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平成 30年度 研究開発実施報告書（第２年次）発刊にあたって 

大阪府立泉北高等学校 

校 長  岩﨑 判二 

 

本校は、平成 18年度に文部科学省スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）の指

定を得て以来、総合科学科の生徒を対象として理数教育に重点を置いた教育カリキュラ

ムの研究開発を推進して参りました。昨年度、第３期の指定を頂き、その２年目を終え

ようとしています。 

第３期ではこれまでの着実な取組を基盤として、言語活動の充実をさらに進め、科学

的思考法の土台づくりを行うとともに、スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）事

業と連携することにより持続可能な社会を創造していくグローバルマインドの醸成に

努めているところです。さらに、本校の教育資源である卒業生とのネットワークの構築

を行い、卒業生が探究活動を経験して考えたことや悩んだこと、また現在の職場や大学

などで学んでいることを後輩たちに伝えてもらうことにより、生徒たちの研究活動が一

層深まると同時に将来の進路決定においても大いに参考になると考えています。 

高大連携の取組では、「高大連携講座」、「大学訪問実習」、「市大理科セミナー」など

関係大学の先生方の多大なご理解とご協力のおかげで、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生まれています。また、地域の理数教育の拠点校として泉

北地域の小学校や中学校と連携した活動を進めており、高校生が小・中学生に対して直

接指導することを通じて新たな気づきや発見を得るとともに、さらにはそれらの学びを

課題研究の成果へと繋げています。 

最後になりましたが、運営指導委員の皆さまのご指導とご援助、関係大学と研究機関

の先生方のご支援とご協力を得ながら研究開発を実施できましたことを感謝し、お礼申

し上げます。また、文部科学省、科学技術振興機構の各位には適切なご指導とあたたか

いご支援をいただきましたことも併せてお礼申し上げます。 
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別紙様式１－１ 

大阪府立泉北高等学校 指定第３期目 29～33 

 

平成 30年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約） 

 ① 研究開発課題  

グローバル社会を牽引する科学的素養を有する人材育成 

 ② 研究開発の概要  

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

研究機関との協働プログラムを作成して、高校生の研究意欲を高めるような仕組みを構築していく。指定が３

期目になり、これまで輩出してきた多くの卒業生とのネットワークを構築し、在校生の課題研究の取組への協

力が得られるような仕組みを構築する。地域の理科教育の拠点として、小学校や中学校に高校生を派遣して実

験教室を開催し、地域の科学リテラシーの向上に努める。さらにはグローバルな視点で物事をとらえ、世界に

発信できる素養（英語能力を含む）を身につけた国際的に活躍できる人材を育成する。 

 ③ 平成 30年度実施規模  

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の設置を継続する。 

・台湾への海外研修を継続実施する。 

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

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

・第１学年においては学校設定科目「科学探究基礎」を継続実施する。 

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

・先行研究の検索システムを構築する。 

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

＜第二年次＞ 

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

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

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

・卒業生のネットワーク（SSOnet）に関しての活用法を改善する。 

・先行研究の検索システムの改善を図る。 

＜第三年次＞ 

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

・理科で双方向型授業を試行的に実施してその効果を検証する。 

・卒業生のネットワーク（SSOnet）を利用し、在校生の課題研究への助言をしてもらう。 

・先行研究の検索システムを利用した課題研究のテーマ設定をより丁寧に行う。 

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

＜第四年次＞ 

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

・第２期で作成した「課題研究マニュアル」の改訂に向けて問題点を調べる。 

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

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

・サイエンス部の卒業生を招き、サイエンス部の活動報告会を開く。 
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＜第五年次＞ 

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

・第２期で作成した「課題研究マニュアル」の改訂を行う。 

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

・海外の高校等との交流を深めて、合同研究を実施する。 

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

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

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

１） 学校設定科目「科学探究Ⅰ」２単位及び「科学探究Ⅱ」１単位を設定。 

① 特例の適用範囲:総合科学科第２・３学年の全生徒(各学年３クラス) 

② 特例の内容と代替措置：理数科「課題研究」(１単位)と「総合的な学習の時間」(２単位)の代替として、学 

校設定教科「総合科学」の中に、学校設定科目「科学探究Ⅰ」（第２学年、２単位）、「科学探究Ⅱ」(第３ 

学年、１単位)を設定。 

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

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

２）教育課程の特例に該当しない教育課程の変更（巻末資料、教育課程表参照） 

Ａ： 総合科学科にグローバルコース（定員 各学年 40名）を設ける。 

① 対象：総合科学科１～３学年の希望生徒（定員 40名） 

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

＊第２学年：学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」（１単位）、ＡＣＴⅡ（２単位）を履修する。 

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

Ｂ：総合科学科に「科学探究基礎」（１単位）を設定する。 

① 対象：総合科学科第１学年の希望生徒（定員 40名） 

② 内容：週１回、放課後に時間割を設定し、課題研究を進めるために必要な学習を進めるとともに、９月以降

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

 

○平成 30年度の教育課程の内容 

「数学科」「理科」「情報科」、学校設定教科「総合科学」に関わるものは以下の通りである。 

＜第１学年＞「理数数学Ⅰ」(６単位)、「理数化学」(２単位）、「理数生物」(２単位)、「情報の科学」(２単

位)、「科学探究基礎」(１単位） 

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

つの少人数授業を行っている。 

・「科学探究基礎」は希望者のみ選択（34名） 

＜第２学年＞「理数数学Ⅱ」(４単位)、「理数数学特論」(２単位)、「理数化学」(２単位)、「理数生物」(２単

位)は全員必修。「理数物理」（４単位）か「理数地学」(４単位)は選択履修。「科学探究Ⅰ」(２単位)は全員

履修、「科学英語プレゼンテーション」（１単位）は希望者のみ選択（７名） 

・「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、

「科学探究Ⅰ」は３クラスを 12名の教員で分担して、班別で課題研究を指導した。 

＜第３学年＞「数学演習」(３単位)、「理数化学」(４単位)、「総合科学Ⅱ」(１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、「総合科学

Ⅰ」から始めた課題研究に継続して取り組む。12人の教員が分担して指導。 
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○具体的な研究事項・活動内容 

１）課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

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

現行の学習指導要領の理科の「基礎科目」と「４単位科目」の内容を再編した効率的な学習を行った。 

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

の 11月に「中間発表会」を、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」を開催した。 

③ 第１学年生徒対象の学校設定科目「科学探究基礎」は、今年度は 34 名が選択履修して取り組んだ。基礎的

な学習を経て、９月から６つの分野に分かれて「課題研究」に取り組み、２回の研究発表会を行った。この

科目の受講者が中心となって地域の小学生のための「泉北子ども科学フェスティバル」を企画開催した。 

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

⑤「科学探究Ⅱ」・「科学探究Ⅰ」・「科学探究基礎」での課題研究の実施においては平成 28 年度に作成した

「課題研究マニュアル」を活用し、研究発表の評価のためにポートフォリオを作成した。 

⑥ 先進的な理科・数学教育の実践校や研究機関を訪問し連携を図った。 

⑦ これまでの課題研究の検索システムを作成して、課題研究のテーマ決定の際に活用する。また、卒業生のネ

ットワーク（ＳＳＯｎｅｔ）を構築し、本校の総合科学科の卒業生（約 1200人）に参加を呼びかけた。 

２）研究機関との協働プログラムの作成 

① 第１学年では、全員対象の校外研修として５月に「兵庫県立人と自然の博物館」、11月には「野島断層震災

記念館・防災未来センター」を訪問した。第２学年では５月に、田辺市天神崎で海岸生物観察のフィールド

ワークを実施した。 

② 希望者対象のサイエンスツアーを２回実施した。７月に１泊２日の日程で「日本科学未来館～筑波」におい 

て、１月にはサイエンス部主催で「どうぶつ王国～須磨水族館」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、大学の先生を講師とし 

て招く「高大連携講座」を開催した。また、同じ生徒を対象に、大阪府立大学や近畿大学の約 300 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」を行った。 

３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組 

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

や、学会の高校生発表など校外の活動にも活発に参加した。 

② ７月に小学生対象の「泉北科学教室」を３日間継続して実施した。物理・化学・生物・地学・情報から希望

する講座をいくつでも受講できる形で実施し、教員が講師をサイエンス部員がＴＡを務めた。 

③ サイエンス部員と科学探究基礎受講者で、12月に「泉北子ども科学フェスティバル」を実施した。高校生 

が主体となって、科学教室を企画運営し、地域の子どもたちに科学実験を体験してもらった。 

④ 上記の本校主催の科学教室に加えて、地域で開催された「サかイエンス」「私の水辺交流集会」「親子科学

教室」などの連携事業において、本校生が講師となって地域の小中学生に様々な実験を体験してもらった。 

４）グローバル人材の育成 

① 総合科学科の英語教育の充実を図るために、第１学年では「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」(２単位)を 20 人ず

つ２展開して少人数授業でより綿密な指導を行った。第２学年の「英語理解」ではネイティブとのティーム

ティーチングによるオールイングリッシュの授業を隔週１回行った。 

② 総合科学科に「グローバルコース」を設定し、第１学年時開講の学校設定科目「科学探究基礎」において、

英語での発表を聞く機会を設けた。第２学年で７名が「科学英語プレゼンテーション」を選択履修した。 

③ ＳＧＨと合同でボルネオ研修を実施し、７名の参加で自然環境に対しての研修を実施するとともに、現地の

大学での講義を聞いたり、現地でホームステイをさせてもらう等の交流を行い、グローバルな視点を持つこ

との必要性を学んだ。 

④ 台湾の国立彰化高級中学との第５回合同研究発表会を開催した。今回は、生徒３名が２題のテーマで英語に 

よる研究発表を行い、台湾の理数系コースの高校生と交流した。 



 - 6 - 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 

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

ことができた。 

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

・課題研究の卓越性を意識して、「大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ）」や「ＳＳＨ生徒研究発表会」

で発表を行うとともに、大阪府学生科学賞に多数応募した。また、２学年で選抜された生徒が「科学の甲子

園大阪大会」に参加した。 

・大阪府立大学・大阪市立大学・近畿大学などとの高大連携講座や訪問実習に総合科学科の１～２年の生徒全

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。 

・サイエンスツアーを２回（東京～つくば、神戸）実施して生徒の科学への関心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。 

・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て、グローバルな視点でも

のを見る能力を育成することができた。 

・台湾スタディツアーにおいて全員が海外の生活を経験して、国際感覚を培うことができた。また、海外から

多くの高校生を受け入れ、国際交流などに取り組み、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、全班が発表要旨を英語でまとめるとともに、１班が英語のスライドを作成し一部英語

で口頭発表を行った。台湾の国立彰化高級中学での合同研究発表会で２班が英語の発表を行うなど、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。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

・課題研究の卓越性を高めるように、さらに指導方法を工夫・改善していきたい。そのためにも、今年度に構

築した「これまでの研究成果を検索できるシステム」を活用して、先行研究の成果を十分に検証して、研究

を継続的に発展させるとともに、研究内容の独自性を高める方向に指導を強める。 

・評価においては、生徒の研究計画・目標設定作成のため、昨年度から試行的に行っている「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）」を本格的に導入する。 

・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する。 

・高大連携事業では、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ようにする

ことで連携がより深まった。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、接続

のために有効な方策を模索する。 

・第２学年で実施している「科学英語プレゼンテーション」はＮＥＴや英語科教諭と協力してオールイングリ

ッシュの授業を行っている。内容のさらなる充実をめざして、英語での学習のあり方を工夫し、発表の機会

を多く設ける必要がある。 

・課題研究をより発展させるために、本校においてＳＳＨのプログラムを経験した卒業生のネットワーク『泉 

北高校総合科学科ＯＢＯＧネットワーク（ＳＳＯｎｅｔ）』を構築した。これを活用して、課題研究の取組

を援助する仕組みを充実させていきたい。 
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別紙様式２－１ 

大阪府立泉北高等学校 指定第３期目 29～33 

 

平成 30年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題 

 ① 研究開発の成果  

（１）課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

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

の開発により、豊富な科学的体験を与えることで、「科学的な感覚」を身に付けた「科学的探究力」の高い

生徒が育成できた。次の学習指導要領がめざしている「主体的対話的で深い学び」を生徒たちに体験させる

ことができた。１クラス２展開の少人数授業の実施や、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。課題研究の取組においては、平成

28 年度に作成した「課題研究マニュアル」を活用して指導を行い、研究の各段階において目標を明確にして、

生徒が自ら考え研究を進めていく能力を高めることができた。特に、１年次に開講している「科学探究基礎」

選択者に対しては、このマニュアルの丁寧な解説を行い、課題研究の一連の流れを自分で調べることができ

るように指導を行った。その結果、生徒の課題研究への取組が深化して、質的な向上を図ることができたと

考えている。本校における課題研究についての要旨集やポスター、パワーポイントのデータを整理し、「先

行研究検索システム」を構築した。これにより先行研究の有効な利用が可能になった。また、第１期指定か

らこれまで本校を卒業していった生徒たちのネットワーク『泉北高校総合科学科 Semboku Science course 

OBOG のネットワーク：SSOnet』のさらなる充実をめざし、卒業生 1200 人に対して登録の要請を行った。こ

れまで取り組んできた指導法のノウハウを「課題研究マニュアル」の改訂版に集約し、次世代の若い教員と

も共有して指導方法のレベルアップを図ることができた。 

 ① 学校設定科目「科学探究Ⅰ・Ⅱ」 

課題研究を進めるに当たって、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ホールにおける「課題研究発表

会」で発表した。「科学探究Ⅰ」では、実験計画を自分たちで立てて実験を行い、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。｢科学探究Ⅰ｣のオリ

エンテーションでは、各科目の特徴や実験の準備に必要な事項、そして実験の流れを考えて、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理解できたので、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｢科学探究Ⅱ｣におけ

る６月の本発表会をめざして、中間発表で明らかとなった新たな課題を解決していく。１～２年次の６月

に「課題研究発表会」に参加しているので、どのようなゴールをめざすべきかの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。研究発表の機会は２年次だけでも、大学訪問研修のと課題

研究中間発表会におけるポスター発表と、３学期の分野別発表会での口頭発表の３回実施し、発表技術の

向上を図ることができた。 

② 学校設定科目「科学探究基礎」 

第１学年の学校設定科目「科学探究基礎」は第２期指定の初年度である平成 24 年度から開講しており、

今年度で７年目を迎える。今年は総合科学科 120名中 34名の選択者が、４～６月の基礎学習を経て、７月

から９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。 

③ 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
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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、第３期においてこの２年間で最優秀賞を受賞する課題研究も生まれた。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「科学英語プレゼンテーション」受講生が英語による発表を行なった。また、台湾の彰化

高級中学との合同課題研究発表会でも英語による発表を行った。 

 

（２）研究機関との協働プログラムの作成 

  大阪府立大学工学域・近畿大学理工学部との高大連携や高大接続事業を実施し、高校における理科教育と

大学における科学教育の間のギャップを明らかにするとともに、それを解消するために高校での学習から大

学へスムーズに接続できる方策について検討してきた。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年次に２回実施する校外研修において、５月には｢兵庫県立人と自然

の博物館｣を訪問した。この博物館では、講義・見学だけでなく実習も取り入れた研修を実施した。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。11月に実施した校外研

修では、人と防災未来センターや、野島断層・北淡震災記念公園を訪問して、被災した家屋や野島断層の実

物を見学した。今年度のサイエンスツアーは、第１回目は１泊２日で日本科学未来館と筑波のＪＡＸＡなど

の研究施設を訪れた。最先端の科学技術や専門的な展示を見学・研修することで、科学全般に対しての興味・

関心を高め、理系科目の学習分野について理解を深めることができた。第２回目はサイエンス部主催で神戸

どうぶつ王国と神戸市立海浜須磨水族館を訪問した。２年生は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、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。

大阪市立大学理学研究科との協働で実施している「市大理科セミナー」にも１年生全員が参加した。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刺激があった。 

① 大学訪問研修 

第２学年全員と第１学年の科学探究基礎選択者が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。この取り組みで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。 

② 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。 

③ 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・大阪府立富田林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。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
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われる。また、普段と異なる環境での学習は生徒にとってとても有意義な時間であった。 

④ サイエンスツアー 

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

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、SSH 指定の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。第３期の１年目は近畿大学水

産試験場とアドベンチャーワールド、２年目の今年は神戸どうぶつ王国と神戸市立海浜水族館を見学した。

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、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、すべて生徒た

ちで自主的に取り組めるようになっている。 

⑤ 校外研修 

１年時は５月に｢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。この博物館では、

講義だけでなく実習も取り入れた研修を実施した。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た。11 月には神戸市

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、北淡震災記念公園副館長の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 14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。 

 

（３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組 

  小学生向けの科学教室は、夏に物理・化学・生物・地学・情報の希望の講座を選択して受講できるように

して「泉北こども科学教室」を実施し、12 月には「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。小中学生対象の科学教室を行うことで、地域の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で、地域に貢献することができた。これらの講座の受講生は、泉北高校

に入学すれば実験を通して科学の能力が高まると考えてくれるようになっている。また、講師を務めた高校

生が、小学生を中心とした地域の子どもたち対象の科学教室を企画運営することで、自然科学のアウトリー

チを実体験できている。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、さらには子どもに実験、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た。また、今年の生徒アンケート（ｐ．56 参照）では、本校の総合科学科の生徒の

うち、38％の生徒がいずれかの科学教室を受講した経験があると回答しており、これらの取組が成果を上げ

てきていると考えられる。 

① 小学生対象の「泉北子ども科学教室」 

小学生対象に、物理・化学・生物・地学・情報の分野各１回の科学教室を開講。希望の講座に参加で

きるように開催した。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。この行事は第２期から実施しており７年間継続した行事である。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」を学校説明会において２回実施した。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
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堺市立若松台中学校の３年生全員が本校で科学教室を受講した。 

③ 泉北子ども科学フェスティバルの開催 

泉北地域の小学生対象に「泉北子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。この行事も第２期から７年間継続して実施してい

る。昨年度は栂文化会館において実施、今年度は本校において実施した。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 

本校の科学教室について、地域でも認知度が上がり参加依頼が増え、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。この２年間で実施した行事の主なものをあげると

下記のようになる。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。 

・栂文化会館主催の「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） 

・「泉北こども科学フェスティバル」（平成 29年度は栂文化会館、平成 30年度は本校内で開催、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） 

 

（４）グローバル人材の育成 

英語科との連携のもとで、英語科の専門科目を導入した少人数授業やＮＥＴとのＴＴ授業を行うことによ

り、英語能力を高めることができた。総合科学科の英語教育を工夫することで、科学研究における英語の能

力の重要性に気づかせ、英語運用能力を高める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。「科学英語プレゼンテーション」の講

座を開設し生徒たちの科学における英語でのプレゼンテーションの能力を上げる取組を行った。その学習の

中で科学技術分野における英語コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力を伸ばすことができた。

また、科学探究Ⅰ・総合科学Ⅱでの課題研究発表では「グローバルコース」の受講生は英語での発表を行う

ことができた。さらに、海外修学旅行やＳＳＨボルネオ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、台湾の科学系高校と緊

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 

  総合科学科の第１学年の英語の科目において、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。国際文化科において複数年指導経験のある教諭を配置し、国際文化科で

培ったノウハウを活用し、生徒の言語活動量を増加させることで、第２期指定のときよりも、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、その取組を発展させて、１年時には英語に対する苦手意識があった総合科学科の生徒が、その意識

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、興味関心をより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「科学英語プレゼンテーション」の開講 

学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」を受講した生徒を「グローバルコース」と認定し、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

プレゼンテーション」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 29 年度、30 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。訪問時にはＢ＆Ｓプログラムを通じて、現地の理系の大
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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 ＳＧＨとの合同ボルネオ海外研修の継続 

平成 27 年度から実施しているボルネオ海外研修を継続し、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。ＳＧＨとの協同プログラムとして取り組むことで、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、山間部の農家にホームス

テイしたりしたことは生徒たちには貴重な異文化体験となった。そこで生活している現地の人たちと交

流することで、国立公園内で持続可能な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、交流に必須な英語の重要性、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。ＳＤＧｓの取組についてもこのプログラムに参加することにより具体的に知ることができ、世の

中をよくしていくことに科学技術を応用していくことが必要であることに気づくことができた。 

⑤ 台湾での合同研究発表会の開催 

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た。この行事は平成 30 年

度で５年目である。毎回、充実した交流を行うことができている。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。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 研究開発の課題   

（１） 課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

  今年で 14 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。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「科学探究Ⅰ」２単位、第

３学年の「科学探究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。そしてより研究を進めることができるグループが 12 月の台湾での合

同発表会に参加している。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。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

や教授方法を工夫する。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、自ら取り組む授

業形態を増やして授業の在り方を見直す。これはまさしく新学習指導要領のめざす生徒たちの能力を引き上

げるさらなる仕組みをつくりだすことである。「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する。また、

より効果的な指導を教員全員が行うために、平成 28 年度に作成し、今年度に改訂した「課題研究マニュアル」

を活用していく。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、校内の『課題研究検索システム』や卒業生のネットワーク『ＳＳＯ

net』をさらに充実させて、課題研究の深化を図っていきたい。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）」を本格的に導入する。  

（２）研究機関との協働プログラムの作成 

  大阪府立大学や大阪市立大学・近畿大学との高大連携や高大接続事業をより緊密に実施して、高校におけ

る理科教育と大学における科学教育の間のギャップを明らかにするとともに、それを解消するためにスムー

ズに大学へ接続できる方策について検討する。大学などの教員による高大連携授業や大学訪問研修の更なる

拡充をめざして、理数系進路に向けた卒業生から体験談を聞く形でキャリアガイダンスを実施する。高大連

携から高大接続については、運営指導委員や高大連携事業にご協力いただく大学教員とも協議を進め、これ

までの取組を発展させるとともに、有効な新しい取組も考えていきたい。また、「高大連携講座」や、「大

学訪問実習」において、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

た疑問を解決して、研究を深めるためのアドバイスを受けられるようにしたい。ＴＡとしての卒業生体制を

整えていきたい。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。 
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（３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組 

  小中学生対象の「泉北科学教室」において、小学生向けの講座はすべて高校生が講師を務めるようになり、

運営面にも携わっている。小学生や保護者には好評である。中学生向けの講座では、教員のＴＡとして活躍

しているが、今後はこれらについても、講座の企画・運営にも主体的に関わる仕組みを作っていきたい。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いる。小学生向けの科学

教室も開講後７年が経過したので、その受講生で本校へ入学する者も増加している。講師を務めた高校生も、

わかりやすく伝えることの重要性と難しさも学んだ。今後は、取組の準備段階における指導方法についても

検討したい。子どもたちへの実践的な指導方法を修得することができた。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。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ていく。そして、近隣の小学校への広報方法なども再検

討し、多くの子どもたちに体験をしてもらえるよう改善していく。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。さらに、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す方法を考える。また、講師である高校生自身のコミュ

ニケーション能力やプレゼンテーション能力のさらなる向上も求めたい。サイエンス部の活動も活発化させ、

生徒の自主的な研究をさらに発展させて、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

的に関わるようにしていく。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。 

 

（４）グローバル人材の育成 

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

ことをめざしている。そうして身につけた知識や英語力を発揮できるプロジェクト型海外研修の機会を今後

も提供して生徒のコミュニケーション能力を伸ばし、持続可能な社会をグローバルな環境で創造していくグ

ローバルマインドを育成していく。ＳＤＧｓについての理解を深め、持続可能な開発のためには科学技術が

貢献できることがあることを学ばせる。「グローバルコース」を充実させて、グローバルに活躍する英語能

力の高い人材を育成することをめざす。本校では第１学年から英語の４技能に対応する能力を伸ばす学校設

定科目「ＡＣＴ」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めざしたい。２年次開講の「科学英語プレゼンテーション」では、ＮＥＴや英

語科教諭と協力してオールイングリッシュの授業を行っている。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 15 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。第３期よりこの授業を充実させるために、科目名を「科学英語プレゼ

ンテーション」に変更し、英語によるプレゼンテーション能力の向上のための仕組みを考えている。さらな

る育成を進めたい。海外研修のマレーシア国ボルネオ研修と台湾国台湾研修をさらに充実させるとともに、

交流校との共同研究の実施をめざす。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、さらに深化させる必要があり、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、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、平成 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。 

（５）研究成果の普及 

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。「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。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を公開するなど、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をめざす。 
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第１章 研究開発の課題 
 

（１） 課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

＜仮説＞ 

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

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

の 11 月に実施する中間発表会で、それまでの研究の方向性を振り返らせ、研究をより深めさせることができる。

また、昨年度に作成した「課題研究マニュアル」を有効に活用することで、教員全員がより効果的な指導を行う。

新たに、本校の過去の課題研究のデータベースを生徒が容易に検索できる『先行研究検索システム』を完成させ、

これを研究テーマの決定や、自分たちの研究がどこからがオリジナルなものかをしっかりと押さえさせるために

活用する。評価においては、生徒の研究計画・目標設定作成のため、「パフォーマンス評価（ルーブリック／ポ

ートフォリオ評価法）」の本格的な導入を検討する。理数系授業の充実においては、自分で考え自分で答えを導

き出すことができるように問題設定をしてそのために考察を行う、という次期学習指導要領において提言されて

いる高校生としての必要な力を養う授業の在り方を構築していく。 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１．理数理科・理数数学の効果

的教材の開発 

理科・数学・情報の各教室にある機器を活用し、

プレゼンテーションソフトを用いた独自教材を開

発し、科学的感覚を養うために効果的な授業の開

発を行う。またホームページ上で実験動画やマニ

ュアル等の公開を行う。 

定期考査・小テス

ト、授業評価アン

ケートなど 

２.実施した実験のポートフォ

リオの作成 

実施した実験内容をポートフォリオとして作成

し、自分の研究課題の流れをきちんと理解できる

ようにする。そのことによって、研究の問題点や

次への視点が見えてくるはずである。 

実験レポートの内

容や感想 

３．実験データの定量的な制度

を高める。 

実験室のパソコンを用いたデータの計測やデータ

処理を行いながら、数値解析や統計分析の重要性

を学ぶ。そして、定性的な現象を見るだけでなく、

定量的な制度を高める工夫を行う。 

定期考査の得点や

事後アンケートに

よる評価 

４．「科学探究ⅠⅡ」での課題

研究の実施と「手引き」の活用

主な検証方法 

科学探究Ⅰ・Ⅱで班別に自由テーマによる課題研

究を実施する。２～３回の経過報告と、最終的な

報告書の作成と発表会の開催を行う。この際、平

成 28年度完成した「手引き」の活用と改善を図る。 

研究発表報告書や

発表資料、自己・

相互評価 

５．OB,OGの活用 総合科学科の卒業生の SNSを構築し、課題研究の

内容の相談や大学での研究の在り方などが随時相

談できるシステムを構築する。エバンジェリスト

（伝道師）の創設。『泉北高校総合科学科 Semboku 

Science course OBOG のネットワーク：SSOnet』

の運用 

レポートや感想文 

 

（２）研究機関との協働プログラムの作成 

＜仮説＞ 

 大阪府立大学、なか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するとともに、それを解消するために、高校での学習をスムーズに大学へ接続で

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

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

それらを解消する方策を提言したい。また、大阪府立大学以外の大学や企業の研究機関との幅広い連携の強化を図

る。その際、単に見学したり講義を聞くだけではなく、自身の研究課題に関する指導を受けたり、施設を利用して
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課題に関連する実験・実習を行うなど、研究者や学生との交流を深めていく。そのことにより、理科の学習におけ

るモチベーションを高めるとともに、科学の研究とは何かを考えて科学者としての感性を磨くことができる。また、

サイエンスツアーなどの郊外研修を実施して生徒たちの興味関心を高める取組を行う。そして、関連の研究機関と

の連携の取組を深めるためにも、卒業生のネットワークを活用して取組の幅を広げる。 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１．大学などの教員による高大

連携授業の実施 

５、６月の土曜日に、２学年 120名を対象に、８

～９講座を設定し、１講座平均 10～20人ずつに分

かれ、意見交換や質疑を交わしながらの講座を受

講。 

事前学習資料・事

後アンケートや質

疑の内容 

２．大学訪問研修の更なる拡充 大阪市立大学・大阪府立大学・近畿大学・大阪工

業大学で約 30 の研究室を３～５名の少人数で訪

問して、研究内容について研修・実習を体験する。

終了後はレポートやポスターを作成。 

レポートやポスタ

ー発表の評価 

３．理数系進路に向けたキャリ

アガイダンス 

理数系大学の教員だけでなく、企業や自治体の研

究機関・科学系教育施設の研究者や科学的コミュ

ニケーションに携わる講師を招いて、理系進路実

現に向けてのガイダンスを充実させる。 

レポートや感想の

評価。進路アンケ

ート。 

５．サイエンスキャンプの実施 兵庫県立人と自然の博物館の見学と体験実習、西

はりま天文台での観望会、Spring-8 や神戸製鋼の

神戸製鋼所,灘浜サイクエンススクエアなどの見

学。 

実習レポートや感

想文 

６．校外科学研修やサイエンス

ツアーの実施 

１学年は野島断層・防災未来センターの見学、２

学年は田辺市天神崎海岸における海岸生物の採

集・観察、を実施。日本科学未来館などへの希望

者対象のサイエンスツアーの実施。 

報告レポートや感

想文 

（３）地域の理科教育の拠点校をめざす取組 

 ＜仮説＞ 

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

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

引き出し、探究心を向上させることができる。より深く探究したい生徒を育てるために、周辺の高校とも連携を

強めて、他校の高校生とも交流しながら自分の意見を構築していけるような取組を行う。また、小中学生対象の

科学教室を行うことで得た科学教室を実施・運営する経験や、小中学生へのプレゼンテーションの仕方、そして、

理科教育の楽しさを再確認することができる。また、「泉北ニュータウン」の中心地にある高校として、近隣の

中学校や小学校を対象に科学実験講座を開催することによって、地域の科学リテラシーの向上を図ることができ

る。自然科学を学び、研究することだけでなく、広く一般に自然科学を普及することの大切さを知り、さらには

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

きる。プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を高めるとともに、その過程で自分たちの科学的な知

識の不十分さに気づき、さらに科学の学習への意欲を高めることができる。 

＜研究方法＞ 
１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１．地域の科学教育の拠点校を

めざし、小中学教員との連携を

深める。 

小中学生対象の科学教室を行うことで得たものを

基に、教員向けの研修も行い、小中学校から大学

までの一貫した実験に焦点をあてたカリキュラム

を構築する。 

研修参加者の感

想、カリキュラム

の内容評価 
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２．地域の小中学生対象の「科

学教室」の定例化 

現在実施している小中学生対象の科学教室を継続

して行うだけでなく、より深い内容についての連

続講座なども取り入れて実施していく。本校生は

講師としての力量をつける。 

受講した小中学生

の感想・カリキュ

ラムの内容 

３．地域住民との連携による環

境保全への取り組み 

地域の方々と共に校内で植物観察を実施する。ま

た、ビオトープ池のプランクトンについても顕微

鏡を使って観察を行うなど、地域住民への科学教

育の一端を紹介する。 

住民の方の反応や

アンケート評価、

生徒へのアンケー

ト 

 

（４）グローバル人材の育成 

＜仮説＞ 

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

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

ケーション能力・プレゼンテーション能力を伸ばすことができる。さらに、海外修学旅行や海外研修における現地

の高校生や研究者との交流や、海外の高校生との相互の訪問による交流を継続し、さらに発展させ、海外の科学系

高校と緊密な連携の下で、共通の課題で合同研究を進めることによって、高い国際性を持った科学者を育成するこ

とができる。英語科との連携のもとで、総合科学科の英語教育を工夫することで、科学研究における英語の能力の

重要性に気づかせ、英語運用能力を高める。 

＜研究方法＞ 

１）研究開発の内容 ２）実施方法 ３）検証評価 

１．総合科学科「グローバルコ

ース」の設定とグローバルに活

躍する人材育成 

グローバルコースを設定して、科学探究基礎の授

業内にて英語の能力アップの内容を取り入れる。

また、2 年次においての「英語プレゼンテーショ

ン」や 3年次の「科学英語基礎」などの履修によ

って、科学英語への関心を高め、「聞く,読む,話す

力」のスキルアップをめざす。また、教科の授業

において、倫理的、歴史的、文化的な知識の素養

も高める。 

英語テスト得点

GTECの得点。 

２．英語科の専門科目を導入し

た少人数授業やＡＬＴとのＴ

Ｔ授業 

１学年から専門教科「英語」の科目「総合英語」

取り入れ、その半数の時間で１講座 20人の少人数

授業を行い、ＮＥＴとのティームティーチングも

多用することで、実践的な英語運用能力を高める。 

GTECの得点。 

３．英語を用いた科学探究Ⅰ・

Ⅱでの課題研究発表 

２～３学年で行う課題研究で、先行研究としての

英語資料(論文やホームページ)の活用。研究成果

を英語によりまとめ、プレゼン発表を行う。英語

による要旨の作成、発表資料の作成。 

課題研究発表内容

と英語でのプレゼ

ンの評価 

４．海外研修の充実と、海外の

科学系高校との共同研究 

マレーシア国ボルネオ研修と台湾国研修を行う。

インターネットを通しての合同研究の取組など

で、マレーシアのサティアワンサ高校との交流、

さらに、ボルネオの自然についてサバ大学などで

研修を行う。また、台湾では彰化高校という科学

高校との長期的な交流と合同研究を進める。 

海外研修報告及び

合同研究発表の評

価 

 

（４）科学技術人材育成に関する取組 

  ①科学技術・理数系コンテスト・科学の甲子園等への参加を促進する取組 

   科学の甲子園には毎年参加している。参加した生徒にとっては、みんなで共同して問題を解いたり、実験し

たりすることが大きな刺激になっている。その価値を後輩に伝え、今後も継続して参加する。 
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  ②サイエンス部の活動の充実 

   校内のビオトープの研究については14年間継続して行っている。今後も継続していくとともに、泉北地域の

環境保全に向けた取組にも積極的に参加して、環境問題についての視野を広げる。また、今でもさまざまな

発表会「日本生態学会」「日本植物生理学会」にて報告しているが、今後も研究発表を続ける。 

  ③大学院生との交流との交流会を実施 

   卒業生や近隣の大学に働きかけて、サイエンスカフェを開催する。大学院生、大学生とともに高校生が話し

合うことで、課題研究のテーマや卒業後の進学先など目標設定に有効な知見を得る。 

 ④研究をコーディネートできる力を養うためにＳＳＨの委員会との間に生徒の総合科学委員やサイエンス部と

の会議を定期的に開催し、どのような形で事業を推し進めることが生徒たちにとっていいのかを意見を出し

てもらう。 

 

（５）課題研究に係る取組 

  ①「科学探究Ⅰ・Ⅱ」の新設 

   総合科学Ⅰ・Ⅱを発展させて、科学探究Ⅰ・Ⅱを2年、3年で創設する。課題研究の取組時に、今までも行っ

てきたことではあるが、課題研究の取組方の説明・課題設定の方法・先行研究の選び方・データ処理の仕方

などを詳しく説明し、課題研究に取り組むことにする。特に、定量的な比較ができるように数学分野との連

携を深めて、実験データの処理の方法など、より詳しく勉強してから実験に取り組むことにする。 

  ②「科学探究基礎」の内容改変 

  科学探究Ⅰ・Ⅱに先立つ内容として1年の選択として開講する。課題研究を早くから始めるという理由だけで

なく、より深く詳しくできるようなプログラムの開発をめざす。 

  ③「科学英語プレゼンテーション」を2年に開設する。 

   課題研究の取組を英語で発表できることをめざす。英語で置き換えて話しするだけでなく、聞く人の注目度

を上げる方法を伝える。『スーパープレゼン』などの教材を用意して、どのように人に伝えるとよいかを研

究する 

 ④発表会を多く経験させる 

   2年次においては11月の中間発表を行い、3年次には課題研究のまとめとして発表会を実施する。また、夏季

休業中に実施した大学訪問研修での内容を発表して、発表の練習機会を多くする。このように発表の機会を

多くすることにより場数を踏む回数を増やしてどのように伝えればわかってくれるのかの練習を積み重ね

る。 

  ⑤ポートフォリオの作成 

課題研究の取り組みにおいては、自分の研究結果をポートフォリオとして、ファイルやノートに記入して、

自分の研究の経過や流れを確認できるようにきちんと整理する。 

  ⑥校内ＬＡＮシステムの利用 

   課題研究の用紙やポスターの作成に当たっては、今までも利用してきたが、校内のＬＡＮシステムを利用し

要旨集やポスターの作成に利用する。 

  

（６）授業改善に係る取組 

  ①生徒の主体性を引き出して、自分で考えることのできる授業の構築 

   生徒が自主的、主体的に学ぶ態度を養うためにグループ学習やディベートを取り入れて、自分の意見をしっ

かりと持つことを学習する。そして、前もって学習してきた内容について、アクティブラーニングの手法で

授業を構築することにより、生徒たちの発言回数を増やして自分の頭で考える能力を養う。 

  ②教員研修の充実 

   学校全体での協働的な学びを推進するために、授業見学の回数を増やしたり、自主研修を行う。また、課題

研究だけでなく、様々な教科内容において先進的な内容を取り組んでいる学校に視察に行き、学校全体とし

ての指導力向上を図る。 

  ③授業改革プロジェクトの設置 

   授業をアクティブラーニングで実施するだけでなく、実施した内容をきちんと評価するためにルーブリック

評価やパフォーマンス評価を行い、評価した内容を今後の授業へつなげていく。そのための仕組みを構築す

る。 
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第２章 研究開発の経緯 
 
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２３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 

32 名 

４月９日説明会(９０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：ACT 受講 

１年選択者    

20 名 
入学式後に保護者向け説明会 

Ｃ ４月 25 日(水) 
ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ

自然観察会 

地域住民 

27 名 

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 26 日(木) 
校外研修講演会「天神崎の自然と

ナショナルトラスト運動」 
２年全員 

本校視聴覚室、講師：玉井済夫氏(天神崎の

自然を大切にする会) 

Ａ ５月 ２日(水) 校外研修 １年全員 兵庫県立人と自然の博物館 

Ａ ５月 ２日(水) 
第２学年 校外研修（和歌山県天

神崎海岸生物観察） 
２年全員 

天神崎海岸、講師：田名瀬・丸村・藤五氏

(天神崎の自然を大切にする会) 

Ｂ 

６月 ２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：大阪市立大学理学研

究科３、大阪府立大学理学系研究科１、 

大阪大学工学研究科２、関西大学システム

理工学部１、大阪電気通信大学基礎理工学

科１） 

６月 ３日(日) 高大連携講座２講座 

６月 ９日(土) 高大連携講座４講座 

Ｄ 
６月 

～３月 
 

２年「科学探究Ⅰ」における課題

研究の実施 
２年全員 

５月２９日：全体オリエンテーション 

（視聴覚教室） 

Ｄ ６月 23 日(土) 課題研究発表会 
３年発表 

１・２年参加 

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：松坂

裕之 大阪府立大学教授 

Ｅ ６月 23 日(土) 第１回ＳＳＨ運営指導委員会 
運営指導 

委員 

大阪府立大学A１３棟２階会議室、課題研

究発表会・今年度の事業計画 

Ｂ ７月 

12日(木)~ 

24日(火) 

大学訪問実習 

 (大阪府立大学・大阪大学） 

２年全員＋ 

１年科学探究基

礎受講生 

大阪府立大学（工学研究科６＋理学系研究

科６＋生命環境科学研究科３＋大阪大学

工学研究科１研究室) 

26 日(木) 大学訪問実習 （近畿大学） 近畿大学理工学部８研究室 

Ｇ ７月 20 日(金) ＳＳＨ通信第 49 発行 サイエンス部  

Ｃ ７月 
23 日(月)～ 

25 日(水) 

泉北こども科学教室(物理・化

学・生物・地学・情報、) 

小学生 

30 名 

本校 希望者対象の科学教室 

ＴＡ：サイエンス部員 

Ａ ７月 
30 日(月)～ 

31 日(火) 
第１回サイエンスツアー 

希望者 

29 名 

日本科学未来館～ＪＡＸＡ・食と農の科学

館・農業環境変動研究センター 

 ８月 １日(水) 
ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ

自然観察会 

地域住民 

 27 名 

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） 

Ｃ ８月 ４日(土) 親子科学教室 
小学生と 

保護者 15 名 

栂文化会館主催行事、小学生と保護者、講

師:本校教員 

Ｃ ８月 ５日(日) 
第７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 

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 

Ｆ 
７.８

月 

7月30日(月)

～8 月 5 日

(日) 

ボルネオ海外研修旅行（ＳＧＨと

ＳＳＨの合同研修） 

希望者７名＋付

添３名 

マレーシア：ボルネオ島～サバ大学での研

修とモンゴルバル村でのホームステ
イ) 

Ｄ ８月 
８日(水)～ 

９日(木) 

ＳＳＨ生徒研究発表会、数学班が

ポスター発表 
生徒２名 

神戸国際展示場、 

ポスター発表：各校１テーマ 

 

Ｃ ８月 
17 日(金)～ 

18 日(土) 
サイエンス部合宿 

サイエンス部 

15 名 
於 下津 協同の家（和歌山県海南市） 



 - 18 - 

項

目 
月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ｂ ８月 24 日(金) 
高大連携 

 「市大理科セミナー」 
１年全員 

大阪市立大学理学部と住吉高校･千里高

校・高津高校・本校との共催）実習６講座 

Ｂ ８月 
30 日(木)~ 

31 日(金) 

大学訪問研修報告 

ポスター発表会 

発表：２年・１

年参加 

本校 ２階廊下 

30 日：２年生同士、31 日：１年対象 

Ｇ ９月 12 日(水) ＳＳＨ通信第 50 号発行 サイエンス部  

Ｄ 10 月 13 日(土) 大阪府学生科学賞展覧会 ４題出展 

「炎色反応を利用したろうそくの作成」

「自重で壊れない豆腐の大きさ」「ペーパ

ーキノコ」「乳酸菌の増殖条件」 

Ｃ 10 月 17 日(水) 
堺市立若松台中学校対象 

「泉北科学教室」 

堺市立若松台中

３年生全員 

本校理科実験室（122 名参加）  

化学２･生物２･物理１･地学１講座 

Ｄ 10 月 20 日(土) 
大阪府生徒研究発表会 1 部 

参加者：大阪府内高校生 

43 名(発表者＋

見学者) 
天王寺高校（ポスター発表３テーマ) 

Ｄ 10 月 21 日(日) 
科学の甲子園大阪大会（筆記・実

技） 
２年生６名 大阪工業大学大宮キャンパス 

Ｃ 11 月 14 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 

18 名 

泉北丘陵（光明池周辺）   

教員が地域住民の自然観察会指導 

Ｄ 11 月 16 日(金) 
１年「科学探究基礎」課題研究中

間報告会 

選択受講生 

34 名 
本校LAN 教室 

Ｃ 11 月 17 日(土) 
ふれあい交流（理科って楽しい

よ） 

サイエンス部 

11 名 
堺市立若松台中学校にて実施 

Ｃ 11 月 17 日(土) 
泉北科学教室 兼 第２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・数学・情報 

参加：府内中学生約 300 名 

Ｆ 11 月 
19 日(月) ～

22 日(木) 
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 22 日(木) 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(木) ＳＳＨ通信第 51 号発行予定 サイエンス部  

Ｄ 11 月 29 日(木) 課題研究中間発表会 
２年発表 

１年参加 

本校第１体育館、４～５限 

(２年ポスター発表) 

Ｅ 11 月 29 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 22 日(土) 
本校主催「泉北こども科学フェス

ティバル」 

科学探究基礎受

講者＋サイエン

ス部 

本校 化学実験室等 

 ブースでの実験・実習指導、体験講座 

（全 12 ブース）小学生対象 

Ｆ 12 月 
23 日(日)～

24 日(月) 
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、２題の研究発表） 

Ｃ １月 20 日(日) 第２回サイエンスツアー 希望者 19 名 
神戸どうぶつ王国、神戸市立須磨海浜水族

館 

Ｄ １月 24 日(木) 
大阪府立富田林高等学校課題研

究発表会招待発表 

２年課題研究 

生物班 

富田林高校 

テーマ：「泉北高校周辺の植生調査」 

Ｃ １月 27 日(日) 
堺市教育委員会主催 

「サかイエンス」 

サイエンス部 

11 名 

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 １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 

生物班 

大阪国際交流センター、テーマ：「タモロ

コの条件付けと聴き分け」 

Ｄ ２月 ２日(土) 
大阪府鳳土木事務所主催 

「私の水辺泉北地域交流会」 

サイエンス部 

８名 
大阪府泉北府民センター 

Ｄ ２月 ８日(金) １年「科学探究基礎」発表会 選択者 34 名 本校情報LAN 教室 

Ｇ ３月 １日(金) ＳＳＨ通信第５２号発行 サイエンス部  

Ｇ ３月 15 日(金) 研究開発実施報告書の発行     
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第３章 研究開発の内容 

１．課題研究の充実にむけた取組 

（１）課題研究の取組と教育課程上の特例について 

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

また、第２学年では「科学探究Ⅰ」（全員必修２単位）、第３学年では「科学探究Ⅱ」（全員必修１単位、ただし、

今年度の３学年は変更前の科目名「総合科学Ⅱ」として実施）で課題研究に取り組んでいる。 

    学年 

学科 

第１年生 第２年生 第３年生 対象 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数 

総合科学科 科学探究基礎 １     選択 35～40 名 

総合科学科   科学探究Ⅰ ２ 科学探究Ⅱ １ 全員必修 

 この課題研究の時間については、教育課程上の特例事項として、総合科学科（理数科）では、「課題研究」１単

位が必修であるが、これに「総合的な学習の時間」（２単位）を加えた計３単位分を下表のように、学校設定教科

「総合科学」の学校設定科目として、代替して実施している。代替する理由としては、ＳＳＨの取組として、「課

題研究」に取り組ませるためには、統一した科目として２年間連続して、理科・数学科・情報科の教員が担当して、

体系的に指導することが効果的であるとともに、適切な評価を行う上でも有効であると考えたためである。実際に

２期１０年と、第３期の２年間実施して、教科における指導を行っている教員が継続して課題研究の指導と評価を

行うことができるので、非常に効果的である。 

学科 開設する科目名 単位数 代替科目名 単位数 対象 

総合科学科 科学探究Ⅰ ２ 総合的な学習の時間 ２ 第２学年全員 

総合科学科 科学探究Ⅱ １ 課題研究 １ 第３学年全員 

 

（２）理数数学・理数理科・情報科における取組 

＜仮説＞ 

① 少人数による探究能力を高める授業の実践 

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

繰り返すことや生徒実験においても個に応じた指導を行い、科学的な思考や考え方を習得させることができる。ま

た、多くの実験・実習を取り入れることで、科学に対する興味・関心を高め、科学的感覚や論理的思考が訓練され、

実験や実習の技術の育成も期待できる。この成果は、課題研究における研究テーマを取り組むに際し、実験・実習

を計画する力や、実験・実習結果に対する考察力の基礎になるものとして位置づけられる。 

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

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

を身に付けた「科学的探究力」の高い生徒を育成することができる。さらに、動画を取り入れた視聴覚教材やコン

ピュータの関数機能などを活用し、実験結果の収集・分析（考察）・視覚化といった作業を効率よく行うことで、

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

 

＜実践と評価＞ 

① 理数数学 

＜実践＞ 

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する。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とともに、問題を解く上で必要な情報の共有を積極
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的に行う力を養うことができる。 

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、個々の生徒が自分で理

解に必要なポイントを自分の言葉でノートに整理する力を養うよう工夫させる。 

※評価  

ＳＳＨに指定された 13 年前から、少人数指導を導入しているが、一人一人の生徒の指導にかける時間が増え、

個々の生徒の理解度をより深く把握し、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。また、ペアワー

クやグループワークを行うことによって、理解を深めるだけでなく、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。その結果、２年時からの課題研究へも積極的に取り組むようにな

り、数学の選択者も増加した。 

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。また、授業に 

おける情報機器の使用を見て、生徒の課題研究の際の情報機器の活用方法を学ぶことができ、表現力を高める効果

があった。しかし、実際に問題を解くとなると自分の頭の中でイメージできない生徒が多くいることがわかった。

定期的に教員間で意見を交換し、情報機器のより効果的な使用法を考える必要がある。 

 

② 理数物理 

＜実践＞ 

１）１限の授業時間が 65 分と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、振り返って知識理解の確認をするといった時間

の使い方も可能となる。さらに、１限の中に講義と問題演習という異なる内容を実施するということで、長い授

業時間により集中力が欠けるというデメリットを避け、授業にメリハリやリズムをもたせる。 

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

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

＜評価＞ 

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ことが多い。しかし、

65分授業では、1コマの授業の中で講義と演習を実施することが可能である。丁寧に講義し、その授業内で問題演

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

ことができた。また、65分授業のため、実験を実施した際にも、ただ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、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理数化学 

＜実践＞ 

１）第１・２学年は少人数（20 名）展開で授業を実施し、授業に実験・実習を取り入れることで、より多くの生

徒が興味・関心を持ち、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を行った。この成果は、

課題研究に取り組むに際し、実験・実習を計画する力や、実験・実習結果に対する考察力の基礎になった。また、
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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、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している。 

２）実験室にコンピュータおよび映像機器等を設置し、独自のＩＴ教材を開発することによって、実験の操作や実

験結果の収集・分析（考察）の過程を視覚化するとともに、映像機器で学習箇所に適した映像を効果的に示す授

業実践をしている。 

＜評価＞ 

１）可能な限り生徒が実験を行い、不足分は視聴覚教材での提示で補った。その結果、社会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に加えて、実験の失敗から学んだり、結果に対してその原因を考える力が

ついてきた。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。

例年の各学年の授業における生徒実験・実習の割合は、１年生が 45％前後、２・３年生が 40％前後であった。 

２）情報機器や映像機器を活用した授業を行うことで、授業を効率的に進めることができ、実験・実習・観察の時

間を多く確保できた。また、視聴覚教材の使用は、HR 教室など実験が行えない教室での学習に効果を発揮した

と考えられる。また、そのような IT 教材の活用は、現代社会における化学（科学）や技術の果たす役割を学ん

だり、環境問題に対する問題意識を持たせたりする際に、特に有効であった。 

 

④ 理数生物 

＜実践＞ 

１）「理数生物」の授業は、第１～２学年では１クラス 40 名を 20 名ずつに分けて行った。生徒との対話を重視し

た授業展開を取り入れることで、表現力や探究能力を高めることができる。また、体験的な学習を重視し、実験

の実施においては、実習教員を含めて教員２～３名で、20 名の生徒への指導を行い、生徒の疑問に速やかに答

えることで、活動意欲を引き出し、それを適切に伸ばすことができた。課題研究に取り組む際に必要な基本的な

知識や実験技術をできるだけ早い時期に習得できるようにするために、授業や実験の中で多く取り上げてきた。 

２）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の課題を与えている。これらによって、総合

科学科生徒全員に自主的に課題研究に取り組む態度とスキルの向上を図っている。また、実験データを踏まえて

レポートを論理的にまとめる経験をするとともに、授業中や実験時に考察などを発表する機会を増やし、研究活

動の最後には自分の取り組んだ内容を多くの人に説明する機会を設けた。 

＜評価＞ 

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

直接触れさせることができ、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。前年

度に加えて、各学年２～３テーマの新しい実験課題に取り組んだ。この結果、「課題研究」でも自分たちで研究

テーマを設定して、適切な研究計画をたてることができる生徒が増加した。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、教室での授業時においても、各生徒との対話を重視した授業が展開され、適切な問

いかけを行うことで、授業内容への理解を深めるとともに、興味・関心を高めることができた。 

２）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。 

 

⑤ 理数地学 

＜実践＞ 

１）授業は日常的にパワーポイントによるスライドとプリント、教科書、資料集（図説）を用いながら進めた。理

解を深めるため、大阪府高等学校地学教育研究会で紹介されている実習・観察集などを積極的に取り入れた。

また地学では実物の標本を観察することが非常に重要であると考え、担当教員で自ら岩石・化石などの標本を

収集し、生徒に観察させる機会を多く作った。 

２）課題研究に関する授業では、本校にどのような地学関係の備品・消耗品があるのかを調べさせて、それぞれの
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研究テーマでどの備品が使用可能であるかを考えさせた。また、生徒たちが設定したテーマの中で新たに必要な

物品を考えさせ購入の計画を立案させた。さらに、地質分野の研究では授業日以外の日でフィールドワークを行

う必要があったため、生徒自身で野外活動のための実施計画を考えさせて実現にいたった。 

＜評価＞ 

１）視覚教材の利用と実習での学習には効果がみられる。また実物標本の観察は多くの生徒が興味をもって積極的

に学習に取り組むことができた。様々な資料を準備・利用して、関連する項目を積極的にとりあげることによっ

て地学への興味関心という部分における到達目標はかなり実現したと考えている。 

２）課題研究の取組では、今年度の２年生「科学探究Ⅰ」の地学１班は堺市及び泉北高校周辺の気温変化に着目し、

私たちの周辺環境の特徴や温暖化における人間の役割について考える研究を行っている。地学２班は、周辺地域

における防災問題を取り上げ、独自の研究視点を持って取り組んでおり、特に泉北ニュータウンができた当時、

工業団地が大規模な埋め立てによって建設された可能性があり、液状化の危険性があるため、当時と現在の地形

図の比較、およびボーリングデータ、地質調査によって解明し、地域を巻き込んだ防災に役立てようと取り組ん

でいる。地学３班は、今年度被害の大きかった台風 21号、24号に着目し、その特徴をまとめ、今後の台風の危

険性を予測することを目的に研究を行っている。１年生「科学探究基礎」の地学班では白亜紀の地層（和泉層群）

から海棲動物化石を採集し、地層の観察と合わせておよそ 7000 万年前の周辺地域がどのような環境だったのか

を解明する研究を行っており、アンモナイトや二枚貝、さらには海棲爬虫類の椎骨が発見された。 

 

⑥ 情報科  

＜実践＞  

総合科学科第１学年で、２単位の授業を下記のような授業構成で、実施した。  

４月  ・オリエンテーション  ・電子メールの使い方とマナー  ・プレゼンテーションとは  

５月  ・校外研修で学んだことをグループでまとめる  

・校外研修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  ・ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」 情報モラルについての標語 

・４コマ漫画作成  

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) > アルゴリズムとは・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  

＜評価＞  

校外研修の発表を通して、自分が経験した情報を収集・整理し、仲間と協力して発信する基礎的な能力の習得が

確認できた。発表は生徒の相互評価を行った。校外研修をテーマとした授業内での発表会・６月に行われた総合科

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・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。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、そこから考えたことを作品として表現するため、ＩＰＡの情報モラルコンクール

へ参加した。例年、本校生徒の作品数点が受賞をされている。  

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、問題解決のテーマで数学的な事例にも触れ、よ

り一層の理解を深めることができた。  

また、プログラミング実習での学習が２年次以降の授業「科学探究Ⅰ・総合科学Ⅱ」での研究の基礎となった。  
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＜成果と今後の課題＞ 

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

プロジェクターが、平成 30 年度に全教室に配置され、これまで作成してきた教材をさらに広く活用できるように

なった。また、これらの理科・数学科・情報科の取組は、総合科学科が創設されてから 14 年間蓄積されるととも

に、深められている。今後、新たなＩＴ機器の発展にも対応した教材開発を進めるとともに、教材の共有化をさら

に進め、課題研究に向けた生徒の意識や能力の向上に活用していきたい。 

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

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

振り返る時間を取ることができた。このような取組に加えて、実験・実習による科学的体験を多くさせることで、

科学の基本的な概念を身に付け、科学的な思考力・探究能力を高めることができた。 

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

科・情報・理数数学におけるこれらの成果を、課題研究への積極的な取組につなげることや、科学に対する興味・

関心を高めることはできているが、そこで得た疑問などを自ら調べ、自ら解決していくというところにはまだ至っ

ていない現状がある。今後も、自然に対する関心や探究心を高め、自ら進んで、科学的に探究する能力と態度を育

てるための授業プログラムの開発を進めていきたい。 

 

 

(３) 科学探究基礎 

＜仮説＞ 

 この学校設定科目は、第２期目のＳＳＨ指定に伴って設定したもので、本年度は７年目となる。第１学年から課

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

を向上させることができる。また、この科目の選択者が中心となって、小学生対象の科学教室を開催することで、

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

＜実践＞ 

① 対象  総合科学科 第１学年希望者 34名 

 ４月９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 34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 65分授業として設定した。 

③ 教員配置  理科４名（物理・化学・生物・地学各１名）・数学１名・情報１名 

④ 授業の構成 

１学期： 課題研究オリエンテーションとして、担当者で課題研究についての実習や講義を全３時間（理科の４

分野・数学および情報の計６科目を各科目 30 分で実施）行った。また、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づけた。 

２学期：９月当初から、研究テーマごとに分かれて９つの班をつくり、取組を始めた。11月 16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 22日に本校にて実施した泉北子ども科学フェスティバル（近隣の小学生対象の科学教室）でも、各班で主体

的にテーマを決めて準備を行い、ブース形式で小学生たちに説明して、実験・実習を体験してもらった。 

３学期：１月 16 日に第２学年で実施している科学英語プレゼンテーションの授業を見学する時間を設け、２年

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

ことを目指した。 

２月８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



 - 24 - 

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２班（４名・４名の計８名）、化学２班（４名・４名の計８名）、生物２班（３名・４名の計７名）、地学１

班（４名）、情報１班（４名）、数学１班（３名） 

＜評価＞ 

今年で７回目となるが、１回目の選択者は放課後の部活動の時間と重なることもあり 15名と少なかったが、そ 

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

入っても平成 29年度は 32名、平成 30年度は 34名の選択者があり、全員が熱心に取り組み、単位認定された。 

また、当初の期待通り、「科学探究基礎」を受講した生徒が、第２学年の「科学探究Ⅰ」の課題研究で班のリー

ダーとして活躍した。「科学探究Ⅰ」で引き続き同じテーマで取り組んでいる生徒もおり，研究を深めることがで

きている。さらに、「科学探究基礎」の選択者から現時点で６名が２年次の「科学英語プレゼンテーション」の選

択を希望しており、「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。「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。 

 

 

（４）科学探究Ⅰ 

２年次に実施している学校設定科目である。１～２期指定の１０年間は科目名を「総合科学」としてきたが、３

期目からは新課程の「理数探究」の内容を先取りして、研究開発を進めることをめざして、科目名も「科学探究」

に変更した。第３期の２年前に当たる今年が初めての実施である。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・実験手法の基礎学習などを

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

課題研究に取り組む意欲を高めることができる。また、高大連携講座を 6 月に、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年生時の科学探究Ⅱ（１単位）で

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

③ 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、科学探究Ⅰの中間発表会での

ポスター作りにつなげることができる。また、発表自体に関しても同様である。 

 

＜実践＞ 

① 対  象 ： 総合科学科２学年３クラス(120 名)     ② 単位数 ：２単位 

③ 教員配置 ： 数学科１名・理科 10 名・情報科１名 

④ 授業の構成   

毎週火曜日午後に実施。４月～６月は、下表のスケジュールで３クラス６展開（各講座 20 人ずつ）で行う。

８月下旬以降は分野別に分かれ、３名以上の班を作り自由テーマによる課題研究に取り組む。 

 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 
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数学 セミナーＢ２教室 数学課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 

物理 物理教室 物理課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 

化学 化学第１・２実験室 化学課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 

生物 生物講義室 ダンゴムシの迷路実験と実験結果の統計的処理 

地学 地学教室 本校先輩の地学課題研究の紹介 

ポスター 第１ＬＡＮ教室 発表用ポスターの作成指導 

 授業のスケジュール 

回 月 限 内容 

１ 

｜ 

７ 

４月１０日（火） ５ 

各科目オリエンテーションとポスター作成練習 

（物理・化学・生物・地学・情報・数学） 

４月１７日（火） ５ 

５月１日（火） ５ 

５月８日（火） ３ 

５月 12 日（火） ４・５ 

５月 15 日（火） ５ 

８ 

｜ 

１３ 

５月 29 日（火） ４・５ 全体オリエンテーション 

６月５日（火） ５ 

班およびテーマ決定 ６月 12 日（火） ４・５ 

６月 19 日（火） ３ 

  ６月 23 日（土） 総合科学Ⅱ（３学年）「課題研究発表会」視聴 

１４ ６月 26 日（火） ５ 課題研究 

 
※ ７月 11 日（水）～25 日（水） 大学訪問研修 

※ ８月 30 日（木）・31 日（金） 大学訪問研修ポスター発表 

 

 

１５ 

｜ 

２６ 

８月 28 日（火） 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 11 日（火） ５ 

９月 14 日（金） ４・５ 

９月 18 日（火） ４・５ 

10 月２日（火） ５ 

10 月 23 日（火） ４・５ 

10 月 30 日（火） ５ 

11 月 13 日（火） ５ 

11 月 27 日（火） ５ 

 ※ １１月２９日（木） 科学探究Ⅰ 「課題研究中間発表会」 全班 ポスターセッション 

２７ 

｜ 

３７ 

12 月４日（火） ４・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 18 日（火） ５ 

１月８日（火） ５ 

１月 15 日（火） ４・５ 

１月 22 日（火） ５ 

１月 29 日（火） ４・５ 

２月 12 日（火） 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 29 日（火） 生徒から提出された希望テーマの一覧を配布し、「物理」、「化学」、「地学」、「生物」、 

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

テーマ設定を行うように全体に説明した。 

・ ６月 19 日（火） 課題研究テーマ・班分けの確定。以後、研究開始（授業時間＋昼休み＋放課後＋休日）。 

・10 月中旬～   中間発表会要旨原稿作成指導 → 初稿 提出締切 10 月 30 日（火） 

・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 13 日（火） 

・11 月 29 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） 

 

＜評価＞ 

「科学探究Ⅰ」では、生徒たちが実験計画を立て、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。｢科学探究Ⅰ｣の授業計画として、開始時の
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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。各科目のそれぞれの特徴や、実験の

準備に必要な事項、実験の流れ、そして実験結果をいかにまとめるか、などを学んだ。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 月には中間発表会があり、その準備を通して研究結果の整理を行うことができる。８月から行ってきた結

果をまとめ、整理し、班での議論を通して、新たな発見ができた班もある。また、中間発表会では、来てくだ

さった大学や高校の教員、保護者から多くのアドバイスや質問をいただき、今後の研究を進めるうえで各々の

課題を見つけ再確認して、課題研究の継続に向けて意欲を高めることができた。12 月以降は、次年度の科学

探究Ⅱにおける６月の本発表会をめざして、中間発表で明らかとなった新たな課題を解決していく。６月に「課

題研究発表会」を見学したため、発表に向けてのゴールをイメージすることができており、課題研究に対する

姿勢は積極的である。 

発表に関しては、大学訪問研修のポスター発表を８月末に行ったことで、ポスターの作成はスムーズにでき

ていた。一度、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考えることができていたと思われる。大学訪問研修とは違い、中間発表会では自分の

研究についての発表であったので、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＞ 

   昨年度に引き続き、テーマ設定が課題。生徒が自ら自由にテーマを考えると、どうしても、単発のテーマが

多くなり、継続性が弱くなる傾向がある。継続しないと、予備実験から始めることになり、データ数も少なく

研究が深められにくい。そこで、生徒の興味関心は重要視しつつも、テーマの継続性も検討していかなければ

ならないだろう。また、これまでの多くのテーマや研究成果の蓄積を有効に活用するために、過去の課題研究

の発表要旨やポスター・パワーポイントなどを容易に検索できるシステムを完成させた。来年度以降は、その

活用と充実を図っていく必要がある。既存のテーマの継続・発展と新しいテーマへのアプローチの両方を考え

ながら、生徒のテーマ設定に対する指導を工夫していくことが必要になってきている。 

 

 

（５）総合科学Ⅱ 

第１学年の「科学探究基礎」と第２学年の「総合科学Ⅰ」の継続として行う。第１学年の「情報の科学」（２単

位）で情報処理・発信の学習を定着させ、第２学年の「総合科学Ⅰ」（２単位）で課題研究に取り組み始め、11 月

までに一定のまとめを行い、中間発表会で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多い。 

＜仮説＞ 

① 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ができる。 

② 本校で作成した生徒用の「課題研究マニュアル」（64 ページの冊子）を活用することで，テーマ決定から研 

究発表までの取り組みをよりスムーズに進めることができる。 

③ 「総合科学Ⅱ」では第３学年の６月の発表会で研究内容をまとめ、口頭またはポスターで発表を行う。発表 

会への取組を通して、プレゼンテーション能力の向上および研究者として必要な自発的・創造的な研究態度， 

研究の成果をまとめる評価総合能力の向上を図ることができる。また、「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。 
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＜実践＞ 

① 対象：総合科学科第３学年 ３クラス（120 人） 

② 単位数：１単位（月曜日５限に設定） 

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 23 日（土）12 時～16 時 30 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（１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４、地学０、数学１、情報１） 

ポスター発表：24 班 

ＳＧＨ発表：国際文化科ＳＧＨ班「食べられる食器で環境の改善を目指す」 

招待発表：大阪府立三国丘高等学校「ルービックキューブの考察」 

 

＜評価＞ 

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。 

また、発表自体も生徒自身の言葉でしっかりと発表できている様子が見られた。第１学年や第２学年で行ってき

た発表経験が生かされていると思われる。課題研究発表会では、実験方法や結論の出し方などに関しても活発な質

疑応答がみられ、発表者の応答もうまくできていた。 

② 自発的・創造的な研究態度の育成 

中間発表会（第２学年 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。 

③ 評価総合能力の向上 

 研究内容を実験や調査の結果が正当なものか，精度や信頼性の面から評価し，グラフや数式を使いながら考察を

して，研究の成果をまとめることで，評価総合能力の向上を図ることができた。 

 

＜今後の課題＞ 

「課題研究のさらなる深化」をめざし，完成した校内における先行研究検索システムと、構築した『泉北高校総

合科学科 Semboku Science course OB OG net：SSOnet』を積極的に活用したい。 

英語を用いた発表のプレゼンテーション方法の見直しが必要である。口頭発表において，研究要旨でまとめた研

究のアブストラクトの英文を読み上げる形で，英語運用能力の向上を図ったが，英語を読むというだけではなく、

日本語の場合と同様に、「研究内容を伝える」ということに重点をおいたアブストラクトの作成を行うよう検討し

ていきたい。また，総合科学科グローバルコース第２学年において、「科学英語プレゼンテーション」を受講した

生徒を中心として，英語による研究成果の発表を行いたい。 

 

 

 

分野 選択者 テーマ 教員 

物理 22 ６ ３ 

化学 26 ７ ３ 

生物 54 15 ３ 

地学 ０ ０ １ 

数学 ９ ３ １ 

情報 ９ ３ １ 
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（６）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。 

 

＜実践＞ 

① スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会：平成 30 年８月８日（水）～９日（木）に 神戸国際展示 

場で開催された発表会（文部科学省・科学技術振興機構主催）には、校内選考で選ばれた数学１班（３年、原田 

直・平野元暉）が「正ｎ角形のサイクロイド」というテーマでポスター発表を行った。 

② 大阪府学生科学賞： 今年度は本校から次の４つのテーマで論文を作成して出展した。 

・物理２班（古瀬友貴・川島來子・日向美雪）「自重で壊れない豆腐の大きさ」、化学７班（大谷みさと・庄司有

佐・岩間亮乃）「炎色反応を利用したろうそくの作製」、生物３班（幸野雄大・前田祥・吉田薫）「乳酸菌の増

殖条件」、生物８班（清水陽佳・中村幸歩・原田穂）「ペーパーキノコ」 

③ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ第１部）：平成 30 年 10 月 20 日(土)に大阪府立天王寺高等学校で行 

われた。第１部はポスター発表部門で、今回は次の３つのテーマでポスター発表を行った。 

・物理１班（３年 柳まひる・山口安蘭・向田千夏）「理想のミルククラウンをめざして」 

・化学７班（２年 江口百香・高島帆華・山下 薫）「炎色反応を利用したろうそくの作製」 

・サイエンス部（１～２年、６名）「泉北高校ビオトープ池の生物の変遷～完成後 14 年間の変化～」 

④ 台湾の国立彰化高級中学との合同発表会への参加：平成 30 年 12 月 24 日(月)には、長く交流を続けている国 

立彰化高級中学との第５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２題のプレゼンテーションと学校間交流を行った。 

・”How Big Can a Block of Tofu be Without Being Broken by its Own Weight ?”（Miyuki Hinata , Koko  

Kawashima）・”Making of a Green Frame Candle”（Iwama Akino） 

⑤ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ第２部）：平成 30 年 12 月 23 日(土)に大阪工業大学（梅田キャンパ 

ス）で開催された。第２部はオーラル発表部門で、本校からは下記の２班が口頭発表を行った。 

・物理１班（３年 柳まひる・山口安蘭・向田千夏）「理想のミルククラウンをめざして」 

・サイエンス部（１～２年、６名）「泉北高校ビオトープ池の生物の変遷～完成後１４年間の変化～」 

⑥ 大阪府内のＳＳＨ指定校での課題研究発表会での招待発表：指定校同士で招待発表を行い、互いに交流を図っ

ている。今年度は本校の課題研究発表会で、大阪府立三国丘高等学校から「ルービックキューブの考察」という

テーマで発表があり、本校の生徒が下記の２校の課題研究発表会で発表を行った。 

・大阪府立富田林高等学校：平成 31 年１月 24 日（木）富田林高校内で、本校２学年生物１班（栃尾駿弥・黒田祥

太郎・三河亮太・佐藤翔太）が「泉北高校周辺の植生調査」のテーマでポスター発表を行った。 

・大阪府立高津高等学校：平成 31 年２月１日（金）大阪国際交流センターで、本校２学年生物６班（麻野飛鳥ロ

レイーン雅・佐久間晴渚・重森俊希・下前仁志・福富紗和）が「タモロコの条件付けと聴き分け」のテーマで口

頭発表を行った。  

 

＜評価＞ 

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、昨年度は「最優秀賞」を受賞した。これで、８回連続で

受賞となったが、今年度は佳作であった。また、大阪府のＳＳＨ指定校等が一堂に集まって研究発表を行うサイエ

ンスデイでも、毎年多くの班が発表し、昨年は３班が、今年は１班が銀賞を受賞した。さらに、積極的なグループ

は平成 29 年６月日本気象学会、９月に日本動物学会、平成 30 年３月に日本農芸化学会における高校生ポスター発

表に参加し、高い評価をいただいた。このように、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
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た、本校の課題研究発表会でも、学校設定科目の「科学英語基礎」受講生が英語のパワーポイントを作成して発表

を行っているが、継続している台湾の彰化高級中学との合同発表会でも英語による発表を２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まだまだで、英語による質疑応答には対応が難しく、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。 

 

 

（７）これまでの課題研究の検索システムの作成 

＜仮説＞ 

 本校では総合科学科創設時より、学科全員で課題研究を行ってきた。その成果として、研究発表会の発表要旨集

や、ポスターとパワーポイントが蓄積されている。これらの過去の成果をデータベース化し、キーワード入力で検

索できるシステムを確立させ、課題研究のテーマの決定や実験計画の立案において活用することで、過去の成果の

上にさらに質的な向上を図ることができる。本校では総合科学科創設時（14 年前）より、学科全員で課題研究を

行ってきた。その卒業生は約 1500 名になる。各年において全員が課題研究を行っているので、研究発表会の発表

要旨やポスター、パワーポイントのデータが蓄積されている。これらの過去の成果をデータベース化し、キーワー

ド入力で検索できるシステムを確立させることができると、課題研究のテーマの決定や実験計画の立案において役

に立つと考えられる。先輩の実施した課題研究の実績に基づいて実験でき、自分たちの工夫が効率的にとりこむこ

とができるので、同じことを繰り返すことなくより一歩進んだ課題研究とすることができる。また、質的な向上も

図ることができると考える。 

＜実践＞ 

課題研究の授業時には、13 年間の課題研究の取組を生徒向けに集約して平成 28 年度に発行した冊子「課題研究

マニュアル」を活用している。その内容は、これまでの取り組みの中で先輩たちが取り組んできた内容が含まれて

いる。特に、課題研究を進めるうえでの大切な点や、どのような点に注意すればいいのか、などのことについてに

わかりやすく説明した冊子である。自分たちが次にどのようなことに注意することが必要なのか。次にやるべきこ

とは何なのかということについて、教師の指示を受けることなく自ら考えて行動することができるようになること

ができた。しかし、先輩たちのデータのすべてをこの「課題研究マニュアル」に掲載することはできない。自分の

関心のある内容について、キーワードで検索することができれば自分の課題研究を進める上において役に立つと考

える。そこで、13 年間の研究テーマをすべて検索できるシステムを構築した。 

『先行研究検索システム』の作成においては、これまでの研究発表要旨・ポスター・口頭発表スライドの収集・

整理を行い、一部については、各テーマのキーワード検索が可能になるように工夫した。過去の課題研究テーマを

すべて掲載し、３年時の発表会で使用した要旨・ポスター・PowerPoint を簡単に検索・閲覧できる【課題研究検

索システム】を下記の手順で構築した。 

① 過去の課題研究の報告データのＰＤＦ化 

これまでの３年次の課題研究発表会で使用した発表要旨・ポスター・パワーポイントのデータをすべて PDF に

変換し、それぞれを次の通りに整理した。 

 

 図 課題研究検索 構成 
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② 各班の研究テーマ・内容の登録 

システム稼働の為に、下図の形式で、各班の研究内容を登録した。登録項目は、【年】【期】【分野】【班】【タイ

トル】【キーワード】の６項目とした。 

  図 課題研究情報 登録（教員用） 

キーワードは複数登録することができ、行った課題研究の内容を検索する情報とすることができる。また、ここ

で登録した内容で自動的に過去の発表用資料へのリンクを繋げる準備が完了する。 

③ 課題研究の検索システムの作成 

課題研究情報を登録する際に用いた６項目で、生徒は過去の課題研究データを検索・閲覧する事ができる。例え

ば、「音」というキーワードを入力すれば「音」関連の過去の課題研究一覧を下図のように表示することができる。

また、2011 年・物理と入力すれば、2011 年度の物理分野の課題研究データを検索・閲覧することができる。 

 図 課題研究 検索画面（生徒用） 

＜評価＞ 

 第３期指定では、これまでの２期 10 年間の成果を活用して、「課題研究のさらなる深化」をめざすことを、重要

な研究課題と位置付けている。それを実現させるためのしくみとして、先行研究の検索が容易にできることで、課

題研究テーマの決定や、実験計画の立案などに活用することで、生徒たちの課題研究を発展させることができると

確信している。 

 

 

（８）卒業生ネットワークの活用 

＜仮説＞ 

 本校では総合科学科創設時（14 年前）より、学科全員で課題研究を行ってきた。各年において全員が課題研究

を行っているので、卒業生とのネットワークを作ることによって、課題研究に対するアドバイスを受けるなど、生

徒の課題研究の内容をより深化させることができる。また、卒業生にＴＡとして協力を仰いだり、所属の大学や研

究機関との連絡を密接に行うことで、校内において行ってきた研究活動がより広い活動となり、社会とのつながり

ができていく。 

＜実践＞ 

 『泉北高校総合科学科 Semboku Science course OBOG のネットワーク：SSOnet』を構築した。また、本校卒

業生 1300 名（住所不明の卒業生 200 名を除く）にも登録の呼びかけを行った。本校における最近の SSH 活動の

案内状も同封し SSH 活動の広報も行った。現在、卒業生が登録を行ってくれているところである。また、本年度

発行の同窓会誌にも呼びかけを掲載し、課題研究を行った卒業生の力を生かしていく仕組みの基礎ができた。 

＜評価＞ 

 第３期指定では、これまでの２期 10 年間と経過措置１年の成果を活用して、「課題研究のさらなる深化」をめざ

すことを重要な研究課題と位置付けている。ＳＳＯnet はそれを実現させるための仕組みである。今後さらなる有

効利用を考えていきたい。 
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２．研究機関との協働プログラムの作成 

（１）市大理科セミナー 

＜仮説＞ 

 高度で専門的な講義や実験・実習を経験することにより、科学技術や自然科学に対する興味・関心が高まり、さ

らに課題発見能力・思考力・高度な知識等、問題解決に必要な力を向上させることができる。また、近隣の大学を

訪問し、大学の実験設備を使って実習を行い、大学の教員や院生との対話を通して、将来の理系への進路選択の動

機づけになる。また、大阪府内の他のＳＳＨ指定校の同じテーマを選んだ高校生が、いっしょに実験を行って交流

することで、お互いに刺激を受けることができる。 

＜実践＞ 

 ① 概要 

1) 対象：本校 総合科学科第 1学年(120名)、大阪府立住吉高校(120名)、大阪府立千里高校(20名)、大阪府

立富田林高校(20名) 

2) 日程：平成 30年８月 24日（金）13時 50分 大阪市立大学基礎教育実験棟 階段教室に集合 

  3) セミナーの実施：14時～16時 30分 

  4) 付添教員：５名 

② 実験・実習テーマと定員・担当者（講座２～５は白衣持参） 

講座１ 「ポテチの容器で宇宙線を見よう」（35名）     講師 神田展行 ・岩崎昌子 先生(物理学科) 

講座２ 「身の回りにある色素の謎を探る」(50名)    講師 臼杵 克之助 先生 (化学科) 

講座３ 「果物の香りを作ろう」（45名）         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」(30名)     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」(75名) 講師 伊東 明 ・名波 哲先生(生物学科) 

講座６ 「偏光で見る自然」（25名）           講師 篠田 圭司 先生 (地球学科) 

③ 講義内容 

実習 題目 内容 

１ 
ポテチの容器で宇宙線

を見よう 

宇宙線とは地球の外に起源をもつ小さな粒子です．肉眼では見えませんが，いま

この瞬間にもみなさんに手のひらを毎秒１回くらい宇宙線が通り抜けている。し

かし，霧箱と呼ばれる装置を使うと，飛行機雲のようにして見ることができる。

ポテトチップスの容器，ドライアイスなどの比較的簡単に手に入る材料を使って

霧箱を各人で製作し，宇宙線を観察する。 

２ 

身の回りにある色素

の謎を探るー天然色

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 

このテーマでは，皆さんの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 

私たちの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 

偏光板を通して偏光でいろいろなものを見ると、日常見る光景と違った光景が見

える。この授業では日常見慣れている青空が偏光していることや、結晶を透過し

てくる光が偏光していることを確かめる。方解石を通して文字を見ると二重に見

えることは有名である。方解石を通してみる二重文字と偏光との関係を確認し背

景にある法則を考える。 
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タンポポの解析         ぶどうの皮から指示薬       リズムを刻む化学反応 

 

＜評価＞ 

 高校にはない機器や装置を使い、大学の実験棟で高度な実験を体験することで、生徒の科学への興味・関心を高

めることができた。また、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よい機会となった。

実際に大学に出向く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

徒とって、今後の進路を考える上で良い動機づけとなった。また、本年度は昨年度参加の３校に、富田林高校の生

徒が約 20 名加わり市大セミナーを実施した。ＳＳＨで活動している他校の生徒といっしょに実験を行うことで、

科学を学ぶ姿勢において刺激があり、今後の課題研究等への意欲を高めるものとなった。 

 

＜生徒の感想＞ 

・高校の授業では、グループで実験をすることが多いが、大学では一人一台の実験台で、実験することができて驚

いた。一人で実験をすることの大変さもわかった。 

・初めてみる実験器具がたくさんあった。 

・ぶどうの皮から抽出される液を使って、いろいろな液体の性質を調べた。身の回りにあるものでも指示薬として

使えるのだと驚いた。わずかな色の違いを結果としてまとめるのが難しかった。 

・大学で実際に実験をするという貴重な体験ができてとても良かった。科学への興味がわいた。この経験を普段の

授業にも生かしていきたい。 

 

＜まとめ＞ 

 生徒自身が興味のあるテーマを選ぶことで、約２時間半という体験したことのない長い時間であっても楽しそう

に講座に取り組んでいる姿が多く見られた。高校入学から数カ月しか経っていない生徒にとっては内容的に難しい

部分もあったかもしれないが、そんな生徒にもわかりやすく説明してくださり、普段勉強している理科の各分野の

授業が、大学での研究の基礎になっていることを意識できた生徒も多かったように思われる。１年生の早い段階で

このようなプログラムを経験することでいっそう科学に興味を持つことができ、より探究心をもって課題研究等に

も取り組むことができると考える。 

 この取組は平成 17年度より始まり、今回で 14回目となる。大阪府内で総合科学科を設置している３校の１年生

を対象に大阪市立大学理学部からの呼びかけで始まったものであるが、その後、３校ともＳＳＨ指定校となり、Ｓ

ＳＨ事業の一環として取り組まれている。他校の生徒といっしょに実験に取り組むことで、他校での授業やＳＳＨ

事業についても話し合ったりして、交流を図ることができるとともに、お互いに得意とすることが違うことがわか

るなど、刺激を受けることがあって効果的である。 

 

 

 

 

 

生物実験（講座５） 
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（２）高大連携講座 

＜仮説＞ 

 高校での学習内容を超えた大学での授業を体験し、最先端の科学技術や研究課題に触れることにより、進路意識

や自然科学に対する知的好奇心を高めることができる。さらに、課題研究のテーマを決定する時期に、大学の先生

から研究の過程を詳しく聞くことで、現在、大学で研究されている課題は何かを知ることができ、その結果、テー

マの決定や、実験計画の立案において参考にすることができる。、 

 

＜実践＞ 

 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 120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

大学などに依頼して、下表の先生方に了解をいただき、６月の３回の土～日曜日の午前・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。また、そ

の過程で高校側から生徒の進路決定や課題研究に参考になるお話をお願いしたり、そのテーマに関しては、どこま

で高校での学習が進んでいるかを伝えたりした。講座前後にも講師の方と生徒の状況や反応などについても意見交

換を行った。 

① 講座の概要 

1) 日時：６月の土曜日・日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 120名、第１学年「科学探究基礎」受講生 34名 

② 講座の講師とテーマ 

 
氏名 大学・学部 月日(曜) 時間 題   目 

1 名波 哲 
先

生 

大阪市立大学 

理学研究科 
６月２日（土） 

10:30～ 

12:00 
雌雄異株植物 vs. 両性植物 

2 松本 亮介 
先

生 

関西大学 

システム理工学部 
６月２日（土） 

13:00～ 

14:30 
動力とエネルギー 

3 田中 俊雄 
先

生 

大阪市立大学 

理学研究科 
６月２日（土） 

13:00～ 

14:30 
ヒトの暮らしと微生物 

4 森 裕章 
先

生 

大阪大学 

工学研究科 
６月３日（日） 

10:30～ 

12:00 
次世代を切り拓く溶接・接合技術 

5 萬代 武史 
先

生 

大阪電気通信大学 

基礎理工学科 
６月３日（日） 

13:00～ 

14:30 
無理数の世界 

6 坂口 和彦 
先

生 

大阪市立大学 

理学研究科 
６月９日（土） 

10:30～ 

12:00 
有機分子のかたち 

7 松坂 裕之 
先

生 

大阪府立大学 

理学系研究科 
６月９日（土） 

13:00～ 

14:30 
化学反応の「舞台」を創る 

8 清野 健 
先

生 

大阪大学 

工学研究科 
６月９日（土） 

13:00～ 

14:30 
生体リズムとゆらぎの科学 

＜評価＞ 

 幅広い分野での講座を設定したことで、受講生徒が興味あるテーマを選ぶことができ、その研究のおもしろさを

知ることができた。専門的な内容で知らない単語も多々あったと思うが、多くの生徒は興味深く話を聞いていた。

高校の授業ではまったく扱わない世界に触れることができ、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、ちょうど課題研究のテーマを決

定する時期であったので、テーマの決定や実験計画を考える上でよい機会となった。 

＜今後の課題＞ 

 高大連携講座は今回で 13 回目となり、生徒にはやや難易度の高いものもあるが、今までに授業で習得した知識

がこれからの大学での勉学にも役立つことを理解し、授業に対する意欲を高めることができたと考えている。高校

での学習内容や私たちが希望する講義内容などについて、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。 
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（３）大学訪問研修 

＜仮説＞ 

 高校での学習内容にしばられず、大学の研究室で実際に行われている実験をその場で体験し、最先端の科学技術

や研究施設に触れることで、自分の進むべき進路について考えさせたり、自然科学に対する知的好奇心を育てたり

することが期待できる。また、その体験をポスターにまとめて、ポスターセッション形式で発表することで、プレ

ゼンテーションの経験値と技術向上を図り、「科学探究Ⅰ」の課題研究中間発表会に生かすことができる。 

 

＜実践＞ 

① 概要 

７月中旬から下旬にかけて、３～15名のグループで、大阪府立大学理学系研究科、工学研究科、生命環境科学研

究科、近畿大学理工学部、および大阪大学工学研究科の研究室を訪問し、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した。第２学年の 120名については、夏季休暇中にグループで報告ポ

スターを作成、８月末に同学年および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進め方

を知るとともに、研修内容をまとめてポスター発表を行うことで、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、大阪大学工学研究科 

・日程：平成 30年７月 12日（木）～26日（木） 

・対象：総合科学科第２学年（120名）＋総合科学科第１学年（科学探究基礎受講者） 

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 30年８月 30日（木）12時 30分～13時  対象：第２学年生徒・教員 

           ８月 31日（金）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。研修に際しては希望する講座のアンケートを実施し、人数調整を行った。 

講

座 
大学名 学部・研究科 講師 

定

員 
月日(曜) テーマ 

参

加 

１ 
近畿 

大学 

理工学部 理学科 

有機電子化学研究室 
 松本 浩一 ４ 7月 26日(木) 

NMR装置を用いて分子の形を 

見てみよう。 
３ 

２ 
近畿 

大学 

理工学部 情報学科 

フィールド分散知能研究室 
 大谷 雅之 ６ 7月 26日(木) MESHを使った IoTゲーム ５ 

３ 
近畿 

大学 

理工学部 情報学科 

計算知能研究室 
 半田 久志 ８ 7月 26日(木) 放射線を「見よう」 ７ 

４ 
近畿 

大学 

理工学部 生命科学科 

分子腫瘍学研究室 
 辻内 俊文 ３ 7月 26日(木) 水中の微量元素の検出 ３ 

５ 
近畿 

大学 

理工学部 生命科学科 

環境生物学研究室 
 南 武志 ６ 7月 26日(木) 水中の微量元素の検出 ５ 
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６ 
近畿 

大学 

理工学部 理学科 

量子制御研究室 
 近藤 康 10 7月 26日(木) 放射線を「見よう」 ６ 

７ 
近畿 

大学 

理工学部 社会環境工学科 

環境水理学研究室 
 竹原 幸生 ５ 7月 26日(木) 

高速ビデオカメラによる 

高速現象の観察 
４ 

８ 
近畿 

大学 

理工学部理学科 

合成有機化学研究室 
 山口 仁宏 ６ 7月 26日(木) 光る有機化合物について ４ 

９ 
大阪府

立大学 

理学系研究科分子科学専攻 

反応物理化学研究室 
藤原 亮正 ７ 7月 12日(木) 真空と科学 ６ 

10 
大阪府

立大学 

理学系研究科分子科学専攻 

有機金属化学 錯体化学 研究室 
亀尾 肇 10 7月 12日(木) 人類の発展と触媒化学 ８ 

11 
大阪府

立大学 

理学系研究科数理科学専攻 

菅研究室 
菅 徹 15 7月 17日(火) 生物に見られる模様と数学 15 

12 
大阪府

立大学 

理学系研究科物理科学専攻 

熱電物性研究室 
小菅 厚子 15 7月 17日(火) 

身の回りの熱について 

考えてみよう 
15 

13 
大阪府

立大学 

理学系研究科生物科学専攻 

分子細胞遺伝学研究室 
川西 優喜 ６ 7月 23日(月) 

遺伝子組換え実験ツールのプラ

スミドを扱おう 
５ 

14 
大阪府

立大学 

理学系研究科物理科学専攻 

物性理論研究室 
神吉 一樹 10 7月 25日(水) 原子は本当にあるのか ２ 

15 
大阪府

立大学 

工学研究科機械工学分野・システム

制御学研究室 
小林 友明 10 7月 24日(火) かしこい機械を創ろう 10 

16 
大阪府

立大学 

工学研究科海洋システム工学科・山

崎研究室 
岩井 久典 ４ 7月 24日(火) コンブに卵を産ませる方法 ４ 

17 
大阪府

立大学 

工学研究科電子物理工学・ナノ光物

性研究室 
沈 用球 ４ 7月 20日(金) 

レーザーによるマイクロ微粒子の

捕捉実験（レーザーピンセット） 
４ 

18 
大阪府

立大学 

工学研究科電気情報システム工学・

電気システム制御研究室 
原 尚之 ８ 7月 23日(月) 自動走行車模型の試作 ８ 

19 
大阪府

立大学 

工学研究科応用化学分野・無機化学

研究室 
林 晃敏 11 7月 17日(火) ガラスへの誘い 11 

20 
大阪府

立大学 

工学研 

究科化学工学分野・環境・エネルギ

ープロセス工学実験室 

安田 昌弘 ６ 7月 23日(月) 
窒素酸化物の発生機構と除去方

法 
４ 

21 
大阪府

立大学 

生命環境科学研究科緑地環境科学

専攻・緑地計画学研究室 
武田 重昭 10 7月 23日(月) ランドスケープデザインとは？ ８ 

22 
大阪府 

立大学 

生命環境科学研究科緑地環境科学

専攻・水環境学研究グループ 

堀野 治彦 

櫻井 伸治 
８ 7月 17日(火) 

有機物による水の汚れの指標っ

て何？ 
８ 

23 
大阪府 

立大学 

生命環境科学研究科緑地環境科学

専攻・緑地保全学研究グループ 
藤原 宣夫 ５ 7月 23日(月) 植生調査方法 ４ 

24 
大阪府

立大学 

工学研究科ビジネスエンジニアリン

グ専攻 
森 裕章 ６ 7月 24日(火) 

溶接・接合部の組織解析と機械

的特性評価 
３ 

 

２) ポスターセッション 

・ポスター作成    平成 30年７月 31日（火）までに提出、その後担当教員の指導により一部修正 

・ポスター印刷    平成 30年８月 28日（火） 

・ポスターセッション 平成 30年８月 30日（木）・31日（金） 

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、２年生の班員全員（１年生

は除く）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。１日目は、２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。２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。 
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＜評価＞ 

① 大学訪問研修 

 大学訪問研修の取組も、今年で 13回目となる。大学の先生方に協力して頂き、例年とほぼ同数の 24講座を開講

していただいた。研修設定時間 90 分という限られた時間の中、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。大多数の研究室では、大学院生がＴＡとして、実習を担当して高校生の指導に当たっていただいたが、

年齢的に近いこともあって、理系の大学生活や受験にあたって注意すべき点など、様々なアドバイスも受けること

ができ、進路を考える上でも非常に参考になる体験であった。また、日程的には限られた中であったが、各講座は

大学の先生方のご希望の日程を約２週間の中から選んでいただいて設定したので、高校生も希望と部活動の都合な

どとも考えあわせて、希望講座を選択することができたので、台風による日程変更はあったが、部活動との両立も

できていた。 

② ポスターセッション 

 ポスターの作成に当たっては研修に付き添った教員が指導を行った。ポスターの作成自体は科学探究Ⅰのオリエ

ンテーション内で取り組んでおり、初稿の作成も生徒たちだけでできていた。研修に付き添った教員は、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て作成指導を行い、生徒も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。発表に関しては、発表への姿勢であったり、声の抑揚、質疑応答の様子など

をお互い見合うことで気づく点も多かった。「科学探究Ⅰ」の中間発表に向けたポスター発表に対する意識付けは

十分にできたのではないかと思う。生徒自身、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を高めることができるとともに、11月に行われる課題研究中

間発表会で発表用ポスターを作成する際に、今回の経験を生かすことができた。 

 

 

（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、５月に兵庫県の「兵庫県立人と自然の博物館」で、11月に神戸市の「人と防災未来センター」と

淡路島の「野島断層・北淡震災記念公園」で研修を行い、第２学年では、ナショラルトラスト運動で保全された和

歌山県田辺市の天神崎海岸での海岸生物の観察を行うことで、生物や地学の学習に向けての意欲を高めるとともに、

防災問題や環境問題における科学者の社会的責任についても考えさせることができる。 

＜実践＞ 

第１学年  

①人と自然の博物館 

１）事前学習  博物館職員の方と相談して作成したワークシート（展示物について予想や考察をさせるもの）を 

配布し、これを事前学習とした。 

２）日程等  ・実施日時：平成 30年５月２日（水）  ・参加生徒：総合科学科１年生全員（119人） 

・交通機関：貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用   

・付添教員：１年総合科学科担任３名、副担任２名の計５名 

３）行程  ８：30 学校出発 ⇒ ９：50 兵庫県立人と自然の博物館到着 セミナー受講、館内見学 ⇒ １

５：15 兵庫県立人と自然の博物館出発 ⇒ 16：35 学校到着 

４）兵庫県立人と自然の博物館での研修 

・特注セミナー：「解剖して“イカ”を知ろう！」、「化石のレプリカを作った標本にしてみよう」の計２講座 

・全体講義：アンモナイトの化石について  ・館内見学 

全体講義では、アンモナイトの化石について研究しておられる職員の方の話を聞き、化石の様子からアンモナイ

トの生体の構造や古生代の様子について学習した。特注セミナーでは、全体講義の内容を受けて、アンモナイトの
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化石の標本を作ったり、アンモナイトと類似点の多いイカについて手ほどきや説明を受けながら解剖を行った。館

内見学では各自、事前学習のワークシートに記述してある自分の予想を答え合わせする形式で自由見学とした。 

②人と防災未来センター、野島断層・北淡震災記念公園 

１）事前学習   

下記の日程で、本校の地学科教員が事前学習を行い、地震が起こったときにどうするか家族で話し合うように指

導した。 

・実施日時：平成 30年 11月 15日(木) 第５限    ・場所：本校剣道場 

・学習内容：「地震のメカニズム、自身が体験した阪神・淡路大震災について、研修の目的、見学するポイントな

ど」 

２）日程等  ・実施日時：平成 30年 11月 22日（木）  ・参加生徒：総合科学科１年生全員（119人） 

・交通機関   貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用 

３）行程 

８：25 学校出発  ⇒ 10：10 人と防災未来センター到着 ～見学～   

⇒11：40 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～  

⇒14：45 野島断層・北淡震災記念公園出発   ⇒ 16：50 学校到着 

４）人と防災未来センターでの研修 

震災当時の再現映像を見たり、資料館での震災直後の様子や復興過程を映像や写真で見たりした。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。 

５）野島断層・北淡震災記念公園での研修 

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。実体験を交え、震災の恐ろしさ、防災・減災をどのように考えるべきなのかをお話していただ

いた。その後、野島断層保存館で逆断層・右横ずれ断層などを見学し、メモリアルハウスでは家屋内の傾き・台所

の散乱の様子等を見学した。また、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）事前学習  

研修の準備として、下記の日程で「天神崎の自然を大切にする会」の常任理事：玉井済夫氏を講師に招き、事前

研修会を持った。さらに、当日のバスの車内で、磯観察の注意事項を中心に、海岸生物の観察方法を説明した。 

 ・実施日時：平成 30年４月 26日(木) 第５限（14：20～15：25）   

・場所：本校視聴覚教室 

・講演内容：テーマ「天神崎の自然とナショナルトラスト運動について」 

講師：玉井済夫氏(天神崎の自然を大切にする会専務理事) 

２）日程等   

・日時：平成 30年５月２日(水)  この日は、大潮で、干潮は 13時 10分（潮位 10.8cm）  

・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。 

・行程  １）10時 30分～11時 30分：京都大学白浜水族館における研修 

     ２）12時 30分～15時： 天神崎での海岸生物の観察 

・講師 田名瀬英明氏(元京都大学瀬戸臨海実験所)、 

丸村眞弘・藤五和久氏(天神崎の自然を大切にする会)  

 天神崎の自然を大切にする会理事：丸村眞弘氏・藤五和久氏(元県立高校教員) 

３）京都大学水族館での研修 

この水族館は「白浜周辺の動植物」を中心に展示されてあり、天神崎で観察できる動物はほとんど展示されてい
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る。午後の天神崎の観察をする上で、事前研修として効果的であった。 

４）天神崎での磯観察 

 今年は大潮で潮がよく引き絶好の磯観察日和であった。干潮時刻が 13時 10分だったので、午後に天神崎に到着

後、バスから下車して徒歩で磯へ移動してから、先に昼食を済ませ、観察の注意を行ってから、採集を開始。約１

時間 30分ほど、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。今年は冬の低温で動物の種類が少

なく、天気も悪かったが、生徒たちは熱心に観察を行い、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種類ずつ記録したレポートを班ごとにまとめて、提出させた。 

 

＜評価＞ 

第１学年 

 昨年度までは、サイエンスキャンプとして、新入生が入学した４月に、兵庫県立西はりま天文台公園の宿舎で宿

泊する形式の研修を実施してきた。しかし、晴天で天体観測ができるのは半分以下の確率であり、生徒にも負担が

大きいことから、今年から２回に分けて校外研修という形式に変更した。訪問できる施設は減少したが、これまで

同様に下記のような成果が見られた。 

①兵庫県立「人と自然の博物館」 

化石の実物に触れたり、専門的な知識を学ぶよい機会となり、生徒たちの科学的な視野・関心を広げることがで

きた。館内見学では、ヒアリや絶滅危惧種と乱獲に関する展示等を見学することで、自然と生活の関連を感じるこ

とができた。また、本研修によって、生徒たちに２年時の地学の学習についてイメージを持たせることができた。 

 

②神戸市立「人と防災未来センター」、野島断層・北淡震災記念公園 

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＞ 

・「自分の命は自分の責任で守る」ことが大切だと思った。とにかく早く、自分の判断でできるだけ高い所に逃げ

ること、車を使わず逃げることは大切。家族と避難場所の相談をしておくことも大切だと思った。家の金具の確認

をしようと思った。（その後、自宅の金具がすべて留まっていることを確認した。） 

・実際に体験した話を聞いて、地震について真実味が出てきた怖かった。自分もその話を聞いて、防災の準備をし

ようと思った。 

・ボランティアをしようと思った。ボランティアで大切なのは、自立を助けることだと思った。 

第２学年  和歌山県田辺市天神崎 

初めてナマコに触ったり、魚を追いかけたりしながら、日頃見ることがない生き物を熱心に観察し、班ごとでじ

っくりと調査に取り組むことができた。行事終了後のレポートでは、現地で観察した結果をもとに、その生物の形

態や生態について、詳しくまとめることができた。生物を調査するフィールドワークは、初めての体験であったが、

生徒にとって印象的な有意義な行事であった。また、事前学習で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。 
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＜アンケート結果＞ 

ほとんどの生徒が、研修につ

いて前向きに取り組んでいた。

右表にアンケート結果をまとめ、

ある生徒の感想を紹介した。す

べての項目で、「よくあてはま

る」「あてはまる」の合計が 80％

を越え、「海岸生物を観察して

興味がわいた」については

54.3％が「よくあてはまる」と

答えている。非常に積極的に研修に参加している様子がうかがえる。 

＜生徒の感想＞ 

私たち 2年生総合科学科の約 120名は、5月 2日、校外研修で和歌山県の天神崎を訪れました。その岩場で、 

私たちは班ごとに生物の観察を行いました。この日はあまり天候が良くはなくて、生物は聞いていたほど多くは見

つかりませんでしたが、それでも皆は楽しそうに貝などを探し、色々観察していました。一枚貝、二枚貝やウニの

ほか、まれに小さなタコやカニを見つけたという人もいました。今回、この行事を通して自然に触れ、生態系を意

識することで、そういった環境を守ることの大切さや、自然を守るために自分たちが出来ることを考えるためのき

っかけとなりました。私は、今まで以上に積極的にそういった行動をしようと思います。学校まで来てご講演をい

ただいた玉井先生、生物について詳しく教えていただいた田名瀬先生をはじめ、天神崎の自然を大切にする会の皆

様、ありがとうございました。 

 

 

（５）第１回サイエンスツアー（東京～つくば方面） 

＜仮説＞ 

東京の「日本科学未来館」か「国立科学博物館」、つくばの「ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター」と、「つくば実験植

物園」または「高エネルギー加速度研究機構」を希望にもとづいて訪問して、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とともに、

課題研究を進めるにあっても、課題の設定や実験計画の立案などの参考にすることができる。 

 

＜実践＞ 

１）事前研修会第１回：平成 30年７月 17日（火）13時～14時 30分、第２ＬＡＮ教室、参加者 29名 

  サイエンスツアーの概要の説明後、「日本科学未来館」か「国立科学博物館」での見学について、事前に各自

で選んだテーマについて調べた内容を同じテーマのメンバーどうしで発表しあい、その発表のまとめを代表者が

全員に紹介して展示内容を共有する。見学時に展示内容を発表する班とテーマを相談して決定した。 

２）日程・行程 

７月 30日(月)   新大阪駅集合→(新幹線)→東京駅→Ａ班：日本科学未来館・Ｂ班：国立科学博物館(見学･ 

研修)→宿舎(東京都文京区)着→夕食→見学報告会（班別にプロジェクターで見学内容を報告）→消灯･就寝 

７月 31日(火)   宿舎発→Ｃ班：筑波実験植物園・Ｄ班：高エネルギー加速器研究機構→昼食→ＪＡＸＡ・ 

筑波宇宙センター(見学・昼食)→東京駅→(新幹線で帰阪)→新大阪駅で解散 

４）参加人数    生徒 29名（希望者、１年男子 15名・女子 7名、２年男子２名・女子５名、教員２名 

５）研修場所と研修の概要 

① Ａ班：日本科学未来館(12時到着、昼食後、16時 30分まで見学、前半は夜の発表のために班別行動) 

最先端の科学・技術に関する最新の博物館で、科学知識が身近な生活にどのように生かされ、私たちの生活に 

役立っているかがよくわかる。前半は班別に決めたテーマで見学し、宿舎で報告会にそなえる。後半は自由見学。 

 
よくあて

はまる 

あ て は

まる 

どちらで

もない 

あまりあ

てはまら

ない 

まったく

あてはま

らない 

与えられた課題はき
ちんと完成できた 

19.8% 62.9% 13.8% 3.4% 0.0% 

今回の校外研修で多
くの学習ができた 

32.8% 55.2% 12.1% 0.0% 0.0% 

自分から積極的に観
察ができた 

49.1% 39.7% 9.5% 1.7% 0.0% 

海岸生物を観察して
興味がわいた 

54.3% 23.3% 15.5% 4.3% 2.6% 

もっと詳しく観察し
たいと思った 

32.8% 44.0% 17.2% 3.4% 2.6% 
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② Ｂ班：国立科学博物館(11時半到着、昼食後、17時まで見学、前半は夜の発表のために班別行動) 

日本最大の科学系博物館。生命の誕生から現代にいたる進化・宇宙の歴史・動植物の生態について、実物 

標本を元に総合的に学習した。特別展「昆虫」が開催中で、これも見学した。 

③Ｃ班：筑波実験植物園（９時到着、ＯＢで国立科学博物館の辻彰洋主任研究員から講演後、植物園見学） 

辻先生からは、博物館の役割やご専門のケイソウ類の研究・新種の記載に関するお話に加えて、高校時代の

生活や進路選択に当たってのアドバイスもしていただいた。その後、熱帯雨林や砂漠など様々な植生環境を再

現した園内を見学して、植物の形態や生態の多様性を学習した。 

④ Ｄ班：高エネルギー加速器研究機構（９時到着、バスで研究所内の案内ガイド付き見学を行った） 

加速器のしくみ・素粒子や物質構造の研究の紹介や巨大な実験装置・宇宙線や放射線の測定装置を見学し、

ここで行われている研究活動についても紹介していただいた。 

⑤ 全員：ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター（12時到着、昼食後、バスでセンター内を見学後、展示室を見た） 

宇宙開発の最先端分野の研究・開発・試験を行っている日本の宇宙開発の中枢センター。人工衛星やロケット

などの実物大模型も展示。「きぼう運用管制室」「宇宙飛行士養成エリア」のガイド付見学を行った。 

 １日目の見学後、宿舎で報告会を行った。同じ分野に興味を持ったメンバーで班をつくり、見学内容のうち、興 

味を持ったものについて、撮影した写真をプロジェクターで移しながら、それを選んだ理由と共に説明をした。 

 

＜評価＞ 

 毎年訪問してい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。事前研修で班ごとに決めたテーマに即して

見学を行うことで、事前に学習した内容をより深く追求し、参加者全員で発表しあうことで、科学全般に対しての

興味・関心を高めることができた。ＪＡＸＡ・筑波宇宙センターにおいても、きぼう管制室でのスタッフの動きや

宇宙飛行士養成棟などの見学も行うことができ、宇宙への興味が喚起された。 

 ２年生の参加が７名あり、昨年に引き続いて参加する生徒もいるので、今年は違う場所を見学できるように、選

択コースを設けた。国立科学博物館筑波実験植物園（Ｃ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、先生ご自身の研究生活に関する経験談を詳しく聞かせて頂き、将来の理系の進路について 

も考えることができる非常に貴重な経験となった。高エネルギー加速器研究機構（Ｄ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。 

＜生徒の感想＞ 

 サイエンスツアーでは初日と二日目どちらも自ら希望した場所に行きます。初日は日本科学未来館に

行きました。科学未来館では私が興味を持っていたとても大きな地球を見ることができ、他にも世界に

一つだけのオリジナルの世界地図を作ることができました。地学の分野に興味を持っていた数人で班を

作り科学未来館で学んだこと感じたことについて班のみんなでレポートを作り、サイエンスツアーの参

加者みんなの前でプレゼンテーションをしました。このプレゼンテーションでは緊張してみんな話すセ

リフが飛んでしまったりしましたが、とてもいい経験ができました。二日目の午前中はつくば実験植物

園で、熱帯の植物から水生植物まで多種多様な植物の観察をしました。午後は JAXA に行き館内を案内

してもらいました。JAXA 館内見学では普段立ち入り禁止の場所の見学や宇宙ステーションとの通信室

の見学などをさせてもらいとてもいい体験をさせてもらいました。このサイエンスツアーを通して私は

見知らぬ人と協力し一緒にプレゼンテーションを乗り切ったことやたくさんのいい体験をさせてもらい、

いろいろな経験値をたくさん得ることができ、参加して本当によかったと思いました。 
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（６）第２回サイエンスツアー（神戸・須磨方面） 

＜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、今年は神戸市の「どうぶつ王国」と「須磨水族園」を訪問した。サイエンス部が、事前研修や運営も

担当することで、科学に関して自らの知識を伝える能力を養うとともに、生物の学習で扱う動物に対する関心を高

めることができる。 

 

＜実践＞ 

① 日程：平成 31 年１月 21 日(日)      ＊参加者：生徒 19 名（内サイエンス部 10 名）、教員３名 

② 行き先：神戸どうぶつ王国・神戸市立須磨海浜水族園（神戸市） 

③ 行程：８時 30 分 泉北高校集合→（貸切バス）→10 時 到着「神戸どうぶつ王国」（昼食後）12 時出発 

→12 時 30 分到着「神戸市立須磨水族園」15 時出発 →(貸切バス)→泉北高校 17 時着 

④ 見学場所の概要 

・神戸どうぶつ王国：多数の植物が植えられた温室で、数多くの鳥類が放し飼いされ、直接触れあったり餌を与 

えたり体験することができる。熱帯雨林や湿地の動植物が多く見られる。 

・神戸市立須磨海浜水族園：サメやウミガメが泳ぐ「波の大水槽」やピラルク・ピラニアなどを多数飼育する「ア 

マゾン館」・「森の大水槽」など、様々なタイプの展示があり、イルカショーをはじめ多くのイベントがある。 

 

＜評価＞ 

 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

７回目となり、昨年は近畿大学農学部の水産研究所とアドベンチャーワールドに行ったが、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ていると考えられる。また、事前・事後の指導を徹底し

て、事後に写真を入れた見学レポートを提出させることで、見学するだけにとどまらず、今後の教科の学習に生か

すことができている。 
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３．地域連携 及び サイエンス部の活動 

 

（１）小学生向け科学教室（第７回泉北こども科学教室） 

＜仮説＞ 

① 小学生が興味･関心をもつ教材を開発して「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

啓蒙活動の拠点となる。 

② サイエンス部を中心に高校生がアシスタントを務めることで、高校生自身が科学啓蒙活動の重要性を実感す

る。そのことにより、将来の進路希望に理科教員なども選択肢の一つとなる機会となる。また、自らの科学知

識やわかりやすく説明することの難しさを知り、さらなる学習への意欲を高めることができる。 

＜実践＞ 

昨年度は、入門コースと上級コースの 2コースで物理・化学 ・生物・地学・情報(入門のみ)の５科目で 90分の

講義を５日間行った。対象者は、原則５日間参加することとしていたが、本年度は実施方法を大きく変更した。 

① 日程と内容  ※受講するテーマは自由に選択でき、すべて参加することも可能とした。 

日時 分野・テーマ 概要説明 

７/23（月） 

講座① 

生物 

〈 顕微鏡による生物の観察 〉 

顕微鏡でいろいろな生物をみて、日頃みることができ

ない世界を実感しよう。 

７/23（月） 

講座② 

情報 

〈写真でアハ体験〉 

２枚の写真でできる不思議な映像、みんなで作ってみ

ませんか？  

７/24（火） 

講座③ 

物理 

〈音の世界〉 

音の正体ってなんだろう。風船を使った糸電話や紙筒

笛づくりで音の正体にせまります。 

７/24（火） 

講座④ 
地学 

〈化石の知識を深めよう〉 

現地調達してきた化石を観察し、知識を深めましょ

う。一億年前(白亜紀)の岩石を壊して出てきたものを

スケッチし、図鑑を用いて種の同定をします。 

７/25（水） 

講座⑤ 

化学 

〈いろいろな化学変化を体験する〉 

ドライイーストを使って、ブクブクモコモコ象の歯磨

き粉実験。いろいろな分離の操作もやります。 

②  実施形態  

７月 23日(月)～７月 25日(水)の３日間。前半 9:30～10:30、後半 10:45～11:45の 60分の講座を１日に２

講座行った。対象は小学校５・６年生。本校の理科の各実験室などで開催。サイエンス部員がＴＡをつとめた。

募集については、本校のホームページに募集要項を掲載し、さらに地域の情報誌に募集要項を掲載。応募方法

は、Ｅメールのみで受け付けた。 

  参加者数：物理(15名)、化学(19名)、生物(19名)、地学(17名)、情報(15名) 

＜評価＞ 

① 例年通り地域の小学生から応募があり、こども向けの科学教室の人気を感じた。実施方法を変更したことに 

より参加者は前年度に比べ、増加した。好きなテーマを選んで受講できるようにしたことにより、１日だけの 

参加も可能となり、参加しやすかったと考えられる。 

② 高校生がアシスタントをすることで、小学生の科学への興味・関心を肌で感じるとともに、小学生への説明

の方法などを学ぶことができた。これらの体験は高校生たちの科学リテラシーや、彼らが科学教育に関心を持

つことに繋がった。今後も機会を増やすべきだと考える。 

＜今後の課題＞ 

小学生にわかりやすい言葉で実験の指導をすることは、高校生にとって非常に貴重な体験である。しかし、本

校の教員が中心となって実験を行ったり、１学期の期末考査と時期が重なったりするため、生徒の運営面への関

わりが少ない。今後は、早い段階から生徒が運営に係われるように工夫し、指導していくことを検討したい。 

＊参加小学生の感想 

・小学校ではできないことがあったので、楽しかった。(６年)・自分の知らないことが自分で実験して知ることが

できて、とても楽しかった。(６年)・自由研究で役立ちそうな実験をたくさんできた。(５年) 
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（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。 

＜実践＞ 

① 若松台中学校 第３学年対象の「泉北科学教室」 

１）日時  平成 30 年 10 月 17 日（水）14 時～15 時 

２）対象  堺市立若松台中学校 第３学年（122 名） 

３）持ち物  筆記用具・上履き・上履き入れ袋 

４）時程  13 時 30 分頃 若松台中から出発 → 13 時 50 分頃 本校到着（事務室前集合） 

14 時頃 ６つの班に分かれて本校教員が引率・移動 → 実験開始 

14 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。 

15 時頃  体育館前で再度集合。代表生徒のお礼の言葉を聞いて解散。 

５）講座と担当者・場所・人数 

 担当 場 所 参加人数 テーマ 概  要 

Ａ 物理 物理教室 20 名 光の色  々
光の基本的な性質を、それを確かめる実

験を通じて学ぶ。 

Ｂ 化学Ａ 
化学第１ 
実験室 

25 名 
銅の色はど
うなんの？ 

化学反応を利用して、銅をいろいろな色
に変化させます。10 円玉の色から、どん
な色に変わるかを実際に見てみる。 

Ｄ 生物Ａ 生物講義室 22 名 
動物の行動
の不思議発
見 

ダンゴムシの迷路実験やシロアリ・プラ
ナリアなど身近な動物の行動のなぞを探
る。 

Ｅ 生物Ｂ 生物実験室 25 名 
植物色素の
不思議発見 

黒い海苔から緑色の色素を取り出した
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 名 
星空の楽し
み方 

星座早見盤を作り、その使い方の実習を
して、星空の眺め方、楽しみ方を学ぶ。秋
から冬の夜空を紹介する。 

② 学校説明会での体験授業 

１） 日時    第１回  平成 30 年９月 22 日（土）９時～12 時 

        第２回  平成 30 年 11 月 17 日（土）９時～12 時 

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（約 500 人） 

３） 時程   １限(９時～９時 45 分)、２限(10 時～10 時 45 分)、３限(11 時～11 時 45 分)、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） 

＊昨年は 10 月に実施した第１回学校説明会のみで体験授業を行い、１２月以降に実施した第２回～第３回学校説 

明会ではしなかったが、今年は９月の第１回学校説明会と第２回学校説明会の両方で体験授業を行った。 

＜評価＞ 

 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。理科に興味を持たない生徒も含まれるが、実験については大部分の生徒が興味を持って積極

的に取り組み、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。 

また、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、その後は本校独自に「泉北みらい適塾」を継続し

て開催し、現在は「学校説明会」における実験講座として継続している。これらの受講生の中には、小学生のとき
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に本校の科学教室を受講した生徒も多く、科学教室に参加した機会に、本校がＳＳＨ指定校であることを知り、総

合科学科へ進学した生徒も増加している。 

 

（３）泉北こども科学フェスティバル 

＜仮説＞ 

 高校生が地域の小学生を対象に科学教室を企画運営することで、自然科学のアウトリサーチを実体験する。自然

科学を普及することの大切さや難しさを知ると同時にこどもたちと関わる中で、こどもの自然科学への興味・関心

を直接感じる良い機会とする。また、こどもたちへの実践的な指導方法を習得することができる。 

＜実践＞ 

※昨年度までは栂文化会館にて開催していたが、今年は本校の化学実験室などを使用して開催した。 

 ・日時：平成 30年 12月 22日（土）10時～15時 

 ・場所：大阪府立泉北高等学校（第１・第２化学実験室、２－４） 

 ・出展内容：合計 12のブース出展（「科学探究基礎」受講生 ９ブース、サイエンス部 ３ブース） 

  スライムつくり、静電気で遊ぼう、つかめる水とダイラタンシ－、サイエンスマジックショー、 

  めざせ！ミクロの博士、紫キャベツの色水はどう変わる？、ぷにぷに人工イクラをつくろう！ 

  楽しい算数パズル、アハ体験、ワンカット折り紙、チリメンモンスター、紙コップでスピーカーを作ろう 

・時程：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分に受付終了、15時に終了。16時 00分までに後片づけを終え、撤収した。 

・対象：本校近隣の小学校の３年生～６年生、今年の参加者は保護者も含め約 162名であった。 

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。 

 ・広報活動は、１２月中旬ごろ、堺市南区の小学校および和泉市の一部の小学校に案内チラシを作成し配布、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＞ 

・家ではできないことがたくさんできてたのしかった。来年もまた来ます。（５年） 

・今回も楽しかったです。ミクロ生物を２体見つけることができてうれしかった。（４年） 

・担当してくださった高校生がみんな優しくて一生懸命説明してくれたことにとても感心しました。（保護者） 

・しんどかったけど、楽しかった。小学生にわかりやすく説明するのが難しかった。(本校生) 

＜評価＞ 

 本年度は本校での実施だったため駅から遠く不便であったと思うが、多くの小学生・保護者の方に参加していた

だいた。学校近隣の参加者が多いということもあり保護者の中には本校の卒業生も多く、久しぶりに校舎内に入っ

て学校の様子を知れてよかったという声も多く聞かれた。生徒たちはブースの出展内容の立案からガイドブックの

作製などを含めてすべての準備を行った。この活動を通して、自分たちで計画的に準備を行うことや班で協力した

り、自分の役割を果たしたりすることの大切さを学ぶことができた。また、当日の生徒たちの生き生きとした表情

から、こどもたちに自然科学を伝えることの楽しさを感じることができたことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
静電気で遊ぼう 

 

スライムつくり 人工いくら 
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（４）地域における小中学生向け「泉北科学教室」 

＜仮説＞ 

 本校主催の科学教室同様に、地域のこどもたちを対象に開催される科学教室に参加することで、高校生が自然科

学を広く一般に普及することの大切さを学び、同時に小学生など、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。また、小学生に指導する過程でどうすればわかりやすく教えることができるかなどを考え、実践する

ことで、科学の分野においても重要なプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を育成することができる。 

それに加えて、地域の市民の方々に、本校がＳＳＨ指定校として、地域の科学教育の拠点であることを認識してい

ただくことができる。 

＜実践＞ 

①  栂文化会館主催「親子科学教室」 

・日時：平成 30 年７月 22 日(日) 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 15 組で約 30 人。 

② 「ふれあい交流（理科って楽しいよ）のご案内（ふれあい交流実施要項）」への参加 

・日時：平成 30年 11月 17日（土） 

・場所：堺市立若松台中学校 

・概要：これは若松台中学校区青少年健全育成協議会主催の行事で、本校サイエンス部に対して、校区内の小学

生を中心としたこどもたち向けの「理科実験教室開催」について協力の依頼があり、サイエンス部の生徒た

ちが企画・準備から当日の運営まで取り組んだ。児童たちはグループに分かれ、順次、各実験ブースを体験

していく形式で、サイエンス部員１１名が参加し、チリメンモンスター探しや、浮沈子や紙コップロケット

の作成などの３つのブースを設けて、小学生を指導した。当日は大阪府立大学のアイリス（女性研究者のグ

ループ）も講師として参加され、終了後にサイエンス部員との交流会を持った。児童と保護者で、約１５０

名の参加があった。 

③ 堺市教育委員会主催「サかイエンス 2018」 

 ・日時：平成 31 年１月 27 日（日）（朝９時 30 分から準備）10 時～15 時開催  

・場所：堺市教育文化センター（ソフイア堺）２階 視聴覚室 

 ・概要：堺市教育委員会主催の科学イベントで、主として小学生を対象とした「科学教室」「工作教室」「実験シ 

ョー」「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、今年の参加者はインフルエンザ 

の流行も影響もあり、約 1100 人であった。本校が参加するのは今年で６年目になり、約 200 組の親子 

が参加した。 

 ・内容：サイエンス部８名が講師を担当し、４班に分かれて「チリモン探し」を約 20 分間で行った。「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 15 分以内に見つけた 

チリモンのうちで、気にいったものを３つ用紙に貼って持って帰ってもらった。午前中の２回はやや少なか 

ったが、その後は非常に好評で１回の定員は子ども 20 名で行ったが、途切れることなく１日中参加者が続 

き、生徒たちは休む暇もなく対応した。 

④ 大阪府主催「私の水辺 泉北地域交流会」 

・日時：平成 31 年２月２日(土) （朝９時から準備）10 時～15 時 30 分 

・場所：大阪府泉北府民センター 

・概要：大阪府鳳土木事務所が事務局を担当して、地域の学校や住民団体に呼びかけ、泉北地域の河川や海の自 

然について交流することを目的として開催されている。本校は平成 21 年度より参加し、今年で８回目とな 

る。今回の交流会では、マイク発表として「ビオトープ池のプランクトンの 14年間の変遷」について発表 

した。また、ブースでは、参加した小学生や地域の住民の方々に、研究の成果をポスター発表の形で紹介す 
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るとともに、チリモン探しやプランクトンの顕微鏡観察を行い、いずれも非常に好評であった。他にも、泉 

北地域で活動している市民団体や小中学校や高校・大学・行政機関も多数ブース展示をされており、生徒た 

ちもふだん話す機会が少ない住民の方々と地域の自然について話したり、様々な自然体験をしたりするなど 

大きな成果があった一日であった。 

＜評価＞ 

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 13 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上手に説明ができるようになり、また、質問に対しても 

的確に答えることができるようになってきている。 

 

 

（５）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。 

＜実践＞ 

平成 18年９月に 13名でサイエンス同好会が発足した。ＳＳＨ事業が校内に浸透していくとともに、平成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 30年度は 12名(２年５名、３年７名)で

活動を開始し、４月に新入生が８名加わり、合計 20 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、これらは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 14 年目となるが、それらの結果は今年 10 月 20 日（土）に行われた「大阪府生徒研究

発表会（第一部）」でポスター発表し、12月 23日（日）に開催された「大阪府生徒研究発表会（第２部）」や、２

月２日（土）の「私の水辺泉北交流集会」でも口頭発表を行った。 

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判で両面印刷とし、総合科学科の全生徒と本校を見学する中学生や関係者に配布している。初年度は教員が執
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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 30度は４つの号（50～53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 

夏季休暇中の平成 30年８月 17日(金)～18日(土)に、和歌山県下津の加茂郷駅周辺の海岸で、生徒 15 名と付添

教員１名で合宿を行った。１日目は、灯火採集や天体観測を行い、２日目は池ノ島の海岸で海岸生物の採集や観察

などフィールドワークを行った。 

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。平成23年度の耐震補強工事などのために、それ以降の観測が不可能となっていたが、

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５年目となり、観測を継続

している。 

⑤ 第７回放射線セミナーでの研究発表 

平成30年８月５日（日）に大阪科学技術センターで開催された「第７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４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能力を競うもので、本校サイエンス部は第１回から毎年参加し

ている。今年は、昨年に続いて「放射線の可視化について」というテーマで、独自に作成した霧箱での観測結果な

ども用いて、放射線の中のα線を中心に発表を行った。大阪府立大学の先生方から事前指導も受けて、スライドを

作成して発表を行ったが、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

経験となっている。 

⑥ 学校祭文化の部での展示 

９月７日(金)～８日(土)に行われた本校の文化祭で、飼育している魚の展示やビオトープ池で駆除したアメリカ

ザリガニを餌でつるイベントを行い、小中学生や一般の方にも好評であった。 

 

＜評価＞ 

① サイエンス部として、今年度は部員数20名で活動を行った。ビオトープ池の調査をはじめとする継続的な研究

に加えて、興味を持つメンバーが様々な活動を行うようになり、研究テーマも広がっている。週２回の活動日以

外にも毎日のように部員が活動するようになっている。研究の成果は、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。また、課題研究の各班でもでも中心的に活躍し、今年度のＳＳＨ生徒研究発表会

の本校代表もサイエンス部員で、このほか、各学会の高校生発表や招待発表など、外部での研究発表会にはサイ

エンス部員が中心となって参加している。 

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、サイエンス部員に任せる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。これらの活動が高く評価され、平成29年度には堺市環境活動表彰を受賞し、堺市長より表彰状が授与された。 

 

 

（６）「科学の甲子園」大阪府大会へ参加 

＜仮説＞ 

 全国で開催されている「科学の甲子園」の大阪府大会へ参加することによって、科学の筆頭問題や実技試験を体

験し、６名で協力して取り組むことで、より高い科学の知識を得る必要性を認識するとともに、参加した他の高校

の同じ科学をめざす生徒と交流することで、刺激を受けることができる。 
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＜実践＞ 

10月 21日（日）に大阪工業大学大宮キャンパスにおいて開催された第８回科学の甲子園大阪府大会において、

総合科学科より泉北高校代表チーム（６名）を結成し参加した。今年度は大阪府下ＳＳＨ指定校を中心に 20 校が

出場し、本校生徒が選手宣誓を行い全国大会への切符をかけて争った。午前は筆記競技が行なわれ、教科の枠を越

えた総合的な科学分野の知識・理解や活用を問う問題が出題され、お互いの得意分野を生かしてチーム全員で協力

して解答を重ねた。午後からは物理と化学に分かれ、あらかじめ用意された道具を元にそれぞれ自らが実験を行い、

問題を解決する実技競技に取り組んだ。決して易しくはない問題が出題され悪戦苦闘をしていた様子であったが、

最後まで諦めず懸命に立ち向かっていた。 

 

＜評価＞ 

本校は第１回大会から第２学年の生徒が参加しており、当初はサイエンス部員が参加したが、第３回の平成 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・科目の教員からの推薦で選出している。

今回は残念ながら上位入賞が叶わなかったが、同年代の様々な学校の生徒と交流し、共通の課題に対して切磋琢磨

することで、大いに刺激を受けることができる貴重な経験となり、より高いレベルでの科学の学習に必要性につい

て理解することができた。 

 

※参加者の感想 

10月 21日（日）に行われた科学の甲子園に泉北高校は総合科学科から６名が参加しました。ＳＳＨ指定校など

全 20 校が出場しました。大会本番前に実技試験の事前研修に参加しました。そこで大会に必要な実験の進め方や

考察の書き方、計算の方法などを学びました。研修内容は学校で行う実験よりも難易度が高く、とても苦戦しまし

た。この研修で当日の試験が恐ろしくなりました。 

大会当日はもちろん全力を尽くすつもりでしたが、まずは結果を気にせずに楽しむことにしました。当日の試験

内容は最初に化学・生物・物理・地学・情報・数学の筆記試験の問題は学校の定期テストとは比べ物にならないく

らい難しかったです。実技テストは制限時間内に与えられた問題の答えを実験によって求めて考察する内容で、ど

れだけ素早くデータを集めて正確に考察できるかという点で評価されました。思うような結果は残せませんでした

が、普段経験できないことができて楽しかったです。 
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４.グローバル人材育成に関わる取組 

 

（１）総合科学科の英語教育 

＜仮説＞ 

① 総合科学科の第１学年「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」で、英語に対する技能習得を推進し、英語への興味・関 

 心を育成することができる。 

② 第２学年では実用的な英語能力の習得を推進するため４技能（聞く・話す・読む・書く）を含んだ指導を行 

い、課題研究発表会において英語での発表を行えるようなプレゼンテーション能力とリスニング能力、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。 

＜実践＞ 

① 「英語表現基礎・ＡＣＴⅠ」は１学年において２単位が設定されている。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。不十分な時間の中で、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。「ＡＣＴⅠ」では４技能

向上を目的とした高度な授業を実施する。 

② 第２学年の「英語理解」の授業において、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

ティブとのティームティーチングによるオールイングリッシュの授業を隔週１回行う。適正な能力評価をす

るため学期ごとに全員個別インタビュー試験を行う。「英語表現・ＡＣＴⅡ」授業では文法を主軸にペアワ

ークやグループワークを取り入れた４技能バランスの取れた授業をする。 

＜評価＞ 

 １年時の少人数授業によって、英語に対する苦手意識を払拭し、より高度な英語学習に積極的に取り組むことが

できるようになった。また、知識・技能を高めるために行った、ネイティブ教員によるインタビューや、英作文指

導により生徒たちの知的好奇心を刺激し、向上心を高めることで、英語を学ぶ意義を理解し活動できたと考えてい

る。今後、学習意欲を上げるためのアプローチをより強化していきたい。 

 

 

（２）科学英語プレゼンテーション 

＜仮説＞ 

英語科との連携によって、総合科学科の生徒の英語の運用能力を養い、高い英語能力をもつ科学者の育成をめざ

す。実験方法を英語で説明した教材を使って実験をしたり、英語による発表用ポスターやスライドの作成を経験す

ることによって、科学技術分野における英語コミュニケーション能力・プレゼンテーション能力を伸ばすことがで

きる。以上の趣旨により、平成 30 年度より講座の名称を「科学英語基礎」から「科学英語プレゼンテーション」

に変更した。 

＜研究内容・方法＞ 

① 実施方法 

１年次に学校設定科目「科学探究基礎」を履修した生徒のうち、英語の習得に関心のある希望者は第２学年で

「科学英語プレゼンテーション」を履修することができる。この科目では、１年次の英語の授業で築いた基礎力

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。１単位の選択授業として理科教諭１名、英語科教諭１名、NET（Native English Teacher）１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 

平成 29 年度は６名、平成 30 年度は７名が受講した。NET や英語科教諭と協力してオールイングリッシュの

授業を行った。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 NET 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
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１学期 5/16㈬ Paper Planes 実験 

 5/30㈬ Elephant’s Toothpaste 実験 

 6/ 6㈬ Elephant’s Toothpaste プレゼン 

 6/13㈬ Quicksand（粉末の液状化）実験 

 6/20㈬ Quicksand プレゼン、Measuring Mass 実験 

 6/27㈬ Crushing Cans（大気圧）実験 

 7/11㈬ Crushing Cans プレゼン、Straw Flute 実験 

２学期 8/29㈬ Balloon Rockets（空気圧）実験 

 9/ 5㈬  Balloon Rockets プレゼン 

 9/12㈬ Electro Magnet（電磁石）実験 

 9/19㈬  Electromagnet プレゼン Energe of Position 実験 

 10/3㈬  The Path of Light 実験 

 10/24㈬ The Path of Light プレゼン Ghost Bubble 実験 

＜10/31～11/28 生徒のオリジナル実験＞ 

  10/31㈬  Mentos Coke・Thermal Insulation Expansion  

 11/ 7㈬ Gyro Effect・Making a battery with familiar things 

  

11/14㈬ Floating Character・ 

 The Inflated Slime Balloon 

11/28㈬ Elephant’s Toothpaste 

３学期 1/ 9㈬ ポスター発表準備 

 1/16㈬ ポスター発表 

 1/23㈬ 野菜果物電池 実験 

 1/30㈬ パワーポイント作成 

 2/13㈬ パワーポイント発表 

 

 

仮説を立てさせ、その仮説を検証するための実験計画を検討させた。実験は 16 回行い、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・考察を英語で行った。終盤の実験では、その内容や考察について英語のス

ライドを作成し、１年生の科学探究基礎選択者や担当外の教員の前で、英語での口頭発表・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がることが期待される。 

 

 

平成３０年度「科学英語プレゼンテーション」経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) ボルネオ海外研修 

＜仮説＞ 

英語を用いた交流を行うことにより、英語学習への意欲を喚起し、グローバルに活躍する人材を育成する。ホー

ムステイを通して、異文化を認め合えるようになる。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。ボルネオ島の雄大な自然環境の中でのフィールドワークや、サバ大学などの

施設や絶滅危惧種の動物の見学の機会を通して地球環境に対する理解が深まる。自分たちそれぞれが個別のテーマ

を持って研究を行い、研修最後に報告することで一層意味のある研修になる。 

 

＜実践＞ 

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２回） 

２）現地研修の概要  （ＳＳＨ・ＳＧＨ合同プログラム） 

 ・実施時期 平成 30 年７月 30 日（月）～平成 30 年８月５日（日）（６泊７日） 

2019.1.16ポスター発表会風景 
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 ・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 男子１名・女子３名、２年生 男子２名、 

国際文化科１年生 男子１名、計７名 

３）行程と生徒の感想 

７月30日（月） ～完全移動日～ 

 関西空港からクアラルンプールを経由してボルネオ島コタキナバルまで一日かけて移動した。22 時到着。翌日

からの学習に向けて気持ちの準備を行った。 

７月 31日（火） ～サバ大学での講義・大学院生との交流・野外実習～ 

 サバ大学でロバート先生にサバの気候や動植物の紹介をしていただき、日本の環境との違いをみんなで探しなが

ら、環境汚染の原因を考えた。その後、大学院生との交流の機会を頂き、全員の自己紹介の後、グループに分かれ

て大学院生の方たちによる研究の解説（キノコや菌類、植物などの研究）や質問、日本との違いなどに関してとて

も活発な意見交換ができた。午後からの野外研修では、樹木の種類と密度、成長度を数値化する方法を大学院生の

方々から教えていただき、また、大きな網を手に昆虫採集を行った。日本では見られないような昆虫を夢中になっ

て探し回っていた。自然の素晴らしさを本当に感じた一日となった。 

８月１日（水） ～ロッカウィ ワイルドライフ公園・クオリス川～ 

 パームオイル農園拡大のため、生きられなくなったボルネオゾウやテナガザルなどの動物たちが集められた州立

ロッカウィ ワイルドライフ公園に行き、動物たちと触れ合うことができた。ボルネオ保全トラストの岸優子先生

にご案内していただき、ボルネオの環境や動物たちを守る活動についてお話しをしていただいた。この可愛らしい

動物たちをどうしたら救えるのか、生徒たちは真剣に考えたが、日本人が一番パームオイルを消費しているという

事実を指摘されたときは非常ショックを受けていた。午後からは熱帯雨林の広がるクオリス川でリバークルーズを

行った。野生のテングザル、ベッカムザル、カニクイザルたち、また日が暮れた後に無数のホタルに出会うことが

できた。 

８月２日（木） ～モンゴルバル村でのホームステイ～ 

 JIKA スタッフの永岡愛さんにマレーシアにおける青年海外協力隊の活動について講義を受け、原生林が広がる

モンゴルバル村を案内していただいた。現地の人たちによって制作された手工芸品のお土産を購入した後、２つの

ホストファミリーに分かれてホームステイを体験した。大自然の熱帯雨林の中で川遊び（マンディー）を行い、現

地の人たちと英語、マレー語、ムルット語、日本語、身振り手振りを使いながら一生懸命コミュニケーションをと

っていた。夜は全員一つの場所に集まって村祭りのような雰囲気で時間が経過した。 

８月３日（金）～ゴムの樹液採集体験・ウルスナガン小学校での交流・吹き矢体験～ 

 裏山にあるゴムの木から樹液をとる方法を体験した。効率よく樹液を集められるように考えて作業をすすめた。

その後、モンゴルバル村のウルスナガン小学校を訪問し、盛大な歓迎を受けた。泉北高校からはダンスやなど、４

つの出し物を披露し、その後、現地の小学 5.6 年生による民族ダンスを披露していただいた。最後はそのダンスに

泉北一同も混ざり一体感を感じながら過ごした。また、こちらで用意した大きなシャボン玉を作る装置で小学生た

ちにシャボン玉作りを楽しんでもらった。村を去る前に吹き矢体験を行ったが、非常に難しく、何度も挑戦してコ

ツをつかもうと必死になった。 

８月４日（土） ～サバ州立博物館見学～ 

 サバ州立博物館に行き、マレーシアの文化や歴史、自然について勉強した。現地では昔、首狩りの風習があった

ことにはとても驚いた。また、日本の統治下にあった第二次世界大戦時のことも学習し、現在のマレーシアとの友

好関係はマレーシア人の心の広さから来るものだということがわかった。 

８月５日（日） ～帰国～ 

前日の夕方、コタキナバルを16時45分に発ち、クアラルンプールを経由し、朝７時に関西空港に到着した。 

４） 事後研修 

研修内容に関してポスターを作成。11 月の校内の課題研究中間発表会で、ポスター発表を行った。 
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＜評価＞ 

生徒たちがそれぞれの視点で独自の研究テーマ（樹木や魚類、文化など）を持ちながら研修を行った結果、様々

な分野でボルネオの自然や歴史について深く理解することができた。また、モンゴルバル村でのホームステイによ

って異文化理解が進み、またボルネオ保全トラストおよびＪＩＣＡの取り組みを学習することによって地球環境に

対する理解を深めることができた。生徒たちは外国での交流を通して英語の大切さ、その必要性も体感することが

できた。研修内容を校内の課題研究中間発表会でまとめ、ポスター発表を行った結果、学習したことを振り返り、

研修が非常に意味のあったものであるということを再認識できた。 

 

 

 

 

 

(３) ボルネオ海外研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）台湾の高校との交流の継続と合同研究発表会の開催 

＜仮説＞ これまでも交流のあった台湾の高校と、共通の言語である英語を用いて科学の分野での交流を行うこ

とによって、科学技術に携わる者に必須の英語運用能力を高め「国際性を高める」ことをめざす。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。平成

26年度から取り組んでいる台湾での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、今後の合同研究への発展につなげることができる。 

＜実践＞ 

① 交流の経過 

台湾の台北市にある國立中央大學附属中壢高級中學と、台中市に近い彰化県にある國立彰化高級中學の２

校とは、平成 24年度から相互に訪問しての交流を続けている。また、平成 26年 12月には国立中央大学附属

中壢高級中学との間で姉妹校締結を行った。その後、平成 27年度からは毎年、本校２年生が全員スタディツ

アー（修学旅行）で台湾を訪問し、台北市にある国立中央大学附属中壢高級中学と４年間にわたって交流し

ている。また、台湾の台中市に近い彰化県にある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、「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り、この年は本校と彰化高級中学に加え、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。この交流が毎年継続し、今年 12 月に台湾で第５回目の合同発表会を開催することができた。 

サバ大学での交流 昆虫標本づくり ボルネオゾウとの触れ合い 

モンゴルバル村マンディ 小学校での交流 吹き矢体験 
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② 第５回合同研究発表会の開催 

・名 称：107 學年度 數理專題研究聯合發表會（平成 30 年度数理課題研究合同発表会） 

 Mathematics & Science Projects Forum 

・日 時：平成 30 年 12 月 24 日（月）、９時 30 分～11 時 30 分 

・場 所：國立彰化高級中學 

・参加校：泉北高等学校（発表２件）、彰化高級中学（発表８件） 

・形 式：使用言語は英語。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７名）、 

泉北高等学校（生 徒３人＋教員１名） 

・泉北高等学校の発表生徒  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の英語科教員の司会のもと、すべて英語で進められた。両校の代表者の挨拶、両校

の学校紹介プレゼンテーションのあと、泉北高校の発表２題、彰化高級中学から８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総合科学科３年生３名が「How big can a block of tofu be without being broken by 

its own weight ?」、「Making of a Green Flame Candle」というテーマで、それぞれ英語で研究発表を行った。 

 

本校生徒の発表は内容・英語とも十分なレベルに達していると思われるが，

彰化高級中学の生徒と比べると内容には遜色ないが英語による発表という

面でやや差があったという点は否めない。彰化高級中学の生徒には、かな

り流暢な英語で発表ができる者が多かった。休憩時間や発表会後の交流会

では、本校生徒と彰化高級中学生徒が英語で（時折り筆談を交えて）活発

に交流していた。これは貴重な体験になったようである。 

＜評価＞ 

  国立彰化高級中学において、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

３期の指定時の課題の一つである「グローバル人材育成をめざす取組」が実現できた。本校では、１年次に学

校設定科目「科学探究基礎」を履修し、２年次に学校設定科目「科学英語プレゼンテーション」を受講して英

語能力の向上をめざしている。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 27～30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２題の発表を英語で行うことができ

た。これも５年間にわたって相互に交流を続けてきた成果である。海外での研究発表でコミュニケーション手

段は英語しかない、という環境を経験することは生徒にも大きなインパクトを与える。帰国後の生徒の感想に

も「彰化高校生の英語のうまさにびっくりしたが、自分たちの英語でもちゃんと通じ、少し自信を深めた」「発

表内容に関する質問をされて少し困ったが、何とか自分の英語でも説明できてうれしかった。」等、大きな刺激

になっている。今後もこの合同発表会を核にして、共通の言語である英語を用いて、科学の分野での交流を続

けていきたい。 
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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４つの研究課題に基づいて実施した各ＳＳＨ事業が、生徒の科学への興味・関心を向上させ、

科学的に考える態度や能力の育成に有効であったかを、生徒・保護者・教職員対象のアンケートなどで検証する。 

② 本校の教職員が、ＳＳＨ事業の意義や目標、及び研究課題を十分理解して事業に取り組み、成果を上げること

ができたかを検証する。 

③ 目標の達成のために設定した学校設定科目を含む教育課程における指導が、当初の指導計画や評価方法に基づ

いて適切に進められ、当初の目標を達成できたかを検証する。 

 

（２）評価の方法 

本校の活動で取り組んだ研究課題の実践が、生徒に対してどのような効果があったのかについて、以下のような

方法で評価を行い、年度当初に設定した仮説を検証した。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、一部の項目については、第３期指定で新たに設定した課題に関する設問を

加えて、これまでの取組の成果を検討する。 

① 生徒・保護者・教職員対象の意識調査を実施した(平成 31年１月に実施)。 

１）総合科学科生徒対象の意識調査（対象：359名、回答：342名、回収率：95.3％） 

２）同学科生徒の保護者対象の意識調査（対象：359名、回答：172名、回収率：47.9％） 

３）本校教職員対象の意識調査（対象：58名、回答 46名、回収率：79.3％） 

これらの回収率は、昨年とほぼ同じであった。昨年度の生徒は 96.6％(－1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ)、保護者は 50.0％ 

（－2.1 ﾎﾟｲﾝﾄ）、教職員は 75.9％(＋3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ)であった。 

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「科学探究Ⅰ」の課題研究も「中間発表会」の内容を中心に評価を行った。 

④ 校内のＳＳＨ委員会において、意見交換を行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１～３学年の抽出クラスの生徒を対象に 

実施した。この結果を、日本・ＯＥＣＤ諸国の平均点と比較するとともに、学年進行による探究力の変化をみる。 

平成 29 年度からはＰＩＳＡテスト問題だけでなく、大学共通テストの試行問題の中から、新入生の知識でも解

ける思考力を問う問題を２問ずつ加えて実施している。 
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２．生徒の意識調査 

 平成 31 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：115 名（96.7％）・第２学年：114 名（95.0％）・第３学年：113 名（94.1％） 

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．68～69）に掲載している。 

 

① 理科や数学（算数）が好きか。 

生徒に「理科や数学が好きか」を聞いたところ、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。一方、高校では難易度があがるためか、

数学は好きな生徒が約 40％、理科が約 50％と減少して

いる。 

② 理数系の能力や進路希望 

数学や理科が得意と答えた生徒は 30％前後と低 

いが、数学や理科を学んで将来の仕事に役立てたいと

する生徒は、それぞれ 50％、60％に達し、これらの生

徒がほぼ全員理系の進路に進んで、将来も理系の仕事

につきたいと考えている。また、理系の仕事に就 

きたい者の割合は１年：44％、２年：54％、３年：60％

と学年進行で増加している。 

②  理数系の学習や実験に対する興味  

60％近く以上の生徒が、「実験結果などを

議論したり、課題研究をするのが楽しい」と

答えている。また、「理数系の授業で質問を

したり、疑問を持って考えることがよくあ

る」「理数系の内容について友人と議論する

ことが楽しい」と答えた生徒も 50％以上いる

ことがわかる。 

④ 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、「実験の多い授業」で 75％の生徒が自分にプラスになっていると答えている。

次に多かったのが「課題研究」で約 70％、ついで「大学訪問研修」「サイエンスツアー」「校外研修」「国際性を高

める取組」が 60％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、これは希望者対象

の事業であり、体験していない生

徒も多いので、やむを得ない結果

であるといえよう。 
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⑤ ＳＳＨの取組が次の観点でプラスになっているか？ 

 「理数の学習意欲の向上」や「思考力や創造性の向上」

でプラスになっているとする生徒が 40％を超えているが、

「国際性や英語能力」・「進路意識」の向上に役立ってい

るという回答率は低く、グローバルに活躍できる科学系

人材の育成という観点では、さらに取組を続ける必要が

ある。また、第１～２期にはＳＳＨ事業の意義を生徒や

保護者に伝えていく広報活動を活発に行っていたが、第

３期に入って本校で行っている取組が一般化したたっめ

に、ＳＳＨ事業の一環であるという意識が薄れているこ

ともこの結果につながっていると考えられる。 

⑥ 本校の小中学生向け科学教室への参加 

 本校でＳＳＨ事業として中学生向け科学教室を始めて

13 年が経過し、小学生向け科学教室も７年目となった。

そこで、小中学生の時に本校の科学教室を受講した経験

があるかを初めて聞いてみたところ、右図のように、中

学生時に学校説明会などで理科の実験を体験した生徒が

延べで 23％、小学生時に体験した生徒が延べで 19％に上

ることがわかった。複数回答なので２～５項目を選んだ生徒も多く、本校のＳＳＨ事業である科学教室を体験

して、本校へ進学を決めた生徒も多いことがわかった。小中学生時に参加したことがないと答えた生徒は 62％

であり、38％の生徒は１度は経験していることになる。このように、本校の生徒が科学教室で指導した生徒が

本校に進学して、また、地域の小中学生を指導するといった状況となっており、地域の理科教育の拠点校とし

ての役割を果たすことができていると考えている。 

⑦ ＳＳＨ事業への協力の意思 

 本校のＳＳＨ事業への協力の意思について聞

いてみたところ「小中学生向けの科学教室の指

導」は約 45％、「卒業後に来校して後輩の課題

研究に指導」は約 35％の生徒が協力してもよい

と答えてくれた。これまでの取組の重要性が生

徒にも認識されている結果であると思う。 

⑧ ＳＳＨの今後の取組で何を期待するか？ 

 この設問では、最も期待するものから順に３つ

をあげてもらったが、生徒によって期待する項目

が異なることがわかる。それでも、「課題研究」へ

の期待が大きく合計で 65％、次いで「プレゼンテ

ーション能力の育成」が 50％と多く、「科学的思

考力の育成」「多くの実験や実習」までが、３分の

１以上の生徒が期待していることがわかった。 
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３．保護者の意識調査 

平成 31 年１月に総合科学科の生徒 359 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 172（昨年 178名）で平均回収率は約 48％と昨年よりはやや低下した。そのうち、１

学年は 57％で最も高く、３学年も 52％で半数を超えたが、２学年は 35％と低かった。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．69～71）に掲載。 

① ＳＳＨ事業に対する保護者の認知度 

 保護者が今年度のＳＳＨ事業をどの程度ご存知かを伺うと、「よく知っている」(６％)と「だいたい知っている」

（51％）を加えると、約６割の保護者が認知

されていた。保護者には、ＳＳＨ通信や学校

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。 

② 保護者による各事業の評価 

 結果は右図のようになり、もっとも評価が

高かったのは「実験の多い授業」で肯定的な

回答（強く思う＋そう思う）が 95％を超えて

いる。それについで、「課題研究」「市大理科

セミナー」「大学訪問研修」などの評価が高

い。これらに加えて、「国際性を高める取組」

や「校外研修」までの５項目で肯定的な回答が 90％を超えている。このような実験や実習を体験できる事業の評価

が高いのは、本校のＳＳＨ事業の目標である「体験を通して科学的に考える能力を育成する」という点が保護者に

も理解されているものと思われる。希望者対象の「海外研修」や「サイエンスツアー」はやや低く 80％前後であっ

た。 

 これらの結果を生徒アンケートと比べると、各事業に対する生徒の肯定的回答が 50～90％であるのに対して、保

護者は 80～100％であり、非常に評価や期待度が高いことがわかる。 

③ ＳＳＨ事業が生徒のどのような能力の育成にプラスになっているか 

結果は右図のようになり、85％以上の保護

者が「思考力や創造性・学習意欲の向上」や

「理科や数学の学力向上」にプラスになって

いると回答し、「進路意識の向上」「学力向

上」については、78％前後がプラス回答であ

った。一方、「国際性や英語表現力の向上」

については、75％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、「グローバル人材の育成」を掲げた取組

も行ったが、やはり理数系の事業が中心だっ

たためであろう。これらの結果についても、保護者の肯定意見は全項目で 70～90％を占め、生徒の 20～40％をは

るかに上回っている。 

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．70）に掲載したが、

多くの保護者が本校のＳＳＨ事業や総合科学科の教育について、高く評価していただいていることがわかる。 
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４．教職員の意識調査 

 ＳＳＨ事業に対する本校の教職員の意識を知るために、平成 31 年１月に、アンケート調査を実施した。アンケ

ート項目と今年度の集計データは巻末の資料編（Ｐ．71～72）に掲載しておく。 

① 回答者の所属教科・所属学年・ＳＳＨ事業への参加回数 

回答者数は 46名で回答率は 79.3％であった。所属教科の比率は例年と同じで、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 21 人・２年は 12 人で、３年が 15 人

と、２年担当者が少なかった。学科別に見ると国際文化科 26人、総合科学科 20人でほぼ対象教員数の比率と同様

であった。参加回数は、国際文

化科の教員の多く(21 名)は０回

で、１～２回が４名と参加回数

は少なく、総合科学科のクラス

担任や理科の担当者は、３～４

回(４人)・５～９回(２人)・10

０回以上(７人)と、参加回数が

多かった。 

 

② 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。「強く思う」「そう思う」の肯定的回答が多い順に並べた

が、「実験実習の多い授業」、「校外研修」、「国際性を高める取組」が、９５％を超えた。それらについで多かった

のは、「校外の発表会への参加」「ＳＳＨ海外研修」「大学訪問研修」「小中学生向け科学教室」「科学探究基礎」な

どが 90％を超えた。一方、希望者対象の「サイエンスツアー」や来年度から取り組む予定の「卒業生の活用」はに

関しては「どちらともいえない」という回答が６～７人あった。これらの結果は、昨年度とほぼ同じであった。 

③ 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、「科学の知識を伝える能力の

育成」や「理科や数学の学習意欲の向上や

動機づけ」・「思考力や創造性等の科学的能

力の育成」にプラスになっているとする教

員が多く、80％を超えたが、「生徒の国際

性や英語表現力の向上」や「理科や数学の

学力向上」につながっているとする教員は

少なく、50％～60％であった。 

④ 事業全体の評価と今後の継続について 

 ＳＳＨ事業全体の評価については、「本

校の特色づくり」にとっては、１人を除い

て肯定的な回答となっており、60％以上の

教員が「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 90％近く

に達し、70％の教員が「ＳＳＨの取組を継

続」すべきと答えているが、担当していない国際文化科の教員に「どちらともいえない」という回答があるのは、
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「校務が多忙になっている」ためだと考えられる。ＳＳＨ第３期指定の課題である「卒業生の活用」についてはよ

いと考える教員が 80％に達した。本校はＳＧＨの指定を受けていることもあって、「ＳＳＨの取組が他の学科の生

徒にもプラス」だと考える意見は 55％にとどまった。 

⑤ ＳＳＨ事業の実施時期や実施回数について 

ＳＳＨ事業の実施回数については、「ちょうどよい」が 55％で多かったが、「やや多い」という意見も 35％あっ

た。実施時期については、「今年と同じでよい」とい回答が 57％で最も多かったが、「もっと授業時間を利用した方

がよい」という意見も 39％あった。 

⑥ ＳＳＨの取組で期待するもの 

 このの設問には、１・２・３番

目に重要と思うものを挙げてもら

い、それらの合計が多い順に並べ

ると右図のようになった。「課題

研究」を上げた教員が最も多く、

回答者 46人中の 63％であった。そ

れについで、新しい入試でも重要

視されている「科学的な思考力の

育成」が多く、３番目は「プレゼ

ンテーション能力の育成」であっ

た。これらは、すべて課題研究の

取組で向上が期待される能力でも

あり、ＳＳＨ事業としては「課題

研究」に期待している教員が多い

ことが分かる。 

⑦ ＳＳＨの取組で育てるべき生

徒の能力 

 この設問に対しても、「自ら課

題を設定してそれらの課題を解決

する能力」をあげた教員が 30 名

（65％）に達した。ついで多いの

は「体験をもとに科学的に考える能力」、「学習・研究の成果を適切の表現する能力」「必要な情報を収集して処理

する能力」の３つで、いずれも 20 名を超えている。これらもすべて「課題研究」の取組と密接にかかわっている

能力であり、多くの教員はＳＳＨの取組の中心が「課題研究」であり、それに取り組ませることで、自然科学の分

野で必要なこれらの能力を育成することが重要であるとの共通認識があるといえる。 
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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（理数科）の全学年と、国際文化科（英語科）の一部の学年で、「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。また、英語

能力をみる目的で、毎回１問は原語(英語)のまま出題している。なお、平成 29 年度以降は大学入試センターの試

行テスト問題の中から科学的探究力を評価するの適した問題を２問ずつ取り入れている。 

(１) 平成 29年度 

平成 29 年度については、科学的リテラシー問題として、「オゾン」「衣類」「クローニング」「メアリー・モンタ

ギュ」の４題を、数学的リテラシー問題として、「盗難事件」「為替レート」の２問を出題した。他に大学入学共通

テストの試行問題（2017年 11月実施）から「生物」の第６問と「物理」の第３問の問い４～６を出題した。この

テストは平成 30 年１月に実施し、総合科学科は各学年１クラスずつ抽出で、国際文化科は２学年の１クラスを抽

出して実施した。さらに、同じ問題を平成 30 年４月の新入生全員（国際文化科４クラス 160 人、総合科学科３ク

ラス 120人）に対して実施し、入学後の変化を解析することにした。科学リテラシーの結果は、総合科学科ではほ

ぼ学年進行で向上

し、新入生と３年生

の差は約 10 ポイン

トであった。文系の

国際文化科では全

国平均に近い 65％

前後であった。一方、

数学リテラシーで

は、問題が易しいこ

ともあって、総合科学科では学年間の差は小さかったが、全国

平均やＯＥＣＤ諸国の平均値と比べると 25 ポイントも高かっ

た。また、大学共通テストの試行問題のうち、「生物」第６問

は「初見の資料から必要なデータや条件を抽出・収集し、情報

を統合しながら課題を解決する力を問う（入試センター）」も

のであるが、本校の総合科学科の生徒、特に３年生は、全国平

均を８ポイント上回る結果となった。総合科学科の新入生と比

較しても７ポイント近く増加している。課題研究などの取組に

よって、このような問題解決能力が向上したと考えられる。 

 

 (２) 平成 30年度 

 平成30年度については、科学的リテラシー問題として、

「ゼンメルワイス医師の日記」「グランドキャニオン」「日

焼け止め」「風力発電」の４題を、数学的リテラシー問題と

して、「スケートボード」「サイコロ」の２問を出題した。他

に大学入学共通テストの試行問題（2018年11月実施）から「生

物基礎」の第１問と「物理基礎」の第３問を出題した。この

テストは平成31年１月に実施し、総合科学科は各学年１クラ

スずつ抽出で、国際文化科は２学年の１クラスを抽出して実

施した。今回の結果も、ほぼ例年並みで、正解率は学年進行で上昇し、１年と３年の差は、科学的リテラシー問題
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では10ポイント、数学的リテラシー問題では６ポイントであ

った。また、大学共通テストの試行問題のうち、「生物基礎」

第１問は「細胞とエネルギーの理解と、実験・観察に関する

情報を整理・統合して課題を解決する能力（入試センター）」

ものであるが、国際文化科の生徒の正解率に比べると、総合

科学科の生徒は、課題研究の取組が始まった２学年から正解

率が急増し、１年と３年の差は13ポイントも開いた。なかで

も、ある結論を導き出すためには、どのような実験条件にす

ればいいかを選ぶ問題については、大きな差がついた。授業

における実験・実習や課題研究への取組の有効性を示していると言えよう。 
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第５章 校内におけるＳＳＨの組織的推進体制 
 
 理数系教科の教員を中心に全校的な下記の４つの研究組織を中心に、委員会を組織して役割分担を行い、研究開

発を効果的に進めている。また、経理等の事務処理は、事務長のもとに非常勤のＳＳＨ事務員を雇用し、主査以下

他の事務職員の協力も得ながら進めている。 

①ＳＳＨ運営指導委員会（年２回開催） 

  学識者など（大学教授、地元の堺市教育委員会指導主事）６名と、及び大阪府教育センターよりの数名で組織。

本校からはＳＳＨ運営委員と各回のテーマ毎のオブザーバーが参加。 

 ・管理機関が設け、ＳＳＨ事業の取組について、本校からの提案・報告に対して、学識者などからの指導・助言

を受けて、事業の改善や円滑な実施を行うために、開催している。同時に、課題研究中間発表会や課題研究発表

会の機会に開催し、発表も含め課題研究に対する指導、助言もお願いしている。 

＊また、同様に「泉北高校学校協議会」でも、ＳＳＨの事業について報告し、指導助言を受けている。 

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う。全校的な組織で、各教代 

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、主に国際文化科で取り組 

むＳＧＨの事業とその指導にも関与している。 

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う。教

頭、ＳＳＨ研究主任、同副主任、数学・情報・理科の教科代表、学年代表、学科長などにより組織。 

・事業の実施に当たっては、ＳＳＨ委員会の決定に従って、事業責任者を決め、全教職員が協力して、それぞれ

の事業に関係する教科・科目の担当者や、学年の担任・副担任が分担して実施している。 

 ＊課題研究担当者会議 ＳＳＨ事業の中心の１つである「科学探究Ⅰ」「総合科学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。 

④ＳＳＨ総合科学委員会（生徒：必要に応じ臨時開催） 

 ・ＳＳＨ事業の運営にあたって、生徒の意見を反映するための委員会である。総合科学科の各クラスには総合科

学委員が複数名決められており、年間行事計画の実施に当たっての新しい事業の提案を募る。また、課題研究

発表会の実施運営などを行う。 
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第６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．課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

今年で13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。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「科学探究Ⅰ」２単位、第３学年の「科学

探究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。そして、より研究を進めることのできるグループが、12月の台湾での合同発表会に参加する。

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。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を工夫する。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、自ら取り組む授業形態を増やして授業の在り方を見直す。これ

はまさしく次の学習指導要領のめざす生徒たちの能力を引き上げるさらなる仕組みをつくりだすことである。「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する。また、より効果的な指導を教員全員が行うために、平成28年度に作成

した「課題研究マニュアル」を活用していく。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や、卒業生のネットワーク『ＳＳＯnet』を充実させて、先行研究を充分検

討してから研究に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を押さえて研究に取り組むようにさ

せるためにも、『先行研究検索システム』の有効な活用を考えていく。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する。  

 

２．研究機関との協働プログラムの作成 

大阪府立大学や大阪市立大学・近畿大学との高大連携や高大接続事業をより緊密に実施して、高校における理科

教育と大学における科学教育の間のギャップを明らかにするとともに、それを解消してスムーズに大学へ接続でき

る方策について検討する。大学などの教員による高大連携授業や大学訪問研修の更なる拡充をめざして、理数系進

路に向けた卒業生から体験談を聞く形でキャリアガイダンスを実施する。高大連携から高大接続については、大学

の教員をされている委員の方から、具体的提案を示していただき協議を進め、これまでの取組の発展や新しい取組

を考えていく。「高大連携講座」や、「大学訪問実習」において、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て、研究を深めるためのアドバイスを受けるようにしたい。Ｔ

Ａとしての学生の協力も考えていきたい。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。 

 

３．地域の理科教育の拠点校をめざす 

小中学生対象の「泉北科学教室」において、小学生向けの講座はすべて高校生が講師を務めるようになり、運

営面にも携わっている。小学生や保護者には好評である。中学生向けの講座では、教員のＴＡとして活躍してい

るが、今後はこれらについても、講座の企画・運営にも主体的に関わる仕組みを作っていきたい。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いる。小学生向けの科学教室も開講後７

年が経過したので、その受講生で本校へ入学する者も増加している。講師を務めた高校生も、わかりやすく伝え

ることの重要性と難しさも学んだ。今後は、取組の準備段階における指導方法についても検討したい。子どもた

ちへの実践的な指導方法を修得することができた。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。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

校をめざしていく。そして、近隣の小学校への広報方法なども再検討し、多くの子どもたちに体験をしてもらえ

るよう改善していく。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。さらに、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す方法

を考える。また、講師である高校生自身のコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力のさらなる向上も

求めたい。サイエンス部の活動も活発化させ、生徒の自主的な研究をさらに発展させて、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ようにしていく。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



 - 64 - 

性に気づかせる。 

 

４．グローバル人材の育成 

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

とをめざしている。そうして身につけた知識や英語力を発揮できるプロジェクト型海外研修の機会を今後も提供

することで、生徒のコミュニケーション能力を伸ばし、持続可能な社会をグローバルな環境で創造していくグロ

ーバルマインドを育成していく。ＳＤＧｓについての理解を深め、持続可能な開発のためには科学技術が貢献で

きることがあることを学ばせる。「グローバルコース」を充実させて、グローバルに活躍する英語能力の高い人

材を育成することをめざす。第１学年から英語の４技能に対応する能力を伸ばす学校設定科目「ＡＣＴ」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

めざしたい。２年次開講の「科学英語プレゼンテーション」では、ＮＥＴや英語科教諭と協力してオールイング

リッシュの授業を行っている。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 15 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。第

３期よりこの授業を充実させるために、科目名を「科学英語プレゼンテーション」に変更し、英語によるプレゼ

ンテーション能力の向上のための仕組みを考えており、さらなる育成を進めたい。海外研修のマレーシア国ボル

ネオ研修と台湾国台湾研修をさらに充実させるとともに、交流校との共同研究の実施をめざす。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、さらに深

化させる必要があり、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

いくべき課題であるので、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、平成 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。 

 

５．研究成果の普及 

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。「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。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・活用をめざす。 
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【 関係資料編 】 
１． 平成 30年度 教育課程（大阪府立泉北高等学校 総合科学科：平成 28～30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 30年６月 23日(土)16:00～17:00 於 大阪府立大学Ａ13棟２階会議室（230号室） 

・出席委員：田中 俊雄 (大阪市大 理学研究科教授) 、松坂 裕之 (大阪府大 理学系研究科教授)、山口 仁宏 （近 

畿大 理工学部教授）、杉浦 秀行 (摂南大 外国語学部准教授)、服部 恵美 (大阪府教育センター高等学校教育 

推進室指導主事)、岸本 利久（堺市教育委員会学校教育部教育センター主任指導主事） 

 ＊大阪府教育庁：真田 誠 （大阪府教育庁教育振興室高等学校課指導主事) 

 ＊学校側出席者：岩﨑 判二 (校長)、佐保田 真一 (教頭)、池ノ上 大輔 (首席・英語)、鈴木 朗 (物理)、木村  

進 (生物)、前 陽介 (情報)、蔵谷 和弘 (化学)、松永 豪 (地学)、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 

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） 

   ・スライド作成・発表ともによくなった。英語での Abstractもしっかり練習したことが伝わってきた。 

   ・発表での responseが良く、聞く生徒も含めて全体での取り組む姿勢が良い。 

   ・原稿を見ずに口頭発表できるようになっている。 

   ・スライドの文字数調整ができており、見やすかった。 

   ・昨年度の中間発表での反省を生かせている。 

 （課題・改善点） 

   ・発表の最初に、今まで何が明らかにされていて、自分たちは何がしたいのかを提示すべき。 

   ・発表の最後に、自分たちがどこまで明らかにし、どんなことがまだわかっていないのか、今後どうすれば

それが明らかになるのかを提示すべき。 

   ・スライドのページ送りのタイミングを工夫したほうが良い。 

   ・Abstractの内容はチェック不足である。 

   ・発表タイトルの多くが一般的すぎる。独自性のあるものに変更すべき。   

＜助言・協議内容＞ 

   ・データベース化が必要ではないか。⇒ 困難な課題をどうクリアしたかなど、実験ノートに書き残し、後

輩がいつでも見られるようにすればよいのではないか。 

   ・先輩方に直接指導してもらう仕組みを構築できればいいのではないか。⇒ 本校を卒業していった生徒た

ちのネットワーク『泉北高校総合科学科 Semboku Science course OBOGのネットワーク：SSOnet』を構築

中であり、半数以上が登録をする状況になってきた。 

   ・３年生と１・２年生の交流による研究の連携が行えないか。⇒ 受験もあり、現在は難しいといえる。 

   ・毎年、研究内容を考えるのに非常に苦労している。⇒ 基礎的トレーニングプログラムを用意し、それを

行いながらテーマを考えていくのはどうか。 

 ② ＳＳＨ事業プログラムの紹介（報告、省略） 

 ③ 今後の課題研究への取り組み方について    

   ・SSH卒業生の進路の明確化・探究における独自性を中学生へも普及 

   ・平成 34年度全国で「理数探究」がスタート ⇒ 他の学校へのノウハウ伝授 

   ・SSH事業の成果が何なのか、課題は何か、を発信できるように。 

４．連絡     SSH課題研究中間発表会 2018年 11月 29日（木）於 大阪府立泉北高等学校 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

＜配付資料＞  ・平成 29年度研究開発実施報告書    ・平成 30年度行事予定 
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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 30年 11月 29日(木)15：40～17：00 於 大阪府立泉北高等学校 

・出席委員：横山 良平 （大阪府大 工学研究科教授）、松坂 裕之 (大阪府大 理学系研究科教授)、山口 仁宏 （近 

畿大 理工学部教授）、杉浦 秀行 (摂南大 外国語学部准教授) 、岸本 利久（堺市教育委員会学校教育部教育 

センター主任指導主事）、服部 恵美(大阪府教育センター高等学校教育推進室指導主事)  

 ＊大阪府教育庁：宮地 宏明 （大阪府教育庁教育振興室高等学校課主任指導主事) 

 ＊学校側出席者：岩﨑 判二 (校長)、佐保田 真一 (教頭)、池ノ上 大輔 (首席・英語)、藤原 裕美 (化学）、菊 

川 実樹 (物理)、前 陽介 (情報)、大内 康弘 (数学)、松永 豪 (地学)、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 

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） 

   ・自分自身がやった実験や作業内容について、意欲的に話をしてくれた班が多かった。 

   ・不思議に思ったことを素直に表現している班は悩んでいることも明確になっていた。 

   ・非常に楽しそうに研究を行っている班があり、テーマ設定も身近なことから行い、自分の言葉で表現でき

ていたと思う。 

 （課題・改善点） 

   ・研究テーマに関して、これまでの先輩の研究と近いものが多く、できれば新しいものを考えるべき。 

   ・調べたことと理屈との比較ができていない。 

   ・研究の目的が答えられない班があった。また、他の班員に質問への対応を任せきりにして、全員がそのス

タンスだったので研究意欲が感じられなかった。意欲を引き出せるように指導していくべき。 

   ・全般的に発表者が１名で頑張っていた印象だったので、全員が発表できる形がとれるようにすべきである。 

   ・条件の設定を理由も含めて丁寧に行うべきである。 

   ・実験の手法では切り口が一面的な部分があったので、視野を広げるべきである。 

＜助言・協議内容＞ 

  ・SSHの活動における課題研究の位置づけについて 

   SSH の活動の中心を課題研究にするのであれば、１年生の科学探究基礎の受講人数を増加させるべきで

あろう。⇒ 現在は１年生総合科学科(120名)のおよそ１/３の 40名弱が科学探究基礎を受講しており、２

年次に全員が受講する科学探究Ⅰにおいてその経験を生かして残り２/３の生徒を牽引する状況となって

いる。１年次に全員が科学探究基礎を受講するのは部活動や教員配置の面から難しい。 

   ・新学習指導要領を踏まえた指導 

  新学習指導要領を見据えてその取組をイメージしていく必要がある。 

② ＳＳＨ事業の今後の取組について 

  （１） 課題研究のさらなる深化と理数系授業の充実 

  （２） 研究機関との協働プログラムの作成 

  （３） 地域の理科教育の拠点校をめざす取り組み 

  （４） グローバル人材の育成 

４．連絡  

  SSH課題研究発表会 2019年 6月 22日（土）13：00～ 於 大阪府立大学（予定） 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

 

＜配布資料＞ 

 ・本校 SSHの研究開発概要・課題研究の流れ 

 ・スーパーサイエンスハイスクール事業の今後の方向性等に関する有識者会議 報告書 

 ・平成 29年 第３期決定時の評価 

 ・平成 29年度中間評価について（他校の例） 
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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 31年１月実施 

本校は平成 18 年度よりＳＳＨの指定を受け、様々な取組を行ってきました。その成果が文部科学省に評価され、

昨年度からさらに５年間、指定が継続されることになりました。今年度の取組を振り返り、来年度以降のＳＳＨの

事業計画を考えるための参考にしたいので、下記のアンケートにご協力下さい。 

第１部 理科や数学の学習に関するアンケート 

設問１ 学年・性別は次のどれですか。 

① 1年男(75)   ②１年女(40)  ③２年男(61)   ④２年女(53)   ⑤３年男(58)   ⑥３年女(55) 

＜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。    102 125 70 22 23 
設問３ 中学校のときに、「理科」が好きでしたか。   103 134 63 19 23 
設問４ 高校の「理科」が好きですか。 51 119 100 33 38 
設問５ 小学校のときに、「算数」が好きでしたか。 113 116 65 23 25 
設問６ 中学校のときに、「数学」が好きでしたか。 90 121 64 42 25 
設問７ 高校の「数学」が好きですか。 50 91 95 50 56 
 

＜設問 8～17＞ 回答は、次の６つの選択肢から選んで、番号
で答えて下さい。(１～２学年のみ) 

①  
強く 
そう 
思う 

② 
そう
思う 

③どち
らとも
言えな
い 

④あま
りそう
思わな
い 

⑤全く
そう思
わない 

⑥わ
から
ない 

設問 8 あなたは「数学」が得意だと思いますか。 29 72 91 62 83 5 
設問 9  あなたは「理科」が得意だと思いますか。 21 79 114 66 55 7 
設問 10  これから「数学」で多くのことを学んで、将来の仕
事に役立てたいと思いますか。 

44 117 97 37 31 16 

設問 11  これから「理科」で多くのことを学んで、将来の仕
事に役立てたいと思いますか。 

65 132 77 31 22 14 

設問 12 高校卒業後、理系（自然科学系）の進路に進みたい
と思いますか。 

75 96 64 40 40 24 

設問 13 将来就職する時には、理系(自然科学系)の仕事につ
きたいと思いますか。 

60 96 78 43 37 27 

設問 14 実験や観察を考えながらすることが楽しいと思い
ますか。 

75 127 85 27 20 8 

設問 15 科学の研究や学習を進めていくためには英語の能
力が必要だと思いますか。 

76 134 77 24 19 12 

設問 16  自由にテーマを決めて行う「課題研究」をすること
は楽しいと思いますか。 

65 131 81 29 25 11 

設問 17 理科や数学の内容について友人といっしょに考え
たり、実験結果などを班のメンバーでディスカッションす
ることが楽しいと思いますか。 

54 123 101 39 19 5 

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( 61 )     ② 少しある( 132 )      ③ どちらとも言えない( 89 )   
④ あまりない( 33 )     ⑤ まったくない( 19 )    ⑥ わからない( 7 ) 
第２部 ＳＳＨ活動に関するアンケート 
＊設問 19～33の回答は、次の 6つの選択肢から選んで、
番号で答えて下さい。 
＜設問 19～27＞次のＳＳＨの活動はあなたにとってプ
ラスになると思いますか。 

① 
強くそ
う思う 

② 
そう
思う 

③どち
らとも
言えな
い 

④あま
りそう
思わな
い 

⑤全く
そう思
わない 

⑥わ
から
ない 

設問 19 実験や実習を多く取り入れた授業 111 142 56 10 9 14 
設問 20 ２～３年「科学探究」での課題研究（全員対象） 85 135 66 12 8 35 
設問 21 校外研修(1年 5月・11月、2年５月) 79 126 79 23 17 18 
設問 22 大学での実験・実習の体験 77 138 76 19 14 18 
設問 23 大学の先生を招いた校内での講演会  56 134 93 21 20 16 
設問 24 サイエンスツアー (希望者対象 8月,1月) 69 86 65 7 10 89 
設問 25 小中学生向けの科学教室への参加 44 76 76 15 12 108 
設問 26 １年での「科学探究基礎」(選択)での課題研究 53 80 70 13 10 105 
設問 27 ボルネオ海外研修(希望者)   36 63 61 11 10 140 
設問 28  海外の高校生との交流等国際性を高める取組。 68 90 73 10 9 82 
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＜設問 29～36＞ 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 
そう 
思う 

② 
そう
思う 

③どち
らとも
言えな
い 

④あま
りそう
思わな
い 

⑤全く
そう思
わない 

⑥わ
から
ない 

設問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。 

66 146 86 11 12 20 

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。 

62 164 72 14 8 22 

設問 31 理科や数学の学力向上につながっている。 57 138 90 22 14 20 
設問 32 進路に対する意識の向上に役立っている。 59 139 87 14 18 25 
設問 33 国際性や英語の表現力の向上に役立っている。 44 109 98 38 22 30 
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。 

62 148 75 22 11 23 

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。 

47 104 101 27 32 30 

設問 36  泉北高校を卒業後も、後輩の「課題研究」など 
の指導に来てもいいと思いますか。 

34 82 111 37 39 38 

       

＜設問 37>  本校では、学校内外で小中学生向けの科学教室や体験授業を行っています。あなたが小中学 

 生の時に参加したことがあるものをすべて選んで番号で答えなさい。（複数回答） 

①子ども科学教室(小学生,夏休み)：24人    ②子ども科学フェスティバル(小学生,12月)：31人 

③学校説明会での体験授業(中学生,2学期)：65人     ④その他の科学教室(小学生の時)：10人 

⑤その他の科学教室(中学生の時)：14人 ⑥本校以外の科学教室：13人 ⑦参加したことがない：212人 

 
＜設問 38～40>  
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つ選んでください 

１番
目 

２番
目 

３番
目 

合計 

①  深い内容の授業  47 27 34 108 

② 多くの実験や実習  90 70 48 208 

③ 自ら行う課題研究 59 50 52 161 

④ 科学的な思考力の育成 27 29 34 90 

⑤ プレゼンテーション能力の育成 41 41 33 115 

⑥ 大学入試に有益な取組み  23 24 26 73 

⑦ 進路選択に有益な役立つ取組み 21 26 33 80 

⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 17 25 24 66 

⑨ 大学や研究所などの訪問研修 11 19 21 51 

⑩ 研究者を招いての講演会  0 4 5 9 

（２）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(保護者向け、平成 31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。これ

までの取組が高く評価され、昨年度から更に第３期指定(～平成 33 年度)を受けることができました。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：68名(回収率 57.1％) ② 第２学年：42名(回収率 35.0％)、 ③ 第３学年：62名(回

収率 51.7％)  合計：172名（回収率 47.9 ％） 

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（ 88 ） ③ あまり知らない（ 57 ） 

④ まったく知らない（ 8 ）  ⑤ わからない（ 2 ）   
 

＜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。 

① 

強く

そう

思う 

② 

そう

思う 

③ど

ちら

とも

言え

ない 

④あ

まり

そう

思わ

ない 

⑤全

くそ

う思

わな

い 

⑥ 

わか

らな

い 

⑥ 

知ら

なか

った 

2. 実験や実習を多く取り入れた授業（通年） 45 115 3 2 0 6 1 

3. 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) 51 97 9 0 0 11 4 
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4. １年生希望者対象の「科学探究基礎」での課題研究の取組 32 87 15 0 0 32 5 

5. サイエンスツアー(希望者、東京・筑波方面 7月、神戸～須磨 1月) 45 75 20 1 0 26 5 

6. 市大理科セミナー(1年生全員 8月) 50 86 9 0 1 18 7 

7. 高大連携講座（大学の先生の講演会、2年生全員＋科探受講生 6月) 42 76 17 0 1 23 11 
8. 校外研修 (1年生 人と自然の博物館 4月、淡路島野島断層他 11月)  
(2年生 天神崎の海岸生物観察 5月) 

25 67 25 0 0 43 10 

9. 大学訪問実習 (大学での実習体験、2年生全員＋科探基礎受講生 7月) 54 91 12 0 0 9 5 

10.泉北科学教室 (高校生による小中学生対象の科学教室 8･10･12･1月) 31 109 16 1 1 13 1 

11.ＳＳＨ海外研修 (希望者、ボルネオ 8月他) 41 100 18 3 0 9 1 

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) 29 97 33 2 2 8 1 

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。 30 94 31 3 1 12 1 
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。 21 93 28 9 1 19 1 
15.生徒の理科や数学の学力向上につながっている。 45 115 3 2 0 6 1 

16.生徒の進路に対する意識の向上に役立っている。 51 97 9 0 0 11 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。 32 87 15 0 0 32 5 

＊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。（一部抽出） 

・理科で実験や実習が多く、普通科など他の学校ではできない体験ができたこと。（全学年、多数） 

・海外研修に参加して貴重な体験をさせてもらいました。ホームスティを通じて異国の文化にも触れ、今後の人生

に生きる経験をさせていただいたと思います。（３年） 

・自らテーマを決めて探究すること。他校では先生からテーマを与えられる学校もあると聞くが、泉北高校では、

生徒の自主性を重んじて、自由にテーマを決められるのがよかった。（３年） 

・実験や実習が多く、実際に体験してきたことが、この先の人生の糧となることと思います。「科学探究基礎」や

「課題研究」では苦労していたようですが、何とかグループの皆で協力して完成させることができました。先生

方からは多くのご指導をしていただき、感謝しております。ありがとうございました。（３年） 

・理科が好きなことから総合科学科に進学し、実際に実験や実習が多く取り入れられていて、自分の興味がある事

について、より深く学習することができ、楽しく学校に通っているようです。（２年） 

・課題研究の取組とサイエンスツアーでＪＡＸＡに行ったり、大学の研究室でのセミナーや実習などに参加したり

といった貴重な体験ができた。理系でありながら、海外への研修にも参加できてよかったです。（２年） 

・大学との連携で授業体験をさせてもらえるので、将来の選択が増えると思う。また、学校全体が学問を進んで取

り組む環境にしてくれていると思います。（１年） 

・高校３年間で終わり、そこで途切れてしまう学びではなく、大学へにの進学や研究への意識づけ、展望のひらけ

る学びの体験を多くさせていただけていると感じています。（１年） 

・同じような志向を持ったまじめな人たちが集まっている事が、学校生活を有意義にさせていることが、子どもの

顔から感じられます。自分から進んで何事にも取り組めるようになったと思います。（１年） 

・実験が好きなので、いろいろな所で身近なものの観察や、実験の時は学んだことを詳細に報告してくれるので、

楽しく学べている様子でよかった。先日、ブタの腎臓の解剖を経験したこと、春の遠足でもイカの解剖や目を取

り出す経験をしたこと、なかなか普通の高校ではできないと思います。（１年） 

・思考力を養い、表現力をつけることはこれからに進路に役立つと思う。また、大学との連携も行われていて、実

際に講義や実習を体験することで、今後の進路の参考にもなると思うので、よかったと思います。（１年） 

 

＜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。 

・大学での実習や、大学生との交流をもっと増やしてほしい。（３年） 

・サイエンスツアーはとても楽しそうな内容なのに、本人が参加しなかったのが残念でした。（３年） 

・理系の進学を希望しているので、どの学部へ進学すればどんな仕事に就けるかなどを学生に理解してもらい、将

来やりたいことが見つからないといったことがないようにしてほしい。（２年） 

・「科学探究基礎」で、課題研究をするグループや研究内容が本人の希望しているものにならないことがあった。

グループや研究内容を考える時間を十分取っていただきたかったです。（１年） 

・もっと課題解決能力をつけられるようなカリキュラムになればよいと思う。（１年） 

・個性的な取組はすばらしく、子どもにも役立っていると思うが、進学のための勉強があってこそだと思う。もっ
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と、勉強や補習を強化してほしい。（１年） 

・泉北科学教室はとてもよい取組だと思うので、今後も続けていってほしいと思います。（１年） 

 

＜設問 20＞ ＳＳＨの事業については学校ぐるみでの取組が求められています。保護者や卒業生の皆様で何か、

ご協力いただけることがあるでしょうか。何かよいアイデアがあればお書きください。 

・卒業生の方でいろいろな職業の方に進路決定に役立つようなお話をしていただく。（２年） 

・卒業生の先輩の研究発表などを泉北高校生に対してしていただけると、研究の手順や取り組み方、また、発表の

仕方なども学べるのではないか、と思います。（１年） 

・会社訪問や見学など、将来の進路に向けた取組を卒業生や保護者と協力してできたらよい。（１年） 

 

 

（３）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(教職員向け、平成 31年１月実施) 

 平成 18 年度より文部科学省のＳＳＨに指定され、昨年度から第３期指定(～平成 33 年度)を受けて、新たな取組

を始めて２年が経過しました。今後の取組について考えるために、多数の先生方のご意見を伺いたいと思いますの

で、ご多忙のこととは存じますが、ご協力よろしくお願いします。（回答数：46 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（１２人）   ２．数学･情報（９人）  ３．理科（１０人）    
４．英語（８人）   ５．芸術･体育･家庭他（７人） 

設問２ あなたの所属学年・学科(または授業時間の多い学年)は次のいずれですか。 

１.１学年国際文化科(１２)   ２.１学年総合科学科（６） ３．２学年国際文化科（７） ４．２学年総合
科学科(５)  ５.３学年国際文化科(７) ６．３学年総合科学科（８） ７.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（２１人）  ２．１～２回(１１人)  ３．３～４回(４人) ４．５～９回(２人) ５．１０回以上(７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 16～21＞ 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 22～27＞ ＳＳＨの取組に関する次の設問に番号で答えて下さい。 

① 

強く

そう

思う 

② 

そう

思う 

③ど

ちら

とも

言え

ない 

④あ

まり

そう

思わ

ない 

⑤全

くそ

う思

わな

い 

⑥わ

から

ない 

設問 ４ 実験や実習を多く取り入れた授業  20 23 2 0 0 1 

設問 ５ １年生の希望者対象の「科学探究基礎」での課題研究           17 21 4 0 0 4 

設問 ６ ２～３学年で実施した課題研究(全員対象)と発表会  19 20 4 1 0 2 

設問 ７ サイエンスツアー(希望者:東京･筑波 8 月、和歌山１月) 14 20 7 0 0 5 

設問 ８ 校外研修(１年：淡路島~神戸、２年：和歌山県天神崎)  21 21 2 0 0 2 

設問 ９ 高大連携講座(大学教員の校内での講演会、２年:６月)      15 23 3 2 0 3 

設問 10 大学訪問実習(１年:８月市大、２年:７月府大･近大)        16 22 1 2 0 5 

設問 11 海外研修(希望者、8 月ボルネオ) 17 22 2 1 0 4 

設問 12 学校外での発表会への参加や他校の高校生との交流   15 25 3 0 0 3 

設問 13  海外の高校生との交流など国際性を高める取組 15 27 2 0 0 2 

設問 14  課題研究などの取組への本校卒業生の活用 11 27 6 0 0 2 

設問 15  小中学生対象の科学教室(高校生による講師やＴＡ) 18 21 4 0 0 3 

設問 16 理科や数学の学習に対する意欲の向上や動機づけ。 15 22 4 1 0 4 

設問 17 思考力や創造性・独創性などの科学的能力の育成。 12 25 4 2 0 3 

設問 18 生徒の理科や数学の学力向上。 8 18 12 3 0 5 

設問 19 生徒の進路に対する意識の向上。 10 20 9 2 0 5 

設問 20 生徒の国際性や英語の表現力の向上。 7 14 18 3 0 4 

設問 21 科学の知識を伝える能力の向上。 11 25 4 1 1 4 

設問 22 他の学科の生徒にもプラスになっている。 5 14 17 4 3 3 

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。 16 23 4 0 2 1 

設問 24 本校の特色作りにプラスになっている 23 19 3 0 0 1 

設問 25 SSHの取組によって、校務が多忙になっている。 10 22 9 0 1 4 

設問 26 今後もＳＳＨの取組を継続していく方がよい。 10 24 8 0 1 2 

設問 27 本校の卒業生をもっと活用する方がよい。 7 22 14 0 1 2 
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設問 28 今年度のＳＳＨ事業による行事などの実施回数についてどう思われますか。 
 

１．多すぎる(３)  ２．やや多すぎる（１４）  ３．ちょうどよい（２２）  ４．やや少なすぎる（１） 
５．少なすぎる（０） ６．わからない（６） 

設問 29 今年度のＳＳＨ事業は、サイエンスキャンプ・校外研修以外は、放課後や休日に実施しました。来年度
の実施時期について、どのように思われますか。あなたがよいと思われるものを選んで、番号で答えて下さい。 

１．今年と同じやり方でよい     （２６）   ２．もっと授業時間を利用した方がよい（１８） 
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（０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設問 30～32＞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  3 1 3 

② 多くの実験や実習  5 3 4 

③ 生徒が自ら行う課題研究 16 9 4 

④ 科学的な思考力の育成 8 7 6 

⑤ プレゼンテーション能力の育成 2 7 10 

⑥ 大学入試に有益な取組  0 5 2 

⑦ 進路選択に有益な役立つ取組 4 4 4 

⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 0 3 4 

⑨ 大学や研究所などの訪問研修 1 2 2 

⑩ 研究者を招いての講演会  3 1 0 

⑪ 卒業生の活用 1 0 3 

⑫ 科学分野における英語能力を高める 1 1 1 
 

＜設問 33～35＞ 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  11 9 4 

②必要な情報を収集して処理する能力  6 8 7 

③自ら課題を設定して、課題を解決する能力 16 10 4 

④学習・研究の成果を適切に表現する能力 3 7 12 

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 1 1 

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  4 3 3 

⑦社会における科学の果たすべき役割を考える能力 1 1 4 

⑧環境保全に積極的に取り組む能力 0 0 1 

⑨学習・研究の成果をわかりやすく伝える能力 1 5 7 

⑩英語による表現力を高める取組  2 0 1 
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４．「課題研究」のテーマ一覧表 

「総合科学Ⅱ」 （第３学年、120名） 
 

「科学探究Ⅰ」 （第２学年、120名） 

分野・班 テーマ 
 

分野・班 テーマ 

物理１班 理想のミルククラウンを目指して 
 

物理１班 ジャイロ効果 

物理２班 豆腐の強度さ 
 

物理２班 物体の形状と空気抵抗の関わり 

物理３班 スピードガンの作製 
 

物理３班 音を外から小さくする 

物理４班 物体の落下速度 
 

物理４班 ダイラタント流体を用いた衝撃吸収 

物理５班 物体が及ぼす風 
 

  

物理６班 ドミノの運動 
 

化学１班 再利用した油で色付きのセッケンを作ろう 

化学１班 卵の殻の再利用 
 

化学２班 卵の殻を使って無色透明のガラスを作ろう. 

化学２班 チョークを使って透明なガラスを作ろう 
 

化学３班 炎色反応を用いたろうそくの作製 

化学３班 金属メッキ法と非金属メッキ法での腐食防止 
 

化学４班 野菜の皮から紙をつくる 

化学４班 シュレッダー紙の再利用 
 

化学５班 赤チョークを白チョークに再生 

化学５班 人工ルビーの合成 
 

化学６班 様々な糖からなる電池 

化学６班 ゴムの弾性の謎を解く 
 

化学７班 人工サファイアの合成 

化学７班 炎色反応を利用したろうそくの作製 
 

  

生物１班 閉鎖環境下での物質循環  生物１班 泉北高校周辺の植生調査 

生物２班 土耕栽培と水耕栽培の違い 
 

生物２班 魚の探知能力. 

生物３班 乳酸菌の増殖条件と諸性質 
 

生物３班 味覚とリラックス 

生物４班 食虫植物による消化 
 

生物４班 甘いピーマンを作ろう 

生物５班 オジギソウの葉の開閉の仕組み 
 

生物５班 幸せの四つ葉を増やせ！ 

生物６班 カビの発生と抑制 
 

生物６班 タモロコの条件付けと聴き分け 

生物７班 ニホンアマガエルの体色変化 
 

生物７班 乳酸菌の殺菌効果 

生物８班 ペーパーキノコ 
 

生物８班 みんな蚊ＨＡＰＰＹ 

生物９班 サンジソウの開花条件 
 

生物９班 ザリガニの体色変化に影響するエサ 

生物１０班 植物による虫に対する忌避効果 
 

生物９班 植物発電 

生物１１班 クモの巣と摂取物の関係 
 

生物１０班 植物による虫に対する忌避効果 

生物１２班 草木染め 
 

生物１１班 トマトの糖度調節 

生物１３班 イネを塩害から守る 
 

生物１２班 金魚の環境による変化 

生物１４班 植物の成長と肥料の効果 
 

地学１班 堺の気温上昇 

生物１５班 メダカの体色変化 
 

地学２班 泉北高校災害予測マップ 

数学１班 幾何学をエクセルで表す研究 
 地学３班 

.貝塚市に分布する白亜系和泉層群の層序と堆積

構造. 数学２班 数学オリンピックの図形問題について 
 

数学３班 運命だと思っていたのに 
 

数学１班 ブラックジャックの確率について 

情報１班 ついて来るショッピングカート 
 

数学２班 ゲーム理論 

情報２班 仮想楽器 
 

情報１班 Kinectを用いた手話認識 

情報３班  ３Ｄマップを作ろう 
 

情報２班 オートショッピングシステム 

 

「科学探究基礎」（第１学年、選択科目、32名） 
   

分野・班 テーマ 
 
分野・班 テーマ 

物理１班 フリスビーの回転速度と飛距離 
 
生物２班 植物の再生 

物理２班 空気の熱膨張 
 地学１班 

淡路島の白亜系和泉層群より産出した脊椎動物

化石 化学１班 金属のイオン化傾向 
 

化学２班 COD測定による水質検査 
 
情報１班 ぽじしょんさーち 

生物１班 植物の生長 
 
数学１班 あみだくじは本当に平等なのか 
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