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３年：課題研究発表会 2年：課題研究中間発表会 １年：科学探究基礎発表会
（6/17 ⼤阪府⽴⼤学Uホール） （11/30 本校体育館） （2/9 本校ＬＡＮ教室)

SSH全国研究発表会 ⼤阪府学生科学賞(最優秀賞) ⼤阪府サイエンスデイ
(8/9〜10 神⼾国際展⽰場) （10/14 ⼤阪府教育センター) （10/21 ⼤阪工業⼤学梅田キャンパス)

高⼤連携講座 ⼤学訪問研修 市⼤理科セミナー
（6/3･4･10 本校理科実験室） （7/12~28 ⼤阪府⽴⼤学・近畿⼤学) （8/26 ⼤阪市⽴⼤学）

サイエンスキャンプ(第１学年) 校外研修(第２学年) 第１回サイエンスツアー
(4/27~28 ⻄はりま天⽂台ほか） (5/27 天神崎での磯観察) （7/30~31 科学未来館〜つくば)

２．研究機関との協働プログラムの作成

１．課題研究の充実に向けた取組



泉北こども科学教室 サイエンス部⽂化祭公開実験 泉北⼦ども科学フェスティバル

（7/26〜8/4 本校理科実験室) (9/9 本校化学実験室) (12/23 栂⽂化会館）

サかイエンス(堺市) 私の⽔辺交流集会(⼤阪府) 堺市「環境活動表彰」受賞
(1/28 ソフィア堺 視聴覚室) (2/3 泉北府⺠センター) (2/14 堺市役所 秘書課応接室）

(8/14 Setiawangsa校での交流) (8/18 サバ⼤学での昆虫標本づくり) (8/19 ピナンパン村の村⺠との交流)

台湾スタディツアでの交流 台湾での合同研究発表会 科学英語基礎発表会
(11/14~17 台北市,中壢高級中学) (12/24~25 彰化県,彰化高級中学) (1/17 本校化学実験室）

３．地域連携、及びサイエンス部の活動

４．グローバル人材育成に関わる取組
ボルネオ海外研修(8/14~20 マレーシア)
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平成２９年度 研究開発実施報告書（第１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

定を受けて以来、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まいりました。今年度、第３期の指定を頂き、その１年目を

終えようとしています。 

第２期指定では国際文化科を併置する学校の利点を最大限に生かし、英語科と連携の

もと総合科学科内にグローバルコースを設け、国際性を併せもつ科学技術人材の育成を

めざす教育課程の研究開発に取り組みました。言語活動的アプローチを増やすなど、科

学分野における英語でのコミュニケーション力やプレゼンテーション力の育成を行い、

総合科学科の生徒に英語への興味関心を高めるための土台づくりができたと考えてお

ります。高大連携では、関係大学の先生方の多大なご理解とご協力により、「高大連携

講座」、「大学訪問実習」、「市大理科セミナー」などを進めることができ、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

の中核校として泉北地域の小学校や中学校との連携を重視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、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。 

第３期ではこれまでの着実な取組を基盤として、高大接続改革も視野に入れ、卒業生

と現役生をつなぐネットワークの構築や、先輩たちの先行研究の有効活用、高大連携の

さらなる充実を行うことなど、より進化した高大産連携に取り組むことで、課題研究の

さらなる深化をめざしたいと考えています。また、言語活動の充実をさらに図り、研究

成果を伝える能力をさらに育成するとともに、スーパーグローバルハイスクール（ＳＧ

Ｈ）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

醸成に取り組みたいと考えています。 

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

いご援助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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大阪府立泉北高等学校 指定第３期目 29～33 
 

平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（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めざす。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２９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を継続開設する。 
・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。 
・第二期で作成した「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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大阪府立泉北高等学校 指定第３期目 29～33 
 

平成２９年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（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めざす。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２９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を継続開設する。 
・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。 
・第二期で作成した「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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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。 
○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「総合科学」において第２学年から自由テーマによる課題研究を約１年間実施した。第２学年

の１１月に「中間発表会」を、第３学年の６月には大阪府立大学Ｕホールで「課題研究発表会」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３２名が選択履修して取り組んだ。基礎的

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

科目の受講者が中心となって地域の小学生のための「泉北こども科学フェスティバル」を企画開催した。 
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「総合科学Ⅰ・Ⅱ」・「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」を活用して実施した。実施した実験においては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 先行研究の検索システムと、卒業生のネットワーク（SSOnet）の構築をめざした。 
２）研究機関との協働プログラムの作成 
① 第１学年では、全員対象のサイエンスキャンプ（関西学院大学・西はりま天文台・兵庫県立人と自然の博物 
館など）と校外研修（野島断層震災記念館、防災未来センター）を、第２学年では５月下旬に田辺市天神崎 
で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近畿大学水産試験場～アドベンチャーワールドで、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３０研究室を

少人数で訪問して理系の大学生活を体験する「大学訪問実習」を行なった。 
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 ８月に小学生対象の「泉北科学教室」を継続して実施した。初めての参加者向け「入門コース」５回と、前

年度にも参加した２回目以上の参加者対象の「上級コース」４回、計９回の科学教室を開講した。 
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「泉北科学教室」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、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。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、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。２学年で５名が「科学英語基礎」を選択履修した。 

③ ＳＧＨと合同でボルネオ研修を実施し、８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、マレー 
シアの学校との交流も行って、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交流を４年継続して合同研究発表会を開催して、生徒３名が２題のテーマで英 
語による研究発表を行った。 
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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。 
・第二期で作成した「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～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２９年度の教育課程の内容 
総合科学科の教育課程のうち、「数学科」「理科」「情報科」、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い、「情報の科学」は２名のＴＴ授業を行っている。 
・「科学探究基礎」は希望者のみ選択 
＜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。「総合科学Ⅰ」(２単位)は全員

履修、「科学英語基礎」（１単位）は希望者のみ選択 
・「理数数学Ⅱ」「理数化学」「理数生物」「理数物理」の全授業は、１クラス２展開の少人数(２０名)授業を、

「総合科学Ⅰ」は３クラスを１２名の教員で分担して、班別の課題研究を指導した。 
＜第３学年＞「数学演習」(３単位)、「理数化学」(４単位)、「総合科学Ⅱ」(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 
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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。 
○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「総合科学」において第２学年から自由テーマによる課題研究を約１年間実施した。第２学年

の１１月に「中間発表会」を、第３学年の６月には大阪府立大学Ｕホールで「課題研究発表会」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３２名が選択履修して取り組んだ。基礎的

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

科目の受講者が中心となって地域の小学生のための「泉北こども科学フェスティバル」を企画開催した。 
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「総合科学Ⅰ・Ⅱ」・「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」を活用して実施した。実施した実験においては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 先行研究の検索システムと、卒業生のネットワーク（SSOnet）の構築をめざした。 
２）研究機関との協働プログラムの作成 
① 第１学年では、全員対象のサイエンスキャンプ（関西学院大学・西はりま天文台・兵庫県立人と自然の博物 
館など）と校外研修（野島断層震災記念館、防災未来センター）を、第２学年では５月下旬に田辺市天神崎 
で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近畿大学水産試験場～アドベンチャーワールドで、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３０研究室を

少人数で訪問して理系の大学生活を体験する「大学訪問実習」を行なった。 
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 ８月に小学生対象の「泉北科学教室」を継続して実施した。初めての参加者向け「入門コース」５回と、前

年度にも参加した２回目以上の参加者対象の「上級コース」４回、計９回の科学教室を開講した。 
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「泉北科学教室」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、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。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、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。２学年で５名が「科学英語基礎」を選択履修した。 

③ ＳＧＨと合同でボルネオ研修を実施し、８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、マレー 
シアの学校との交流も行って、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交流を４年継続して合同研究発表会を開催して、生徒３名が２題のテーマで英 
語による研究発表を行った。 
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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。 
・第二期で作成した「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～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２９年度の教育課程の内容 
総合科学科の教育課程のうち、「数学科」「理科」「情報科」、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い、「情報の科学」は２名のＴＴ授業を行っている。 
・「科学探究基礎」は希望者のみ選択 
＜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。「総合科学Ⅰ」(２単位)は全員

履修、「科学英語基礎」（１単位）は希望者のみ選択 
・「理数数学Ⅱ」「理数化学」「理数生物」「理数物理」の全授業は、１クラス２展開の少人数(２０名)授業を、

「総合科学Ⅰ」は３クラスを１２名の教員で分担して、班別の課題研究を指導した。 
＜第３学年＞「数学演習」(３単位)、「理数化学」(４単位)、「総合科学Ⅱ」(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 
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大阪府立泉北高等学校 指定第３期目 29～33 
 

平成２９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。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、昨年度

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。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。本校における先行研究の有効な利用法を考え、生徒が閲覧できる「先行研究検索

システム」を構築した。また、これまで取り組んできた教職員の指導法のノウハウを、次世代の若い教員とも

共有し、指導方法のレベルアップを図ることを試みた。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』の再構築を

図ることで、これまでよりも深化した課題研究を行うことをめざした。 

（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して、それを解消し高校での学習から、大学へスムーズに接続

できる方策について検討してきた。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年次に実施するサイエンスキャンプにおいては「関西学院大学」｢兵庫県立西はりま天文台公園｣｢兵

庫県立人と自然の博物館｣を訪問・見学し、実習や講義を受けた。兵庫県立人と自然の博物館では、講義だけで

なく実習も取り入れた研修を実施した。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。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、科学に対しての興味・

関心を高め、理系科目の学習分野について理解を深めた。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。第２回目はサイエンス部主催で近畿大学白浜水産実験所とアドベンチャーワールドを訪

問した。校外研修においても１年生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。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。この行事は大阪府立住吉高

等学校・大阪府立千里高等学校との共催行事である。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。 

（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、「入門」４講座と「発展」４講座の計８講座を継続受講できるようにした。さら

に、地域の小学生対象に「泉北こども科学フェスティバル」を開催した。これらの科学教室では、企画から実

験の準備・説明まで、すべての運営をサイエンス部の生徒や科学探究基礎の受講生を中心に実施している。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こ

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。 

 - 6 - 

 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 
・「課題研究発表会」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。 
・課題研究の卓越性を意識して、日本気象学会・日本動物学会・日本農芸学会での高校生ポスター発表や日本

学生科学賞などに応募した。大阪府学生科学賞においては「最優秀賞（堺市長賞）」を受賞した。また、日

本動物学会において「優秀賞」を受賞した。 
・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二回（東京～つくば、白浜）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。 
・今年度の課題研究発表会では、１班が英語による口頭発表を行い、台湾の国立彰化高級中学での合同研究発

表会には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、本校におけ 
るこれまでの研究成果を検索できるシステムを構築するとともに、それらの先行研究を再現、検証すること 
で、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、今年度は試行的に行った「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して 
連携はより深まった。今後も高大接続事業を促進するため、大学と高校の教員が相互に訪問し、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「科学英語基礎」は平成３０年度からは「科学英語プレゼンテーション」という講 
座に改編する。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）』をより有効に機能させて、在校生の課題研究の 
取組を援助する仕組みを充実させていきたい。 
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大阪府立泉北高等学校 指定第３期目 29～33 
 

平成２９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。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、昨年度

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。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。本校における先行研究の有効な利用法を考え、生徒が閲覧できる「先行研究検索

システム」を構築した。また、これまで取り組んできた教職員の指導法のノウハウを、次世代の若い教員とも

共有し、指導方法のレベルアップを図ることを試みた。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』の再構築を

図ることで、これまでよりも深化した課題研究を行うことをめざした。 

（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して、それを解消し高校での学習から、大学へスムーズに接続

できる方策について検討してきた。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年次に実施するサイエンスキャンプにおいては「関西学院大学」｢兵庫県立西はりま天文台公園｣｢兵

庫県立人と自然の博物館｣を訪問・見学し、実習や講義を受けた。兵庫県立人と自然の博物館では、講義だけで

なく実習も取り入れた研修を実施した。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。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、科学に対しての興味・

関心を高め、理系科目の学習分野について理解を深めた。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。第２回目はサイエンス部主催で近畿大学白浜水産実験所とアドベンチャーワールドを訪

問した。校外研修においても１年生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。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。この行事は大阪府立住吉高

等学校・大阪府立千里高等学校との共催行事である。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。 

（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、「入門」４講座と「発展」４講座の計８講座を継続受講できるようにした。さら

に、地域の小学生対象に「泉北こども科学フェスティバル」を開催した。これらの科学教室では、企画から実

験の準備・説明まで、すべての運営をサイエンス部の生徒や科学探究基礎の受講生を中心に実施している。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こ

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。 
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 ⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 
・「課題研究発表会」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。 
・課題研究の卓越性を意識して、日本気象学会・日本動物学会・日本農芸学会での高校生ポスター発表や日本

学生科学賞などに応募した。大阪府学生科学賞においては「最優秀賞（堺市長賞）」を受賞した。また、日

本動物学会において「優秀賞」を受賞した。 
・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二回（東京～つくば、白浜）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。 
・今年度の課題研究発表会では、１班が英語による口頭発表を行い、台湾の国立彰化高級中学での合同研究発

表会には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、本校におけ 
るこれまでの研究成果を検索できるシステムを構築するとともに、それらの先行研究を再現、検証すること 
で、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、今年度は試行的に行った「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して 
連携はより深まった。今後も高大接続事業を促進するため、大学と高校の教員が相互に訪問し、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「科学英語基礎」は平成３０年度からは「科学英語プレゼンテーション」という講 
座に改編する。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）』をより有効に機能させて、在校生の課題研究の 
取組を援助する仕組みを充実させていきたい。 
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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。「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「ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ」に対応する能力を伸ばす学校設定科目「ＡＣ

ＴⅠ」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「科学英語基礎」では、ＡＬＴや英語科教諭と協力してオールイン

グリッシュの授業を行っている。実験前に生徒自身に仮説をたてさせ、その仮説を立証するための実験条件を

設定させた。実験は５回程度行い、各実験の次の授業でポスターなどを作成し、実験のまとめを英語で行った。

平成３０年度より、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さらなる育成を進めたいと考えている。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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（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。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、総合科学Ⅰ・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海外

研修（マレーシア国ボルネオ研修と台湾国台湾研修）における現地の高校生や研究者との交流、海外の高校生

との相互の訪問による交流を継続するとともに、それらをさらに発展させ、海外の科学系高校と緊密な連携の

下で、合同研究発表会を開催することで、高い国際性を持った科学者を育成することができた。 

 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１２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「総合科学Ⅰ」２単位、第３学

年の「総合科学Ⅱ」１単位への取組という流れが確立してきた。中間発表会を第２学年の１１月に実施し、最

終発表を第３学年の６月としている。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、アクティブ

ラーニングの授業形態を増やして授業の在り方を見直す。「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』を活用して、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』の有効な活用を試みる。そして、本校で「課題研究」の取組を行った卒業生の協力を得る仕組

みを構築する。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。  

（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し、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。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６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、
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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。「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「ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ」に対応する能力を伸ばす学校設定科目「ＡＣ

ＴⅠ」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「科学英語基礎」では、ＡＬＴや英語科教諭と協力してオールイン

グリッシュの授業を行っている。実験前に生徒自身に仮説をたてさせ、その仮説を立証するための実験条件を

設定させた。実験は５回程度行い、各実験の次の授業でポスターなどを作成し、実験のまとめを英語で行った。

平成３０年度より、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さらなる育成を進めたいと考えている。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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（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。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、総合科学Ⅰ・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海外

研修（マレーシア国ボルネオ研修と台湾国台湾研修）における現地の高校生や研究者との交流、海外の高校生

との相互の訪問による交流を継続するとともに、それらをさらに発展させ、海外の科学系高校と緊密な連携の

下で、合同研究発表会を開催することで、高い国際性を持った科学者を育成することができた。 

 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１２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「総合科学Ⅰ」２単位、第３学

年の「総合科学Ⅱ」１単位への取組という流れが確立してきた。中間発表会を第２学年の１１月に実施し、最

終発表を第３学年の６月としている。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、アクティブ

ラーニングの授業形態を増やして授業の在り方を見直す。「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』を活用して、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』の有効な活用を試みる。そして、本校で「課題研究」の取組を行った卒業生の協力を得る仕組

みを構築する。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。  

（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し、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。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６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、
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で、受講生徒がこれまで以上に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。そ

の結果、科学に対して興味・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ると思われる。 
②「大学訪問実習」 
２学年全員と第１学年「大学訪問実習」では大阪府立大学や近畿大学理工学部、大阪市立大学などの研究室を訪

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

ているため、すべての講座が少人数となり、生徒にとってはじっくり取り組めることができた。各講座では約９０

分という短時間であったが、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。生徒は貴重な体験ができ

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。 
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」の実習を行った。この行事は大阪府立住吉高等学校・大阪府立千里高

等学校との共催行事である。高校にはない機器や装置を扱い、高度な実験を体験することで、生徒の興味・関心を

持たせるととともに、何のためにどのような実験をするのかという科学的思考を身につける機会を得ることができ

た。他校の生徒といっしょに実験をすることも、本校の生徒にとって科学を学ぶ姿勢において刺激があった。 
④ サイエンスツアー 
今年はサイエンスツアーを２回実施した。第１回目は１泊２日で日本科学未来館と筑波のＪＡＸＡ・食と農の科

学館・農業環境変動研究センター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。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。第２期目の平成２４年度からはサイエンス部主催で実施しており、今年度は近畿大学白浜水産実験所と

アドベンチャーワールドを見学した。この研修に関しては、研修の企画から、しおりの作成や事前研修会の開催そ

して当日の参加者への指示や誘導まで、すべてサイエンス部の生徒たちで自主的に取り組んだ。 
⑤ 校外研修 
１年時は神戸市の人と防災未来センターや野島断層・北淡震災記念公園を見学し、防災意識を高めることができ

た。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

１２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 

 ＜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 小学生対象の「泉北科学教室」 
初めての小学生対象に「入門講座」５講座、２回目の小学生対象に「上級講座」４講座を開講した。上級講座で

は、物理・化学・生物・地学分野各１回の発展的な科学教室を開講。いずれの教室でも、サイエンス部の生徒がＴ

Ａとして加わり、小学生の指導に当たった。６年間継続した結果、初期の受講者の中には、本校の総合科学科に入

学する生徒も増加しており、ＳＳＨ事業の中心なることを期待している。 
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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単位の流れを受け継いで、第２学年の「総合科学Ⅰ」

２単位、第３学年の「総合科学Ⅱ」１単位の取組へ発展させることで、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、対話や深く考えさせるアクティブラーニングの授業形態を増やすなど、授業の在り方を見直し

ていく。 
＜研究方法＞ 
①「科学探究基礎」「総合科学Ⅰ」「総合科学Ⅱ」の授業の流れ 
課題研究の取組においては第 1 学年時「科学探究基礎」を受け継いで第２学年の「総合科学Ⅰ」を学び、第３学

年の「総合科学Ⅱ」への取組という流れで実施する。また中間発表会を第２学年の１１月に実施し、最終発表を第

３学年の６月とすることによって、生徒たちの意識が高まって課題研究の内容が深まる。 
② 『先行研究検索システム』の利用 
『先行研究検索システム』を利用することにより、研究課題決定において参考にすることができる。また、研究

を進める際に、自分たちの研究テーマについて、どこまでがわかっていて、どこからが自分たちの研究対象なのか

をはっきりと見極めることができる。 
③「パフォーマンス評価」の導入 
「パフォーマンス評価」を前もって生徒に示すことにより、課題研究において何が求められているのかを生徒が

事前に知ることができるので、その点に注意して研究し、まとめ、発表することになるので、研究の質が向上する。 
④ 卒業生ネットワークの作成 
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』の再構築を図ることで、これまでよりも深化した高大連携を確立すること

を目指した。さらには卒業生だけでなく、卒業生が在籍している関係機関とも連携を構築して、これまでの取組の

発展や新しい取組を考えていきたい。 
⑤ 理数系授業の充実 
アクティブラーニングなどの授業形態を多く取り入れることにより、生徒自らが問題を見つけ回答を導き出すよ

うな訓練をして、生徒の探究力を育成するとともに、理数系授業を充実させることができる。 
 
（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して、それを解消し高校での学習をスムーズに大学へ接続できる方策について検

討する。高校の教員と大学の教員が相互に訪問して、授業見学をしたり意見交換を行うとともに、高校生と大学生

が互いに交流したりすることで、科学技術教育における高大間のギャップを実践的に解明し、それらを解消する方

策を提言したい。また、大阪府立大学以外の大学や企業の研究機関との幅広い連携の強化を図る。その際、単に見

学したり講義を聞くだけではなく、自身の研究課題に関する指導を受けたり、施設を利用して課題に関連する実

験・実習を行うなど、研究者や学生との交流を深めることで、理科の学習におけるモチベーションを高めるととも

に、科学の研究とは何かを考え、科学者としての感性を磨くことができる。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「高大連携講座」 
２学年全員と第１学年「科学探究基礎」受講生対象の講座として開催した。多くの分野での講座を開講したこと
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で、受講生徒がこれまで以上に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。そ

の結果、科学に対して興味・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ると思われる。 
②「大学訪問実習」 
２学年全員と第１学年「大学訪問実習」では大阪府立大学や近畿大学理工学部、大阪市立大学などの研究室を訪

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

ているため、すべての講座が少人数となり、生徒にとってはじっくり取り組めることができた。各講座では約９０

分という短時間であったが、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。生徒は貴重な体験ができ

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。 
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」の実習を行った。この行事は大阪府立住吉高等学校・大阪府立千里高

等学校との共催行事である。高校にはない機器や装置を扱い、高度な実験を体験することで、生徒の興味・関心を

持たせるととともに、何のためにどのような実験をするのかという科学的思考を身につける機会を得ることができ

た。他校の生徒といっしょに実験をすることも、本校の生徒にとって科学を学ぶ姿勢において刺激があった。 
④ サイエンスツアー 
今年はサイエンスツアーを２回実施した。第１回目は１泊２日で日本科学未来館と筑波のＪＡＸＡ・食と農の科

学館・農業環境変動研究センター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。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。第２期目の平成２４年度からはサイエンス部主催で実施しており、今年度は近畿大学白浜水産実験所と

アドベンチャーワールドを見学した。この研修に関しては、研修の企画から、しおりの作成や事前研修会の開催そ

して当日の参加者への指示や誘導まで、すべてサイエンス部の生徒たちで自主的に取り組んだ。 
⑤ 校外研修 
１年時は神戸市の人と防災未来センターや野島断層・北淡震災記念公園を見学し、防災意識を高めることができ

た。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

１２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 

 ＜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 小学生対象の「泉北科学教室」 
初めての小学生対象に「入門講座」５講座、２回目の小学生対象に「上級講座」４講座を開講した。上級講座で

は、物理・化学・生物・地学分野各１回の発展的な科学教室を開講。いずれの教室でも、サイエンス部の生徒がＴ

Ａとして加わり、小学生の指導に当たった。６年間継続した結果、初期の受講者の中には、本校の総合科学科に入

学する生徒も増加しており、ＳＳＨ事業の中心なることを期待している。 
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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単位の流れを受け継いで、第２学年の「総合科学Ⅰ」

２単位、第３学年の「総合科学Ⅱ」１単位の取組へ発展させることで、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、対話や深く考えさせるアクティブラーニングの授業形態を増やすなど、授業の在り方を見直し

ていく。 
＜研究方法＞ 
①「科学探究基礎」「総合科学Ⅰ」「総合科学Ⅱ」の授業の流れ 
課題研究の取組においては第 1 学年時「科学探究基礎」を受け継いで第２学年の「総合科学Ⅰ」を学び、第３学

年の「総合科学Ⅱ」への取組という流れで実施する。また中間発表会を第２学年の１１月に実施し、最終発表を第

３学年の６月とすることによって、生徒たちの意識が高まって課題研究の内容が深まる。 
② 『先行研究検索システム』の利用 
『先行研究検索システム』を利用することにより、研究課題決定において参考にすることができる。また、研究

を進める際に、自分たちの研究テーマについて、どこまでがわかっていて、どこからが自分たちの研究対象なのか

をはっきりと見極めることができる。 
③「パフォーマンス評価」の導入 
「パフォーマンス評価」を前もって生徒に示すことにより、課題研究において何が求められているのかを生徒が

事前に知ることができるので、その点に注意して研究し、まとめ、発表することになるので、研究の質が向上する。 
④ 卒業生ネットワークの作成 
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』の再構築を図ることで、これまでよりも深化した高大連携を確立すること

を目指した。さらには卒業生だけでなく、卒業生が在籍している関係機関とも連携を構築して、これまでの取組の

発展や新しい取組を考えていきたい。 
⑤ 理数系授業の充実 
アクティブラーニングなどの授業形態を多く取り入れることにより、生徒自らが問題を見つけ回答を導き出すよ

うな訓練をして、生徒の探究力を育成するとともに、理数系授業を充実させることができる。 
 
（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して、それを解消し高校での学習をスムーズに大学へ接続できる方策について検

討する。高校の教員と大学の教員が相互に訪問して、授業見学をしたり意見交換を行うとともに、高校生と大学生

が互いに交流したりすることで、科学技術教育における高大間のギャップを実践的に解明し、それらを解消する方

策を提言したい。また、大阪府立大学以外の大学や企業の研究機関との幅広い連携の強化を図る。その際、単に見

学したり講義を聞くだけではなく、自身の研究課題に関する指導を受けたり、施設を利用して課題に関連する実

験・実習を行うなど、研究者や学生との交流を深めることで、理科の学習におけるモチベーションを高めるととも

に、科学の研究とは何かを考え、科学者としての感性を磨くことができる。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「高大連携講座」 
２学年全員と第１学年「科学探究基礎」受講生対象の講座として開催した。多くの分野での講座を開講したこと

- 11 -



 - 13 - 

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１７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 8 日説明会(８０人)、～７月：分野別

オリエンテーション、９月～：課題研究、

11 月：中間、２月：最終発表会 

Ｆ ４月 
～３月  １年総合科学科：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 １９日(水) ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ

自然観察会 
地域住民 
 ２４名 

於 泉北丘陵(西原公園周辺)   
地域住民に対する自然観察会指導 

Ａ ４月 ２５日(火) 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 ４月 ２７日(木)～
２８日(金) サイエンスキャンプ １年全員 兵庫県立人と自然の博物館・西はりま天文

台(泊）・関西学院大学三田キャンパス 

Ａ ５月 ２６日(金) 第２学年 校外研修（和歌山県天

神崎海岸生物観察） ２年全員 於 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 ３日(土) 高大連携講座２講座 
２年全員 

+１年科学探究

基礎受講生 

本校理科教室（講師：大阪府立大学工学研

究科１・理学系研究科３、大阪市立大学理

学研究科１、摂南大学理工学部１、龍谷大

学理工学部１、滋賀県立大学環境科学部

１） 

６月 ４日(日) 高大連携講座２講座 

６月 １０日(土) 高大連携講座４講座 

Ｄ ６月 
～３月  ２年「総合科学Ⅰ」における課題

研究の実施 ２年全員 ５月２９日：全体オリエンテーション 
（於 視聴覚教室） 

Ｄ ６月 １７日(土) 課題研究発表会 ３年発表 
１・２年参加 

於 大阪府立大学Ｕホール(３年口頭・ポス

ター発表)・招待発表：三国丘高校、大阪教

育大学付属高校付属天王寺校舎・講評：田

中俊雄 大阪市立大学教授 

Ｅ ６月 １７日(土) 第１回ＳＳＨ運営指導委員会 運営指導 
委員 

於 大阪府立大学A１３棟２階会議室、課

題研究発表会・今年度の事業計画 

Ｃ ７月 ５日(水) ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ

自然観察会 
地域住民 
 ２３名 

於 本校ビオトープ池・生物実験室 
（地域住民の自然観察会指導） 

Ｂ ７月 
１２日(水) 大学訪問実習 （近畿大学） ２年全員＋ 

１年科学探究基

礎受講生 

近畿大学理工学部８研究室 
１３日(木)~ 

２８日(金) 
大学訪問実習 (大阪府立大学） 大阪府立大学（工学研究科８＋理学系研究

科８＋生命環境科学研究科５研究室) 
Ｇ ７月 ２０日(木) ＳＳＨ通信第４４号発行 サイエンス部  

Ｃ ７月 ２３日(日) 親子科学教室 地域親 15 組 
サイエンス部 

栂文化会館主催行事、小学生と保護者、講

師:本校教員、ＴＡ:サイエンス部 

Ｃ ７月 ２６日(水)～ 
８月４日(金) 

泉北こども科学教室(入門：物

理・化学・生物・地学・情報、上

級：物理・化学・生物・地学) 

小学生 
入門１４名・ 
上級１０名 

於 本校 希望者対象の科学教室 
ＴＡ：サイエンス部員 

Ａ ７月 ３０日(日)～ 
３１日(月) 第１回サイエンスツアー 希望者 

３０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 

Ｃ ８月 ６日（日） 第６回ハイスクール放射線サマ

ースクールで口頭発表 
サイエンス部６

名 
於 大阪府科学技術センター ＊高校対抗

プレゼンテーションで発表 

Ｃ ８月 １日(火)～ 
２日(水) サイエンス部合宿 サイエンス部８

名 於 下津 協同の家（和歌山県海南市） 

Ｄ ８月 ９日(水)～ 
１０日(木) 

ＳＳＨ生徒研究発表会、地学２班

がポスター発表 生徒３名 於 神戸国際展示場、 
ポスター発表：各校１テーマ 

Ｆ ８月 １４日(月)～
２０日(日) 

ボルネオ海外研修旅行（ＳＧＨと

ＳＳＨの合同研修） 
希望者８名＋付

添２名 
マレーシア：ボルネオ島～クアラルンプル

(Setiawangsa 校と交流) 
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② 中学生対象の「泉北科学教室」 
中学生向け「泉北科学教室」の継続開催：本校内で希望者対象に２回の「科学教室」「理科・数学・情報の体験

授業」を実施して中学生に科学の実験を体験してもらった。これらの講座でも、サイエンス部の生徒がＴＡとして

活躍した。また、近隣の堺市立若松台中学校の３年生が全員本校で科学教室を受講した。 
③ 泉北こども科学フェスティバルの開催 
泉北地域にある「栂文化会館」で、小学生対象の「泉北こども科学フェスティバル」を１２月に開催した。「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、２０９名の参加者があった。 
④ その他の地域連携 
地域の科学関係の行事に、サイエンス部の生徒とともに積極的に参加し、地域連携をはかってきた。主なものだ

けでも「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）や「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）に参加した。 

 
（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。その学習の中で科学技術分

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

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

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

った科学者を育成することができる。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 グローバルコースの設置 

１年次で「ＧＥＴ」を選択した生徒の中から２年次開講の「科学英語基礎」を受講した生徒を「グローバルコー

ス」として認定し、高い英語コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の基礎を養う。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。  

②海外研修の充実 

・海外研修（ボルネオ）の実施 

この研修では、焼畑耕作農家でのホームステイや、現地の高校での英語による発表や交流を行った。さらに、自

然の中で熱帯雨林の素晴らしさを体感することもできた。国立公園内で、周りの植物を伐採することなく現地の人

たちが生活を維持していくしくみを実際に見ることができた。また、研修中終始使われる英語という語学の大切さ、

その必要性も体感することができた。研修前後の発表での準備なども自ら考え、工夫する考察力を身につけること

ができた。また、この研修はＳＧＨとの協働プログラムとして取り組んだ。 

・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、充実した交流を行うことができた。

本校の生徒が行っている課題研究の内容を英語で発表することによって、科学分野における英語の重要性や正確に

伝えることの難しさを認識させることができた。こ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の科

学の分野での交流を今後も続けていきたい。 

③英語の授業の充実 

  英語の授業では２０名ずつの少人数授業を導入して、一部はＮＥＴの指導を加えて、参加型のペアワークやグ

ループワークを行ってきた。内容に趣向を凝らし、学問的アプローチよりも、言語活動的アプローチ（生徒の言語

活動量の増加）を増やすことで、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。同時に、より興味関心を高めるために行った、ネイティブ講師のインタビューや、英作文指導により

知的好奇心を刺激し、向上心を形にすることで、英語を学ぶ意義を理解し活動することができた。 
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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１７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 8 日説明会(８０人)、～７月：分野別

オリエンテーション、９月～：課題研究、

11 月：中間、２月：最終発表会 

Ｆ ４月 
～３月  １年総合科学科：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 １９日(水) ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ

自然観察会 
地域住民 
 ２４名 

於 泉北丘陵(西原公園周辺)   
地域住民に対する自然観察会指導 

Ａ ４月 ２５日(火) 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 ４月 ２７日(木)～
２８日(金) サイエンスキャンプ １年全員 兵庫県立人と自然の博物館・西はりま天文

台(泊）・関西学院大学三田キャンパス 

Ａ ５月 ２６日(金) 第２学年 校外研修（和歌山県天

神崎海岸生物観察） ２年全員 於 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 ３日(土) 高大連携講座２講座 
２年全員 

+１年科学探究

基礎受講生 

本校理科教室（講師：大阪府立大学工学研

究科１・理学系研究科３、大阪市立大学理

学研究科１、摂南大学理工学部１、龍谷大

学理工学部１、滋賀県立大学環境科学部

１） 

６月 ４日(日) 高大連携講座２講座 

６月 １０日(土) 高大連携講座４講座 

Ｄ ６月 
～３月  ２年「総合科学Ⅰ」における課題

研究の実施 ２年全員 ５月２９日：全体オリエンテーション 
（於 視聴覚教室） 

Ｄ ６月 １７日(土) 課題研究発表会 ３年発表 
１・２年参加 

於 大阪府立大学Ｕホール(３年口頭・ポス

ター発表)・招待発表：三国丘高校、大阪教

育大学付属高校付属天王寺校舎・講評：田

中俊雄 大阪市立大学教授 

Ｅ ６月 １７日(土) 第１回ＳＳＨ運営指導委員会 運営指導 
委員 

於 大阪府立大学A１３棟２階会議室、課

題研究発表会・今年度の事業計画 

Ｃ ７月 ５日(水) ＮＰＯ法人シニア自然カレッジ

自然観察会 
地域住民 
 ２３名 

於 本校ビオトープ池・生物実験室 
（地域住民の自然観察会指導） 

Ｂ ７月 
１２日(水) 大学訪問実習 （近畿大学） ２年全員＋ 

１年科学探究基

礎受講生 

近畿大学理工学部８研究室 
１３日(木)~ 

２８日(金) 
大学訪問実習 (大阪府立大学） 大阪府立大学（工学研究科８＋理学系研究

科８＋生命環境科学研究科５研究室) 
Ｇ ７月 ２０日(木) ＳＳＨ通信第４４号発行 サイエンス部  

Ｃ ７月 ２３日(日) 親子科学教室 地域親 15 組 
サイエンス部 

栂文化会館主催行事、小学生と保護者、講

師:本校教員、ＴＡ:サイエンス部 

Ｃ ７月 ２６日(水)～ 
８月４日(金) 

泉北こども科学教室(入門：物

理・化学・生物・地学・情報、上

級：物理・化学・生物・地学) 

小学生 
入門１４名・ 
上級１０名 

於 本校 希望者対象の科学教室 
ＴＡ：サイエンス部員 

Ａ ７月 ３０日(日)～ 
３１日(月) 第１回サイエンスツアー 希望者 

３０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 

Ｃ ８月 ６日（日） 第６回ハイスクール放射線サマ

ースクールで口頭発表 
サイエンス部６

名 
於 大阪府科学技術センター ＊高校対抗

プレゼンテーションで発表 

Ｃ ８月 １日(火)～ 
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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、２０９名の参加者があった。 
④ その他の地域連携 
地域の科学関係の行事に、サイエンス部の生徒とともに積極的に参加し、地域連携をはかってきた。主なものだ

けでも「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）や「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）に参加した。 

 
（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。その学習の中で科学技術分

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

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

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

った科学者を育成することができる。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 グローバルコースの設置 

１年次で「ＧＥＴ」を選択した生徒の中から２年次開講の「科学英語基礎」を受講した生徒を「グローバルコー

ス」として認定し、高い英語コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の基礎を養う。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。  

②海外研修の充実 

・海外研修（ボルネオ）の実施 

この研修では、焼畑耕作農家でのホームステイや、現地の高校での英語による発表や交流を行った。さらに、自

然の中で熱帯雨林の素晴らしさを体感することもできた。国立公園内で、周りの植物を伐採することなく現地の人

たちが生活を維持していくしくみを実際に見ることができた。また、研修中終始使われる英語という語学の大切さ、

その必要性も体感することができた。研修前後の発表での準備なども自ら考え、工夫する考察力を身につけること

ができた。また、この研修はＳＧＨとの協働プログラムとして取り組んだ。 

・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、充実した交流を行うことができた。

本校の生徒が行っている課題研究の内容を英語で発表することによって、科学分野における英語の重要性や正確に

伝えることの難しさを認識させることができた。こ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の科

学の分野での交流を今後も続けていきたい。 

③英語の授業の充実 

  英語の授業では２０名ずつの少人数授業を導入して、一部はＮＥＴの指導を加えて、参加型のペアワークやグ

ループワークを行ってきた。内容に趣向を凝らし、学問的アプローチよりも、言語活動的アプローチ（生徒の言語

活動量の増加）を増やすことで、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。同時に、より興味関心を高めるために行った、ネイティブ講師のインタビューや、英作文指導により

知的好奇心を刺激し、向上心を形にすることで、英語を学ぶ意義を理解し活動することができた。 
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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）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

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＞  

少人数指導を導入することで、一人一人の生徒にかける時間が増え、個々の生徒の理解度をより把握し、それに

応じた個別指導や授業展開ができるようになった。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）６５分授業により、１限の授業時間が長いことを有効に活用し、授業の中で各単元の内容理解のための講義と

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

応じ、適切に時間をかけた授業を実施する。また、問題演習後にもう一度、戻って知識理解の確認をするといっ
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項

目 月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ｂ ８月 ２５日(金) 高大連携 
 「市大理科セミナー」 １年全員 於 大阪市立大学理学部と住吉高校･千里

高校・本校との共催）実習６講座 

Ｂ ８月 ３０日(水)~ 
３１日(木) 

大学訪問研修報告 
ポスター発表会 

発表：２年・１

年参加 
於 本校 ２階廊下 
３０日：２年生同士、３１日：１年対象 

Ｇ ９月 ６日(水) ＳＳＨ通信第４５号発行 サイエンス部  

Ｄ ９月 ２３日(土） 日本動物学会全国大会の「高校生

によるポスター発表会」 
３年課題研究生

物２班３名 
於 富山県民会館、テーマ「ニホンアマガ

エルの体色変化と環境条件」優秀賞 

Ｃ １０月 ４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 
於 泉北丘陵（光明池周辺）   
教員が地域住民の自然観察会指導 

Ｃ １０月 １０日(火) 堺市立若松台中学校対象 
「泉北科学教室」 

堺市立若松台中

３年生全員 
於 本校理科実験室（１２６名参加）  
化学２･生物２･物理１･地学１講座 

Ｄ １０月 １４日(土) 大阪府学生科学賞展覧会 ２題出展 「ニホンアマガエルの体色変化と環境条

件」の研究が「最優秀賞」を受賞 
Ｇ １０月 ２０日(金) ＳＳＨ通信第４６号発行 サイエンス部  

Ｄ １０月 ２１日(土) 大阪府生徒研究発表会 
参加者：大阪府内高校生 

２７名(発表者

他) 
於 大阪工業大学梅田キャンパス（口頭発

表１＋ポスター発表４テーマ) 
Ｄ １０月 ２１日(土) 科学の甲子園大阪大会（筆記） ２年生６名 大阪工業大学梅田キャンパス 
Ｄ １０月 ２２日(日) 科学の甲子園大阪大会（実技） ２年生６名 大阪工業大学大宮キャンパス 

Ｃ １０月 ２８日(土) 泉北科学教室 兼 第１回学校説

明会 (中学生向け体験授業) 中学生 化学・生物・物理・地学・数学・情報 
参加：府内中学生約３００名 

Ｄ １１月 １０日(金) １年「科学探究基礎」課題研究中

間報告会 
選択受講生 
３２名 於 本校LAN 教室 

Ｃ １１月 ４日(土) 
～５日(日) こどものためのジオ・カーニバル サイエンス部 スタッフとしての参加＋講座での研修 

Ｆ １１月 １４日(火) 
～１７日(金) 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 １７日(金) 第１学年 校外研修 １年全員 淡路島野島断層・神戸防災未来センター 
Ｇ １１月 ２２日(水) ＳＳＨ通信第４７号発行予定 サイエンス部  

Ｄ １１月 ３０日(木) 課題研究中間発表会 ２年発表 
１年参加 

於 本校第１体育館、４～５限 
(２年ポスター発表) 

Ｅ １１月 ３０日(木) 第２回運営指導委員会 運営指導委員 本校・校長室 
｢今年度事業報告、来年度に向けて｣ 

Ｃ １２月 ２３日(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 

於 栂文化会館 研修室、調理室他 
 ブースでの実験・実習指導、体験講座 

（全１５ブース）小学生対象 

Ｆ １２月 ２４日(日)～
２５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(土) 第２回サイエンスツアー 希望者１４名 近畿大学白浜水産実験所、アドベンチャー

ワールド 

Ｃ １月 ２８日(日) 堺市教育委員会主催 
「サかイエンス」 

サイエンス部 
７名 

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

Ｄ ２月 ２日(金) 大阪府立高津高等学校課題研究

発表会招待発表 
２年課題研究化

学７班 
於 国際交流センター、テーマ：「炎色反

応を利用したろうそくの作成」 

Ｄ ２月 ３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 
５名 大阪府泉北府民センター 

Ｄ ２月 ９日(金) １年「科学探究基礎」発表会 選択者３２名 於 本校情報LAN 教室 

Ｄ ２月 １０日(土) 大阪市立都島工業高等学校課題

研究発表会招待発表 サイエンス部 於 八尾プリズムホール、テーマ：「ビオト

ープ池のプランクトンの１３年間の変遷」 

Ｃ ２月 １４日(水) 「堺市環境活動」表彰式 サイエンス部 活発な地域連携活動に対して受賞 
於 堺市役所 第２秘書室 

Ｇ ３月 １日(木) ＳＳＨ通信第４８号発行 サイエンス部  
Ｅ ３月 １５日(木) 研究開発実施報告書の発行     

Ｄ ３月 １７日(土) 日本農芸化学会 ジュニア農芸
化学会でポスター発表 

２年課題研究 
生物３班３名 

於 名城大学 
テーマ「乳酸菌の増殖条件」 
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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）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

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＞  

少人数指導を導入することで、一人一人の生徒にかける時間が増え、個々の生徒の理解度をより把握し、それに

応じた個別指導や授業展開ができるようになった。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）６５分授業により、１限の授業時間が長いことを有効に活用し、授業の中で各単元の内容理解のための講義と

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

応じ、適切に時間をかけた授業を実施する。また、問題演習後にもう一度、戻って知識理解の確認をするといっ
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項

目 月 日 行 事 名 対象 備    考 

Ｂ ８月 ２５日(金) 高大連携 
 「市大理科セミナー」 １年全員 於 大阪市立大学理学部と住吉高校･千里

高校・本校との共催）実習６講座 

Ｂ ８月 ３０日(水)~ 
３１日(木) 

大学訪問研修報告 
ポスター発表会 

発表：２年・１

年参加 
於 本校 ２階廊下 
３０日：２年生同士、３１日：１年対象 

Ｇ ９月 ６日(水) ＳＳＨ通信第４５号発行 サイエンス部  

Ｄ ９月 ２３日(土） 日本動物学会全国大会の「高校生

によるポスター発表会」 
３年課題研究生

物２班３名 
於 富山県民会館、テーマ「ニホンアマガ

エルの体色変化と環境条件」優秀賞 

Ｃ １０月 ４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 
於 泉北丘陵（光明池周辺）   
教員が地域住民の自然観察会指導 

Ｃ １０月 １０日(火) 堺市立若松台中学校対象 
「泉北科学教室」 

堺市立若松台中

３年生全員 
於 本校理科実験室（１２６名参加）  
化学２･生物２･物理１･地学１講座 

Ｄ １０月 １４日(土) 大阪府学生科学賞展覧会 ２題出展 「ニホンアマガエルの体色変化と環境条

件」の研究が「最優秀賞」を受賞 
Ｇ １０月 ２０日(金) ＳＳＨ通信第４６号発行 サイエンス部  

Ｄ １０月 ２１日(土) 大阪府生徒研究発表会 
参加者：大阪府内高校生 

２７名(発表者

他) 
於 大阪工業大学梅田キャンパス（口頭発

表１＋ポスター発表４テーマ) 
Ｄ １０月 ２１日(土) 科学の甲子園大阪大会（筆記） ２年生６名 大阪工業大学梅田キャンパス 
Ｄ １０月 ２２日(日) 科学の甲子園大阪大会（実技） ２年生６名 大阪工業大学大宮キャンパス 

Ｃ １０月 ２８日(土) 泉北科学教室 兼 第１回学校説

明会 (中学生向け体験授業) 中学生 化学・生物・物理・地学・数学・情報 
参加：府内中学生約３００名 

Ｄ １１月 １０日(金) １年「科学探究基礎」課題研究中

間報告会 
選択受講生 
３２名 於 本校LAN 教室 

Ｃ １１月 ４日(土) 
～５日(日) こどものためのジオ・カーニバル サイエンス部 スタッフとしての参加＋講座での研修 

Ｆ １１月 １４日(火) 
～１７日(金) 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 １７日(金) 第１学年 校外研修 １年全員 淡路島野島断層・神戸防災未来センター 
Ｇ １１月 ２２日(水) ＳＳＨ通信第４７号発行予定 サイエンス部  

Ｄ １１月 ３０日(木) 課題研究中間発表会 ２年発表 
１年参加 

於 本校第１体育館、４～５限 
(２年ポスター発表) 

Ｅ １１月 ３０日(木) 第２回運営指導委員会 運営指導委員 本校・校長室 
｢今年度事業報告、来年度に向けて｣ 

Ｃ １２月 ２３日(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 

於 栂文化会館 研修室、調理室他 
 ブースでの実験・実習指導、体験講座 

（全１５ブース）小学生対象 

Ｆ １２月 ２４日(日)～
２５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(土) 第２回サイエンスツアー 希望者１４名 近畿大学白浜水産実験所、アドベンチャー

ワールド 

Ｃ １月 ２８日(日) 堺市教育委員会主催 
「サかイエンス」 

サイエンス部 
７名 

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

Ｄ ２月 ２日(金) 大阪府立高津高等学校課題研究

発表会招待発表 
２年課題研究化

学７班 
於 国際交流センター、テーマ：「炎色反

応を利用したろうそくの作成」 

Ｄ ２月 ３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 
５名 大阪府泉北府民センター 

Ｄ ２月 ９日(金) １年「科学探究基礎」発表会 選択者３２名 於 本校情報LAN 教室 

Ｄ ２月 １０日(土) 大阪市立都島工業高等学校課題

研究発表会招待発表 サイエンス部 於 八尾プリズムホール、テーマ：「ビオト

ープ池のプランクトンの１３年間の変遷」 

Ｃ ２月 １４日(水) 「堺市環境活動」表彰式 サイエンス部 活発な地域連携活動に対して受賞 
於 堺市役所 第２秘書室 

Ｇ ３月 １日(木) ＳＳＨ通信第４８号発行 サイエンス部  
Ｅ ３月 １５日(木) 研究開発実施報告書の発行     

Ｄ ３月 １７日(土) 日本農芸化学会 ジュニア農芸
化学会でポスター発表 

２年課題研究 
生物３班３名 

於 名城大学 
テーマ「乳酸菌の増殖条件」 
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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も多くして、研究

活動の最後には自分の取り組んだ内容を多くの人に説明する機会を設けた。 
＜評価＞ 
１）授業時間の約３０％で実験・実習を行うことによって、多くの動植物や微生物に直接触れさせることができ、

その結果、身をもって「生物」の多様性と共通性を理解させることができた。また、この理解のもとに、「課題

研究」でも適切に研究テーマを設定できる生徒が増加した。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、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）授業は基本的にパワーポイントによるスライドと教科書、資料集（図説）を用いて進めた。そして理解を深め 

るため、地学教育系の学会・研究会（日本地学教育学会、科学教育研究協議会、大阪府高等学校地学教育研究会

の各種研修など）で発表・紹介されている実習・観察なども積極的に取りいれた。また、他に、資料をプリント

したもの、及びインターネットからダウンロードした資料を、「プリント」として印刷したり、パワーポイント

で利用したりした。 

２）課題研究に関する授業では、本校にある地学関係の備品・消耗品を使い、それぞれのテーマに沿った研究を進

めた。その際、生徒たちが備品・消耗品を、自分たちの設定したテーマに関して充分に活用できているか点検し、

場合によれば、必要な物品を考えさせ購入の計画を立案させた。 

＜評価＞ 

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

に学習に取り組み、到達目標も達成できた。観察・実習では前記の様々な資料を利用して、関連する項目を積極

的にとりあげた。 

２）課題研究の取組では、今年度の３年生「総合科学Ⅱ」の地学１，２班が、それぞれ積極的に地域との連携や外

部への成果の発表に取り組むことができた。地学１班の「防災教育について」では、その研究（授業実践）の準

備段階から必要な備品・消耗品を考え購入し、児童に効果的な「防災授業」の構築を図った。さらに地元の小学

校での防災授業を実践して、地域の小学校との連携もできた。また、地学２班の「インターバルカメラを用いた

雲の研究方法」も、雲の変化を捉えるためインターバルカメラを購入し効果的に研究に利用した。そして、その

研究のまとめの時期（５月中旬）に開催された「日本気象学会春季大会・ジュニアセッション」で研究の途中経

過をポスター発表し、多くの専門家からも助言をいただき、研究のまとめで参考にした。さらに、この班の研究

は、本校の課題研究発表会のあと、本校の代表として８月のＳＳＨ全国研究発表会でもポスター発表を行った。 

 
⑥ 情報科 

＜実践＞ 
１）４月に行われる１泊研修「サイエンスキャンプ」の研修発表を行う。研修実施中に取り組むレポート、授業内

での調べ学習を元にグループでテーマを設定し、情報の収集・整理を行い発表する。発表時は生徒の相互評価を

行う。また、３年生の課題研究発表会での発表と比較し、情報発信方法について学び、課題研究での研究発表に

繋げる。 
２）表計算ソフトを用いて数値情報の処理を学び、プログラミング実習でフローチャートを用いながら論理的に構

築された処理の流れを組み立て、情報機器を用いて問題を解決する方法を学ぶことで、課題研究における研究の

手法の基本を習得する。 
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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）総合科学科の生徒は実験・実習の際には本人用の白衣を着用して授業に臨ませ、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、実験の操作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）可能な限り生徒実験を行う中、不足分を映像での提示で補った。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。今年

度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４６％、２年生が４１％、３年生が４２％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、実験・実習・観察の時間を確保することができた。また映

像においては、特に現代社会における科学・技術の果たす役割について、環境問題を含めた社会問題も交えなが

ら学ぶ機会とすることができた。 
 
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人を２０人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、実験においても、実習教員

を含めて教員２～３人で、２０人の生徒への指導が可能となり、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る。課題研究に取り組む際に必要な基本的な知識や実験技術をでき

るだけ早い時期に習得できるようにするために、授業や実験のなかでも取り上げる。 
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。これらのことで、総合

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

活動の最後には自分の取り組んだ内容を多くの人に説明する機会を設けた。 
＜評価＞ 
１）授業時間の約３０％で実験・実習を行うことによって、多くの動植物や微生物に直接触れさせることができ、

その結果、身をもって「生物」の多様性と共通性を理解させることができた。また、この理解のもとに、「課題

研究」でも適切に研究テーマを設定できる生徒が増加した。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、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）授業は基本的にパワーポイントによるスライドと教科書、資料集（図説）を用いて進めた。そして理解を深め 

るため、地学教育系の学会・研究会（日本地学教育学会、科学教育研究協議会、大阪府高等学校地学教育研究会

の各種研修など）で発表・紹介されている実習・観察なども積極的に取りいれた。また、他に、資料をプリント

したもの、及びインターネットからダウンロードした資料を、「プリント」として印刷したり、パワーポイント

で利用したりした。 

２）課題研究に関する授業では、本校にある地学関係の備品・消耗品を使い、それぞれのテーマに沿った研究を進

めた。その際、生徒たちが備品・消耗品を、自分たちの設定したテーマに関して充分に活用できているか点検し、

場合によれば、必要な物品を考えさせ購入の計画を立案させた。 

＜評価＞ 

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

に学習に取り組み、到達目標も達成できた。観察・実習では前記の様々な資料を利用して、関連する項目を積極

的にとりあげた。 

２）課題研究の取組では、今年度の３年生「総合科学Ⅱ」の地学１，２班が、それぞれ積極的に地域との連携や外

部への成果の発表に取り組むことができた。地学１班の「防災教育について」では、その研究（授業実践）の準

備段階から必要な備品・消耗品を考え購入し、児童に効果的な「防災授業」の構築を図った。さらに地元の小学

校での防災授業を実践して、地域の小学校との連携もできた。また、地学２班の「インターバルカメラを用いた

雲の研究方法」も、雲の変化を捉えるためインターバルカメラを購入し効果的に研究に利用した。そして、その

研究のまとめの時期（５月中旬）に開催された「日本気象学会春季大会・ジュニアセッション」で研究の途中経

過をポスター発表し、多くの専門家からも助言をいただき、研究のまとめで参考にした。さらに、この班の研究

は、本校の課題研究発表会のあと、本校の代表として８月のＳＳＨ全国研究発表会でもポスター発表を行った。 

 
⑥ 情報科 

＜実践＞ 
１）４月に行われる１泊研修「サイエンスキャンプ」の研修発表を行う。研修実施中に取り組むレポート、授業内

での調べ学習を元にグループでテーマを設定し、情報の収集・整理を行い発表する。発表時は生徒の相互評価を

行う。また、３年生の課題研究発表会での発表と比較し、情報発信方法について学び、課題研究での研究発表に

繋げる。 
２）表計算ソフトを用いて数値情報の処理を学び、プログラミング実習でフローチャートを用いながら論理的に構

築された処理の流れを組み立て、情報機器を用いて問題を解決する方法を学ぶことで、課題研究における研究の

手法の基本を習得する。 
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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）総合科学科の生徒は実験・実習の際には本人用の白衣を着用して授業に臨ませ、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、実験の操作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）可能な限り生徒実験を行う中、不足分を映像での提示で補った。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。今年

度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４６％、２年生が４１％、３年生が４２％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、実験・実習・観察の時間を確保することができた。また映

像においては、特に現代社会における科学・技術の果たす役割について、環境問題を含めた社会問題も交えなが

ら学ぶ機会とすることができた。 
 
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人を２０人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、実験においても、実習教員

を含めて教員２～３人で、２０人の生徒への指導が可能となり、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る。課題研究に取り組む際に必要な基本的な知識や実験技術をでき

るだけ早い時期に習得できるようにするために、授業や実験のなかでも取り上げる。 
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。これらのことで、総合

科学科生徒全員に自主的に課題研究に取り組む態度とスキルの向上を図っている。また、実験データを踏まえて
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判１枚作成し、スライドを用いて口頭発表会を実施した。 

⑤ 課題研究の分野 

物理１班（４名）、化学１班（５名）、生物３班（４名・４名・３名の計１１名）、地学１班（３名）、情報２班（３

名・３名の計６名）、数学１班（３名） 

＜評価＞ 

科学探究基礎を受講した生徒が、第２学年の総合科学Ⅰの課題研究で班のリーダーとして活躍した。総合科学Ⅰ

で引き続き同じテーマで取り組んでいる生徒も多い。さらに、現在、科学探究基礎の選択者から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。 

 

 

（３）総合科学Ⅰ 

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

に取り組み、１１月の中間発表会を経て、３年次の６月に実施する予定の課題研究発表会での発表を目標とする。 
＜仮説＞ 
① ４・５・６月に「課題研究」のテーマの選定方法や基礎的なデータの収集方法・実験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（６月）や大学訪問研修を７月（授業外）

に実施することで、なお一層の意欲向上が期待できる。 
② オリエンテーション以降、班単位で課題研究のテーマ設定を行い、研究計画を立案させ、早い時期から研究

を始めることで、課題研究の取組内容を充実させることができる。また、３年生時の総合科学Ⅱ１単位で引き

続き「課題研究」を円滑に実施でき、１年間の研究成果を発表できるようになると考えられる。 
③ 大学訪問研修のポスター発表で、ポスターの作成の仕方や注意点などを学び、総合科学Ⅰの中間発表会での

ポスター作りにつなげることができる。また、発表自体に関しても同様である。 
＜実践＞ 
① 対  象 ： 総合科学科２学年３クラス(１２２名)     ② 単位数 ：２単位 
③ 教員配置 ： 数学科１名・理科１１名・情報科１名 
④ 授業の構成   

毎週火曜日に実施。４月から６月までは、下表のスケジュールで３クラス６展開により、同時に計６コマの

授業を行う。８月下旬以降は分野別に分かれ、２名以上の班を作り自由テーマによる課題研究に取り組む。 
 各授業の内容 

分野 授業場所 内容 
情報 第２ＬＡＮ教室 プログラム入門 VBA 講座 
数学 セミナーＢ２教室 数独について 
物理 物理教室 物理課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 
化学 化学第１・２実験室 化学課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 
生物 生物講義室 ダンゴムシの迷路実験と実験結果の統計的処理 
地学 地学教室 本校先輩の地学課題研究の紹介 

 授業のスケジュール 
回 月 限 内容 

１ 
｜ 
７ 

４月１８日 ４・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） 

５月２日 ５ 
５月１６日 ４・５ 
５月３０日 ５ 
６月６日 ４ 

８ ６月６日 ５ 全体オリエンテーション 

 - 18 - 

＜評価＞ 
１）サイエンスキャンプで学んだテーマについての発表を通して、情報を収集・処理・発信する基礎的な能力の習

得が確認できた。授業内での発表会の後に行われる６月の総合科学科３年生の課題研究発表会を「情報を受信す

る側」として体験・自分たちの実施した発表と比較することにより、どのように情報を加工すれば相手に伝わり

やすいのかということも学べたと思われる。３年次の課題研究発表会まで継続的に「相手に発信する事」につい

て考えるきっかけとして、十分な位置づけになっていると感じる。 
２）表計算ソフトでの数値情報の加工や、プログラミング実習でのアルゴリズムの理解・問題解決の授業を通して、

課題を論理的な手順で解決する基本的な知識を習得できた。また、数学的な事例にも触れ、より一層の理解を深

めることができた。 
 

＜成果と今後の課題＞ 

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

習による科学的体験を進めていくことができた。また、少人数展開による対話を重視した授業により、探究力・論

理的思考力を育成することができた。また、多くの実験・実習を実施し、課題研究における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。 

 

 

(２) 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ある。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３２名 

  ４月１０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３２名を対象に授業を行った。 

② 単位数と授業時間  １単位として実施した。授業は５月から、行事日・考査中を除き、毎週金曜日の放課後 

に第６限（１５：５０～１６：５５）の授業として設定した。 

③ 教員配置  理科４名・数学１名・情報１名 

④ 授業の構成 

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

分野・数学および情報の計６科目を各科目３０分で講義を実施）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１０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、１２月２３日に栂文化会館で実施した泉北こども科学フェスティバル（近隣の小学生対象の科学教室）で

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

った。 

３学期：１月１７日に第２学年で実施している科学英語基礎の授業を見学する時間を設け、２年次でも継続して

科学英語基礎の授業に参加し、課題研究発表会で自らの研究内容を英語で発表することをめざした。 

２月２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
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判１枚作成し、スライドを用いて口頭発表会を実施した。 

⑤ 課題研究の分野 

物理１班（４名）、化学１班（５名）、生物３班（４名・４名・３名の計１１名）、地学１班（３名）、情報２班（３

名・３名の計６名）、数学１班（３名） 

＜評価＞ 

科学探究基礎を受講した生徒が、第２学年の総合科学Ⅰの課題研究で班のリーダーとして活躍した。総合科学Ⅰ

で引き続き同じテーマで取り組んでいる生徒も多い。さらに、現在、科学探究基礎の選択者から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。 

 

 

（３）総合科学Ⅰ 

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

に取り組み、１１月の中間発表会を経て、３年次の６月に実施する予定の課題研究発表会での発表を目標とする。 
＜仮説＞ 
① ４・５・６月に「課題研究」のテーマの選定方法や基礎的なデータの収集方法・実験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（６月）や大学訪問研修を７月（授業外）

に実施することで、なお一層の意欲向上が期待できる。 
② オリエンテーション以降、班単位で課題研究のテーマ設定を行い、研究計画を立案させ、早い時期から研究

を始めることで、課題研究の取組内容を充実させることができる。また、３年生時の総合科学Ⅱ１単位で引き

続き「課題研究」を円滑に実施でき、１年間の研究成果を発表できるようになると考えられる。 
③ 大学訪問研修のポスター発表で、ポスターの作成の仕方や注意点などを学び、総合科学Ⅰの中間発表会での

ポスター作りにつなげることができる。また、発表自体に関しても同様である。 
＜実践＞ 
① 対  象 ： 総合科学科２学年３クラス(１２２名)     ② 単位数 ：２単位 
③ 教員配置 ： 数学科１名・理科１１名・情報科１名 
④ 授業の構成   

毎週火曜日に実施。４月から６月までは、下表のスケジュールで３クラス６展開により、同時に計６コマの

授業を行う。８月下旬以降は分野別に分かれ、２名以上の班を作り自由テーマによる課題研究に取り組む。 
 各授業の内容 

分野 授業場所 内容 
情報 第２ＬＡＮ教室 プログラム入門 VBA 講座 
数学 セミナーＢ２教室 数独について 
物理 物理教室 物理課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 
化学 化学第１・２実験室 化学課題研究の進め方と本校先輩の研究紹介 
生物 生物講義室 ダンゴムシの迷路実験と実験結果の統計的処理 
地学 地学教室 本校先輩の地学課題研究の紹介 

 授業のスケジュール 
回 月 限 内容 

１ 
｜ 
７ 

４月１８日 ４・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） 

５月２日 ５ 
５月１６日 ４・５ 
５月３０日 ５ 
６月６日 ４ 

８ ６月６日 ５ 全体オリエンテーション 
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＜評価＞ 
１）サイエンスキャンプで学んだテーマについての発表を通して、情報を収集・処理・発信する基礎的な能力の習

得が確認できた。授業内での発表会の後に行われる６月の総合科学科３年生の課題研究発表会を「情報を受信す

る側」として体験・自分たちの実施した発表と比較することにより、どのように情報を加工すれば相手に伝わり

やすいのかということも学べたと思われる。３年次の課題研究発表会まで継続的に「相手に発信する事」につい

て考えるきっかけとして、十分な位置づけになっていると感じる。 
２）表計算ソフトでの数値情報の加工や、プログラミング実習でのアルゴリズムの理解・問題解決の授業を通して、

課題を論理的な手順で解決する基本的な知識を習得できた。また、数学的な事例にも触れ、より一層の理解を深
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＜成果と今後の課題＞ 
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発表の技術向上に関しては、発表の機会は２年時だけでも、大学訪問研修のポスター発表と課題研究中間発

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

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

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

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

続を検討していかなければならない。 
 
 
（４）総合科学Ⅱ 

＜仮説＞    
 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。「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および研究者として必要な自発

的・創造的な研究態度の向上を図ることができる。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。 
（参考）第１学年の「社会と情報」（２単位）で情報処理・発信の学習を定

着させ、第２学年の「総合科学Ⅰ」（２単位）で課題研究に取り組み始め、

１１月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いる。 
＜実践＞ 
① 対象：総合科学科第３学年 ３クラス（１１６人） 
② 単位数：１単位 
③ 授業の展開 
・テーマや班などは、第２学年からの継続で課題研究を進めた。 

発表形式は、口頭発表の班と、ポスター発表の班を分野ごとに決定。        
６月に発表要旨（Ａ４版２ページ）の作成。 
口頭発表班は、パワーポイントによる発表資料の作成。 
ポスター発表班は、ポスター（Ａ０判・１枚）の作成。 

 ・６月１７日（土）１２時～１６時２０分 「課題研究発表会」於 大阪府立大学Ｕホール 
   １２時～１２時４５分 ポスター発表 前半の部（２年生対象）   
   １３時～１５時３０分 口頭発表の部、招待発表、講評 
   １５時３０分～１６時２０分 ポスター発表 後半の部（１年生対象）    

口頭発表：１０班（物理２、化学２、生物３、地学１、数学１、情報１） 
ポスター発表：２０班 
招待発表：大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎「セイタカアワダチソウで自然農薬を作ろう」 

大阪府立三国丘高等学校「光の速さを追って」 
＜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

分野 選択者 テーマ 教員 
物理 ２８ ７ ３ 

化学 ２１ ６ ３ 

生物 ３９ １０ ３ 

地学 ７ ２ １ 

数学 １５ ３ １ 

情報 ７ ２ １ 
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  ６月１７日（土） 総合科学Ⅱ 「課題研究発表会」視聴 
９－ 
１１ 

６月２０日 ４・５ 班およびテーマ決定① 
６月２７日 ５ 班およびテーマ決定② 

 ※ ７月１２日（水）～２８日（金） 大学訪問研修 
※ ８月３０日（水）・３１日（木） 大学訪問研修ポスター発表 

１２ 
｜ 
２５ 

９月５日 ５ 

課題研究 
 

  ［内容］ 
実験 
中間発表会の要旨とポスター作り  
発表練習など 

９月１２日 ４・５ 
９月１９日 ５ 
９月２６日 ４・５ 
１０月３日 ５ 
１０月１７日 ４・５ 
１０月２４日 ５ 
１１月７日 ５ 
１１月２１日 ５ 
１１月２８日 ４・５  

 ※ １１月３０日（木） 総合科学Ⅰ 「課題研究中間発表会」 全班 ポスターセッション             

２６ 
｜ 
３５ 

１２月５日 ５ 
課題研究 

 
［内容］ 

   実験 
   １年間のまとめと来年度に向けて 

１月９日 ４・５ 
１月１６日 ５ 
１月２３日 ４・５ 
１月３０日 ５ 
２月６日 ４・５ 
２月１３日 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。 

  ・６月６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した。 
・６月２７日（火） 課題研究テーマ・班分けの確定。以後、研究開始（授業時間＋昼休み＋放課後＋休日）。 

既に２０日（火）に決まっている班はこの日から担当教員の指示に従って研究開始。 
・１０月中旬～   中間発表会要旨原稿作成指導 → 初稿 提出締切 １１月７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２４日（金） 
・１１月３０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＞ 
総合科学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。｢総合科学Ⅰ｣の授業計画として、開始時の４月

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

実験の流れを考え、実験結果をいかにまとめるかを学んだ。その結果として、実験計画の立案や実験準備を各

班で効率的に行うとともに、どのように研究を進めていけばよいかが明らかになったので、研究に取り組む意

欲も向上した。また、課題研究のテーマを考える春期休業中の課題レポートは、多くの生徒が真剣に取り組ん

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

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

来てくださった方々から多くのアドバイスや質問をいただき、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、継続研究に対し意欲を高めることができた。１２月以降は、次年度の総合科学Ⅱにおける６月の

本発表会をめざして、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とても積極

的である。 
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・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２４日（金） 
・１１月３０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＞ 
総合科学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。｢総合科学Ⅰ｣の授業計画として、開始時の４月

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

実験の流れを考え、実験結果をいかにまとめるかを学んだ。その結果として、実験計画の立案や実験準備を各

班で効率的に行うとともに、どのように研究を進めていけばよいかが明らかになったので、研究に取り組む意

欲も向上した。また、課題研究のテーマを考える春期休業中の課題レポートは、多くの生徒が真剣に取り組ん

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

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

来てくださった方々から多くのアドバイスや質問をいただき、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、継続研究に対し意欲を高めることができた。１２月以降は、次年度の総合科学Ⅱにおける６月の

本発表会をめざして、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とても積極

的である。 
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＜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、今年は「最優秀賞」を受賞した。これで、８回連続で受

賞（うち、４回は最優秀賞、２回は学校賞）するなどの成果があり、課題研究への取組が生徒の探究能力の向上に

寄与している。また、課題研究発表会でも、学校設定科目の「科学英語基礎」受講生が英語のパワーポイントを作

成して発表を行った。また、台湾での合同発表会でも英語による発表を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。 
 
（６）これまでの課題研究の成果や卒業生のネットワークの活用 

＜仮説＞ 

① 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。 

② 実際に課題研究を行ってきた総合科学科の卒業生は１３００人余りに達する。これらの卒業生のネットワーク 
を作ることによって、卒業生との連絡を密に行って、課題研究の実験に対するアドバイスを受けるなど、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、課題研究の内容をより深化させるこ 
とができる。 

＜実践＞ 
① 今年度の課題研究には、１１年間の課題研究の取組を生徒向けに集約して昨年度に発行した冊子「課題研究マ 
ニュアル」を２年生全員に配布して活用しているが、その中でも１１年間の研究テーマをすべて掲載し、発表会 
の要旨集を検索できるようにした。さらにこれらのデータの多くは生徒がアクセスできる学内の情報ネットワー 
クで閲覧できるようになっている。今年度は、それらに加えて、『先行研究検索システム』の枠組みを作成して、 
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 
ワードの入力を進めた。今後、来年度の２学年の課題研究の開始までに、このシステムを確立させ、運用方法を 
検討しながら活用していきたい。 

② 『泉北高校総合科学科Semboku Science course OBOG のネットワーク：SSOnet』を作成するための準備を行

った。本年度卒業の学年の生徒には、連絡先のアドレスの登録を終え、本校の創立５０周年に当たる来年度には

卒業生全員を対象にしたネットワークの確立をめざしたい。 
＜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に、今年度から２つの取組を始めている。まだ、準備段階

であり、生徒が課題研究を進める際に活用できるまでには至っていないが、校内での先行研究検索システムの枠組

みは完成し、ＳＳＯnet についても今年度の卒業生の登録を行うことができた。来年度の前半期までに生徒が活用

できるように、完成をめざしたい。 
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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。 
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。 
＜今後の課題＞ 
英語を用いた発表のプレゼンテーション方法の見直し。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。 

 
 
（５）課題研究の成果の校外への発信 

＜仮説＞ 
 課題研究の成果を校外の発表会やコンクールの場で生徒自らが発表することで、プレゼンテーション能力を高め

るとともに、外部の高校や大学の先生方から指導・評価を受けたり、他校の高校生の発表を聞いたりして、自らの

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

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

の成果を海外にも発信していくことができる。 
 
＜実践＞ 
① 気象学会でポスター発表：平成２９年５月２８日(日)に東京で開催された「日本気象学会春季大会」のジュニア 
セッションに参加し、「インターバルカメラを用いた雲の研究」のテーマでポスター発表を行った。このときの 
アドバイスは次項のＳＳＨの全国発表会での発表をまとめるにあたって参考になった。 

② スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会：平成２９年８月９日（水）～１０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地学２班が本校の代表 
として、「インターバルカメラを用いた雲の研究」というテーマでポスター発表を行った。 

③ 日本動物学会高校生ポスター発表：平成２９年９月２３日(土)に、富山県民会館で開催された「第８８回日本動 
物学会全国大会」における高校生ポスター発表に、課題研究生物２班（３年小田一紗・長谷川幹奈・林 実咲・ 
増永日菜乃）が、「ニホンアマガエルの体色変化と環境条件―どうすれば茶色に変わるか？－」というテー 
マで参加して「優秀賞」を受賞した。この経験は次項の大阪府学生科学賞の作品にも反映させることができた。 

④ 大阪府学生科学賞： 今年度は本校から２つのテーマで出展し、平成２９年１０月１３日(金)に行われた審査の 
結果、生物１２班の「二ホンアマガエルの体色変化と環境条件」の研究が「最優秀賞」（堺市長賞）を受賞した。 
その結果、日本学生科学賞の中央審査に進み、論文を提出したが、残念ながら書類選考で選外となった。 

⑤ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ）：平成２９年１０月２１日(土)に大阪工業大学梅田キャンパスで開催 
され、オーラル発表部門には、３年化学班が「チョークを再利用したガラスの作成について」で参加し、銀賞を 
受賞した。また、ポスター発表部門には、下記の４つのテーマで発表を行い、うち３点が銀賞を受賞した。 
・３年物理班「ダイラタント流体を用いた衝撃緩和」、３年地学班「防災教育について」、２年生物班「乳酸菌の 
増殖条件について」、サイエンス部「ビオトープ池のプランクトンの経年変化について」 

⑥ 台湾の国立彰化高級中学との合同発表会への参加：平成２９年１２月２５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４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。 

⑦ 日本農芸化学会でポスター発表：平成３０年３月１７日（土）に名城大学で開催される「日本農芸化学会全国 
大会」の高校生ポスター発表に、２年生の生物２班が「乳酸菌の増殖と環境条件」というテーマでポスター発表 
をする予定である。 
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＜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、今年は「最優秀賞」を受賞した。これで、８回連続で受

賞（うち、４回は最優秀賞、２回は学校賞）するなどの成果があり、課題研究への取組が生徒の探究能力の向上に

寄与している。また、課題研究発表会でも、学校設定科目の「科学英語基礎」受講生が英語のパワーポイントを作

成して発表を行った。また、台湾での合同発表会でも英語による発表を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。 
 
（６）これまでの課題研究の成果や卒業生のネットワークの活用 

＜仮説＞ 

① 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。 

② 実際に課題研究を行ってきた総合科学科の卒業生は１３００人余りに達する。これらの卒業生のネットワーク 
を作ることによって、卒業生との連絡を密に行って、課題研究の実験に対するアドバイスを受けるなど、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、課題研究の内容をより深化させるこ 
とができる。 

＜実践＞ 
① 今年度の課題研究には、１１年間の課題研究の取組を生徒向けに集約して昨年度に発行した冊子「課題研究マ 
ニュアル」を２年生全員に配布して活用しているが、その中でも１１年間の研究テーマをすべて掲載し、発表会 
の要旨集を検索できるようにした。さらにこれらのデータの多くは生徒がアクセスできる学内の情報ネットワー 
クで閲覧できるようになっている。今年度は、それらに加えて、『先行研究検索システム』の枠組みを作成して、 
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 
ワードの入力を進めた。今後、来年度の２学年の課題研究の開始までに、このシステムを確立させ、運用方法を 
検討しながら活用していきたい。 

② 『泉北高校総合科学科Semboku Science course OBOG のネットワーク：SSOnet』を作成するための準備を行

った。本年度卒業の学年の生徒には、連絡先のアドレスの登録を終え、本校の創立５０周年に当たる来年度には

卒業生全員を対象にしたネットワークの確立をめざしたい。 
＜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に、今年度から２つの取組を始めている。まだ、準備段階

であり、生徒が課題研究を進める際に活用できるまでには至っていないが、校内での先行研究検索システムの枠組

みは完成し、ＳＳＯnet についても今年度の卒業生の登録を行うことができた。来年度の前半期までに生徒が活用

できるように、完成をめざしたい。 
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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。 
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。 
＜今後の課題＞ 
英語を用いた発表のプレゼンテーション方法の見直し。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。 

 
 
（５）課題研究の成果の校外への発信 

＜仮説＞ 
 課題研究の成果を校外の発表会やコンクールの場で生徒自らが発表することで、プレゼンテーション能力を高め

るとともに、外部の高校や大学の先生方から指導・評価を受けたり、他校の高校生の発表を聞いたりして、自らの

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

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

の成果を海外にも発信していくことができる。 
 
＜実践＞ 
① 気象学会でポスター発表：平成２９年５月２８日(日)に東京で開催された「日本気象学会春季大会」のジュニア 
セッションに参加し、「インターバルカメラを用いた雲の研究」のテーマでポスター発表を行った。このときの 
アドバイスは次項のＳＳＨの全国発表会での発表をまとめるにあたって参考になった。 

② スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会：平成２９年８月９日（水）～１０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地学２班が本校の代表 
として、「インターバルカメラを用いた雲の研究」というテーマでポスター発表を行った。 

③ 日本動物学会高校生ポスター発表：平成２９年９月２３日(土)に、富山県民会館で開催された「第８８回日本動 
物学会全国大会」における高校生ポスター発表に、課題研究生物２班（３年小田一紗・長谷川幹奈・林 実咲・ 
増永日菜乃）が、「ニホンアマガエルの体色変化と環境条件―どうすれば茶色に変わるか？－」というテー 
マで参加して「優秀賞」を受賞した。この経験は次項の大阪府学生科学賞の作品にも反映させることができた。 

④ 大阪府学生科学賞： 今年度は本校から２つのテーマで出展し、平成２９年１０月１３日(金)に行われた審査の 
結果、生物１２班の「二ホンアマガエルの体色変化と環境条件」の研究が「最優秀賞」（堺市長賞）を受賞した。 
その結果、日本学生科学賞の中央審査に進み、論文を提出したが、残念ながら書類選考で選外となった。 

⑤ 大阪府生徒研究発表会（サイエンスデイ）：平成２９年１０月２１日(土)に大阪工業大学梅田キャンパスで開催 
され、オーラル発表部門には、３年化学班が「チョークを再利用したガラスの作成について」で参加し、銀賞を 
受賞した。また、ポスター発表部門には、下記の４つのテーマで発表を行い、うち３点が銀賞を受賞した。 
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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広く研究課題に触れることにより、進路

意識や自然科学に対する知的好奇心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、大学で

の研究の過程を知ることで、テーマを決していたり、実験計画を立案する際の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１２２名および第１学年の「科学探究

基礎」受講生を対象として高大連携講座を実施した。まず、本校と連携している大阪府立大学、大阪市立大学、近

畿大学などにお願いして、下表の先生方に了解をいただき、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、第１学年「科学探究基礎」受講生 

② 講座の講師とテーマ 

氏名 大学・学部 月日(曜) 時間 題   目 

1 横⼭ 良平 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学⼤学院 
⼯学研究科 

６⽉３⽇ 
（⼟） 

１０：３０〜 
１２：００ エネルギーの消費と供給 

2 岸本 直⼦ 先
⽣ 

摂南⼤学 理⼯学部 
機械⼯学科 

６⽉３⽇ 
（⼟） 

１３：００〜 
１４：３０ 柔軟な構造物，柔軟な⽣き⽅ 

3 松坂 裕之 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学 理学系研
究科 分⼦科学専攻 

６⽉４⽇ 
（⽇） 

１０：３０〜 
１２：００ 化学反応の 「舞台」 を創る 

4 ⼤⻄ 俊弘 先
⽣ 

⿓⾕⼤学 理⼯学部 数
理情報学科 

６⽉４⽇ 
（⽇） 

１３：００〜 
１４：３０ 模様や⽂様を数学の視点で分析する 

5 畠 佐代⼦ 先
⽣ 

滋賀県⽴⼤学環境科学
部⾮常勤講師 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１０：３０〜 
１２：００ 

⽇本⼀⼩さいネズミ、カヤネズミの⽣
態と保全 

6 前川 寛和 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学 理学系研
究科 物理科学専攻 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１０：３０〜 
１２：００ 

しんかい 6500 の世界? 地球について
考える? 

7 ⼋ッ橋 和幸 先
⽣ 

⼤阪市⽴⼤学 理学部
化学科 物質分⼦系専攻 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１３：００〜 
１４：３０ 仕事と熱、熱と仕事 

8 ⻄野 貴⼦ 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学⼤学院 
理学系研究科 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１３：００〜 
１４：３０ 

「今そこにある進化」を⾒る −普通
の植物のハイテクな⽣き⽅− 

＜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、興味深く話を聞いている生徒も多い。全

く知らない世界に触れることができ、環境問題や科学技術に対して興味・関心が深まり、今後の課題研究や進路選

択に対しても動機づけとなった。また、２年生にとっては、課題研究のテーマを決定する時期であったので、適切

な機会であった。 

＜今後の課題＞ 

 生徒にはやや難易度の高いものが多いが、受講後、興味をもてた、などの感想が得られた。今までに授業で習得

した知識がこれからの大学での勉学にも役立つことを理解し、授業に対する意欲を高めることができると考えてい

る。高校での学習内容や私たちが希望する講義内容などについて、さらに詳しく講師に伝えるとともに、大学側の

望む高校での理科・数学教育のあり方についても意見交換をして、高大連携がさらに深まるよい機会としたい。 
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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・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。 

 

＜実践＞ 

 ① 概要 

1) 対象：総合科学科第1学年(１２０名)、大阪府立住吉高校(１８名)と大阪府立千里高校(２１名)と連携。 

2) 日程：平成２９年８月２５日（金）１３時５０分 大阪市立大学基礎教育実験棟 階段教室で点呼 

  3) セミナーの実施：１４時～１６時３０分 

  4) 付添教員：７名 

 ② 実験・実習テーマと参加生徒数・担当者（講座２～５は白衣持参） 

講座１ 「ＬＥＤの性質を調べよう」（２５名）        講師 鐘本 勝一 ・杉崎 満 先生(物理学科) 

講座２ 「身の回りにある色素の謎を探る」(２５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」（３０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」(１８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」(３９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」（２２名）           講師 篠田 圭司 先生 (地球学科) 

 

 

＜評価＞ 

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

高めるととともに、何のためにどのような実験をするのかという科学的思考を身につける機会を得ることができた。

また、実際に大学に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、進路への強い動機づけになったことがアンケートから知ることができる。さらに、他校の総合科

学科の生徒と共に実験をすることや、ＴＡの大学院生から大学での研究について伺うことも、参加した生徒にとっ

て科学を学ぶ姿勢において刺激があった。また、生徒の保護者からの評価も高い。 

 

＜生徒の感想＞ 

・大学では実験室だけの建物があったり、一人一台の実験台で、実験することができて驚いた。 

・まだまだ知らないことがたくさんあり、高校で科学を勉強しなければならないことを実感した。 

・「リズムを刻む不思議な化学反応」を受講して、私が驚いたのはビーカーを使用すると溶液全体の色が変わるの

に対し、シャーレを使用すると波紋のような模様に色が変わったところです。今回の講習は私にとって、とても

良い経験になりました。これからは様々な講習を自分から積極的に受けに行き、多くのことを学んでいきたいです。 

雑種タンポポの 
ＤＮＡ解析 

- 24 -



 - 25 - 

（２）高大連携講座 

＜仮説＞ 

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

意識や自然科学に対する知的好奇心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、大学で

の研究の過程を知ることで、テーマを決していたり、実験計画を立案する際の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１２２名および第１学年の「科学探究

基礎」受講生を対象として高大連携講座を実施した。まず、本校と連携している大阪府立大学、大阪市立大学、近

畿大学などにお願いして、下表の先生方に了解をいただき、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、第１学年「科学探究基礎」受講生 

② 講座の講師とテーマ 

氏名 大学・学部 月日(曜) 時間 題   目 

1 横⼭ 良平 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学⼤学院 
⼯学研究科 

６⽉３⽇ 
（⼟） 

１０：３０〜 
１２：００ エネルギーの消費と供給 

2 岸本 直⼦ 先
⽣ 

摂南⼤学 理⼯学部 
機械⼯学科 

６⽉３⽇ 
（⼟） 

１３：００〜 
１４：３０ 柔軟な構造物，柔軟な⽣き⽅ 

3 松坂 裕之 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学 理学系研
究科 分⼦科学専攻 

６⽉４⽇ 
（⽇） 

１０：３０〜 
１２：００ 化学反応の 「舞台」 を創る 

4 ⼤⻄ 俊弘 先
⽣ 

⿓⾕⼤学 理⼯学部 数
理情報学科 

６⽉４⽇ 
（⽇） 

１３：００〜 
１４：３０ 模様や⽂様を数学の視点で分析する 

5 畠 佐代⼦ 先
⽣ 

滋賀県⽴⼤学環境科学
部⾮常勤講師 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１０：３０〜 
１２：００ 

⽇本⼀⼩さいネズミ、カヤネズミの⽣
態と保全 

6 前川 寛和 先
⽣ 

⼤阪府⽴⼤学 理学系研
究科 物理科学専攻 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１０：３０〜 
１２：００ 

しんかい 6500 の世界? 地球について
考える? 

7 ⼋ッ橋 和幸 先
⽣ 

⼤阪市⽴⼤学 理学部
化学科 物質分⼦系専攻 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 

１３：００〜 
１４：３０ 仕事と熱、熱と仕事 
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⽣ 

⼤阪府⽴⼤学⼤学院 
理学系研究科 

６⽉１０⽇ 
（⼟） 
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「今そこにある進化」を⾒る −普通
の植物のハイテクな⽣き⽅− 

＜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、興味深く話を聞いている生徒も多い。全

く知らない世界に触れることができ、環境問題や科学技術に対して興味・関心が深まり、今後の課題研究や進路選

択に対しても動機づけとなった。また、２年生にとっては、課題研究のテーマを決定する時期であったので、適切

な機会であった。 

＜今後の課題＞ 

 生徒にはやや難易度の高いものが多いが、受講後、興味をもてた、などの感想が得られた。今までに授業で習得

した知識がこれからの大学での勉学にも役立つことを理解し、授業に対する意欲を高めることができると考えてい

る。高校での学習内容や私たちが希望する講義内容などについて、さらに詳しく講師に伝えるとともに、大学側の

望む高校での理科・数学教育のあり方についても意見交換をして、高大連携がさらに深まるよい機会としたい。 
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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・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。 

 

＜実践＞ 

 ① 概要 

1) 対象：総合科学科第1学年(１２０名)、大阪府立住吉高校(１８名)と大阪府立千里高校(２１名)と連携。 

2) 日程：平成２９年８月２５日（金）１３時５０分 大阪市立大学基礎教育実験棟 階段教室で点呼 

  3) セミナーの実施：１４時～１６時３０分 

  4) 付添教員：７名 

 ② 実験・実習テーマと参加生徒数・担当者（講座２～５は白衣持参） 

講座１ 「ＬＥＤの性質を調べよう」（２５名）        講師 鐘本 勝一 ・杉崎 満 先生(物理学科) 

講座２ 「身の回りにある色素の謎を探る」(２５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」（３０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」(１８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」(３９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」（２２名）           講師 篠田 圭司 先生 (地球学科) 

 

 

＜評価＞ 

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

高めるととともに、何のためにどのような実験をするのかという科学的思考を身につける機会を得ることができた。

また、実際に大学に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、進路への強い動機づけになったことがアンケートから知ることができる。さらに、他校の総合科

学科の生徒と共に実験をすることや、ＴＡの大学院生から大学での研究について伺うことも、参加した生徒にとっ

て科学を学ぶ姿勢において刺激があった。また、生徒の保護者からの評価も高い。 

 

＜生徒の感想＞ 

・大学では実験室だけの建物があったり、一人一台の実験台で、実験することができて驚いた。 

・まだまだ知らないことがたくさんあり、高校で科学を勉強しなければならないことを実感した。 

・「リズムを刻む不思議な化学反応」を受講して、私が驚いたのはビーカーを使用すると溶液全体の色が変わるの

に対し、シャーレを使用すると波紋のような模様に色が変わったところです。今回の講習は私にとって、とても

良い経験になりました。これからは様々な講習を自分から積極的に受けに行き、多くのことを学んでいきたいです。 

雑種タンポポの 
ＤＮＡ解析 
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6 近畿 
⼤学 

理工学部理学科 

応用代数学研究室 
知念 宏司 4 7 月 12 日(水) 本当は深い循環小数の世界 3 

7 近畿 
⼤学 

理工学部情報学科 

計算知能研究室 
半田 久志 6 7 月 12 日(水) 

NPC 構築を例としたエージェント

プログラミング 
6 

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 12 日(水) 光る有機化合物について 4 

9 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科知能情報工学・ 

計算知能工学研究室 
能島 裕介 8 7 月 25 日(火) 生物の進化に基づく人工知能 5 

10 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 6 7 月 13 日(木) 自動走行車模型の試作 4 

11 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科電子物理工学分野・ 

量子物性研究室 
石田 武和 6 7 月 26 日(水) 超伝導の不思議 4 

12 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科化学工学 

資源工学研究室 
岩田 政司 6 7 月 25 日(火) 

泥水をきれいにする―無機電解

質の臨界凝集濃度の決定 
5 

13 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科マテリアル工学・ 

材料プロセス制御研究室 
成澤 雅紀 6 7 月 14 日(金) 物質の耐熱性と様々な振る舞い 5 

14 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科航空宇宙工学分野・ 

航空宇宙流体力学研究室 
新井 隆景 10 7 月 27 日(木) 

飛行機と鳥の違いは？（飛行の

原理：空気力学の基礎） 
10 

15 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科海洋システム工学分野・

有馬研究室 
有馬 正和 6 7 月 25 日(火) 

海中ロボットと海洋環境生態系の

モニタリング 
6 

16 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科 機械工学分野 

材料力学研究室 
三村 耕司 6 7 月 18 日(火) 

高速変形時の材料と構造の 

応答特性 
5 

17 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 6 7 月 19 日(水) 植生調査方法 4 

18 ⼤阪府
⽴⼤学 

生命環境科学研究科 緑地環境科学

専攻・緑地計画学研究室 
武田 重昭 10 7 月 21 日(金) ランドスケープデザインとは？ 5 

19 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 6 7 月 21 日(金) 

有機物による水の汚れの 

指標って何？ 
3 

20 ⼤阪府
⽴⼤学 

生命環境科学研究科 緑地環境科学

専攻・生物環境調節学研究グループ 
渋谷 俊夫 10 7 月 25 日(火) 光合成のはかり方 4 

21 ⼤阪府
⽴⼤学 

生命環境科学研究科 生物環境調節

学研究グループ 
遠藤 良輔 6 7 月 24 日(月) 

微生物反応を利用した 

資源化実験 
3 

22 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 分子科学・ 

有機反応科学研究室 
福山 高英 20 7 月 12 日(水) 身の回りの化学を見つけよう 15 

23 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科  

分子科学専攻 
小島 秀夫 6 7 月 13 日(木)  分子における左と右 5 

24 ⼤阪府
⽴⼤学 

理学系研究科  

情報数理科学専攻 
山口 睦 15 7 月 14 日(金) 

距離の測り方を変えれば幾何学

も変わる…複素数平面と幾何学 
11 

25 ⼤阪府 
⽴⼤学 理学系研究科 情報数理科学専攻 

入江 幸右衛

門 
20 7 月 19 日(水) ３次方程式を解いてみよう。 4 

26 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 生物科学・ 

分子細胞遺伝学研究室 
川西 優喜 6 7 月 19 日(水)  

遺伝子組換え実験ツールの 

プラスミドを扱おう 
6 

27 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 生物科学専攻・ 

構造生物学研究室 
木下 誉富 6 7 月 21 日(金) 

セリンプロテアーゼの 

基質選択性のしくみ 
4 

28 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 物理科学・ 

数理物理研究室 
会沢 成彦 6 7 月 25 日(火) 

組紐と結び目で見る 

数理と物理の世界 
4 

29 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 物理科学・ 

光物性研究グループ 
大畠 悟郎 6 7 月 18 日(火)  

光のスペクトルを 

観察してみよう！ 
6 

 
2) ポスターセッション 

・ポスター作成    平成２９年７月３１日までに提出、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２９年８月２９日（火） 

・ポスターセッション 平成２９年８月３０日（水）・３１日（木） 

ポスター作成に当たり、前もって基本となるポスターのフォーマットを学内ＰＣネットワークの共有フォルダー

上で配布し、各班は放課後や夏休み等を利用して作成する。ポスター作成に際しては、班員全員が分担するように
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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、「総合科学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 

対象者は第２学年全員と科学探究基礎を受講している第１学年である。７月中旬から下旬にかけて、３～１０名

のグループで、大阪府立大学理学系研究科、工学研究科、現代システム科学域、生命環境科学研究科および近畿大

学理工学部の研究室を訪問し、研究施設や研究活動を実際に見学するとともに、研究室のテーマの講義や実習を受

けることで、大学の研究室の生活を体験することを目的とした。まず、本校の運営指導委員の先生方にお願いして、

本校の生徒を受け入れていただける研究室を募集し、引き受けていただけた研究室の研究内容を示して、生徒に希

望調査を行って訪問する研究室を決定した。その後、グループで研究室を訪問した後、各自で研修レポートを提出

し、グループで報告ポスターを作成、同学年および１年生を対象にポスター発表を実施し、自己評価、相互評価を

行う。これにより、発表する力とともに、相互に評価する力を身につける。また、課題研究を開始するにあたって

研究の道筋や、発表の手順などを体験させる。 

② 日程 

1) 大学訪問研修（詳細は下表参照） 

・場所：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス、近畿大学理工学部 

・日程：平成２９年７月１２日（水）～２７日（木） 

・対象：総合科学科第２学年（１２２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２９年８月３０日（水）１２時３０分～１３時  対象：第２学年生徒・教員 

           ８月３１日（木）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 生命科学科 

分子腫瘍学研究室 
 辻内 俊文 4 7 月 12 日(水) がん細胞の不思議 3 

2 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 12 日(水) 

NMR 装置を用いて分子の形を 

見てみよう。 
4 

3 近畿 
⼤学 

理工学部 理学科 

量子制御研究室 
 近藤 康 10 7 月 12 日(水) 放射線を「見よう」 8 

4 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 12 日(水) 水中の微量元素の検出 4 

5 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 10 7 月 12 日(水) 

高速ビデオカメラによる 

高速現象の観察 
4 
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6 近畿 
⼤学 

理工学部理学科 

応用代数学研究室 
知念 宏司 4 7 月 12 日(水) 本当は深い循環小数の世界 3 

7 近畿 
⼤学 

理工学部情報学科 

計算知能研究室 
半田 久志 6 7 月 12 日(水) 

NPC 構築を例としたエージェント

プログラミング 
6 

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 12 日(水) 光る有機化合物について 4 

9 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科知能情報工学・ 

計算知能工学研究室 
能島 裕介 8 7 月 25 日(火) 生物の進化に基づく人工知能 5 

10 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 6 7 月 13 日(木) 自動走行車模型の試作 4 

11 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科電子物理工学分野・ 

量子物性研究室 
石田 武和 6 7 月 26 日(水) 超伝導の不思議 4 

12 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科化学工学 

資源工学研究室 
岩田 政司 6 7 月 25 日(火) 

泥水をきれいにする―無機電解

質の臨界凝集濃度の決定 
5 

13 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科マテリアル工学・ 

材料プロセス制御研究室 
成澤 雅紀 6 7 月 14 日(金) 物質の耐熱性と様々な振る舞い 5 

14 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科航空宇宙工学分野・ 

航空宇宙流体力学研究室 
新井 隆景 10 7 月 27 日(木) 

飛行機と鳥の違いは？（飛行の

原理：空気力学の基礎） 
10 

15 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科海洋システム工学分野・

有馬研究室 
有馬 正和 6 7 月 25 日(火) 

海中ロボットと海洋環境生態系の

モニタリング 
6 

16 ⼤阪府
⽴⼤学 

工学研究科 機械工学分野 

材料力学研究室 
三村 耕司 6 7 月 18 日(火) 

高速変形時の材料と構造の 

応答特性 
5 

17 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 6 7 月 19 日(水) 植生調査方法 4 

18 ⼤阪府
⽴⼤学 

生命環境科学研究科 緑地環境科学

専攻・緑地計画学研究室 
武田 重昭 10 7 月 21 日(金) ランドスケープデザインとは？ 5 

19 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 6 7 月 21 日(金) 

有機物による水の汚れの 

指標って何？ 
3 

20 ⼤阪府
⽴⼤学 

生命環境科学研究科 緑地環境科学

専攻・生物環境調節学研究グループ 
渋谷 俊夫 10 7 月 25 日(火) 光合成のはかり方 4 

21 ⼤阪府
⽴⼤学 

生命環境科学研究科 生物環境調節

学研究グループ 
遠藤 良輔 6 7 月 24 日(月) 

微生物反応を利用した 

資源化実験 
3 

22 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 分子科学・ 

有機反応科学研究室 
福山 高英 20 7 月 12 日(水) 身の回りの化学を見つけよう 15 

23 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科  

分子科学専攻 
小島 秀夫 6 7 月 13 日(木)  分子における左と右 5 

24 ⼤阪府
⽴⼤学 

理学系研究科  

情報数理科学専攻 
山口 睦 15 7 月 14 日(金) 

距離の測り方を変えれば幾何学

も変わる…複素数平面と幾何学 
11 

25 ⼤阪府 
⽴⼤学 理学系研究科 情報数理科学専攻 

入江 幸右衛

門 
20 7 月 19 日(水) ３次方程式を解いてみよう。 4 

26 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 生物科学・ 

分子細胞遺伝学研究室 
川西 優喜 6 7 月 19 日(水)  

遺伝子組換え実験ツールの 

プラスミドを扱おう 
6 

27 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 生物科学専攻・ 

構造生物学研究室 
木下 誉富 6 7 月 21 日(金) 

セリンプロテアーゼの 

基質選択性のしくみ 
4 

28 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 物理科学・ 

数理物理研究室 
会沢 成彦 6 7 月 25 日(火) 

組紐と結び目で見る 

数理と物理の世界 
4 

29 ⼤阪府 
⽴⼤学 

理学系研究科 物理科学・ 

光物性研究グループ 
大畠 悟郎 6 7 月 18 日(火)  

光のスペクトルを 

観察してみよう！ 
6 

 
2) ポスターセッション 

・ポスター作成    平成２９年７月３１日までに提出、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２９年８月２９日（火） 

・ポスターセッション 平成２９年８月３０日（水）・３１日（木） 

ポスター作成に当たり、前もって基本となるポスターのフォーマットを学内ＰＣネットワークの共有フォルダー

上で配布し、各班は放課後や夏休み等を利用して作成する。ポスター作成に際しては、班員全員が分担するように
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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、「総合科学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 

対象者は第２学年全員と科学探究基礎を受講している第１学年である。７月中旬から下旬にかけて、３～１０名

のグループで、大阪府立大学理学系研究科、工学研究科、現代システム科学域、生命環境科学研究科および近畿大

学理工学部の研究室を訪問し、研究施設や研究活動を実際に見学するとともに、研究室のテーマの講義や実習を受

けることで、大学の研究室の生活を体験することを目的とした。まず、本校の運営指導委員の先生方にお願いして、

本校の生徒を受け入れていただける研究室を募集し、引き受けていただけた研究室の研究内容を示して、生徒に希

望調査を行って訪問する研究室を決定した。その後、グループで研究室を訪問した後、各自で研修レポートを提出

し、グループで報告ポスターを作成、同学年および１年生を対象にポスター発表を実施し、自己評価、相互評価を

行う。これにより、発表する力とともに、相互に評価する力を身につける。また、課題研究を開始するにあたって

研究の道筋や、発表の手順などを体験させる。 

② 日程 

1) 大学訪問研修（詳細は下表参照） 

・場所：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス、近畿大学理工学部 

・日程：平成２９年７月１２日（水）～２７日（木） 

・対象：総合科学科第２学年（１２２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２９年８月３０日（水）１２時３０分～１３時  対象：第２学年生徒・教員 

           ８月３１日（木）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 生命科学科 

分子腫瘍学研究室 
 辻内 俊文 4 7 月 12 日(水) がん細胞の不思議 3 

2 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 12 日(水) 

NMR 装置を用いて分子の形を 

見てみよう。 
4 

3 近畿 
⼤学 

理工学部 理学科 

量子制御研究室 
 近藤 康 10 7 月 12 日(水) 放射線を「見よう」 8 

4 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 12 日(水) 水中の微量元素の検出 4 

5 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 10 7 月 12 日(水) 

高速ビデオカメラによる 

高速現象の観察 
4 
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① 兵庫県立ヒトと自然の博物館 

 生徒たちは、各クラスに分かれ、２つの研修と兵庫県の自然を中心とした施設の見学をした。 

 〈研修内容〉  実習① イカの解剖     実習②  逆さカメラ   館内自由見学 

② 西はりま天文台 

宇宙と人間をテーマに専門家の人からお話を聞いてから、国内最大の「なゆた望遠鏡」で星空の観測を行った。

天候にも恵まれ、木星や土星などを実際に観測することができた。始めてみる大型の望遠鏡に生徒たちは天体観測

に対する興味や意識が高まった。 

③ 関西学院大学 神戸三田キャンパス 

研究室見学は１２～１５名ずつの少人数班に分かれて、２つの研究室を見学させていただいた。研究内容は生徒

たちにとっては難しいものであったかもしれないが、少人数だったこともあり、気軽に教授や学生の方々に質問し

ている姿も見られた。将来の進路選択に役立つ良い機会になった。 

 

＜評価＞ 

 博物館、天文台および大学見学を通じて、普段見たり、体験したりすることができない最先端の設備や技術を体

感することができ、高校３年間の学習に対する良い動機づけになったと考えられる。また、宿泊行事であることか

ら、生徒同士の人間関係を築く良い機会にもなり、有意義な取組となった。 

 

 

（５）校外研修 

＜仮説＞ 
フィールドワークによって校内では見ることのできない自然を体験することで、科学的な興味・関心が高まると

ともに、科学と社会の関係について考えることができる。 

第１学年では、今年度は校外研修として兵庫方面へ出かけて、午前中は神戸市の「人と防災未来センター」で、

午後は淡路島へ移動し、「野島断層・北淡震災記念公園」で研修を行うことで、生物や地学の学習に向けての意欲を

高めることができる。第２学年では、ナショナルトラスト運動によって守られた「和歌山県田辺市の天神崎」で磯

観察を行うことで、環境問題における科学者の社会的責任について考えるとともに、科学への興味が高まり、生物

の学習への動機づけとなる。 

 

＜実践＞ 

第１学年 人と防災未来センター、野島断層・北淡震災記念公園 

１）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２９年１１月１６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２９年１１月１７日（金）  ・参加生徒：総合科学科１年生全員（１２０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  ⇒ ９：４５ 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。 
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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、同じ学年の生徒どうしで、お互いに発

表をし、相互評価をさせた。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。 

＜評価＞ 

① 大学訪問研修 

 大学訪問研修として２９の講座を開講していただいた。これまでと比較して講座数が多いため、すべての講座が

少人数となり、生徒にとって良い環境になったと思われる。多くの講座で、研修設定時間９０分という短時間の中、

分かりやすくかつ興味を持つような研修をしていただいた。生徒も貴重な体験ができて、感想もきわめて前向きな

ものが多かった。日程も約２週間の中から希望をとるため、部活動との両立もできている。 

② ポスターセッション 

 ポスターの作成に当たっては研修に付き添った教員が指導を行った。指導の内容としては、研修内容をいかにわ

かりやすく伝えるかという点に主眼をおいた。生徒もポスター制作時に数回の添削を受けて、書き直していく過程

で、理解を深めたようである。生徒はポスターを作成する作業と、第１学年の生徒に対する発表の機会を得て、プ

レゼンテーション、コミュニケーション能力の習得および向上ができた。 

 

 

（４）サイエンスキャンプ 

＜仮説＞ 

総合科学科の生徒としての意識を養い、博物館や天文台・大学等の施設見学が研修を行うことで、これから高校

で科学を学ぶことへの意識を高めるとともに、先端技術に触れ、科学に対する認識と意欲を喚起する。また、集団

生活を通して自分を見つめ、責任と協調性の態度を養うことができる。 

 

＜実践＞  

＊概要    ・日 程    平成２９年４月２７日（木）～２８日（金） 

 ・宿泊地 兵庫県立西はりま天文台公園  

(兵庫県佐用郡佐用町西河内 ４０７－２) 

・交通手段 貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用 

・参加人数 １２０名 (男子６９名 女子５１名)   

＊行程表 

時程 第１日目：４月２７日（木） 時程 第２日目：４月２８日（金） 

8:25 
9:50 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:10 
15:30 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
21:00 
22:00 

学校 出発 
ヒトと自然の博物館 到着 
諸注意・講義 
午前の部 研修① 
昼食 
午後の部 研修② 
午後の部 研修③ 
人と自然の博物館 出発 
伊沢の里（夕食会場） 到着 
伊沢の里 出発 
西はりま天文台公園 到着 
観望会 
入浴  
最終点呼・消灯・就寝 

6:30 
6:45 
7:15 
7:30 
8:00 
8:30 
10:20 
10:30 
11:50 
12:50 
13:30 
14:00 
15:00 
16:30 

起床 
朝の集い（ラジオ体操） 
配膳準備 
朝食 
宿舎移動・清掃・出発準備 
西はりま天文台公園 出発 
関西学院大学神戸三田キャンパス 到着 
大学説明会・学部説明会 
昼食 
午後の部 研究室見学① 
午後の部 研究室見学② 
見学内容発表 
関西学院大学神戸三田キャンパス 出発 
学校 到着・解散 

 

３グループで 
交代制 

２グループで 
交代制 
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① 兵庫県立ヒトと自然の博物館 

 生徒たちは、各クラスに分かれ、２つの研修と兵庫県の自然を中心とした施設の見学をした。 

 〈研修内容〉  実習① イカの解剖     実習②  逆さカメラ   館内自由見学 

② 西はりま天文台 

宇宙と人間をテーマに専門家の人からお話を聞いてから、国内最大の「なゆた望遠鏡」で星空の観測を行った。

天候にも恵まれ、木星や土星などを実際に観測することができた。始めてみる大型の望遠鏡に生徒たちは天体観測

に対する興味や意識が高まった。 

③ 関西学院大学 神戸三田キャンパス 

研究室見学は１２～１５名ずつの少人数班に分かれて、２つの研究室を見学させていただいた。研究内容は生徒

たちにとっては難しいものであったかもしれないが、少人数だったこともあり、気軽に教授や学生の方々に質問し

ている姿も見られた。将来の進路選択に役立つ良い機会になった。 

 

＜評価＞ 

 博物館、天文台および大学見学を通じて、普段見たり、体験したりすることができない最先端の設備や技術を体

感することができ、高校３年間の学習に対する良い動機づけになったと考えられる。また、宿泊行事であることか

ら、生徒同士の人間関係を築く良い機会にもなり、有意義な取組となった。 

 

 

（５）校外研修 

＜仮説＞ 
フィールドワークによって校内では見ることのできない自然を体験することで、科学的な興味・関心が高まると

ともに、科学と社会の関係について考えることができる。 

第１学年では、今年度は校外研修として兵庫方面へ出かけて、午前中は神戸市の「人と防災未来センター」で、

午後は淡路島へ移動し、「野島断層・北淡震災記念公園」で研修を行うことで、生物や地学の学習に向けての意欲を

高めることができる。第２学年では、ナショナルトラスト運動によって守られた「和歌山県田辺市の天神崎」で磯

観察を行うことで、環境問題における科学者の社会的責任について考えるとともに、科学への興味が高まり、生物

の学習への動機づけとなる。 

 

＜実践＞ 

第１学年 人と防災未来センター、野島断層・北淡震災記念公園 

１）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２９年１１月１６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２９年１１月１７日（金）  ・参加生徒：総合科学科１年生全員（１２０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  ⇒ ９：４５ 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。 
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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、同じ学年の生徒どうしで、お互いに発

表をし、相互評価をさせた。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。 

＜評価＞ 

① 大学訪問研修 

 大学訪問研修として２９の講座を開講していただいた。これまでと比較して講座数が多いため、すべての講座が

少人数となり、生徒にとって良い環境になったと思われる。多くの講座で、研修設定時間９０分という短時間の中、

分かりやすくかつ興味を持つような研修をしていただいた。生徒も貴重な体験ができて、感想もきわめて前向きな

ものが多かった。日程も約２週間の中から希望をとるため、部活動との両立もできている。 

② ポスターセッション 

 ポスターの作成に当たっては研修に付き添った教員が指導を行った。指導の内容としては、研修内容をいかにわ

かりやすく伝えるかという点に主眼をおいた。生徒もポスター制作時に数回の添削を受けて、書き直していく過程

で、理解を深めたようである。生徒はポスターを作成する作業と、第１学年の生徒に対する発表の機会を得て、プ

レゼンテーション、コミュニケーション能力の習得および向上ができた。 

 

 

（４）サイエンスキャンプ 

＜仮説＞ 

総合科学科の生徒としての意識を養い、博物館や天文台・大学等の施設見学が研修を行うことで、これから高校

で科学を学ぶことへの意識を高めるとともに、先端技術に触れ、科学に対する認識と意欲を喚起する。また、集団

生活を通して自分を見つめ、責任と協調性の態度を養うことができる。 

 

＜実践＞  

＊概要    ・日 程    平成２９年４月２７日（木）～２８日（金） 

 ・宿泊地 兵庫県立西はりま天文台公園  

(兵庫県佐用郡佐用町西河内 ４０７－２) 

・交通手段 貸し切りバス（クラス毎 計３台）を使用 

・参加人数 １２０名 (男子６９名 女子５１名)   

＊行程表 

時程 第１日目：４月２７日（木） 時程 第２日目：４月２８日（金） 

8:25 
9:50 
10:00 
11:00 
12:00 
13:00 
14:10 
15:30 
16:30 
17:30 
18:30 
19:30 
21:00 
22:00 

学校 出発 
ヒトと自然の博物館 到着 
諸注意・講義 
午前の部 研修① 
昼食 
午後の部 研修② 
午後の部 研修③ 
人と自然の博物館 出発 
伊沢の里（夕食会場） 到着 
伊沢の里 出発 
西はりま天文台公園 到着 
観望会 
入浴  
最終点呼・消灯・就寝 

6:30 
6:45 
7:15 
7:30 
8:00 
8:30 
10:20 
10:30 
11:50 
12:50 
13:30 
14:00 
15:00 
16:30 

起床 
朝の集い（ラジオ体操） 
配膳準備 
朝食 
宿舎移動・清掃・出発準備 
西はりま天文台公園 出発 
関西学院大学神戸三田キャンパス 到着 
大学説明会・学部説明会 
昼食 
午後の部 研究室見学① 
午後の部 研究室見学② 
見学内容発表 
関西学院大学神戸三田キャンパス 出発 
学校 到着・解散 

 

３グループで 
交代制 

２グループで 
交代制 
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避難場所などをもう一度しっかり確認することができた。 

・初めに見た映像が一番印象に残っています。あんなに簡単に家が壊れてしまうのを初めて見た。 

② 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、日頃触れることがない生き物を熱心に観察していた。ま

た、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、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。 

 

 

（６）第一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」、つくばの「ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター」、「食と農の科学館」「農業環境変動研究セ

ンター」を訪問して、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２９年７月１３日（木）１３時３０分～１５時、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」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、日本

科学未来館の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）事前研修会第２回：７月２８日（金）１０時～１１時、生物講義室、参加２６名 

 サイエンスツアーの行程の確認と、参加費用の徴収 

３）日程・行程 

７月３０日(日)   新大阪駅集合→(新幹線)→東京駅→日本科学未来館(見学･研修)→宿舎(東京都文京区)着 

→夕食→未来館での見学報告会→消灯･就寝 

７月３１日(月)   宿舎発→ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター(見学・昼食)→食と農の科学館（見学）→農業環境

変動研究センター（展示見学と講演）→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）、教員２名 

５）研修場所と研修の概要 

①日本科学未来館(１２時到着、昼食後、１６：３０まで見学、夜に宿舎で班ごとのテーマで発表会) 

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。 

②ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター（１０：００～１１：３０見学後、昼食） 

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。 

 ③食と農の科学館と農業環境変動研究センター（１３：００～１５：００） 

  「食と農の科学館」では最初に概要の説明を受け、各自で日本の農林水産業の持続的な発展を支えている研究

成果を紹介するエリアと、農業技術発達資料館の２つのエリアの見学を行った。その後、「農業環境変動研究セ

ンター」に移動し、最初に芝池博幸氏(生物多様性領域主任研究員)のご講演を聞いた。テーマは「外来生物につ

いて」で、ヒアリの最近の状況のお話から始まり、史前帰化植物や雑種タンポポなど幅広く興味深い内容であっ

た。その後、最新の研究成果を紹介した多数のパネルを見学したが、時間が十分なくて残念であった。 
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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、下記の日程で講師の「天神崎の自然を大切にする会」の常任理事：玉井済夫氏を招いて、「総

合科学Ⅰ」の授業時間を使って、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２９年４月２５日(火) 第５限（１４：２０～１５：２５）  ・場所：本校視聴覚教室 
・講演内容：テーマ「天神崎の自然とナショナルトラスト運動について」 

講師：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２９年５月２６日(金)  この日は、大潮で、干潮は１２時９分（潮位４.７cm）  
・参加生徒：総合科学科２年生（１２０名)   ・交通機関：バス（クラス毎 計３台）を使用 

・付添教員：２学年総合科学科担任３名、副担任と理科教員：８人の計１１人。 

・行程  １）１０時３０分～１３時：天神崎での海岸生物の観察 
     ２）１４時～１５時：京都大学白浜水族館における研修  
・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)  

３）天神崎での磯観察 
 今年は大潮で潮が引き絶好の磯観察日和であった。ただ、干潮時

刻が１２時９分だったので、午前中に天神崎での観察を行った。バ

スから下車後、徒歩で磯へ移動して、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。採集動物の中には、大阪近郊ではあまり見られない生物も含まれ、天神崎の自然の豊かさを確認した。 
４）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る。従来は午前中に水族館の見学をし

ているが、今年は潮の関係で逆になり、午前中に観察した天神崎の動物を確

認する形となった。 
５）磯観察レポート 
観察した動物について、１人１種類ずつ記録したレポートを班ごとにまとめて、提出させた。 

＜評価＞ 
① 第１学年：野島断層・防災未来館 

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

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

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

＜生徒の感想＞ 

・「自分の身は自分で守る」ためにも、地震に対しての知識はすごく大切だと思った。 

・お父さんが神戸で被災して辛い思いをしたことや、怖かったことなどいろんな話を聞けた。いざ地震が起きたときの
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避難場所などをもう一度しっかり確認することができた。 

・初めに見た映像が一番印象に残っています。あんなに簡単に家が壊れてしまうのを初めて見た。 

② 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、日頃触れることがない生き物を熱心に観察していた。ま

た、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、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。 

 

 

（６）第一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」、つくばの「ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター」、「食と農の科学館」「農業環境変動研究セ

ンター」を訪問して、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２９年７月１３日（木）１３時３０分～１５時、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」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、日本

科学未来館の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）事前研修会第２回：７月２８日（金）１０時～１１時、生物講義室、参加２６名 

 サイエンスツアーの行程の確認と、参加費用の徴収 

３）日程・行程 

７月３０日(日)   新大阪駅集合→(新幹線)→東京駅→日本科学未来館(見学･研修)→宿舎(東京都文京区)着 

→夕食→未来館での見学報告会→消灯･就寝 

７月３１日(月)   宿舎発→ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター(見学・昼食)→食と農の科学館（見学）→農業環境

変動研究センター（展示見学と講演）→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）、教員２名 

５）研修場所と研修の概要 

①日本科学未来館(１２時到着、昼食後、１６：３０まで見学、夜に宿舎で班ごとのテーマで発表会) 

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。 

②ＪＡＸＡ・筑波宇宙センター（１０：００～１１：３０見学後、昼食） 

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。 

 ③食と農の科学館と農業環境変動研究センター（１３：００～１５：００） 

  「食と農の科学館」では最初に概要の説明を受け、各自で日本の農林水産業の持続的な発展を支えている研究

成果を紹介するエリアと、農業技術発達資料館の２つのエリアの見学を行った。その後、「農業環境変動研究セ

ンター」に移動し、最初に芝池博幸氏(生物多様性領域主任研究員)のご講演を聞いた。テーマは「外来生物につ

いて」で、ヒアリの最近の状況のお話から始まり、史前帰化植物や雑種タンポポなど幅広く興味深い内容であっ

た。その後、最新の研究成果を紹介した多数のパネルを見学したが、時間が十分なくて残念であった。 
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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、下記の日程で講師の「天神崎の自然を大切にする会」の常任理事：玉井済夫氏を招いて、「総

合科学Ⅰ」の授業時間を使って、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２９年４月２５日(火) 第５限（１４：２０～１５：２５）  ・場所：本校視聴覚教室 
・講演内容：テーマ「天神崎の自然とナショナルトラスト運動について」 

講師：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２９年５月２６日(金)  この日は、大潮で、干潮は１２時９分（潮位４.７cm）  
・参加生徒：総合科学科２年生（１２０名)   ・交通機関：バス（クラス毎 計３台）を使用 

・付添教員：２学年総合科学科担任３名、副担任と理科教員：８人の計１１人。 

・行程  １）１０時３０分～１３時：天神崎での海岸生物の観察 
     ２）１４時～１５時：京都大学白浜水族館における研修  
・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)  

３）天神崎での磯観察 
 今年は大潮で潮が引き絶好の磯観察日和であった。ただ、干潮時

刻が１２時９分だったので、午前中に天神崎での観察を行った。バ

スから下車後、徒歩で磯へ移動して、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。採集動物の中には、大阪近郊ではあまり見られない生物も含まれ、天神崎の自然の豊かさを確認した。 
４）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る。従来は午前中に水族館の見学をし

ているが、今年は潮の関係で逆になり、午前中に観察した天神崎の動物を確

認する形となった。 
５）磯観察レポート 
観察した動物について、１人１種類ずつ記録したレポートを班ごとにまとめて、提出させた。 

＜評価＞ 
① 第１学年：野島断層・防災未来館 

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

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

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

＜生徒の感想＞ 

・「自分の身は自分で守る」ためにも、地震に対しての知識はすごく大切だと思った。 

・お父さんが神戸で被災して辛い思いをしたことや、怖かったことなどいろんな話を聞けた。いざ地震が起きたときの
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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６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 この「科学教室」実施の際、サイエンス部を中心に高校生がアシスタントを務めることで、高校生自身が科

学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＞ 

①日程と内容        ※入門コースは５分野、上級コースは４分野で実施 
日程 入門コース（分野：テーマ） 上級コース（分野：テーマ） 
７月２６日（水） 情報：写真で遊ぼう （なし） 
７月２８日（金） 生物：生き物のふしぎ 物理：簡単なモーターを作ろう 
７月３１日（月） 化学：いろいろな化学変化１ 地学：めざせ気象予報士 
８月 ２日（水） 物理：色のひみつ・光と色 化学：いろいろな化学変化２ 
８月 ４日（金） 地学：夏の星空を知ろう 生物：生物･細胞･核･DNA 

 ② 実施形態：午前１０時～１１時３０分の９０分間。前半と後半の間に５分ほど休憩するなど小学生の集中力

を考慮して企画。対象は原則として小学校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、さらに地域のミニコミ紙に情報提供して募集要

項を掲載。応募方法は、Ｅメール、ＦＡＸの２通りを可能にした。 

参加者は、入門コースが１３名(昨年１２名)、上級コースが１０名(昨年６名)で実施。  

＜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。実際に指導してみて、例年

どおり、こどもたちの自然科学に対する興味・関心の強さを感じた。本校の科学教室も６回目となり、地域に

おける科学教育の拠点化としての認識も広まった。 

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＞ 

小さなこどもたちや地域の住民の方々に、わかりやすい言葉で実験の指導をするということは、高校生にとっ

ても非常に貴重な体験である。しかし、この企画では、準備を進めていくのが課題研究発表会から１学期期末考

査の前ごろになるので、運営面に係わる生徒が少ない。今後は、準備について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。 

＊参加小学生による生物（入門コース）など、受講後の感想 

（今回で印象に残ったもの） 

「全て」「あいぞめとスライム作り」「星座早見盤を作ること」「物理の実験」 

（してみたい実験など） 

「化学反応をおこす実験」「山に行って虫や植物をかんさつしてみたいです」 

（受講後の感想） 

「わかりやすくて初めてきたけどすごく楽しかった」「どの科学教室も楽しかったので、来年も参加したいで

す。」「色々な実験ができて、とてもたのしかったです。また来年も科学教室があったら行きたい、と思いました。」

「５日間いろいろ学べてよかったです。」 

 - 32 - 

＜評価＞ 

 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、発表することで、科学全般に対しての興味・関心を高める取組に位置づけ

ることができた。ＪＡＸＡ・筑波宇宙センターにおいても、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。 

「食と農の科学館」と「農業環境変動センター」では、私たちに身近な食をめぐる様々な研究が行われているこ

とを知ることができ、農学への興味が高まった生徒も多かった。芝池研究員の講演も身近な外来の植物を取り上げ

て、外来生物の侵入についてどう考えたらいいかのヒントを与えていただける内容のもので、参加者も自然科学と

社会の関係について考える貴重な機会を提供していただいた。 

 

 

（７）第二回サイエンスツアー（白浜方面） 

＜仮説＞ 

 サイエンス部が日帰りで大阪近郊の施設を訪問して研修を行う「サイエンスツアー」を企画し、一般生徒の希望

者を募って、その事前研修や運営も担当することで、科学に関して自らの知識を伝える能力を養うとともに、今年

は、近畿大学白浜水産研究所と白浜アドベンチャーワールドを見学することによって、生物の学習で扱う動物に対

する関心を高める。 
＜実践＞ 
① 日程：平成３０年１月２０日(土)      ＊参加者：生徒１９名、教員４名 
② 行き先：近畿大学白浜水産研究所・白浜アドベンチャーワールド（和歌山県田辺市） 
③ 行程：８時 泉北高校集合→（貸切バス）→１０時 到着「近畿大学白浜水産研究所」１１時４５分出発 

→１２時到着「白浜アドベンチャーワールド」１５時出発 →(貸切バス)→泉北高校 １７時着 
④ 研修の概要 
 １）近畿大学白浜水産研究所：クロマグロなどの完全養殖に成功している近畿大学の水産研究所の拠点となる施 

設、養殖中の魚や施設を約１時間３０分にわたって案内していただいた。 
 ２）白浜アドベンチャーワールド：人間（ひと）と動物と自然とのふれあい」をテーマに、多くの施設をもつが、 

ジャイアントパンダの飼育展示やサファリツアーで、グループで興味のある動物やイベントを見学した。 
＜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

６回目となるが、年々、生徒が自主的に取り組めるようになっており、当初の目標が達成されていていると考えら

れる。 
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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６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 この「科学教室」実施の際、サイエンス部を中心に高校生がアシスタントを務めることで、高校生自身が科

学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＞ 

①日程と内容        ※入門コースは５分野、上級コースは４分野で実施 
日程 入門コース（分野：テーマ） 上級コース（分野：テーマ） 
７月２６日（水） 情報：写真で遊ぼう （なし） 
７月２８日（金） 生物：生き物のふしぎ 物理：簡単なモーターを作ろう 
７月３１日（月） 化学：いろいろな化学変化１ 地学：めざせ気象予報士 
８月 ２日（水） 物理：色のひみつ・光と色 化学：いろいろな化学変化２ 
８月 ４日（金） 地学：夏の星空を知ろう 生物：生物･細胞･核･DNA 

 ② 実施形態：午前１０時～１１時３０分の９０分間。前半と後半の間に５分ほど休憩するなど小学生の集中力

を考慮して企画。対象は原則として小学校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、さらに地域のミニコミ紙に情報提供して募集要

項を掲載。応募方法は、Ｅメール、ＦＡＸの２通りを可能にした。 

参加者は、入門コースが１３名(昨年１２名)、上級コースが１０名(昨年６名)で実施。  

＜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。実際に指導してみて、例年

どおり、こどもたちの自然科学に対する興味・関心の強さを感じた。本校の科学教室も６回目となり、地域に

おける科学教育の拠点化としての認識も広まった。 

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＞ 

小さなこどもたちや地域の住民の方々に、わかりやすい言葉で実験の指導をするということは、高校生にとっ

ても非常に貴重な体験である。しかし、この企画では、準備を進めていくのが課題研究発表会から１学期期末考

査の前ごろになるので、運営面に係わる生徒が少ない。今後は、準備について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。 

＊参加小学生による生物（入門コース）など、受講後の感想 

（今回で印象に残ったもの） 

「全て」「あいぞめとスライム作り」「星座早見盤を作ること」「物理の実験」 

（してみたい実験など） 

「化学反応をおこす実験」「山に行って虫や植物をかんさつしてみたいです」 

（受講後の感想） 

「わかりやすくて初めてきたけどすごく楽しかった」「どの科学教室も楽しかったので、来年も参加したいで

す。」「色々な実験ができて、とてもたのしかったです。また来年も科学教室があったら行きたい、と思いました。」

「５日間いろいろ学べてよかったです。」 
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＜評価＞ 

 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、発表することで、科学全般に対しての興味・関心を高める取組に位置づけ

ることができた。ＪＡＸＡ・筑波宇宙センターにおいても、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。 

「食と農の科学館」と「農業環境変動センター」では、私たちに身近な食をめぐる様々な研究が行われているこ

とを知ることができ、農学への興味が高まった生徒も多かった。芝池研究員の講演も身近な外来の植物を取り上げ

て、外来生物の侵入についてどう考えたらいいかのヒントを与えていただける内容のもので、参加者も自然科学と

社会の関係について考える貴重な機会を提供していただいた。 

 

 

（７）第二回サイエンスツアー（白浜方面） 

＜仮説＞ 

 サイエンス部が日帰りで大阪近郊の施設を訪問して研修を行う「サイエンスツアー」を企画し、一般生徒の希望

者を募って、その事前研修や運営も担当することで、科学に関して自らの知識を伝える能力を養うとともに、今年

は、近畿大学白浜水産研究所と白浜アドベンチャーワールドを見学することによって、生物の学習で扱う動物に対

する関心を高める。 
＜実践＞ 
① 日程：平成３０年１月２０日(土)      ＊参加者：生徒１９名、教員４名 
② 行き先：近畿大学白浜水産研究所・白浜アドベンチャーワールド（和歌山県田辺市） 
③ 行程：８時 泉北高校集合→（貸切バス）→１０時 到着「近畿大学白浜水産研究所」１１時４５分出発 

→１２時到着「白浜アドベンチャーワールド」１５時出発 →(貸切バス)→泉北高校 １７時着 
④ 研修の概要 
 １）近畿大学白浜水産研究所：クロマグロなどの完全養殖に成功している近畿大学の水産研究所の拠点となる施 

設、養殖中の魚や施設を約１時間３０分にわたって案内していただいた。 
 ２）白浜アドベンチャーワールド：人間（ひと）と動物と自然とのふれあい」をテーマに、多くの施設をもつが、 

ジャイアントパンダの飼育展示やサファリツアーで、グループで興味のある動物やイベントを見学した。 
＜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

６回目となるが、年々、生徒が自主的に取り組めるようになっており、当初の目標が達成されていていると考えら

れる。 
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（３）泉北こども科学フェスティバル 

＜仮説＞ 

 高校生が地域の小学生を対象に科学教室を企画運営することで、自然科学のアウトリ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＞ 

 ・日時：平成２９年１２月２３日（土）１０時～１５時 

 ・場所：堺市立栂文化会館（研修室・料理室・第１講座室の計３部屋） 

 ・出展内容：合計１１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 ２ブース） 

  アハ体験・葉脈しおりを作ろう・スーパーボールを作ろう・The Fruits Battery～果物電池を作ろう～・ 

  はかりを使わず水をはかろう・静電気を感じよう・単極モーター・月について知ろう・ワンカット折り紙で遊

ぼう・チリメンモンスターをさがせ・空気砲で遊んで学ぼう 

・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分に入場終了、１５時に終了。１６時００分までに後片づけを終え、撤収した。 

・対象：本校近隣の小学校の３年生～６年生、今年の参加者は約２１０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月中旬から、堺市南区の小学校および和泉市の一部の小学校に案内チラシを作成し配布、ま 

た本校ＨＰにも掲載し、地元のコミュニティ紙にも記事を掲載していただいた。 

※参加者（小学生および保護者）の感想より（当日のアンケートより） 

＜「自由に感想を書いて下さい」というアンケートに対して／抜粋＞ 

・「単極モーター」でねじがくるくる回るやつが楽しかった。さわったらちょっとあつかったです。（３年） 

・アハ体験と月について知ろうが楽しかったです。「月について知ろう」で、ペーパークラフト地球儀を作るのが

楽しかったです。科学がもっと好きになりました。（４年） 

・今回も楽しかったです。川の微生物などを顕微鏡で見るようなこともしてみたいです。（６年） 

・生徒さんのプレゼン力が高くて感心しました。みなさんのような人にこどもが育ってほしい。（保護者） 

・生徒さんがどのブースも優しく接してくれて、とても好印象でした。ありがとうございました。（保護者） 

＜評価＞ 

 生徒たちの各グループがブースの出展内容の立案を行い、当日のガイドブックの原稿も作成した。さらに、当日

の会場での受付や誘導などもすべて生徒たちで運営し、当初の目的であるアウトリーチ活動を体験できたと考えら

れる。この活動を通して、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。 
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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。 
＜研究内容・方法＞ 
① 若松台中学校 第３学年対象の「泉北科学教室」 
１）日時  平成２９年１０月１０日（火）１４時～１５時 
２）対象  堺市立若松台中学校 第３学年（１２６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 １５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 ２０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。 Ｃ 化学Ｂ 化学第２ 

実験室 １９名 

Ｄ 生物Ａ 生物講義室 ２５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 ２３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 ２４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   平成２９年１０月２８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３００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） 
＜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

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。 
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（３）泉北こども科学フェスティバル 

＜仮説＞ 

 高校生が地域の小学生を対象に科学教室を企画運営することで、自然科学のアウトリ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＞ 

 ・日時：平成２９年１２月２３日（土）１０時～１５時 

 ・場所：堺市立栂文化会館（研修室・料理室・第１講座室の計３部屋） 

 ・出展内容：合計１１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 ２ブース） 

  アハ体験・葉脈しおりを作ろう・スーパーボールを作ろう・The Fruits Battery～果物電池を作ろう～・ 

  はかりを使わず水をはかろう・静電気を感じよう・単極モーター・月について知ろう・ワンカット折り紙で遊

ぼう・チリメンモンスターをさがせ・空気砲で遊んで学ぼう 

・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分に入場終了、１５時に終了。１６時００分までに後片づけを終え、撤収した。 

・対象：本校近隣の小学校の３年生～６年生、今年の参加者は約２１０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月中旬から、堺市南区の小学校および和泉市の一部の小学校に案内チラシを作成し配布、ま 

た本校ＨＰにも掲載し、地元のコミュニティ紙にも記事を掲載していただいた。 

※参加者（小学生および保護者）の感想より（当日のアンケートより） 

＜「自由に感想を書いて下さい」というアンケートに対して／抜粋＞ 

・「単極モーター」でねじがくるくる回るやつが楽しかった。さわったらちょっとあつかったです。（３年） 

・アハ体験と月について知ろうが楽しかったです。「月について知ろう」で、ペーパークラフト地球儀を作るのが

楽しかったです。科学がもっと好きになりました。（４年） 

・今回も楽しかったです。川の微生物などを顕微鏡で見るようなこともしてみたいです。（６年） 

・生徒さんのプレゼン力が高くて感心しました。みなさんのような人にこどもが育ってほしい。（保護者） 

・生徒さんがどのブースも優しく接してくれて、とても好印象でした。ありがとうございました。（保護者） 

＜評価＞ 

 生徒たちの各グループがブースの出展内容の立案を行い、当日のガイドブックの原稿も作成した。さらに、当日

の会場での受付や誘導などもすべて生徒たちで運営し、当初の目的であるアウトリーチ活動を体験できたと考えら

れる。この活動を通して、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。 
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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。 
＜研究内容・方法＞ 
① 若松台中学校 第３学年対象の「泉北科学教室」 
１）日時  平成２９年１０月１０日（火）１４時～１５時 
２）対象  堺市立若松台中学校 第３学年（１２６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 １５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 ２０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。 Ｃ 化学Ｂ 化学第２ 

実験室 １９名 

Ｄ 生物Ａ 生物講義室 ２５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 ２３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 ２４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   平成２９年１０月２８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３００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） 
＜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

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。 
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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１２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２９年度は１４名(２年６名、３年８

名)で活動を開始し、４月に新入生が６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１３年目となるが、それらの結果は今年１０月２１日（土）に行われた「大阪府生徒研

究発表会」でポスター発表し、銀賞を受賞した。また、１１月２３日（木）に開催された大阪府高等学校生物教育

研究会の生徒研究発表会や、２月３日（土）の「私の水辺泉北交流集会」・２月１０日（土）の大阪市立都島工業

高校の課題研究発表会（招待発表）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

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２９年度は５つの号（４５～４９号）を発行した。部員たちが企画・執筆を担当し、ＳＳＨ事
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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２９年７月２３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 「第１６回こどものためのジオ・カーニバル」への参加 

・日時：平成２９年１１月４日（土）・５日（日) 

・場所：大阪市立科学館 

・概要：サイエンス部員が、ボランティアの高校生スタッフとして参加。スタッフとして、受付やブース出展・ 

セミナーの助手（手伝い）を担当するとともに、交代で一部のセミナーやブースでの実験・観察・製作 

に参加し、地学に関する体験学習を経験した。この参加で地学関係にも興味・関心をもってくれた。ま 

た、他の高校の天文関連のクラブが出展していることには刺激を受けたようだ。 

③ 堺市教育委員会主催「サかイエンス２０１８」 
 ・日時：平成３０年１月２８日（日）（朝９時から準備）９時３０分～１６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１１００人であ 
った。本校が参加するのは今年で５年目になり、約２２０組の親子が参加した。 

  ・内容：サイエンス部７名が講師を担当し、２班に分かれて「チリモン探し」と「のりのりスーパーボール」 
の２つの実習を行った。所要時間は全体で約２０～２５分であった。「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５分以内に見つけたチリモンのうちで、気にいっ 
たものを２つ用紙に貼って持って帰ってもらった。「スーパーボール」は、飽和食塩水に水のりを加え、ポ 
スターカラーで色付けして、割りばしでよく混ぜて集まってきた水のりの塊を手で丸めて脱水し、乾燥させ 
るというものである。ナイロン袋に入れて持ち帰ってもらった。いずれも好評で各回３０分で定員２０名が 
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３０年２月３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１３年間の変遷」について発表 

した。また、ブースでは、参加した小学生や地域の住民の方々に、研究の成果をポスター発表の形で紹介す 

るとともに、チリモン探しやプランクトンの顕微鏡観察を行い、いずれも非常に好評であった。他にも、泉 

北地域で活動している市民団体や小中学校や高校・大学・行政機関も多数ブース展示をされており、生徒た 
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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１２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２９年度は１４名(２年６名、３年８

名)で活動を開始し、４月に新入生が６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１３年目となるが、それらの結果は今年１０月２１日（土）に行われた「大阪府生徒研

究発表会」でポスター発表し、銀賞を受賞した。また、１１月２３日（木）に開催された大阪府高等学校生物教育

研究会の生徒研究発表会や、２月３日（土）の「私の水辺泉北交流集会」・２月１０日（土）の大阪市立都島工業

高校の課題研究発表会（招待発表）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

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２９年度は５つの号（４５～４９号）を発行した。部員たちが企画・執筆を担当し、ＳＳＨ事
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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２９年７月２３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 「第１６回こどものためのジオ・カーニバル」への参加 

・日時：平成２９年１１月４日（土）・５日（日) 

・場所：大阪市立科学館 

・概要：サイエンス部員が、ボランティアの高校生スタッフとして参加。スタッフとして、受付やブース出展・ 

セミナーの助手（手伝い）を担当するとともに、交代で一部のセミナーやブースでの実験・観察・製作 

に参加し、地学に関する体験学習を経験した。この参加で地学関係にも興味・関心をもってくれた。ま 

た、他の高校の天文関連のクラブが出展していることには刺激を受けたようだ。 

③ 堺市教育委員会主催「サかイエンス２０１８」 
 ・日時：平成３０年１月２８日（日）（朝９時から準備）９時３０分～１６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１１００人であ 
った。本校が参加するのは今年で５年目になり、約２２０組の親子が参加した。 

  ・内容：サイエンス部７名が講師を担当し、２班に分かれて「チリモン探し」と「のりのりスーパーボール」 
の２つの実習を行った。所要時間は全体で約２０～２５分であった。「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５分以内に見つけたチリモンのうちで、気にいっ 
たものを２つ用紙に貼って持って帰ってもらった。「スーパーボール」は、飽和食塩水に水のりを加え、ポ 
スターカラーで色付けして、割りばしでよく混ぜて集まってきた水のりの塊を手で丸めて脱水し、乾燥させ 
るというものである。ナイロン袋に入れて持ち帰ってもらった。いずれも好評で各回３０分で定員２０名が 
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３０年２月３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１３年間の変遷」について発表 

した。また、ブースでは、参加した小学生や地域の住民の方々に、研究の成果をポスター発表の形で紹介す 

るとともに、チリモン探しやプランクトンの顕微鏡観察を行い、いずれも非常に好評であった。他にも、泉 

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

Ｔ（スーパーイングリッシュティーチャー）による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＞ 

 平成２９年度に１・２年生に向けて行った授業アンケートのうち、【設問８】と【設問９】の結果を示す。 

【設問８】授業内容に、興味・関心を持つことができたと感じている。 

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

【設問９】授業を受けて、知識や技能が身についたと感じている。 

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

【設問８】の「興味・関心」について、肯定的に答えた（①よくあてはまる・②ややあてはまる を選択した）

生徒の割合は、第２回アンケート結果において１年生６９．７％、２年生７８．９％だった。 

【設問９】の「知識・技能」について、肯定的に答えた生徒の割合は、同結果において１年生７６．７％、２年

生７９．８％だった。 

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。また、１年時の少人数授業を経た生徒が、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よう、様々な手法や対策を講じたい。同時

に、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、彼らは英語を学ぶ意義を理解し活動できたと考えている。 

 

 
（２）科学英語基礎 

＜仮説＞ 
英語科との連携によって、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。 

＜実践＞ 
① 実施方法 

１年時に学校設定科目Global English Training（ＧＥＴ）を履修した生徒のうち、希望者が第２学年で「科

学英語基礎」を選択履修する。１年次の GET で築いた基礎力をもとにさらなる科学英語の習得に取り組みなが

ら、課題研究発表会で自らの研究内容を英語で発表することをめざす。１単位の選択授業として理科教諭１名、
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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２９年８月１日(火)～２日(水)に、和歌山県下津の加茂郷駅周辺の海岸で、第１学年６名・第

２学年６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４年目となり、

観測を継続している。 

⑤ 第５回放射線セミナーでの研究発表 

８月６日（日）に大阪科学技術センターで開催された「第６回放射線セミナー高校生サマースクール」における

高校生対抗プレゼンテーションにサイエンス部員６人が参加した。この催しは平成２４年度から行われており、各

校が「放射線」に関するプレゼンテーション能力を競うもので、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、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や、サイエンスツアーで訪問した日本科学未来館での指導も受けて、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公開実験 

９月８日(金)～９日(土)に行われた本校の文化祭で、公開実験を行った。炎色反応・粉じん爆発・人工いくら作

り・空気砲などの実験を部員が独自に企画し、事前に予備実験をするなど十分な準備をして臨んだ。８日は参加者

は少なかったが、９日は保護者の方々や小中学生も含めて多くの参加者があり、、参加者にも様々な体験していた

だき、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やスプライトの観測をはじ

めとする継続的な研究に加えて、興味を持つメンバーが様々な活動を行うようになり、研究テーマも広がってい

る。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。 

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年度の堺市環境活動表彰を受賞し、平成３０年２月１４日に堺市長

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 

１０月２１日（土）～２２日（日）に開催された第７回「科学の甲子園」大阪府大会に参加した。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、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。 

今年は２１日午前中に大阪工業大学（梅田キャンパス）で６分野から出題された問題を６人で分担して解く筆答

試験があり、２２日に大阪工業大学（大宮キャンパス・総合体育館）で、与えられた道具・材料で物理・化学分野

の実験により問題を解くという実技試験に挑戦した。表彰対象の上位３校には入れなかったが、生徒たちにはよい

経験になった。来年度はさらに好成績がとれるように、事前学習・実習を行って臨みたい。 
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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ＳＥ

Ｔ（スーパーイングリッシュティーチャー）による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＞ 

 平成２９年度に１・２年生に向けて行った授業アンケートのうち、【設問８】と【設問９】の結果を示す。 

【設問８】授業内容に、興味・関心を持つことができたと感じている。 

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

【設問９】授業を受けて、知識や技能が身についたと感じている。 

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

【設問８】の「興味・関心」について、肯定的に答えた（①よくあてはまる・②ややあてはまる を選択した）

生徒の割合は、第２回アンケート結果において１年生６９．７％、２年生７８．９％だった。 

【設問９】の「知識・技能」について、肯定的に答えた生徒の割合は、同結果において１年生７６．７％、２年

生７９．８％だった。 

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。また、１年時の少人数授業を経た生徒が、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よう、様々な手法や対策を講じたい。同時

に、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、彼らは英語を学ぶ意義を理解し活動できたと考えている。 

 

 
（２）科学英語基礎 

＜仮説＞ 
英語科との連携によって、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。 

＜実践＞ 
① 実施方法 

１年時に学校設定科目Global English Training（ＧＥＴ）を履修した生徒のうち、希望者が第２学年で「科

学英語基礎」を選択履修する。１年次の GET で築いた基礎力をもとにさらなる科学英語の習得に取り組みなが

ら、課題研究発表会で自らの研究内容を英語で発表することをめざす。１単位の選択授業として理科教諭１名、
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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２９年８月１日(火)～２日(水)に、和歌山県下津の加茂郷駅周辺の海岸で、第１学年６名・第

２学年６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４年目となり、

観測を継続している。 

⑤ 第５回放射線セミナーでの研究発表 

８月６日（日）に大阪科学技術センターで開催された「第６回放射線セミナー高校生サマースクール」における

高校生対抗プレゼンテーションにサイエンス部員６人が参加した。この催しは平成２４年度から行われており、各

校が「放射線」に関するプレゼンテーション能力を競うもので、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、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や、サイエンスツアーで訪問した日本科学未来館での指導も受けて、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公開実験 

９月８日(金)～９日(土)に行われた本校の文化祭で、公開実験を行った。炎色反応・粉じん爆発・人工いくら作

り・空気砲などの実験を部員が独自に企画し、事前に予備実験をするなど十分な準備をして臨んだ。８日は参加者

は少なかったが、９日は保護者の方々や小中学生も含めて多くの参加者があり、、参加者にも様々な体験していた

だき、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やスプライトの観測をはじ

めとする継続的な研究に加えて、興味を持つメンバーが様々な活動を行うようになり、研究テーマも広がってい

る。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。 

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年度の堺市環境活動表彰を受賞し、平成３０年２月１４日に堺市長

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 

１０月２１日（土）～２２日（日）に開催された第７回「科学の甲子園」大阪府大会に参加した。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、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。 

今年は２１日午前中に大阪工業大学（梅田キャンパス）で６分野から出題された問題を６人で分担して解く筆答

試験があり、２２日に大阪工業大学（大宮キャンパス・総合体育館）で、与えられた道具・材料で物理・化学分野

の実験により問題を解くという実技試験に挑戦した。表彰対象の上位３校には入れなかったが、生徒たちにはよい

経験になった。来年度はさらに好成績がとれるように、事前学習・実習を行って臨みたい。 
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＜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） 
・教員による事前指導  英語によるプレゼン発表準備、Setiawangsa 校とのSkype交流 

２）現地研修の概要  （ＳＳＨ・ＳＧＨ合同プログラム） 
 ・実施時期 平成２９年８月１４日（月）～平成２９年８月２０日（日）（６泊７日） 
 ・実施場所 ボルネオ島（コタキナバル近郊）、クアラルンプール 
 ・引率教員 ３名 
・参加生徒： 総合科学科１年生 男子２名・女子１名、２年生 女子１名 

国際文化科１年生 男子１名・女子３名、計８名 
３）行程と生徒の感想 
８月１４日（月） ～現地高校での発表準備～ 

関西空港から直行便でクアラルンプールへ。翌日の発表に向けて練習。 

８月１５日（火） ～現地高校生と合同発表～ 
朝６時過ぎにホテルを出発し、クアラルンプールの公立高校SMK Taman Setiawangsa 校へ。泉北高校のSSHの生

徒は英語で泉北高校の紹介、地球の環境問題について発表を行った。野菜の皮を再利用したきんぴらや出汁の取り

方を紹介し、現地校の生徒も興味を示した。午後からは、特別支援学級の授業見学や高校生による「麻薬・飲酒・

喫煙」の撲滅運動の紹介をして頂き、マレーシアの高校生の真摯に勉学に励む姿にとても刺激を受けた。 

８月１６日（水） ～ボルネオ島 少数民族の家へホームステイ～ 
ボルネオ島に移動し、午前中はロッカウィ動物園を訪問した。絶滅危惧種に指定されているオランウータンやボ

ルネオ島でしか見られないテングザルやボルネオ象などを観察した。 

午後からはモンゴル・バル村に移動し、ＪＩＣＡ青年海外協力隊の永岡氏と一緒にホームステイ交流を行った。

夜には、村の人がつくった竹細工製品を売りに来てくれた。今後はネット販売などを通じて、さらに販売を拡大で

きればと考えているようである。 

８月１７日（木） ～ウルスナガン小学校訪問・ゴムの採取・吹き矢の体験～ 
午前中は、ウルスナガン小学校を訪問した。小学生のみなさんが民族衣装を身につけ、民族舞踊を披露してくれ

た。泉北高校の生徒は練習してきたソーラン節を披露した。みんなでドラえもんの歌を合唱したり、民族舞踊を教

えてもらって一緒に踊ったり、言葉や文化の壁を越えて交流を深めた。 

午後からは、ホームステイ先に帰り、吹き矢の体験とゴムの採集体験をさせていただいた。 

８月１８日（金）～サバ大学訪問とボルネオ島の豊かな生態系を学ぶ～ 
ボルネオ島にあるサバ大学の生物多様性センターを訪問し、講義をうけた。マレーシアのアブラヤシ農園の開発

による環境問題の拡大、日本の経済とマレーシアとの関係などを学ぶことができた。午後からは、昆虫採集に行き、

自分たちがつかまえたバッタや蜂を標本にする体験をさせていただいた。その後、リバーサファリにて野生のテン

グザルやホタルを見ることができた。 
８月１９日（土） ～ＮＧＯ団体「Clear」の活動見学～ 

午前中は、コタキナバル近郊のピナンパン村で、河川と土壌の汚染防止に取り組むＮＧＯ「Clear」の活動を見

学した。工業の発展による工業廃水の増加によって川は汚れ、昔よりもはるかに動植物が少なくなってしまったよ

うである。有機肥料は化学肥料に比べ、土中からの汚染物質の流出が少なく、環境への影響も少ないため、「タカ

クラ式コンポスト」や鶏に植物の皮を踏ませることにより有機肥料をつくる活動を行っていた。また、年に数回、

竹で作った船で川を下るお祭りを開催し、活動内容を周辺住民に広める活動も行っていた。 

８月２０日（日） ～帰国～ 
コタキナバルを１６時４５分に飛行機で発ち、クアラルンプールを経由し、翌朝６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、ポスター発表をした。 

Setiawangsa 校のみなさん 
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英語科教諭１名、ＮＥＴ１名によるオールイングリッシュによる授業を展開する。英語で手順を確認して科学の

実験を行い、英語を用いて科学に触れる。また課題研究を英語で発表するための準備を行う。 
② 実施の状況 

「科学英語基礎」開講５年目の今年度は、総合科学科第２学年５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、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

前に生徒自身に仮説をたてさせ、その仮説を検証するための実験計画を立てさせた。実験は１４回程度行い、各

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

ライドを作成し、担当外の教員も含めて数名の前で英語による口頭発表を行い、質疑応答なども英語で行った。 
 
＜評価＞ 
 英語科と連携して、高い英語コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の基礎を養うことができた。

実際に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。 
 

2017年度 科学英語基礎 経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(３) ボルネオ海外研修 

＜仮説＞ 

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、ホームステイを通して、外国の持続可能な社会をめ

ざすための取組を学ぶ。また、サバ大学などの施設や絶滅危惧種の動物の見学、熱帯雨林を直接体験できる機会を

通して地球環境に対する理解を深める。現在、自然科学系の研究の共通語となっている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。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。 
 

 
2018.1.17ポスター発表会風景 

１学期 5/10㈬ Elephant’s Toothpaste（触媒反応）実験 

 5/31㈬ Elephant’s Toothpaste プレゼン 
 6/ 7㈬ Quicksand（粉末の液状化）実験 
 6/14㈬ Quicksand プレゼン 
 6/21㈬ Crushing Cans（大気圧）実験 
 7/12㈬ Crushing Cans プレゼン、Straw Flute（笛製作） 
２学期 8/30㈬ Balloon Rockets（空気圧）実験 

 9/ 6㈬  Balloon Rockets プレゼン 

 9/13㈬ Electromagnet（電磁石）実験 
 10/18㈬ Electromagnet プレゼン 
 10/25㈬ Ghost Bubbles（気体発生）実験 
 11/ 1㈬ 生徒による実験   

  ①The Unbreakable Balloon（表面張力実験） 
  ②Salt Magic（寒剤実験） 
 11/ 8㈬ ③Iron and Slime（砂鉄＋スライム実験） 

 11/22㈬ ④Water-absorbing Polymer（吸水ポリマー実験） 

 11/29㈬ ⑤ Mysterious Juice（溶液の比重実験） 

３学期 1/10㈬ ポスター発表準備 

 1/17㈬ ポスター発表 

 1/24㈬ じゃがいも電池 実験 

 1/31㈬ 野菜・果物電池 実験 

 2/ 7㈬ パワーポイント作成 

 2/14㈬ パワーポイント発表 
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＜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） 
・教員による事前指導  英語によるプレゼン発表準備、Setiawangsa 校とのSkype交流 

２）現地研修の概要  （ＳＳＨ・ＳＧＨ合同プログラム） 
 ・実施時期 平成２９年８月１４日（月）～平成２９年８月２０日（日）（６泊７日） 
 ・実施場所 ボルネオ島（コタキナバル近郊）、クアラルンプール 
 ・引率教員 ３名 
・参加生徒： 総合科学科１年生 男子２名・女子１名、２年生 女子１名 

国際文化科１年生 男子１名・女子３名、計８名 
３）行程と生徒の感想 
８月１４日（月） ～現地高校での発表準備～ 

関西空港から直行便でクアラルンプールへ。翌日の発表に向けて練習。 

８月１５日（火） ～現地高校生と合同発表～ 
朝６時過ぎにホテルを出発し、クアラルンプールの公立高校SMK Taman Setiawangsa 校へ。泉北高校のSSHの生

徒は英語で泉北高校の紹介、地球の環境問題について発表を行った。野菜の皮を再利用したきんぴらや出汁の取り

方を紹介し、現地校の生徒も興味を示した。午後からは、特別支援学級の授業見学や高校生による「麻薬・飲酒・

喫煙」の撲滅運動の紹介をして頂き、マレーシアの高校生の真摯に勉学に励む姿にとても刺激を受けた。 

８月１６日（水） ～ボルネオ島 少数民族の家へホームステイ～ 
ボルネオ島に移動し、午前中はロッカウィ動物園を訪問した。絶滅危惧種に指定されているオランウータンやボ

ルネオ島でしか見られないテングザルやボルネオ象などを観察した。 

午後からはモンゴル・バル村に移動し、ＪＩＣＡ青年海外協力隊の永岡氏と一緒にホームステイ交流を行った。

夜には、村の人がつくった竹細工製品を売りに来てくれた。今後はネット販売などを通じて、さらに販売を拡大で

きればと考えているようである。 

８月１７日（木） ～ウルスナガン小学校訪問・ゴムの採取・吹き矢の体験～ 
午前中は、ウルスナガン小学校を訪問した。小学生のみなさんが民族衣装を身につけ、民族舞踊を披露してくれ

た。泉北高校の生徒は練習してきたソーラン節を披露した。みんなでドラえもんの歌を合唱したり、民族舞踊を教

えてもらって一緒に踊ったり、言葉や文化の壁を越えて交流を深めた。 

午後からは、ホームステイ先に帰り、吹き矢の体験とゴムの採集体験をさせていただいた。 

８月１８日（金）～サバ大学訪問とボルネオ島の豊かな生態系を学ぶ～ 
ボルネオ島にあるサバ大学の生物多様性センターを訪問し、講義をうけた。マレーシアのアブラヤシ農園の開発

による環境問題の拡大、日本の経済とマレーシアとの関係などを学ぶことができた。午後からは、昆虫採集に行き、

自分たちがつかまえたバッタや蜂を標本にする体験をさせていただいた。その後、リバーサファリにて野生のテン

グザルやホタルを見ることができた。 
８月１９日（土） ～ＮＧＯ団体「Clear」の活動見学～ 

午前中は、コタキナバル近郊のピナンパン村で、河川と土壌の汚染防止に取り組むＮＧＯ「Clear」の活動を見

学した。工業の発展による工業廃水の増加によって川は汚れ、昔よりもはるかに動植物が少なくなってしまったよ

うである。有機肥料は化学肥料に比べ、土中からの汚染物質の流出が少なく、環境への影響も少ないため、「タカ

クラ式コンポスト」や鶏に植物の皮を踏ませることにより有機肥料をつくる活動を行っていた。また、年に数回、

竹で作った船で川を下るお祭りを開催し、活動内容を周辺住民に広める活動も行っていた。 

８月２０日（日） ～帰国～ 
コタキナバルを１６時４５分に飛行機で発ち、クアラルンプールを経由し、翌朝６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、ポスター発表をした。 

Setiawangsa 校のみなさん 
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英語科教諭１名、ＮＥＴ１名によるオールイングリッシュによる授業を展開する。英語で手順を確認して科学の

実験を行い、英語を用いて科学に触れる。また課題研究を英語で発表するための準備を行う。 
② 実施の状況 

「科学英語基礎」開講５年目の今年度は、総合科学科第２学年５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、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

前に生徒自身に仮説をたてさせ、その仮説を検証するための実験計画を立てさせた。実験は１４回程度行い、各

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

ライドを作成し、担当外の教員も含めて数名の前で英語による口頭発表を行い、質疑応答なども英語で行った。 
 
＜評価＞ 
 英語科と連携して、高い英語コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の基礎を養うことができた。

実際に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。 
 

2017年度 科学英語基礎 経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(３) ボルネオ海外研修 

＜仮説＞ 

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、ホームステイを通して、外国の持続可能な社会をめ

ざすための取組を学ぶ。また、サバ大学などの施設や絶滅危惧種の動物の見学、熱帯雨林を直接体験できる機会を

通して地球環境に対する理解を深める。現在、自然科学系の研究の共通語となっている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。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。 
 

 
2018.1.17ポスター発表会風景 

１学期 5/10㈬ Elephant’s Toothpaste（触媒反応）実験 

 5/31㈬ Elephant’s Toothpaste プレゼン 
 6/ 7㈬ Quicksand（粉末の液状化）実験 
 6/14㈬ Quicksand プレゼン 
 6/21㈬ Crushing Cans（大気圧）実験 
 7/12㈬ Crushing Cans プレゼン、Straw Flute（笛製作） 
２学期 8/30㈬ Balloon Rockets（空気圧）実験 

 9/ 6㈬  Balloon Rockets プレゼン 

 9/13㈬ Electromagnet（電磁石）実験 
 10/18㈬ Electromagnet プレゼン 
 10/25㈬ Ghost Bubbles（気体発生）実験 
 11/ 1㈬ 生徒による実験   

  ①The Unbreakable Balloon（表面張力実験） 
  ②Salt Magic（寒剤実験） 
 11/ 8㈬ ③Iron and Slime（砂鉄＋スライム実験） 

 11/22㈬ ④Water-absorbing Polymer（吸水ポリマー実験） 

 11/29㈬ ⑤ Mysterious Juice（溶液の比重実験） 

３学期 1/10㈬ ポスター発表準備 

 1/17㈬ ポスター発表 

 1/24㈬ じゃがいも電池 実験 

 1/31㈬ 野菜・果物電池 実験 

 2/ 7㈬ パワーポイント作成 

 2/14㈬ パワーポイント発表 
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・参加者：彰化高級中学（生徒約６０人＋教員８名）、泉北高等学校（生徒３人＋教員１名） 
・泉北高等学校の発表生徒  第３学年 男子１名 女子２名 

③ 発表会の様子 
  発表会は国立彰化高級中学の生徒２名の司会で進められ、両校の代表者の挨拶の後、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「Impact 
Absorption Using Dilatancy」、「Production of Glass Using Chalk Dust」というテーマで、それぞれ英語でプ

レゼンテーションを行った。英語による発表は事前の練習の成果もあり、スムーズに進んだ。彰化高級中学校の

生徒は、ジェスチャーを交えて、原稿も全く見ないで、かなり流暢な英語で発表ができる者が多かった。残念な

がら、本校の生徒は原稿を見ながらの発表で、内容的には高いレベルであったが、英語による発表という観点で

は、まだまだ不十分であり、今後に課題を残した。 
＜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。発表を実施した３年生

は、１年次には学校設定科目「ＧＥＴ」を、２年次には学校設定科目「科学英語基礎」を開講し、その受講生

に対して、２年間にわたって指導を行い、課題研究の発表要旨や発表ポスターをすべて英語にすること、口頭

発表もすべて英語で行うことをめざしてきた。その結果、平成２６年度の課題研究発表会では１０題の口頭発

表の内３題を英語で、平成２７～２９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り、今後もこの合同発表会を核にして、共通の言語である英語を用いて、科学の分野

での交流を続けていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

合同発表会 記念写真撮影 本校生徒の発表の様子 

代表生徒の記念写真 彰化高級中学の学校紹介 彰化高級中学の生徒による発表 
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＜評価＞ 
熱帯多雨林の中に入って森林や動物の生態を体感することができた。モンゴル・バル村にホームステイしたこと

は、生徒たちには貴重な体験となり、ＪＩＣＡの方のお話を聞いたり、村の人たちと関わったりする中で異文化理

解や地球環境に対する理解を深めることができた。また、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。研修前後の発表準備を通して、自ら考え、工夫する考察力を身につけ、班の中での

自分の役割をしっかりと果たし、協力することの大切さを学ぶとともに、英語によるプレゼンテーション能力・コ

ミュニケーション能力を高めることができた。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（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。それととも 

に、科学の分野における英語の重要性を認識させ、幅広い交流によって、国際的に活躍できる科学者を育成で 

きる。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国立中央大学附属中壢高級中学と、台中市に近い彰化県にある国立彰化高級中学の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

ることになった。この年は本校と彰化高級中学に加えて、彰化女子高級中学の３校での合同研究発表会が行われ

た。この交流が毎年継続し、今年も８月には本校に彰化高級中学の生徒が来校して研究発表を行い、１２月には

台湾で第４回目の合同発表会を開催することができた。 
② 第４回合同研究発表会の開催 

・名 称：１０６學年度 數理專題研究聯合發表會（平成２９年度数理課題研究合同発表会） 
 Mathematics & Science Projects Forum 

・日 時：平成２９年１２月２５日（月）、９時３０分～１１時３０分 
・場 所：國立彰化高級中学  
・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 

ウルスナガン小学校 ゴムの採取 サバ大学での標本づくり 
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・参加者：彰化高級中学（生徒約６０人＋教員８名）、泉北高等学校（生徒３人＋教員１名） 
・泉北高等学校の発表生徒  第３学年 男子１名 女子２名 

③ 発表会の様子 
  発表会は国立彰化高級中学の生徒２名の司会で進められ、両校の代表者の挨拶の後、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「Impact 
Absorption Using Dilatancy」、「Production of Glass Using Chalk Dust」というテーマで、それぞれ英語でプ

レゼンテーションを行った。英語による発表は事前の練習の成果もあり、スムーズに進んだ。彰化高級中学校の

生徒は、ジェスチャーを交えて、原稿も全く見ないで、かなり流暢な英語で発表ができる者が多かった。残念な

がら、本校の生徒は原稿を見ながらの発表で、内容的には高いレベルであったが、英語による発表という観点で

は、まだまだ不十分であり、今後に課題を残した。 
＜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。発表を実施した３年生

は、１年次には学校設定科目「ＧＥＴ」を、２年次には学校設定科目「科学英語基礎」を開講し、その受講生

に対して、２年間にわたって指導を行い、課題研究の発表要旨や発表ポスターをすべて英語にすること、口頭

発表もすべて英語で行うことをめざしてきた。その結果、平成２６年度の課題研究発表会では１０題の口頭発

表の内３題を英語で、平成２７～２９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り、今後もこの合同発表会を核にして、共通の言語である英語を用いて、科学の分野
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＜評価＞ 
熱帯多雨林の中に入って森林や動物の生態を体感することができた。モンゴル・バル村にホームステイしたこと

は、生徒たちには貴重な体験となり、ＪＩＣＡの方のお話を聞いたり、村の人たちと関わったりする中で異文化理

解や地球環境に対する理解を深めることができた。また、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。研修前後の発表準備を通して、自ら考え、工夫する考察力を身につけ、班の中での

自分の役割をしっかりと果たし、協力することの大切さを学ぶとともに、英語によるプレゼンテーション能力・コ

ミュニケーション能力を高めることができた。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（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。それととも 

に、科学の分野における英語の重要性を認識させ、幅広い交流によって、国際的に活躍できる科学者を育成で 

きる。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国立中央大学附属中壢高級中学と、台中市に近い彰化県にある国立彰化高級中学の２校と 
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② 第４回合同研究発表会の開催 

・名 称：１０６學年度 數理專題研究聯合發表會（平成２９年度数理課題研究合同発表会） 
 Mathematics & Science Projects Forum 

・日 時：平成２９年１２月２５日（月）、９時３０分～１１時３０分 
・場 所：國立彰化高級中学  
・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 

ウルスナガン小学校 ゴムの採取 サバ大学での標本づくり 
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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：５

４％、３年：６０％と学年進行で増加している。 
③ 理数系の学習や実験に対する興味  
６０％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」と答えた生徒もほぼ６０％に達

する。また、７０％を超える生徒が、「科学の研究や

学習に英語の能力が必要」と答えている。 
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８５％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「校外

研修」「課題研究」「サイエンスキャンプ」で、

いずれも７０％を超えている。生徒はＳＳＨの

取組で体験的に学習できる機会が増えたことを

高く評価している結果となった。それに対して、

「海外研修」や「小中学生向けの科学教室」の

評価はやや低くなったが、これは希望者対象の

事業であり、やむを得ない結果であるといえよう。 
⑤ ＳＨＨの取組が次の観点でプラスになっているか？ 
 「思考力や創造性の向上」や「プレゼンテーション能

力の向上」でプラスになっているとする生徒が約７０％

と多く、「国際性や英語能力の向上」を除いた他の項目も

６０％がプラスになっていると回答している。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。 
⑥ 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。 

 

３．保護者の意識調査 

平成３０年１月に総合科学科の生徒３５６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１７８（昨年１３２名）で回収率は約５０％と昨年までよりは高かった。そのうち、
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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３０年１月に実施)。 

１）総合科学科生徒対象の意識調査（対象：３５６名、回答：３４４名、回収率：９６.６％） 

２）同学科生徒の保護者対象の意識調査（対象：３５６名、回答：１７８名、回収率：５０.０％） 

３）本校教職員対象の意識調査（対象：５８名、回答４４名、回収率：７５.９％） 

② ＳＳＨ行事における生徒の活動の様子を観察するとともに、事後アンケートや報告レポートの提出、大学訪問 

研修では生徒のポスター発表の内容を評価した。 

③ ３学年の「総合科学Ⅱ」については、その授業の過程での課題研究への取組、最終発表会の内容から評価した。

また、２学年の「総合科学Ⅰ」の課題研究も「中間発表会」の内容を中心に評価を行った。 

④ 校内のＳＳＨ委員会において、意見交換を行って本年度の事業の総括を行った。 

⑤ ２回のＳＳＨ運営指導委員会において本校のＳＳＨ事業を報告し、委員の先生方との間で意見交換を行うとと 

もに、指導・助言をいただき、それらを踏まえて、校内の委員で再度意見交換を行った。 

⑥ 平成２４年度より、生徒の科学的探究能力を把握するために、ＰＩＳＡテストの過去問を用いて、「探究力テ 

スト」を実施している。今年度は、入学時の１年生全員と、翌年１月に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。 

今回はＰＩＳＡテスト問題だけでなく初めての試みとして、大学共通テストの試行問題を２問加えた。 

 

２．生徒の意識調査 
 平成３０年１月に、生徒の理科に対する意識や、ＳＳＨ事業による生徒の変化などを評価するため、アンケート

形式の意識調査を実施した。学年別の回答者数と回収率は以下の通りであった。 
・第１学年：１１７名（９６．７％）・第２学年：１１

７名（９９．１％）・第３学年：１１０名（９４．０％） 
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．５４～５５）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。 
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している。 
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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」は１００％、「課題研究」「校外研修」は

９８％、「小中学生向け科学教室」「大学訪問研

修」「高大連携講座」「サイエンスツアー」は９

５％がプラスになるという回答であった。一方、

「海外研修」や「国際性を高める取組」「課題研究

への卒業生の活用」に関しては「どちらともいえ

ない」という回答が５～７人あった。 

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、「思考力や創造

性等の科学的能力の育成」や「科学の知識を伝える能力

の育成」「理科や数学の学習意欲の向上や動機づけ」にプ

ラスになっているとする教員が多く、９０％近くに達し

ている。一方、「生徒の国際性や英語表現力の向上」につ

ながっているとする教員は少なく、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、５０％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、８０％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、「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。 

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４３％で多かったが、「やや多い」という意見も２６％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７４％で最も多かった。 

⑥ ＳＳＨの取組で期待すること、ＳＳＨの取組で育てるべき生徒の能力 

 これらの設問には、１・２・３番目に重要と思うものを挙げてもらい、下図のようになった。取組で期待するこ

ととしては、「課題研究」や「多くの実験」が上位に入り、育てるべき能力としては、約半数の教員が「「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。 
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１学年は６７％で最も高く、２学年は５８％、３学年は２３％と、学年進行で低下している。実際のアンケート

項目とその集計データは巻末の資料編（Ｐ．５５～５６）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」（６７％）

を加えると、約７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。経年変化は右図のようになり、第１期指定

の初年度の平成１８年度は低かったが、少しずつ増加して、第

３期指定の初年度である今年がもっとも高くなっている。 

② 保護者による各事業の評価 

 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＋少し

思う）が９０％を超えている。それについで、「サイエン

スキャンプ」「国際性を高める取組」「課題研究」などの

評価が高い。これらに加えて、「大学訪問実習」は「校外

研修」など、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「サイエン

スツアー」「海外研修」「小中学生向けの科学教室」はやや低く８０％程度であった。 

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、約８５％の保護者が「思考力や創造

性・学習意欲の向上」にプラスになっていると回答し、「進路意

識の向上」「学力向上」については、８０％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、約７

０％とやや低かったが、これは教職員や生徒の意識調査の結果も

同様であり、やはり理数系の事業が中心だったためであろう。 

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．５６～５７）に掲載したが、本校

のＳＳＨ事業や総合科学科の教育について、高く評価していただいていることがわかる。 

 

４．教職員の意識調査 

 ＳＳＨ事業に対する本校の教職員の意識を知るために、平成３０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．５７～５８）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４４名で回答率は７６％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１７人・２年は１５人で、３年が１０

人と、３年担当者が少なかった。参加回数は、国際文化科の教員の多く(１４名)は０回で、１～２回が１２名と多

く、総合科学科のクラス担任や理科の担当者からは５～９回(７人)・１０回以上(４人)という回答が多かった。 
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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、助言、指導を受けている。 

②ＳＳＨ委員会（年間２～３回、必要に応じ臨時開催） 
・ＳＳＨ事業の企画・運営にあたる機関で、年間行事計画や新しい事業の決定を行う。全校的に、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Ｓ 
ＧＨ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「総合科学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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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年度は大学入試センターの試

行テスト問題を２問取り入れた。 

(１) 平成２８年度 

平成２８年度は、科学的リテラシーをみる問題として、「酸性雨」「昼間の時間」「運動」の３問を、数学的リテ

ラシーをみる設問として、「テストの点

数」「歩行」「三角形」の３問を出題した。

このテストは平成２８年１月に２年生

全員、１年生は両学科１クラスずつを抽

出して、３年生は総合科学科の理数生物

選択者を対象に実施した。また、同じテ

ストを平成２９年４月に、入学直後の新

入生全員に実施した。 

いずれの結果も、本校の正解率は日本

全国の平均を大きく上回り、ＳＳＨの取

組を行っていない国際文化科では学年

による差はないが、総合科学科内では、新入生から学年進行で上昇しており、

「科学的な探究能力」が伸びていっていると結論づけることができる。また、

ＰＩＳＡテストの英語原文のままの出題については、右図のように国際文化

科も正解率が向上し、総合科学科では１～２学年で正解率が低かったが、３

学年では１０ポイント以上上昇した。 

(２) 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。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では

７ポイント、数学的リテラシー問題では５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」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。 
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第５章 校内におけるＳＳＨの組織的推進体制 
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【 関係資料編 】 
１．平成２９年度 教育課程（大阪府立泉北高等学校 総合科学科：平成２７～２９年度入学生用） 
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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１２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いる。生徒の

問題解決能力や科学的な探究力の向上だけではなく、研究班で班員の特性を生かして協力して取組む能力の育成や、

試行錯誤して挑戦する力を伸ばす上でも有効である。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。そして、その課題研究の内容をさらに深化させるために、『先

行研究の検索システム』を充実させて、課題研究の取組のレベルアップを図る。また、卒業生のネットワーク『泉

北高校総合科学科Semboku Science course OBOGのネットワーク：SSOnet』を有効利用して、本校で「課題研究」

の取組を行った卒業生の協力も得ていきたい。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。理数系授業においても、アクティブラーニングなどの授業形態を増やし、授業の進め

方や教授方法に工夫をしていきたい。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し、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。また、大学や研究機関の協力を得て、理数系進路についての体験談を聞く形でキャリアガイダンスを実施する。

連携している大学の先生から、課題研究の指導を直接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。また、これまでの連携事業で大学との交流

は深まったが、今後もさらに高大接続へと発展させるために、大学と高校の教員が相互に訪問し合って接続のため

に有効な方策を模索していきたい。 

 

３．地域の理科教育の拠点校をめざす 

地域における科学教室を、「泉北科学教室」や「泉北こども科学フェスティバル」・「サかイエンス」など様々

な形態で実施しており、小学生や保護者には好評である。小学生向けの講座は生徒が講師を務めるようになり、運

営面にも携わっている。中学生向けの科学教室を受講した生徒の多くは本校の総合科学科に入学して活躍しており、

小学生向けの科学教室受講者も開講後６年が経過したので、本校へ入学する生徒も増加している。また、今後は小

中学校の教員を対象にした研修会を実施し、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

の発表会を開催したい。高校生にとっては、生徒は伝えていくことの重要性と難しさも学ぶことができたので、取

組の準備段階における指導方法等についても検討していく。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、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検討してい

く。さらに、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。 

 

４．グローバル人材の育成 

「グローバルコース」を設けて、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

する。コミュニケーション能力を伸ばして、英語能力の高い人材を育成することをめざす取組を行う。国際的にも

活躍できる科学者・技術者の育成」をめざして、英語能力の高い生徒の育成をはかった。第１学年から学校設定科

目「ＡＣＴⅠ」を開講し「ＴＯＥＦＬ iＢＴ」に対応する能力を伸ばしていく。２年時に開講の「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う。科学実験を英語での

説明を受けて実施したり科学論文を読んだりして、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をめざす。マレーシア国ボルネオ研修や台湾国台湾研修などのプロジェクト型海外研

修の機会を今後も生徒に提供して、身に着けた英語能力を発信する機会を提供する。 
 

５．研究成果の普及 

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

校の活動に対する理解を図る。今後は研修会やシンポジウムを行なったり、開発した教材集や「課題研究マニュア

ル」などを、インターネットを通じて発信したりするなど、研究成果の普及をさらに図るとともに、教材の内容に

ついても広く意見を求めつつ、改善していきたい。 
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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う。科学実験を英語での

説明を受けて実施したり科学論文を読んだりして、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をめざす。マレーシア国ボルネオ研修や台湾国台湾研修などのプロジェクト型海外研

修の機会を今後も生徒に提供して、身に着けた英語能力を発信する機会を提供する。 
 

５．研究成果の普及 

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

校の活動に対する理解を図る。今後は研修会やシンポジウムを行なったり、開発した教材集や「課題研究マニュア

ル」などを、インターネットを通じて発信したりするなど、研究成果の普及をさらに図るとともに、教材の内容に

ついても広く意見を求めつつ、改善していきたい。 
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＜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２９年１１月３０日(木)１６：００～１７：３０ 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)、秦 健吾 (大阪府教育センター高等学

校教育推進室指導主事)、山口 佳亮（堺市教育委員会学校教育部教育センター科学教育グループ指導主

事） 

  ＊大阪府教育庁：重松 良之 （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)、藤原 和美 (首席・英語)、和田 充弘 (地学)、鈴

木 朗 (物理)、木村 進 (生物)、辻野 友希(数学)、前 陽介 (情報)、蔵谷 和弘(化学）、榎阪 昭則 （Ｓ

ＳＨ研究主任・生物） 

・司会（佐保田 真一教頭） 

 

１．学校長あいさつ（岩﨑判二校長） 

２．出席者自己紹介（課題研究発表会の講評を兼ねて発言。講評の内容は３．にまとめて記載。） 

３．協議・報告 

 ① 本日の課題研究発表会について（講評） 

 （良かった点） 

  ・自分自身がやった実験について、愛着を持って話をしてくれた。 

・発表を上手にしているチームが多かった。 

 （課題・改善点） 

  ・実験データにばらつきが多い班があった。 

・先輩の実験をうのみにして実験してはいけない。 

・比較実験についてはできるだけ同じ条件で実施すること。 

・ポスター発表では説明するだけでなく、対話型になればいい。 

・何のために比較実験をやったのかがわかっていない班があった。 

＜助言・協議内容＞ 

  ・仮説の設定 

取り組んだことを生かしていけるようにどんな風に考えたか。どんなことを踏まえて研究したか。 

どんな条件で研究するか。その道筋を大切にすること。目的をはっきりさせること。 

  ・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事業の取組について 

・先行研究の調査 

先行研究でどこまでわかっているのか。それを意識して実験することが大切。 

最終段階の発表に向けて、自分たちがどのような実験をしているのかをきちんと理解すること。 

・『泉北高校総合科学科Semboku Science course OBOGのネットワーク：SSOnet』の構築について 

卒業生のネットワークの構築を考えるのなら、各大学に問い合わせすれば、ある程度調べられるのではな

いか。協力してくれる大学もあるのではないか。 

・過去の課題研究のリサーチシステムについて 

 

４．連絡 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

 

＜配布資料＞ 

 ・第３期申請の内容（抜粋）：研究開発の概要・29年度の取組・所要経費、過去の課題研究の検索システム概要 
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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２９年６月１７日(土)１６：００～１７：３０ 於 大阪府立大学Ａ１３棟２階会議室（２３０号室） 

・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)、田中 俊雄 (大

阪市大 理学研究科教授)、山口 仁宏 （近畿大 理工学部教授）、杉浦 秀行 (摂南大 外国語学部准教授)、

野口 大二郎 (大阪府教育センターカリキュラム開発部高等学校教育推進室指導主事)、山口 佳亮（堺市

教育委員会学校教育部教育センター科学教育グループ指導主事） 

  ＊大阪府教育庁：重松 良之 （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)、藤原 和美 (首席・英語)、和田 充弘 (地学)、鈴

木 朗 (物理)、木村 進 (生物)、高木 萌々 (数学)、前 陽介 (情報)、藤原 裕美 (化学）、榎阪 昭則 （Ｓ

ＳＨ研究主任・生物） 

・司会（佐保田 真一教頭） 

 

１．学校長あいさつ（岩﨑判二校長） 

２．出席者自己紹介（課題研究発表会の講評を兼ねて発言。講評の内容は３．にまとめて記載。） 

３．協議・報告 

 ① 本日の課題研究発表会について（講評） 

 （良かった点） 

   ・発表が上手になってきている。これが継続できるようにする。 

   ・短い時間で試行錯誤がみられ、結果を踏まえて次の実験を計画できている班もあった。 

   ・理論立てた発表ができていたり、原稿を見ないで発表ができていた。 

   ・英語でのスライドはよくできていた。 

 （課題・改善点） 

   ・発表はできて当たり前というステージにきている。発表する側でなく、発表を聞く側の姿勢が今後の課題

といえる。 

   ・発表では抑揚をつけて、しっかり伝えるつもりで話すように。 

＜助言・協議内容＞ 

   ・ルーブリック評価でフィードバックをし、次につなげてはどうか。 

   ・中学生にも見せるなど、地域への発信を図ってはどうか。 

   ・発表時は、身振りや手振りも加えて表現力を上げる工夫を。 

   ・Abstractの作成時に、【目的□、内容□、結果□】などのチェックリストを作り活用してはどうか。 

   ・（本校教員から質問）英語での発表は内容が伝わりにくいと思うが、どうか。 

      →ＳＳＨの活動としては、内容を重視したい。 

 ② ＳＳＨ事業の取組について（報告） 

 ③ 今後のＳＳＨ事業のあり方について 

   ・ＴＡの活用 

・高校生が地域へ還元する →泉北こどもフェスティバルは続けるべき 

・１年間の研究で終わらない仕組み作り 

４．連絡 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

 

＜配布資料＞ 

・平成２８年度研究開発実施報告書／昨年度決算 本年度予算案 
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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２９年１１月３０日(木)１６：００～１７：３０ 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)、秦 健吾 (大阪府教育センター高等学

校教育推進室指導主事)、山口 佳亮（堺市教育委員会学校教育部教育センター科学教育グループ指導主

事） 

  ＊大阪府教育庁：重松 良之 （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)、藤原 和美 (首席・英語)、和田 充弘 (地学)、鈴

木 朗 (物理)、木村 進 (生物)、辻野 友希(数学)、前 陽介 (情報)、蔵谷 和弘(化学）、榎阪 昭則 （Ｓ

ＳＨ研究主任・生物） 

・司会（佐保田 真一教頭） 

 

１．学校長あいさつ（岩﨑判二校長） 

２．出席者自己紹介（課題研究発表会の講評を兼ねて発言。講評の内容は３．にまとめて記載。） 

３．協議・報告 

 ① 本日の課題研究発表会について（講評） 

 （良かった点） 

  ・自分自身がやった実験について、愛着を持って話をしてくれた。 

・発表を上手にしているチームが多かった。 

 （課題・改善点） 

  ・実験データにばらつきが多い班があった。 

・先輩の実験をうのみにして実験してはいけない。 

・比較実験についてはできるだけ同じ条件で実施すること。 

・ポスター発表では説明するだけでなく、対話型になればいい。 

・何のために比較実験をやったのかがわかっていない班があった。 

＜助言・協議内容＞ 

  ・仮説の設定 

取り組んだことを生かしていけるようにどんな風に考えたか。どんなことを踏まえて研究したか。 

どんな条件で研究するか。その道筋を大切にすること。目的をはっきりさせること。 

  ・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事業の取組について 

・先行研究の調査 

先行研究でどこまでわかっているのか。それを意識して実験することが大切。 

最終段階の発表に向けて、自分たちがどのような実験をしているのかをきちんと理解すること。 

・『泉北高校総合科学科Semboku Science course OBOGのネットワーク：SSOnet』の構築について 

卒業生のネットワークの構築を考えるのなら、各大学に問い合わせすれば、ある程度調べられるのではな

いか。協力してくれる大学もあるのではないか。 

・過去の課題研究のリサーチシステムについて 

 

４．連絡 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

 

＜配布資料＞ 

 ・第３期申請の内容（抜粋）：研究開発の概要・29年度の取組・所要経費、過去の課題研究の検索システム概要 
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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２９年６月１７日(土)１６：００～１７：３０ 於 大阪府立大学Ａ１３棟２階会議室（２３０号室） 

・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)、田中 俊雄 (大

阪市大 理学研究科教授)、山口 仁宏 （近畿大 理工学部教授）、杉浦 秀行 (摂南大 外国語学部准教授)、

野口 大二郎 (大阪府教育センターカリキュラム開発部高等学校教育推進室指導主事)、山口 佳亮（堺市

教育委員会学校教育部教育センター科学教育グループ指導主事） 

  ＊大阪府教育庁：重松 良之 （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)、藤原 和美 (首席・英語)、和田 充弘 (地学)、鈴

木 朗 (物理)、木村 進 (生物)、高木 萌々 (数学)、前 陽介 (情報)、藤原 裕美 (化学）、榎阪 昭則 （Ｓ

ＳＨ研究主任・生物） 

・司会（佐保田 真一教頭） 

 

１．学校長あいさつ（岩﨑判二校長） 

２．出席者自己紹介（課題研究発表会の講評を兼ねて発言。講評の内容は３．にまとめて記載。） 

３．協議・報告 

 ① 本日の課題研究発表会について（講評） 

 （良かった点） 

   ・発表が上手になってきている。これが継続できるようにする。 

   ・短い時間で試行錯誤がみられ、結果を踏まえて次の実験を計画できている班もあった。 

   ・理論立てた発表ができていたり、原稿を見ないで発表ができていた。 

   ・英語でのスライドはよくできていた。 

 （課題・改善点） 

   ・発表はできて当たり前というステージにきている。発表する側でなく、発表を聞く側の姿勢が今後の課題

といえる。 

   ・発表では抑揚をつけて、しっかり伝えるつもりで話すように。 

＜助言・協議内容＞ 

   ・ルーブリック評価でフィードバックをし、次につなげてはどうか。 

   ・中学生にも見せるなど、地域への発信を図ってはどうか。 

   ・発表時は、身振りや手振りも加えて表現力を上げる工夫を。 

   ・Abstractの作成時に、【目的□、内容□、結果□】などのチェックリストを作り活用してはどうか。 

   ・（本校教員から質問）英語での発表は内容が伝わりにくいと思うが、どうか。 

      →ＳＳＨの活動としては、内容を重視したい。 

 ② ＳＳＨ事業の取組について（報告） 

 ③ 今後のＳＳＨ事業のあり方について 

   ・ＴＡの活用 

・高校生が地域へ還元する →泉北こどもフェスティバルは続けるべき 

・１年間の研究で終わらない仕組み作り 

４．連絡 

５．閉会のあいさつ（教頭） 

 

＜配布資料＞ 

・平成２８年度研究開発実施報告書／昨年度決算 本年度予算案 
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＜設問29～33＞ SSHの取組が、次のような観点でプラス
になっていると思いますか。 

 

① 
強 く
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。 

63 147 78 20 13 23 

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。 

68 169 66 13 7 21 

設問31 理科や数学の学力向上につながっている。 63 141 91 21 8 20 
設問32 進路に対する意識の向上に役立っている。 60 146 94 21 5 18 
設問33 国際性や英語の表現力の向上に役立っている。 39 101 119 45 14 26 
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。 

81 155 75 18 3 12 

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。 

49 113 104 28 24 24 

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。 

38 85 98 48 45 29 

 
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  38 28 30 96 
② 多くの実験や実習  89 69 47 205 
③ 自ら行う課題研究 49 62 56 167 
④ 科学的な思考力の育成 15 26 29 70 
⑤ プレゼンテーション能力の育成 53 36 30 119 
⑥ 大学入試に有益な取組み  23 30 44 97 
⑦ 進路選択に有益な役立つ取組み 25 35 33 93 
⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 36 27 28 91 
⑨ 大学や研究所などの訪問研修 12 18 28 58 
⑩ 研究者を招いての講演会  0 4 10 14 

（２）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(保護者向け、平成３０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、今年度から更に第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：８０名(回収率６６.７％) ② 第２学年：７０名(回収率５８.３％)、 ③ 第３学年：

２８名(回収率２３.３％)  合計：１７８名（回収率５０.０ ％） 

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（ 6 ）  ② だいたい知っている（ 115 ） ③ あまり知らない（ 44 ） 

④ まったく知らない（ 9 ）  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 

２．実験や実習を多く取り入れた授業（通年） 47 107 13 1 1 8 
３．サイエンスキャンプ(1年生、兵庫県立ヒト博･西はりま天文台 4月) 35 113 11 4 2 7 
４．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) 27 83 25 1 1 29 
５．サイエンスツアー(希望者、東京～筑波8月、和歌山1月) 39 74 22 2 1 35 
６．市大理科セミナー(1年生全員 8月) 46 91 19 2 1 16 
７．高大連携講座（大学の先生の講演会(2年生全員 +1年科探受講者6月) 33 91 20 3 0 24 
８．校外研修 (1年生 防災未来館・野島断層北淡震災記念公園 11月 

・2年生 天神崎の海岸生物観察 5月) 
43 101 19 5 1 7 

９．2～3学年の課題研究とその発表会 (自由テーマのグループ研究) 50 81 12 2 2 25 
10．大学訪問実習 (大学での実習体験、2年生全員++1年科探受講者7月) 43 89 16 1 1 21 
11.ＳＳＨ海外研修 (希望者、ボルネオ8月、台湾12月) 32 58 13 7 2 56 
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 49 78 13 1 1 30 
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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３０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が、今年度からさらに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(66)   ②１年女(51)  ③２年男(66)   ④２年女(51)   ⑤３年男(80)   ⑥３年女(30) 

＜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。  120 134 52 27 11 
設問３ 中学校のときに、「理科」が好きでしたか。  124 130 48 31 11 
設問４ 高校の「理科」が好きですか。 65 123 84 47 25 
設問５ 小学校のときに、「算数」が好きでしたか。 136 102 59 33 13 
設問６ 中学校のときに、「数学」が好きでしたか。 106 121 66 25 26 
設問７ 高校の「数学」が好きですか。 49 90 96 60 47 
 

＜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。 20 74 94 66 80 10 
設問 9  あなたは「理科」が得意だと思いますか。 21 90 99 76 53 5 
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。 49 130 83 40 32 10 

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。 78 140 68 25 24 9 

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。 96 106 54 32 32 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。 79 91 66 38 36 34 

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。 87 143 62 28 13 11 

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。 94 157 50 21 8 14 

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。 76 132 75 24 15 22 

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。 

58 153 90 23 7 13 

設問18 理科や数学の授業で、先生や友人に質問をしたり、疑問を持って考えることがよくありますか。 
① よくある( 66 )     ② 少しある( 133 )      ③ どちらとも言えない( 91 )   
④ あまりない( 33 )     ⑤ まったくない( 9 )    ⑥ わからない( 12 ) 
 
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 123 156 44 12 2 7 
設問20 サイエンスキャンプ(１年４月)   93 153 61 15 7 15 
設問21 小中学生向けの科学教室への参加 52 81 78 10 7 114 
設問22 サイエンスツアー(希望者、８・１月) 63 87 67 6 6 114 
設問23 大学の先生を招いた講演会（１・２年６月） 62 137 84 15 7 39 
設問24 校外研修(１年：神戸、２年：天神崎) 81 168 63 13 6 13 
設問25 課題研究(３年４～９月、２年６月～) 94 130 58 13 4 45 
設問26 大学の研究室への訪問実習(１・２年７・８月） 82 146 72 13 7 24 
設問27 ボルネオ海外研修(希望者)   35 55 80 6 2 163 
設問28  海外の高校生との交流等国際性を高める取組。 69 102 74 14 4 81 
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＜設問29～33＞ SSHの取組が、次のような観点でプラス
になっていると思いますか。 

 

① 
強 く
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。 

63 147 78 20 13 23 

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。 

68 169 66 13 7 21 

設問31 理科や数学の学力向上につながっている。 63 141 91 21 8 20 
設問32 進路に対する意識の向上に役立っている。 60 146 94 21 5 18 
設問33 国際性や英語の表現力の向上に役立っている。 39 101 119 45 14 26 
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。 

81 155 75 18 3 12 

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。 

49 113 104 28 24 24 

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。 

38 85 98 48 45 29 

 
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  38 28 30 96 
② 多くの実験や実習  89 69 47 205 
③ 自ら行う課題研究 49 62 56 167 
④ 科学的な思考力の育成 15 26 29 70 
⑤ プレゼンテーション能力の育成 53 36 30 119 
⑥ 大学入試に有益な取組み  23 30 44 97 
⑦ 進路選択に有益な役立つ取組み 25 35 33 93 
⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 36 27 28 91 
⑨ 大学や研究所などの訪問研修 12 18 28 58 
⑩ 研究者を招いての講演会  0 4 10 14 

（２）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(保護者向け、平成３０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、今年度から更に第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：８０名(回収率６６.７％) ② 第２学年：７０名(回収率５８.３％)、 ③ 第３学年：

２８名(回収率２３.３％)  合計：１７８名（回収率５０.０ ％） 

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（ 6 ）  ② だいたい知っている（ 115 ） ③ あまり知らない（ 44 ） 

④ まったく知らない（ 9 ）  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 

２．実験や実習を多く取り入れた授業（通年） 47 107 13 1 1 8 
３．サイエンスキャンプ(1年生、兵庫県立ヒト博･西はりま天文台 4月) 35 113 11 4 2 7 
４．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) 27 83 25 1 1 29 
５．サイエンスツアー(希望者、東京～筑波8月、和歌山1月) 39 74 22 2 1 35 
６．市大理科セミナー(1年生全員 8月) 46 91 19 2 1 16 
７．高大連携講座（大学の先生の講演会(2年生全員 +1年科探受講者6月) 33 91 20 3 0 24 
８．校外研修 (1年生 防災未来館・野島断層北淡震災記念公園 11月 

・2年生 天神崎の海岸生物観察 5月) 
43 101 19 5 1 7 

９．2～3学年の課題研究とその発表会 (自由テーマのグループ研究) 50 81 12 2 2 25 
10．大学訪問実習 (大学での実習体験、2年生全員++1年科探受講者7月) 43 89 16 1 1 21 
11.ＳＳＨ海外研修 (希望者、ボルネオ8月、台湾12月) 32 58 13 7 2 56 
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 49 78 13 1 1 30 
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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３０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が、今年度からさらに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(66)   ②１年女(51)  ③２年男(66)   ④２年女(51)   ⑤３年男(80)   ⑥３年女(30) 

＜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。  120 134 52 27 11 
設問３ 中学校のときに、「理科」が好きでしたか。  124 130 48 31 11 
設問４ 高校の「理科」が好きですか。 65 123 84 47 25 
設問５ 小学校のときに、「算数」が好きでしたか。 136 102 59 33 13 
設問６ 中学校のときに、「数学」が好きでしたか。 106 121 66 25 26 
設問７ 高校の「数学」が好きですか。 49 90 96 60 47 
 

＜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。 20 74 94 66 80 10 
設問 9  あなたは「理科」が得意だと思いますか。 21 90 99 76 53 5 
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。 49 130 83 40 32 10 

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。 78 140 68 25 24 9 

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。 96 106 54 32 32 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。 79 91 66 38 36 34 

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。 87 143 62 28 13 11 

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。 94 157 50 21 8 14 

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。 76 132 75 24 15 22 

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。 

58 153 90 23 7 13 

設問18 理科や数学の授業で、先生や友人に質問をしたり、疑問を持って考えることがよくありますか。 
① よくある( 66 )     ② 少しある( 133 )      ③ どちらとも言えない( 91 )   
④ あまりない( 33 )     ⑤ まったくない( 9 )    ⑥ わからない( 12 ) 
 
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 123 156 44 12 2 7 
設問20 サイエンスキャンプ(１年４月)   93 153 61 15 7 15 
設問21 小中学生向けの科学教室への参加 52 81 78 10 7 114 
設問22 サイエンスツアー(希望者、８・１月) 63 87 67 6 6 114 
設問23 大学の先生を招いた講演会（１・２年６月） 62 137 84 15 7 39 
設問24 校外研修(１年：神戸、２年：天神崎) 81 168 63 13 6 13 
設問25 課題研究(３年４～９月、２年６月～) 94 130 58 13 4 45 
設問26 大学の研究室への訪問実習(１・２年７・８月） 82 146 72 13 7 24 
設問27 ボルネオ海外研修(希望者)   35 55 80 6 2 163 
設問28  海外の高校生との交流等国際性を高める取組。 69 102 74 14 4 81 
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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(１)  ２．やや多すぎる（１１）  ３．ちょうどよい（１８）  ４．やや少なすぎる（２） 
５．少なすぎる（０） ６．わからない（１０） 

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     （３１）   ２．もっと授業時間を利用した方がよい（１０） 
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  26 17 0 0 0 1 

設問 ５ サイエンスキャンプ(１年全員、４月)           18 18 4 0 0 4 

設問 ６ ２～３学年で実施した課題研究と発表会    21 20 1 0 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) 18 20 2 0 0 4 

設問 ８ 校外研修(１年：淡路島～神戸、２年：和歌山県天神崎)  18 21 1 0 0 4 

設問 ９ 高大連携講座(校内での大学教員の講演会(２年:６月) 14 25 2 0 0 3 

設問10 大学訪問研修(１年:８月市大、２年:７月府大・近大)      19 20 2 0 0 3 

設問11 海外研修(希望者、８月ボルネオ) 18 18 4 2 0 2 

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   17 22 3 0 0 2 

設問13  海外の高校生との交流など国際性を高める取組み 15 21 7 0 0 1 

設問14 課題研究への取組への本校卒業生の活用 14 23 5 0 0 2 

設問15 小中学生対象の科学教室(生徒による講師やＴＡ) 20 22 1 1 0 0 

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。 16 20 4 1 0 3 

設問17 思考力や創造性・独創性などの科学的能力の育成。 12 27 4 0 0 1 

設問18 生徒の理科や数学の学力向上。 11 22 8 1 0 2 

設問19 生徒の進路に対する意識の向上。 13 20 6 2 0 3 

設問20 生徒の国際性や英語の表現力の向上。 8 17 12 3 0 4 

設問21 科学の知識を伝える能力の向上。 16 23 4 1 0 0 

設問22 他の学科の生徒にもプラスになっている。 8 11 16 2 1 6 

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 24 2 2 0 0 

設問24 本校の特色作りにプラスになっている 25 18 0 1 0 0 

設問25 SSHの取組によって、校務が多忙になっている。 14 17 9 2 0 2 

設問26 今後もＳＳＨの取組を継続していく方がよい。 15 18 6 0 1 4 

設問27 本校の卒業生をもっと活用する方がよい。 14 17 5 1 1 6 

＜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 2 3 

② 多くの実験や実習  9 6 6 

③ 生徒が自ら行う課題研究 11 10 5 

④ 科学的な思考力の育成 4 7 6 

⑤ プレゼンテーション能力の育成 6 5 5 

⑥ 大学入試に有益な取組  4 0 0 

⑦ 進路選択に有益な役立つ取組 1 4 4 

⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 0 3 2 

⑨ 大学や研究所などの訪問研修 3 2 5 

⑩ 研究者を招いての講演会  0 1 3 

⑪ 卒業生の活用 0 1 2 

⑫ 科学分野における英語能力を高める 3 2 3  

＜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  8 3 5 
②必要な情報を収集して処理する能力  3 7 8 
③自ら課題を設定して、課題を解決する能力 23 4 6 
④学習・研究の成果を適切に表現する能力 3 15 6 
⑤科学研究に必要な英語によるコミュニケーシ
ョン能力 

0 3 2 

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 5 4 

⑦社会における科学の果たすべき役割を考える能力 0 3 3 
⑧環境保全に積極的に取り組む能力 0 1 1 
⑨学習・研究の成果をわかりやすく伝える能力 0 0 6 
⑩英語による表現力を高める取組  8 3 5 
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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。 42 102 21 3 2 8 
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。 36 100 27 2 2 11 
15.生徒の理科や数学の学力向上につながっている。 31 95 32 8 4 8 
16.生徒の進路に対する意識の向上に役立っている。 42 85 27 6 4 14 
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。 29 68 43 8 7 23 

＊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） 

＜１学年＞ ・サイエンスキャンプ・理科セミナー・サイエンスツアーなど総合科学科ならではの行事があることです。特に、 
サイエンスツアーでつくばのＪＡＸＡなどで貴重な体験ができたことはよかった。 

・理科が好きなので、科学や生物の実験・授業が充実していて、楽しく学んでいるようです。また、周囲の友人とも話が合うみ

たいで、貴校に入学させてよかったです。大学進学に向けて早い段階で情報を入れていただいているので助かっています。 
＜２学年＞ ・サイエンスツアーやサイエンスキャンプと子供の興味がありそうなところに連れて行ってもらい、先生方も専門

にされている方が多いので子供も質問などすぐ答えてもらえ楽しいと思います。 
・実験の設備と機会、先生の指導がそろっていて、他の学校ではできない実験や実習が体験させてもらえる。このことが早い時

期から自分の進路について具体的に考える事の手助けとなる。課題研究を通して考えること発表することができるのがよい。 
＜３学年＞ ・まわりの友達に刺激を受けて勉強をしている。いろいろなことに積極的になってきている。 
・いろいろな経験ができて、楽しい学校生活ができたと思います。専門学科の授業で、論理的に物事を考えられるようになった。 
・サイエンスツアーや海外研修などに参加して少人数で様々な経験ができるのは、本校だけではないか。大阪府大での発表もよ

かった。舞台もパネルも全員が自分の役割を全うしていた。一人ではなく班で仲間と協力して研究していてよかった。 

＊設問19 ＳＳＨの取組についてのご意見や、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。 

・事業の内容については十分だと思います。「事前に予習をしてからセミナーやツアーなどを行い、再度レポートに考察などを

まとめて提出させる」というようにじっくり取り組めているのがよい。レポート作成においては、文章を論理的に構築する訓

練もできれば、なお一層よい。（１年） 
・子供たちがどのようなことをしているかを、もっと学校側から聞きたい。そうすると、親もネットなどで調べることができ、

アドバイスができるから。（１年） 
・来年度も今年度同様頑張って取り組んでいただきたいです。ただ、サイエンスツアーとクラブが重なり参加できないと子供が

言っています。遠足のように全員参加できると嬉しいです。（２年） 
・これからも子供たちの関心のあるサイエンスを指導していただけるとともに、それを生かしてどんな職業につけるかなど、将

来の仕事につなげていけるご指導をお願いします。具体的にこの実験はこの会社のこうゆう事業につながるとか、研究を実現

するためにはこういう会社に就職したら良いとかを教えてあげてほしいです。（２年） 

＊設問20 ＳＳＨの事業については学校ぐるみでの取組が重要です。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。 

・大阪には製薬会社や食品・化学会社などが数多くあります。会社訪問や見学など、将来に向けた準備（意識付け）を企画して

もいいのではないかと思います。進学としては少ないかもわかりませんが、医療機関への訪問も一つの候補と考えます。 
・いろいろな大学との交流は魅力的だと思う。最終的に大学進学を考えているのだから、早くから具体的に大学がどんな所かを

知ることができるから。科探もよくわからないまま選択して、１年間一生懸命こなしていたので、２年ではもっと上手にやりた

いことを見つけて、授業が受けられそうです。１年から選択できたことは良かった。 
・大学生を招いてたくさんの交流を深めて頂きたいです。 
 

（３）ＳＳＨ事業に関するアンケート結果(教職員向け、平成３０年１月実施) 
 平成１８年度より文部科学省のＳＳＨに指定され、今年度から第３期指定(～平成３３年度)を受けて、新たな取

組を始めたところです。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：４４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（８人）   ２．数学･情報（９人）  ３．理科（１０人）    
４．英語（１０人）   ５．芸術･体育･家庭他（７人） 

設問２ あなたの所属学年(または授業時間の多い学年)は何年ですか。 

１.１学年(１７)  ２.２学年(１５)  ３.３学年(１０) ４.いずれともいえない(１) 

設問３ あなたはＳＳＨ事業やその生徒付添いに何回参加されましたか。 
１．０回（１４人）     ２．１～２回(１２人)    ３．３～４回(５人)   
４．５～９回(７人)   ５．１０回以上(４人) 
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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(１)  ２．やや多すぎる（１１）  ３．ちょうどよい（１８）  ４．やや少なすぎる（２） 
５．少なすぎる（０） ６．わからない（１０） 

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     （３１）   ２．もっと授業時間を利用した方がよい（１０） 
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  26 17 0 0 0 1 

設問 ５ サイエンスキャンプ(１年全員、４月)           18 18 4 0 0 4 

設問 ６ ２～３学年で実施した課題研究と発表会    21 20 1 0 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) 18 20 2 0 0 4 

設問 ８ 校外研修(１年：淡路島～神戸、２年：和歌山県天神崎)  18 21 1 0 0 4 

設問 ９ 高大連携講座(校内での大学教員の講演会(２年:６月) 14 25 2 0 0 3 

設問10 大学訪問研修(１年:８月市大、２年:７月府大・近大)      19 20 2 0 0 3 

設問11 海外研修(希望者、８月ボルネオ) 18 18 4 2 0 2 

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   17 22 3 0 0 2 

設問13  海外の高校生との交流など国際性を高める取組み 15 21 7 0 0 1 

設問14 課題研究への取組への本校卒業生の活用 14 23 5 0 0 2 

設問15 小中学生対象の科学教室(生徒による講師やＴＡ) 20 22 1 1 0 0 

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。 16 20 4 1 0 3 

設問17 思考力や創造性・独創性などの科学的能力の育成。 12 27 4 0 0 1 

設問18 生徒の理科や数学の学力向上。 11 22 8 1 0 2 

設問19 生徒の進路に対する意識の向上。 13 20 6 2 0 3 

設問20 生徒の国際性や英語の表現力の向上。 8 17 12 3 0 4 

設問21 科学の知識を伝える能力の向上。 16 23 4 1 0 0 

設問22 他の学科の生徒にもプラスになっている。 8 11 16 2 1 6 

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 24 2 2 0 0 

設問24 本校の特色作りにプラスになっている 25 18 0 1 0 0 

設問25 SSHの取組によって、校務が多忙になっている。 14 17 9 2 0 2 

設問26 今後もＳＳＨの取組を継続していく方がよい。 15 18 6 0 1 4 

設問27 本校の卒業生をもっと活用する方がよい。 14 17 5 1 1 6 

＜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 2 3 

② 多くの実験や実習  9 6 6 

③ 生徒が自ら行う課題研究 11 10 5 

④ 科学的な思考力の育成 4 7 6 

⑤ プレゼンテーション能力の育成 6 5 5 

⑥ 大学入試に有益な取組  4 0 0 

⑦ 進路選択に有益な役立つ取組 1 4 4 

⑧ 自然観察や施設見学などの校外研修 0 3 2 

⑨ 大学や研究所などの訪問研修 3 2 5 

⑩ 研究者を招いての講演会  0 1 3 

⑪ 卒業生の活用 0 1 2 

⑫ 科学分野における英語能力を高める 3 2 3  

＜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  8 3 5 
②必要な情報を収集して処理する能力  3 7 8 
③自ら課題を設定して、課題を解決する能力 23 4 6 
④学習・研究の成果を適切に表現する能力 3 15 6 
⑤科学研究に必要な英語によるコミュニケーシ
ョン能力 

0 3 2 

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 5 4 

⑦社会における科学の果たすべき役割を考える能力 0 3 3 
⑧環境保全に積極的に取り組む能力 0 1 1 
⑨学習・研究の成果をわかりやすく伝える能力 0 0 6 
⑩英語による表現力を高める取組  8 3 5 
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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。 42 102 21 3 2 8 
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。 36 100 27 2 2 11 
15.生徒の理科や数学の学力向上につながっている。 31 95 32 8 4 8 
16.生徒の進路に対する意識の向上に役立っている。 42 85 27 6 4 14 
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。 29 68 43 8 7 23 

＊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） 

＜１学年＞ ・サイエンスキャンプ・理科セミナー・サイエンスツアーなど総合科学科ならではの行事があることです。特に、 
サイエンスツアーでつくばのＪＡＸＡなどで貴重な体験ができたことはよかった。 

・理科が好きなので、科学や生物の実験・授業が充実していて、楽しく学んでいるようです。また、周囲の友人とも話が合うみ

たいで、貴校に入学させてよかったです。大学進学に向けて早い段階で情報を入れていただいているので助かっています。 
＜２学年＞ ・サイエンスツアーやサイエンスキャンプと子供の興味がありそうなところに連れて行ってもらい、先生方も専門

にされている方が多いので子供も質問などすぐ答えてもらえ楽しいと思います。 
・実験の設備と機会、先生の指導がそろっていて、他の学校ではできない実験や実習が体験させてもらえる。このことが早い時

期から自分の進路について具体的に考える事の手助けとなる。課題研究を通して考えること発表することができるのがよい。 
＜３学年＞ ・まわりの友達に刺激を受けて勉強をしている。いろいろなことに積極的になってきている。 
・いろいろな経験ができて、楽しい学校生活ができたと思います。専門学科の授業で、論理的に物事を考えられるようになった。 
・サイエンスツアーや海外研修などに参加して少人数で様々な経験ができるのは、本校だけではないか。大阪府大での発表もよ

かった。舞台もパネルも全員が自分の役割を全うしていた。一人ではなく班で仲間と協力して研究していてよかった。 

＊設問19 ＳＳＨの取組についてのご意見や、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。 

・事業の内容については十分だと思います。「事前に予習をしてからセミナーやツアーなどを行い、再度レポートに考察などを

まとめて提出させる」というようにじっくり取り組めているのがよい。レポート作成においては、文章を論理的に構築する訓

練もできれば、なお一層よい。（１年） 
・子供たちがどのようなことをしているかを、もっと学校側から聞きたい。そうすると、親もネットなどで調べることができ、

アドバイスができるから。（１年） 
・来年度も今年度同様頑張って取り組んでいただきたいです。ただ、サイエンスツアーとクラブが重なり参加できないと子供が

言っています。遠足のように全員参加できると嬉しいです。（２年） 
・これからも子供たちの関心のあるサイエンスを指導していただけるとともに、それを生かしてどんな職業につけるかなど、将

来の仕事につなげていけるご指導をお願いします。具体的にこの実験はこの会社のこうゆう事業につながるとか、研究を実現

するためにはこういう会社に就職したら良いとかを教えてあげてほしいです。（２年） 

＊設問20 ＳＳＨの事業については学校ぐるみでの取組が重要です。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。 

・大阪には製薬会社や食品・化学会社などが数多くあります。会社訪問や見学など、将来に向けた準備（意識付け）を企画して
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４．英語（１０人）   ５．芸術･体育･家庭他（７人） 
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１.１学年(１７)  ２.２学年(１５)  ３.３学年(１０) ４.いずれともいえない(１) 
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１．０回（１４人）     ２．１～２回(１２人)    ３．３～４回(５人)   
４．５～９回(７人)   ５．１０回以上(４人) 
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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） 「総合科学Ⅰ」 （第２学年） 

分野・班 テーマ 分野・班 テーマ 

物理１班 紙飛行機のテーパー比と飛距離の関係 物理１班 理想のミルククラウンを目指して 

物理２班 竹とんぼの飛ぶ高さとはねの角度の関係 物理２班 豆腐の強度さ 

物理３班 ダイラタント流体を用いた衝撃緩和 物理３班 スピードガンの作製 

物理４班 チューブラーベルの製作 物理４班 物体の落下速度 

物理５班 竹とんぼの滞空時間 物理５班 物体が及ぼす風 

物理６班 スリンキーの動作解析 物理６班 ドミノの運動 

物理７班  ヨーヨーの動作特性について   

化学１班 いろいろな光触媒でにおいを消そう！ 化学１班 卵の殻の再利用 

化学２班 炎色反応によるカラーろうそくの作製 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 チョークを再利用したガラスの作製 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 光るチョークを作ろう ～輝く未来の為に～ 化学４班 シュレッダー紙の再利用 

化学５班 豆乳の凝固性とイオン 化学５班 人工ルビーの合成 

化学６班 光る指示薬を作ろう 化学６班 ゴムの弾性の謎を解く 

   化学７班 炎色反応を利用したろうそくの作製 

生物１班 円弧を歩くダンゴムシの行動 生物１班 閉鎖環境下での物質循環 

生物２班 ニホンアマガエルの体色変化と環境条件 生物２班 土耕栽培と水耕栽培の違い 

生物３班 四つ葉のクローバー 生物３班 乳酸菌の増殖条件と諸性質 

生物４班 甘いトマト・イチゴの育て方 生物４班 食虫植物による消化 

生物５班 緩衝液飼育下でのメダカの生存率 生物５班 オジギソウの葉の開閉の仕組み 

生物６班 バナナのスウィートスポットと糖度変化 生物６班 カビの発生と抑制 

生物７班 アリの行動調査 生物７班 ニホンアマガエルの体色変化 

生物８班 身近なものでカビを防ぐ 生物８班 ペーパーキノコ 

生物９班 乳酸菌の増殖条件について 生物９班 サンジソウの開花条件 

生物１０班 花の開閉と環境条件 生物１０班 植物による虫に対する忌避効果 

  生物１１班 クモの巣と摂取物の関係 

  生物１２班 草木染め 

地学１班 防災教育について 生物１３班 イネを塩害から守る 

地学２班 インターバルカメラを用いた雲の研究方法 生物１４班 植物の成長と肥料の効果 

  生物１５班 メダカの体色変化 

数学１班 多種多様なナンプレの作成 数学１班 幾何学をエクセルで表す研究 

数学２班 ルービックキューブの性質 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 ポーカーの確率って？ 数学３班 運命だと思っていたのに 

情報１班 絶対に負けないオセロ 情報１班 ついて来るショッピングカート 

情報２班 Kinect を使ったプログラミングの応用 情報２班 仮想楽器 

  情報３班  ３Ｄマップを作ろう 

 

 
「科学探究基礎」（第１学年、選択科目） 

   
分野・班 テーマ 分野・班 テーマ 

物理１班 物体の落下の速度 地学１班 月の不思議 

化学１班 金属イオンの分析について 情報１班 ペッパーズゴースト 

生物１班 植物の生育状況は土質によって変化するのか？ 情報２班 ルービックキューブを最短攻略 

生物２班 コオロギの生態 数学１班 大富豪の確率 

生物３班 タモロコの視覚   
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