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平成 28 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  絵面 功二  

 
 今年度は、スーパーサイエンスハイスクール指定校として２期目の研究開発最終年度となり

ます。そして、全教員が一丸となって 3 期目の指定に向けて構想を構築しております。 
スーパーサイエンスハイスクールの指定を 10 年以上受けて、当校においては、自然科学の領域

においての探究の精神が生徒、教職員に確実に根づいています。長きの時間の流れの中、社会

の変化が 1 期目の指定から今まで大きく揺れ動いてきました。しかし、探究の精神は一向にぶ

れることなく、安定感を持ってスーパーサイエンスハイスクールの理念に適うように取組を実

践してきています。 
 今後は、スーパーサイエンスハイスクールの１期・２期の指定の成果を踏まえ、卓越性を重

視する取組を指定実績校ならではの観点で進めていくことに重点を置く予定です。スーパーサ

イエンスハイスクールOB、OG の組織化、先輩たちの先行研究の整理と有効な活用、高大連携

の在り方の改善、さらには、当校独自の探究マニュアルと探究メソッドの開発などが課題とし

て挙がってきています。これらの着実な取組を行うことでその目的の達成が見えてくるものと

考えております。 
 さて、今年度の実績を振り返りますと、「大阪府学生科学賞」の高等学校の部において、昨年

度に引き続き、本校の課題研究において優秀賞を受賞するなどの成果を継続して成し遂げてい

ます。また、各分野の取組に関してのレビューとその詳細内容は、本編へ譲りますが、各分野

での課題や改善点は存在するものの、総じて、それらの取組は当初の目標に向けて進展してい

ると考えています。例として幾つか記しますが、高大連携分野では、「高大連携講座」、「大学訪

問研修」、「大学セミナー」など、大学の先生方の多大なご理解とご協力により成功裏に進めて

おり、生徒たちの高度な理数系研究への好奇心を駆り立てる効果が期待されています。課題研

究分野では、過去の先行研究の発展や新たな研究課題へのチャレンジといった形で進める中、

既述の成果など着実に結びついてきていると感じています。国際化に関わる分野においては、

体系立ったカリキュラムに基づき、英語教育だけなく、スタディツアーや他の府内スーパーサ

イエンスハイスクール指定校と連携した海外研修を通じて生徒たちの国際化への意識づけへの

効果が見られていると考えております。 
これらは、全校での取組として位置づけた活動そのものが、当校としての運営ノウハウと言

う形で財産となっており、そのことが、安定した研究開発活動へと結びついていると自負して

います。ただし、これら各分野の取組は、関係各位のご協力なくして成り立つものでなく、改

めて、これまでのご指導、ご助言をいただきました運営指導委員の皆様をはじめとして、大阪

府立大学、近畿大学、大阪市立大学、文部科学省および科学技術振興機構、そのほか多くの関

係者の皆様方にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。 
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 大阪府立泉北高等学校 指定第２期目 24－28 

平成２８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  

科学の世界でグローバルに活躍していく意欲と専門教育へ繋がる理数の幅広い学力を育成することを目的とし

て、実験実習・課題研究・高大連携等による科学的経験と、英語による授業・海外との共同研究等の国際経験を

積ませる。 

② 研究開発の概要  

１）総合科学科の英語の授業をすべて専門教科「英語」の科目とし、国際文化科における英語教育の成果を取り

入れる。また、総合科学科内にグローバルコースを設け、科学英語の学習を深め、海外の高校生との科学分野

での国際交流や合同研究を推進する。 

２）実験・実習や情報・映像機器の活用による豊富な科学的体験と、少人数展開による対話を重視した授業や課

題研究の実施によって、探究力・論理的思考力を育成する。 

３）大阪府立大学工学域などと緊密に連携して、高大連携・接続事業に取り組み、高校と大学の科学教育をスム

ーズに接続するための方策を提言する。 

４）環境・防災教育や生命倫理教育の分野で，全教科で組織的に連携した教育計画を立案し、社会的な責任感を

持った科学者・科学のよき理解者である市民を育成する。 

５）地域の科学教育の拠点として、小中学生対象の科学教室の定期化や泉北ニュータウン再生・防災事業に取り

組む。 

③ 平成２８年度実施規模  

全校生徒を対象に実施。年間を通して対象となる生徒数は総合科学科３６０名（４０人×３クラス×３学年)

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を開設し、第１学年においては学校設定科目「ＧＥＴ」を実施する。 

・オーストラリアへの海外研修を継続するとともに、新たに台湾への海外研修を実施する。 

・大阪府立大学工学域や大阪市立大学理学部、近畿大学理工学部と連携して、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。 

・サイエンス部以外に今年度より第１学年から課題研究に取り組む「科学探究基礎」を開講する。 

・「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。 

＜第二年次＞ 

・総合科学科グローバルコースの第２学年においては、「ＧＥＴ」「科学英語基礎」を実施する。 

・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。 

・「環境教育」「防災教育」「生命倫理教育」に関する推進組織を作り、授業内容の改善をめざす。 

＜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。 

・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、本校の指導法を伝達する。 

・堺市における動植物の分布調査をまとめ、環境教育の教材化の基礎データ作りに活用する。 

＜第四年次＞ 

・海外の高校等との交流を深めて、合同研究の成果について検証する。 

・３年間活用した「課題研究マニュアル」を全面的に改訂し、「課題研究研修会」を開催する。 

・サイエンス部の卒業生をまじえ、サイエンス部の活動報告会を開く。 

＜第五年次＞ 

・海外の高校等との4年間の合同研究の成果をまとめ、交流校にて英語で研究発表を行う。 

・高大接続に関する研修会を開催し、小中学校の教員も含め、次期学習指導要領に向けて提言をまとめる。 

・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のノウハウを伝達する。 

・１１年間のＳＳＨの取組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。 
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○ 教育課程上の特例等特記すべき事項 

１） 学校設定科目「総合科学Ⅰ」２単位及び「総合科学Ⅱ」１単位を設定。(平成２６年度入学生より変更) 

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「総合科学Ⅰ」（第２学年、２単位）、「総合科学Ⅱ」(第３学年、

１単位、今年度は２単位)を設定。 

③ 代替する理由：第２学年～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「総

合科学Ⅰ」「総合科学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（別紙、教育課程表参照） 

Ａ： 総合科学科にグローバルコース（最大定員４０名）を設ける。 

① 適応範囲：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「ＧＥＴ」（１単位）を履修する。 

＊第２学年：学校設定科目「科学英語基礎」・「ＧＥＴ」（各１単位）を履修する。 

＊第３学年：「科学科英語」（２単位）や、「実践英語演習」（２単位）などを履修する。 

Ｂ：総合科学科に「科学探究基礎」（１単位）を設定する。 

① 適 応範囲：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「総合科学Ⅰ・Ⅱ」で課題研究を継続する。

Ｃ：総合科学科第１学年で、専門教科「英語」の科目である「総合英語」６単位を履修する。 

① 適用範囲：総合科学科第１学年の全生徒(３クラス) 

② 内容 ＊総合科学科第１学年では、従来履修させてきた普通科「外国語」の科目「英語Ⅰ」と「オーラル

コミュニケーションⅠ」に替えて、専門教科「英語」の科目「総合英語」を履修させる。「総合英語Ｂ」の

うち、２単位分は２０人ずつ２展開の少人数編成で、一部はネイティブの教員も加わって授業を行う。 

 

○ 平成２８年度の教育課程の内容 

総合科学科の教育課程のうち、「数学科」「理科」「情報科」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)、「情報の科学」(２単位)

・「理数数学Ⅰ」の３単位分は１クラス２展開の習熟度少人数授業を、「理数化学」「理数生物」も２０人ずつ

の少人数授業を行い、「情報の科学」は２名のＴＴ授業を行っている。 

＜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)、

「総合科学Ⅰ」(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。 

・「理数数学Ⅱ」「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、

「総合科学Ⅰ」は３クラスを１２名の教員で分担して、班別の課題研究を指導した。 

＜第３学年＞「数学演習」(３単位)、「理数化学」(４単位)、「総合科学Ⅱ」(２単位)は全員必修。「理数数学Ⅱ

演習」（２単位）、「理数数学Ⅱ」(４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。 

・「総合科学Ⅱ」は学年全員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、その班

で自由にテーマを設定して課題研究に取り組む。この時間は１２人の教員が分担して指導に当っている。

 

○ 具体的な研究事項・活動内容 

１）科学分野でグローバルに活躍できる英語コミュニケーション能力の育成 

① 総合科学科のすべての英語の科目を、平成２４年度入学生から国際文化科と同じ英語科の専門科目とし、そ

の中で第１学年の２単位分（総合英語Ｂ）を２０名ずつの少人数授業を導入して、一部はＮＥＴの指導を加え

て、参加型のペアワークやグループワークを行った。 

② 総合科学科に「グローバルコース」を設定し、１学年時に学校設定科目「ＧＥＴ(グローバルイングリッシュ

トレーニング)」を受講させた。 

③ ２６年度は５校、２７年度は３校、２８年度は３校の海外の高校生を受け入れて、共同で実験を行うなどし

て交流を深めた。また、オーストラリア海外研修やボルネオ研修を実施し、自然環境に対しての研修を実施す

るとともに、学校間交流も行った。２５年度から３年間の「科学技術人材重点枠」の取組では、「オーストラ

リア海外研修」については大阪府内のＳＳＨ指定校と連携して研修を行った。 
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④台湾の国立彰化高級中学では２６年度、２７年度、２８年度と３年継続して合同研究発表会を開催して、生徒

が自分達の研究内容を英語で発表を行うことにより、英語のコミュニケーション力を向上することができた。

２）理数系教育の更なる充実と課題研究の発展 

① 「理数数学・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「総合科学」において第２学年から自由テーマによる課題研究を約１年間実施した。第２学年

の１１月に「中間発表会」を、第３学年の６月には大阪府立大学Ｕホールで「課題研究発表会」で開催した。

③ 第１学年生徒対象の学校設定科目「科学探究基礎」は24年度 15 名、25年度 42 名、26年度 43名、27年度

33名、28年度41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

北こども科学フェスティバル」を企画開催した。 

３）高大接続の拡充と企業などとの連携の取組 

① 第１学年では、全員対象のサイエンスキャンプ（関学・甲南大学・神戸製鋼・西はりま天文台・兵庫人博な

ど）と校外研修（野島断層震災記念館、防災未来センター）を、第２学年では５月下旬に田辺市天神崎でのフ

ィールドワークを実施した。 

② 希望者対象のサイエンスツアーを毎年２～３回実施している。今年は７月に１泊２日の日程で日本科学未来

館～筑波(ＪＡＸＡ,サイエンススクエア,地質標本館,実験植物園）において、２月にサイエンス主催で光科学

館～生命誌研究館で、希望者対象で研修を行った。 

③ 高大連携の取組として、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土曜日に講

師として招く「高大連携講座」を開催。この２年間で来ていただいた講師の先生は、大阪府大・大阪市大・大

阪電通大・近畿大・滋賀県立大・ルイ・パスツール研究所・電通大・滋賀県立大・龍谷大・大阪教育大・大阪

電通大の先生方である。また、同じ生徒を対象に、大阪府立大学や近畿大学の約３０研究室を少人数で訪問し

て理系の大学生活を体験する「大学訪問実習」を行なっている。 

４）サイエンス部活動の拡大と充実 

 ① サイエンス部員と「科学探究基礎」受講者で、放課後を活用した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、学会の高校生発表など校外の活動にも活発に参加した。 

② 多くのＳＳＨ事業で中心的な役割を果たし、広報誌「ＳＳＨ通信」の執筆や、「泉北科学教室」などの連携事

業や海外の高校生との交流、希望者対象の様々な研修でも活躍した。 

 ③ 日帰りのサイエンスツアーは、サイエンス部員が研修計画を作成してＳＳＨ事業の運営に取り組んだ。研修

先は、２４年度：京都府立植物園・京都水族館、２５年度：白浜ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾜｰﾙﾄﾞ、２６年度：どうぶつ王国・

伊丹市昆虫館、２７年度：須磨海浜水族園・明石市立天文科学館、２８年度：きっづ光科学館・ＪＴ生命誌研

究館である。 

５）環境・防災問題や泉北ニュータウンでの地域連携への取組 

① 教科で連携して、「環境・防災」や「生命倫理」について考えさせる教材を、計画的・総合的に取り上げるこ

とをめざして授業を実施した。 

② 従来から実施している中学生向けの科学教室に加え、平成２４年度からは小学生対象の連続講座を新しく実

施している。初めての参加者向け「入門コース」と、前年度にも参加した２回目以上の参加者対象に「上級コ

ース」としてよりレベルの高い実習を行い、科学への興味・関心を高め、考える喜びを感じる機会にすること

ができた。 

③「泉北こども科学フェスティバル」は、２５年度の「科学技術人材重点枠」の取組として始めて４年目になる。

高校生が主体となり企画運営することを通して、高校生自身がコミュニケーション能力を高めるとともに、自

ら考えて自分で物事を考えていく能力の育成ができた。また、地域の小学生への科学への興味関心を高めるこ

とができた。 

④ 地域への連携の一環で実施した校内のビオトープ池や近隣地域での自然観察会に地域住民の参加があった。

① 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 

・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訪問実習に総合科学科の生徒全員が参加し、

大学の研究室での実験実習を体験し、学習意欲が著しく高まった。 

・研究開発課題に沿って、少人数授業を増やすとともに、授業の３０～７０％で実験・実習を実施したり、映像

やプリントなどを含めた総合的な独自教材を用いた授業実践を行い、豊富な科学的体験を与えることで、「科
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学的な感覚」を身に付けた「科学的探究力」の高い生徒を育成することができた。 

・１０回目となる「課題研究発表会」にも意欲的に取り組み、また、同時に生徒による発表会の運営や個々の発

表の技術も向上していると、本校のＳＳＨ運営指導委員の先生方から評価された。 

・また、大阪府学生科学賞においては２４年度「最優秀賞（堺市長賞）」、２５年度「優秀賞」、２６年度「優秀

賞」、２７年度「最優秀賞（堺市長賞）」・「優秀賞」・「学校賞」、２８年度「優秀賞」を受賞し、７回連続の受

賞となるなど、生徒の研究発表が高い評価を得た。 

・２４年度に日本植物学会「優良賞」と日本生態学会「ナチュラルヒストリー賞」、２５年度は日本植物学会「優

良賞」日本動物学会「優秀賞」、２６年度は益川塾ポスター発表、日本生態学会「ナチュラルヒストリー賞」、

２８年度は全国数学生徒研究発表会などさまざまな発表会に参加して自分たちの研究成果を発信している。

・国際文化科が併設されている利点を生かした特色ある英語授業、オーストラリアへのＳＳＨ海外研修を継続実

施し、ＳＧＨと連携してボルネオへの海外研修を実施した。また、２４～２６年度のシンガポール・マレーシ

アのスタディツアー、２７～２８年度の台湾へのスタディツアーで全員が海外の生活を経験して、国際感覚を

培っている。また、海外から多くの高校生を受け入れての国際交流などに取り組み、科学の分野での英語への

学習意欲や英語によるコミュニケ－ション能力が高まっている。 

・課題研究発表会では２６年度３班 ２７～２８年度各１班が英語による口頭発表を行い、台湾の国立彰化高級

中学での合同研究発表会には２６～２８年度の３年間参加して英語で発表を行うなど、英語によるプレゼンテ

ーション能力を高めることができた。 

・地域の小学生対象の「泉北子ども科学フェスティバル」や「泉北科学教室」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。 

○実施上の課題と今後の取組 

・課題研究の独創性や発展性という点では、まだまだ不十分であり、今後も、指導方法を工夫・改善することで、

効果的な取組を行っていきたい。そのためには、自分で考え自分で答えを導き出すことができるようなアクテ

ィブラーニングのような授業形態を増やして授業の在り方を見直していく必要がある。 

・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

リオ評価法）」の本格的な導入を検討していきたい。 

・生徒が「課題研究マニュアル」を用いて課題研究の流れをしっかりと把握して、自分で考えて実験してまとめ

ること、そして発表することができるように指導をしていきたい。 

・高大連携事業では、大学の教員による講義を受けるだけではなく、生徒が少人数で各研究室を訪問して実習を

体験し、課題研究の指導を受けるなど交流はより深まった。今後も高大接続事業を促進するため、大学と高

校の教員が相互に訪問し合って、接続のために有効な方策を模索していきたい。 

・第２学年で実施している「科学英語基礎」はＡＬＴ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

っている。内容は充実しているが、受講生徒は少数で、このコースが十分に活用できていない状況である。今

後は入学時から科学における英語の重要性を生徒に伝え、受講生の増加と内容の更なる充実ををめざしたい。

・英語による口頭発表は練習の成果もあり、一定の成果をあげたが、台湾での発表会では英語による質問に的確

に答えることはできず、コミュニケーション能力の育成に課題を残した。 

・これまでの総合科学科対象の取組で得られた成果を、国際文化科の生徒にも広げるとともに、全教科の教員と

連携して、環境問題や生命倫理の問題などに関する授業を進めることで、国際文化科の生徒を「科学のよき理

解者」に、総合科学科の生徒を「社会的責任を果たせる」科学者へと育成したい。 

・課題研究をより発展させるために、前年度までの取組を有効に引き継ぐ方策を検討するとともに、近隣大学の

院生によるＴＡや本校の卒業生の協力も得て継続研究による内容的な深化を図りたい。 

・課題研究発表の英文について、ＡＬＴや英語科の教員の指導を受けて作成しているが、英語運用能力や文章表

現能力を高めることについては、課題が残っている。今後は、これらの能力を高めることにより、課題研究の

発展や海外への発信力の向上につなげたい。そのためにも理数系以外の教科との連携をさらに強める必要があ

り、校内の研究体制や推進組織の整備拡充をはかりたい。 

・「講演会」「公開授業」「泉北科学教室」などを通じて、他校の教員や地域に本校の活動を理解してもらうこと

に心掛けてきた。今後はさらに活動を進めて拠点校という体制を整え、小中学生の科学的素養を高めるための

手助けをしていきたい。また、地域の大人向けや小中学校の教員向けの「科学教室」も実施していきたい。

・「課題研究発表会」などにも保護者や近隣の住民の参加者も増えてきている。公開授業を行ったり、開発した

教材集や課題研究マニュアルなどを発信して、研究成果の普及を図っていきたい。 
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 大阪府立泉北高等学校 指定第２期目 24-28 

平成２８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）科学分野でグローバルに活躍できる英語コミュニケーション能力の育成 

国際文化科を併設している利点を最大限に生かし、英語科との連携のもとで、総合科学科の英語教育を抜本的

に改革することで、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ことを目的として

きた。そのために、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した。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。

さらに、海外修学旅行やＳＳＨ海外研修における現地の高校生や研究者との交流、海外の高校生との相互の訪問

による交流を継続するとともに、それらをさらに発展させ、海外の科学系高校と緊密な連携の下で、合同研究発

表会を開催することで、高い国際性を持った科学者を育成することができた。 
① 総合科学科における英語の授業の充実 

  総合科学科の１学年の英語の科目を、平成２４年度の入学生から国際文化科と同様に英語科の専門科目で

ある「総合英語」(６単位)とし、そのうち、２単位分（総合英語Ｂ）については、２０名ずつの少人数授業を

導入して、一部はＮＥＴの指導を加えて、参加型のペアワークやグループワークを行ってきた。国際文化科

で培ったノウハウを活用するために、国際文化科において複数年指導経験のある教諭を配置し、内容に趣向

を凝らし、学問的アプローチよりも、言語活動的アプローチ（生徒の言語活動量の増加）を増やすことで、

第２期指定の５年間において、総合科学科の生徒の英語に対する興味関心、知的好奇心を高めるとともに、

英語能力の向上が実現できた。今後も、1 学年時の展開授業を経た生徒が、英語に対する苦手意識を払拭し、

肯定的な姿勢でより高度な英語教育に取り組むことができるよう、様々な手法を工夫していきたい。同時に、

より興味関心を高めるために行った、ネイティブ講師のインタビューや、英作文指導により知的好奇心を刺

激し、向上心を形にすることで、英語を学ぶ意義を理解し活動することができた。 
②  グローバルコースの設置と「科学英語基礎」の開講 

平成２４年度より総合科学科に「グローバルコース」を設定し、１学年時に大阪府教育委員会のイングリシ

ュフロンティアハイスクール（ＥＦＨＳ）指定に伴う学校設定科目である「ＧＥＴ(グローバルイングリッシ

ュトレイニング)」を受講させた。また、２学年時には引き続いて「ＧＥＴ」を受講するとともに、希望者は

学校設定科目「科学英語基礎」を受講し、その受講生の所属する班は、３学年の課題研究発表会で英語によ

る口頭発表を実施した。この「科学英語基礎」は英語科と連携して、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目的で設置した科目である。実際にポスターやスライドの作成や発表

の体験をすることで、科学英語で用いられる特有の表現も身につけることができた。  
③  海外の高校との交流の促進 

海外の高校との交流を活発化し、多い年は７校の海外の高校生を受け入れて、一緒に実験を行うなどの交

流を行った。また、第２学年のスタディツアーでは海外での高校生や研究者との交流を必ず含むようにして

いる。平成２４～２６年度はマレーシア～シンガポール方面へ、平成２７～２８年度は台湾を訪問し、いず

れも、地域特有の自然や動植物を観察するとともに、現地の高校や大学で交流を行った。シンガポールや台

湾の訪問時には、Ｂ＆Ｓプログラムを通じて、現地の理系の大学生との英語を通しての交流を行い、英語で

意思疎通を図ることの重要性を認識させることができた。 
④ 海外研修（オーストラリア） 

オーストラリア海外研修は重点枠に指定されていた時を含めて７回実施した。現地の大学で英語による講

義を受け、日本では体験できない海外の自然や動植物を知るとともに、海外における科学研究や理科教育の

状況を知ることができた。大学での講義を英語で聴講したことについては、難しさもさることながら、理解

しようとする思いが非常に強く芽生え、全体として、海外や科学に対する興味を深め、普段できない経験を

することができ、非常に満足であるとの回答を得た。さらに、重点枠指定期間の３年間は、毎年、大阪府内

の他のＳＳＨ指定の連携校からの参加生徒約１０名も加わって本校生との合同研修として行うことで、本校

の研修の成果を他校にも広げるとともに、参加生徒相互に交流を深めて、コミュニケーション能力や問題解

決能力を相互に高め合うことができた。日本とは比べものにならない規模の大きいオーストラリアの自然を

体感し、自然の偉大さを知ることができ、そこで生きる動植物の観察を通して、生物学・自然科学への興味

をさらに引き出し今後の学習意欲の向上に資することができた。また、研修中終始使われる英語という語学
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の大切さ、その必要性も体感することができた。そして、研修前後の発表での準備なども自ら考え、現地で

の行動力や工夫する考察力も向上した。少人数での開催であったため、現地ガイドからの説明も集中して聞

くことができ、また、生徒たちの交流においても、お互いに助け合うことの重要性に気づき、精神的な成長

を共有することができた。研修実施後の生徒アンケートによると、南半球でしか観察できないものを体験す

ることを通して地球環境の保全の重要性を感じ、また、姉妹校との英語での交流で英語でコミュニケーショ

ンをとることのむつかしさを体感したなど、大きな成果があった。 
⑤ 海外研修（ボルネオ） 

平成２７～２８年度に実施したボルネオ海外研修では、焼畑耕作農家でのホームステイや、現地の高校で

の英語による発表や交流を行った。１年目の課題であった自然の中で熱帯雨林の素晴らしさを体感すること

を２年目に実現できた。また、ＳＧＨとの協同プログラムとして取り組むことができたので、自然と人間の

関係を多方面から考えることができた。実際の熱帯多雨林を体感したり、山間部の農家に宿泊したことは生

徒たちには貴重な異文化体験となった。現地でも日本の高校生の訪問は珍しいということで、政府の観光局

やＪＩＣＡのクアラルンプールの事務所からも視察があった。そこで生活している現地の人たちと交流して、

国立公園内で、周りの植物を伐採することなく現地の人たちが生活を維持していくしくみを実際に見ること

ができた。また、その生活をＪＩＣＡが支援していることを学んだ。さらには、研修中終始使われる英語と

いう語学の大切さ、その必要性も体感することができた。研修前後の発表での準備なども自ら考え、工夫す

る考察力を身につけることができた。少人数で不便な場所で生活することで、全員が協力する必要があるこ

とを実感することができた。 
⑥ 台湾での合同研究発表会の開催 

平成２６～２８年度の３年間、台湾の国立彰化高級中学において、本校との課題研究の合同発表会を開催

し、充実した交流を行うことができた。本校の生徒が行なっている課題研究の内容を英語で発表することに

よって、科学分野における英語の重要性や正確に伝えることの難しさを認識させることができた。これは４

年間にわたって相互に交流を続けてきた成果であり、今後は合同発表会を継続するとともに、可能なテーマ

については、両校の合同研究へと発展させていきたい。そして、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。 
 

（２）理数系教育の更なる充実と課題研究の発展 

総合科学科の理数系科目の授業において、新たな実験・実習の開発、プレゼンテーションソフトの活用法の研

究により、プリントなどを含めた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」を身に付けた「科学的探究力」の高い生徒が育成できる。さらに、ＩＣＴ機器をより有効に活用するた

めに、教室内無線ＬＡＮを構築し、生徒との双方向通信を行いながら、仮説の検証を行った。また、この成果を

国際文化科の生徒にも活用するために、教材の改善・工夫を行いながら実施することで、将来は文系の進路をめ

ざす生徒にも、「科学的な感覚」や「科学の有用性」を認識させることができた。あわせて、これらの教材を広

く公開することで、生徒の自学自習や家庭学習を促すとともに、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、様々な方法で、本校の全教員での共有化や他の高校への普及・活用

をめざしてきた。 
①  「理数数学」や「理数理科」の授業の充実 

１クラス２展開の少人数授業の実施や、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、

従来の内容を再編し効率的かつ発展的な学習を行った。各科目の内容は以下に示す。 
  「理数数学」 

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」「理数数学Ⅱ演習」の授業を実施して

きた。その際、少人数習熟度別授業の導入や情報機器の活用などによって基礎的内容の定着をはかり、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、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てきた。その結果、以前より取組が深まり、一定の効果がみられている。

「理数物理」 

１限の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ことで、物理学における基本概念

や原理・法則についての理解を高めることを目的としてきた。第２学年では、授業を少人数で実施することで、

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、実験時に実験データを分析し、考察することを十分に指導した。第３学年の授業では、第１～２
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学年時に本校で取り組んでいる「高大連携講座」や「大学訪問研修」で最先端の科学技術の講義や実験に触れ

て得た知識を、物理学の専門的な項目についての理解を深めるために活用することができた。 
「理数化学」 

第１・２学年で、１クラス２展開の少人数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・関心を高めることができている。

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めざした。情報機器や映像機

器、関数計算機やコンピュータなどを活用した効果的な独自教材の開発をおこない、コンピュータによる一般

的な教材の視覚化にとどまらず、コンピュータの関数機能や専用の関数計算機なども活用し、実験結果の収集・

分析・視覚化といった作業を効率よく行うことで、理解を深めてきた。それにより、第２学年からの｢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。今年度の各学年の授業における生徒実験・

実習、演示実験の割合は、１年生が３０％、２年生が４０％、３年生が４０％であった。 

「理数生物」 
効果的な実験・実習をできるだけ多く行い、多くの生き物を観察させることによって、生物学の研究方法や

生きものを扱う感覚を体験的に身につけさせることを目的としてきた。第１～２学年では、１講座２０人の少

人数授業を実施し、その中で個々の生徒との質疑応答を意識的に行うことで、科学的な思考力やプレゼンテー

ション能力を高めることができた。授業中の実験・実習では、教員の指示にそった操作により、一定の結果が

得られる場合が多いが、それでは、本当の意味での探究能力は身につかない。自分で考え自分で答えを導き出

すことができるように、アクティブラーニングの授業形態を増やす等、授業の在り方を見直していく。 
「理数地学」 

「生徒が主体的に取り組むよう働きかけることで、より興味・関心を持つよう導くことができる。」そのこ

とから「地球・宇宙についての理解と探究心を深め、地球科学における独特なものの見方や考え方を身につけ

るとともに、科学に普遍的な基本概念や法則について系統的な理解を深め、科学的自然観を育成することがで

きる」という仮説のもと、いろいろな教材、特に映像教材を取り入れた実習を行ったが、これらは非常に効果

がみられた。多くの生徒が興味をもって積極的に学習に取り組み、到達目標も達成できた。大阪府高等学校地

学教育研究会編集の「地学実習帳」を利用して、関連する項目を積極的にとりあげた。 
「情報」 

第１学年の「情報と科学」の授業で情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を修得さ

せ、４月のサイエンスキャンプで得た情報をもとに発表会を行った。その後に行われる６月の総合科学科３年

生の課題研究発表会を「情報を受信する側」として体験し、自分たちの実施した発表と比較することにより、

どのように情報を加工すれば相手に伝わりやすいのかということも学べた。１年次の「情報の科学」で学習す

るプレゼンの基礎が、３年次の課題研究発表会まで継続的に「相手に発信する事」について考えるきっかとし

て、十分な位置づけになっていると感じる。 
 

②  学校設定科目「総合科学Ⅰ・Ⅱ」 
課題研究を進めるに当たって、また、第２学年の４月～６月には分野別オリエンテーションを行い、７月か

らグループに分かれて、テーマを決めて「課題研究」に取り組み、１１月には中間発表会を開催した。第３学

年では引き続き課題研究へ取り組み、その成果を６月に大阪府立大学のＵホールにおいて課題研究発表会で発

表した。総合科学Ⅰでは、実験計画を自分たちで立て、実験を行い、その結果から次の実験をどのように組み

立てるのかなど一連の作業を体験することを大きな目的としている。｢総合科学Ⅰ｣の授業計画として、開始時

の４月から６月に、各分野で実験・実習のオリエンテーションを実施した。各科目の特徴や実験の準備に必要

な事項、実験の流れを考え、実験結果をいかにまとめるかを学んだ。その結果として、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よ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月に中間発表会があり、その準備を通して一度研究結果の整理ができる。１２月

以降は、次年度の総合科学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。２年次の６月に「課題研究発表会」を視聴しているため、どのようなゴールなのかはイメージが

できており、課題研究に対する姿勢はとても積極的である。発表の技術向上に関しても、発表の機会は２年次

だけで、大学訪問研修のポスター発表と課題研究中間発表会（ポスター）の２回実施した。 
③ 「科学探究基礎」 

第１学年の学校設定科目「科学探究基礎」は３年目をむかえ、今年は総合科学科１２０名中４１名の選択者

が、４～６月の基礎学習を経て、７月から１２班に分かれて「課題研究」に取り組み、２回の研究発表会を行

- 9 -



 - 10 -

った。本校の課題研究は、第２学年から総合科学科３クラスの生徒全員で取り組んでいるが、第１学年で「科

学探究基礎」を受講した生徒が、第２学年の課題研究でグループリーダーとして活躍したり、同じテーマの課

題研究を発展させる生徒も見られ、本校の課題研究全体のレベルの向上に貢献することができている。さらに、

科学探究基礎の選択者から、グローバルコースを選択して、英語による口頭発表を行った者もおり、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。平成２４年度から設定した「科学探究基礎」の受講者は、

１年目の１５名から４２名・４３名・３３名と増加傾向にあり、５年目の今年は４１名であった。 
④ 課題研究の校外への発信 

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

積極的に参加している。いずれの発表会においても、本校の生徒は、高いプレゼンテーション能力を持ってい

ると評価された。また、質疑応答の様子などを見ても、研究の成果を自分のものにして積極的に研究の成果を

伝えようとしていることが伺え、大きな成長の跡が見受けられた。大阪府学生科学賞でも、非常に高い評価を

受け、最近は７回連続で受賞（うち、３回は最優秀賞）するなどの成果があり、課題研究への取組が生徒の探

究能力の向上に大きく寄与している。また、校内の課題研究発表会の口頭発表でも、学校設定科目の「科学英

語基礎」受講生が英語による発表を行なった。また、台湾での合同発表会でも英語による発表を行った。 
 
（３）高大接続の拡充と企業などとの連携の取組 

大阪府立大学、中でも工学域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して、それを解消し高校での学習から、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。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、それ

らを解消する方策を提言した。見学したり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。

① サイエンスキャンプ 
第１学年全員が、１泊２日で行うサイエンスキャンプを第１期の指定時より１１年間継続している。訪問先

は少しずつ変更しているが、今年度は「関西学院大学」｢兵庫県立西はりま天文台公園｣｢兵庫県立人と自然の博

物館｣を訪問・見学し、実習や講義を受けた。総合科学科の生徒として、大学等の施設見学を経てこれから学ぶ

ことへの意識を高めるとともに、先端技術に触れ、科学に対する認識と意欲を喚起できた。兵庫県立人と自然

の博物館では、講義だけでなく実習も取り入れた研修を実施した。多くの生徒が研修内容に対して興味を持っ

て積極的に取り組んでいた。西はりま天文台では、大型の望遠鏡を間近で見て、さらに天体観測に対する興味･

関心が高まった。関西学院大学の見学では、学内の先端設備や研究内容・研究室の様子に興味を持つものが多

く、高校入学直後でありながら、大学に対する興味や意識が高まった。サイエンスキャンプとして、博物館、

天文台、および大学見学を実施してきたが、高校入学直後の生徒たちにとって、興味を持ちやすい研修内容を

選んだ結果、生徒の満足度は高く、実体験を通した研修を行うことができ、３年間の学習に対する動機づけに

なっていると考えられる。 
②  サイエンスツアー 

サイエンスツアーは年２～３回ずつ実施してきた。第１回目は例年１泊２日で日本科学未来館と筑波のＪＡ

ＸＡなどの研究施設を訪れている。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、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。日本科学未来館では、日々の素朴な疑問か

ら最新テクノロジー、地球環境、宇宙の探究まで、さまざまなスケールで現在進行形の科学技術を体験するこ

とができた。事後研修では、体験してきた内容をより深く追究し、発表することで、科学全般に対しての興味・

関心を高める見学・研修とすることができた。ＪＡＸＡ・筑波宇宙センターにおいても、通常では見ることの

できない宇宙飛行士養成棟や､実際に宇宙から戻ってきたカプセル型の宇宙船を見ることができ、宇宙への興味

が喚起された。 

第２回目は平成２４年度からはサイエンス部主催で近郊の施設で実施しており、初年度は京都府立植物園と

京都水族館で研修を行った。その後も毎年生徒自らが関心ある施設を選んで、全校生徒から参加者を募集して

実施している。平成２８年度はきっづ光科学館ふぉとん・ＪＴ生命誌研究館 を見学した。自分たちで選択し

た施設であり、高い関心をもって研修を行うことができている。また、この研修に関しては、研修の企画から、
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しおりの作成、事前研修会の開催、当日の参加者への指示や誘導まで、すべてサイエンス部の生徒たちで自主

的に取り組めるようになっている。 
③ 校外研修 

1 年時は神戸市の人と防災未来センターで、阪神大震災当時を再現した映像を見たり、様々な展示を見学し、

野島断層・北淡震災記念公園にて、米山さんの震災体験談を聞き、被災した家屋や野島断層の実物を見学した。

生徒は大きな衝撃を受け、防災意識を高めてくれたことが生徒の感想文からも明らかである。２年時は５月に

田辺市天神崎で海岸生物を観察した。事前学習として｢ナショナルトラスト運動と天神崎の自然」に関する講演

を聞いた。この行事は泉北高校ではＳＳＨに指定される前から続いている行事であり、本年度は１１年目であ

る。干潮に合わせて磯観察を行い、現地において講師の先生方から教えていただいている。生徒の感想は、と

てもよかったというものばかりで、フィールドワークの入門として効果的な取組になっている。 

④ 「高大連携講座」 

２学年全員と第１学年「科学探究基礎」受講生対象の講座として開催した。幅広い分野での講座を開講した

ことで、受講生徒がこれまでに学習した教科・科目の内容以外の分野で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、興味深く話を

聞いていた。全く知らない世界に触れることができ、環境問題や科学技術に対して興味・関心が深まったり、

今後の課題研究や進路選択に対しても動機づけとなったりしたと思われる。また、２年生にとっては、課題研

究のテーマを決定する時期であったので、適切な機会であったと考えられる。 

⑤ 「大学訪問実習」 

２学年全員と第１学年「大学訪問実習」では大阪府立大学や近畿大学理工学部、大阪市立大学などの研究室

を訪問して先生方による講義と大学院生のＴＡによる実習を受けた。大学訪問研修では多くの講座を開講して

いるため、すべての講座が少人数となり、生徒にとって良い環境になった。多くの講座で、研修設定時間９０

分という短時間の中、分かりやすくかつ興味を持つような研修をしていただいた。生徒も貴重な体験ができて、

感想もきわめて前向きなものが多かった。実習後は同じ班のメンバーでポスターを作成し、プレゼンテーショ

ンを行った。生徒はポスターを共同で作成していく過程で、理解を深めることができている。このような発表

の機会を得て、プレゼンテーションやコミュニケーション能力の習得および向上ができたと考えている。 

⑥ 「市大理科セミナー」 

第１学年全員対象の「市大理科セミナー」は６つの講座に分かれて実習を受けている。大阪府立住吉高等学

校・大阪府立千里高等学校との共催行事である。高校にはない機器や装置を扱い、高度な実験を体験すること

で、生徒の興味・関心を持たせるととともに、何のためにどのような実験をするのかという科学的思考を身に

つける機会を得ることができた。また、実際に大学での研究や大学の雰囲気を体験させ、まだ高校入学から数

カ月しかたっていない生徒に、進路への動機づけをすることができた。さらに、他校の生徒と共に実験をする

ことも、本校の生徒にとって化学を姿勢において刺激があった。これは、第１期の指定以前から取り組んでい

る行事であり、年々、大学の先生との連携も深めながら、生徒にとって効果的な講座編成・内容を模索し続け

てきた。生徒自身が興味のあるテーマを選ぶため、実習時間の約２時間があっという間で、講座に没頭する生

徒が多く見られた。高校で、漠然と勉強している化学や生物が、大学での研究の基礎となっていることを意識

できた生徒も増えてきたように思われる。また、普段と異なる環境での学習は、緊張感を持ちながら内容に集

中できることから、生徒にとってとても有意義な時間であった。 

 

（４）サイエンス部活動の拡大と充実 

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てきた。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た。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」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た。ＳＳＨ事業の多くの場面で活

躍している。「泉北科学教室」での取組も軌道に乗り、小学生に対する講座の運営は、生徒に任すこともできる

ようになってきている。この活動は、自主的に取り組み、科学を地域の小中学生や住民に普及するという目的で

達成することができている。部員数もしだいに増加し、今年度は２７人とこれまでの最高人数となった。 
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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、サイエンス部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。このビオトープ池は、（1）開発により激減した泉北丘陵の湿地性の植物相を復元・保存

し、（2）生物の授業で用いる教材生物を飼育・栽培するスペースや、（3）総合科学科の「理数生物」や「課題

研究」などの場として活用するために造成したもので、ヒメガマ・ヨシ・マコモなどの水草を植栽し、野生メ

ダカやヨシノボリ・スジエビなどを放流したものである。この継続観察した結果は、様々な場で発表している。

最近は本校のビオトープ池の知名度もあがり、近隣の小学校から校内に作るビオトープ池の参考にするために

訪問されたり、毎年地域の自然観察グループの観察会などで利用されるようになってきた。 

② 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判で両面印刷で、全校生徒と本校を見学する中学生や関係者に配布している。初年度は教員が執筆し

たが、平成１９年度以降はサイエンス部のメンバーが広報委員となってテーマの選定・執筆分担・原稿の執筆

を行ってきた。部員たちが企画・執筆を担当し、ＳＳＨ事業の取組の紹介と、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。 

③ サイエンス部合宿の実施 

夏の長期休暇中にふだんは体験できない動植物の観察や、天体観測をするために１～２泊で合宿を行ってい

る。自分たちでプログラムを組み、合宿を企画運営するようにしたことで、生徒の自主性を育てることができ

ている。平成２４年度は金剛山のちはや園地のキャンプ場で、平成２５年度はかわべ天文台で、平成２５年度

は大阪府立青少年海洋センターで、２７年度は小豆島で、２８年度は和歌山県立白崎青少年の家（和歌山県日

高郡由良町島）で合宿を実施した。 
④ 「大阪府生徒生物研究発表会」 

毎年開催される表記の発表会に参加し、口頭発表を行った。この発表会は１年生が初めてプレゼンテーショ

ンを行う場となっている。サイエンス部の継続研究について２年生の指導を受けながら発表資料を作成し、わ

かりやすくまとめたよい発表ができた。また、この発表会は大阪府内の２０校余りの学校から生物部やサイエ

ンス部の参加があり、高校生同士の交流の場としても有意義であった。自らの自然科学に対する興味関心を深

めるとともに、課題解決能力も高まった。 

⑤  全国ＳＳＨコンソーシアムによる「高高度発光現象スプライトの観測」 

この研究は高知工科大学の山本真行助教授の指導のもとで、ＳＳＨ校の共同研究として取り組まれてきたも

ので、本校も共同研究に加わってきた。平成１９年２月より観測を開始した。同時に観測した兵庫県立神戸高

校とデータの交換を実施し、解析を行い大阪府生徒研究発表会でも発表を行った。スプライト現象の撮影にも

数回成功し、それらの成果を今年のＳＳＨ生徒研究発表会でもポスター発表を行った。 

⑥ 「こどものためのジオ・カーニバル」へのスタッフでの参加 

   毎年実施される「こどものためのジオ・カーニバル」にボランティア・スタッフとして参加している。当日

は、児童と付き添い保護者の参加者に対して、スタッフとして受付、セミナー実習の助手として活躍した。同

時に、交替で休憩を取ったときには、セミナーへの参加や各ブースを体験し「地学」の世界に触れることもで

きた。 

 

（５）教科間連携で環境・防災問題などについて考えさせる取組 
大阪府の中でも比較的自然環境に恵まれた本校の立地条件や、すでに設置されている「ハイブリッド発電機」

（風力・太陽光発電機）や「ビオトープ池」などを活用して、環境教育に力を注いだ。また、教科間で連携して

環境教育や生命倫理を考えさせる教育を行うことで、自然と人間との関わり、科学の果たすべき役割などを考え、

研究者としての倫理観や使命感を身につけるとともに、未来に対する創造的な姿勢を養い、環境保全の問題に積

極的に取り組んで、社会における科学の役割を考えることができる科学者・技術者を育成するための取り組みを

行うことができた。 

① 「環境・防災」や「生命倫理」についての教材開発 
理科や社会・家庭・保健の授業をはじめ、英語や国語の教材として、「環境・防災」や「生命倫理」について

考えさせる題材を取り上げ、総合科学科の生徒には研究者としての倫理観や使命感を育成するとともに、国際

文化科の生徒には、社会における科学の役割を考えることができるようにした。 
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② 環境防災授業 
環境防災に関する授業での展開は、研究開発の内容の１つだが、同時に地学分野の課題研究で５年間に２つの

班が「防災教育」をテーマにして課題研究に取り組んだ。課題研究の中で、小学生対象の科学教室などの取組で

も協力いただいている若松台小学校での「防災授業」の実践に取り組むことができた。総合科学科２年生は毎年

校外研修で天神崎の海岸生物の観察を行い、ナチュラルトラスト運動の中心的な方の講演を聞き、現地で環境問

題について考えることを通して、環境問題への意識が一層高まった。 
 

（６）泉北ニュータウンでの地域連携から堺市全体への拡大 
中学生対象の科学教室は毎年、年３回継続実施している。小学生向けの科学教室は、平成２３年までは単発

的に行ってきたが、２４年度からは２年間で「入門」４講座と「発展」４講座の計８講座を継続受講できるよ

うにした。さらに２６年度からは、地域の小学生対象に「泉北こども科学フェスティバル」を開催した。これ

らの科学教室では、企画から実験の準備・説明まで、すべての運営をサイエンス部の生徒や科学探究基礎の受

講生を中心に実施している。地域の住民向けの自然観察会も３回開催し、多くの参加者があった。小中学生対

象の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をめざして地域に貢献していきたい。高校生が、小学生を中心とし

た地域のこどもたち対象の科学教室（科学イベント）を企画運営することで、自然科学のアウトリーチを実体

験できている。この体験を通して、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、さらにはこどもに実験、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、こどもたちへ

の実践的な指導方法を修得することができた。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

できたと考えている。重点枠の最終年度における２７年度は、本校の１０年間の科学教室の取組をまとめた報

告書「科学の楽しさを地域の子供たちに！」を発行した。 

① 小学生対象の「入門講座」 

初めての小学生対象に「入門講座」５講座、２回目の小学生対象に「上級講座」４講座を開講した。上級 

講座では、物理・化学・生物・地学分野各１回の発展的な科学教室を開講。いずれの教室でも、サイエンス部

の生徒がＴＡとして加わり、小学生の指導に当たった。５年間継続した結果、初期の受講者の中には、本校の

総合科学科に入学する生徒も増加しており、ＳＳＨ事業の中心なることを期待している。 

② 中学生対象の「泉北科学教室」 

中学生向け「泉北科学教室」の継続開催：本校内で希望者対象に２回の「科学教室」「理科・数学・情報の

体験授業」を実施し、延べ約７００人の中学生に科学の実験を体験してもらった。これらの講座でも、サイエ

ンス部の生徒がＴＡとして活躍した。また、近隣の堺市立若松台中学校の３年生が全員本校で科学教室を受講

した。 

③ 泉北こども科学フェスティバルの開催 

泉北地域にある「栂文化会館」で、小学生対象の「泉北こども科学フェスティバル」を毎年１２月に開催し

ている。「科学探究基礎」を受講している１年生とサイエンス部が参加。年によっては、府内の他のＳＳＨ指定

校にも参加してもらった。この企画・運営はすべて高校生が担当した。地域の小学校に案内を配るとともに、

当日はガイドブックも作成し、例年３００名近くの参加者があった。 

④ その他の地域連携 

地域の科学関係の行事に、生徒とともに積極的に参加し、地域連携をはかってきた。主なものだけでも次に

のべる取組を行なっている。いずれも本校の生徒が小学生をうまく指導できていると好評であった。 

・栂文化会館での「親子科学教室」（栂文化会館、教員が講師で、サイエンス部員がＴＡ） 

・「こどものためのジオ・カーニバル」（大阪市立科学館、ボランティアスタッフ） 

・若松台中学校区青少年健全育成協議会主催「理科実験教室」（堺市立若松台中学校、主催） 
・「私の水辺」泉北地域交流会（大阪府主催、泉北府民センター、サイエンス部が発表・展示） 

・「サかイエンス」（堺市教育委員会主催、堺市教育センター、サイエンス部が企画・運営）  

・栂文化会館での「泉北こども科学フェスティバル」（栂文化会館、科学探究基礎受講生徒とサイエンス部員が

講師として企画運営） 

 

- 13 -



 - 14 -

②  研究開発の課題   

１．課題研究の取組の充実と指導方法の改善 

今年で１１年目となった課題研究の取組は、総合科学科の最も重要な取組として校内でも定着してきた。今後

は、課題研究の内容をさらに深化させるために、前年度の上級生の取組を下級生に有効に引き継ぐ方策を検討す

るなど、先行研究を充分検討して取り組むようにしたい。また、どこからが自分の研究なのかもしっかりと押さ

えさせて研究に取り組むようにさせる。そして、大学連携とも関係するが、本校で「課題研究」の取組を行った

卒業生の協力を得る仕組みを構築していきたい。なお、第１学年で実施している「科学探究基礎」１単位の流れ

を受け継いで第２学年の「総合科学Ⅰ」２単位、第３学年の「総合科学Ⅱ」１単位への取組という流れが確立し

てきた。中間発表会を第２学年の１１月に実施し、最終発表を第３学年の６月としている。第２学年で時間が確

保できたので、充実した課題研究ができているが、独創性や発展性という点では、まだまだ不十分であり、今後

も、指導方法を工夫・改善することで、効果的な指導体制を作り上げることが課題である。そのため、生徒の理

解度に応じたいくつかの課題を選択制にして取り組ませるとともに、授業の進め方や教授方法に工夫をしていき

たい。さらには、自分で考え自分で答えを導き出すことができるように、アクティブラーニングの授業形態を増

やして授業の在り方を見直していきたい。「課題研究」を進めていく上で必要な、実験計画の立案や結果を科学的

に考察する能力を高めるために、授業時においても実験・実習の進め方をさらに工夫していくことを考えている。

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

評価法）」の本格的な導入を検討していきたい。 
 

２．科学研究や理数の学習における英語学習の重要性の認識 

国際文化科が併設されている本校の特色を生かして、第１学年の総合科学科の「総合英語」のうち２単位分で

少人数授業やネイティブ教員の指導を取り入れるとともに、３年前から「グローバルコース」を設けて、希望者

を対象に「国際的にも活躍できる科学者・技術者の育成」をめざして、英語運用能力の高い生徒の育成をはかっ

ている。しかし、このコースの受講生は、２８年度は第１学年で２８名と増加したが、第２学年で「科学英語基

礎」を受講した生徒は２名と少数であり、受講生徒の英語能力は向上しているが、このコースが十分に活用でき

ていない状況である。この授業では、ＡＬＴ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ている。

実験前に生徒自身に仮説をたてさせ、その仮説を立証するための実験条件を設定させた。実験は５回程度行い、

各実験の次の授業でポスターなどを作成し、実験のまとめを英語で行った。今後もこの授業の仕組みを充実させ

ていきたいと考えている。また、台湾での合同発表会でも英語による発表を行っているので、海外での研究発表

会に参加するために、さらなる実践的な英語運用能力を向上させる必要があることを痛感した。２７年度から本

校はＳＧＨにも指定され、国際文化科だけではなく総合科学科においても、第１学年から「ＴＯＥＦＬ iＢＴ」

に対応する能力を伸ばす学校設定科目「ＡＣＴⅠ」を開講している。今後は入学時から科学における英語の重要

性を生徒達にも伝え、受講生の増加と内容の更なる充実ををめざしたい。 

 

３．ＳＳＨ事業の研究体制と推進組織の整備 

これまでの総合科学科対象の事業で得られた成果を、国際文化科の生徒にも広げる取組も進んでおり、４年前

より始めた「科学探究力テスト」では、国際文化科の生徒の「科学的リテラシー」の得点もかなり高いことがわ

かった。今後は、全教科の教員と連携して、環境問題や生命倫理の問題などに関する授業を進めることで、国際

文化科の生徒を「科学をよく理解した市民」に、総合学科の生徒を「社会的責任を果たせる科学者」へと育成す

ることをめざしていきたい。また、総合科学科の生徒も、海外の高校との交流には積極的に取り組んでいるが、

科学的な内容を英語で発表する際に英語運用能力や、発表した内容に対する英語の質問に的確に答える能力の育

成は、さらに進化させる余地があり、言語能力の育成も視野に入れて、英語科だけでなく国語科など全教科の教

員が取り組んでいくべき課題であり、環境防災教育や生命倫理教育と合わせて、校内の研究体制や推進組織の整

備拡充をはかりたい。また、２７年度からＳＧＨに指定された本校のメリットを生かして、これらの能力を高め

ることで、課題研究の発展や理数系の学力向上にもつなげることができると考えられる。そのためにも、校外の

協力も得て、校内の研究体制や推進組織の整備拡充をはかり、理数系以外の教科との連携をさらに強めていきた

い。 

 

４．高大連携から高大接続へ 

様々な分野の大学の先生を招いて、１講座１０～１５名の少人数の生徒が受講する「高大連携講座」や、大学

の研究室を２～１０人ずつ訪問して、大学院生のＴＡの指導で実習を体験する「大学訪問実習」を継続している。
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これらの取組は課題研究のテーマ決定やその後の活動にも非常に有効に働いている。生徒にはやや難易度の高い

ものが多いが、受講後、興味をもてた、などの感想が得られた。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ると考えている。現在までに40人の大

学の先生方に来ていただいて講演をしていただいた。しかし、直接「課題研究の指導」を受けている班はまだ少

なく、今後は、研究の過程で生じた疑問を解決したり、研究を深めるためのアドバイスを受けるようにしたい。

また、これまでの連携事業で近隣の大学の多くの教員との交流は深まったが、今後も高大接続事業を促進するた

め、大学と高校の教員が相互に訪問し合って意見交換をし、接続のために有効な方策を模索していきたい。 

 

５．小中学生対象の「泉北科学教室」の定期開催と更なる地域連携の強化 

小中学生対象の「泉北科学教室」は、以前は教員が講師で生徒はＴＡをする形式であったが、現在では小学生

向けの講座はすべて生徒が講師を務めるようになり、運営面にも携わっている。今後、取組の準備段階における

指導方法等について検討したい。小学生や保護者には好評である。また、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。また、中学生向けの科学教室を受講した生徒の多くは本校の総合科学

科に入学して活躍しており、小学生向けの科学教室受講者も開講後５年が経過したので、本校へ入学する生徒も

増加している。今後はこの講座を継続するとともに、さらに分野別の発展的な講座の充実や、自由研究や課題研

究の取組についての指導も取り入れ、小中学生対象の発表会を開催するなどして、地域の科学教育の拠点校をめ

ざしたい。そして、近隣の小学校への広報活動なども再確認し、多くのこどもたちに体験をしてもらえるよう改

善していくことを考えている。また、多くのＳＳＨ指定校と連携して科学教室を開催し、他校との交流の場とし

ても活用していきたい。そして、小中学校の先生方向けの科学教室も実施していく。 

 

６．研究成果の普及 

「講演会」「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が、今後は研修会やシンポジウムの開催や、開発した教材

集や課題研究マニュアルのインターネットを通じての発信など、研究成果の普及をさらに図るとともに、教材の

内容についても広く意見を求めて改善していきたい。 
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第１章 研究開発の課題 
 

（１）科学分野でグローバルに活躍できる英語コミュニケーション能力の育成 

＜仮説＞ 
国際文化科を併設している利点を最大限に生かし、英語科との連携のもとで、総合科学科の英語教育を抜本的に

改革することで、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。また、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。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。 
＜研究方法＞ 
① 総合科学科の１学年の英語の科目を、昨年度の入学生から国際文化科と同様に英語科の専門科目である「総合

英語」(６単位)とし、そのうち、２単位分（総合英語Ｂ）については、２０名ずつの少人数授業を導入して、一

部はＮＥＴの指導を加えて、参加型のペアワークやグループワークを行う。 
② 平成２４年度より総合科学科に「グローバルコース」を設定し、１学年時に大阪府教育委員会のイングリシュ

フロンティアハイスクール（ＥＦＨＳ）指定に伴う学校設定科目である「ＧＥＴ(グローバルイングリッシュトレ

イニング)」を受講させた。また、２学年時には引き続いて「ＧＥＴ」を受講するとともに、希望者は学校設定科

目「科学英語基礎」を受講し、その受講生の所属する班は、３学年の課題研究発表会で英語による口頭発表を実

施する。 
③ 海外の高校との交流を活発化し、毎年多くの海外の高校生を受け入れて、いっしょに実験を行なうなどの交流

を行なう。また、従来からのオーストラリア海外研修では、現地の大学で英語による発表を行い、平成２７年度

からて新しく実施したボルネオ海外研修では、焼畑耕作農家でのホームステイや、現地の高校で英語による発表

や交流を行った。また、平成２６年度から、台湾の国立彰化高級中学校で合同研究発表会を開催し、英語による

課題研究の成果発表を行った。第２学年の海外スタディツアーでは、平成２４～２５年度はマレーシア～シンガ

ポールへ、平成２６年度以降は台湾の台北市を訪問し、マングローブを含む亜熱帯の動植物の観察や現地の高校

での交流を行う。 
 

 

（２）理数系教育の更なる充実と課題研究の発展 

＜仮説＞ 
総合科学科の理数系授業において、新たな実験・実習の開発、プレゼンテーションソフトの活用法の研究によ 

り、プリントなどを含めた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」

を身に付けた「科学的探究力」の高い生徒が育成できる。さらに、ICT 機器をより有効に活用するために、教室

内無線LAN を構築し、生徒との双方向通信を行いながら、仮説の検証を行う。また、この成果を国際文化科の生

徒にも活用するために、教材の改善・工夫を行いながら実施することで、将来は文系の進路をめざす生徒にも、「科

学的な感覚」や「科学の有用性」を認識させる。これらの教材を広く公開することで、生徒の自学自習や家庭学

習を促すとともに、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、

様々な方法で、本校の全教員での共有化や他の高校への普及・活用をめざす。 
＜研究方法＞ 
① 「理数数学」や「理数理科」における１クラス２展開の少人数授業の実施や、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、従来の内容を再編し効率的かつ発展的な学習を行う。 
② 学校設定科目「総合科学」における課題研究を進めるに当たって、第１学年で「情報と科学」の授業で情報を

適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を修得させる。また、第２学年の４月～６月には分野別
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オリエンテーションを行い、７月からグループに分かれて、テーマを決めて「課題研究」に取り組み、１１月に

は中間発表会を開催する。第３学年では引き続き課題研究へ取り組み、その成果を６月２０日の課題研究発表会

で発表し、その後、さらに研究を深めて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

のコンテストにも応募する。 
③ 平成２４年度から、第１学年の希望者対象に学校設定科目「科学探究基礎」を開講し、総合科学科１２０名中

約４０名の選択者が、４～６月の基礎学習を経て、７月から１１班に分かれて「課題研究」に取り組み、２回の

研究発表会を行う。これらの生徒が、２学年から取り組む課題研究で、中心的な役割を果たすことで、研究内容

の発展・深化をはかる。 
 
 

（３）高大接続の拡充と企業などとの連携の取組 

＜仮説＞ 
大阪府立大学、中でも工学域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して、それを解消し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、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も幅広く連携を強化し、その際もただ見学したり講義を聞

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る。 
＜研究方法＞ 
① サイエンスキャンプ：第１学年全員が、入学後間もない４月下旬に１泊２日で、「関西学院大学」｢兵庫県 
立西はりま天文台公園｣｢兵庫県立人と自然の博物館｣を訪問・見学し、実習や講義を受ける。 

② サイエンスツアー：第１回は８月に１泊２日で希望者対象で、日本科学未来館と筑波のＪＡＸＡなどの研究施 
設を訪問する。第２回はサイエンス部主催で日帰りで近郊の科学教育施設や研究施設を訪問し、研修を行う。 

③ 校外研修：第２学年は５月に田辺市天神崎で海岸生物を観察する。事前に｢ナショナルトラスト運動と天神崎 
の自然」に関する講演を聞いた。第１学年は１０月に淡路島の野島断層記念館と、神戸市の防災未来センターを 
訪問して研修を行う。 

④「高大連携講座」：第２学年全員と第１学年「科学探究基礎」受講生対象に、６月の土曜日に近隣の大学の先生 
を講師として、８つの講座を開催する。生徒は希望の講座を最低１つ受講する。 

⑤「大学訪問実習」：対象生徒は④と同じで、７月中旬～下旬に３～８名のグループで大阪府立大学・近畿大学理 
工学部・大阪市立大学の約３０の研究室を訪問。先生方による講義と大学院生のＴＡによる実習を受ける。 

⑥「市大理科セミナー」：８月２５日(火)の午後に、第１学年の全員が、大阪市立大学の理学部で、物理・化学・生

物・地学の６つの講座に分かれて実習を受ける。大阪府立住吉高等学校・大阪府立千里高等学校との共催行事。 
 
 
（４）サイエンス部活動の拡大と充実 

＜仮説＞ 
「サイエンス部」を拡大して新たに「サイエンス班（仮称）」を作ることで、「サイエンス部」における生徒の自

主的な研究をさらに発展させ、国内の他の学校との共同研究や、国際的な共同研究などにも積極的に関わる。研究

の成果は様々な発表会やコンクールの機会を通して発表することで、自然科学における探究の過程について深い理

解を持ち、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育成するとともに、科学技術

における独創性・創造性の重要性に気づかせる。 
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＜研究方法＞ 
① サイエンス部員に加えて、第１学年の「科学探究基礎」受講者を含めて、放課後や休日を活用した自主的な研

究活動(校内ビオトープ池の生物の継続研究など)を促進するとともに、課題研究の取組でも中心的な役割を果た

し、大阪府高等学校生物教育研究会など校外の活動にも積極的に参加する。 
② サイエンス部員は、サイエンスツアーや海外研修などの希望者対象のＳＳＨ事業や、本校を訪問する海外の高 
校生との交流においても活躍し、広報誌「ＳＳＨ通信」の執筆を行なう。 

③ また、「泉北科学教室」(小中学生対象)などの地域連携事業で、教員のＴＡとして活躍した。さらに、小学生向 
け講座についてはテーマを考えて講師をつとめるなど、講座の企画・運営にも主体的に関わる。 

 

 

（５）教科間連携で環境・防災問題などについて考えさせる取組 
＜仮説＞ 

 大阪府の中でも比較的自然環境に恵まれた本校の立地条件や、すでに設置されている「ハイブリッド発電機」 

（風力・太陽光発電機）や「ビオトープ池」などを活用して、環境教育に力を注いでいく。また、教科間で連携 

して環境教育や生命倫理を考えさせる教育を行うことで、自然と人間との関わり、科学の果たすべき役割などを 

考え、研究者としての倫理観や使命感を身につけるとともに、未来に対する創造的な姿勢を養い、環境保全の問 

題に積極的に取り組んだり、社会における科学の役割を考えることができる科学者・技術者を育成したり、文系 

の進路に進んでも「科学のよき理解者」になる生徒を育てることができる。 

＜研究方法＞ 
① 理科や社会・家庭・保健の授業をはじめ、英語や国語の教材として、「環境・防災」や「生命倫理」について 
考えさせる題材を取り上げ、総合科学科の生徒には研究者としての倫理観や使命感を育成するとともに、国際

文化科の生徒には、社会における科学の役割を考えることができるようにする。 
② また、昨年度までは各教科での実施事例の収集や教員向けアンケートを実施したが、今年度も継続して、来 
年度以降に教科間での連携を強めるための基礎資料の収集を行う。 

 ③ 課題研究で地域の小学校において、小学生向けの「防災教育」について取り組み、効果的な防災教育の在り 
  方について、研究を行う。 
 

 

（６）泉北ニュータウンでの地域連携から堺市全体への拡大 
＜仮説＞ 
 小中学生対象の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。 
また、「泉北ニュータウン」の中心地にある高校として、地域連携事業として、現在問題になっている「ニュー

タウンの再生」や「防災対策」をテーマに、現地調査を行うとともに、地域住民と連携して問題の解決策を探って

いくことで、これまでの課題研究における、理数系に限定した研究だけではなく、社会科学との境界領域にある都

市工学や人間工学といった視点からの科学的なアプローチを考えることができるようになる。 
＜研究方法＞ 
① 学校内で行う「泉北科学教室」は年々拡大し、昨年度からは、小学生向けの「入門講座」を夏休みに連続５ 
回実施し、以前の入門講座を受講した生徒対象の「上級講座」を４回開講した。また、３年前からの「泉北子 
どもフェスティバル」も継続開催した。これらに加えて地域連携として校外の小学校や教育センターなどから 
依頼を受けて実施する出前型の「科学教室」も６回実施した。合わせて延べ５００人を超える参加者があった。 

② 次年度以降の課題研究でのテーマ設定に向けて、高校生が「泉北ニュータウンの再生」や「防災教育」に向 
けてどのような取組を行うことが有効であるかを検討しながら、取組の方向性を考えていく。 
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第２章 研究開発の経緯 
 
１．平成２８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「総合科学」・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 
～６月   ３年「総合科学Ⅱ」における課題研

究の実施 ３年全員 ６月２５日の研究発表会まで、その後は
校外の発表や進路実現に向けた取組 

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 
４１名 

４月 8 日説明会(８０人)、～７月：分野
別オリエンテーション、９月～：課題研
究、11 月：中間、２月：最終発表会 

Ｆ ４月 
～３月  １年総合科学科「グローバルコー

ス」：ＧＥＴ受講 
１年選択者

      ＊＊名
入学式後に保護者向け説明会 

Ｃ ４月 ２０日(水) ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ自然
観察会 

地域住民
 ３３名 

於 泉北丘陵(西原公園周辺)  
地域住民に対する自然観察会指導 

Ａ ４月 
２７日(水)
～２８日
(木) 

サイエンスキャンプ １年全員 
兵庫県立人と自然の博物館・西はりま天
文台(泊）・関西学院大学神戸三田キャン
パス 

Ａ ５月 ２７日(金) 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 

於 和歌山県・天神崎海岸、講師：田名瀬
氏(京都大臨海実験所旧職員)、丸村・藤
五氏(天神崎の自然を大切にする会) 

Ｂ 

６月 ４日(土) 高大連携講座２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：大阪府立大学工学
研究科１・理学系研究科２・人間社会シ
ステム科学１、大阪市立大学理学研究科
２、大阪大学工学研究科１、大阪電気通
信大学工学部１） 

６月 １１日(土) 高大連携講座４講座 

６月 １８日(土) 高大連携講座２講座 

Ｄ ６月 
～３月   ２年「総合科学Ⅰ」における課題研

究の実施 ２年全員 ５月３１日：全体オリエンテーション
（於 視聴覚教室） 

Ｄ ６月 ２５日(土) 課題研究発表会 ３年発表 
１・２年参加

於 大阪府立大学Ｕホール(３年口頭・ポ
スター発表)・招待発表：三国丘高校、 
・講評：山下 勝巳大阪府立大学教授 

Ｅ ６月 ２５日(土) 第１回ＳＳＨ運営指導委員会 運営指導
委員 

於 大阪府立大学Ｂ３棟１階会議室、課題
研究発表会・今年度の事業計画 

Ｃ ７月 ９日(土) 公益社団法人大阪自然環境保全協会
堺自然観察会、ビオトープ観察会 

地域住民
 １１名 

於 本校ビオトープ池・生物実験室
（地域住民の自然観察会指導） 

Ｂ ７月 
１２日(火) 大学訪問実習 （近畿大学６研究室）

２年全員 
＋１年科学探
究基礎受講生

近畿大学理工学部６研究室 
13 日(水)
～ 
28日(木) 

大学訪問実習  
(大阪府立大学２４研究室） 

大阪府立大学（工学研究科１３＋理学系
研究科７＋生命環境科学研究科３＋現代
システム科学１研究室) 

Ｇ ７月 ２０日(水) ＳＳＨ通信第３９号発行 サイエンス部

Ｃ ７月 
２５日(月) 
  ～ 
２９日(金) 

小学生向泉北こども科学教室(入門：
物理・化学・生物・地学・情報各１
講座、上級：物理・化学・生物・地
学各１講座) 

小学生 
入門１２名・
上級６名 

於 本校 希望者対象の科学教室 
ＴＡ：サイエンス部員 

Ａ ７月 
２８日(木) 
  ～ 
２９日(金) 

第１回サイエンスツアー 希望者３２名
＋付添２名 

日本科学未来館～つくば研究施設(ＪＡ
ＸＡ・ＫＥＫ・筑波実験植物園)研修 

Ｆ 
７月 

 
８月 

２７日(水) 
  ～ 
２日(火) 

オーストラリアＳＳＨ海外研修 希望生徒５名
＋教員２名 

シドニー(NSW 大学での英語によるプレ
ゼンテーション・モスマン高校と交流・
タロンガ動物園・ジェノランケーブ・ブ
ルーマウンテンでの研修等) 

Ｃ ７月 ３０日(土) 親子科学教室 地域親子８組
サイエンス部

栂文化会館主催行事、小学生と保護者８
組、講師:教員、ＴＡ:サイエンス部 

Ｃ ８月 ６日（土） 第５回ハイスクール放射線サマース
クールで口頭発表 

サイエンス部
６名 

於 大阪府科学技術センター ＊高校対
抗プレゼンテーションで発表 

Ｃ ８月 ７日(日)～
８日(月) サイエンス部合宿 サイエンス部

１２名 
於 和歌山県白崎青少年の家（日高郡由
良町島） 

   

- 19 -



 - 20 -

   
項目 月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ｄ ８月 
１０日(水) 
～１１日
(木)  

ＳＳＨ生徒研究発表会でポスター発
表 :数学１班「完全方陣」 

発表生徒２名
+付添３名 

於 神戸国際展示場、 
ポスター発表：各校１テーマ 

Ｆ ８月 
１５日(月)
～ 
２１日(日) 

ボルネオ海外研修旅行（ＳＧＨとＳ
ＳＨの合同研修） 

希望者５名＋
付添２名 

マレーシア：ボルネオ島(モンゴルバル村
～ピナンパン村 )、クアラルンプル
(Setiawangsa 校と交流) 

Ｂ ８月 ２６日(金) 高大連携 
 市大理科セミナー １年全員 於 大阪市立大学(理学部と住吉高校･千

里高校と本校との共催）実習６講座 

Ｂ ８月 30 日(火) 
~31 日(水) 

大学訪問研修報告 
ポスター発表会 

発表：２年・
１年参加 

於 本校 ２階廊下 
30 日：２年生同士、31 日：１年対象 

Ｇ ９月 ６日(火) ＳＳＨ通信第４０号発行 サイエンス部  

Ｃ ９月 １８日(日) 三原台小学校 こども会（あかね会）
「泉北科学教室」 

サイエンス部
１４名 

於 三原地域会館、 
小学生と保護者約３０名参加 

Ｃ １０月 ５日(水) 公益社団法人 大阪自然環境保全協
会 自然環境市民大学 

地域住民ほか
１７名 

於 泉北丘陵（光明池周辺）  
教員が地域住民の自然観察会指導 

Ｃ １０月 １１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

於 本校理科実験室（１３１名参加） 
化学２･生物２･物理１･地学１講座 

Ｃ １０月 １２日(水) ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ自然
観察会 

地域住民
 ３３名 

於 本校ビオトープ池・生物実験室
（地域住民の自然観察会指導） 

Ｇ １０月 １４日(金) ＳＳＨ通信第４１号発行 サイエンス部  

Ｄ １０月 １５日(土) 大阪府学生科学賞展覧会 ３題出展 「植物の蒸散と成長量」の研究が「優秀
賞」を受賞 

Ｄ １０月 ２２日(土) 大阪府生徒研究発表会
参加者：大阪府内高校生 

５６名(探究基
礎受講者他) 

於 エルおおさか・天王寺高校（口頭発表
２＋ポスター発表４テーマ) 

Ｄ １０月 ２３日(日) 科学の甲子園大阪大会 ２年生６名 大阪工業大学 

Ｃ １０月 ２９日(土) 泉北科学教室 兼 第１回学校説明会
(中学生向け体験授業) 中学生 化学・生物・物理・地学参加：府内中学

生約２００名 

Ｄ １１月 ４日(金) １年「科学探究基礎」課題研究中間
報告会 

選択受講生
４１名 於 本校地学教室 

Ｃ １１月 ５日(土) こどものためのジオ・カーニバル サイエンス部 スタッフとしての参加＋講座での研修

Ｆ １１月 ９日 ( 水 ) 
~12 日(土) 海外スタディツアー ２年全員 台湾（台北市を中心に実施） 

Ａ １１月 １１日(金) 第１学年 校外研修 １年全員 淡路島野島断層・神戸防災未来センター

Ｇ １１月 ２２日(火) ＳＳＨ通信第４２号発行 サイエンス部

Ｄ １１月 ２４日(木) 課題研究中間発表会 ２年発表
１年参加 

於 本校第１体育館、４～５限
(２年ポスター発表) 

Ｅ １１月 ２４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、来年度に向けて｣ 

Ｃ １２月 ２３日(金) 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 

於 栂文化会館 研修室、調理室他
 ブースでの実験・実習指導、体験講座
（全１５ブース）小学生対象 

Ｆ １２月 ２３日(金) 台湾での合同研究発表会 ３年生３名
＋付添１名 

国立彰化高級中学校で英語による発表
（３年生３名、３題の研究発表） 

Ｃ １月 ２９日(日) 堺市教育委員会主催「サかイエンス」
サイエンス部

１４名 
於 ソフィア堺 ブースでの実験指導
(参加小学生、約 260 人＋保護者) 

Ｄ ２月 ３日(金) 大阪府立高津高等学校課題研究発表
会招待発表 

２年課題研究
サイエンス部

於 国際交流センター、テーマ：「ビオト
ープ池のプランクトンの変遷」 

Ａ ２月 ４日(土) 第２回サイエンスツアー サイエンス部
+希望者 14 名

光科学館ふぉとん～ＪＴ生命誌研究館 

Ｃ ２月 １１日(祝) 泉北高校主催(ＳＧＨ・ＳＳＨ合同)
国際科学フォーラム 

国際文化・総
合科学科生徒

於 桃山学院大学 

Ｄ ２月 １７日(金) １年「科学探究基礎」発表会 選択者４１名 於 本校地学教室 
Ｇ ３月 １日(水) ＳＳＨ通信第４３号発行 サイエンス部

Ｅ ３月 １５日(水) 研究開発実施報告書の発行   

 

 

 

 

- 20 -



 - 21 -

２．第２期指定５年間の経緯（概要） 

① 「理数数学」「理数理科」における取組 

項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

第２期ＳＳＨ指定年次(５年間) 第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 第５年次 

科学技術人材育成重点枠(３年間) ― 第１年次 第２年次 第３年次 ― 

年 間 予 算 ９００万円 １９００万円 １９００万円 １９００万円 ９００万円 

理数数学 第１学年 「理数数学Ⅰ」（６単位、内単位を習熟度別少人数展開） 

第２学年 「理数数学Ⅱ」（４単位、少人数展開）・「理数数学探究」（２単位） 

第３学年 
「理数数学Ⅱ」（４単位）・「理数数学特論」（３単

位）全員必修、「数学発展演習」(２単位)選択 

「数学演習」(３単位)必修 

「理数数学Ⅱ」(４単位)「理数

数学Ⅱ演習」(２単位)選択 

理数理科 第１学年 理数生物・理数化学（各２単位、少人数展開） 

第２学年 理数生物・理数化学（各２単位、少人数展開） 

理数物理か理数地学の選択（４単位、物理５講座＋地学１講座、少人数展開） 

第３学年 「理数化学」（４単位）全員必修、 

「理数物理」(４単位)・「理数生物」(４・２単位)・「理数地学」（２単位）選択履修

② 課題研究の取組 
項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

情報科 
第１学年全員 

「情報Ｃ」 

２単位 

「社会と情報」

２単位 
「情報の科学」２単位 

総合科学Ⅰ 
第２学年全員 

２単位 １単位 ２単位 

 中間発表会 11/22(木) 2/12(水)  2/12(木) 11/19(木) 11/24(木) 

総合科学Ⅱ 

第３学年全員 

１単位 ２単位 １単位 

 課題研究発表会 6/23(土)  

３３テーマ 

6/22(土) 

２９テーマ 

6/21(土) 

３４テーマ 

6/20(土) 

３１テーマ 

6/25(土) 

３３テーマ 

 英語による発表 － － ３テーマ １テーマ １テーマ 

 招待発表校 三国丘高校 三国丘高校 三国丘高校 三国丘高校 三国丘高校 

 招待発表  高津高校 住吉高校 大手前高校 市立東高校 高津高校 

科学探究基礎 第１学年 

選択者 

１５名選択 

金曜６限授業

課題研究７班

４２名選択 

火曜６限授業

課題研究12班

４３名選択 

金曜６限授業

課題研究15班

３３名選択 

水曜６限授業 

課題研究11班 

４１名受講 

金曜６限事業

課題研究12班

大阪府生徒研究発

表会(サイエンスデ

イ) 

「科学探究基

礎」受講生・

サイエンス

部・希望者 

10/27 分科会

発表（３年生物

１４班） 

・ポスター発表

(３年課題研究

班５題) 

10/26 分科会

発表１題 

・ポスター発表

(３年課題研究

班３題＋サイ

エンス部１題)

10/25 分科会 

発表２題 

・ポスター発表

(３年２題＋サ

イエンス部２

題＋海外研修

２題) 

10/24 分科会

発表２題 

・ポスター発表 

(２年１題＋サ

イエンス部２

題＋海外研修

２題) 

10/14 代表発

表(数学１班) 

・分科会１題 

・ポスター発表

(２年１題＋ｻｲ

ｴﾝｽ部１題＋海

外研修２題) 

ＳＳＨ研究発表会 第３学年 

校内選考班 

8/8-9パシフ

ィコ横浜、化学

２班発表：生徒

投票賞受賞 

8/7-8  パシフ

ィコ横浜、生物

10班発表 

8/6-7 パシフ

ィコ横浜、化学

３班発表  

8/5-6  インテ

ックス大阪、サ

イエンス部発

表 

8/10-11、神戸

国際展示場、数

学１班発表：ポ

スター賞受賞 

大阪府学生科学賞 第３学年 

課題研究班 

５テーマ応募 

→生物班：最優

秀賞(堺市長

賞)受賞 

４テーマ応募 

→生物班:優秀

賞受賞 

４テーマ応募

→生物班：優秀

賞受賞 

５テーマ応募 

→生物班:最優

秀賞(堺市長

賞)、化学班:

優秀賞、学校賞 

３テーマ応募 

→生物班:優秀

賞受賞 

その他の発表会等

（校外への発信） 

第３学年 

サイエンス部 

・日本植物学会

(9/16)「優良

賞」受賞、 

・日本生態学会

(3/9)「ナチュ

ラルヒストリ

ー賞」受賞 

・日本植物学会

(9/15)「優良

賞」受賞 

・日本動物学会

(9/28)「優秀

賞」受賞 

・益川塾(11/3)

でポスター発

表(２題) 

・日本生態学会

(3/21) 「ナチ

ュラルヒスト

リー賞」受賞 

― ・全国数学生徒

研究発表会(マ

ス・フェス

タ,8/27)で数

学１班が発表 
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③ 国際化に関わる取組 
項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ(ＧＥＴ) 第１学年 ２３名受講 １４名受講 ２１名受講 １８名受講 ＊＊受講 

科学英語基礎 第２学年 未開講 ８名受講 ６名受講 ４名受講 ２名受講 

オーストラリア海外

研修（平成２５～２７

年度は合同研修） 

希望者 7/29-8/4 

本校５名参加

教員２名 

7/28-8/3 

６名＋連携校

７名、教員３名

7/27-8/2 

10名＋連携校

８名、教員３名

7/19-26 

15名＋連携校

11名,教員3名 

7/27-8/2 

本校５名参加 

教員２名 

台湾・ボルネオ海外研

修 

希望者 12/23-27 

台湾(台北・彰

化・台南)、 

５名参加 

＋教員２名 

12/20-24 

台湾(台北・彰

化・嘉義)、 

８名参加 

＋教員２名 

12/22-26 

台湾(台北・彰

化・高雄)、 

４名参加 

＋教員２名 

8/16-21 

ボルネオ(コタ

キナバル他) 

５名参加 

＋教員２名 

8/15-21 

ボルネオ(ＳＧ

Ｈと合同事業)

５名参加 

＋教員２名 

台湾国立彰化高級中

学校との合同研究発

表会 

校内選考 

― ― 

12/24 第１回

合同発表会 

１題(３名) 

12/23 第２回

合同発表会 

１題(２名) 

12/24 第３回

合同発表会 

３題(３名) 

スタディツアー 

（海外修学旅行） 

第２学年 

全員 

10/18-/22 

マレーシア 

森林研究所等

10/20-24 

シンガポール

～マレーシア

10/19-23 

シンガポール

～マレーシア

12/9-12 

台湾（台北市） 

11/9-12 

台湾（台北市）

海外の高校生との交

流 

１～３学年 ７校来校(韓

国・台湾・シン

ガポール等) 

５校来校 

(韓国・台湾・

マレーシア等)

７校来校 

(台湾・オース

トラリア等) 

３校来校 

（台湾・イン

ド・アメリカ） 

３校来校 

(台湾・オース

トラリア) 

④ 校外研修・サイエンスツアーの取組 
項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

サイエンスキャン

プ（１泊２日） 

第１学年全員 4/26-27 

関学・神戸製

鋼・西はりま天

文台・兵庫人博

4/25-26 

甲南大・神戸製

鋼・西はりま天

文台・兵庫人博

4/24-25 

甲南大・神戸製

鋼・西はりま天

文台・兵庫人博

4/26-27 

関学・神戸製

鋼・西はりま天

文台・兵庫人博 

4/27-28 

兵庫県立人と

自然博・西はり

ま天文台・関学

第１回サイエンス

ツアー 

希望者 8/8-9、10名 

科学未来館・生

徒研究発表会

(横浜) 

8/20-21:27名

12/21-2:27名

科学未来館・筑

波(JAXA,KEK, 

実験植物園) 

8/16-17:15名

科学未来館・筑

波(JAXA,ｻｲｴﾝｽ

ｽｸｴｱ,地質標本

館) 

7/31-8/1:23 

名、東京～筑波 

1/9-10:16名 

神奈川～東京 

(国立科博他) 

7/28-9:３２名

日本科学未来

館・つくば

(JAXA,KEK,実

験植物園) 

第２回サイエンス

ツアー 

サイエンス部

主催 

希望者 

10/29、１８名

京都府立植物

園、京都水族館

11/4、３４名 

白浜ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

ﾜｰﾙﾄﾞ 

11/29、２７名

どうぶつ王国,

伊丹市昆虫館 

10/18、３４名 

須磨海浜水族

園,明石市立天

文科学館 

2/4、１４名 

きっづ光科学

館ふぉとん,JT

生命誌研究館 

校外研修１年 第１学年全員 野島断層北淡震災記念公園～防災未来センター

H24/10/19、H25/10/25、H26/10/24 

10/23  

京都水族館他 

11/11 野島断

層～防災ｾﾝﾀｰ 

校外研修２年 第２学年全員 5/25、午前：講

演、午後：天神

崎で観察実習

5/24、午前：天

神崎観察実習

5/16 事前学習

5/30、午前：講

演、午後:天神

崎で観察実習 

5/22、午前:白

浜京大水族館、

午後:天神崎、

4/21事前研修 

5/27、午前:講

演、午後:天神

崎で観察実習 

⑤ 大学などとの連携事業 
項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

市大理科セミナー 第１学年全員 8/28、６講座 8/27、６講座 8/26、５講座 8/25、５講座 8/26、6講座 

高大連携講座 第２学年全員 

第１学年「科

学探究基礎」

受講生 

6/2,9,16(土) 

大阪府大５名 

大阪市大２名 

近畿大学１名 

6/1,8,15(土) 

大阪府大４名 

大阪市大２名 

近畿大学１名 

ルイ・パスツー

ル研究所１名 

5/31,6/7,14 

大阪府大４名 

大阪市大・大阪

電通大・近畿

大・滋賀県立大

各１名 

5/30,6/6,13 

大阪府大３名 

大阪市大２名 

大阪大・龍谷

大・大阪教育大

各１名 

6/4,11,18(土)

大阪府大４名 

大阪市大２名 

大阪大・大阪電

通大各1名 

大学訪問研修 第２学年全員 

第１学年「科

学探究基礎」

受講生 

7/12-26 

大阪府大２０

研究室、近畿大

学６研究室 

7/11-26 

大阪府大１８

研究室、近畿大

学８研究室 

7/11-25 

大阪府大１７

研究室、近畿大

学７研究室 

7/10-24 

大阪府大１９

研究室、近畿大

学６研究室 

7/12-28 

大阪府大２４

研究室、近畿大

学６研究室 

 ポスター発表 第１～２学年 8/30-31 8/29-30 8/28-29 8/27-28 8/30-31 
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その他の高大連携 希望者 ・大阪府大女性

研究者支援セ

ンター(5/12) 

・機械工学会

「スプライト

観測」(12/22) 

・「理系女子を

めざそう」

(8/31) 

・大阪サイエン

スデイ理系女

子座談会

(10/26) 

・大阪サイエン

スデイ理系女

子座談会

(10/25) 

・大阪サイエン

スデイ理系女

子座談会 

(10/24) 

・大阪サイエン

スデイ理系女

子座談会 

(10/14) 

⑥ 小中学生向け科学教室など地域連携 
項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

中学生向「科学教

室」 

希望者 

ＴＡ：サイエ

ンス部 

・8/21-22 泉北

みらい適塾 

528名参加 

・学校説明会の

体験実験 

10/27(210名)

12/15(95名) 

1/19(50名) 

・7/23 オープ

ンスクール

773名参加 

・学校説明会の

体験実験 

10/26(90名) 

12/22(108名)

1/18(58名) 

・7/23 オープ

ンスクール 

320名参加 

・学校説明会の

体験実験 

11/1(110名) 

12/20(98名) 

・7/22 オープ

ンスクール 

601名参加 

・学校説明会の

体験実験 

10/31(95名) 

・学校説明会の

体験実験

10/29(103名)

若松台中学校科学

教室 

中学３年生 

全員 

６講座(物理１・化学２・生物２・地学１講座) 

10/10:180名 10/10:174名 10/10:133名 10/5:157名 10/11:131名 

「泉北科学教室」

（小学生対象） 

小学生 

５～６年 

第１回40名

7/27-8/24(5) 

第２回10名 

3/26,3/29(4) 

7/24-8/14 

入門コース(25

名,5回)、上級

コース(10名)

7/22-8/19 

入門コース(19

名,5回)、上級

コース(6名) 

7/21-8/4 

入門コース(26

名,5回)、上級

コース(7名) 

7/25-29 

入門コース(12

名,5回)、上級

コース(6人) 

泉北こども科学フ

ェスティバル 

１年科学探究

基礎受講者＋

サイエンス部 

― 第１回(12/25)

約170名参加 

１年科探13題

ｻｲｴﾝｽ部:２題 

第２回(12/23)

約200名参加 

１年科探11題

ｻｲｴﾝｽ部:２題 

住吉・大阪市立

東高:各１題 

第３回(12/20) 

約250名参加 

１年科探10題 

ｻｲｴﾝｽ部:３題 

住吉高校：1題 

第４回(12/23)

約120名参加 

１年科探13題

ｻｲｴﾝｽ部：２題

・国際科学フォ

ーラム(2/11) 

科学の甲子園大阪

大会 

サイエンス

部、２年生か

ら６名選考 

第２回10/27 

天王寺高校 

サイエンス部 

第３回10/26 

天王寺高校 

サイエンス部 

第４回 10/26 

大阪工業大学 

２年生を選考 

第５回 10/25 

大阪工業大学 

２年生を選考 

第６回 10/23 

大阪工業大学 

２年生を選考 

地域での防災教室 地学 

課題研究班 

－ － 12/18 若松台

小学校４年生 

6/15 若松台小

学校４年生 

11/1 若松台小

学校４年生 

サかイエンス（堺市

教育委員会主催） 

サイエンス部 － 2/2 科学教室

(320組参加) 

2/1 科学教室

(240組参加) 

1/31 科学教室 

(260組参加) 

1/30 科学教室

(260組参加) 

私の水辺泉北地域

交流会(大阪府主

催) 

サイエンス部 1/26 泉北府民

センター 

1/26 泉北府民

センター 

1/24 泉北府民

センター 

1/23 泉北府民

センター 

－ 

その他の地域での

小学生向け科学教

室 

地域の小学生

対象 

ＴＡ：サイエ

ンス部員他 

・5/21金環日

食観望会 

・7/28 子ども

の楽校(45名)

・10/27 大阪サ

イエンスデイ

の小学生講座 

・7/28 子ども

の楽校(45名)

・11/10 若松台

小学校への出

前教室 

・8/2 栂文化会

館「親子科学教

室」(20名) 

・8/13 子ども

の楽校(30名)

・9/21三原台

小子ども会科

学教室(25名)

 

・8/8栂文化会

館「親子科学教

室」(20名) 

・11/15 若松台

中学校区青少

年健全育成協

議会理科実験

教室(150名) 

・7/31栂文化

会館「親子科学

教室」(20名)

・9/18 三原台

小子ども会科

学教室(22名)

 

地域の住民向け科

学教室（含ビオトー

プ観察会） 

本校教員 ・自然観察会 

７回実施 

(１回はビオト

ープ観察会)  

・自然観察会 

６回実施 

・市民科学講座

３講座30名 

(2/2,9,16) 

・自然観察会 

６回実施 

(１回はビオト

ープ観察会) 

・自然観察会 

６回実施 

(１回はビオト

ープ観察会) 

・自然観察会 

７回実施 

(ビオトープ観

察会２回) 
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⑦ サイエンス部の活動 
項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

サイエンス部部員数 ２０名 １６名 ２０名 ２４名 ２７名 

継続研究 サイエン

ス部 

ビオトープ池のプランクトンの継続研究 

高高度発光現象スプライトの観測 

サイエンス部合宿 サイエン

ス部 

7/29～30、金剛

山ちはや園地

キャンプ場 

 

8/8-9、かわべ

天文台(和歌

山) 

8/19-20、大阪

府立青少年海

洋センター・水

産技術センタ

ー 

8/10-12、香川

県小豆島（藤原

学園実験教育

研究所,星くず

の村） 

8/7-8、白崎青

少年の家(和歌

山) 

ＳＳＨ通信の発行 第１９～２３号 第２４～２８号 第２９～３３号 第３４～３８号 第３９～４３号

ジオカーニバル 11/3-4 11/2-3 11/1-2 11/7-8 11/5-6 

ハイスクール放射線サ

マークラス 

サイエン

ス部 

第１回8/17 

７名参加、「最

優秀賞」受賞 

 第３回 第４回8/9 

７名参加 

第５回8/6 

６名参加 

発表会等への参加 サイエン

ス部 

・11/23大阪府

生徒生物研発

表会 

・11/23 瀬戸内

海の環境を考

える高校生フ

ォーラム 

・11/23大阪府

生徒生物研発

表会 

 

・11/23大阪府

生徒生物研発

表会 

 

・11/23大阪府

生徒生物研発

表会 

 

 

⑧ その他 

項目 対象 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

アンケートによる意識

調査 

生徒・保

護者・教

職員 

生 徒:３２６

保護者:１９４

教職員: ４８

生 徒:３２６

保護者:１７７

教職員: ３９

生 徒:３２８

保護者:１３０

教職員: ３９

生徒:３２６ 

保護者:１３０ 

教職員: ４０ 

生徒:３３４ 

保護者:１３２

教職員: ４３

科学探究力テスト 生徒 １～２年・新入

生全員,３年総

合科学科抽出,

１～２年・新入

生全員,３年総

合科学科抽出,

２年・新入生全

員、１年両学

科・３年総合科

学科１ｸﾗｽ抽出

２年・新入生全

員、１年両学

科・３年総合科

学科１ｸﾗｽ抽出 

１・２年両学

科、３年総合科

学科より各１ｸ

ﾗｽ抽出 

ＳＳＨ運営委員会 教員 ９回開催 ７回開催 ６回開催 ７回開催 ６回開催 

運営指導委員会 運営指導

委員 

２回

(6/23,11/22) 

２回

(6/22,2/12) 

２回

(6/21,2/12) 

２回 

(6/20,11/19) 

２回 

(6/23,11/24) 

成果出版物  ・研究開発実施

報告書(基礎枠

60ページ) 

・研究開発実施

報告書(基礎枠

78+重点枠22+

口絵4ページ)

・研究開発実施

報告書(基礎枠

57+重点枠28+

口絵4ページ)

・研究開発実施

報告書(基礎枠

56+重点枠30+

口絵4ページ) 

・泉北科学教室

10年間の歩み

(60ページ) 

・研究開発実施

報告書(基礎枠

**+重点枠30+

口絵4ページ)

・泉北課題研究

マニュアル 

(64ページ) 
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第３章 研究開発の内容 

１．「理数数学」「理数理科」における取組 

(１) 理数数学 

＜仮説＞ 

 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」「理数数学Ⅱ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や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。 

＜研究内容・方法＞ 

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・理数数学Ⅱ

演習の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 

 従来の板書のみによる授業ではなく、分野によっては効果的に情報機器を活用して、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に取り組んでいる。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。 

③ 演習課題提出の工夫 

 前年度に引き続き、演習課題をノートではなく、教員側が問題集から最低必要な演習問題を選び、冊子にして配

布した。また、それぞれの問題の出来具合いや理解度を自分で確認するチェックシートを作り、課題提出とともに

提出させた。 

＜仮説の検証＞ 

① 以前より取組が深まり、一定の効果がみられている。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。 

② 情報機器を使用することで、以前より生徒たちの授業内容に対する興味・関心を引き出せている。授業の進め 

方や教授方法については、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。 

③ 昨年度に引き続き、生徒たちはまじめに取り組んでいる。チェックシートを作ったことにより、個々の理解度 

をより把握できるようになり、個々にあった指導をより深く考えられるようになった。しかし、日頃の自宅学習

時間が不足している生徒も見受けられ、課題の完成度に差ができている現状もある。 

＜今後の課題＞ 

 学校での取組に関しては一定の効果がみられるが、日頃の生徒の様子をみていると自宅学習の時間が不足してい

ると感じられる。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。そのため、生徒の理解度に応じたいくつかの課題を選択制にして取り組ませるとともに、

授業の進め方や教授方法に工夫をしていきたい。 

＜５年間のまとめ＞ 
 少人数・習熟度別授業を始めて５年になる。少人数にすることで、一人一人の生徒にかける時間も増え、個々の

生徒の理解度をより把握し、それに応じた個別指導や授業展開ができるようになった。この取組は、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。情報機器の使用や演習提出課題について

は、教員の様々な工夫が始まったばかりで、試行錯誤の段階である。情報機器の使用により、生徒の興味・関心は

引き出せたが、実際に問題を解くときに自分の頭の中でイメージできない生徒が多くいるということがわかった。

今後は、問題文を読んだだけで自分で図がイメージできたり、自分で考えたりできるような指導法や情報機器のよ

り効果的な使用法を考えていく必要がある。演習提出課題については、ここ数年で様々な方法を試してきた。継続

しているものや新しく始めたものもある中で、どの方法が泉北高校の生徒に一番合うかを検証していく必要がある。

「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、日頃からどんな問題に対しても意欲的に取り組めるような工夫・課題選択を全教員で考えていきたい。 
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(２) 理数物理 

＜仮説＞ 
① ６５分授業のメリットを生かし、１限の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こ

とで、物理学における基本概念や原理・法則についての理解を高める。 

② 第２学年では、授業を少人数で実施することで、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、実験時に実験データを分析し、考察することを十

分に指導する。 
③ 第３学年では、第１、第２学年時に本校で取り組んでいる「高大連携講座」や「大学訪問研修」で最先端の科

学技術の講義や実験に触れたことを理数物理の授業に生かし、波動や電磁気学の学習の中でその内容について確

認することで、粒子性、波動性といった物理学の専門的な項目について理解を高める。 

＜研究内容・方法＞ 

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

発言したり、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、実験に際しては、クラス

担当以外で時問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、実習教員を含めて２～３人で、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「高大連携講座」や「大学訪問研修」で触れたＸ線回折や蛍光分光、ＮＭＲといった専門機器による分析やレー

ザー、半導体、放射線といった内容の講義や実験について、波動や電磁気学の学習の中で関連性に触れ、説明を

行う。また、波動や電磁気学の教科書の図やグラフと「高大連携講座」や「大学訪問研修」で実施した実験のデ

ータを比較して、専門的な項目について理解を深める。 

＜仮説の検証＞ 

① 小学校の４５分授業や中学校及び多くの高校で採用されている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ったり、演習時間がとれないまま、次の授業

に進んでしまうことが見られる。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。しかし、６

５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、ただ実験で終わることなく、その意味や

内容について考えさせたり、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。 

③「高大連携講座」や「大学訪問研修」で学んだ項目について、高校の理数物理の学習との関連性を確認すること

で、波動や電磁気学、原子といった分野の興味・関心が高まり、専門的な項目についての理解を深めることがで

きた。 

＜今後の課題＞ 

 ６５分授業の実施により、物理学の基本的な概念の形成や科学的な思考を高めることや、考え方の習得、実験・

実習による科学的体験を進めていくことができた。また、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。 

今後も、自然に対する関心や探究心を高め、自ら進んで、物理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。 
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(３)理数化学 

＜仮説＞ 
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。 
② 新教育課程に則した系統的な指導計画 

理数化学を実施するにあたり、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。 
③ 情報機器や映像機器、関数計算機やコンピュータなどを活用した効果的な独自教材の開発 

コンピュータによる一般的な教材の視覚化にとどまらず、コンピュータの関数機能や専用の関数計算機なども

活用し、実験結果の収集・分析・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。 
＜研究方法・内容＞ 

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。学習指導要領改訂により平成２４年度入学生より、１年時に｢化学基礎（含む発展）｣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 
るように指導計画の変更を行った。 

① 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 
の演示実験となることもあるが、 
可能な限り生徒実験を取り入れ、 
実際の物質に触れその性質を知る 
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（５０分授業に換算すると 
４１単位に相当）を２つの実験室で実施している。 

② 生徒の希望進路の実現を考慮するとともに、かつ内容をより理解できるように指導計画を前ページの表の通り 

とし、｢化学基礎｣｢化学｣の教科書と問題集や図説等を副読本として使用している。 
③ 実験室にコンピュータおよびプロジェクター（含む大型スクリーン）、DVD 再生デッキ、大型液晶モニター、

高出力スピーカー、オーバーヘッドカメラ（電子書見台）を設置し、スライドおよび生徒への配布プリントを使

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。コンピュータと

接続したプロジェクターで、主に生徒配布プリント（生徒記入用）に関する内容の提示を行い、DVD 再生デッ

キを使って、学習箇所に適した動画映像を大型液晶モニターと高出力スピーカーによって効果的に示す授業を実

学年 ／ 学期 内容 分野 

第1 

学年 

１学期中間考査 
物質の構成 

物質の三態 

化学基礎 

化学 

１学期末考査 物質の構成粒子・粒子の結合 
化学基礎 

化学 

２学期中間考査 物質量と化学反応式 化学基礎 

２学期末考査 酸と塩基の反応 化学基礎 

３学期 酸化還元反応 化学基礎 

第２ 

学年 

１学期中間考査 電池と電気分解 化学 

１学期末考査 結晶の構造 化学 

２学期中間考査 物質の三態変化と状態変化 化学 

２学期末考査 気体・溶液 化学 

３学期 
化学反応とエネルギー 

反応の速さとしくみ 
化学 

第３ 

学年 

１学期中間考査 化学平衡 化学 

１学期末考査 無機物質 化学 

２学期中間考査 有機物質 化学 

２学期期末考査 天然有機・合成高分子化合物 化学 

３学期 問題演習 化学 
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践している。 
＜仮説の検証＞ 
① 生徒実験が不可能な危険性を伴う実験や、化学工業現場における実際の工程の様子は、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｢課題

研究｣への取組が、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、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。今年度の各学年の授業における生徒実験・実習、演示実験の割合は、

１年生が３０％、２年生が４０％、３年生が４０％であった。 

② 系統的な指導計画の実施と副読本としての教科書・問題集・図説の採用で、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などとプリントを活用した授業を行うことで、実験・実習・観察の時間を確保することが

できた。また動画映像においては、特に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、環境問題

を含めた歴史的な事象も交えながら学ぶ機会とすることができた。 
＜今後の課題＞ 
現行の教育課程になって，発展的な内容が非常に多く教科書に掲載されるようになり、理論的･技術的に非常に

高度な内容ではあるが、生徒の興味関心が持てるような項目が紹介されるようになった。その内容も多岐に渡って

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映像教材の開発や、

可能な限りの演示実験により興味関心をより高め、探究心の育成を図りたい。 
タブレットを用いた学習については、それが学習上効果的な役割を果たす機能に限定して使用すべきであり、そ

のための独自教材の研究開発が必要であろう。つまり情報機器等の活用目的を十分に理解させながらも、ただの操

作・作業にならないように、１つ１つの操作や作業の意味を十分に考える授業展開を練る必要があると考える。 
 
 

（４）理数生物 

＜仮説＞ 

① ６５分授業のメリットを生かし、効果的な実験・実習をできるだけ多く行い、多くの生き物を観察させること

によって、生物学の研究方法や生きものを扱う感覚を体験的に身につけさせることができる。 
② 第１～２学年では、１講座２０人の少人数授業を実施し、その中で個々の生徒との質疑応答を意識的に行うこ

とで、科学的な思考力や科学に関するプレゼンテーション能力を高めることができる。 
③ ３学年では選択になるため、より充実し生徒の希望に応じた内容を実施できる。 
＜研究内容・方法＞ 
① 教育課程と授業の展開：「理数生物」は、第１・２学年では２単位ずつ全員必修である。第３学年では２単位ま

たは４単位が選択できる。第１学年の「生物基礎」の「遺伝子」の分野で「生物」の分子生物学的内容も大幅に

取り入れ、ＤＮＡの抽出や細胞内のＤＮＡ・ＲＮＡの分布を調べる実験や、組織培養・プロトプラストの作成な

どのバイオテクノロジーの実験も行い、総合科学科の生徒の興味・関心に応えることができた。また、２学年で

は、「生物基礎」の残りの「生態系・バイオーム」分野の授業を行ない、引き続いて、「生物」の「生殖・発生・

遺伝」分野の授業を行なった。３学年では、４単位選択者は「生物」の残りのすべての分野の授業を行ない、２

単位選択者には、「代謝」や「神経系」分野を中心にすべての分野の授業を行なった。また、DNA の分野につい

てはバイオの技術の発展が目覚ましいので、最新の技術の内容などにも触れながら授業を行った。 
② 授業の形態と実験指導：「理数生物」の授業は、第１～２学年では１クラス４０人を２０人ずつに分け、それぞ

れ「理数化学」と「理数生物」の授業を１クラス２展開同時開講という形態で行っている。実験に際しては、ク
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ラス担当以外で時問の空いている教員も実験指導に加わり、生徒２０人のクラスを、実習教員を含めて２～３人

で、実験での細かい注意点などを指導し、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

切に伸ばすことを心がけている。 
③ 課題学習と課題研究：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、授業や実験のなかでも取り上げる。また、第１～２学年の長期休暇中に、博物館などの

生物教育施設の見学や生物関係の図書を読んでのレポート、スタディツアー前後に現地の生物に関する事前・事

後学習レポートなど、各種の課題を与えている。これらのことで、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。さらに発表する機会も多くして、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ことが大切であることを学んでもらっている。 
＜仮説の検証＞ 
① 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、

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。また、この理解のもとに、「課題

研究」でも適切に研究テーマを設定できる生徒が増加した。 
② 「生物基礎」「生物」の単元配列を適切に組み替えることで、授業内容の系統性を高め、効果的な指導を行うこ

とができた（特に、分子生物学・生態分野）。 
③ 第１学年での少人数展開の授業は、実験指導においてはもちろん、授業時においても各生徒との対話を重視し

た授業展開が可能となり、授業内容への理解度を高めるとともに、興味・関心を高めることができた。アクティ

ブラーニングの授業も実施しやすい。また、長期休暇中の課題に対する各生徒からの報告レポートを元にした指

導により、課題研究のレポートやポスター作成などに向けたプレゼンテーション能力の向上を図ることができた。 
＜今後の課題＞ 
授業中の実験・実習においては、教員の指示に従って操作をすれば、一定の結果が得られる場合が多いが、それ

では、本当の意味での探究能力は身につかない。自分で考え自分で答えを導き出すことができるように、アクティ

ブラーニングの授業形態を増やして授業の在り方を見直していきたい。「課題研究」を進めていく上で必要な、実

験計画の立案や結果を科学的に考察する能力を高めるために、授業時においても実験・実習の進め方をさらに工夫

していかなければならない。 
 
 
 

（５）理数地学 

＜仮説＞ 

以下に示す多様な教材を扱い、生徒が主体的に取り組むよう働きかけることで、より興味・関心を持つよう導い

ていくことができる。そのことから、地球・宇宙についての理解と探究心を深め、地球科学にける独特なものの見

方や考え方を身につけるとともに、科学に普遍的な基本概念や法則について系統的な理解を深め、科学的自然観を

育成することができる。 

① 実習・観察の機会を多くする。特に、新しい実習・観察などを取り入れる。 

② 視聴覚教材を多くとり入れるため、購入している「図表」の活用、用意したスライド教材をプロジェクターで

使用、６０型のリア型プロジェクターによる映像の視聴を積極的に実施する。 

③ 教科書に準じた教材以外に、地学（地球惑星科学）の最新の成果も紹介する。 

＜研究内容、方法＞ 

 教育課程：「理数地学」は第２学年に「理数物理」との選択で４単位、第３学年に「理数生物」「理数物理」と

の選択で２単位設定している。 

＊理数地学（２年）の授業計画 

月   項  目 内  容 （実験、実習） 

４月 
地球の概観、内部構造 

地球の概観、重力、内部構造、地震、プレートテクトニクス 

（走時曲線、震度分布、地震防災、プレートの移動など） ５月 

６,７, 

９月 
火山、岩石・鉱物 

火山活動、火成岩の成因と種類、堆積岩、変成岩 

（火山前線、岩石・鉱物の観察、地質図など） 
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１０月 
大気と海洋と気象 

大気の構造と大循環、気象現象、海洋（地上天気図、衛星画像解析、

台風の動きと構造など） １１月 

１２月 
太陽系と宇宙 

太陽系恒星の一生、銀河系宇宙、銀河、宇宙論 

（惑星軌道、太陽黒点、ＨＲ図など）、宇宙のはじまり １月 

２月 
宇宙と地球の歴史 

環境と防災 

太陽系・地球の誕生、地球の歴史（宇宙の歴史、地球カレンダーな

ど）、１年間のトピック、重要事項の復讐 

地球の環境問題、災害と防災 
３月 

＊理数地学（３年）の授業計画 

月   項  目 内  容 （実験、実習） 

４月 
プレート運動 

ジオイド、プレートテクトニクス、地形、地殻変動 

（大陸移動説、地形の観察、など） ５月 

６月 

7月 
大気の科学と観測 

大気の組成、水の循環、高層天気図 

（気象観測、高層天気図、など） 

８月 

９月 
日本列島の歴史 

島弧-海溝系、日本列島の地質構造、フォッサマグナ、変成岩 

（地質図、日本列島の前弧･火山弧、変成岩の観察、など） 

１０月 

１１月 
大阪平野の形成 

大阪湾、大阪平野の形成（新生代第４紀の地史、大和川･淀川の付

け替え、など） 

１２月 

１月 
２年間のまとめ、他 

２年間のトピック、２年間の重要事項の復習、星座早見盤の作成・

実習、時差の実習など 

授業は基本的にパワーポイントによるスライドと教科書、資料集（図説）を用いて進めた。そして理解を深める

ため、適宜「地学実習帳」（大阪府高等学校地学教育研究会・編）の実習教材、や、地学教育系の学会・研究会（日

本地学教育学会、科学教育研究協議会、大阪府高等学校地学教育研究会の各種研修など）で発表、紹介されている

実習、観察なども積極的に取りあげた。また、他に、資料をプリントしたもの、及びインターネットからダウンロ

ードした資料を、「プリント」として印刷するか、前述のパワーポイントで利用した。 

また、地学教室には６０型のリア型プロジェクターが備えつけられており、これを利用して視聴覚教材（ＤＶＤ

に録画しているものなど）を授業にとり入れた。 

＜仮説の検証＞ 

いろいろな教材、特に映像教材の利用と実習での学習には効果がみられる。多くの生徒が興味をもって積極的に

学習に取り組み、到達目標も達成できた。実習では大阪府高等学校地学教育研究会編集の「地学実習帳」を利用し

て、関連する項目を積極的にとりあげた。また、リア型プロジェクターによる視聴は好評で、天文・宇宙、地震、

火山、防災関係などで、視聴覚教材を利用している。 

来年度も、新３年生での「理数地学」の選択希望者が少なく、開講できないことが判明している。ここ３年間、

以前に比べ２年次での「理数地学」選択者が少なくなっている。（来年度も１６名） 
これらのことから，次年度も引き続き、２年生の「理数地学」４単位のみにおいても、目標（仮説を含む）を達

成できように授業計画をさらに改訂したい。 
＜５年間のまとめ＞ 
 理数地学での実習教材、視聴覚教材の効果的な利用については、この５年間は、第１期の指定に続き、順調に取

り組むことができ、生徒たちの興味・関心も高めることができた。「理数地学」または「理数物理」で選択するた

め、指定５年間で３年次の「理数地学」（２単位）が開講できなかった年度もある。今後は生徒の興味・関心に対

応した幅広い科目横断的な学習を取り入れた教材開発など、２年間の継続的な授業計画の改訂を進めていきたい。 
 現在の理数地学の学習について、課題研究などでも検討しているパフォーマンス評価（ルーブリック）などを取

り入れ、評価だけでなく、生徒たちの学習の目標などに利用する方法を検討したい。 
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２. 学校設定科目「総合科学」における課題研究の取組 

 

（１）情報科 

＜仮説＞ 
情報機器や情報通信ネットワークを活用し、情報を適切に収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を修

得させることによって、課題研究や様々な学習活動を主体的に行える能力や態度、科学的な思考力の育成や問題解

決のための基礎的知識の習得、プレゼンテーション能力を育てる。情報と数学・理科の教科内容を有機的に結びつ

けることで、それぞれの教科の内容を一層深く理解することができる。 
＜研究の内容・方法＞ 
①対 象：総合科学科第１学年 ３クラス 
②単 位 数：２単位 
③授業の構成 

４月 ・オリエンテーション 
・電子メールの使い方とマナー 

５月 ・プレゼンテーションとは 
・サイエンスキャンプ「人と自然の博物館・西はりま天文台」で学んだことをグループ

でまとめる 
・サイエンスキャンプについてプレゼンテーションソフトを用いて発表 

６月 ・知的財産権と情報モラルについて 
７月 ・デジタル情報と計算機の仕組みについて 
８月 ・情報モラルについての[標語][４コマ漫画]作成 

ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」への応募 
９月 ・文書処理ソフトと文書の作成 

１０月 ・文書デザインと表計算ソフトの利用 
１１月 ・表計算ソフトによる数値情報の加工 
１２月 ・プログラミング (Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ) 

出力命令・変数・代入・条件分岐 
１月 ・プログラミング (Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ) 

条件分岐・繰り返し処理 
２月 ・プログラミング (Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ) 

問題解決・データ処理 
＜仮説の検証＞ 
４月に行う総合科学科１年生の１泊研修「サイエンスキャンプ」の発表を通じて、情報を収集・処理・発信する

基礎的な能力の習得が確認できた。サイエンスキャンプ実施中に作成するレポート・授業内での調べ学習を元に情

報の収集・整理を行い、発表は生徒の相互評価を行った。また、授業内での発表会の後に行われる６月の総合科学

科３年生の課題研究発表会を「情報を受信する側」として体験・自分たちの実施した発表と比較することにより、

どのように情報を加工すれば相手に伝わりやすいのかということも学べたと思われる。１年次「情報の科学」で学

習するプレゼンの基礎が、３年次の課題研究発表会まで継続的に「相手に発信する事」について考えるきっかとし

て、十分な位置づけになっていると感じる。 
知的財産・情報モラルについての授業を通して、様々なトラブルや問題について学び、そこから考えた自分の考

えを作品として表現するため、２０１４年度からＩＰＡの情報モラルコンクールへ参加している。これまで各都道

府県で毎年８名ほど選ばれる地域賞に１名受賞している。 
表計算ソフトでの数値情報の加工や、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、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。また、プログラミング実習での学習が２年次以降の授業「総合科学」での研究の基礎となった。 
＜今後の課題＞ 
情報を多角的に分析し活用できるまでの支援を行うことで、自らの新しいアイディアを創作する能力を養うこと
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ができた。今後、アクティブラーニングをより積極的に行い、情報の整理・処理し、問題解決に向けて個人でなく

チームで取り組めるように教材の開発・支援を行う必要がある。 
 

（２）科学探究基礎 

＜仮説＞ 

 この学校設定科目は、平成２４年度からの第２期目のＳＳＨ指定に伴って設定されたものである。第１期目のＳ

ＳＨ指定時より第２学年から第３学年にかけて課題研究に取り組んできたが、この期間だけでは研究を十分に深め

ることが難しいという反省のもと、「科学探究基礎」を設け、第１学年から課題研究に取り組んできた。この科目

の受講者が次年度以降の課題研究の中心となることで、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。 

＜研究内容・方法＞ 

① 対象：総合科学科 第１学年希望者４１名 

  ４月８日、入学式終了後に「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４１名を対象に授業を行った。 

② 単位数と授業時間 １単位として実施した。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）の授業として設定した。 

③ 教員配置  理科４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２科目ずつ割り振り、１時間の授業に３０分ずつ２科目の講義を実施）行った。 

また新しい知識に触れる機会として、第２学年総合科学科で実施している高大連携講座、大学訪問研修の両行事

に第１学年の本講座選択者の参加を義務付けた。 

２学期：９月当初から、理科の各分野、数学、情報に分かれて課題研究のテーマを決定、取組を始めた。各選択

者が夏季休暇中に立案した実験素案をもとに、研究テーマごとに分かれて１２の班をつくり、指導教員と相談し今

年度の実験計画を立てた。なお、研究に関しては、毎週金曜日の６限のみでなく、平日の放課後、土曜日を活用し

て取組を深めた。１１月４日に実施した中間発表会では、各班がスライドを作成して、口頭発表を行った。 

また、１０月２２日に行われた大阪府生徒研究発表会の代表発表を聴講し、研究についての理解を深めた。さら

に、１２月２３日に栂文化会館で実施した泉北こ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１７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。発表会では、各班で研究

要旨をＢ５判１枚作成し、スライドを用いて口頭発表会を実施した。 

⑤ 課題研究の分野 

物理１班（４名）、化学２班（２名・２名の計４名）、生物３班（５名・４名・３名の計１２名）、地学２班（２

名・４名の計６名）、情報３班（４名・４名・４名の計１２名）、数学１班（３名） 

＜仮説の検証＞ 

本校の課題研究は、第２学年から総合科学科３クラスの生徒全員で取り組んでいるが、この第１学年でこの科学

探究基礎を受講した生徒が、第２学年の「総合科学Ⅰ」の課題研究でグループリーダーとして活躍した。そして、

科学探究基礎で取り組んだ研究を、総合科学Ⅰで引き続き取り組んでいる生徒も多く、より研究を深めることがで

きている。さらに、科学探究基礎の選択者から、グローバルコースを選択して、英語による口頭発表を行った者も

おり、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、小学生対象の科学講座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。 

 平成２４年度からの第２期目指定に際して、新しく設定した「科学探究基礎」の実施が、本校の課題研究全体の

レベルの向上に貢献することができている。 
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（３）総合科学Ⅰ 

２年次に実施している学校設定科目である。１学期はオリエンテーションを行い、２学期より本格的に課題研究

に取り組み、１１月の中間発表会を経て、３年次の６月に実施する予定の課題研究発表会での発表を目標とする。 
＜仮説＞ 
① ４・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・実験の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、実験データの収集方法、実験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（６月）や大学訪問研修を７月（授

業外）に実施することで、なお一層の意欲の向上が期待できる。 
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、課題研究の取組内容を充実させることができる。また、３年生時の「総合科学Ⅱ」２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 大学訪問研修のポスター発表で、ポスターの作成の仕方や注意点などを学び、総合科学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。 
＜研究内容・方法＞ 
① 対  象 ： 総合科学科２学年３クラス(１１８名)     ② 単位数 ：２単位 
③ 教員配置 ： 数学科１名・理科１１名・情報科１名 
④ 授業の構成   

毎週火曜日に実施。４月から６月までは、下表のスケジュールで３クラス６展開で同時に、計６コマの授業

を行う。８月下旬以降は分野別に分かれ、２名以上の班を作り自由テーマによる課題研究に取り組む。 
 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 数独について 
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 

 授業のスケジュール 
回 月 限 内容 

１ 
｜ 
６ 

４月１９日 ５ 
各科目オリエンテーション 

（物理・化学・生物・地学・情報・数学） 
４月２６日 ４・５ 
５月１０日 ５ 
５月１７日 ４・５ 

７ ５月３１日 ５ 全体オリエンテーション 
８ ６月２１日 ４・５ 班およびテーマ決定① 
 ※ ６月２５日（土） 総合科学Ⅱ 「課題研究発表会」視聴 
９ ６月２８日 ５ 班およびテーマ決定② 

 ※ ７月１２日（火）～２９日（金） 大学訪問研修 
※ ８月３０日（火）・３１日（水） 大学訪問研修ポスター発表 

１０ 
｜ 
２４ 

８月３０日 ５ 

課題研究 
 

  ［内容］ 
実験 
中間発表会の要旨とポスター作り  
発表練習など 

９月６日 ４・５ 
９月１３日 ５ 
９月２０日 ４・５ 
９月２７日 ５ 
１０月４日 ４・５ 
１０月１８日 ５ 
１０月２５日 ４・５ 
１１月１５日 ５ 

 ※ １１月２４日（木） 総合科学Ⅰ 「課題研究中間発表会」 全班 ポスターセッション          
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２５ 
｜ 
３１ 

１１月２９日 ５ 
課題研究 

 
［内容］ 

   実験 
   １年間のまとめと来年度に向けて 

１２月６日 ４・５ 
１月１７日 ５ 
１月２４日 ５ 
１月３１日 ４・５ 
２月６日 ５ 
２月１４日 ４・５ 

 
⑤ 課題研究のテーマ選択と研究の経過 
・春期休業中の課題として、１人３テーマ課題研究の実験方法を検討し、レポートとして提出させる。 

  ・５月３１日（火） 生徒から提出されたテーマ一覧を作成し、配布し、「物理」、「化学」、「地学」、「生物」、

「数学」、「情報」から課題テーマ分野を選択、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

した。 
・６月２８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）。既に２１日（火）に決まっている班は

この日から担当教員の指示に従って研究開始。 
・１０月中旬～  中間発表会要旨原稿作成指導 →初稿提出締切１１月４日（金） 
・１１月上旬～  中間発表会ポスター (Ｂ１判) 作成指導 →初稿提出締切１１月１７日（木） 
・１１月２４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） 

＜仮説の検証＞ 
この総合科学Ⅰでは、実験計画を自分たちで立て、実験を行い、その結果から次の実験をどのように組み立

てるのかなど一連の作業を体験することを大きな目的としている。｢総合科学Ⅰ｣の授業計画として、開始時の

４月から６月に、各分野で実験・実習のオリエンテーションを実施した。各科目の特徴や実験の準備に必要な

事項、実験の流れを考え、実験結果をいかにまとめるかを学んだ。その結果として、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よ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。また、課題研究のテーマを考える春期休業中の課題レポートは、多くの生徒が真剣に取

り組んだ。テーマの近い数人で班を作ったりしていたため、テーマに対する興味があり、積極的に研究内容や

方法を考える班も多かった。 
今年度は、１１月に中間発表会があり、その準備を通して一度研究結果の整理ができる。中間発表会では、

来てくださった方々から多くのアドバイスや質問をもらい、今後の研究を進めるうえで各々の課題を見つけ再

確認して、継続研究に対し意欲を高めることができた。１２月以降は、次年度の総合科学Ⅱにおける６月の本

発表会を目指して、中間発表で明らかとなった新たな課題を解決していく。６月に「課題研究発表会」を見学

したため、どのようなゴールなのかはイメージができており、課題研究に対する姿勢はとても積極的である。 
発表の技術向上に関しても、発表の機会は２年次だけで、大学訪問研修のポスター発表と課題研究中間発表

会（ポスター）の２回ある。８月下旬でポスターの作り方や見せ方、話し方などを経験することで、１１月下

旬の中間発表会で見やすい、聞きやすい発表の仕方を自分たちで気づくことができていた。特に熱心な班にお

いては、自分たちの言葉で話しており、研究内容を説明しようという意図が伝わってくると評価されている。 
＜今後の課題＞ 
   テーマ設定が課題と思われる。自らテーマを考えるため、単発のテーマが多くなり、次年度に継続しなくな

る。継続しないためデータ数も少なく研究としては薄くなる。生徒の興味関心は重要視しつつも、テーマの継

続を検討していかなければならない。 
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（４）総合科学Ⅱ 

＜仮説＞    
 第１学年の「社会と情報」（２単位）で情報処理・発信の学習を定着させ、第２学年の「総合科学Ⅰ」（２単位）

で課題研究に取り組み始め、１１月の中間発表会までに一定のまとめを行い、発表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）を選択した生徒は、その内容を発展させて研究する者、「総合

科学Ⅰ」から所属する班でのリーダーとして活躍する者もいる。 
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の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できる。さらに第３学年の６月２５日(土)の発表

会で充実した内容の発表をすることができ、プレゼンテーション能力およ

び研究者として必要な自発的・創造的な研究態度の向上を図ることができ

る。「科学英語基礎」受講生の班は英語による口頭発表を行い、英語による

プレゼンテーション能力を高める。 
＜研究の内容・方法＞ 
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 
・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月に発表要旨（Ａ４版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２５日（土）１２時～１６時２０分 「課題研究発表会」於 大阪府立大学Ｕホール 
   １２時～１２時４５分 ポスター発表 前半の部（２年生対象）   
   １３時～１５時３０分 口頭発表の部、招待発表、講評 
   １５時３０分～１６時２０分 ポスター発表 後半の部（１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） 
ポスター発表：２３班 
招待発表：大阪府立三国丘高等学校化学班「布の吸湿量と温度変化の関係」 

＜仮説の検証＞ 
① プレゼンテーション能力の向上 
ポスター作成技術・プレゼンテーション能力については、｢情報と科学｣・「科学探究基礎」（選択）・｢総合科学Ⅰ｣・

｢総合科学Ⅱ｣の授業で学習、作成経験を積み重ねることにより、各個人がその作成技術を確実に習得できている。

また、教員も授業をはじめとする教育活動でパワーポイントによる作成資料などを用いることが多く、それを見る

ことにより、生徒たちのプレゼンテーションの能力の向上も図られている。 
その結果として、第３学年６月の課題研究発表会においては高校生の域を超えた発表が数多く見られた。また、

発表の要旨のアブストラクトを英語でまとめたり、口頭発表のアブストラクトを英語で発表した。 
② 自発的・創造的な研究態度の育成 
中間発表会（２年次１１月）で、大学や他の高校の先生方から、様々な質問や指摘を受けて、班のメンバーで議

論を行い、再度文献を探すなど、実験方法を見直したりすることで、自発的・創造的な研究態度の育成をはかるこ

とができた。第３学年になり、発表が近づいてくると研究結果の集約を進める過程でデータの不足や疑問点に気づ

き、課外時間や休日にさらに追実験を行うなど、積極的に取り組む班が多くみられた。 
＜今後の課題＞ 
英語による要旨の記述部分や、口頭発表でのアブストラクトの英語での表現は、内容を英語に変えるだけではな

く、科学分野での研究発表特有の英語によるプレゼンテーションの方法があり、それらを学習する必要性があると

いう課題があることがわかっていたが、まだ充分に指導できていなかった。今後の課題として取り組みたい。 
また、評価や、生徒の研究計画・目標設定にも活用できるとして、現在検討している「パフォーマンス評価（ル

ーブリック／ポートフォリオ評価法）」を、導入していきたい。 

分野 選択者 テーマ 教員

物理  ２０   ６ ２ 

化学  ２４   ６ ３ 

生物  ４５  １２ ３ 

地学  １１   ４ １ 

数学   ２   １ １ 

情報   １５   ４ １ 
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＜５年間のまとめ＞ 
 平成２４年度までは「総合科学Ⅰ」の単位数が２単位であったが、学習指導要領の改訂に合わせた本校の教育課

程の改訂で、平成２５年度の第２学年から「総合科学Ⅰ」が１単位、第３学年の「総合科学Ⅱ」を２単位で実施せ

ざるを得ない状況となった。この時は、中間発表会を２年の３学期（２月）に実施するなど、それまでの指導計画

から変更して臨んだが、第２学年で実験を進まないので、研究が深まりにくく、何とか教育課程を再検討すること

で、平成２７年度の第２学年からは、再び「総合科学Ⅰ」を２単位確保することができるようになり、課題研究を

発展させることができ、成果が上がっている。 
 第１期の指定に続き、課題研究の指導方法に関しては、全教員で検討をして改善を進めてきた。その結果、２年

時のオリエンテーションから、最終の課題研究発表会までのプログラムを、一定確立することができ、今年度末に

は生徒用の「課題研究マニュアル」（６４ページの冊子）を発行することができた。来年度以降は、このマニュア

ルを全生徒に配布して活用するとともに、他の学校へも普及に努めたい。さらに、今後は評価も含め、生徒たちに

目標・研究計画の設定・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法）」の本格的な

導入を検討、実施したい。 
 
（５）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

研究への取組や、研究発表の方法の改善をはかることができる。さらに、「科学英語基礎」を受講したグローバル

コースの生徒は、英語による課題研究の発表に取り組み、科学の分野における英語の重要性に気づくとともに、そ

の成果を海外にも発信していくことができる。 
＜研究内容・方法＞ 
① スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会：平成２８年８月１０日（水）～１１日（木）に 神戸国際 
展示場で開催された発表会（文部科学省主催）には、校内選考で選ばれた数学１班が本校の代表として、「完全 
方陣」というテーマでポスター発表を行った。審査の結果、２０校が選出される「ポスター発表賞」を受賞した。 

② 全国数学生徒研究発表会（マスフェスタ）：平成２８年８月２７日（土）に、大阪府立大手前高等学校主催の数 
学分野の研究発表会が京都大学で開催された。今年度は、本校の数学１班が発表して高い評価を得た。 

③ 大阪府学生科学賞： 今年度は本校から３つのテーマで出展し、平成２８年１０月１４日に行われた審査の結果、 
生物１２班の「植物の蒸散と成長量」の研究が「優秀賞」（教育委員会賞）を受賞した。 

④ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ）：平成２８年１０月２２日に開催された。エルおおさかで行われた 
午前中の代表発表では、数学１班が「完全方陣」のテーマで口頭発表を行い、本校１年の「科学探究基礎」受講 
者４０名が参加した。午後は、大阪府立天王寺高等学校に会場を移し、化学の分科会で、化学４班が「炎色反応 
を利用したろうそくの作成」のテーマで口頭発表を行った。また、体育館で開催されたポスター発表は、４件参 
加した。テーマは、「ニホンアマガエルの体色変化と環境条件」（２年生物２班）、「ビオトープ池のプランクトン 
の変化」（サイエンス部）、「ＳＳＨオーストラリア海外研修」、「ボルネオ海外研修」の４つである。 

⑤ 台湾の国立彰化高級中学校との合同発表会への参加：平成２８年１２月２３日(水)には、長く交流を続けてい 
る国立彰化高級中学校との第３回目の合同研究発表会が開催され、本校からは３年生の課題研究班の３名が代表

として参加し、英語による３題のプレゼンテーションと学校間交流を行った。 
＜仮説の検証＞ 

いずれの発表会においても、本校の生徒は、高いプレゼンテーション能力を持っていると評価された。また、質 
疑応答の様子などを見ても、研究の成果を自分のものにして積極的に研究の成果を伝えようとしていることが伺え、

大きな成長の跡が見受けられた。大阪府学生科学賞でも、今年は「優秀賞」を受賞した。これで、７回連続で受賞

（うち、３回は最優秀賞）するなどの成果があり、課題研究への取組が生徒の探究能力の向上に寄与している。ま

た、課題研究発表会でも、学校設定科目の「科学英語基礎」受講生が英語による口頭発表を行った。また、台湾で

の合同発表会でも英語による発表を３題行った。発表そのものは練習の成果もあってうまくでき、国際交流として

も大きな成果を上げることができたが、彰化高級中学校の生徒の発表と比べると、英語によるプレゼンテーション

能力は劣っており、さらに実践的な英語運用能力を向上させる必要があることを痛感した。 
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３. 国際化に関わる取組 

 

（１）総合科学科の英語教育 

＜仮説＞ 

①  第１学年の総合英語Ｂ（平成 28 年度より英語表現基礎に科目名を変更。内容は同等。）で２０名・２展開

授業を行うことで、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  文法力・単語力に重点を置き、２年時の実用的な英語能力の習得を推進する。 

 ③  ４技能（聞く・話す・読む・書く）を含んだ指導を行い、第２学年時の課題研究発表会において、英語の

発表を行えるようなプレゼンテーション能力、リスニング能力、アブストラクト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。 

＜研究内容、方法＞ 

①  教育課程 

  「総合英語Ｂ／英語表現基礎」は１学年において２単位が設定されている。本校は６５分授業で、２週間に３

回という非常に少ない授業数である。受講者は１学年総合科学科１２０名（平成２８年度より、学校設定科目

ACT の施行により、受講者は９７名である。）である。不十分な時間の中で、より効率的な成果を上げるため

にクラスを２展開に分け、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。 

 ② 学年行事における総合科学科生徒の英語への肯定的な取組 

  学年主催の「英単語コンテスト」（桐原書店Data Base3000より出題される100問問題を国際文化科・総合科 

学科生徒が受検、優秀者は表彰）において、事前学習プリント等を活用しながら、上位者を出す。１・２学年 

受験のＧＴＥＣ for Students-Basic-のスコアを判断材料として活用する。 

③ 第２学年の英語理解の授業において、読解のみならず、リスニング能力、会話能力の向上のため、ネイティ 

ブによる全員インタビュー試験を行う。 

④ 「総合英語Ｂ」の授業計画 

授業は２講座を２名の教諭が指導し、毎授業ごとに文法項目及び教授法などについて公平性を出すよう綿密に

打ち合わせ、授業を行う。６５分の中で、講義型の授業のみならず、参加型のペアワークやグループワーク、

時にネイティブの指導なども加えた総合的な英語の教授を行う。 

＜仮説の検証＞ 

 平成２３年度に１年生に向けて行った英語の授業アンケートのうち、設問６と設問７の結果を、平成２４年度～

平成２８年度の結果を比較すると、以下のようになった。 

【設問６】授業を受けて、知識や技能が身についたと感じている。 

①よくあてはまる。 ②ややあてはまる。 ③あまりあてはまらない。 ④まったくあてはまらない。 

【設問７】授業内容に、興味・関心を持つことができた。 

①よくあてはまる。 ②ややあてはまる。 ③あまりあてはまらない。 ④まったくあてはまらない。 

設問６の「知識や技能」について、肯定的に答えた（①よくあてはまる・②ややあてはまる を選択した）生徒

の割合の推移は、実施前の平成２３年度：５４．９％から、２展開授業を行なった実施後の平成２４年度～２７年

度の平均値が：７６．５％に、平成２８年度の第１回アンケートにおいては８６％と大きく上回った。「興味・関

心」では、実施前の平成２３年度の５４．０％から、実施後の６８．９％にと大幅に向上し、平成２８年度第１回

アンケート結果においては８６、６％となっている。今年度の取組では、国際文化科で培ったノウハウを活用する

ために国際文化科において複数年指導経験のある教諭を配置し、内容に趣向を凝らし、学問的アプローチよりも、

言語活動的アプローチ（生徒の言語活動量の増加）を増やすことが、より高い数値を獲得できた要因であると推測

する。このことから、過去５年間において、総合科学科の生徒の英語に対する興味関心、知的好奇心を高めること

に成功した。昨年度より新設された学校設定科目ＡＣＴにより1部展開授業が偏ったことから昨年度の数値はやや

下がったが、今年度においては、改善されている。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。 
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 昨年度の新設科目ＡＣＴとのバランスの取れた指導をしていくことで、より効果的な英語能力の育成を図ること

ができた。今後も、1 年時の展開授業を経た生徒が、英語に対する苦手意識を払拭し、肯定的な姿勢でより高度な

英語教育に取り組むことができるよう、様々な手法や対策を通じてアプローチを続けたい。同時に、より興味関心

を高めるために行った、ネイティブ講師のインタビューや、英作文指導により知的好奇心を刺激し、向上心を形に

することで、英語を学ぶ意義を理解し活動できたと考えている。 

 
 
（２）グローバルコース（ＧＥＴ） 

＜仮説＞ 

国際文化科を併設している利点を最大限に生かし、英語科との連携のもとで、総合科学科の英語教育を抜本的に

改革することで、科学研究における英語の能力の重要性に気づかせ、英語の運用能力を高める。また、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。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る。 

＜研究内容・方法＞ 

①� 実施方法 

グローバルコースの生徒は、１年次に選択科目「Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｔｒａｉｎｉｎｇ（ＧＥＴ）」

を履修し、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素養を身につける。この基礎力をもと

に、２年次は「科学英語基礎」を履修し、さらなる科学英語の習得に取り組みながら、課題研究発表で研究した内

容を英語で発表できるようにする。 

「ＧＥＴ」の授業内容は、海外の大学でも通用する英語を身につけるために、ＴＯＥＦＬに特化したもので、非

常に難易度の高い学習内容となっている。 

②実施の状況 

 今年度は総合科学科１年生２８名（昨年は１８名）が「ＧＥＴ」を受講し、そのうち１６名（昨年は４名）が今

年度から新たに設けた学校設定科目「ＡＣＴ Ⅰ」を選択受講した。「ＧＥＴ」も「ＡＣＴ Ⅰ」も今年度からスー

パーイングリッシュティーチャー（大阪府教育委員会がＴＯＥＦＬ ｉＢＴスコア向上を目指して採用した教員）

が担当した。生徒にとって難易度の高い内容ではあったが、授業内容を工夫して生徒の活動を中心とすることで生

徒にも取り組みやすくした。リーディングでは少し容易にした科学論文を読ませ、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴに出題され

るような会話を題材としてスキットをさせたり、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴに出題されるようなテーマについて話した内

容に対してアドバイスを英語で書くなどの活動で、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴに対応できる基礎を養う英語全般の力を伸

ばすようなものであった。昨年度より、１、２年生全員がＧＴＥＣ受験している。生徒たちは生き生きと非常に積

極的に取り組み、自然にお互いに教えあい英語での発話があるなど進展がみられた。「ＡＣＴ Ⅰ」を受講している

生徒は、大阪府教育委員会主催のＴＯＥＦＬ ｉＢＴチャレンジ事業の一環として、３学期にＴＯＥＦＬ ｉＢＴ模

擬テストにも取り組んでいる。 また、グローバルコース開設以外にも、英語科の協力を得て、通常の総合科学科

「総合英語」の時間の一部を２０人の少人数クラスで実施し、ＡＬＴとのティームティーチングも行った。 

＜仮説の検証＞ 

 英語科と連携して、総合科学科の英語教育のさらなる充実を図り、海外の大学でも通用するアカデミックな英語

力の基礎を養うことができた。来年度以降は「科学英語基礎」を受講し、課題研究発表会でも英語で発表できる力

をつけ、海外進学も視野に入れられるよう指導していきたい。 

 

 

（３）科学英語基礎 

＜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したり、英語による発表用ポスターやスライドの作成を経験す
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ることなどによって、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。 
＜研究内容・方法＞ 
① 実施方法 

１年次に学校設定科目Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｔｒａｉｎｉｎｇ（ＧＥＴ）を履修した生徒のうち、

希望者は第２学年で「科学英語基礎」を履修する。この科目では、１年次のＧＥＴで築いた基礎力をもとにさら

なる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。理科

教諭１名、英語科教諭１名、ＡＬＴ１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 

「科学英語基礎」開講４年目の今年度は、総合科学科第２学年２名が受講した。ＡＬＴ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。毎回授業の開始時に、その授業の実験に関する英語の専門用語をＡＬ

Ｔに解説してもらい、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。科学実験

では、実験前に生徒自身に仮説をたてさせ、その仮説を検証するための実験計画を立てさせた。実験は５回程度

行い、各実験の次の授業でポスターなどを作成し、実験のまとめを英語で行った。最後の実験では、英語のスラ

イドを作成し、担当外の教員も含めて数名の前で英語で口頭発表を行い、英語で質疑応答などを行った。 
＜仮説の検証＞ 
 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。

実際にポスターやスライドの作成や発表の体験をすることで、科学英語で用いられる特有の表現を学び、３年次の

課題研究発表会における英語での発表につなげることができた。 
 

 

 

（４）台湾スタディツアー 

＜仮説＞ 

 台湾スタディツアー（修学旅行）において国際交流を行い、国際社会に生きる人間としての自覚を身につける。

また、台湾北部の野柳地区の自然を体験することにより、日本とは異なる様々な自然環境を知り、そこで暮らす人々

の生活を知る中で、グローバルに活躍できる資質を養う。 

＜研究内容・方法＞ 

① スタディツアーの概要 

 1) 実施日時：平成２８年１１月９日（水）～１２日（土） 

 2) 行先：台湾北部（台北市を中心に）（下記の日程参照） 

 3) 参加生徒：２年生、総合科学科１２０名、国際文化科１６０人 

② 行程 

９日（水） １０日（木） １１日（金） １２日（土） 

7:30 関空集合 

10:00 出発 

12:20 台湾到着 

14:30 台北市着、忠烈 

祠、故宮博物院見学 

17:30 夕食 

21:20 九份見学 

21:30 ホテル着 

8:00 ホテル発 

9:00 学科別研修 

・ＩＴ企業訪問コース 

・野柳地質公園コース 

12:00 昼食 

13:00 選択体験学習 

17:00 夕食 

18:40 士林夜市見学 

21:00 ホテル着 

8:30  ホテル発 

9:00 中歴高級中学と交

流(各自昼食) 

14:30台北市内で、景文

科技大学の大学生と

Ｂ＆Ｓプログラム 

18:00 ホテル着・夕食

 

9:00 ホテル発 

11:30 空港到着 

14:20 空港出発 

17:50 関空到着・解散
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③ 事前学習 

・スタディツアー委員中心に台湾の文化・言語・自然環境を情宣活動 

・クラスホームルームにて、資料の配布、掲示等により台湾についての学習 

＜仮説の検証＞   

 観光目的とはせず、台湾北部地域（おもに野柳地区～亜熱帯気候）における地形や動植物の観察を重視し、日本

の自然と比較したレポートを作成させることで、台湾に自然への理解が深まった。また、国立中央大学附属中壢高

級中学の生徒との交流や景文科技大学の大学生とのＢ＆Ｓプログラムを通じて、英語を通しての交流にも力を入れ

た。特にＢ＆Ｓプログラムでは、数人のグループに大学生が１人ついて、本校生徒が事前に計画していた台北市内

の観光コースを英語で案内してもらい、英語でのコミュニケーションの重要性を体感することができた。国立中央

大学附属中壢高級中学との交流では、５月に本校に同高級中学が来訪された関係もあり、事前に知りあっていた生

徒も多く、おみやげの交換なども行われる中で終始和気あいあいとした雰囲気で進められ、交流が深まり有意義な

取組であった。 

＜５年間のまとめ＞ 
国際・科学高校で実施する旅行として、最初の３年はシンガポール・マレーシアへ、残り２年は台湾へスタディ

ツアーを行った。日本にはない地形や気候、動植物を実際に体感・観察することで、生物・地学分野での興味・関

心を高めることができ、理解もより深まったと考えられる。また、理系の現地学生との交流も取り入れることで、

文化や言語などの異文化を体験するだけでなく、英語を使って積極的にコミュニケーションをとろうとする意欲が

高まった。授業で習ったことを単なる知識としてとどめるのではなく、より深く理解したり、発信していくという

点で、このスタディツアーはとても有意義なものであった。 
 

 

（５）オーストラリア海外研修 

＜仮説＞ 

オーストラリア海外研修を行うことによって、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」の向上を図ることができる。また、

英語を必要とするところに身をおくことにより、学習への意欲を喚起することができる。さらに、海外の施設

の見学・学習を通じて、世界的な広い視野を身につけ、他国と日本の違い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ことができると考えられる。ニューサウスウェールズ大学（ＮＳＷ）で Mike 
Manefield 教授の英語による生物学についての研修、およびマッコリー大学（Ｍｑ）での「動物行動生態学」

に関する研究施設見学やKen 教授による研修、姉妹校であるモスマン高校の見学を実施することで、今後の海

外研究機関や姉妹校との共同研究にいたる基礎を築くことができる。 
また、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。 

＜研究内容、方法＞ 

① 事前研修について 
１）参加者説明会 
  平成２８年６月１４日 本校  
２）事前研修 
 第１回 平成２８年６月１４日 本校  

「日本とオーストラリアの生物、特に植物相の比較」教諭 木村進 
 第２回 平成２８年７月２０日 本校 

「事前研修、及び研究発表会」発表者 参加生徒（５名） 
３）事前研究（７月１２日～７月２０日まで） 

    Ａ班：植物 Ｂ班：動物 Ｃ班：星 に分かれて、オーストラリアのことについて調べて、７月２０日に

本校にて発表を行った。 
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② オーストラリア海外研修の内容 
 １）現地研修の概要 
  ・実施時期：平成２８年７月２７日（水）～８月２日（日） ６泊７日（機中泊含む） 

・実施場所：オーストラリア（シドニー・ブルーマウンテンズ） 
・生徒一人当たり費用：約２５万円（宿泊費・研修費等、食費など現地での諸費用別途) 
・引率教員：藤原和美（首席、英語科） 中村貴亮（教諭、数学科） 
・参加生徒 ： １年生 男子１名、女子２名 

２年生 男子２名             計５名 
 
２）実施の状況 

＜現地一・二日目＞ １６：００に関西国際空港に集合、予定通り出発した。香港経由で約２０時間の移動であっ

た。シドニー空港到着後、オーストラリアの冬は日本と違い肌寒いが、天気も良く心地いい気候であった。その後、

ワゴン車にてNew South Wales 大学へ移動した。大学では昼食後、Mike Manefield 教授の研究室に向かい実験室

見学や研究についての説明を受けた。英語のみの講義や見学だったので、聞き取ることに苦労があったようだが、

参加した生徒はこの研修での初めての行程に集中し、皆熱心に講義を聞いていた。 
＜現地二日目＞ 朝７時より、大型ワゴン車にてブルーマウンテンズへ移動した。更に移動して目的のジェノラン

ケーブへ到着した。つなぎ、ヘルメットを被ってアドベンチャーツアーに参加した。命綱を頼りに降りる崖や、人

が一人体を滑らせて入っていくような狭い洞窟の中をくぐりぬけるなど、自然の驚異を実感できた。その後例年で

あればカモノハシを観察するのであるが、付近が落石のため通行止めで見学できなかった。その日は山の中にある

コテージに宿泊した。宿舎から車で数分移動すると、たくさんの野生のカンガルーが群がっていて、生徒達も十分

に観察できた。夜は星の観望会を行い、南半球でしか見られないたくさんの星が観測でき、流れ星も確認できた。 
＜現地三日目＞ 朝食の後、オリエントケーブ鍾乳洞を見学した。何千年もかけて出来上がった美しい鍾乳洞の説

明や歴史を学んだ。そのまま世界最古の生物といわれているストロマトライトの見学と説明を受けた。その後パル

ピットロックという先の尖った崖の展望台へ行った。周りはユーカリだらけで、なぜこの山は山火事が起こり、ユ

ーカリばかりの山になるのか、ブルーマウンテンズと呼ばれる理由や、山火事で焼けてしまった幹から新しい芽を

だすユーカリなど、オーストラリアの自然を実際に見ることができた。 
＜現地四日目＞ 朝からタロンガ動物園で、たくさんの動物に触れたり、説明を受けたりして、オーストラリア特

有の動物について研修を深めた。 
＜現地五日目＞ シドニー市内の王立植物園を散策。日本では見られない特異な形態の植物や野鳥などの観察をし

た。.姉妹校である Mosman 高校に行き、校内見学を行った。化学の実験に参加させていただき、刺激を受けた。

昼食をとってマッコーリー大学へ移動した。マッコーリー大学では毎年お世話になっているKEN 先生の講義を受

け、生徒達は最後の講義というのもあって真剣に英語を聞き取り学ぼうとしていた。KEN 先生は記憶の定着には

復習よりもテストすることだということや、試験勉強は実際の試験と同じ環境で行うと最大限に力が発揮できる事

を教えて下さった。夜にはシドニー天文台へ移動し、3D シアターで 5 分ほどの映像を視聴したり、望遠鏡の説明

を聞いたり、観望会を行ったりした。小さなプラネタリウムの中で星の説明などを受けた。 
 
以上で、すべての研修を大きな問題もなく終了することができた。参加生徒５名は、研修を通じて自然科学への

興味を深めるとともに、今回は少人数のメンバーであったため特に集中して行程に参加できたものと思われる。ま

た、はじめは口数の少なかった生徒も、次第に打ち解けて勉強だけでなくたくさんの話題を共有して充実した毎日

を送ることができた。そして、各研修場所で積極的に取り組む姿勢を互いに向上させながら研修を終えた。 
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ジェノランケーブでのアドベンチャーツアー 

 
スリーシスターズのミニトレッキング

で雲海の下をハイキング パルピットロック展望台 オリエント＆テンプルオブバール鍾乳

洞 

 
タロンガ動物園 ストロマトライト モスマン高校授業交流 

 
③ 事後研修 
９・１０月の放課後 本校 第２ＬＡＮ教室等にて「SSH オーストラリア海外研修報告」と題して、研修内容

について発表用ポスターを作成した。これらのポスターをもとに、１０月２２日に天王寺高校で行われた大阪府生

徒研究発表会（サイエンスデイ）で、１１月２４日には本校の課題研究中間発表会にてポスター発表を行った。 
 
＜仮説の検証＞ 
 平成２２年から始まったオーストラリア海外研修は今回で７回目である。昨年までの３年間は科学技術人材育成

重点枠に指定されていたので、府内の連携校との合同研修を実施していたが、今年度は基礎枠で本校生徒のみの実

施となった。生徒数５名という少人数での実施であったが、以下のような点で、非常に効果のある取組であった。 
・日本とは比べものにならない規模の大きいオーストラリアの自然を体感し、自然の偉大さを知ることができる。 
・そこで生きる動植物の観察を通して、生物学・自然科学への興味をさらに引き出し今後の学習意欲の向上に資す

ることができた。 
・研修中終始使われる英語という語学の大切さ、その必要性も体感することができた。 
・研修前後の発表での準備なども自ら考え、行動力や工夫する考察力を身につけられる。 
・少人数での開催であったため、説明も集中して聞くことができ、また、生徒たちの交流においても、さまざまな

意見交換を教員も交えて積極的に行うことができた。 
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また、研修実施後の生徒アンケートによると、オーストラリアの大自然を実感できたことや、姉妹校との英語で

の交流が非常に印象的で楽しい思い出を作ることができたとのことであった。大学での講義を英語で聴講したこと

については、難しさもさることながら、理解しようとする思いが非常に強く芽生え、全体として、科学に対する興

味を深め、普段できない経験をすることができ、非常に満足であるとの回答を得た。 
＜今後の課題＞ 
 今回の研修では海外の研究機関（New South Wales 大学・Macqarie 大学）と連携した。参加者の英語レベルで、

英語のみの講演内容を理解するのは非常に難しかった。しかし、語学の重要性については、事前の準備を多くする

などして今後もこの取組は続けていきたい。足りないことを知ることで、研修後の学習意欲の向上につながってい

る。また、モスマン高校との交流についても、同年代の高校生と交流することは国際感覚を養う上でも必要である

と考えられる。今後とも、オーストラリアの自然への興味関心をさらに深め、英語能力をさらに高めるためのプロ

グラムなども取り入れた研修を計画実施していきたい。 
＜５年間のまとめ＞ 
 これまで７回実施したオーストラリア海外研修のうち、平成２５～２７年度の３回は「科学技術人材育成重点枠」

による連携校との合同研修で、その以外の４回は本校単独での研修であった。合同研修と本校単独の研修を比較す

ると、その長所と短所がどちらにもあると言える。合同研修の長所は、他校の生徒との交流を通じて、特に自然科

学について学習意欲の高め合いが可能であることである。また、貴重な高校生活の中で、他校の生徒と寝食を共に

する経験をすることで、一生の友を得ることができ、また、進路や高校生活について様々な意見交換をすることで

人格形成に非常に大きな効果があると言える。短所としては、移動の疲れもあって生徒同士のコミュニケーション

が取れるようになるまでに、時間がかかったことがあげられる。単独研修の長所は、生徒個人が比較的自由に行動

でき、疑問をガイドや訪問先で自分の言葉や感性で表現できたことである。時間についても、生徒の誘導等に時間

がかからないため、ゆとりある行程であった。短所については、本校生徒のみであったため、生徒同士での学習意

欲の刺激が少なかったことである。今後は予算の配分と合わせて検討していく必要がある。 
 
 

（６）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。 
 

＜研究内容、方法＞ 

① 事前研修 
・サラヤ株式会社の中西宣夫氏によるボルネオ保全トラストの講義（全３回） 
  ボルネオでの野生動物と人間との関係や、産業と自然環境との関係などについて学んだ。学んだ内容に基

づいてグループに分かれ、政府や就労者、動植物などそれぞれの立場に立って持続可能な開発についてどの

ような考えを持つか話し合った。それぞれの立場に立って初めて見えてくる課題を考えることができ、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。 
・教員による「ボルネオの自然」に関する事前学習。 

生徒の事前学習報告会に向けてパワーポイント作成。 
クアラルンプールの訪問校での英語による発表会の準備。 
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② ボルネオ海外研修の内容 
 １）現地研修の概要  （ＳＳＨ・ＳＧＨ合同プログラム） 
 ・実施時期 平成２８年８月１５日（月）～平成２７年８月２１日（日）（６泊７日） 
 ・実施場所 ボルネオ島（コタキナバル近郊）、クアラルンプール 
 ・引率教員 ３名 
・参加生徒：総合科学科１年生 女子１名、国際文化科２年生 女子４名  計５名 

 ２）行程と生徒の感想 
８月１５日（月） ～現地高校での発表準備～ 

関西空港から直行便でクアラルンプールへ。 

この日は、翌日の高校での発表を控え、遅くまで英語での 

発表の練習をした。サラヤ(株)の調査員、中西さんによる 

事前研修を踏まえ、２班に分かれた発表は、どちらも 

パームオイル・プランテーションについてだった。 

８月１６日（火） ～現地高校生と合同発表～ 
朝６時過ぎにホテルを出発し、クアラルンプールの公立高校SMK Taman Setiawangsa 校へ。全校集会で泉

北の生徒が紹介されたあと、最初の授業で環境問題に関する発表を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地の高校生は、容器ゴミのＲｅｄｕｃｅ について素晴らしい発表を行った。調べるだけに留まらず、

約２週間、学校にてマイボトルの普及運動をしたらしい。泉北生は、現地生徒の流暢な英語に圧倒され、か

なり緊張していたが、「環境」と「発展」の両立についてしっかり発表できた。発表後、マレーシアの輸出

額の約５％を占めるパーム油農園の在り方について、現地高校生から多くの質問が挙がった。 

Satiawangsa 校は７：３０～１３：３０ までが授業時間であり、この日は、合同発表の後、「環境」の

授業、高校生による「麻薬・飲酒・喫煙」の撲滅運動の紹介、昼食交流と丸々一日交流させて頂き、マレー

シアの高校生の真摯に勉学に励む姿にとても刺激を受けた。 

８月１７日（水） ～ボルネオ島 少数民族の家へホームステイ～ 
３日目は、ボルネオ島、モンゴル・バル村にて、ＪＩＣＡ 青年海外協力隊の渡会氏と共に、ホームステ

イ交流を行った。モンゴル・バル村は、政府が森林の伐採や、猟銃の使用を禁じる国立公園の中にある集落

で、保護地域への指定当初は、生活の糧を奪われた住民と政府の間で対立がおきたそうだが、間に入って、

森林の伐採によらない現金獲得の方法を開発してきたのが、この地でのＪＩＣＡの活動である。この日は、

渡会氏より、ムルット族の歴史や言語、習慣を教えていただいた。この集落の近くの都市で建設作業員をし

ても、日当は１４リンギット（４００円弱）程度。自給自足で生活を賄うことはできるが、貴重な現金収入

の手段となる、ゴムやアブラヤシ農園の開発が禁じられている事がいかに大変な事か教えていただいた。 

 

 

 

ホテルのロビーの一角で発表練習

ゴミ問題について発表する 
現地高校生 約 30 名の前で発表する泉北生 現地高校生と校内見学 
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８月１８日（木） ～モンゴル・バル村にて手工業体験～ 

竹の皮を編み、籠や雑貨をつくる工程を体験した。現在、モンゴル・バル村の貴重な現金収入を支えてい

るのが、ホームステイと竹細工製品の生産である。渡会氏の指導のもと、今では製品を定期的に仕入れてく

れるお店も獲得し、うまく軌道に乗り始めているようである。もともと、血縁関係にある家以外とは交流し

ないムルット族の集落において、住民の信頼を得、ホームステイや竹細工を提案し実現した渡会氏のお話も

ゆっくり聞かせていただいた。国立公園内に立地するこの集落では、猟銃による狩猟が禁じられている為、

今でも毒を塗った吹き矢による鹿や猪の猟が行われている（滞在中も鹿肉、猪肉をたくさんいただいた）。 

ゴムの採取は、ボルネオに暮らす多くのマレーシア人にとって、貴重な現金収入となっている。この村で

は、新たな農園の開発は規制されているが、既にあるゴム園にて採取の体験をさせて頂いた。家の裏には、

ゴムの他、ランブータンやマンゴスチンなど様々な植物でいっぱいだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月１９日（金） ～マレーシアの環境への取組と豊かな生態系を学ぶ～ 

この日の午前中は、コタキナバル近郊のピナンパン村で、河川と土壌の汚染防止に取り組むＮＧＯ「Clear」

の活動を見学した。Clear では水質を改善するバクテリアによる、周辺河川の浄化を行っており、その意義

や経過について講義を受けた。また「タカクラ式コンポスト」により有機肥料をつくり、周辺住民に広めて

いる。熱帯に属するボルネオ島では、激しい雨が土中の化学肥料を洗い流してしまい、土壌河川の汚染を引

き起こしている。有機肥料は化学肥料に比べ、土中からの流出が少なく、環境への影響も小さい。また、食

べ残しと培養したバクテリアで生産が可能なので、化学肥料を購入するより経済的なメリットも大きい。更

に、年中高温なこの地では、食べ物の分解も早く、コンポストによる肥料の生産はこの地に適しているよう

である。 

午後は、日本のＮＰＯ「ボルネオ保全トラスト・ジャパン」の岸さんと、パダンタラタック村の湿地帯へ。

今回、行けなかったマレーシア東部の熱帯雨林（現在外務省より渡航中止勧告が出されている）の開発が、

そこに暮らすオランウータンやゾウに、どのような影響を与えているか、お話しいただいた。その後、ボー

トにてリバーサファリで野生のテングザルとホタルを見ることができた。ホタルは日本のものと全く違う光

りかたをしており、幻想的なクルーズになった。川の上からも、ところどころアブラヤシの農園が見られた。

アブラヤシは、大豆や菜種に比べ単位面積当たりの収量も多く、収穫しやすい為、現在ボルネオの多くの農

家の経済事情を支えている。パームそのものが悪いのではなく、開発の仕方に大きな問題があるようだ。 

 

ホストファミリーの手伝い ホストファミリーとの交流 

竹細工体験 吹き矢体験 ゴム採集体験 
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８月２０日（土） ～動物保護の現状を知る～ 

私たちがボルネオの環境問題について研修に来た、と聞きつけた宿泊先の「パレスホテル」のマネージャ

ーより、急きょホテルの環境への取組について、お話していただいた。このホテルでは、食べ残しを有機肥

料にし、さらにその肥料で、レストラン用の野菜を育てる等、多くの取組をしており興味深かった。 

この日は、引き続き「ＢＣＴジャパン」の岸さんと共に、野生動物の保護センターへ行った。プランテー

ション農園の開発により、生活の場を奪われたオランウータンやボルネオ象は、餌を求めてアブラヤシ農園

を荒らすことがある。農園主は、罠や毒で対策をしているが、結果として傷ついた状態や、孤児の状態で発

見される野生動物が急増しているそうだ。ここでは、「ＢＣＴジャパン」が保護した野生動物も飼育されて

おり、職員の方の案内のもと、ボルネオに生息するゾウやオランウータン、テナガザル、シカなどの生態や

現状について学んだ。ボルネオゾウは、世界で約１２００頭しか生息しておらず、ＩＵＣＮのレッドリスト

に掲載される絶滅危惧種であるが、農園周辺では畑を荒らす害獣とみなされているそうだ。エコを謳う植物

性洗剤の原料の為に、ゾウの棲家が奪われているのが現在のボルネオ島の現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２１日（日） ～帰国～ 

コタキナバルを20：00 発の飛行機で発ち、クアラルンプールを経由し、翌朝７：３０に関西空港に到着

した。無事大過なく帰着する事が出来た。初めての海外旅行となった生徒が５名中３ 名、決して楽な行程

ではなかったが、皆が口をそろえて「来年も行きたい」という充実した研修になった。 
③ 事後研修 

研修旅行中は一人ずつテーマを持って研修を行っていたので、実施後にさらに研究を深めて、その研修内容

をまとめた研究レポートを作成。その際、ボルネオの自然に関する上記の事前研修で学び発表したり、現地で

研修したことについてまとめたりするだけでなく、来年度に引き続き研究が深まるように、わかったこと、さ

らに深めたいこと、疑問点が明らかになるよう作成した。校内で研修内容に関してポスターを作成して発表。

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。 
１０月２２日（土） 大阪府生徒研究発表会でポスター発表 
１１月２４日（木） 校内の課題研究中間発表会でポスター発表 

＜仮説の検証＞ 
 ボルネオ海外研修は少人数での実施であったが、以下のような点で、非常に効果のある取組であった。 
・実際の熱帯多雨林の中に入って森林の様子を体感することができた。実際の山間部の農家に宿泊したことは生 

水質改善活動の講義 ボートでリバーサファリ 野生のテングザル 

ホテルでの環境対策の講義 オランウータン 保護されたボルネオゾウ 
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 徒たちには貴重な異文化体験となり、地球環境に対する理解を深めることができた。現地でも日本の高校生の 
来訪は珍しいということで、政府の観光局やＪＩＣＡのクアラルンプールの事務所からも視察があった。 

・そこで生活している現地の人たちと交流して、国立公園内で、周りの植物を伐採することなく現地の人たちが

生活を維持していくしくみを実際に見ることができて勉強になった。その生活の支援に日本のＪＩＣＡが取り

組んでいることも知れて勉強になった。 
・参加生徒は、研修中終始使われる英語という語学の大切さ、その必要性も体感することができた。 
・研修前後の発表での準備なども自ら考え、工夫する考察力を身につけることができて、自己学習力の向上を図

ることができた。研修旅行中および、事前・事後研修では、少人数であるからこそ全員が協力する必要がある

ことを実感することができた。 
＜２年間のまとめ＞ 
 １年目の課題であった自然の中で熱帯雨林の素晴らしさを体感することを２年目に実現できた。また、ＳＧＨと

の協同プログラムを組むことができたので、自然科学を多方面から考えることができた。 
 

 

（７）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＞  

 台湾の台中市に近い彰化県にある国立彰化高級中学とは、平成２４年度以来、５年間にわたって相互に行き来

があり交流を続けてきている。このような背景のもとで、今後も科学の分野での交流を、共通の言語である英語

を用いて続けることによって、本校の総合科学科の生徒にも、科学技術に携わる者に必須の英語運用能力を高め

ることをめざす。それとともに、科学の分野における英語の重要性を認識させ、幅広い交流によって、国際的に

活躍できる科学者を育成できるものと考える。平成２６年度から取り組んでいる台湾における英語による合同研

究発表会を継続して開催することで、交流を深めるとともに、今後の合同発表会の継続や合同研究への足がかり

とすることができる。 

＜研究内容・方法＞ 

① 発表会の開催まで 

  国立彰化高級中学には科学のコース（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。

そこで、平成２６年５月に彰化高級中学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、当時１学年

化学担当の呉國禎設備組長に「本校の生徒が彰化高級中学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。この年は大阪府立泉北高等学校と彰化高級中学に加えて、彰化女子高級中学の３校での合同

研究発表会が行われた。その発表会の成功を受けて、昨年も本校と彰化高級中学との合同発表会が継続され、今

年も第３回目の合同発表会を開催することができた。 
② 合同研究発表会の開催 

・名 称：１０５學年度 數理專題研究聯合發表會（平成２８年度数理課題研究合同発表会） 
 Mathematics & Science Projects Forum 

・日 時：平成２８年１２月２３日（金）、午前９時００分～１１時２０分 
・場 所：國立彰化高級中学  
・参加校：泉北高校（発表３件）、彰化高級中学（発表６件） 
・形 式：使用言語は英語で、パワーポイントを用いた口頭発表会。 
・参加者：彰化高級中学（生徒約６０人＋教員８名）、泉北高等学校（生徒３人＋教員１名） 
・泉北高校の発表生徒  第３学年女子３名 

③ 発表会の様子 
   発表会は国立彰化高級中学校の生徒２名の司会で進められ、両校の代表者の挨拶・全員での記念写真の後、

最初に泉北高校の発表３件、その後、彰化高校から６題の発表があった。本校からは１年半の課題研究の成果を
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総合科学科３年生３名が「The Way to Remake and Recycle Chalks」、「Production of Candles Using a Flame」、
「Increase of Lactic Acid Bacteria」というテーマで、それぞれ英語でプレゼンテーションを行った。英語によ

る発表は事前の練習の成果もあり、スムーズに進んだ。彰化高級中学校の生徒は、ジェスチャーを交えて、原稿

も全く見ないで、かなり流暢な英語で発表ができる者が多かった。残念ながら、本校の生徒は原稿を見ながらの

発表で、内容的には高いレベルであったが、英語による発表という観点では、まだまだ不十分であり、今後に課

題を残した。 
＜仮説の検証＞ 

 国立彰化高級中学校において、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た。ＳＳＨ第

２期の指定時の課題の一つであった「英語による課題研究の成果の発信」が実現できた。第２期の指定時に、総

合科学科に「グローバルコース」を設けて、１年次には学校設定科目「ＧＥＴ」を、２年次には学校設定科目「科

学英語基礎」を開講し、その受講生に対して、２年間にわたって指導を行い、課題研究の発表要旨や発表ポスタ

ーをすべて英語にすること、口頭発表もすべて英語で行うことをめざしてきた。その結果、平成２６年度の課題

研究発表会では１０題の口頭発表の内３題を英語で、平成２７～２８年度も１題ずつ英語による発表を行った。

今回の発表者はグローバルコースの生徒ではなかったが、台湾で３題の発表を英語で行うことができた。これも

４年間にわたって相互に交流を続けてきた成果であり、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。また、生徒の感想にもあるように、発表そのものはうまく

できて、互いに研究内容の交流もできたが、自信を持って英語の発表ができたとはいいがたい状況である。しか

し、科学の分野における英語の重要性は痛感したようで、これが大きな成果であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊参加生徒の感想 

海外で自分たちの研究を発表できると聞いて参加したが、その準備はとても大変だった。指定校推薦の受験

後から、６月に行った校内での課題研究発表会の時のスライドと現行の英訳を始めたが、理科・英語の先生と

何度も検討しなおし、出発当日の昼まで練習をした。今まではグループで発表していたが、今回は一人での発

表だったのでとても不安だった。 

  彰化高校に着いたとき、温かく歓迎してくれてとてもうれしかった。日本語がある程度話せる生徒が何人か

いて安心した。会場は、各机にマイクが設置されている会議室のような部屋だった。発表は、練習どおりにで

き、向こうの生徒にも伝わっていたので頑張ってきた甲斐があった。私たちは、暗記してきた原稿をアウトプ

合同発表会 記念写真撮影 本校生徒の発表の様子 

休憩時間の生徒間の交流 彰化高級中学の施設見学 彰化高級中学の生徒による発表
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ットするだけで精一杯だったが、彰化高校の生徒の発表は、自分の言葉で発表していたので英語力の差を感じ

た。 

  発表後、彰化高校の校内見学をした。とても広い敷地にさまざまな設備が整っており、勉強時間もとても長

いことに驚いた。卒業生がいろいろな分野で活躍しているそうで、とてもハイレベルな学校であることがわか

った。昼食を取りながら楽しい交流ができ、帰るときには、ここに来るときの不安が嘘のように消え、楽しい

思い出が残った。 

  今回の発表で、英語が重要であることを実感した。それは、研究の成果を海外で伝えるためだけでなく、交

流の際の何気ない日常会話において特に感じた。自分の伝えたいことが言えない、相手の言っていることが理

解できないもどかしさを今回ほど感じたことはなかった。この経験を卒業してからも活かしたいと思う。 

＜５年間のまとめ＞ 

 継続的に合同発表会を続けるためには、日本から台湾へ行く旅費の問題や、そして本校のどの学年の生徒を連

れて行くかなどいくつかの問題がある。本校の場合、本格的に研究を始めるのが第２学年の２学期からなので、

２年生が発表するとなると、１２月では発表に値する成果がほとんど無い。かといって３年生の場合、進路決定

の大切な時期なので、連れて行ける生徒が限られている。昨年までは１テーマだけの発表であったが、本年度は

計画的に研究を進めることで、この時期に３テーマの発表をすることができた。 

また、お互い発表内容が理解し合えたのは成功であったが、英語による質疑応答をうまく進めることはなかな

か難しい状況であった。日常的な会話ならなんとか交流可能であるが、研究成果を英語でディスカッションする

のは高校生にはやや荷が重い。英語によ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さらに高めてい

く必要があるが、現行の日本の英語教育で、そのような生徒を育てるのはかなり難しいのではないかと感じる。

また、合同研究の方法を模索しているが、本校の生徒の科学力・英語力を鑑みると、教員による強力なサポート

が必要不可欠であると考える。 
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４．校外研修・サイエンスツアーの取組 

 

（１）サイエンスキャンプ 

＜仮説＞ 

総合科学科の生徒としての意識を養い、大学等の施設見学を経てこれから学ぶことへの意識を高めるとともに、

先端技術に触れ、科学に対する認識と意欲を喚起する。また、集団生活を通して自分を見つめ、責任と協調性の態

度を養うことができる。 

＜研究内容・方法＞  

＊概要    ・日 程    平成２８年４月２７日（水）～２８日（木） 

 ・宿泊地 兵庫県立西はりま天文台公園  

(兵庫県佐用郡佐用町西河内 ４０７－２ TEL 0790-82-0598) 

・交通手段 貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用 

・ 参加人数 １２２名 (男子６８名 女子５４名)   

＊行程表 

時程 第１日目：４月２７日（水） 時程 第２日目：４月２８日（木） 

8:25 
9:50 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:10 
15:10 
15:30 
16:30 
17:30 
18:30 
19:00 
19:30 
21:00 
21:00 
22:00 
 

学校 出発 
人と自然の博物館 到着 
諸注意・講義 
午前の部 研修① 
昼食 
午後の部 研修② 
午後の部 研修③ 
研修終了 
人と自然の博物館 出発 
伊沢の里（夕食会場） 到着 
伊沢の里 出発 
西はりま天文台公園 到着 
諸注意・生活オリエンテーション 
観望会 
観望会終了 
入浴 開始 
最終点呼・消灯・就寝 

6:30
6:45
7:15
7:30
8:00
8:30
10:20
10:30
11:50
12:50
13:30
14:00
15:00
16:30

起床 
朝の集い（ラジオ体操） 
配膳準備 
朝食 
宿舎移動・清掃・出発準備 
西はりま天文台公園 出発 
関西学院大学神戸三田キャンパス 到着 
大学説明会・学部説明会 
昼食 
午後の部 研究室見学① 
午後の部 研究室見学② 
見学内容発表 
関西学院大学神戸三田キャンパス 出発 
学校 到着・解散 

① 兵庫県立人と自然の博物館 

 平成４年にオープンした博物館。兵庫県の自然を中心とした展示などを見学できる。 

以下に示す講義内容を各クラスに分かれて実施。実習形式の研修を２つ設けた。展示物も多く、エリアごとに様々

なテーマに分かれている。 

＜研修内容＞ 

実習① 

実習② 

館内自由見学 

 

「イカの解剖」講師：和田 年史 研究員 

「チョキペタ（都市計画デザイン）」講師：大平 和弘 研究員 

「人と自然の博物館 館内見学」 

② 西はりま天文台 

西はりま天文台公園は、宇宙と人間をテーマに、本物体験ができる生涯学習施設であり、宇宙をはじめとして、

我々をとりまく自然と直接触れ合い、親しみ、学んでゆくための施設である。 

１）「なゆた望遠鏡」：平成１６年１１月１５日より国内最大の望遠鏡として公開運用を開始。公開天文台の望遠 

鏡としては国内最大である。 

２）観望会：今回は悪天候のため、望遠鏡による観測は実施することができなかったが、大型のなゆた望遠鏡を

見て、天体への想いをめぐらせた。 

３グループで 
交代制 

２グループで 
交代制 
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③ 関西学院大学 神戸三田キャンパス 

神戸三田キャンパスには関西学院大学の理系学部があり、総合科学科の生徒にとって興味関心の深い見学になる

と予想し、学校見学をお願いした。理工学部（9 学科）と総合政策学部（3 学科）がある。施設も充実しており、

学生同士で学習や憩いが自由にできるアカデミックコモンズや最先端の実験機器などがある。 

研究室見学は 12～15 名ずつの少人数班に分かれて行っていただいたため、ゆっくりと施設や研究室を見学する

ことができた。高校１年生ではあるが、実際の大学キャンパスで半日を過ごし、大学への興味が高まったのではな

いかと思う。 

＜仮説の検証＞ 

 兵庫県立人と自然の博物館では、講義だけでなく実習も取り入れた研修を実施した。そのため、多くの生徒が研

修内容に対して興味を持って積極的に取り組んでいた。博物館自体も大きく、展示を見学するだけでも十分飽きな

い。生徒たちは、多くの展示物を興味深そうに観察していた。 

 西はりま天文台での観望会は、悪天候のため、望遠鏡による観測は実施することができなかったが、大型の望遠

鏡を間近で見て、さらに天体観測に対する興味･関心が高まった。 

関西学院大学の見学では、学内の先端設備や研究内容・研究室の様子に興味を持つものが多く、高校入学直後で

ありながら、大学に対する興味や意識が高まった。 

サイエンスキャンプとして、博物館、天文台、および大学見学を実施してきたが、高校入学直後の生徒たちにと

って、興味を持ちやすい研修を選んだ結果、生徒の満足度は高く、実体験を通した研修を行うことができ、３年間

の学習に対する動機づけになったと考えられる。また、宿泊行事であることから、生徒相互の人間関係を築く機会

にもなり、有意義な取組となった。 

※生徒の感想 

入学式を終えて、すぐに行われたので、不安を抱えたまま始まったサイエンスキャンプでしたが、とても楽しく、

たくさん学ぶことのできたキャンプでした。人と自然の博物館では、身近な環境問題や自然環境などを学ぶことが

でき、有意義な時間を過ごすことができました。西はりま天文台では、雨が降っており、実際の星空を望遠鏡で見

ることができず残念でしたが、専門家の人が事細かに教えて下さったので、星について詳しく学ぶことができまし

た。２日目に訪れた関西学院大学は、とても広くて、驚きました。研究室の見学や話を聞いて、大学ではどのよう

な勉強をすることができるのかがわかりました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（２）第一回サイエンスツアー（東京～つくば方面） 

＜仮説＞ 

東京の科学博物館である「日本科学未来館」、つくばの「ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター」、「国立科学博物館筑波

実験植物園」、「高エネルギー加速器研究機構(ＫＥＫ)」を訪問し、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、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。 

＜研究内容・方法＞ 

①�  日程、行程 

７月２８日(木)  7:30 新大阪駅集合→(新幹線)→東京駅→日本科学未来館(見学･研修) 

→宿舎(東京都中央区)着→夕食→未来館での見学報告会→消灯･就寝 
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７月２９日(金)  8:00 宿舎発→ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター(見学・昼食)→Ｂ班/筑波実験植物園（見学・研

修）→Ａ班/高エネルギー加速器研究機構(ＫＥＫ)→東京駅→(新幹線で帰阪)→20:15 新

大阪駅で解散 

② 研修場所 (1) 日本科学未来館（東京都江東区青海2-3-6） 

(2) ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター（つくば市先現2-1-1） 

(3) 国立科学博物館筑波実験植物園（つくば市天久保4-1-1） 

(4) 高エネルギー加速器研究機構（つくば市大穂1-1） 

③ 参加人数    生徒３２名（希望者） 教員２名 

④ 研修内容 

・日本科学未来館 

１１：３０ 到着：昼食 

１２：２０ 見学開始 

１６：００ 見学終了 

１９：００ 宿舎 

＜事後研修・見学内容のプレゼンテーション＞ 

・JAXA・筑波宇宙センター 

１０：００  研修開始 

＜見学：宇宙飛行士養成棟、人工衛星保管庫＞ 

１２：００  研修終了 

・国立科学博物館筑波実験植物園（Ｂ班） 

１２：４０  聴講＜講義：本校ＯＢ辻先生＞ 

１３：２０  研修開始＜見学：植物園＞ 

１４：５０  研修終了 

 ・高エネルギー加速器研究機構（Ａ班） 

１３：００  研修開始 

１４：４０  研修終了 

 

＜仮説の検証＞ 

 日本科学未来館では、日々の素朴な疑問から最新テクノロジー、地球環境、宇宙の探究まで、さまざまなスケー

ルで現在進行形の科学技術を体験することができた。事後研修では、体験してきた内容をより深く追求し、発表す

ることで、科学全般に対しての興味・関心を高める取組に位置づけることができた。 
 ＪＡＸＡ・筑波宇宙センターにおいても、通常では見ることのできない宇宙飛行士養成棟や､実際に宇宙から戻

ってきたカプセル型の宇宙船を見ることができ、宇宙への興味が喚起された。 

高エネルギー加速器研究機構（Ａ班）では、益川氏・小林氏のノーベル賞受賞につながった実験内容について、

見学研修を行い、物理学の知識を深めることができた。国立科学博物館筑波実験植物園（Ｂ班）では、世界各地の

希少な植物に、実際に触れることや間近で観察することができ、バイオームに関する知識を深めることができた。

また、本校のＯＢである辻彰洋先生から最新の研究内容や、先生ご自身の経験談を聞かせて頂き、将来の理系の仕

事について考える非常に貴重な経験となった。 
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（３）第二回サイエンスツアー（木津～高槻方面） 

＜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、その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、今年

は、きっづ光科学館とＪＴ生命誌研究館を見学することによって、生物の学習で扱う動物や、地学分野の天体に対

する関心を高める。 
＜研究内容・方法＞ 
① 日程：平成２９年２月４日（土） 
② 行き先：きっづ光科学館ふぉとん（京都府木津市）・ＪＴ生命誌研究館（大阪府高槻市） 
③ 行程：８時３０分 泉北高校集合→（貸切バス）→１０時 到着「きっづ光科学館」１２時３０分出発 
    →１３時３０分到着「ＪＴ生命誌研究館」１６時 出発→１７時泉北高校着・解散 
④ 参加人数：希望生徒１４名（うちサイエンス部が１１名）、教員４名（生物科） 
⑤  研修の概要 
１）きっづ光科学館ふぉとん  量子科学技術研究開発機構が設置した光科学に関する体験型の展示施設。人類 
が照明や通信の手段として活用してきた光の基本的な性質から、最先端の光利用技術まで、子供から大人まで 
楽しみながら学習できる。当日は、隣接する研究所の研究員が高校生向けに、光の合成やレーザー光線に関す 
る実験を見せていただき、生徒たちも理解が深まった。 

２）ＪＴ生命誌研究館 「生きているってどういうこと？」をテーマに、ＤＮＡ(ゲノム)・細胞・個体発生・進

化をキーワードに、38 億年の生命の歴史を実感できるように工夫された展示で、多様な生物の世界を総合的

にとらえ、人間の生き方も考えさせてくれる施設。当日は、１時間程度ていねいに館内解説をしていただき、

生徒たちもたくさん質問をするなど、興味を持って研修を深めることができた。 
＜仮説の検証＞ 
 この研修に関しては、研修の企画から、しおりの作成、事前研修会の開催、当日の生徒への指示や誘導などに至

るまで、すべてサイエンス部の生徒たちで実施することができた。サイエンス部主催のサイエンスツアーは今年で

５回目となるが、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ると考えられる。 
＊参加者の感想 
今年も、サイエンス部が計画を立て、参加者を募集して、サイエンスツアーを行いました。参加者は少なかった

が、午前中は光科学館に行き、光のことについて勉強しました。体験型のブースが多数あったので最後まで飽きず

に楽しむことができました。午後は、生命誌研究館でＤＮＡや進化に関する様々なな展示を見ました。特に、蝶が

葉を見分ける仕組みについての説明がとても興味深かったです。また、僕が担当の方に質問を投げかけた時にとて

も楽しそうに返答してくれたので、自分の研究している分野が本当に好きなのかなと思いました。さらに、説明し

てくれた方の知識の幅がとても広く驚きました。 
  
（４）校外研修 

＜仮説＞ 
フィールドワークによって校内では見ることのできない自然を体験することで、科学的な興味・関心が高まると

ともに、科学と社会の関係について考えることができる。 

第１学年では、今年度は校外研修として兵庫方面へ出かけて、午前中は神戸市の「人と防災未来センター」で、

午後は淡路島へ移動し、「野島断層・北淡震災記念公園」で研修を行うことで、生物や地学の学習に向けての意欲を

高めることができる。第２学年では、ナショナルトラスト運動によって守られた「和歌山県田辺市の天神崎」での

磯観察を行うことで、環境問題における科学者の社会的責任について考えるとともに、科学への興味が高まり、生

物の学習への動機づけとなる。 
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＜研究内容･方法＞ 

第１学年 人と防災未来センター、野島断層・北淡震災記念公園 

① 目的 

人と防災未来センター東館では、「１・１７シアター」において阪神淡路大震災当時の再現映像などから大震災 

が起こったときの状況を実感し、当時のことを理解する。その後、当時の写真や解説が展示されている資料室にて学習。 

各コーナーでボランティアの方から、当時の様子や地震に関する資料、実験の解説を直接聞き取る。野島断層・北淡震

災記念公園では、全員で語り部の方より実際の被災体験談を聞き、防災・減災の方法を学び防災・減災意識を高める。そ

の後、野島断層保存館・メモリアルハウス・震災体験館を見学する。見学内容は、野島断層の地上に現れた地震断層の様

子、断層のトレンチ調査の様子、断層上の実際の家屋内外での状況や、震度７の地震体験などである。以上の体験学習を

通して災害の規模、災害時の人の行動、災害に対する心構え、災害をもたらすメカニズムなどを学習する。 

② 内容 

１）日程等  ・実施日時   平成２８年１１月１１日（金） 

・参加生徒   総合科学科、１年生全員（３クラス・１２２人） 

・交通機関   貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用 

２）行程 

  ８：２５ 学校出発  ⇒ １０：００ 人と防災未来センター到着 ～見学～  ⇒  

１１：５０ 人と防災未来センター出発 ⇒ １２：３０ 野島断層・北淡震災記念公園到着 昼食 ⇒ 

１３：２０ 語り部 米山正幸氏 の震災体験談 ４０分 ～断層保存館 見学～ ⇒ 

１４：４０ 野島断層・北淡震災記念公園出発 ⇒ １６：４０ 学校到着 

 ３）人と防災未来センターでの研修 

最初に防災未来館の「１･１７シアター」において震災当時の再現映像を見た。資料館の方も地震直後の写真や解説、

パンフレットで解説されたとおり、震災のことをよく知らない生徒らにとっては衝撃的であり、自然の力の大きさを実

感した。また、館内では案内する方がおられ、生徒は様々な体験をしながら、熱心にその説明に耳を傾けていた。 

４）野島断層・北淡震災記念公園での研修 

語り部として、保存館の副館長である米山正幸さんの講話「野島断層からのメッセージ 震災と命・人と人との

つながり」を聞かせていただいた。米山さんは当時、北淡町の消防団員として活動されており、淡路島における

震災直後の様子から復興に至るまでを実体験を交え、震災の恐ろしさ、また震災から得た経験から防災・減災を

どのように考えるべきなのかを話していただき、当時の被災当事者がボランティアの人たちに頼り切ってしまっ

た状況、さらに家族を失った人々の悲しみやその後の活動など、熱心に語っていただいた。その真剣さに、生徒

は熱心に聞き入っており、防災、減災の意識を高めることができた。  

約５０分間の講話終了後、震災記念公園の各施設を見学した。野島断層保存館では倒れた高速道路と車の模型や、

逆断層・右横ずれ断層などを学習した。断層上にあるメモリアルハウスでは断層上の家屋内の傾き・再現された台所の

散乱の様子・家屋周囲の塀のずれ等を見学・学習した。震災体験館では、震度７の揺れを体験した。 

第２学年 和歌山県田辺市の天神崎 

①� 目的 

第２学年では、ナショナルトラスト運動によって守られた「和歌山県田辺市の天神崎」での磯観察を行うことで、

海岸の生物の多様性に触れ、動植物への関心を高め、生物分野、特に系統分類分野の学習の動機づけとする。また、

ナショナルトラスト運動を行ってこられた「天神崎の自然を大切にする会」の方の講演を聞いて、生物多様性を守

るための活動の重要性や、環境問題における科学者の社会的責任について知ることができる。 

② 日程等   
・日時：平成２８年５月２７日(金)  干潮 １５時３４分 潮位３４．７ｃｍ 
・参加生徒：総合科学科２年生（１２０名)   ・交通機関：バス（クラス毎 計３台）を使用 

・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人の計１１人。 
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③ 行程    
１） 午前１０時３０分～１１時３０分、於：紀南文化会館（和歌山県田辺市） 

講演：「天神崎の自然とナショナルトラスト運動について」  
講師 丸村眞弘氏（天神崎の自然を大切にする会理事） 
講演内容：天神崎の自然を守るために行って来られたナショナルトラ

スト運動の話や、本日見ることのできる海岸生物についての説明 
２）午後１時～３時２０分：海岸生物の観察 
・講師 田名瀬英明氏(元京都大学瀬戸臨海実験所)、丸村眞弘氏・藤五和    

久氏(天神崎の自然を大切にする会) 
④ 天神崎での磯観察 

和歌山県田辺市の紀南文化会館からバスで移動して、下車後、徒歩で磯へ移動。昼食後、採集を開始。最初の１

時間余りは、１班４人で観察・採集・記録。そのあと、集合して講師の田名

瀬先生より約３０種類の磯の動物について、進化の系統順にその名前と特徴

について、詳しく説明していただいた。採集動物の中には、大阪近郊の海で

はあまり見られない生物も含まれ、天神崎の自然の豊かさを確認した。 
⑤ 磯観察レポート 
観察した動物について、1 人 1 種類以上を記録したレポートを班ごとにま

とめて、提出させた。右の写真は生徒のレポートの一例である 
＜仮説の検証＞ 
① 第１学年：野島断層・防災未来館 
 神戸市の人と防災未来センターで、阪神大震災当時を再現した映像を見たり、様々な展示を見学し、野島断層・

北淡震災記念公園にて、米山さんの震災体験談を聞き、被災した家屋や野島断層の実物を見学している。生徒は大き

な衝撃を受け、防災意識を高めてくれたことが生徒の感想文からも明らかである。 
※生徒の感想 
・「減災」という言葉が心に響きました。私たちは、自然災害から逃げることは無理だが、災害で起こる事故は、

減らすことができる。一人ひとりが「減災」を意識することで、災害で起きる事故も少なくなると思う。 
・地震の怖さを改めて痛感しました。自分はニュースで地震があったと言われても他人事だと思い過ごしてきまし

た。今回の校外研修で地震の怖さ、また地震に対する備えの大切さについて知ることができました。自分の命を

自分で守るということを常に心の中において、いざとなったら守れるようにこれから備えていきたいと思います。 
② 第２学年：和歌山県田辺市天神崎 

 実際にナマコに触ったり、カニに指を挟まれたりしながら、さまざまな生き物をつかまえたりして日頃触れるこ

とがない生き物をじっくりと観察していた。また、班ごとで取り組んだ調査についてもじっくりと取り組むことが

できた。行事終了後のレポートでは、写真を張り付けたりスケッチをしたりして、その生物について各自で調べて

いた。このような実習を通して生物の自然の中での生態を学ぶことができた。また、天神崎の自然を守るために行

われたナショナルトラスト運動の歴史を聞いてから、磯観察を行うことで環境問題における科学者の社会的責任に

ついて考えるとともに、科学への興味が高まり、生物の学習への動機づけとなった。 

＜５年間のまとめ＞ 

 いずれの行事もＳＳＨ指定以前から、総合科学科の行事として行われてきたもので、１２年目となる。当初は１

～２学年同時に同じ方面へ行っていたが、施設の収容人員の制限もあり、１学年は神戸～淡路島へ、２学年は天神

崎へ行くようになった。毎年、少しずつ実施形態を変えて、今年度の取組のような形態が定着した。また、いずれ

も地元の施設や会の皆様の協力を得て続けられている。ただ、２学年の天神崎については、一昨年実施したように、

事前学習を学校で実施してから、現地においては磯観察に加えて、京都大学白浜水族館を訪問して、海岸生物につ

いての研修を深める形態がよいと考える。生徒の感想は毎年、とてもよかったというものばかりで、フィールドワ

ークの入門として磯観察を実施する意味が大いにあると評価できる。 
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５．大学などとの連携事業 

 

（１）市大理科セミナー 

＜仮説＞ 

 高度で専門的な講義・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話をすることで、将来の理系への進路選択の動

機づけになる。 

 

＜研究内容・方法＞ 

 ① 概要 

1) 対象：総合科学科第1学年(１２２名)、大阪府立住吉高校、大阪府立千里高校との連携行事 

2) 日程：平成２８年８月２６日（金）１３時５０分 大阪市立大学基礎教育実験棟前ピロティで点呼 

  3) セミナーの実施：１４：００～１６：３０ 

  4) 付添教員：６名 

 ② 実験・実習テーマと担当者 

講座１ 「ＬＥＤの性質を調べよう」        講師 鐘本 勝一 先生・杉崎 満 先生 (物理学科) 

講座２ 「身の回りにある色素の謎を探る」    講師 臼杵 克之助 先生 (化学科) 

講座３ 「果物の香りを作ろう」           講師 舘 祥光 先生 (化学科) 

講座４ 「リズムを刻む不思議な化学反応」     講師 豊田 和男 先生（化学科） 

講座５ 「遺伝子解析によるタンポポの雑種判定」 講師 伊東 明 先生 ・名波 哲(生物学科)  

講座６ 「偏光で見る自然」           講師 篠田 圭司 先生 (地球学科) 

③ 講義内容 

 テーマ 実習内容

１ ＬＥＤの性質を調べよう 
これまでの照明の概念を変えたＬＥＤは光半導体素子の一つである。
その仕組みや基本的な性質について、さまざまな実験を通して調べる。
特に、液体窒素を使った低温での性質についても調べてもらう予定で
ある。 

２ 
身の回りにある色素の謎
を探る ～天然色素の単
離とフェノールフタレイ
ンの合成～ 

花や果実など自然界はさまざまな色で彩られている。「ありえないも
の」の代名詞であった青いバラも現実のものになった。ここでは、ぶ
どうの皮に含まれる色素の単離やフェノールフタレインの合成実験を
通して、色素の謎を探っていく。 

３ 果物の香りを作ろう 
身近にある果物の香りをみなさんに実際に作っていただくと共に、
色々な香りのもとになっている香り分子を紹介する。実験ではバナナ
(酢酸イソペンチル)の果物の香り成分を作る。 

４ リズムを刻む不思議な化
学反応 

身の回りには心臓の鼓動のように一定の間隔で繰り返し起こる現象が
たくさんある。化学反応にも同じように変化が繰り返すものがある。
このテーマでは、溶液の色が黄色から緑へ変化したあとさらに黄色に
戻りまた緑に変わるというように、繰り返し色などの性質が変わる実
験を行う。 

５ 遺伝子解析によるタンポ
ポの雑種判定 

ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ)と電気泳動を使ったＤＮＡ長の測定
は、現代の遺伝子解析に欠かせない技術である。身近な植物タンポポ
を材料に、これらの技術の原理と実際の応用例について学習する。 

６ 偏光で見る自然 
偏光で物質を観察すると、通常とは全く違う世界が見えてくる。実際
の鉱物の観察を通して光の屈折や偏光について学習し、鉱物や岩石に
関する知識を得る。 
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＜仮説の検証＞ 

 実験棟で、高校にはない機器や装置を扱い、高度な実験を体験することで、生徒に興味・関心を持たせるととと

もに、何のためにどのような実験をするのかという科学的思考を身につける機会を得ることができた。また、実際

に大学に足を運ぶことで大学での研究や大学の雰囲気を体験させ、まだ高校入学から数カ月しかたっていない生徒

に、進路への動機づけをすることができた。さらに、他校の生徒と共に実験をすることも、本校の生徒にとって科

学を学ぶ姿勢において刺激があった。 

＜生徒の感想＞ 

・一人一台の実験台で、実験することができて驚いた。 

・白衣を着て、２時間も実験することは、今までやったことがなかったのでとても楽しかった。 

・マイクロピペットの使用など、自分が「研究」している雰囲気を味わうことができた。 

・大学のキャンパスの大きさや実験のためだけの建物があることに驚いた。 

・まだまだ知らないことがたくさんあり、高校で科学を勉強しなければならないことを実感した。 

＜５年間のまとめ＞ 

 第１期の指定から取り組んでいる行事であり、年々、大学の先生との連携も深めながら、生徒にとって効果的な

講座編成・内容を模索し続けてきた。生徒自身が興味のあるテーマを選ぶため、約２時間という体験したことのな

い時間でも、講座に没頭する姿が多く見られた。高校で、漠然と勉強している化学や生物が、大学での研究の基礎

となっていることを意識できた生徒も増えてきたように思われる。また、普段と異なる環境での勉強は、緊張感を

持ちながら内容に集中できるため、生徒にとってとても有意義な時間であった。卒業生と高校時代の思い出話をし

たときに、このプログラムがきっかけで進路を決定したという話も聞き、表面には見えづらいが確実に大きな影響

を生徒に与えていると考えられる。 
 

 

 

 

 

（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広く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の成長を促すことができる。 

＜研究内容・方法＞ 

 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、第２学年１１８名および第１学年の「科学探究

基礎」受講生を対象として高大連携講座を実施した。まず、本校と連携している大阪府立大学、大阪市立大学、近

畿大学などにお願いして、下表の先生方に了解をいただき、５～６月の３回の土曜日の午前・午後に合計８講座を

設定した。この中から、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。 

① 講座の概要 

1) 日時：土曜日の午前か午後の９０分間    2) 場所：本校理科実験室・講義室・セミナー教室 

3) 対象：総合科学科・第２学年全員、第１学年「科学探究基礎」受講生 

実験前の講義（講座３） 個別実験（講座４） グループ実験（講座２） 
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② 講座の講師とテーマ 

氏名 大学・学部 月日(曜) 時間 題   目 

1 森 裕章 
先

生 

大阪大学 

基礎工学科ビジネスエ

ンジニアリング 

６月１８日 

(土） 

午前10時半～

12時 

ものづくりと材料学 

―材料から製品へ― 

2 坂口 和彦 
先

生 

大阪市立大学 

理学部 

６月１１日 

(土） 

午後１時 

～２時半 
組み立てよう、有機分子 

3 松坂 裕之 
先

生 

大阪府立大学 

理学系研究科 

分子科学専攻 

６月１１日 

（土） 

午前10時半～

12時 
化学反応の「舞台」を創る 

4 中山 祐一郎 
先

生 

大阪府立大学 

現代システム科学域 

環境システム学類 

６月１１日 

（土） 

午前10時半～

12時 
雑草と人の暮らし 

5 後藤 慎介 
先

生 

大阪市立大学 

理学研究科 

６月１１日 

（土） 

午後１時 

～２時半 

南極昆虫ナンキョクユスリカの生きる

しくみ 

6 前川 寛和 
先

生 

大阪府立大学 

理学系研究科 

６月４日 

（土） 

午前10時半～

12時 
海を渡った縄文石斧 

7 馬野 元秀 
先

生 

大阪府立大学 

理学系研究科 

６月１８日 

（土） 

午後１時 

～２時半 
コンピュータのしくみを体験する 

8 萬代 武史 
先

生 

大阪電気通信大学 

工学部基礎理工学科 

数理科学研究センター 

６月４日 

（土） 

午後１時 

～２時半 
三角関数の世界 

＜仮説の検証＞ 

 幅広い分野での講座を設定したことで、受講生徒がこれまでに学習した教科・科目の内容以外の分野で興味ある

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、興味深く話を聞いている生徒も多い。全く知らない世界に触れることができ、環境問題や科学技術に対

して興味・関心が深まり、今後の課題研究や進路選択に対しても動機づけとなった。また、２年生にとっては、課

題研究のテーマを決定する時期であったので、適切な機会であった。 

＜今後の課題＞ 

 生徒にはやや難易度の高いものが多いが、受講後、興味をもてた、などの感想が得られた。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ると考えてい

る。高校での学習内容や私たちが希望する講義内容などについて、さらに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。 

 

 

（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る。 
＜研究内容・方法＞ 
① 概要 

対象者は第２学年全員と科学探究基礎を受講している第１学年である。７月中旬から下旬にかけて、３～１０名

のグループで、大阪府立大学理学系研究科、工学研究科、現代システム科学域、生命環境科学研究科および近畿大

学理工学部の研究室を訪問し、研究施設や研究活動を実際に見学するとともに、研究室のテーマの講義や実習を受

けることで、大学の研究室の生活を体験することを目的とした。まず、本校の運営指導委員の先生方にお願いして、

本校の生徒を受け入れていただける研究室を募集し、引き受けていただけた研究室の研究内容を示して、生徒に希

望調査を行って訪問する研究室を決定した。その後、グループで研究室を訪問した後、各自で研修レポートを提出
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し、グループで報告ポスターを作成、同学年および１年生を対象にポスター発表を実施し、自己評価、相互評価を

行う。これにより、発表する力とともに、相互に評価する力を身につける。また、課題研究を開始するにあたって

研究の道筋や、発表の手順などを体験させる。 

② 日程 

1) 大学訪問研修（詳細は下表参照） 

・場所：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス、近畿大学理工学部 

・日程：平成２８年７月１２日（火）～２８日（木） 

・対象：総合科学科第２学年（１１８名）＋総合科学科第１学年（科学探究基礎受講者） 

2) ポスターセッション 

・場所：本校２～３階渡り廊下 

・日程：平成２８年８月３０日（火）１２時３０分～１３時  対象：第２学年生徒・教員 

           ８月３１日（水）１２時３０分～１３時  対象：第１学年生徒・教員 

③ 内容 

1) 大学訪問研修 

すべての講座でできるだけ実習・実験を中心とした研修をお願いした。日程は１学期末考査終了後、７月中～

下旬の短縮授業後あるいは夏季休暇中に９０分間の講座設定で実施した。また、研究室訪問前に、研修レポート

として共通の様式のプリントを生徒全員に配布し、研修した内容をポスターで発表するという流れを念頭に置い

たレポートを作成させた。下表に各大学・学部別に、担当していただいた大学の教員・研修テーマ・実施日・講

座別生徒数を示した。研修に関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。 

＊大阪府立大学 理学系研究科研究室＊  
番 月 日(曜) 講 師 学科・研究室 テーマ 数

1 7 月 27 日(水) 藤原 秀紀 分子科学専攻 
電気を通すプラスチック 

～導電性ポリマーの作製～ 
6

2 7 月 14 日(木)  豊田 真弘 分子科学専攻 世の中にない薬の作り方 9
3 7 月 21 日(木) 木下 誉富 生物科学専攻・構造生物学分野 セリンプロテアーゼの基質選択性のしくみ 6

4 7 月 14 日(木)  吉原 静恵 光生体制御科学 
植物が光を感じるしくみ 

  ～植物にも目がある～ 
6

5 7 月 20 日(水) 伊藤 康人 物理科学専攻・地球科学研究室 地下を探る科学：地震について今わかること 8
6 7 月 28 日(木) 石橋 広記 物理科学専攻・構造物性研究室 結晶中の原子配列を決めよう 3
7 7 月 26 日(火) 田中 潮 情報数理科学専攻 変分問題入門 6
＊大阪府立大学 工学系研究科研究室＊ 
番 月 日(曜) 講 師 学科・研究室 テーマ 数

8 7月13日(水) 石田 武和 機械工学・環境保全学研究室 超電導の不思議 6

9 7月22日(金) 森 茂生 
マテリアル工学 

・材料構造物性研究室 
電子顕微鏡で見るナノの世界 6

10 7月14日(木) 千葉 正克 
航空宇宙工学 

・構造力学研究室 
航空宇宙構造のダイナミクス 8

11 7月13日(水) 原 尚之 
電気情報システム工学 

・電気システム制御研究室 
自動走行車模型の試作 5

12 7月22日(金) 新谷 篤彦 機械工学分野・機械力学研究室 地震被害を減らす 4

13 7月13日(水) 小山 長規 
電気情報システム工学 

・光機能システム研究室 
光ファイバセンサによる高温度測定 6

14 7月27日(水) 堀 史説 
マテリアル工学科 

・照射場マテリアル科学 

超音波照射反応場を用いた水中での金属ナノ

微粒子合成 
3

15 7月13日(水) 中谷 直樹 海洋システム工学分野 海藻で水質浄化 ―海藻が大阪湾を救う― 6

16 7月25日(月) 戸出 英樹 
谷川 陽祐 

知能情報工学 
・情報ネットワーキング研究室 

様々なネットワーク環境におけるTCPおよび

UDP フローの通信品質評価 
6

17 7月27日(水) 八木 繁幸 
物質化学系応用化学課程 
・有機機能化学研究G 

有機化合物の発光 3

18 7月14日(木) 吉村 武 電子物理工学分野 
・機能デバイス物性研究室 未利用微小エネルギーからの発電 4
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19 7月26日(火) 安齋 太陽 数理工学分野固体物性研究G 電子を見るッ！ 
―アインシュタインの光量子仮説― 5

20 7月26日(火) 岩住 俊明 数理工学分野固体物性研究G 量子の不思議 4
＊大阪府立大学 現代システム科学域＊  
番 月 日(曜) 講 師 学科・研究室 テーマ 数

21 7 月 22 日(金) 中山 祐一 環境システム学類 
・環境共生科学課程 

シロツメクサは環境を変える？ ：雑草の植

生調査を通してヒトと環境との関わりを学ぶ 7

＊大阪府立大学 生命環境科学研究科＊  
番 月 日(曜) 講 師 学科・研究室 テーマ 数

22 7 月 13 日(水) 藤原 宣夫 
緑地環境科学専攻 

・緑地保全学研究グループ 
植生調査方法 7

23 7 月 27 日(水)  武田 重昭 
緑地環境科学専攻 

・緑地計画学研究グループ 
ランドスケープデザインとは？ 3

24 7 月 15 日(金) 堀野 治彦 
緑地環境科学専攻 

・水環境学研究グループ 
有機物による水の汚れはどのくらい？ 5

＊近畿大学 理工学部＊ 
番 月 日(曜) 講 師 学科・研究室 テーマ 数

25 

7月12日(火) 

松井 一彰 社会環境工学科 
・環境生物科学研究室 池の水から細菌を捕まえて観察してみよう 4

26 松本 浩一 有機電子化学研究室 NMR 装置を用いて分子の形を見てみよう。 3
27 近藤 康 理学科・量子制御研究室 放射線を見よう 6

28 半田 久志 情報学科・計算知能研究室 NPC構築を例としたエージェントプログラミ

ング 6

29 菅原 賢悟 電気電子工学科 ワイヤレス給電の体験実験 4
30 山口 仁宏 理学科・合成有機化学研究室 ルミノール反応の体験実験 9
2) ポスターセッション 

・ポスター作成    平成２６年７月３１日までに提出、その後一部修正 

・ポスター印刷    平成２６年８月２６日（火） 

・ポスターセッション 平成２６年８月３０日（火）・３１日（水） 

ポスター作成に当たり、前もって基本となるポスターのフォーマットを学内ＰＣネットワークの共有フォルダー

上で配布し、各班は放課後や夏休み等を利用して作成する。ポスター作成に際しては、班員全員が分担するように

指示した。ポスターの内容としては、訪問した各研究室の概要・研修内容・実験に対する考察・研修の感想などを

まとめて記載することとした。ポスター作成に際して、前述のレポート作成時に学習・記録した内容が用いられる

ことになる。また、各個人が記録した写真や図も用いて、わかりやすく伝えるための工夫も取り入れた。ポスター

セッションは、作成したポスターを渡り廊下に掲示して行った。一日目は、同じ学年の生徒どうしで、お互いに発

表をし、相互評価をさせた。二日目は、総合科学科の第１学年の生徒に対して発表を行い、次年度の課題研究やプ

レゼンテーションの技術習得に対するモチベーションの向上を図った。 

＜仮説の検証＞ 

① 大学訪問研修 

 大学訪問研修として３０の講座を開講していただいた。これまでと比較して講座数が多いため、すべての講座が

少人数となり、生徒にとって良い環境になったと思われる。多くの講座で、研修設定時間９０分という短時間の中、

分かりやすくかつ興味を持つような研修をしていただいた。生徒も貴重な体験ができて、感想もきわめて前向きな

ものが多かった。日程も約２週間の中から希望をとるため、部活動との両立もできている。 

② ポスターセッション 

 ポスターの作成に当たっては大学訪問研修に付き添った教員が指導を行った。指導の内容としては、研修内容を

いかにわかりやすく伝えるかという点に主眼をおいた。生徒もポスター制作時に数回の添削を受けて、書き直して

いく過程で、理解を深めたようである。生徒はポスターを作成する作業と、第１学年の生徒に対する発表の機会を

得て、プレゼンテーション、コミュニケーション能力の習得および向上ができた。 
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６．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 

＜仮説＞ 

① 小学生が興味･関心をもつ教材を開発して「こども科学教室」を実施することで、本校が地域に開かれた科

学啓蒙活動（こども向け「科学教室」など）の拠点となる。 

② この「科学教室」実施の際、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

学教育を体験し啓蒙活動の重要性を実感する。そのことによって、将来の進路希望に理科教員や学芸員なども

選択肢の一つとなる機会となる。また、自らの科学知識やわかりやすく説明する能力が不足していることを知

り、さらなる学習への意欲を高めることができる。 

＜実施内容・方法＞ 

①� 日程と内容   第５回泉北こども科学教室 
日程 入門コース 上級コース 
７月２５日（月） 生物分野 物理分野 
７月２６日（火） 情報分野 化学分野 
７月２７日（水） 物理分野 地学分野 
７月２８日（木） 化学分野 生物分野 
７月２９日（金） 地学分野 （なし） 

 ② 実施形態：午前１０時～１１時半の９０分間。前半と後半の間に５分ほど休憩するなど小学生の集中力を考

慮して企画。対象は入門コースが小学校５・６年生。上級コースはこれまでに「泉北科学教室」を受講した児

童で中学１年生を含むとした。本校の理科実験室で開催したが、送り迎えは、原則保護者にお願いした。 

③ 募集と受付：本校のホームページにも募集要項を掲載し、また地域のミニコミ紙（「泉北コミュニティ」紙）

に情報提供して募集要項を掲載してもらった。応募については、Ｅメール、ＦＡＸの２通りで募集した。地域

のミニコミ紙に載ったあと、応募があり、最終的に入門コース１２名(昨年２６名)、上級コース６名(昨年７

名)で実施した。  

 ＜仮説の検証＞ 

① 地域の小学生から応募があったことから、こども向けの科学教室の人気は感じたが、実施形態を夏休みに入

ってすぐの１週間、５日連続で開催したところ、昨年より参加者が減少した。（この理由の一つは、夏休み最

初に多くの小学校が水泳教室など行事があったのでは・・・と、後になって聞いた。こちらの調査不足だった。）

ただ、科学教室の現場では、例年と同じように、自然科学、科学技術に対する、こどもたちの興味・関心の強

さを感じた。 

本校の科学教室も５回目となり、地域における科学教育の拠点化をめざしていることに認識が広まり、地域

での科学教室などのイベントがあれば、いつも依頼を受けるようになった。今後もより効果的な取組を企画し

ていきたい。 

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、対応する姿勢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ていくものとして、今後も機会を増やすべきだと考える。 

＜今後の課題＞ 

小さな子供たちや地域の住民の方々に、わかりやすい言葉で実験の指導をするということは、高校生にとって

非常に貴重な体験である。しかし、この企画では、準備を進めていくのが課題研究発表会から１学期期末考査の

前ごろになるので、運営面に係わる生徒が少ないのも事実である。今後は、準備を早い段階から行い、生徒が運

営に係われるよう検討したい。 

＊参加小学生へのアンケートより 

１）入門コース（生物１０人の結果） 

①� 科学教室を受けてどうでしたか→全員が「とても楽しかった」 
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②� 先生のせつめいがわかりましたか→「よくわかった」(９人)、「わかった」（１人） 

③� 同じような科学教室があったら、また参加したいと思いますか→全員が「とても思う」 

２）上級コース（生物６人の結果）の「かんそう」 

 ・むつかしいことも、先生のお話と実験でとてもわかりやすく勉強できた。 

 ・気持悪い細胞が出てきたけど、楽しかったです。勉強になりました。動く植物がいることにおどろきました。 

３）ＴＡを務めた高校生のレポート 

 ・７月２５日から月２９日の５日間、泉北高校にて、「泉北子ども科学教 

室」が行われました。「泉北子ども科学教室」とは、本校周辺の小学生 

を対象に泉北高校の先生方が、分かりやすく楽しく科学の授業をして 

くれるものです。２つのコースがあり、初心者コースは初めて科学教 

室に参加する人が物理・化学・生物・地学・情報の５つの分野の実習 

を行い、上級者コースは去年も科学教室に参加した人がより内容の濃い授業を受けます。 

私は、初心者コースの生物の授業の手伝いとして、科学教室に参加しました。小学生たちは、先生の質問に 

も積極的にどんどん答え、先生の出す課題に熱心に取り組んでいました。ダンゴムシとワラジムシの交替性転 

向反応の観察や、のりから抽出できる色素の実験など、難しいことにも子供たちは挑戦していました。きっと、 

泉北子ども科学教室のような、子供たちが科学に触れ合える機会は、子供たちにより科学に興味を持たせ、科 

学技術の発展の手助けになることでしょう。 

＜５年間のまとめ＞ 

 第１回の開催時には、地元の地域情報紙が、募集直前に１面に見出しを出してくれた効果で募集開始当日に定員

超過となった。第２回以降は、定員内で適切な参加者数（今年度は上記のように少し減少したが）で実施できた。

また、第２回目から上級コースを設けたが、前回の参加が６年生の場合、次年度は中学生になっていて、部活動な

どがあり中学生の参加は無理なようで、上級コース参加者の増加は期待できない現状である。ただ、参加者の弟・

妹が、後に参加するケースや、さらに、第１回の参加者で今年度、本校総合科学科への入学したケースなど、参加

者の家庭での関心は高いと思われる。 

 さらに、本校サイエンス部の生徒が中心となって、助手を務めてくれる形態と、そこでの学習については、一定

のレベルで確立できたと評価できるので、今後企画段階からの参加を検討したい。 

 

 

（２）中学生向け科学教室 

＜仮説＞ 
 地域の中学生対象に科学教室を開催して、高校で学習する理科の実験などに取り組むことで、高校での学習につ

いて理解を深めるとともに、自然科学に対する興味関心を高め、理科好きの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を開発して提供することで、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。 
＜研究内容・方法＞ 
① 若松台中学校 第３学年対象の「泉北科学教室」 
１）日時  １０月１１日（火）午後２時～３時 
２）対象  堺市立若松台中学校３学年（１３１名） 
３）持ち物  筆記用具・上履き・上履き入れ袋 
４）時程  午後１時３０分頃 若松台中から出発 → 午後１時５０分頃 本校到着（事務室前集合） 

午後２時頃 ６つの班に分かれて本校教員が引率・移動 → 実験開始 
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。 
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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 ２２ 光の色  々 光の基本的な性質を、それを確かめる実

験を通じて学びましょう。 

Ｂ 化学Ａ 化学第１ 
実験室 １６ 

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

に変化させます。10 円玉の色から、どん

な色に変わるかを実際に見てみましょう。Ｃ 化学Ｂ 化学第２ 
実験室 １７ 

Ｄ 生物Ａ 生物 
講義室 ２５ 

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

ってみよう。 

Ｅ 生物Ｂ 生物 
実験室 ２４ 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た

り、藍などの植物の葉を使って草木染めに

挑戦し、植物の色素の性質を考える。 

Ｆ 地学 地学教室 ２５ 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、楽しみ方を学びます。

秋から冬の夜空の紹介も予定しています。

 
② 学校説明会での体験授業 
１） 日時   １０月２９日（土） 
２） 対象   本校の総合科学科への入学を希望している中学生 
３） 時程   １限(９：００～４５)、２限(１０：００～４５)、３限(１１：００～４５)、このうち２講座を選択。 
４） 内容   物理・化学・生物・地学・数学・情報の６分野（２分野選択） 
＜５年間のまとめ＞ 
 中学生対象の科学教室はＳＳＨ指定前の平成１６年度から実施している。最初は大阪府教育委員会主催の「なに

わっ子みらい適塾」において、理科の実験講座を開設したことがきっかけである。これらの講座が終了後も、ＳＳ

Ｈ指定の第１期において、本校独自に「泉北みらい適塾」を継続して開催し、地域の中学生が楽しみながら、科学

への興味を深めることができるように、科学実験を行う機会を設けてきた。指定の第２期でも、夏季休暇中の「泉

北みらい塾」を「オープンスクール」として継続するとともに、従来から行なってきた「学校説明会」における実

験講座も継続している。多い年には３００人を超える中学生が参加している。 

 また、若松台中学校対象の科学教室についても今年で７年目となった。若松台中学校は本校まで徒歩約１５分で

最も近い学校であるとともに、文部科学省の「理科大好きスクール」の指定校でもあった。さらに、学校長は本校

の学校協議会の委員であったことから、中高連携講座が実現した。毎年、３年生全員が１０月の午後に本校へ来校

し、６つのグループに分かれて、高校レベルの理科実験を体験している。 
＜仮説の検証＞ 
 学校説明会での「体験授業」は、本校に関心がある希望者対象のものであるが、若松台中学校については、３年

生全員が対象である。当初は理科嫌いの生徒もいるのではと心配していたが、やってみると大部分の生徒が興味を

持って積極的に実験に取り組み、こちらの質問にも前向きに考え、彼らなりに答えてくれ、大きな成果をあげるこ

とができた。実験のテーマや展開を工夫することで、理科があまり好きでない生徒にも興味を持ってもらえること

がわかった。中学生たちは、中学校ではなかなかできない実験に取り組めたことに満足していたようで、競って実

験に用いた教材などを持ち帰る受講者も多かった。 
 
 
（３）泉北こども科学フェスティバル 

＜仮説＞ 

 高校生が、小学生を中心とした地域のこどもたちを対象に科学教室（科学イベント）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。この体験を通して、自然科学を学び、研究することだけでなく、広く一般に
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自然科学を普及することの大切さを知り、同時に小学生など、こどもの自然科学への興味・関心を直接感じる機会

となる。さらに、こどもに実験、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。 

また、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、こ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。 

＜実施内容＞ 

 ・日時 平成２８年１２月２３日（祝・金）午前１０時～午後３時 

 ・場所 堺市立栂文化会館（研修室・料理室・第１講座室の計３部屋を会場とした。） 

 ・出展内容 合計１５のブース出展（１５出展は下の表を参照） 

 ・出展者 本校総合科学科１年生で「科学探究基礎」を受講し課題研究に取り組んでいる生徒から１３テーマ、

サイエンス部の２テーマ。 

 
タ イ ト ル 出展者 学年・人数 場 所 

1 わかるかな？この漢字 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生４人 １階研修室 

2 なかまはずれをさがせ!! 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生４人 １階研修室 

3 葉脈しおりを作ろう 泉北高校サイエンス部 １・２年生 １階料理室 

4 入れすぎ注意(教訓茶碗） 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生２人 １階料理室 

5 ヘロンの噴水 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生２人 １階料理室 

6 コーラが魔法で変身!? 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生２人 １階料理室 

7 水中シャボン玉を作ろう 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生５人 １階料理室 

8 チリメンモンスター 泉北高校サイエンス部 １・２年生 ３階第１講座室 

9 慣性の法則ってなーに？ 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生２人 ３階第１講座室 

10 空気砲で遊んで学ぼう 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生４人 ３階第１講座室 

11 人工イクラを作ろう！ 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生３人 ３階第１講座室 

12 世界に一つだけの雲をつくろう! 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生２人 ３階第１講座室 

13 いろいろな紙飛行機をつくってみよう。 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生４人 ３階第１講座室 

14 ワンカット折り紙をしよう！ 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生４人 ３階第１講座室 

15 海の生き物を釣ってみよう 泉北高校科学探究基礎受講生 １年生３人 ３階第１講座室 

・当日は、９時３０分過ぎから会場で準備を始め、出展者の準備を確認したうえ、１０時より開催。 

１４時３０分に入場終了、１５時に終了。１６時００分までに後片づけを終え撤収した。 

・参加者には、出展内容を紹介した「ガイドブック」を作成し配布した。原稿は、各出展者の生徒が作成した。今

回の実験内容を小学生向けにわかりやすく記述し、また、後日家でも再実験できるように記載した。原則として

各出展の紹介をＡ５版１ページにまとめた。 

・参加者は、約 １２０ 名だった。 

・広報活動は、１２月中旬から、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、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。 

※参加者（小学生および保護者）の感想より（当日のアンケートより） 

＜「自由に感想を書いて下さい」というアンケートに対して／抜粋＞ 

・チリメンジャコがいろいろな魚がいていろいろなしゅるいの魚を知ることができた。（３年） 

・いろいろ楽しめました。またこのようなことをしてみたいです。（４年） 

・楽しい実験ができてとても楽しかったです。また参加してみたいです。（４年） 

・やさしかった。人工いくらがとくに楽しかったです。（４年） 
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・チリメンモンスターでレアなカメガイとタツノオトシゴを見つけれてとてもうれしかったです。空気砲や水中シ

ャボン玉もおもしろかったです。お兄さん，お姉さんもやさしかったです。（４年） 

・ヘロンのふん水がとてもよかった。（５年） 

・説明の時，実際にやってくれて，説得力が増して，とてもわかりやすかった。自由研究の良いヒントになりまし

た！親切にありがとうございました。（６年） 

・子どもたちが楽しそうに作ったりしていたのでよかったです。科学に興味を持ってくれるといいと思います。（保

護者） 

・高校生がよく頑張っているのに感心しました。（保護者） 

・親切に子どもに教えて下さって楽しく参加することができました。（保護者） 

 その他、各ブースに関する感想や、また来たいという内容が多かった。保護者からも子どもの楽しんでいる様子

を書いて下さって、親子で楽しんでもらえたことがアンケートより分かった。また、保護者の立場から改善点や要

望なども書かれており、今後の課題として見直していきたいと思う。 

＜仮説の検証＞ 

 企画の概要を教員側で調整し、企画全体の大枠を示した後は、生徒たちの各グループ（１年生「科学探究基礎」

受講者の課題研究グループ１３班、およびサイエンス部グループ２班）が各ブースの出展内容の立案を行い、当日

のガイドブックの原稿も作成した。さらに、当日の会場での受付や誘導などもすべて生徒たちで運営し、当初の目

的であるアウトリーチ活動を体験できたと考えられる。この活動を通して、広く一般に自然科学を普及することの

大切さを学ぶとともに、こどもの自然科学への興味・関心を直接感じる貴重な機会となった。 

さらに、これらの体験から、生徒は他者に伝えることの難しさを学び、その一方で自然科学を伝える楽しさを感

じていることが当日の生徒の行動や表情からわかった。 

＜今後の課題＞ 

この取組を通して、生徒たちの能力の高さや企画に対するやる気が実感できた。準備期間を充分確保するととも

に、あらかじめ企画・運営の進め方の基本を教えることで、企画の最初の段階から主体的に取り組ませ、さらに充

実した体験と学びの場としていけるよう努めていきたい。今後、取組の準備段階における指導方法等について検討

したい。一方で、当日は各班が奮闘しスムーズに企画が運営されたが、当日の天候が悪かったこともあり，午後か

らの来訪者が少なくなってしまった。近隣の小学校への広報活動なども再確認し、多くのこどもたちに体験をして

もらえるよう改善することが今後の課題である。また、多くのＳＳＨ指定校と連携して、科学教室を開催し、他校

との交流の場としても活用していきたい。 

＜５年間のまとめ＞ 

 指定２年め（３年間の重点枠の指定１年め）より４年間、「泉北こども科学フェスティバル」を開催してきた。

サイエンス部の部員が途中から増加する時期に重なり、部の活動として、この企画の中心になるよう指導した。ま

た、「科学探究基礎」選択受講者（１年）へ、この出展を授業の一環として取り組ませた。生徒たちは、準備の段

階から、当日の運営まで、自分たちの出展だけでなく全体の企画にも積極的に取り組んだ。また、重点枠の期間の

うち２年間は、他校の自然科学系の部活動からの参加もあり、本校生徒にとっては、交流もでき、また大きな刺激

となった。 

この企画は、地域でも一定の理解を得られた現在、次の段階として（１）この企画を、一過性のものにならない

よう、ここで興味を持ってくれたこどもたちに、次のステップを紹介できないか。本校の「こども科学教室」の紹

介なども含め、いろいろな方法で。（２）(1)の事項も含め、本企画の準備だけでなく、広報活動や、企画自体の発

展などを、生徒と教員がともに考え、検討していく場を設けることができないか。以上、２点を、今後検討し発展

させたい。 
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（４）地域のおける防災教室の開催 

＜仮説＞ 

課題研究の実施に伴い、防災教育をテーマとした班が、実際に高校生が地域の小学生対象に防災教育を進めてい

く中で、数々の防災に関する科学的知識を習得し、同時にアウトリーチの重要性を学び身につけることができる。 

① 高校生が小学生に対する防災・減災に関する授業を準備することによって、その基礎知識について確認できる

だけでなく、新たな知識も得ることができる。 

② 小学生対象の授業を実践することから、科学的な知識を伝え理解してもらうには、対象の小学生の気持ちを理

解することや技術的な工夫が必要なことを認識することができる。 

③ 防災・減災などの知識を伝え広めていく、アウトリーチ活動の重要性を知ることができる。  

＜研究内容、方法＞ 

 防災教育の授業案は、本年度第２学年課題研究地学１班が課題研究の時間を中心に放課後なども使い検討、作成。 

①�  授業実践 

日時：平成２８年１１月１日（火）５限、６限 対象：堺市立若松台小学校 ４年１組、２組 

② 研究の過程 

  課題研究のテーマ設定を検討中に、女子生徒３名のグループ（地学１班）が１年時に３年生課題研究発表会（平

成２６年６月）での発表「小学生対象の『防災教育』」を聴き、自分たちも小学生対象の防災授業に関する研究

を引き継いでテーマとしたいと申し出た。そこで、指導者（地学担当・和田）が以前の研究（主に、小学生対象

に作成した教材）を、先行研究として紹介し、研究を進めることとした。 

  その後、本校に最も近く以前にも依頼した地元の堺市立若松台小学校に趣旨を伝えて協力をお願いしたところ

２年前と同様に快諾を得て、生徒たちに交渉にあたらせた。その結果、今年度第２学期に第１回の授業を実施。

次のように進めていくことになった。 

①事前に対象とする小学生たちの「災害」に対する意識をアンケート調査する。 

②アンケートの結果を参考に、具体的な授業の進め方を考案する。 

③授業の実施について事前に小学校側と相談する。 

④授業を実施する。 

  ＊授業実践のあと、事後アンケートの分析を中心に、授業を振り返り、課題研究中間発表会に向けこれまでの

過程と実践をまとめた。 

＜仮説の検証＞ 

① これまでの研究過程を通じて、当初の目標はある程度達成できた。 

② 授業実践の後、振り返りとして児童の事後アンケートの分析などを実施した際、授業の感想のうち、効果的な

授業の実践のための授業後の児童の理解の深まりや、さらなる興味・関心への高まりについての分析が不充分で

あった。 

③ アウトリーチの重要性は理解できたが、こどもへの「はたらきかけ」という観点では、まだ理解が不充分だと

感じる。この実践に関しては指導担当者があらかじめ「検証のための評価方法」について、検討しておくことが

必要であると感じた。 

＜今後の課題＞ 

研究を進めている生徒たちが、もう一度防災教育の実践例とその効果について「先行研究」を分析し自分たち

の研究に応用する必要がある。また、次の小学生対象の授業も含め、さらなる分析から当初の「効果的な」授業

実践のための改善策を検討したい。 

  また、実践例については、「ぼうさい甲子園」へのエントリーなども検討したい。 

＜５年間のまとめ＞ 
  環境防災に関する授業での展開は、研究開発の内容の１つだが、同時に課題研究では地学分野で５年間に２件

の防災教育のテーマが採択された。これを機会に、日常の科学教室などの取組でも協力いただいている若松台小学

校での「防災授業」の実践に取り組めた。ここでは、主に小学４年生など中学年の児童対象の効果的な防災授業を
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研究し実践した。 
今後は、この体験を単なる経験と学年を特定した教材開発の研究にとどまらず、一般的な、こども（小学生）に

対する効果的な防災教育の授業案（方法）を作成する研究として、外部にも発信することを目標に発展させていき

たい。 
 
 

（５）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を企画して、学校に小中学生が来てくれるのを待つだけではなく、地域で行われる様々な科

学のイベントに積極的に参加することで、本校が地域の科学教育の拠点であることが地域に方々にも認識してもら

えるようになる。その際に、本校で開催する科学教室と同様に、高校生が小学生を中心とした地域のこどもたちを

対象に科学教室を企画運営することで、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、

こどもの自然科学への興味・関心を直接感じる機会となる。科学教室を進める過程で、生徒どうしで科学教室の企

画運営について議論をしたり、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。 

＜実施内容＞ 
①�  栂文化会館主催「親子科学教室」での科学教室 
・日時：７月３１日(日) 午前１０時～１２時 
・場所：堺市立栂文化会館 調理室 
・概要：夏休み中の小学生と保護者がいっしょに参加する「科学教室」の講師依頼を、栂文化会館から本校教員

が受けて、サイエンス部の生徒６名がＴＡを担当した。 
・内容：参加した親子は８組で約２０人。今回は２時間あり、実際に手を動かせて実験をするのがよいという 
ことで、「植物の色素」をテーマにした次の４つの実験・実習を行った。 

1)「海苔巻き用の海苔」に含まれる色素の抽出実験  2)「赤キャベツの色素液」の色の変化を探る実験（酸や

アルカリ・漂白剤などを添加） 3)「タデアイ」を用いた生葉染め 4)「ヒイラギ」の葉脈しおり作り 
※ＴＡとして参加した高校生のレポート 
７月３１日に実施された栂文化会館主催の「科学教室」で、僕たちサイエンス部員は先生が小学生に実験を行う

補助を行いました。その日はムラサキキャベツを使った実験など、数種類の実験を行いました。少し難しい作業を

したり、薬品を使う時などもありましたが、小学生達は楽しんでくれたと思います。やっぱりこのようなイベント

に参加してくれている子供たちは、科学がとても好きで参加していると思うので、これからも科学の勉強など頑張

ってほしいです。 

このイベントを通して小学生達はたくさん学んだことがあるでしょう。僕

も一つ学びました。それは、科学というものは、勉強をした知識を蓄えるだ

けではなく、試行錯誤を繰り返しながら実験し、科学を知らない次の世代に

教えることで、さらに価値が高まるものだということです。これからも学ん

だ科学の知識を子どもたちに伝えていきたいと思います。 

 

② 堺市立三原台小学校子ども会「あかね会」の科学教室への参加 
  ・日時：９月１８日（日）午後１時～５時 

  ・場所：堺市 三原台地域会館 

  ・概要：堺市三原台小学校の校区の子ども会の行事として、泉北高校サイエンス部に依頼があった。一昨年も

依頼を受けて好評だったので、今年もお願いしたいとのことであった。参加を希望する児童に、サイエンス

部が企画した実験を体験してもらった。 
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  ・内容：今回はサイエンス部の部員に企画を任せたところ、一昨年と同じこどもも参加する可能性があるので、

新しいテーマを工夫して、「空気砲」、「チリメンモンスター」、「人工イクラの作成」、「浮沈子」、「ダイラタ

ンシー現象」の５テーマの実験を準備し、前半は低学年中心に、後半は高学年

中心に、同じ内容の実験を２回行った。各テーマを部員で分担して、予備実験

を入念に行って、安全面に十分気をつけて実施した。 

（科学教室を企画した高校生のレポート） 

 私たちサイエンス部は、９月18日(日)に三原台小学校区の子ども会からの依頼で、

三原台地域会館で、小学生達にいろいろな実験をしました。今回は、数ある科学実験

の中でもよく知られている空気砲、地域の理科教室で人気のチリメンモンスター、化学薬品2つを混ぜるとイクラ

のようなものが出来る人工イクラの作成、ペットボトルの中のお魚がぷかぷか動く浮沈子、力を加えると固まるダ

イラタンシー現象の体験実験をしました。私は1年生の平野くんと２人で空気砲の実験の担当をしました。ダンボ

ールに丸い穴を開け、ドライアイスの煙を溜めてわっかを作りたかったのですが、う

まくいかなかったので、空のペットボトルに煙を溜めて押したらうまくできました。

1年生のサポートもあって、実験は無事に終わりました。 

今回のイベントでは、これらの実験をただ見てもらう、見学のみの実験ではなく、

実際にやってもらったり触ってもらったりして体感してもらう実験をしました。小学

生のみんなはとてもびっくりしたり、楽しんでくれたので、見学のみの実験ではなく、体験することが多い実験を

企画した甲斐がありました。 

 
③ 「第１５回こどものためのジオ・カーニバル」への参加 

 ・日時：１１月５日（土）・６日（日) 

・場所：大阪市立科学館 

・概要：サイエンス部員が、ボランティアの高校生スタッフとして参加。スタッフとして、受付やブース出展・ 

セミナーの助手（手伝い）を担当するとともに、交代で一部のセミナーやブースでの実験・観察・製作 

に参加し、地学に関する体験学習を経験した。この参加で地学関係にも興味・関心をもってくれた。ま 

た、他の高校の天文関連のクラブが出展していることには刺激を受けたようだ。 

（参加した高校生の感想） 

私は 11 月 5 日に、大阪市立科学館で開催されたジオ・カーニバルのボランティアに参加しました。サイエンス

部員は主に受付・展示室・工作室の3つのブースに分かれ、ボランティアの仕事を行いました。私は工作室の担当

で、主にブースで実験や工作を行う際の補助がメインの仕事でした。個人的に数十分立ちっぱなしは辛かったです

が、大阪市立科学館の方からボランティアの人向けに発行された特別な入場券を頂きました。本来有料の入場券を

無料で貰えたのでうれしかったです。しかし、私が受け持った工作室は結構忙しいところで、残念ながら貰った入

場券を使う機会は訪れませんでした。今回のボランティアの時間は朝の９時から夕方５時までの８時間でしたが、

このような体験ができて個人的にも面白かったし、貴重な体験だったと思います。 

 
④ 堺市教育委員会主催「サかイエンス２０１７」への参加 
  ・日時：１月２９日（日）（朝９時から準備）９時３０分～１６時開催  
 ・場所：堺教育文化センター（ソフイア堺）１階 ギャラリー 

  ・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」「太陽観察会」「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６５００人

であった。本校が参加するのは今年で４年目であるが、今年は約２６０組の親子が参加してくれた。 
  ・内容：サイエンス部１４名が講師を担当し、２班に分かれて「人工イクラの作成」と「チリモン探し」の２

つの実習を行った。所要時間は全体で約２０～２５分であった。人工イクラはアルギン酸ナトリウムの水

溶液を絵の具で色付けし、スポイトで塩化カルシウム水溶液に滴下して、アルギン酸カルシウムの膜を形
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成させて、イクラ状にするという実験であるが、子どもたちは次々とできるイクラに驚き、手で触ってぷ

よぷよとした感触を楽しんでいた。また、「チリモン探し」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、制限時間を決めて、その時間内に見つけたチリモンのうちで、気に入ったものを

３つ用紙に貼って持って帰ってもらった。今回はギャラリーで行ったこともあり、１日中順番待ちの列が

できて、１～２時間待ちが続いて非常に好評であったが、生徒たちは対応に忙しかった。 
＜仮説の検証＞ 
①� 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。サイエンス部員たちは多忙になっているが、いつも熱心に企画・運営に当たっている。ＳＳＨに指定され 
て１１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が地域にも認知されるよ

うになったといえる。 
② どのイベントにおいても参加者が年々増加し、地域の小学生や保護者の「科学教室」へのニーズは高まって

いる。この取組から、自然科学・科学技術に対する、こどもたちの興味・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。 
③ 高校生が指導をする過程で、なかなか小学生に分かってもらえないこともあり、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、しだいに小学生に対してじょうずに説明ができるようになり、また、質問に対

しても適確に答えることができるようになってきている。 
 
 

（６）サイエンス部の活動 

＜仮説＞ 

① 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。 

② 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」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。 

＜研究内容・方法＞ 

本校では以前は生物部が活動していたが、かなり前に廃部となり、ＳＳＨ指定時には理数系のクラブはなかった。

幸い総合科学科の１期生の数名の生徒が、科学部を設立してほしいと申し出てきたので、彼らとともに呼びかけて、

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。平成２８年度は２１名(２年８名、３年１３

名)で活動を開始し、４月に新入生が６名加わり、合計２７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。これら以外にも、「泉北科学教室」などの地域連携の取組もサイエンス部が企画運営し

ており、また、日帰りで近郊の科学教育施設を訪問するサイエンスツアーもサイエンス部が企画して一般の生徒を

募集して実施しているが、別項で取り上げている。 

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。今年度で１２年目となるが、それらの結果はまとめて、毎年、大阪府生徒研究発表会や、大阪府

高等学校生物教育研究会の生徒研究発表会などで発表しており、平成２４年度と平成２６年度は日本生態学会の高

校生ポスター発表で発表し、「ナチュラルヒストリー賞」を受賞した。また、平成２５年度には大阪府学生科学賞

で「優秀賞」を受賞した。今年度も、大阪府生徒研究発表会でポスター発表を、平成２９年２月の大阪府立高津高
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等学校の課題研究発表会（招待発表）で口頭発表を行った。 

このビオトープ池は、（1）開発により激減した泉北丘陵の湿地性の植物相を復元・保存し、（2）生物の授業で用

いる教材生物を飼育・栽培するスペースや、（3）総合科学科の「理数生物」や「課題研究」などの場として活用す

るために造成したもので、ヒメガマ・ヨシ・マコモなどの水草を植栽し、野生メダカやヨシノボリ・スジエビなど

を放流した。毎年、生物の最初の授業で、新入生を池に連れて行って、ビオトープの意義を説明するとともに、外

来種などを逃がしたりしないようにという指導を行っている。また、最近は本校のビオトープ池の知名度もあがり、

近隣の小学校から校内に作るビオトープ池の参考にするために訪問されたり、毎年地域の自然観察グループの観察

会などで利用されるようになってきた。 

② 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判で両面印刷で、全校生徒と本校を見学する中学生や関係者に配布している。初年度は教員が執筆したが、平

成１９年度以降はサイエンス部のメンバーが広報委員となってテーマの選定・執筆分担・原稿の執筆を行っている。

平成２８年度は５つの号（３９～４４号）を発行した。部員たちが企画・執筆を担当し、ＳＳＨ事業の取組の紹介

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。 

③ サイエンス部合宿の実施 

サイエンスは毎年夏期休暇中にフィールドワークや天体観測を目的に合宿を行っている。今年度は、夏季休暇中

の平成２８年８月７日(日)～８日(月)に、和歌山県立白崎青少年の家（和歌山県日高郡由良町島）で合宿を実施し

た。参加者は第１学年６名・第２学年６名と付添教員１名の計１３名であった。三国ヶ丘駅に集合し、電車とバス

を乗り継ぎ、海岸沿いを１時間ほど歩いて宿舎に到着した。夕食は、野外で飯盒炊爨を行い、その後、白い布に光

を当てて虫をおびき寄せ観察したり、星空観測を行ったりした。２日目は白崎海洋公園を散策し、その後海岸で海

洋生物の採取および観察を行った。科学的な観察を行うだけでなく、自分たちでプログラムを組み、合宿を企画運

営したことで、生徒の自主性を育てることができた。 
④  全国ＳＳＨコンソーシアムによる「高高度発光現象スプライトの観測」 

この研究は高知工科大学の山本真行助教授の指導のもとで、ＳＳＨ校の共同研究として取り組まれてきたもので、

本校も平成１８年度より共同研究に加わってきた。平成１８年１２月に高知工科大学で開催された全国ＳＳＨコン

ソーシアムの結成連絡会議に参加し、平成１９年２月より観測を開始した。平成２１年度には念願だった他校との

同時観測に成功した。同時に観測した兵庫県立神戸高校とデータの交換を実施し、解析を行い大阪府生徒研究発表

会でも発表を行った。ところが、翌年以降耐震補強工事などのため観測が不可能となり、研究も中断された。平成

２６年度からサイエンス部内に「スプライト班」を立ち上げ観測を再開した。今年が３年目となり、スプライト現

象の撮影にも数回成功し、それらの成果を昨年度に大阪府生徒研究発表会やＳＳＨ生徒研究発表会でポスター発表

を行った。 

⑤ 第５回放射線セミナーでの研究発表 

８月６日（土）に大阪科学技術センターで開催された「第５回放射線セミナー高校生サマースクール」における

高校生対抗プレゼンテーションにサイエンス部員６人が参加した。この催しは平成２４年度から行われており、各

校が「放射線」に関するプレゼンテーションを行って、発表内容とプレゼンテーション技術を競うもので、本校サ

イエンス部は第１回から毎年参加している。第１回のサマースクールでは「最優秀賞」を受賞した。今年は、「核

融合発電」をテーマに発表を行った。担当の大阪府立大学の先生方から事前指導を受けながら、スライドを作成し

て発表をするものであるが、一つのテーマについて、深く調べて参加する高校生に分かるように発表することはよ

い経験になっている。 

⑥「こどものためのジオ・カーニバル」へのスタッフでの参加 

１１月５日（土）に大阪市立科学館で開催された「第１７回こどものためのジオ・カーニバル」（１日目）にボ

ランティア・スタッフとして参加。このイベントでは２日間で延べ２４００名を超える児童と付き添い保護者の参

加者に対して、スタッフとして「受付」、「セミナー実習の助手」として活躍した。同時に、交替で休憩を取った

ときに、セミナーへの参加や各ブースを体験し「地学」の世界に触れた。今回は昨年に続き中学校の科学部の参加

もあり、一部の生徒はスタッフとしてだけでなく、出展者としての参加にも関心を示した。主に小学生向けの「地

学の祭典」という内容で、サイエンス部としても出展を検討する価値があると思うので、来年度は１年生を中心に
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考えさせたい。 

＜仮説の検証＞ 

① サイエンス部に昇格し、先輩からの引継ぎもスムーズに行われて、今年度の部員数はこれまでで最大規模の

２７名となった。ビオトープ池の調査やスプライトの観測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。これらの成果は、大阪府生徒研究発表会を

はじめ、様々な機会に発表し、その場で他校の高校生とも交流を図って、自らの自然科学に対する興味関心を深

めるとともに、課題解決能力も高まっている。 

② また、ＳＳＨ通信の発行を担当し、希望者対象のサイエンスツアーや海外研修・課題研究の中心となるなど、 

ＳＳＨ事業の多くの場面で活躍している。「泉北科学教室」での取組も軌道に乗り、小学生に対する講座の運営

は、サイエンス部員の任すこともできるようになっている。このように、サイエンス部の活動の一つと位置づけ

て、自主的に取り組み、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た。 

＜今後の課題＞ 

今後も、教員や本校生を講師とする「泉北科学教室」を定期的に開催し、小中学校との連携を深めるとともに、

地域住民の科学的な知識の向上に貢献していくことで、本校における理科教育の成果を地域に還元していきたい。

これらについては、別の項目でまとめている。 

 

 

（７）「科学の甲子園」大阪府大会へ参加 

１０月２３日（日）に、大阪工業大学（大宮キャンパス・総合体育館）で開催された第６回「科学の甲子園」の

大阪府大会に今年も本校の生徒が参加した。本校は第１回大会から参加しており、当初はサイエンス部員が参加し

たが、平成２５年度からは、出題される化学・生物・物理・地学・数学・情報の各教科・科目からの推薦で選出し

ている。当日は午前中に６分野から出題された問題を６人で分担して解き、午後は与えられた道具・材料で物理・

化学分野の実験により問題を解くという実技試験に挑戦した。表彰対象の上位３校には入れなかったが、生徒たち

にはよい経験になった。来年度はさらに好成績がとれるように、事前学習・実習を行って臨みたい。 

＊参加者の感想 

平成２８年１０月２３日、我々は大阪工業大学の大宮キャンパスで行われた第６回科学の甲子園、大阪府大会に

参加させていただきました。この大会は、大阪府が府内の高校、中学校の生徒等を対象に、科学技術や理科、数学

などの複数分野の競技を開催することによって、科学に興味のある生徒を増やし、生徒の科学に関する知識や技術

の向上を図る目的で開かれた大会です。ここで優勝すれば、全国大会に出場することができます。 

この大会の問題は、学校で受けるテストのような問題は少なく、自分自身が学んだことを生かす応用力が試され

る問題が多く、このような問題を解くのがおもしろかったです。難易度が高い問題ほど、解けた時の爽快感は格別

でした。筆記の問題だけではなく、実際にモノを使った実験形式の問題もありました。電池に関する化学的な問題、

モノの耐久性に関する物理的な問題など、高校の授業だけでは中々体験出来ないことまで体験しました。結果は敗

退でしたが、この大会で出会った問題、大学の雰囲気はこれからの将来に大きく関わってくると思います。参加さ

せていただき、ありがとうございました。 
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第４章 実施の効果とその評価  

 

１．研究課題への取組の評価とその方法 

（１）評価の観点 

① 当初に設定した６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した。①の意識調査は、第１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、今回の報告書では、一部の項目については、第１期指定の平成１８年度と

２２年度、第２期指定の平成２５年度と２８年度の４回のデータを比較して、これまでの取組の成果を検討する。 

① 生徒・保護者・教職員対象の意識調査を実施した(平成２９年１月に実施)。 

１）総合科学科生徒対象の意識調査（対象：３５７名、回答：３２６名、回収率：９１.３％） 

２）同学科生徒の保護者対象の意識調査（対象：３５７名、回答：１３２名、回収率：３６.７％） 

３）本校教職員対象の意識調査（対象：５９名、回答４３名、回収率：７２.９％） 

② ＳＳＨ行事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、大学訪問 

研修では生徒のポスター発表の内容を評価した。 

③ ３学年の「総合科学Ⅱ」については、その授業の過程での課題研究への取組、最終発表会の内容から評価した。

また、２学年の「総合科学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、意見交換を行って本年度の事業の総括を行った。 

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、校内の委員で再度意見交換を行った。 

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、「探究力テス

ト」を実施している。今年度は、入学時の１年生全員と、翌年１月に２～３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。 

 

２．生徒の意識調査の結果とその考察 
 平成２９年１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。学年別の回答者数と回収率は以下の通りであった。 
・第１学年：１１７名（９７．５％）・第２学年：１０６名（８８．３％）・第３学年：１０３名（８５．８％） 
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（ｐ．８８～８９）に掲載している。 

① 理科や数学（算数）が好きか。 
指定初年度より、総合科学科に入学した生徒に「理

科や数学が好きか」を聞いてきたところ、約３分の２

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。この結果については大きな変化はないが、本校

生の回答は、理科では平成１８年度の３３％から今年

度は４８％に、数学では３０％から４６％にそれぞれ

増加しており、ＳＳＨの取組が進行することで、理科

や数学が好きな生徒が多く入学するようになり、高校
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でも好きだと答える生徒数が増加している。 
② 理科や数学（算数）が得意か。 
同様に、理科や数学が得意だと思うかどうかを聞くと、好きかどうかという設問とほぼ同じ回答となり、小中学 

校のときには、６０％以上の生徒が得意だったと答えているが、高校になってからは、得意だと答える生徒の割合

は理科・数学とも３１～３２％に半減する。これは、教科の難易度があがるからで、当然の結果といえよう。 
③ 理数系の進路や能力について  
卒業後に理系の進路や仕事を希望している生徒は過

半数で、１～３年生の学年進行で増加している。それ

に対して、「科学に英語能力が必要」と答えている生徒

は約７０％、「実験や観察を考えながらすることが楽

しい」は約６０％に達し、かなり高い値となっている、

総合科学科には、入学時には英語の能力や英語に関す

る学習意欲が低い生徒がいるが、このＳＳＨの事業を通して大学の研究現場に直接触れることにより、学年進行で

「科学の研究に英語の能力が重要」であることを認識する生徒が増えている。 
④ 理数系の授業での積極性 
 理科や数学の授業中の積極性を知るために、「授業中

質問したり、疑問を持って考えることがよくあるか」と

いう設問をしてきた。「よくある」「少しある」と答えた

生徒が、平成１８年度は３７％であったが、しだいに増

加して平成２８年度では６０％近くに達した。逆に否定

的な回答をした生徒が、３３％から１５％に半減した。

このことは、ＳＳＨ事業でめざすべき内容が、生徒の意

識としても確実に定着しつつあることを示している。 
⑤ 各ＳＳＨ事業への生徒の評価 
 生徒の評価が最も高かったのは、「実験･実習の

多い授業」で８５％の生徒が自分にプラスになっ

ていると答えている。理系大学に進学した卒業生

へのアンケートでも、他校と比較しても本校では

多数の実験が体験でき、とてもプラスになったと

いう意見が圧倒的に多かった。次に多かったのが

「サイエンスキャンプ」で、「課題研究」「大学訪

問研修」「校外研修」「サイエンスツアー」などは

いずれも７０％を超えている。生徒はＳＳＨの取組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、「海外研修」や「小中学生向けの科学教室」の評価はやや低くなったが、これは一部

の生徒のみが体験する事業であり、やむを得ない結果であるといえよう。しかし、これらのテーマは、本校の第２

期ＳＳＨ指定のうちの３年間、「科学技術人材育成重点枠」指定で中心的に取り組んだテーマであり、下図のよう
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に、第１期指定の時に比べると、評価する生徒の割合が確実に増加していることがわかる。 
⑥ ＳＳＨ事業全体の評価 
 ＳＳＨの取組が生徒にとって、自分の進路意識や意欲・学力の向上に役立っていると感じているかについて、

ほとんどの項目で約７０％の生徒がプラスになっていると感じている。その一方で否定的な回答をした生徒も 
１０％前後いることがわかる。しかし、その割合は次第に減少している。また、「国際化や英語表現力の向上」

については、肯定的な回答が半数程度である。 
 

３．保護者の意識調査の結果とその考察 

今年度の事業がほぼ終了した平成２９年１月に、保護者向けの意識調査を実施した。総合科学科の生徒３６０人 

を通して、自宅にアンケート用紙を持ち帰ってもらい、保護者に記入していただいた。回答数は１３２（昨年１３

０名）で回収率は約３７％とやや低い結果となった。そのうち、１学年は６３％で高い回収率であったが、２学年

は３４％、３学年は２３％と、学年進行で低下している。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

（ｐ．８９～９１）に掲載しておく。 

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じかをうかがうと、「よ

く知っている」(８％)と「だいたい知っている」（６４％）を加えると、

約７割の保護者が認知されていた。また、当然のことながら、学年進行

で認知度は増加し、１学年で３５％であった「知らない」という方の割

合は２学年では３０％に、３学年では２６％に減少している。しかし、

保護者には、ＳＳＨ通信や学校通信「月泉」、あるいは学校のホームペー

ジなどを通じてＳＳＨ事業についてお知らせしてきたが、広報が十分で

あったとは言い難い結果になっている。また、経年変化は右図のように

なり、第１期指定の初年度の平成１８年度は低かったが、少しずつ増加

して、第２期指定の最終年度である今年がもっとも高くなっている。 

② 保護者による各事業の評価 

 このアンケートはまったく同じ項目を、生徒にも教職員にも

行ったが、生徒の結果に比べると保護者の評価は高く、教職員

御評価とほぼ同じであった。項目別にみると、「実験の多い授

業」「校外研修」「課題研究」「サイエンスキャンプ」はいずれ

も、肯定的な回答（強く思う＋少し思う）が、９０％を超えて

おり、保護者は実験や実習を体験できることを高く評価してい

ることがわかる。この結果は本校のＳＳＨ事業の重点目標にか

かげている「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。また、生

徒の意識調査の結果と同様に、一部の生徒しか体験しない「海

外研修」「小中学生向けの科学教室」「サイエンスツアー」はや

や低く８０％であった。それに対して、否定的な回答（あまり

＋まったく思わない）は、どの項目も５人以下であり、本校の取組が保護者には支持されていると言える。 

③ ＳＳＨ事業が生徒のどのような能力の育成に役立っているか？ 

 ＳＳＨ事業が総合科学科の生徒のどのような能力の育成にプ

ラスになっていると思うかという設問に対する回答は右図のよ

うになった。これを見ると、約８５％の保護者が「思考力や創造

性・学習意欲の向上」にプラスになっていると回答し、「学習意

欲」や「進路意識の向上」については、８０％前後がプラス回答

であった。一方、第２期の指定の４年前より力を入れている「国

際性や英語表現力の向上」については、約７０％とやや低かった

が、これは教職員や生徒の意識調査の結果も同様であり、やはり

理数系の事業が中心だったためであろう。 
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最後に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「参考資料」（Ｐ．９０～９１）に掲

載したが、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。 

 

 

４．教職員の意識調査の結果とその考察 

 ＳＳＨ事業に対する本校の教職員の意識を知るために、平成２９年１月に、意識調査を実施した。今回は主な項

目について、初年度の平成１８年度、２２年度、２５年度と比較して、１１年間の教職員の意識の変化を探ってみ

たい。アンケート項目と今年度の集計データは巻末の資料編（ｐ．９

１～９２）に掲載しておく。 

① 回答者の所属教科・所属学年 

回答者数は右図のようになり、今回の回収率は７３％で平成２２年

度と同様に高かった。回答者の所属教科の比率には大きな変化はなく、 

過去の調査と同様に、理科や数学・情報の理系教科の教員からの回答

率が高かった。また、所属学年は１年１６人・２年は８人で、３年が

１６人と、２年担当者が少なかった。 

② 所属学科とＳＳＨ事業への参加回数 

ＳＳＨ事業への参加回数については、主たる対象である総合科学科

のクラス担任や副担任については、０回が１人いたが、半数が５回以

上で、これらは理数系教科の教員で「１～２回」や「３～４回」とい

う回答は、１年では「課題研究発表会２回とサイエンスキャンプ」、

２年では「課題研究発表会２回と校外研修」にのみ参加したという理

数系以外の教科の教員が多い。一方、国際文化科担当教員でも、約４

割はＳＳＨ事業に関わっていることがわかり、２割の教員は３回以上

参加している。 

③ 教職員による各事業の評価  

次に、今年度実施したＳＳＨ事業が生徒にプラスに

なったかどうかを聞いてみたところ、右図のような結

果となった。プラスになっていると「強く思う」「少し

思う」の肯定的回答が多い順に並べたが、「実験実習の

多い授業」「大学訪問研修」「小中学生向け科学教室」

「校外研修」は１人を除いて全員がプラスになると答

えており、「課題研究」と「サイエンスキャンプ」も９

０％以上が肯定的な回答であった。また、希望者対象

のサイエンスツアーや海外研修などはやや低く８０～

８５％であった。今年度は「連携校との合同海外研修」

は実施していない。 

④ ＳＳＨ事業の観点別評価について 

 ＳＳＨ事業が右図に示す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

学の学習意欲の向上や動機づけ」にプラスになってい

るとする教員が最も多く、９０％に達している。それ

についで、「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育成」「生徒の進路に対

する意識の向上」にプラスになっていると考えている

教員が多く、いずれも８５％を超えている。それに対

して、「理科や数学の学力向上」に結びついていると答

えた教員は７３％とやや少なく、「生徒の国際性や英

語表現力の向上」につながっているとする教員はさらに少なく、６６％であった。 
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⑤ 事業全体の評価と今後の継続について 

１）学科別の評価（今年度） 

 今年度のＳＳＨ事業全体の評価については、「本校の特色づく

り」にとっては、１人を除いて、肯定的な回答となっており、特

に総合科学科の担当教員は６６％が「強く思う」と答えており、

高い評価となっている。また、「本校の学校教育全般」にとって

も肯定的な回答が８０％を超えており、いずれの学科担当者から

も高く評価されている。学科別にみると、ＳＳＨ事業に取り組ん

でいる生徒に日々接している総合科学科担当者の方が「強く思

う」と答えている教員が５０％と国際文化科の担当教員の３３％

より割合がかなり高くなっている。 

ところが、「他の学科（国際文化科）の生徒にもプラスになっ

ているか？」という

設問に対しては、国

際文化科担当教員

の評価の方が高い

という意外な結果

であった。これは、

総合科学科の教員は、担当している生徒にとって非常にプラスになっていると考えているためであろうか。 

 「ＳＳＨの取組の継続」については、国際文化科担当者では、約３分の１が「あまり思わない」と答えているが、

総合科学科では否定的回答はなかった。  

２）過去のアンケート結果との比較 

「本校の特色作りに役立っているか」という問に対して

「強くそう思う」とする回答が、平成１８年度の約４０％か

ら増加し、平成２２～２８年度と約６０％まで増加した。そ

れに対応して、平成１８年度には２０％を超えていた否定的

な回答が、平成２２年度以降は０～１人だけとなった。また、

本校の第２期のＳＳＨ指定期間があと１年で終了し、現在、

第３期指定に向けて継続申請を行っているところであるが、

「今後もＳＳＨ事業を継続していく」方がいいかについては、

「継続すべきだ」に肯定的な意見が平成１８年度の４３％か

ら平成２２～２８年度には約７０％となった。他の項目につ

いても、第１期指定の５年間（平成１８年～２２年度）で肯

定的な意見が増加し、第２期指定の５年間（平成２４～２８年度）は、その状況が変わらず維持されているという

結果になった。 

⑥ 今年度のＳＳＨ事業の実施時期や実施回数について 

ＳＳＨ事業の実施時期については、「今年と同じでよい」とい回答が、第１期指定の初年度（約５０％）から増

加し、今年度は約７０％となり、現在の取組が支持されていることがわかる。しかし、現在は一部の取組を授業時

数の確保の観点から土日に行っているが、「もっと授業時間」を利用した方がよいという意見も以前よりは減って

きているが、平成２８年度でも２５％くらい見られる。 

ＳＳＨ事業による行事の回数については、初年度の平成１８年度は「多すぎる」と「やや多い」という回答が合

わせて８０％近くあったが、取組そのものは指定第１期の５年間でかなり増加したにもかかわらず、平成２２年度

には「多すぎる」と「やや多い」という回答が約３５％に減った。これは、多くの教員にＳＳＨ事業が意義のある

ものとして認知されるようになった結果であると考えられる。第２期指定が始まった平成２５年度はほぼ同じ結果
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であったが、平成２８年度には、実施回数が多いとする教員が５０％を超えるようになった。これは、平成２５～

２７年度には「科学技術人材育成重点枠」の指定も受け、地域連携や海外研修に関する新しい取組が始まったこと

や、通常の取組も深まっていったことによるものと考えられ、教員の中にはもう少し減らしてもいいのではないか

という意見があるように思われる。第３期指定に向けた課題である。 

 

⑦ ＳＳＨの取組で期待すること 

 ＳＳＨ指定第２期の２回のアンケートでは、約３

分の１の教員が期待する取組として「課題研究」を

挙げている。それについで多いのが「多くの実験や

実習」である。これは、指定第１期の初年度である

平成１８年度に多かった「進路選択に有益な取組」・

「深い内容の授業」や、平成２２年度に多かった「科

学的な思考力の育成」・「プレゼンテーション能力の

育成」とは異なり、指定期間が長くなるにつれて、

体験的に学習することで生徒の学習意欲を高めるこ

とを期待する教員が多くなったということであろう。 

⑧ ＳＳＨの取組で育てるべき生徒の能力 

また、ＳＳＨの取組で育てるべき生徒の能力につ

いては、平成１８年度には第一期のＳＳＨ指定時の

研究開発課題であった「体験をもとに科学的に考え

る能力」が多かった。しかし、指定第２期の平成２

５年・２８年は、ＳＳＨの課題研究の取組が進むと

ともに、「自ら課題を設定してそれらの課題を解決

する能力」の育成がもっとも重要であるとする教員

が４０％近くに達した。自分たちでテーマを決め、実験計画を立てて行う課題研究の取組が高く評価されていると

考えられる。また、平成２８年度の結果をみると、教員が考える「育てるべき生徒の能力」はより多様化している。 
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５．生徒の「科学的探究能力」の評価 

 指定第２期の取組として、平成２４年度からＳＳＨの取組を進めることで、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対照として国際文化科の１・２学年で、「科学

探究力テスト」を行っている。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３～５問程度組み合わせて使用した。日本語

訳が公表されているものはそれをもとにしたが、ないものについては本校独自に翻訳した。また、英語能力を見る

目的で、毎回１問は原語(英語)のまま出題している。 

 

(１) 平成２４年度 

 科学的リテラシーを見る設問として、「グランドキャニオン」

「日焼け止め」「遺伝子組み換え作物」「温室効果」の４問を、ま

た、数学的リテラシーを見る設問として、「テストの点数」「歩

行」の２問を実施した。このテストは平成２５年１月に１～２年

は全員に、３年生は総合科学科の理科の選択者対象に実施した。

そして、それぞれの分野別に正解率の平均を比較したところ、右

図のようになった。本校の総合科学科の生徒は、いずれも日本の

平均値をかなり上回る結果となり、特に、数学的リテラシーにつ

いては、国際文化科と比べて、かなり高い正解率であった。ただ

し、この年度のテストの採点に当たっては、複数の回答が正解時

にのみ得点を与えるべき問題を別々に採点したため、本校の採点

がやや甘くなっているので、日本平均やＯＥＣＤ平均と比較する

際には注意が必要である。 

(２) 平成２５年度 

 平成２５年度は、科学的リテラシーを見る問題として、「オゾ

ン」「昼間の時間」「酸性雨」「運動」の４問を、また、数学的リ

テラシーを見る設問として、「盗難事件」「為替レート」の２問を

実施した。このテストは平成２６年１月に１～２年は全員に、３

年生は総合科学科の理科の選択者対象に実施するとともに、平成

２６年４月の新入生全員にも実施して、得点の変化を比較した。 

それぞれの正解率を比較すると、科学的リテラシーについては、

日本の平均値がＯＥＣＤ諸国の平均点よりも８ポイント高く、本

校の平均点はそれよりもさらに５ポイント高かった。国際文化科

の平均点は日本の平均点とほぼ同じで、学年進行で少しずつ向上

している。総合科学科は入学時から高く５９％で、１年後は６

２％にやや上がり、２年後は６８％とかなり上昇している。卒業

前には７０％で、入学時から１１ポイント上がったことになる。

この結果は、本校の総合科学科における取組が生徒の科学的探究

能力の向上に寄与していることを裏付けるものと考えられる。 

 一方、数学的リテラシーを問う設問では、日本の平均値はＯＥ

ＣＤ諸国の平均とほぼ同じで、泉北高校の平均は、それらより１

６ポイントも上回った。本校の国際文化科の平均は６７％、総合

科学科の平均点は７５％でかなり差がある。また、総合科学科の

新１年は７０％だが、学年進行で向上して卒業時は８０％となり、

日本の平均値を２５ポイントも上回っていることになる。 

(３) 平成２６年度 

 平成２６年度は、科学的リテラシーを見る問題として、「メア

リー・モンタギュ」「クローニング」「ゼンメルワイス医師の日

記」の３問を、また、数学的リテラシーを見る設問として、「サ

イコロ」「花壇」「スケートボード」の３問を出題した。このテス

トはいずれも平成２７年１月に、２年生は全員に、１年生が両学
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科１クラスずつを抽出して、３年生は理数生物の選択者３１名対象に実施した。さらに、平成２７年４月に新入生

全員対象に実施した。 

 その結果を見ると、科学的リテラシーを問う問題については、

泉北高校の平均は日本平均を１５ポイントも上回った。また、

総合科学科３年生が飛び抜けてよく、正解率が９０％に達した。

また、学科別の平均点は総合科学科が８４．１で国際文化科の

７９．８を約４点上回ったが、１～２年生については学年によ

る差は小さかった。数学的リテラシー問題も、泉北高校の平均

は日本の平均を２３ポイントも上回り、総合科学科の方が５ポ

イントほど高く、学年進行で上昇している。学科別にみると、

総合科学科の方が６ポイント高かった。 

(４)平成２７年度 

平成２７年度は、科学的リテラシーをみる問題として、「グランドキャニオン」「日焼け止め」「温室効果」「遺伝

子組み換え」の４問を、数学的リテラシーをみる設問として、「ゴミ」「身長の成長曲線」「チャットの時間と時差」

の３問を出題した。このテストはいずれも平成２８年１月に、

２年生は全員に実施した。１年生は両学科１クラスずつを抽

出して、３年生は総合科学科の１クラスを抽出して実施した。

さらに、平成２８年４月に新入生全員対象に実施した。 

この結果も、泉北高校の平均値は全国平均をかなり上回

り、科学リテラシ－では１５ポイント、数学的リテラシーで

は１６ポイント点上回っている。また、いずれにおいても総

合科学科の方が高い得点で、科学的リテラシーについては、

総合科学科が７６点で、６６点の国際文化科を１０点上回り、

１年７０点、２年７５点、３年８３点と学年進行で上昇して

いる。また、国際文化科でも、１年６２点、２年７０点と上

昇している。今回のテストでは、いずれの学科でも新入生の

正解率が高いのが特徴であるが、今年度から高校受験の制度

が大きく変化したことが関係している可能性がある。 

数学的リテラシーについても、国際文化科は７１点で、総

合科学科は７９点と８点差があるが、学年で比較すると、３

年生が８５点でトップであるが、１～２年は両学科とも１年

生の方が高かった。２年生は全クラスで行ったが、１年生は

１クラスを抽出したので、その影響があった可能性がある。 

(５) 平成２８年度 

平成２８年度は、科学的リテラシーをみる問題として、

「酸性雨」「昼間の時間」「運動」の３問を、数学的リテラシ

ーをみる設問として、「テストの点数」「歩行」「三角形」の

３問を出題した。このテストはいずれも平成２８年１月に、

２年生は全員に実施した。１年生は両学科１クラスずつを抽

出して、３年生は総合科学科の理数生物選択者を対象に実施

した。 

科学的リテラシーの結果は、右図の通りであるが、これ

までと同様に、総合科学科の方が国際文化科より６点高く、

総合科学科内では、１年より２年が１ポイント、３年が６ポ

イント上回るなど、学年進行で上昇していることがわかった。

それに対して、数学的リテラシーの結果は、さらに差が大き

く、総合科学科は国際文化科を１４ポイント上回り、１年よ

り２年が８ポイント、３年が１１ポイント上回る結果となっ

ており、いずれも、学年進行で正解率が上がっていることか

ら、「科学的な探究能力」が伸びていっていると結論付ける

ことができる。 

- 79 -



 - 80 -

(６) 「科学探究力」の経年変化 

 ＳＳＨ指定第２期の５年間にわたって、「科学探究力テス

ト」を継続したが、毎年の問題の難易度が異なり、正解率を比

較するだけでは、生徒の「科学探究力」の平年変化を知ること

ができない。そこで、それぞれの年度の正解率を、日本平均を

基準（１００）として、泉北高校の総合科学科１～３学年(入

学時の新入生は除く)の生徒の正解率の平均値がどれほど上回

っているかを計算して比較すると、右図のようになった。平成

２４年度については、前述したように採点方法が異なるので、

比較の対象に入れることはできないので、４年間の比較となる

が、科学的リテラシーは、平成２５年度の１２９から、平成２

６年度は１２７とやや低下したが、その後、平成２７年度は１

３１、２８年度は１３３と増加している。また、数学的リテラシーのついても、平成２５年度と２６年度は１４１

であったが、２７年度は１４９、２８年度は１４６と増加している。 

このように、５年間の取組の結果、ＳＳＨ事業の主たる対象者である総合科学科の生徒の「科学探究力」は確実

の向上していることが示された。本校でのＳＳＨ事業の目標の一つである「ＰＩＳＡ型学力」の向上については成

果が表れているということができる。 

(７) 英語問題の解決能力の変遷 

 本校で実施している「科学探究力テスト」の中の１問は、ＰＩ

ＳＡテストの原文（英語）をそのまま出題している。日本語に訳

した問題と比べると正解率は２５～４０％と低いが、この正解率

を比較することで、英語能力の変化を知ることができる。平成２

７年度は「進化」に関する問題、平成２８年度は「虫歯」に関す

る問題を出題した。それぞれの学科別学年別の正解率は右図のよ

うになった。平成２７年度ではいずれの学科も新入生の正解率が

最も低く、総合科学科では２年が低いが３年が最も高くなってい

る。国際文化科でも入学後の方が高い。平成２８年度でも総合科

学科では３年が高く、国際文化科でも１年より２年の方が高くな

っており、学年進行で成績が向上している。また、１～２年時は

国際文化科の方が英語の問題については正解率が高い。 
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第５章 ＳＳＨ中間評価において指摘を受けた事項のこれまでの改善・対応状況 
 
〇指摘 グローバルコースの生徒には英語での口頭発表を奨励するような形で進めるなど工夫してほしい。 
◎改善策など ２年次学校設定科目「科学英語基礎」（グローバルコース選択科目）最後の授業での英語による口

頭発表は継続して実施している。ＮＥＴも含む英語科の教員の指導を受け、科学実験を行いながらその内

容を英語で発表することを繰り返して実施している。授業の進行は英語で行われており、ヒアリング能力

も向上している。 
 
〇指摘 高大連携から接続へ通じるヒントを大学の先生との話し合いの中で検討していってほしい。 
◎改善策など 運営指導委員会で大学の先生から、大学生と高校生の話し合いの場を作ることができるという回答

を得た。このような機会を増やしていくことにより、高大接続の糸口をつかんでいきたい。 
 
〇質問・指摘 運営指導委員会からの記録を見ると、課題研究を生徒の自主性に任せると称して放任している状態

ではないのか。 
◎回答、改善策など 生徒の希望をとりあげる方向を大切にしている。自分で問題設定をすることが大事であると

考えるからである。解決のための方法についても助言はするが、自分達で考えていくことを大事にしてい

る。そのため放任しているのではないかとの指摘を受けることもあるが、放任はしていない。むしろ、計

画的に指導している。特に、テーマの設定については、できるだけ相談しながら進めている。 
     先行研究の内容をじっくりと検証することや、泉北高校の先輩が続けてきた研究を継続していくことの

必要性を運営指導委員会では指摘していただいている。今後も、生徒たちの自主性を大事にしていきなが

ら、深みを持った研究となるような指導をしていきたい。 
 
〇指摘 （課題研究を中心に）もっと外部の人材も活用されたらどうか。例えば、教員志望の学生に積極的に声を

かけＴＡに来てもらうなど。 
◎改善策など 大学院生などのＴＡについて、積極的に募集をしていきたい。特に、再申請においては卒業生のネ

ットワークを構築して在校生の指導に来てもらいたいと考えて計画を立てている。 
 
○質問 国際文化科と総合科学科が協力関係を持ちながら交流を行っているが、このような形を１つの伝統として

残していく考えはあるのか。 
◎回答 総合科学科が主な対象となり学校全体としてＳＳＨの指定を受け、国際文化科はＳＧＨの指定を受けてい

る。両科の生徒が、それぞれの得意分野を生かして、課題研究をはじめ各種研修でも可能な事業で連携を

進めていけるようにしている。今後も共同で指導方法について研究を進めたい。 
 
○質問 報告書にある「海外の６校との交流を深め、合同で実験を行う」とあるが、どういうことをしているのか。 
◎回答 海外の高校が日本に修学旅行や研修で来たときに、交流「授業」として理科の授業などにおいて合同で実

験、観察を行い、理数をはじめ各科目の授業を受け一緒に演習などに取り組んでいる。科学実験などでの

交流は好評である。 
 
〇指摘 報告書にＳＳＨ事業の組織体系を入れてほしい。 
◎改善策 記載している。 
 
〇指摘 泉北高校の求める国際性を学校内で定義しておいてほしい。 
◎改善策など グローバル・リーダーたる資質を「志（マインド）」「実体験に基づく知識（ナレッジベース）」「人 

とのつながりを作り生かす力（ヒューマンスキル）」とて定義している。本校ではこの資質を高めること 
が国際性を高めることにつながると考えている。 

 
〇指摘 ＳＳＨ校にはできる限り理系のＮＥＴをつけるようにしてほしい。 
◎改善策など 今年度は１名の配置が実現しており、「科学英語基礎」や「総合科学Ⅰ・Ⅱ」の課題研究の英語で 

の発表などで指導していただいている。 
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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３つの研究組織を中心に役割分担を行って、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。 
  
①ＳＳＨ運営指導委員会（年２回開催） 
  学識者など（大学教授、地元の堺市立中学校教頭）６名と、管理機関（大阪府教育委員会）、及び大阪府教育

センターよりの数名で組織している。 
  ＜校内委員：下記のＳＳＨ運営委員、及び、各回のテーマ毎のオブザーバー参加者＞ 
 ・管理機関が設け、ＳＳＨ事業の取組について、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っている。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「泉北高校学校協議会」でも、ＳＳＨの事業について報告し、助言、指導を受けている。 

 
②ＳＳＨ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っている。全校的に、各教科 
代表なども含み組織し、学校全体に関わる部分を特に検討し、その理解を得るとともに、昨年度から始まった 
国際文化科の課題研究、本年度から指定を受けたＳＧＨの事業とその指導にも寄与している。 

 
③ＳＳＨ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ってい

る。教頭、ＳＳＨ研究主任、同副主任、数学・情報・理科の教科代表、各学科長などにより組織している。 
・なお、実際の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、関係する学年の担任・副担任が分担して実施している。 

 ・今年度は、特に国際文化科の課題研究や研修にも関わって、共通の企画や指導方法の検討も実施できた。 
 
＊課題研究担当者会議 ＳＳＨ事業の中心の１つである「総合科学Ⅰ」「同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。 
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第７章 研究開発実施上の課題、及び今後の研究開発の方向・成果の普及 

１．課題研究の取組の充実と指導方法の改善 

今年で１１年目となった課題研究の取組は、総合科学科の最も重要な取組として校内でも定着し、生徒の問題解

決能力や科学的な探究力の向上だけではなく、研究班で班員の特性を生かして協力して取組む能力の育成や、研究

の過程で生じる様々な問題点や困難を解決するために、試行錯誤して挑戦する力を伸ばす上でも有効である。また、

今年度も第３学年の研究、サイエンス部の研究は前述したように、昨年度、一昨年度に引き続いて、校外の発表会

などでも高い評価を受け、多数の賞を受賞してきた。 

今後は、課題研究の内容をさらに深化させるために、前年度の上級生の取組を下級生に有効に引き継ぐ方策を検 

討するとともに、本校で「課題研究」の取組を行った卒業生の協力も得ていきたい。なお、理科と数学で新教育課

程の先行実施が始まった平成２５年度から減単位になっていた２学年の「総合科学Ⅰ」が、平成２７年度から再び

２単位に増単位(第３学年が２単位から１単位へ減単位)され、取組の重点が第２学年となった。この変更に伴って、

中間発表会の日程を４ケ月ほど早くした。かなりの時間が確保できたので、昨年より充実した課題研究ができてい

るが、独創性や発展性という点では、まだまだ不十分であり、今後も、指導方法を工夫・改善することで、効果的

な指導体制を作り上げることが課題である。 

 

２．科学研究や理数の学習における英語学習の重要性の認識 

国際文化科が併設されている本校の特色を生かして、第１学年の授業を国際文化科と同じ英語科の専門科目「総

合英語」に変更し、４単位のうちの２単位分で少人数授業やＡＬＴの指導を取り入れ、さらに新入生から希望者対

象に「グローバルコース」を設けて国際文化科の生徒といっしょに「ＧＥＴ」を受講させ、「国際的にも活躍でき

る科学者・技術者の育成」をめざして、英語能力の高い生徒の育成をはかっている。 

今年度はその５年目となり、このコースの参加者は１２０名中２８名と少数ではあるが、熱心な生徒が集まって

いる。また、このコースの生徒は第２学年では、「科学英語基礎」を選択でき、理科１名・英語科１名・ＮＥＴ１

名の３名で、オールイングリッシュによる授業を展開した。英語で説明して科学の実験を行ったり、英語の科学論

文を読んだりし、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をめ

ざした。 
その結果、受講生を含む班が、６月に行なった「課題研究発表会」で発表要旨や口頭発表のプレゼンテーション

をすべて英語で行った。また、平成２６年より始めた台湾での合同研究発表会も３年連続で継続している。 

３．ＳＳＨ事業の研究体制とＳＧＨとの連携、及び推進組織の整備 

これまでの総合科学科対象の取組で得られた成果を、国際文化科の生徒にも広げる取組を進め、ここ何年かは「科

学探究力テスト」で、国際文化科の生徒の「科学的リテラシー」の得点もかなり高まった。今後は、全教科の教員

と連携して、環境問題や生命倫理の問題などに関する授業を進めることで、国際文化科の生徒を「科学のよき理解

者」に、総合科学科の生徒を「社会的責任を果たせる」科学者へと育成したい。また、英語運用能力を伸ばし、文

章表現能力を高めるなどに課題が残っており、国際文化科が併設され、さらに今年度からＳＧＨに指定された本校

のメリットを生かして、これらの能力を高めることで、課題研究の発展や理数系の学力向上にもつなげることがで

きると考えられる。そのためにも、校外の協力も得て、校内の研究体制や推進組織の整備拡充をはかり、理数系以

外の教科との連携をさらに強めていきたい。 

４．高大連携から高大接続へ 

様々な分野の大学の先生を招いた１講座の受講生１０～１５名の「高大連携講座」や、大学の研究室を２～１０

人ずつ訪問して大学院生のＴＡのもとに実験を体験する「大学訪問研修」を継続して、課題研究のテーマ決定やそ

の後の取組にも生かしていきたい。現状では直接「課題研究の指導」を受けている班は少ないので、今後は研究の

過程で生じた疑問を解決して研究を深めるためのアドバイスを連携大学の先生方から受けられるようにしたい。ま

た、これまでの連携事業で大学との交流は深まったが、今後もさらに高大接続へと発展させるために、大学と高校

の教員が相互に訪問し合って、接続のために有効な方策を模索していきたい。 

５．研究成果の普及 

「講演会」「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域に本

校の活動に対する理解を図ることができた。今後は研修会やシンポジウムを行なったり、開発した教材集や「課題

研究マニュアル」などを、インターネットを通じて発信したりするなど、研究成果の普及をさらに図るとともに、

教材の内容についても広く意見を求めつつ、改善していきたい。 
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【 関係資料編 】 
１．平成２８年度 教育課程（大阪府立泉北高等学校） 

※総合科学科（平成２６～２８年度入学生用） 
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※国際文化科（平成２６～２８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＞ 

 

・平成２８年６月２５日(土)１６：００～１７：２５ 於 大阪府立大学Ｂ３棟１階会議室（１０６号室） 

・出席委員：山下 勝己 （大阪府大 工学研究科教授）、前川 寛和 (大阪府大 理学系研究科教授)、田中 俊雄 (大

阪市大 理学研究科教授)、山口 仁宏 （近畿大 理工学部教授）、滋野 正和 (堺市立金岡北中学校 教頭)、

辻川 義弘 (カリキュラム開発部小中学校教育推進室首席指導主事) 

  ＊大阪府教育委員会：重松 良之 (教育振興室高等学校課 教務グループ主任指導主事) 

  ＊学校側出席者：絵面 功二 (校長)、佐保田 真一 (教頭)、藤原 和美 (首席・英語)、和田 充弘 (地学)、蔵

谷 和弘 (化学)、鈴木 朗 (物理)、木村 進 (生物)、大内 康弘 (数学)、前 陽介 (情報)、藤原 裕美 (化

学）、榎阪 昭則 （ＳＳＨ研究主任・生物） 

・司会（佐保田 真一教頭） 

１．学校長あいさつ（絵面功二校長） 

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） 

   ・原稿を見ずに発表ができており、口頭発表の形は良い。しかし、もう少し説明しようとする姿勢が必要。 

   ・これまでよりも英語を話す時間が増えてきたと感じた。 

   ・発表班の中には自分の言葉で発表ができている班もあった。 

   ・発表の仕方や取り組む姿勢など、形がしっかりしている。積み重ねの結果。 

 （課題・改善点） 

   ・単年度で終わると継続性がなく、データ量が少なかったり内容が薄くなったりする。上の学年が下の学年

を教えられるような体制を整えるべき。ポスターは発表の体制がとれてきていると感じた。 

   ・発表を聞く側として、発表者の気づいていない点などを補足していける力を身につけさせるべき。 

   ・継続性を持たせるために、データベースの構築を行うべき。 

＜助言・協議内容＞ 

 ・先行研究にどうして興味をもったのか、どのように実験計画を立てたか、などが具体的に発表できればよ

い。 

   ・化学分野では、同定や収率がやはり必要なので大学を利用してはどうか。 

   ・大学院生などに協力をしてもらって、発表会にも参加をしてもらってはどうか。 

   ・課題研究の中で、大学の機器を活用させてもらう。 

   ・高校生が行うことであっても、「未知のことが分かる」ようなことが大事。 

   ・研究の質が向上するということはないので、何かを発見できたという気持ちを体験することが大事。先行

研究と同じだとしてもその点を重要視すべき。 

   ・大学が入りすぎてもいけない。 

   ・泉北高校として、何を目標とするかを深めた方がよいのでは。 

 ② ＳＳＨ事業の取り組みについて 

 ③ 今後のＳＳＨ事業のあり方について 

   ・大学との連携は必須。高校でテーマを決めて、実施を大学に協力してもらう。 

   ・夏休みなどを利用して、大学生に協力をしてもらってはどうか。 

４．連絡 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

 

 

＜配布資料＞ 

平成２８年度研究開発実施報告書第４年次／昨年度決算 本年度予算案 

教育再生会議での議論内容の一部  第四次提言 高等学校教育と大学教育との接続 

                 第七次提言 これからの時代に求められる資質、能力とそれを培う教育 
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＜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＞ 

 

・平成２８年１１月２４日(木)１５：３０～１７：００ 於 大阪府立泉北高等学校 校長室 

・出席委員：山下 勝己（大阪府大 工学研究科教授）、前川 寛和 (大阪府大 理学系研究科教授)、田中 俊雄 (大

阪市大 理学研究科教授)、山口 仁宏 （近畿大 理工学部教授）、滋野 正和 (堺市立金岡北中学校 教頭)、

三木 満夫 (小中学校教育推進室指導主事) 

  ＊大阪府教育委員会：重松 良之 (教育庁高等学校課 教務グループ主任指導主事) 

  ＊学校側出席者：佐保田 真一 (教頭)、大西 温（学科長・化学）、和田 充弘 (地学)、蔵谷 和弘 (化学)、鈴

木 朗 (物理)、木村 進 (生物)、高木 萌々 (数学)、前 陽介 (情報)、藤原 裕美 (化学）、榎阪 昭則 （Ｓ

ＳＨ研究主任・生物） 

 

１．学校長あいさつ（絵面功二校長） 

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 本日の課題研究中間発表会について（講評） 

 （良かった点） 

 ・継続したテーマの班は、これからの方針が見えていた。     ・発表はしっかりできている。 

  ・愛想よく、説明を積極的にしてくれた。            ・発表態度は二重丸。 

 （課題・改善点） 

  ・興味を多方に持ちすぎて、「何がしたいのか」が分かりにくい 

・どういうつもりで中間発表会に臨んでいるかの、背景が見えない。 

  ・先行研究がしっかり説明できていない。 

  ・発表する人が特定されていた。 

  ・結果と考察がつながっておらず、しっかり考えきれていない。 

  ・引き継いでいるテーマが少ない。 → データ量がやっぱり少なくなる。 

  ・先行研究の内容を自分たちの言葉では説明できていない。 → 自分たちの研究の位置づけが不明確。 

＜助言・協議内容＞ 

  ・全国に行けるような生徒が一人でも出てくれるとよい。 → 自ら学び、研究していく姿勢を持つ。 

  ・もっと継続性があってもいい。 

・自分たちで考えて、疑問に思ったことをそのままにせず、突き詰めていってほしい。 

  ・面白い結果を見逃すな。 → 「どうして？」と聞くだけでもきっかけになるのでは。 

  ・数学班のテーマとして、論理的に組み立てるものであればどのような題材でも「数学」として扱える。 

  ・化学班の研究の取組として、やはり合成反応をするならば、生成物の構造の同定は必要では。高校生の言

葉で説明できる範囲で発表させる。 

 ② ＳＳＨ事業の取り組みについて 

 ③ 今後のＳＳＨ事業のあり方について 

   → 研究開発実施計画の新旧の比較／泉北高校第３期（平成２９～３３年）研究開発の概要 

＜助言・協議内容＞ 

 ・１０年間の成果を表す方法がいる。 → 数値化できる方法。生徒のアンケート結果がある。 

   ・考えのプロセスの育成。 → 考えて、考えて、考え抜く力。 

   ・新しさは必要。 

・過去の課題研究を体験した本校のＯＢに来てもらい、協力してもらってはどうか。 

   ・ＳＳＨは、社会人としての考える力を養う水平展開と、科学者としての母数を増やす垂直展開の２役を担

っている。 

   ・ＳＳＨは問題解決能力を養うプログラムだと思うので、プロセスが大事。 

４．連絡 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

＜配布資料＞ 

平成２８年度 事業報告 

平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施計画書（申請書類） 
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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)  平成２９年１月実施 

本校は平成１８年度よりＳＳＨ(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受け、様々な取組を行ってきました。

今年度は第２期指定の５年目になり、次期指定に向けて申請中です。来年度以降のＳＳＨの事業計画を考えるため

の参考にしたいので、下記のアンケートにご協力下さい。回答はすべて「マークシート」の番号をマークしなさい。 

 

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(62)   ②１年女(55)  ③２年男(75)   ④２年女(31)   ⑤３年男(69)   ⑥３年女(34) 

＜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。(１～２学年のみ) 

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。  126 102 58 29 11
設問３ 中学校のときに、「理科」が好きでしたか。  126 109 51 30 10
設問４ 高校の「理科」が好きですか。 63 98 98 41 24
設問５ 小学校のときに、「算数」が好きでしたか。 128 99 48 32 19
設問６ 中学校のときに、「数学」が好きでしたか。 102 109 52 40 23
設問７ 高校の「数学」が好きですか。 57 88 73 56 50
 

＜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
く思
う 

②少
し思
う 

③どちら
とも言え
ない 

④あま
り思わ
ない 

⑤全く
思わな
い 

⑥わか
らない

設問 8 小学校のときに、「理科」が得意でしたか。 126 100 58 17 17 4
設問 9  中学校のときに、「理科」が得意でしたか。  129 102 60 19 14 1
設問10 高校の「理科」が得意ですか。 28 78 111 54 50 2
設問11 小学校のときに、「算数」が得意でしたか。 151 82 56 18 17 0
設問12 中学校のときに、「数学」が得意でしたか。 118 97 56 33 20 0
設問13 高校の「数学」が得意ですか。 33 67 82 59 82 1
設問14 高校卒業後、理系（自然科学系）の進路を希望

していますか。 102 64 39 27 56 37

設問15 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。 75 68 59 38 52 34

設問 16 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。 

92 121 60 30 17 6

設問 17 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。 107 126 41 22 17 13

設問18 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。 

① よくある( 78 )   ② 少しある( 107 )    ③ どちらとも言えない( 86 )   
④ あまりない( 30 )   ⑤ まったくない( 13 )  ⑥ わからない( 10 ) 
 
 
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
く思
う 

② 
少し
思う

③どちら
とも言え
ない 

④ あ
まり思
わない 

⑤全く
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 142 114 28 12 11 11
設問20 サイエンスキャンプ(１年４月)   117 123 42 13 18 12
設問21 小中学生向けの科学教室への参加 61 55 62 13 17 114
設問22 サイエンスツアー(希望者、８・２月) 77 53 40 7 11 130
設問23 大学の先生を招いた講演会（１・２年６月） 67 114 71 20 18 33
設問24 校外研修(１年：神戸、２年：天神崎) 98 121 57 19 13 17
設問25 課題研究(３年４～９月、２年６月～) 105 96 50 14 13 46
設問26 大学の研究室への訪問実習(１・２年７・８月） 103 112 57 16 14 23
設問27 オーストラリア・ボルネオ海外研修(希望者)  54 33 51 4 8 170
設問28  海外の高校生との交流や海外スタディツアー 

等、国際性を高める取組。 
78 78 63 10 14 80
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＜設問29～33＞ SSHの取組が、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
思う

② 
少し
思う

③どちら
とも言え
ない 

④ あ
まり思
わない 

⑤ 全
く思わ
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。 

79 128 59 24 16 19

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。 

74 152 56 14 14 16

設問31 理科や数学の学力向上につながっている。 73 134 66 23 13 17
設問32 進路に対する意識の向上に役立っている。 70 136 74 21 11 13
設問33 国際性や英語の表現力の向上に役立っている。 51 92 97 35 22 29
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。 

82 125 74 16 12 17

設問35 体験授業のときに、中学生や小学生に実験など
を教えるために、本校の生徒に手伝ってもらっていま
す。そのような機会に手伝ってもよいと思いますか。

63 87 79 31 40 24

 
 
＜設問 36～38＞ あなたが、来年度以降のＳＳＨの取組に期待す
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つ選んで下さい。 

最も
期待

２番 
目に期
待 

３番
目に
期待 

合 
計 

①  深い内容の授業  38 17 26 81
② 多くの実験や実習  90 69 44 203
③ 自ら行う課題研究 46 38 34 118
④ 科学的な思考力の育成 16 20 24 60
⑤ プレゼンテーション能力の育成 28 42 31 101
⑥ 大学入試に有益な取組み  27 38 51 116
⑦ 進路選択に有益な役立つ取組み 25 33 32 90
⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 40 32 36 108
⑨ 大学や研究所などの訪問研修 7 28 21 56
⑩ 研究者を招いての講演会  8 4 16 28

（２）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(保護者向け、平成２９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、様々な事業に取組んでまいり

ました。今年度は第２期指定の５年目(最終年度)となり、現在、第３期指定に向けて申請中です。今後もさらに取

組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(裏面もあります)にご協力よろしくお願いします。ご記入の上、生徒を通じて担任に提出してください。 

設問 生徒は何学年ですか  ① 第１学年：７５名(回収率６２.５％) ② 第２学年：３４名(回収率２８.３％)、  

③ 第３学年２３名(回収率１９.２％)  合計：１３２名（回収率３６.７％） 

設問１ ＳＳＨ指定に伴う取組については、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、今年度の取組についてどの程度ご存知ですか。 

① よく知っている（10）  ② だいたい知っている（84） ③ あまり知らない（33） 

④ まったく知らない（4）  ⑤ わからない（1）   

 

＜設問２～12＞ 今年度はＳＳＨの取組として、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。 

強
く
思
う 

少
し
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

あ
ま
り
思
わ
な

い ま
っ
た
く
思
わ

な
い 

わ
か
ら
な
い
・

知
ら
な
か
っ
た

２．実験や実習を多く取り入れた授業（通年） 85 40 2 3 0 2
３．サイエンスキャンプ(1年生、兵庫県立ヒト博･西はりま天文台 4月) 61 55 7 4 0 4
４．泉北科学教室 (小中学生対象の科学教室での指導7･8･10･12･1月) 42 44 18 2 0 25
５．サイエンスツアー(希望者、東京～筑波8月、奈良～高槻2月) 51 35 15 2 1 27
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６．市大理科セミナー(1年生全員 8月) 72 36 11 1 2 9
７．大学の先生を招いた校内での講演会(2年生全員 +1年科探受講者6月) 50 41 6 5 0 28
８．校外研修 (1年生 防災未来館・野島断層北淡震災記念公園 11月 

・2年生 天神崎の海岸生物観察 5月) 
66 56 4 2 0 3

９．2～3学年の課題研究とその発表会 (自由テーマのグループ研究) 62 42 5 1 0 20
10．大学の研究室への訪問実習 (2年生全員++1年科探受講者7月) 65 32 8 2 0 24

11.ＳＳＨ海外研修 (希望者2回、 オーストラリア・ボルネオ8月) 40 30 15 3 0 41

12.海外の高校生との交流や海外スタディツアー等、国際性を高める取組 69 34 9 3 1 16
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。 69 43 15 2 0 3
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。 62 49 10 4 1 6
15.生徒の理科や数学の学力向上につながっている。 53 51 22 3 0 3
16.生徒の進路に対する意識の向上に役立っている。 50 57 17 4 0 4
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。 51 38 28 4 1 10

※以下の記述回答については、一部のみ抽出。 

 

＊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。 

＜３学年＞ 
・９０分かけての実験。好きなことに取り組める課題研究。質問に熱心に答えて下さる先生方。自分の意見を自由

に発言している楽しいクラス。何より、子どもが科学をおもしろいと言える環境。 

・台湾の高校に発表に行くのに、子どもたちが英語の勉強も合わせてがんばっていたことに感心しました。もっと、

向こうの学生と話したかったのにと後悔していたようなので、良い経験をさせてもらって良かったと思いました。 

・ただ聴くだけの授業ではなく、実験や課題研究など、普通科ではできない学習だったと思います。理数科目に意

欲を持って取り組んでましたし、なにより、好きなことを高校レベルより深く学べることで、充実した高校生活

を送ることができ、親子ともども泉北高校に進学できて本当に良かったと思っています。 

・他の学校ではできない体験（実験）をしている。普段の話に授業の中で聞いたのだろうと思うが、科学的な知識

の会話が多くなった。理系の勉強をしながらも将来をみすえ、研究者になって発表するようなことになった時は

英語の力も必要だと、英語に触れる機会を作っている。 

＜２学年＞ 

・高校の時から専門的な授業を受講できる機会があり、将来の進路にも結びついている。海外研修とかも、色々参

加できる機会があり、一年時には参加してとても勉強になったと、本人も言っています。 

・今の子供たちは中一から受験対策に追われ、勉強＝受験勉強＝減点されない答案の書き方（傾向と対策）と考え

ている子どもが多いように思います。泉北高校では、心で感じる機会や考える機会が多く、また、他校では経験

できない学び（課題研究や海外研修）をしていることが生徒の自信になります。 

・他校にない長い授業時間、実験設備の充実などで、勉強ができる環境が整っている点がすばらしい。 

・校長先生のお話に強く感銘を受けているように感じます。広い視野を持つ事の重要性を学べている点が良いと思

います。自主性が生まれ、自己管理ができるようになったと思う。 

＜１学年＞ 

・カリキュラムの多さと、指導のきめ細かさ。本人が泉北高校に入学して本当によかったと言っている。 

・実験などたくさん体験させてもらっている。校外での体験型授業を取り入れているところがよい。 

・実験が多くあり、特色のある授業を受けることができていると感じています。授業時間が長く、ロスタイムが少

ないので良いと思います。実験をする機会が多いおかげで、勉強に意欲が湧いたと思います。 

・専門的なお話（数学や科学など）ができるお友達がたくさん増えた事。先生の授業がおもしろく学べる事など、

毎日楽しそうに通学している。本当に良かったと思っています。 

・ＳＳＨオーストラリア海外研修に参加させていただきましたが、研修内容が素晴らしくとてもよい経験になった

と思います。引率の先生がＨＰで詳細を報告して下さり、まるで自分でもいったように感動を共有することがで

きてありがたかったです。他校でも語学の海外研修はよくありますが、科学研修は少ないので総合科学科に進学

できて良かったと思います。 

・実験・実習が多いため、普通校では体験できないことができる点、科学探究ではコミュニケーション能力の向上

がはかれている点が良かった。同じ理系好きの仲間にであえたところ。 
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＊設問19 ＳＳＨの取組について、これまでの内容に対するご意見や、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。 

・受験生の親になって感じたことですが、理系の受験でも英語が重要なので、国際文化科も併設されているので、

もっと英語にも力を入れ、ネイティブな英語にも触れさせてあげてほしいです。（３年） 

・ＳＳＨの取組を外に向けてもっとアピールしてほしいです。今年度は「泉北科学教室」の案内がホームページ 

に出ていたので、小学生の子供がいる友人に知らせることができました。（２年） 

・異文化に触れ合うことで理解と心の豊かさが生まれると思います。国際交流を続けていってほしい。（２年） 

・サイエンスキャンプ・サイエンスツアーすばらしいです。今後も総合科学科ＳＳＨとして特色のある事業を続け

てほしいです。研究発表の方法などでも指導していただきたいです。（１年） 

・地域の小中学生対象の科学教室を熱心に開かれ、高校生にとっても小中学生にとっても科学を通してコミュニ 

ケーションが深められて、素晴らしい交流の場になった事と思います。続けてほしいと願っています。（１年） 

 

 

（３）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(教職員向け、平成２９年１月実施) 
 平成１８年度より文部科学省のＳＳＨ指定を受け、今年度は第２期の最終年度に当たり、第３期の指定に向けて 
申請中ですが、これまでの５年間の総括をする必要があります。今後の取組について考えるためにも、多数の教職

員の先生方のご意見を伺いたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。（回答数：４３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（６人）   ２．数学･情報（９人）  ３．理科（９人）    
４．英語（１０人）   ５．芸術･体育･家庭他（９人） 

設問２ あなたの所属学年(または授業時間の多い学年)は何年ですか。 

１.１学年(１７)  ２.２学年(９)  ３.３学年(１６) ４.いずれともいえない(１) 
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（１５人）     ２．１～２回(１１人)    ３．３～４回(５人)   
４．５～９回(６人)   ５．１０回以上(４人) 

＜設問４～15＞ 今年度はＳＳＨの取組として、次のような事業を行いました。
それぞれの取組が、生徒にとってプラスになると思われますか。 
＜設問16～20＞ ＳＳＨの取組が、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21～25＞ ＳＳＨの取組に関する次の設問に番号で答えて下さい。 

強
く
思
う 

少
し
思
う 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

あ
ま
り
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
思

わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

設問 ４ 実験や実習を多く取り入れた授業  33 8 1 0 0 1

設問 ５ サイエンスキャンプ(１年全員、４月)           25 11 2 1 0 4

設問 ６ ＳＳＨ講演会(今年は実施していない)     4 6 12 3 0 16

設問 ７ サイエンスツアー(希望者、東京～筑波：８月、奈良・高槻：１１月) 14 17 3 1 0 8

設問 ８ 校外研修(１年：淡路島～神戸、２年：和歌山県天神崎)  26 11 0 1 0 5

設問 ９ 大学の先生を招いた講演会(２年全員・１年希望者:６月)     11 24 2 2 0 4

設問10 大学の研究室への訪問実習(１年:８月市大、２年:７月府大・近大)  21 19 1 0 0 2

設問11 海外研修(希望者、７～８月オーストラリア・ボルネオ) 16 14 6 0 0 7

設問12 ２～３学年で実施した課題研究と発表会   25 14 1 1 0 2

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 15 15 5 1 0 6

設問14 他のＳＳＨ校(連携校)の生徒も参加する海外研修 16 13 6 1 0 6

設問15 小中学生対象の科学教室(生徒による講師やＴＡ) 26 14 1 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。 22 13 2 1 0 5

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 17 4 0 0 3

設問18 生徒の理科や数学の学力向上。 14 16 8 1 0 4

設問19 生徒の進路に対する意識の向上。 15 20 5 0 0 3

設問20 生徒の国際性や英語の表現力の向上。 11 17 9 2 1 3

設問21 科学の市地基を伝える能力の向上。 19 15 5 0 0 4

設問22 他の学科の生徒にもプラスになっている。 9 12 12 2 1 7

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。 20 18 4 0 1 0

設問24 本校の特色作りにプラスになっている 28 14 1 0 0 0

設問25 SSHの取組によって、校務が多忙になっている。 21 19 0 0 0 3

設問26 今後もＳＳＨの取組を継続していく方がよい。 16 12 8 3 0 4

- 91 -



 - 92 -

設問27 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)  ２．やや多すぎる（１４）  ３．ちょうどよい（１１）  ４．やや少なすぎる（２）
５．少なすぎる（０） ６．わからない（１４） 

設問28 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     （２９）   ２．もっと授業時間を利用した方がよい（９） 
３．すべて授業時間を利用した方がよい （１）   ４．すべて放課後や休日に行った方がよい（１） 

 

          
 

＜設問 29～31＞来年度以降のＳＳＨの取

組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  5 2 1

②多くの実験や実習  7 9 6

③生徒が自ら行う課題研究 14 7 5

④科学的な思考力の育成 4 5 7

⑤プレゼンテーション能力の育成 2 7 6

⑥大学入試に有益な取組  1 3 2

⑦進路選択に有益な役立つ取組 4 3 6

⑧自然観察や施設見学などの校外研修 2 1 3

⑨大学や研究所などの訪問研修 2 5 4

⑩研究者を招いての講演会  1 0 2

⑪科学の分野における英語能力を高める 0 0 0

   

＜設問32～34＞ ＳＳＨの取組によって、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  14 3 4

②必要な情報を収集して処理する能力  1 3 11

③自ら課題を設定して、課題を解決する能力 16 13 4

④学習・研究の成果を適切に表現する能力 7 11 7
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 0 3 0

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  3 6 3

⑦社会における科学の果たすべき役割を考える能力 0 1 5

⑧環境保全に積極的に取り組む能力 0 0 2

⑨学習・研究の成果をわかりやすく伝える能力 1 2 6

⑩英語による表現力を高める取組  0 0 0
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４．「課題研究」のテーマ一覧表 

「総合科学Ⅱ」 （３年時） 「総合科学Ⅰ」 （２年時） 

分野・班 テーマ 分野・班 テーマ 

物理１班 紙飛行機 物理１班 紙飛行機のテーパー比と飛距離の関係 

物理２班 ビニールハウス 物理２班 竹とんぼの飛ぶ高さとはねの角度の関係 

物理３班 ブーメラン 物理３班 ダイラタント流体を用いた衝撃緩和 

物理４班 パラシュートと K の関係 物理４班 チューブラーベルの製作 

物理５班 音波の視覚化 物理５班 竹とんぼの滞空時間 

物理６班 スクリュープロペラ 物理６班 スリンキーの動作解析 

    物理７班 ヨーヨーの慣性モーメント 

化学１班 保冷剤さらなる高みへ 化学１班 いろいろな光触媒でにおいを消そう！ 

化学２班 アゾ化合物を用いた新しい指示薬の作成. 化学２班 炎色反応によるカラーろうそくの作製 

化学３班 炎色反応を用いたろうそくを作ろう！ 化学３班 チョークの粉を再利用した色ガラスの作製 

化学４班 炎色反応を利用したろうそくの作製 化学４班 蛍光チョークを作ろう～輝く未来のために～ 

化学５班 チョークの再利用 化学５班 豆乳の凝固性とイオン 

化学６班 ＢＺ反応 化学６班 光る指示薬を作ろう 

生物１班 体色変化と環境条件 生物１班 ダンゴムシの行動 

生物２班 夜目のきき方 生物２班 ニホンアマガエルの体色変化と環境条件 

生物３班 様々な気温でのブラインシュリンプの生存率 生物３班 四つ葉のクローバーの増やし方 

生物４班 粘菌の行動 生物４班 甘い野菜の育て方 

生物５班 乳酸菌の増殖 生物５班 魚とｐＨの関係 

生物６班 植物で紙づくり 生物６班 バナナのシュガースポットとその効果 

生物７班 キノコの子実体形成と環境条件 生物７班 アリの行動調査 

生物８班 植物の色とｐＨ 生物８班 身近なものでカビ防止 

生物９班 トマト・イチゴを甘くする栽培方法 生物９班 乳酸菌の増殖条件について 

生物１０班 塩を含んだ土で豆を育てる 生物１０班 サンジソウの観察 

生物１１班 暗闇でも植物は育つのか？     

生物１２班 植物の蒸散と成長量     

地学１班 長周期地震動における被害を減らすには 地学１班 防災教育について 

地学２班 泉北ニュータウンの水害対策 地学２班 積乱雲を求めて 

地学３班 泉北丘陵の成り立ちとその歴史について     

地学４班 月の見え方について     

数学１班 魔方陣 数学１班 多種多様なナンプレの作成 

    数学２班 ルービックキューブの攻略 

    数学３班 ポーカーの役の確率って？ 

情報１班 プログラミングとカメラによる色の検出 情報１班 絶対に負けないオセロ 

情報２班 絶対に負けない五目並べ 情報２班 モーションセンサーを使ったキーボードの作成 

情報３班 ドローンの災害現場での活用     

情報４班 ボイスロイドの利用     

 

 
「科学探究基礎」（１学年選択科目） 

分野・班 テーマ 分野・班 テーマ 

物理１班 衝撃の緩和 地学１班 対角線上の窓を開けると風通しがよくなる！？ 

化学１班 化学実験のスペシャリストについて 地学２班 昭和の三大台風 

化学２班 希硝酸と濃硝酸の違い 情報１班 ＪＡＶＡ音声プログラム 

生物１班 パンダマウスの行動変化について 情報２班 ３Ｄマップ 

生物２班 苔の環境変化による成長速度と生物量について 情報３班 数独の解を検出するプログラムを作る 

生物３班 水草の成長と音の関係について 数学１班 ばば抜き 
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５．高大連携事業の講師などの記録 

 本校では、ＳＳＨ指定第２期の５年間に、多くの大学の先生方に「高大連携講座」や「大学訪問研修」などでお

世話になった。これらの事業で講師をお願いした先生方を下表にまとめた。ご協力ありがとうございました。なお、

所属・職名などは、講師をお願いした当時のものである。 

 

(１) 運営指導委員． 

氏名 所属・職名 
平成２４

年度 

平成２５

年度 

平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

飯尾 英夫 大阪市立大学・理学研究科 教授 委員 委員 委員 

伊藤 智博 大阪府立大学・工学研究科 教授 委員 委員 委員 

上田 純一 大阪府立大学・理学系研究科 教授 委員 委員 委員 

滋野 正和 堺市教育センター、堺市立金岡南中学校教頭 委員 委員 委員 委員 委員 

田中 俊雄 大阪市立大学・理学研究科 教授 委員 委員 

前川 寛和 大阪府立大学・理学系研究科 教授 委員 委員 

山口 仁宏 近畿大学・理工学部理学科 教授 委員 委員 委員 

山下 勝己 大阪府立大学・工学研究科 教授 委員 委員 

 
（２）高大連携講座(「講座」と略)・大学訪問研修（「訪問」と略）等講師 

① 大阪府立大学 工学研究科 

氏名 職種 

平成

２４

年度 

平成

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度

平成

２８

年度
 

氏名 職種 

平成

２４

年度

平成

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度

平成

２８

年度

東 健司 教授 訪問 訪問     小山 長規 准教授       訪問

有馬 正和 准教授 訪問       近藤 和夫 教授 訪問 訪問     

安藤 太陽 助教        訪問 佐藤 孝哉 教授 訪問       

生方 誠希 助教       訪問  下村 卓 教授 訪問       

石亀 篤司 教授 訪問       新谷 篤彦 准教授      訪問 訪問

石田 武和 教授        訪問 砂田 茂 教授  訪問     

石渕 久生 教授     訪問   千葉 正克 教授       訪問

伊藤 智博 教授   講座     戸出 英樹 教授       訪問

井山 彩人 助教     訪問   中谷 直樹 准教授  訪問    訪問

岩住 俊明 教授        訪問 中村 雅夫 准教授    訪問   

岩田 政司 教授     訪問   原 尚之 准教授    訪問 訪問 訪問

岩村 雅一 准教授   訪問     久本 秀明 教授 訪問       

大久保雅章 教授 訪問   訪問   堀 史説 准教授 訪問      訪問

小川 昭弥 教授     訪問   堀中 博道 教授  訪問     

片山 徹 准教授     訪問   本多 克宏 教授      訪問  

壁谷 喜継 教授 訪問 訪問     松岡 雅也 教授  訪問     

亀尾 佳貴 助教   訪問     松永 秀章 教授    訪問   

河相 武利 准教授 訪問     訪問  森 茂生 教授 訪問     訪問 訪問

川田 博昭 教授 訪問   訪問   八木 繁幸 教授       訪問

久保田寛和 准教授   訪問     吉岡 理文 教授 訪問       

小西 康裕 教授 講座 講座 講座   吉村 武 准教授      訪問 訪問
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② 大阪府立大学 理学系研究科 

氏名 職種 

平成

２４

年度 

平成

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度

平成

２８

年度

氏名 職種 

平成

２４

年度

平成

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度

平成

２８

年度

会沢 成彦 教授       訪問  久保田佳基 教授    訪問   

麻田 俊雄 准教授     訪問   竹中 延之 助教      訪問  

飯田 琢也 准教授     訪問   田中 潮 助教       訪問

石橋 広記 助教        訪問 田中 智 教授      訪問  

伊藤 康人 教授        訪問 豊田 真弘 教授 講座 訪問   講座 訪問

入江幸右衛門 教授 訪問   訪問   早川 滋雄 教授      訪問  

上田 純一 教授     訪問   原 正行 教授  訪問     

宇野 裕之 准教授   訪問     福山 高英 准教授  訪問     

馬野 元秀 教授 講座 講座 講座 講座 講座 藤本 典幸 教授      訪問  

大西 利和 教授   訪問     藤原 秀紀 教授 訪問   講座 訪問 訪問

嘉田 勝 准教授   訪問     細越 裕子 教授  訪問     

加藤希理子 准教授     訪問   前川 寛和 教授 講・訪 講座 講座 訪問 講座

神川 憲 教授 訪問     訪問  松坂 裕之 教授    訪問  講座

川西 優喜 准教授       訪問  八木 孝司 教授  訪問     

木下 誉富 准教授        訪問 吉原 静恵 助教       訪問

居原 秀 准教授 訪問                  

 
③ 大阪府立大学 その他（工学・理学系研究科以外） 

氏名 所属 職種 
平成２４

年度 

平成２５

年度 

平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

武田 重昭 生命環境科学研究科 助教       訪問 訪問 

藤原 宣夫 生命環境科学研究科 教授       講・訪 訪問 

堀野 治彦 生命環境科学研究科 教授         訪問 

高橋 哲也 高等教育推進機構 教授 講座         

松原 浩 高等教育推進機構 准教授 訪問     訪問   

中山 祐一郎 現代システム科学域 准教授         講・訪 

松浦 寛人 地域連携研究機構 准教授       訪問   

 
④ 近畿大学 理工学部 

氏名 職種 

平成

２４

年度

平成

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度

平成

２８

年度

氏名 職種 

平成

２４

年度

平成

２５

年度 

平成

２６

年度 

平成

２７

年度

平成

２８

年度

井田 民男 教授  訪問 訪問 訪問  中原 幹夫 教授 講座       

井上 開輝 准教授  講座 講座   西藪 和明 准教授 訪問       

大久保貴志 准教授      訪問  萩原 央記 助教  訪問     

岡田 昌彰 教授 訪問   訪問   半田 久志 准教授  訪問 訪問  訪問

梶井 浩修 准教授  訪問     松井 一彰 准教授 訪問 訪問   訪問 訪問

日下部 俊

男 
教授      訪問  松本 浩一 講師 訪問 訪問 訪問 訪問 訪問

近藤 康 教授 訪問   訪問 訪問 訪問 南 武志 教授  訪問     

菅原 賢悟 講師       訪問 山口 仁宏 教授       訪問

田上 奈美 研究員      訪問  山崎 秀夫 教授    訪問   

竹原 幸生 教授  訪問     若林源一郎 講師 訪問       

知念 宏司 准教授    訪問   
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⑤ 大阪市立大学   （「理科セミ」は「市大理科セミナー」の講師を示す） 

氏名 所属 職種 
平成２４

年度 

平成２５

年度 

平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

伊東 明 理学研究科 教授 理科セミ 講・理セ 理科セミ 理科セミ 理科セミ

臼杵克之助 理学研究科 准教授 理科セミ 理科セミ 理科セミ 理科セミ 理科セミ

奥平敬元 理学研究科 准教授 理科セミ         

鐘本 勝一 理学研究科 准教授       理科セミ 理科セミ

幸田 正典 理学研究科 教授 講座         

後藤 慎介 理学研究科 准教授         講座 

坂口 和彦 理学研究科 准教授         講座 

篠田圭司 理学研究科 准教授   理科セミ 理科セミ 理科セミ 理科セミ

下田 親 理学研究科 特任教授     講座     

杉崎 満 理学研究科 准教授       理科セミ 理科セミ

曽我 康一 理学研究科 准教授       講・訪   

舘 祥光 理学研究科 講師 理科セミ 理科セミ 理科セミ 理科セミ 理科セミ

田中 俊雄 理学研究科 教授 講座         

豊田和男 理学研究科 講師 理科セミ 理科セミ     理科セミ

名波 哲 理学研究科 講師 理科セミ 理科セミ     理科セミ

貫上 佳則 工学研究科 教授   講座       

荻尾 彰一 理学研究科 准教授 理科セミ 理科セミ 理科セミ     

八ッ橋 知幸 理学研究科 教授       講座   

 
⑥ その他の大学・研究機関 

氏名 所属 職種 
平成２４

年度 

平成２５

年度 

平成２６

年度 

平成２７

年度 

平成２８

年度 

清野 智史 大阪大学工学研究科 准教授       講座   

森 裕章 大阪大学 工学研究科 准教授         講座 

廣木 義久 大阪教育大学教育学部 教授       講座   

萬代 武史 大阪電気通信大学 工学部 教授     講座   講座 

大西 俊弘 龍谷大学理工学部 准教授       講座   

宇野 賀津子 ルイ.パスツール研究所 室長   講座       

畠 佐代子 滋賀県県立大学 講師     講座     
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