎」（第１学年、選択科目、44名）

「科学探究Ⅰ」　（第２学年、119名）

答えが複数ある問題は、どの様に答える
傾向があるか？

数学２班
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５．第Ⅰ期～第Ⅲ期までの主な成果 

〇第Ⅰ期～第Ⅲ期の成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇SSH 中間評価（第Ⅱ期） 
【優れた取組状況であり，研究開発のねらいの達成が見込まれ，更なる発展が期待される】 
・国際文化科と総合科学科の二つの学科の協力体制を構築し，国際交流によるグローバルな科学者を育てる
という視点を十分に持っていること，高大連携から高大接続へ踏み込もうとしている点を大きく評価する。 

・生徒の意識調査，関係者のアンケートの結果を踏まえ，課題を抽出し，改善へつなげる仕組みを構築してお
り評価できる。 

・グローバルコースでは，一年生から課題研究を実施しており，良好な取組となっている。また，「課題研究
のてびき」を作成し，生徒に先行研究の重要性を理解させていることが評価できる。 

 
〇SSH 中間評価 成果の普及等に関する評価（第Ⅲ期） 
【研究開発のねらいの実現にあたり、評価項目の内容が十分達成されており、特に程度が高い】 
・「課題研究マニュアル」の作成や、課題研究の研究発表要旨やポスターなどを検索閲覧できる「課題研究検
索システム」を構築したことは、学校内における研究成果の共有・継承に大きく貢献する取組であり、大変
評価できる。 

・学校ホームページをわかりやすく整備し、報告書や課題研究マニュアルを掲載するなど、成果の普及・発信
を積極的に行っており、大変評価できる。  

 
・課題研究の深化と理数系授業の充実 
課題研究メソッドの立ち上げ（第Ⅰ期） 

「課題研究マニュアル」作成・活用（第Ⅱ期） 
「課題研究マニュアル（改定版）」作成・活用（第Ⅲ期） 
「課題研究検索システム」作成・活用（第ⅡⅢ期） 
学校設定科目「科学探究基礎」開講（第ⅡⅢ期） 

「理数数学・理数理科」少人数展開授業（第ⅡⅢ期） 
映像機器を活用した実験中心の授業展開（第ⅡⅢ期） 

 
・地域の理科教育の拠点校をめざす取組み 
「泉北子ども科学教室」「泉北科学教室」開催・実施（第Ⅰ～Ⅲ期） 
「泉北子ども科学フェスティバル」開催・実施「サかイエンス」（堺市科学イベント）参加（第Ⅰ～Ⅲ
期） 

 
 
・サイエンス部活動の充実 
ビオトープ観察（H17～）研究活動 
地域連携事業の TA やフィールドワ
ーク、各種科学コンテストへの参加
学会発表、「放射線サマースクール」
「私の水辺交流会」への参加など、サ
イエンス部活動の活性化、多様化 

 
・卒業生との連携 
卒業生のネットワーク「SSOnet」の立ち上げ（Ｈ30～）

「卒業生から学ぶ」（Ｒ２～） 
卒業生からの課題研究体験談の講話 
課題研究指導を実施 

 
・研究機関との協働プログラムの作成 
「高大連携講座」（第Ⅰ～Ⅲ期） 
「大学訪問研修」（第Ⅰ～Ⅲ期） 
「市大理科セミナー」（第Ⅰ～Ⅲ期） 
「サイエンスツアー」（第Ⅰ～Ⅲ期） 
「校外研修」における博物館研修 
フィールドワーク実施（第Ⅰ～Ⅲ期） 

 
・グローバル人材の育成 
「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」少人数展開授業 
海外研修（第Ⅰ～Ⅲ期・重点枠Ｈ25～27） 
 ボルネオ・オーストラリア・台湾他 

「科学英語基礎」開講（第ⅠⅡ期） 
「科学英語プレゼンテーション」開講（第Ⅲ期） 
台湾彰化高級中学校との「合同研究発表会」（Ｈ25～Ｒ１） 
プロジェクト型グローバル・サイエンスキャンプ（Ｒ３） 

 
 
・ICT 機器を活用した理数系授業の充実 
動画による授業配信や授業の LIVE 配信、
オンラインでの大学訪問研修の実施 

 
・生徒の意欲・関心の向上、進路選択への寄与 
理科や数学が好きな生徒の割合の高校での増加（校内アンケート） 
理科や数学で質問をしたり、疑問を持って考える生徒の増加（校内アンケート） 
意欲の向上、科学的能力向上、学力向上に SSH の取組が役立つと考える生徒が増加（校内アンケート） 
科学技術、理科・数学の面白そうな取組に参加できる（できた） 
科学技術、理科・数学に関する能力やセンス向上に役立つ（役立った） 
理系学部への進学に役立つ（役立った）大学進学後の志望分野探しに役立つ（役立った） 
将来の志望職種探しに役立つ（役立った） 
と考える生徒が全国平均より大きく上回った。（ＳＳＨ意識調査） 

 
・理系進学への寄与 
推薦入試により国公立大学の理系学部への進学する生徒が増加 
課題研究を続けたいということで、進学先を決定した生徒など、SSH 活動により最終進学先を決定する
生徒も見られるようになった。 
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