
 

表紙表 

 

平成 28 年度指定 

スーパーサイエンスハイスクール 

研究開発実施報告書 

第５年次 
  

 

 

 

 

 

 令和 3 年 3 月 

 大分県立日田高等学校 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏の裏 

 

 

 

 

 

日田高校ＳＳＨシンボルマークとスローガンについて 

 

豊かな水に恵まれた日田は「水 郷
すいきょう

」と呼ばれています。日田高校ＳＳＨ

では、「水」をキーワードに、様々な研究に取り組んでいます。 

ＳＳＨの指定を受け、生徒からシンボルマークのデザインとスローガンを

募集し、このマークとスローガンに決定しました。シンボルマークは水面で

はじける水をイメージしており、スローガンは「 開け科学の扉 羽ばたけ未

来の科学者たち 」です。将来、日田高校から世界に羽ばたく科学者が育

っていくことを期待したものです。 

開け科学の扉
羽ばたけ未来の科学者たち
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ご 挨 拶 
⼤分県⽴⽇⽥⾼等学校が取り組んできた令和２年度 SSH 指定２期最終年度５年⽬の

事業に係る成果報告をさせていただきます。本校は、今期の研究開発課題を「２１世紀

社会で活躍できる科学技術⼈材の育成と地域創⽣のプログラム実践」として、研究開発

に取り組んでまいりました。⽬的の１つ⽬はグローバル化が進む２１世紀社会で地域や

世界に貢献するために必要な３つの⼒である基礎⼒・思考⼒・実践⼒を備えた科学技術

⼈材の育成であり、２つ⽬は本校がＳＳＨ事業を通して育んだ教育及び⼈的資源を広く

地域に還元することによる科学好きな⼦どもの育成と活⼒ある⽇⽥の創⽣であります。 

これを受け、本校が事業を通じて育成をめざす⼈物像としては、まず⾃ら学び、基礎

⼒・思考⼒・実践⼒を備え、社会に貢献し科学技術の発展に寄与できる⼈、次に地元⽇

⽥を理解するとともに地域の課題を探究して、その成果を還元することで地域社会に貢

献できる⼈、となります。そのための取組内容として、①授業改善 ②教科ＳＳ探究の

深化 ③国際性の育成 ④継続的な⼈材育成、の４つを柱とし、それぞれについて具体

的な⽅策を⽴ててこれまで５年間、今期の研究開発課題の結実を図るべく取り組んでま

いりました。以下⾴にその成果と課題をまとめましたので、ぜひご覧ください。 

なお、今期の成果と課題を踏まえて、次年度からの３期⽬５か年の指定を受けるべく

申請を⾏っているところであります。３期⽬の指定を前提としまして、皆様⽅には本校

の取組に対し、忌憚のないご意⾒ご感想をお寄せいただけましたら幸いであります。 

最後になりましたが、本事業の推進に際し、多⼤なるご⽀援ご協⼒をいただきました

各企業・⾏政機関の皆様、またご指導くださいました運営指導委員及び管理機関である

県教育委員会の皆様に深甚なるお礼を申し上げますとともに、今後ともご指導ご鞭撻の

ほど何卒よろしくお願い申し上げ、巻頭のご挨拶とさせていただきます。 

令和３年 3 ⽉吉⽇  ⼤分県⽴⽇⽥⾼等学校 校⻑ 河野仁彦 



 

別紙様式１－１ 

大分県立日田高等学校 指定第2 期目 28～02 

 

❶令和２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） 

➀ 研究開発課題  
21 世紀社会で活躍できる科学技術人材の育成と地域創生のプログラム実践 
・グローバル化が進む21世紀社会で、地域・世界に貢献するために必要な三つの力（基礎力・思考力・実践力）を備えた科
学技術人材の育成。 

・社会貢献活動を通して、日田高校がＳＳＨで育んだ教育・人的資源を広く地域に還元し、科学好きな子どもの育成と活力
ある地域（日田）の創生。 

➁ 研究開発の概要  
学校全体で日田高アクティブラーニング５項目に基づいて、授業改善スクールプラン・マイプランを作成、そのプランに

沿って授業改善を進め、生徒が主体的に学ぶ授業を実践した。１・２年次の「探究基礎Ⅰ・Ⅱ」の中では、地域探究Ⅰ・Ⅱに
取り組み、地域創生の志を醸成している。他の SS 探究科目についても、より効果的な内容にするために、各々が改良・改
善に取り組み、科学技術人材たる素養を培っている。「SS コミュニケーションⅠ・Ⅱ」を軸にマレーシア国海外研修、国内研
修、各種の発表会等で様々なプレゼンテーション・発表に取り組むことで、プレゼンテーション能力に加え科学英語の運用
能力を育成している。創設 54 年目の「日田地区小中高理科研究協議会」と連携し、小中高が連動して「ひた科学の遊び実
験フェスタ」等の事業に取り組むことで、地域の理科好きな子ども・生徒を育成している。 

➂ 令和２年度実施規模  

課程（全日制） 

 
学科名 

生  徒  数  ※（    ）は学級数 実施規模 
１年 ２年 ３年 ４年 計 学校設定教科「SS 探究」は、第１・２学年

全員及び第３学年SSクラスで実施する。本

校教員による「授業改善」等は全校生徒対象

で実施する。 

普通科 198(5) 198(5) 185(5)  581 
 SSコース ‐ 35(1) 36(1)  71 

 理系 ‐ 93(2) 64(2)  157 

 文系 ‐ 70(2) 85(2)  155 

(内理系) ‐ (93) （64）  (157)

  計    198(5) 198(5) 185(5)  581 
 

➃ 研究開発内容  

〇 研究計画  
平成２８年度〔１年次〕 

Ⅰ．授業改善 

 日田高アクティブラーニング５項目を共有し、授業改善スクールプラン・マイプランを作成する。 

 互見授業等で定期的に検証し、授業改善のＰＤＣＡサイクルを進める。 

 ＩＣＴ機器やクリッカー等を活用したアクティブラーニング（特に双方向型授業）を開発する。 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 

 １年生全員に「探究基礎Ⅰ」で地域理解を深める課題研究を、「Water Scince」で理科と地歴公民の教科横断的授業を実施する。 

 １年生全員にプログラミングとアルゴリズムの基本知識・技術を習得する「SSProgramming」を実施する。 

 ２，３年ＳＳクラスで「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」を実施する。また、ルーブリックによる課題研究の評価方法の開発とリフレクションシートを活用した自己

評価・他者評価の導入を行う。 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 

 理科と英語の教科横断的授業である「SS コミュニケーション」の実施とこの授業を活用したメタ認知能力の測定方法を開発する。 

 マレーシアの大学生・高校生と協同的課題解決研究等を行い、多様性を受け入れ協働する力や英語力、挑戦意欲等を育む海外研修の開発

を行う。 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 

 日田地域の小学校３年生から高校１年生までに理科アンケートを実施し、日田地域の理科教育の課題を明らかにし、小中高が連携して系統

立った授業改善を行う。 

 理科好きな子どもを育てる「ひた科学の遊び実験フェスタ」「母校への学習指導」を実施する。また、「地元科学クラブ」との連携を検討する。 

平成２９年度〔２年次〕 

Ⅰ．授業改善 

 日田高アクティブラーニング５項目を見直し、それに沿って授業改善スクールプラン・マイプランを修正。 

 日田高アクティブラーニング５項目の見直しに沿って、互見授業の評価シートを修正し授業改善を進める。  

 ＩＣＴ機器やクリッカー等を活用したアクティブラーニング（双方向型授業）の検証を行い、改善を進める。 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 

 「探究基礎Ⅰ」、「Water Science」、「SS Programming」の課題を検証し、指導内容やテキストを改善する。 

 地域の課題に地元企業や研究機関と協働して取り組む課題解決型授業である「探究基礎Ⅱ」（ＳＳクラス以外の２年生対象）を実施する。 

 「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」の指導方法、評価方法を検証し、改善する。特にパフォーマンス評価の仕方（ルーブリックの内容）やリフレクションシートを

活用した生徒へのフィードバックの方法を生徒の変容に合わせて改善する。 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 

~ 1 ~



 

 「SS コミュニケーション」で育成されたメタ認知を開発した方法で測定する。 

 マレーシアの大学生・高校生と行う協同的課題解決研究等の内容を評価するアンケートを実施し、マレーシア研修の改善を図る。 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 

 前年の理科アンケート及び授業改善の結果をもとに、今年度のアンケートを作成し、日田地区の理科教育の授業改善を進める。 

 アンケートをもとに「ひた科学の遊び実験フェスタ」「母校への学習指導」の内容を改善する。「地元科学クラブ」との連携を進める。 

平成３０年度〔３年次〕 

Ⅰ．授業改善 

 日田高アクティブ・ラーニング５項目の再検討を実施し、その変更点に沿って授業改善スクールプラン・マイプラン、互見授業の評価シートを再

修正し、授業改善をさらに進める。 

 日田高模試で問題発見力・論理的思考力等を評価できる選択式・記述式問題を出題し、アクティブ・ラーニング（双方向型授業）で身についた

リテラシーやスキルを評価する。 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 

 「探究基礎Ⅰ」「Water Science」「SS Programming」の課題を検証し、指導内容やテキストを改善する。 

 「探究基礎Ⅱ」の課題を連携している企業・研究機関と検証し、指導内容等を改善する。 

 「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」の指導方法、評価方法を検証し、改善する。特にパフォーマンス評価の仕方（ルーブリックの内容）を生徒の変容に合わせ

て改善する。 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 

 「SS コミュニケーション」で測定したメタ認知と生徒の英語活用能力・主体性の向上との関係性を検証し授業を改善する。 

 マレーシアの高校・大学とのスカイプ等を活用した学校交流を進める。 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 

 前年の理科アンケート及び授業改善の結果をもとに、今年度のアンケートを作成し、日田地区の理科教育の授業改善を進める。 

 アンケートをもとに「ひた科学の遊び実験フェスタ」「母校への学習指導」の内容を改善する。前年の連携内容を検証し、「地元科学クラブ」との

連携の仕方を改善する。 

令和元年度〔４年次〕 

 中間評価で指摘のあった事項に関しては、分析を進め早期に改善を図り、事業の充実・軌道修正を図る。 

Ⅰ．授業改善 

 日田高アクティブ・ラーニング５項目を必要に応じて再検討して実施し、その変更点に沿って授業改善スクールプラン・マイプラン、互見授業の

評価シートを再修正し、授業改善を更に進める。 

 日田高模試で問題発見力・論理的思考力等を評価できる選択式・記述式問題を出題すると共に事後検証を充実させ、アクティブ・ラーニング

（双方向型授業）で身についたリテラシーやスキルの評価を行うと共に生徒に還元する。 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 

 「探究基礎Ⅰ」「Water Science」「SS Programming」の科目相互の連携を進め、指導内容・テキスト・評価法を改善すると共に、教師間の目線

合わせを充実させる。 

 「探究基礎Ⅱ」の課題を、連携企業・研究機関と検証し、指導内容・テキスト・評価法を改善すると共に、教師間の目線合わせを充実させる。 

 「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」の指導方法、評価方法を検証し、更に改善・更新する。特にパフォーマンス評価の仕方（ルーブリックの内容）を生徒の変

容に合わせて改善する。 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 

 「SS コミュニケーション」等で測定したメタ認知と生徒の英語活用能力・主体性の向上との関係性を検証し、授業を更に改善する。 

 マレーシアの高校・大学等との学校間交流をより進める。 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 

 前年度の理科アンケート及び授業改善の結果をもとに、今年度のアンケートを作成し、日田地区の理科教育の授業改善を更に進める。 

 アンケートをもとに「ひた科学の遊び実験フェスタ」「母校への学習指導」の内容を更に改善する。前年の連携内容を検証し、「地元科学クラ

ブ」との連携の仕方を更に改善する。 

 地域の企業・研究機関・行政・教育関係者とＳＳＨ事業に関する検討を行い、指摘事項に関しては、改善して事業の軌道修正を図る。 

 進捗が遅れている事業に関しては、多角的に原因を分析し、実施計画を修正する。 

 ＳＳＨ事業の成果を精査し、財政支援がない場合でも本校の教育活動に活かせる内容をまとめる。 

 指定終了後の再申請の方向性について、検討を進める。 

令和２年度〔５年次〕 

 中間評価を踏まえＳＳＨ事業二期目５年間の検証・総括を行った上で、関係者の指導・助言を適宜仰ぎながら、以後の本校の教育活動の方

向性について、十分な検討を進める。 

Ⅰ．授業改善 

 日田高アクティブ・ラーニング５項目の実効性と SSH の取り組みとの相関性を改めて洗い直し、授業改善スクールプラン・マイプランをより実態

に合ったものへと高め、他方、互見授業をより生徒への早期の還元度の高いものへと軌道修正することで、授業改善を更に推進する。 

 日田高模試の出題を問題発見力・論理的思考力等を評価できる作問へより高めると共に、事後検証を更に充実させる。また、アクティブ・ラー

ニング（双方向型授業）で身についたリテラシーやスキルの正確な評価を行うと共に、タイムリーに生徒へ還元する。 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 

 「探究基礎Ⅰ」「Water Science」「SS Programming」の科目相互の連携の精度を更に上げ、指導内容・テキストの更新を更に進めて評価法を改

善すると共に、担当教師間目線合わせを更に充実させる。 

 「探究基礎Ⅱ」の課題を、指導体制の見直しも含めて改善し（連携企業・研究機関の助言に基づく）、指導内容・テキスト・評価法の改善を進め

ると共に、教師間の目線合わせを更に充実させる。 

 「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」の指導方法・評価方法を検証し、更に改善・更新する。特にパフォーマンス評価（ルーブリック内容）を、生徒の変容に合わ

せて改善する。 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 

 「SS コミュニケーション」等で測定したメタ認知と生徒の英語活用能力・主体性の向上との関係性の検証を進め、授業を更に改善する。 

~ 2 ~



 

 マレーシアの高校・大学等との学校間交流を、より進める（結果的に、新型コロナウイルス感染拡大のため不実施）。 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 

 前年度の理科アンケート及び授業改善の検証をもとに、今年度のアンケートを作成し、日田地区の理科教育の授業改善を更に進める。 

 アンケートをもとに「ひた科学の遊び実験フェスタ」「母校への学習指導」の内容を更に改善する。前年の連携内容を検証し、「地元科学クラ

ブ」との連携の仕方を更に改善する（結果的に、新型コロナウイルス感染拡大のため不実施のものあり）。 

 地域の企業・研究機関・行政・教育関係者とのＳＳＨ事業に関する検討を更に進め、指摘事項に関しては、改善して事業の軌道修正を図る。 

 

〇 教育課程上の特例等特記すべき事項 
学校設定教科「SS 探究」を設置する。「SS 探究」の各
科目は教育課程の特例を適用した「探究基礎Ⅰ」「探
究基礎Ⅱ」「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」「SSPrograming」「Water 
Science」と、特例に該当しない「SS コミュニケーション
Ⅰ」「SS コミュニケーションⅡ」「SSLｏｇｉｃ」を設置する。 

 
〇 令和２年度の教育課程の内容 

関係資料➍の令和２年度教育課程表 （P79 参照） 
 
〇 具体的な研究事項・活動内容 
Ⅰ 授業改善 

研究事項 活動内容 

授業改善スクールプラン・マイプラン

の設定 

県教育委員会による授業改善実施要領に基づき、年度当初に授業改善スクールプラン(学校全体)とマ

イプラン(各個人)を作成 

授業改善推進委員会 年4 回実施 

授業改善に向けた校内研修 研修テーマ「ICT 活用の推進と授業改善実施報告」 

校内互見授業 
１回実施（1 学期実施予定分は新型コロナウイルス感染拡大のため中止）。グループごとに課題を設定

して実施。 

生徒による授業評価アンケート 年2 回実施 １５項目をデータ化して分析 

授業研究会 
10 月に県教育委員会、県立高校教員、日田市内小中学校教員を招いて実施  

研究テーマ「目標（付けたい力）の達成をねらった発問とその評価活動」 

校内研究授業 各教科（含む SS 探究）で年間にわたり実施 計２８授業（3 学期実施予定含む） 

教科指導力養成及び授業改善等に

係る研修 

学ぶ力向上ゼミ（県教委主催）等への積極的な参加 

作問研修会（高教研進学指導部会主催）  ※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

中学校の授業研究会への参加 ※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「SS 探究」の深化 
研究事項 活動内容 

SS 探究教科の深化 
SS 探究教科各々で授業内容の改良・改善を進めた生徒アンケート、ルーブリックによる評価、メタ認知

の測定などの評価を組み合わせて実施しその効果を検証 

フィールドワーク 

WS 花月川における生物調査、水質調査 

探究基礎Ⅰ「地域探究Ⅰ」フィールドワーク 

東海大学付属高輪台高校との連携事業 （新型コロナウイルス感染拡大のため不実施） 

関西最先端科学研修（大阪・京都中心に）（新型コロナウイルス感染拡大のため大分県内に変更予定） 

水圏森林フィールドワーク 大肥川水質調査 （新型コロナウイルス感染拡大のため不実施） 

海外研修（マレーシア）、国内研修（福岡・大分）  

（新型コロナウイルス感染拡大のため、種子島・屋久島を中心とする鹿児島県に行き先変更） 

小中学校への科学実験出前教室（日田市立小中学校各１校へ） 

探究基礎Ⅱ「地域探究Ⅱ」フィールドワーク 

科学部・HLR 部の活動 科学部：ポスター部門九州大会出場等コンテスト多数入賞 

各種コンテスト、発表会への参加 

SSH 生徒研究発表会 校内で選考会を経て、最優秀班が参加し、ポスター賞を受賞 

サイエンスインターハイ 新型コロナウイルス感染拡大のため大会自体中止 

科学の甲子園大分県予選 １・２年生計14 名参加（入賞せず）/情報分野成績県１位 

各種科学オリンピック 数学・物理計６人参加 

その他各種コンテスト、コンクール等 新型コロナウイルス感染拡大のため科学部部活動以外参加なし 

学会発表 新型コロナウイルス感染拡大のため参加なし 

メタ認知による評価 高知大学の協力により、理科の実験・観察におけるメタ認知の伸長とカリキュラムの有効性を確認 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 
研究事項 活動内容 

SS コミュニケーションⅠ、Ⅱ サイエンスダイアログ 2020（JSPS 主催）を実施 授業内容の改良・改善を進め「国際的人材」を育成 

海外研修(マレーシア) 

例年、10 月に 4 泊6 日でマレーシア・クアラルンプール市と周辺地域の自然環境保全地域でのフィー

ルドワーク、大学での講義・共同実験、ＪＩＣＡマレーシア等との意見交換、現地高校との交流発表会を

実施しているが、新型コロナウイルス感染拡大のため、種子島・屋久島を中心とする鹿児島県に行き先

変更となった。 

対象学年・クラス 従来の教科・科目名 「SS 探究」 代替科目 

1 年 

社会と情報 （1 単位/２単位中） 

社会と情報 （1 単位/２単位中） 

総合的な探究の時間 (１単位） 

Water Science (１単位) 

SSPrograming (１単位) 

探究基礎Ⅰ (１単位) 

2 年ＳＳクラス 総合的な探究の時間 (１単位) 探究Ⅰ(１単位/３単位中) 

2 年文系・理系 総合的な探究の時間 (１単位) 探究基礎Ⅱ(1 単位) 

3 年ＳＳクラス 総合的な学習の時間 (１単位) 探究Ⅱ(１単位) 

 

 マレーシアの高校・大学等との学校間交流を、より進める（結果的に、新型コロナウイルス感染拡大のため不実施）。 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 

 前年度の理科アンケート及び授業改善の検証をもとに、今年度のアンケートを作成し、日田地区の理科教育の授業改善を更に進める。 

 アンケートをもとに「ひた科学の遊び実験フェスタ」「母校への学習指導」の内容を更に改善する。前年の連携内容を検証し、「地元科学クラ

ブ」との連携の仕方を更に改善する（結果的に、新型コロナウイルス感染拡大のため不実施のものあり）。 

 地域の企業・研究機関・行政・教育関係者とのＳＳＨ事業に関する検討を更に進め、指摘事項に関しては、改善して事業の軌道修正を図る。 

 

〇 教育課程上の特例等特記すべき事項 
学校設定教科「SS 探究」を設置する。「SS 探究」の各
科目は教育課程の特例を適用した「探究基礎Ⅰ」「探
究基礎Ⅱ」「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」「SSPrograming」「Water 
Science」と、特例に該当しない「SS コミュニケーション
Ⅰ」「SSコミュニケーションⅡ」「SSLｏｇｉｃ」を設置する。 

 
〇 令和２年度の教育課程の内容 

関係資料➍の令和２年度教育課程表 （P76参照） 
 
〇 具体的な研究事項・活動内容 
Ⅰ 授業改善 

研究事項 活動内容 

授業改善スクールプラン・マイプラン

の設定 

県教育委員会による授業改善実施要領に基づき、年度当初に授業改善スクールプラン(学校全体)とマ

イプラン(各個人)を作成 

授業改善推進委員会 年4 回実施 

授業改善に向けた校内研修 研修テーマ「ICT 活用の推進と授業改善実施報告」 

校内互見授業 
１回実施（1 学期実施予定分は新型コロナウイルス感染拡大のため中止）。グループごとに課題を設定

して実施。 

生徒による授業評価アンケート 年2 回実施 １５項目をデータ化して分析 

授業研究会 
10 月に県教育委員会、県立高校教員、日田市内小中学校教員を招いて実施  

研究テーマ「目標（付けたい力）の達成をねらった発問とその評価活動」 

校内研究授業 各教科（含む SS 探究）で年間にわたり実施 計２８授業（3 学期実施予定含む） 

教科指導力養成及び授業改善等に

係る研修 

学ぶ力向上ゼミ（県教委主催）等への積極的な参加 

作問研修会（高教研進学指導部会主催）  ※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

中学校の授業研究会への参加 ※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「SS探究」の深化 
研究事項 活動内容 

SS 探究教科の深化 
SS 探究教科各々で授業内容の改良・改善を進めた生徒アンケート、ルーブリックによる評価、メタ認知

の測定などの評価を組み合わせて実施しその効果を検証 

フィールドワーク 

WS 花月川における生物調査、水質調査 

探究基礎Ⅰ「地域探究Ⅰ」フィールドワーク 

東海大学付属高輪台高校との連携事業 （新型コロナウイルス感染拡大のため不実施） 

関西最先端科学研修（大阪・京都中心に）（新型コロナウイルス感染拡大のため大分県内に変更予定） 

水圏森林フィールドワーク 大肥川水質調査 （新型コロナウイルス感染拡大のため不実施） 

海外研修（マレーシア）、国内研修（福岡・大分）  

（新型コロナウイルス感染拡大のため、種子島・屋久島を中心とする鹿児島県に行き先変更） 

小中学校への科学実験出前教室（日田市立小中学校各１校へ） 

探究基礎Ⅱ「地域探究Ⅱ」フィールドワーク 

科学部・HLR 部の活動 科学部：ポスター部門九州大会出場等コンテスト多数入賞 

各種コンテスト、発表会への参加 

SSH 生徒研究発表会 校内で選考会を経て、最優秀班が参加し、ポスター賞を受賞 

サイエンスインターハイ 新型コロナウイルス感染拡大のため大会自体中止 

科学の甲子園大分県予選 １・２年生計14 名参加（入賞せず）/情報分野成績県１位 

各種科学オリンピック 数学・物理計６人参加 

その他各種コンテスト、コンクール等 新型コロナウイルス感染拡大のため科学部部活動以外参加なし 

学会発表 新型コロナウイルス感染拡大のため参加なし 

メタ認知による評価 高知大学の協力により、理科の実験・観察におけるメタ認知の伸長とカリキュラムの有効性を確認 

Ⅲ．「国際性」を育成する研修・教科の開発 
研究事項 活動内容 

SS コミュニケーションⅠ、Ⅱ サイエンスダイアログ 2020（JSPS 主催）を実施 授業内容の改良・改善を進め「国際的人材」を育成 

海外研修(マレーシア) 

例年、10 月に 4 泊6 日でマレーシア・クアラルンプール市と周辺地域の自然環境保全地域でのフィー

ルドワーク、大学での講義・共同実験、ＪＩＣＡマレーシア等との意見交換、現地高校との交流発表会を

実施しているが、新型コロナウイルス感染拡大のため、種子島・屋久島を中心とする鹿児島県に行き先

変更となった。 

対象学年・クラス 従来の教科・科目名 「SS 探究」 代替科目 

1 年 

社会と情報 （1 単位/２単位中） 

社会と情報 （1 単位/２単位中） 

総合的な探究の時間 (１単位） 

Water Science (１単位) 

SSPrograming (１単位) 

探究基礎Ⅰ (１単位) 

2 年ＳＳクラス 総合的な探究の時間 (１単位) 探究Ⅰ(１単位/３単位中) 

2 年文系・理系 総合的な探究の時間 (１単位) 探究基礎Ⅱ(1 単位) 

3 年ＳＳクラス 総合的な学習の時間 (１単位) 探究Ⅱ(１単位) 
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国内研修 

例年、10 月に２泊３日で大分県、福岡県において科学的な実習・見学、英語研修等を実施している

が、新型コロナウイルス感染拡大のため、種子島・屋久島を中心とする鹿児島県に行き先変更となっ

た。 

関西最先端科学研修 
例年、３月下旬に２泊３日で関西地区の大学や研究機関等での見学・実習を実施しているが、新型コロ

ナウイルス感染拡大のため、大分県内（２泊３日）に変更実施の予定となっている。 

OSS 台湾科学研修 

例年、12 月に 3 泊4 日の日程で、OSS（大分スーパーサイエンスコンソーシアム）の一環として大分県

各地から集まった約 20 名の一員として台湾の高校、大学にて科学研修に取り組み、英語で課題研究

を発表していたが、OSS（大分スーパーサイエンスコンソーシアム）の組織自体が今年度は成立せず、

不実施となった。 

校内の発表会の開催 

６月3 年SS クラス課題研究発表会 

12 月2 年SS クラス課題研究中間発表会 

1 月SSH 成果発表会 

SSCⅠ（サイエンストピックについて）、探究基礎ⅠⅡ（学年発表会）、WS（課題研究発表会） 

SSH 講演会の開催 金沢工業大学・虎ノ門大学院 教授 三谷宏治氏 

Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 
研究事項 活動内容 

日田地区小中高理科研究協議会 

(小‐中‐高) 

例年、本研究協議会では 11 月の研究大会で共通テーマに１日を通し小・中・高の順に研究授業を実

施、その後の全体会においては授業内容の小中高の発達段階や系統性、概念性等について議論を重

ねる等の連携を行っているが、新型コロナウイルス感染拡大のため、今年度は研究大会は中止となっ

た。 

日田科学の遊び・実験フェスタ 

(小‐高) 

例年ボランティアスタッフとして 100 名近い生徒が参加すると共に、８つのブース(SS クラス４ブース、

科学部4 ブース)を企画・運営しているが、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となった。 

科学の甲子園ジュニア県予選 

中学生学習サポート(中-高) 

例年、日田地区の中学生が参加する科学の甲子園ジュニア県予選の学習サポートとして、７月に２回

にわたり「科学の甲子園ジュニア」全国大会の過去問及び類似問題を題材に学習支援を行っている

が、新型コロナウイルス感染拡大のため、今年度は大会自体が中止となった。 

小中学校科学実験出前教室 

(小‐中‐高) 

日田市立小中学校各１校で、SSCⅡの授業で学んだことをベースに、英語と日本語を用いたプレゼン

テーション及び演示実験と実験の指導を実施。 

他校との連携(高-高) 

東海大学付属高輪台高校との連携 

例年、別府市での地熱フィールドワーク、相互の校内発表会へ

の参加を行っているが、新型コロナウイルス感染拡大のため、連

携事業自体が今年度は休止となった。 

OSS コンソーシアム 

例年、大分県内高校の連携としてＯＳＳフェスタ、つくば科学研

修、数学等国際科学オリンピック等受験、台湾科学研修、課題

研究、成果発表会等を行っているが、組織自体が今年度は成立

せず、不実施となった。代わりに 1 日だけではあるが代替企画と

して大分県教委主催で１月に行われた「STEAM フェスタ」に参

加、本校は SSH 校として課題研究発表を行った。 
 

➄ 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 
Ⅰ 授業改善 

・授業改善に関して生徒授業評価アンケートの結果  
 肯定的回答の平均 94％ ⇒ ほとんどの項目が高水準で推移。満足度の高い授業が継続されている  
 アンケート項目1,2 で「強い肯定」の割合がそれぞれ 10％以上向上。  

⇒思考力を育成する発問の工夫、生徒主体の学習形態が実践されている 
・授業改善に関して「学びの基礎診断」でも各学年において生徒の学力の向上が見られる。 

 
 
 

 
Ⅱ 「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 

・「SS探究」の深化に関しての「共通アンケート」(18項目 4件法、各回の平均値) の結果は、全科目平均値が一昨年度
の最終値「2.98」から昨年度は「3.0７」へと上昇し、内容的な充実を図れたが、今年度は「2.91」となった。 

 

 
Ⅲ 「国際性」を育成する研修・教科の開発 

・SSCⅡ独自の生徒アンケート結果（4 件法による） 

「英語を学ぶと視野が広がる」4月3.53⇒2月3.86 

「将来海外で英語でコミュニケーションを取りたい」4月3.10⇒2月3.40 

授業改善については、日田高アクティブラーニング５項目を中心とした学校全体での取り組みは一層定着し、その内容
は年々精度の高い実効性あるものとなり、生徒が能動的・主体的に学ぶ授業が日々実践されていると言える。 

一昨年度から一昨年度にかけては、各科目の指導内容の大幅な充実が図られ本アンケート結果も顕著な好転が見ら
れたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大で各種事業の大幅縮小も余儀なくされ、授業内容もどうしても「駆け
足」的面が避けられず、生徒の達成感にも多大な影響があったと推測される。 
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Ⅳ 「小中高連携の理科教育」の充実 

・新型コロナウイルス感染拡大等のため、例年実施の各種事業は以下のようになった。 
 SSH 事業名 参加状況等 

a 55 周年日田地区小中高理科研究協議会 新型コロナウイルス感染拡大のため研究大会等は中止 

b 第12 回ひた科学の遊び・実験フェスタ 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

c 科学の甲子園ジュニア大分県大会日田地区中学生サポート 新型コロナウイルス感染拡大のため、大会自体が中止 

d 小中学校への科学実験出前教室 in English 例年通り小中学校各1 校へ出前実施 

e 
東海大学付属高輪台高等学校との連携事業 新型コロナウイルス感染拡大のため、連携自体が不成立 

大分サイエンスコンソーシアム(ＯＳＳコンソ) 今年度組織自体が不成立 

 
○実施上の課題と今後の取り組み 
Ⅰ 授業改善 

・授業改善の進捗・深化を的確に確認し即時に生徒への還元度を高めるための、「授業」と「評価」の連動が急がれる。 
⇒ これまで学んだ先進事例に基づき、教師・生徒の双方に有益となる評価法について、「先行モデル」を改良し 10

年分の経験値を有する SSH 校たる本校に合った形に手直しして段階的導入を図る。 
・生徒の思考力・判断力・表現力を相乗的に育成し、新教育課程も睨んだ探究的な学びへの移行を急ぐ。 
⇒ 人事異動による人の入れ替えをプラスに活かすべく、各教員が各々積んできた経験をまずは校内財産として共

有化し研鑽に繋げる度合いを濃くすること等による、「思考力を育成する発問」の一層の徹底・共有、「目標（付け
たい力）」の明確化、実のある評価問題の共有化と検証。 

Ⅱ 「地域創生の志」育成と学校設定科目「ＳＳ探究」の深化 
・探究基礎Ⅰ・Ⅱにおける地域探究の学びが、自己満足的で非 SSH 校でも可能な「調べ学習」に矮小化されることなき
よう、大人からの時宜を得た助言、客観的検証と考察の仕方等の指導により、地域に潜在したまま「発掘」を待ってい
る「課題」をリアルに掘り起こし、SSH 校ならではの科学的検証・考察による課題研究へと高める。。 
⇒ 中学生とも非SSH 校とも異なる、SSH 校の校内インフラならではの探究的学びへの刷新・更新を、一層図る。 
⇒ 探究基礎Ⅰ・Ⅱにおける３学期メニューを「小論文探究Ⅰ・Ⅱ」として連続的なものとし、地域に目を向けた学び

からの発展・応用を促すものへとカリキュラム開発・改善を行った（特に探究基礎Ⅱでは、「SDGs 探究」を導入とし
討論・小論文へと繋げる学習を一昨年度から導入）。 

・1 年生の４つの SS 探究科目の輻輳状況の改善、進め方の効率化・合理化は一定の成果があり、整理を図れた。。 
⇒ 共通探究メソッドの導入、科目間連携の徹底、教師間目線合わせの一層の充実により、実効性を更に高める。 

・1 年生の課題研究に取り組む時期の重なりは以前より相対的に解消されたものの、なお改善の余地を残している。 
⇒ 先回りした計画的指導、或いは実施時期を大幅に「時間差」のある状態にする等で、特定生徒への負担の偏りを

未然に防止しバランスを取りつつ指導する。 
Ⅲ 「国際性」を育成する研修・教科の開発 

・国際性の育成の実践は、新型コロナウイルス感染拡大も災いし、「場」の減少、限定化が深刻。何より「生徒が自信を
持てる」水準に至っていないのが、最大の課題。 
⇒ 制約の大きい中でも可能な取り組みについて先進事例等に学び、SSCⅠ・Ⅱ等の日々の教育実践の効率化を図

る。並行して、必要に応じ外部の力も効果的にお借りし、ESD（持続可能な開発のための教育）の視点を持った教
育活動を模索する。 

Ⅳ 「小中高連携の理科教育」の充実 
・新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく被り、あれもこれも「中止」「不能」のオンパレードとなってしまった。また、
かねて指摘される教員負担の軽減も、「働き方改革」の観点からより周到に配慮する必要が生じている。 
⇒ SSH 事業（の恩恵）は特定の指定校のものだけではなく、地域内連携は欠いてはならないもので、SSH 事業を介

し本校がこれまで培ったものを地域に還元し科学技術人材育成に寄与する使命も担っているため、合理化の図
れる部分は図りつつも大きな目的・使命は果たせるような、効果的でスリムな運用を検討する。 

 

⑥新型コロナウイルス感染拡大の影響  
新型コロナウイルス感染拡大による影響は、下記のように要約できる。 

ア、計画していた事業が変更又は中止となったものは、以下の通り。 
Ⅱ、「地域創生に必要な『志』と『問題解決力』を育成する学校設定教科SS 探究の深化」関係 

・サイエンスインターハイ@SOJO…今年度大会自体中止 
・各種（生物・数学・物理・地理学)科学オリンピック等…今年度大会自体が中止、又は本校からの参加見合わせ 

大分県内の山間地という地理的不利な側面はなかなか払拭し難いものがあり、SSコミュニケーションⅠ・Ⅱを中心に地
道な実践を積み重ねてきたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で各種事業の大幅縮小も余儀なくされ、
生徒の達成感にも多大な影響があったと推測される。 

これまで本校は、特に地元小中高の連携を密に進め、幼少期に本校 SSH 事業に関わった生徒が本校に入学し「教え
られた生徒が教える側に」という循環型教育の流れを強化して、「科学技術人材の育成」と「地域創生」の本校２期目
SSH 事業の２大柱が相乗的に意義を発揮する土壌を整えてきたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大で大幅な
事業縮小を余儀なくされた。高校生同士の連携についても、今年度は軒並み実施見送りとなった。 
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・学会発表参加…今年度会自体の中止が大半 

Ⅲ、多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化」関係 

     ・２年SS クラスの「（マレーシアへの）海外研修〈４泊６日〉」「（近県への）国内研修〈２泊３日〉」 

      …例年２年 SS クラス全員が二手に分かれて上記何れかに参加していたが、今年度は種子島・屋久島を主とした鹿

児島県内への研修〈４泊５日〉に一本化して 2 年SS クラス全員で実施。 

Ⅳ、「継続的な人材育成を目指した『小中高連携の理科教育』の充実」関係 
・日田地区小中高理科研究協議会…例年秋実施の研究大会等、今年度ほぼ大半が事業休止  
・ひた科学の遊び実験フェスタ…今年度中止 
・科学の甲子園ジュニア日田地区中学生サポート…今年度大会自体中止 
・東海大学付属高輪台高等学校との連携事業…今年度連携事業自体休止 

イ、いわゆる「密」回避の観点で、校内の発表会等の持ち方を変更したものは、以下の通り。 
     ・３年SS クラス課題研究発表会（６月） 

…「ポスターセッション」を「パワーポイント発表」に変更、かつ聴講生徒数も制限。審査員等外部来訪者もなし。 
・２年SS クラス課題研究中間発表会（12 月） 
…予定通り「ポスターセッション」実施ながら、聴講生徒数を制限。審査員等外部来訪者もなし。 

・成果発表会（１月）…ほぼ例年通りの実施ながら、聴講生徒数を制限。保護者・一般市民の参加もなし。 
・ウォーターサイエンス学年発表会（12 月）…「オンライン実施」に変更。 

      ・SSH 講演会（12 月）…「オンライン実施」に変更。 
なお、目に見える形での変更・影響点は上記ア・イのようにまとめられるが、長期的には寧ろ、この他の不可視の影響

の方が侮れないと考える。例えば、平素の授業自体において「密」回避が一種の国是となったのと引き換えに、SSH 事業
に限らず授業内外で生徒同士が頭を突き合わせて協働したり教え合ったりするスタイルが事実上禁忌となり、“学びの個
人化”的意識が幾何か浸透してしまった観がある。客観的検証は難しいが、授業内外で「思っていても、言わない（口を
開いてはいけない）」的な意識が、無意識裡に生徒（の思考・言動）を拘束してしまっているのではないか、との疑いを拭
えない。或いは、特に SS クラスの課題研究に奨励していた外部学会発表が至難化し、蓋し運動部部活動においても同
様と思われるが、“練習試合”を通じて“揉まれる”ことで自分たちの至らなさを体感して以後の軌道修正に活かす、という
至極自然な「成長」のプロセスが曖昧化してしまった観がある。更には上記イの校内発表会においても、外部識者への
審査員依頼を見合わせた分については、校内の理科等教員が審査員となったものがあり、緊張感を欠いたり高度に学
術的な視点での示唆が得られにくかったりした可能性が払拭できない。 
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別紙様式２－１ 

大分県立日田高等学校 指定第2 期目 28～02 

 

❷令和２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、 日田高校SSH 事業の深化 【2 年SS クラスへのアンケート結果より１期目と 2 期目の比較】 

指定一期目２年目(24

年度)と、二期目２年目(29

年度)の各 2 年 SS クラス

へのアンケート結果を比

較したのが右のグラフで

ある。項目は、JST から依

頼を受けて実施する SSH

意識調査のものである。 

全項目において「強い

肯定」を回答している生

徒が大幅に増えている。

特に、(7)、(8)、(9)におい

てそれが顕著である。こ

のデータから、SSH 一期

目指定直後の黎明期の

状況から完全に脱し事業

の方向性も定まったこと、

SSH 事業が毎年ブラッシ

ュアップ、精選され、より

効果的な事業へと変容してきていることが確認できる。ただ、（１）の「未知の事柄への興味(好奇心)」のみが下が

っている点は気になる。メタ認知の充実により自己評価が下がり（ハードルが上がり）、自己評価が厳しくなったの

はないかと推察しているが、詳細については不明である。 

 

２、 科学技術人材の育成 

（１） SS 探究科目共通アンケートより（18 項目、4 件法で年3 回（4 月、9 月、2 月）、各授業受講生徒を対象に実施） 

一昨年度からの新たな取り組みとして、SS 探究科目について「項目」「時期」を揃えた共通アンケートを各科目で

実施し、項目を統一し「科目間比較」「過年度比較」を行えるようにした（アンケート項目等の詳細は➍）。今年度はそ

の３年目。但し今年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、例年４月実施相当分は実質５月実施となった。 

分析➀ 各科目で 1 回毎に 18 項目の平均値を求め、時系列で整理（上段一昨年度／中段今年度／下段今年度）。

 

 

 

 

 

 

 

共通アンケート (4 件法、18 項目の平均値) 
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 昨年度は、大半の SS 探究科目において 4 月～9 月～2 月にかけ値が増加し全体平均も大きく伸長したが、

今年度はそうした伸びは見られず、全体平均も昨年度最終値「3.07」が今年度「2.91」へ大きく下降、かつ年

間推移も 0.01 ポイントながら下降した。SSH 指定二期目５年間の取組を通じた各種反省点に立ち、日々の

授業内容・運用・教材等の改善は大幅に図れたと思われるが、新型コロナウイルス感染拡大のため全体的

な低調さは否めず、残念かつ次年度以降が危惧される結果となった。４・５月の休校期間の空白、及びそこ

に起因する半ば駆け足的な授業展開、各種事業の縮小等、大きな痛手となった。 

 １年の３科目（WS・SSCⅠ・探究基礎Ⅰ）で一昨年度まで見られた、SSCⅠが他２科目より若干低い傾向を、１

年次の SS 探究科目相互間の連携を図り、教師間の目線合わせ、探究メソッド共有、その他種々の改善によ

り改善し３科目が近似となった昨年度の傾向は、今年度も維持されている。SSCⅠのカリキュラム改善の実効

性の高さは、今年度も客観的に見て取れる。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け総じて低調な中で、SSCⅡ・探究Ⅰ・探究Ⅱの数値的高さは、今

年度も変わらない。この３科目は２・３年 SS クラス生のみの科目であり、SS クラスを選択した生徒のモチベー

ションは引き続き高く、コロナ禍を考慮に入れれば「健闘」と言えるのではないか。 

 

分析➁ データを整理し、「4 つの仮説」の観点から分析 

アンケートの 18 項目は、本校SSH 事業の「4 つの仮説」に対応する。その科目が、「４つの仮説」に対し的確

・有効に働いているかを確認した。以下がその結果である（上段一昨年度／中段昨年度／下段今年度） 
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3.2 3.1 3.1
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2.9 3.0

3.2 3.2 3.2

2.6 2.7 2.8
2.9

3.0

3.2 3.2

2.3

2.8

3.3

WS SSCⅠ 探基Ⅰ 探基Ⅱ SSLogic SSCⅡ 探究Ⅰ 探究Ⅱ

4月(初期値) 9月(中間) 2月(期末)
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 ここ数年、Ⅰの「授業改善の視点」の値が全科目で相対的に低めだが、「授業改善」が SS 探究科目だけで

なく校内全教科・科目に遍く浸透し、各局面で「主体的で対話的で深い学び」が実践され、生徒自らが「ま

だまだだ」とメタ認知的に自己省察できるようになった結果と推測される。但し、その他項目との落差は、今

年度は若干中和されている。 

 これも従来と同傾向であるが、「2・3 年 SS 群と、「1 年全」＋「2 年文理」の群との比較において、２・３年 SS

では今年度もⅡ「科学技術人材育成」の数値が際立ち、SS クラスの様々な SSH 事業及びカリキュラムが有

効に働いていることを客観的に裏付ける。またⅣ「地域創生・地域の科学力の向上」も、同様に高い。これ

は SS クラス生が小中学校に赴き授業を行う等、地域の子どもと触れ合う機会が「１年全」「２年文理」の群よ

り圧倒的に多いことに起因すると受け止める。当該 SS クラス生徒たちが、拙いながら「我こそ科学技術人

材」との自負をこの先も抱き続けることは、SSHの最大の狙い「科学技術人材の育成」への長期的貢献に微

力ながら資すると言える。その自負を、今後も更に内実も伴わせて大切に育てる使命が、本校にはある。 

 一昨年度まで顕著だった探究基礎Ⅱ（２年文系理系）・SSL（２年文系）の値の低さは昨年度大きく改善さ

れ、それは今年度も継続している。２年生進級時に SS クラスを選択しない時点で既に SSH 事業に対し消

極的な姿勢を持っていると分析されるが、昨年度はそれを前提に、SS クラス以外でも科学的思考・探究的

学びがいかに肝要で有意義であるかを１年次から生徒に説くと共に、教師間目線合わせを充実させ、カリ

キュラム展開の手直しや校内独自教材の開発・導入等を積極的に推進したことで、課題に対する能動的

で探究的な学びの身構えが醸成された成果として、そこの改善が図れた。今年度もその傾向は続き、１年

生３科目より２年生のこの２科目が高い数値となっている点も、そうした改善の結果と分析できる。 

 

（2） 課題研究の取り組み 

今年度も、「探究基礎Ⅰ(1 年全)」「Water Sciencｅ(1 年全)」「SS コミュニケーション(1 年全)」「探究基礎Ⅱ(2 年文系

理系)」「探究Ⅰ(2 年 SS クラス)」「SS コミュニケーションⅡ(2 年 SS クラス)」「探究Ⅱ(3 年 SS クラス)」の授業を通して、

それぞれ班単位での課題研究に取り組んだ。 

今年度は、１～３年合計 175 テーマとなり、昨年度の 208、一昨年度 215 から絞り込んだ結果となった。これは、

１年全 2 年SS 3 年SS 2 年文系理系
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2.9 3.0
3.1

3.3
3.2

2.8 2.8
2.8 2.9

2.9

3.3
3.4

3.2

2.6 2.6 2.6

2.8
2.9

3.1 3.1

2.92.7 2.7 2.8

3.0 3.0

3.3
3.2

3.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

WS SSCⅠ 探基Ⅰ 探基Ⅱ SSLogic SSCⅡ 探究Ⅰ 探究Ⅱ

Ⅰ 授業改善の視点

Ⅱ 科学的人材育成の視点

Ⅲ 国際的人材育成

Ⅳ 地域創生・地域の科学力の向上
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第一に一昨年度来の校内校外の声を元に「量的拡大」よりも「質的充実」を企図した結果である一方で、一部 SS 探

究科目において新型コロナウイルス感染拡大のため４・５月の空白の後に６月から実質始まった今年度の事業が無

理なく完結するようメニューを見直した結果でもある。４・５月の休校による空白は課題研究の遅滞には避けがたい

痛手となり、結果的に「質の充実」を狙い通り実現したとは思えないが、図らずも生徒負担のいたずらな拡散の未然

防止、教員の「働き方改革」への配慮には幾分寄与したと言える。また課題研究の「数」以外に着眼しても、二期目５

年目となったことで校内に指導インフラも累進的に構築され、また申し送りも逐次充実し、生徒職員双方の動きの合

理化も随分図れた。 

 

３．地域創生への取り組み 

（１） SSH の成果を地域に還元 

例年であれば、本校が取り組んできた SSH の様々な事業に参加・関係した小中高生、教員等の参加総数は約 2000

名近くを数えるが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく被り、事業の大幅縮小を余儀なくされた。従

来の本校の取組は、校内だけで完結する SSH 事業ではなく、校内の SSH の取組を地域に拡げ還元し、地域の科学人

材を掘り起こし将来的に科学の力を向上させる使命を果たし、同時に地域創生の一端も担っていた。そうして地道な浸

透を SSH 指定二期にわたりコツコツ図ってきたことは、地域における「教育の循環」を生み出せてもいた。例えば、「日

田科学の遊び実験フェスタ」では、生徒の多くが小学生時代に本フェスタに参加し、これら種々の活動を通じ、「教えら

れた人が教える人に」という循環的な地域での科学教育が根付きつつあったが、その機会は今年度は大幅減となった

（以下、中止・実施見送りの理由は全て新型コロナウイルス感染拡大による）。 

  ・日田地区小中高理科研公開授業…各大会・行事等の事業は軒並み中止 

  ・日田科学の遊び実験フェスタ…中止 

  ・「科学の甲子園ジュニア県予選」学習サポート…大会自体中止 

  ・高輪台高校との連携事業１（例年10 月 於 高輪台高）…実施見送り 

  ・高輪台高校との連携事業２（例年12 月 於 日田市・別府市）…実施見送り 

  ・高輪台高校との連携事業３（例年１月 於 日田市）…実施見送り 

 

（２） 探究基礎Ⅰ、Ⅱの取り組み 

「地域創生の志」育成は、SS 探究科目「探究基礎Ⅰ」の「地域探究Ⅰ」及び「探究基礎Ⅱ」の「地域探究Ⅱ」がその

中核を担う。「地域探究Ⅰ」では、６つの地元企業・事業所等に協力を頂き、フィールドワークとして「事業所訪問」を

実施した。全１年生が希望に応じて班に分かれ、「地域創生」の視点から課題研究に取り組んだ。その内容は、１月

に「訪問事業所別発表会」「学年発表会」にてプレゼン発表した。 

1 年次のこの活動をベースに、２年次には SS クラス生以外の文系理系全員が、更に地域探究を発展させ深める

「地域探究Ⅱ」に取り組んだ。まず学校外から市役所職員等の「地域を熟知した」講師を招聘し、地域の現状を理解

するための講演会を２回開催し、地域再生や地域課題についての基礎的な知識を身に付けた。その後、日田につ

いて様々な視点から議論し考えるグループ研究を行い、文系理系混合グループを形成（計 30 班）し、「地域創生」

につながる課題研究に取り組んだ。課題研究では自分たちで設定した探究テーマを基に、市役所等地域の企業・

事業所を訪問しインタビュー等を行うフィールドワークに取り組んだ。これら講演会やフィールドワークの活動を踏ま

え、研修グループごとに各テーマに沿って地域創生に関わる「アイデア」を創出、その研究成果をポスターにまとめ

た。発表はポスターセッション形式とし、学年発表会を 1 月に実施。市役所はじめと地域の企業や事業所にも来校

して頂き、その成果について発表・議論した。 

これらの事業の実施に当たっては、例えば以下のように多数の地元企業、事業所から有難い支援を受けている

（Water Science 分も並記して紹介）。「地域の伝統普通科高校」ゆえ、ベテラン卒業生、若い卒業生が行く先々で時

間を削り身を削り本校生を広い心で受け入れ助言してくれることが、こうした事業の推進を大きく後押ししてくれてい

る。他にも、２・３年 SS クラス「探究Ⅰ・Ⅱ」では、列挙不能な無数の地元企業・事業所に毎回連日協力頂いておりこ

こでは割愛するが、溢れる「地域の教育力・教育資源」を最大限活用させて頂きながらも、地域に返せるものを（拙く

とも）何か伝える、という双方向的な形が形成されている。 

  ・探究基礎Ⅰ…フィールドワーク先６事業所→校内発表会の審査員として来校頂き、学びを「お返し」する。 

  ・探究基礎Ⅱ…講演会講師として２ヵ所から招聘＋フィールドワーク先30 事業所 

→校内発表会の審査員として一部来校頂き、学びを「お返し」する。 

  ・Water Science…課題研究協力先９事業所→校内発表会の審査員として一部来校頂き、学びを「お返し」する。 

なお、上記 SS 探究科目を SS クラス以外の生徒も全員履修することにより、本校生全員がパワーポイントとポスタ

ーセッション双方の発表形式を経験する形を作っている。 

研究開発の課題   

 昨年度来「SS 探究科目のブラッシュアップ」を最大の喫緊の課題と捉え、戦略的にその達成に取り組んできた。結果

的に、SS 探究科目共通アンケート（４段階評価）全体平均値が一昨年度の「2.98」から昨年度「3.07」に改善された事
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実が示す通り、一定の成果はあった。しかし今年度は新型コロナウイルス感染拡大のため大幅な事業縮小を余儀な

くされ、総じて改善は限定的なものに留まった。SS 探究科目共通アンケート全体平均値は、一昨年度の「2.98」を下

回って今年度「2.91」に低下した。また、依然として課題も多く（詳細は各 SS 探究科目報告参照）、「地域探究」と口で

軽く言うのはいとも易しいが、高校生にとっては「地域が衰え消えてゆく」未来をリアリティーを持って想像することは

容易でなく、確かに秀逸な課題研究も漸増した一方で、単なる「地域おこし」的イメージ止まりもなお散見された。今

後は更に生徒への提示を工夫し、また SS 校らしい組織だった取り組みを基盤とした SS 探究科目の授業を実践し、

SSH 校ならではの生徒にとってより実効性ある授業へ高め、もって SSH 最大の狙いたる「未来の科学技術人材」掘り

起こしに資する責務がある。併せて、SSH 指定二期の間で校内に培った SS 探究の学びは、次年度のみならず令和

４年度からの新教育課程へも大きくアドバンテージがあると前向きに受け止め、そこへどう接続させていくか、議論を

急ぐ必要もある。 

 各科目で実践された今年度課題研究は年間175テーマ（昨年度215）に減少した。闇雲に「数」を誇るのでなく、今後

は「数」より「質」の拡充を、生徒以前にまずは大人が更に追求する必要がある。他方、「個人研究」の方が探究の深

まりやすい場合も想定され、双方の長短を総合的に勘案しながら、「個人研究」の導入についてもその功罪まで含め

て検討し、今後逐次取り組みたい。「自己満足」に終始する「課題研究（ごっこ）」的レベルに終わらず、どうすれば

SSH の目指す「未来の科学技術人材育成」に少しでも肉迫できるか、との観点から指導を進める必要がある。 

 一昨年度から昨年度にかけては、特に SS 探究科目の「合教科的学び」の財産として校内独自教材を漸次蓄積し、ブ

ラッシュアップされた（４段階共通アンケート平均値一昨年度「2.98」→昨年度「3.07」とも符合）と分析している。著作

権にも配慮しながら、外部公開可能なものは極力公開することで更に刷新していくことが必要となってきたが、今年

度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で授業時間数が大幅に減少し、遺憾ながら最低限のメニューをこなすのに

精一杯という実態があった。 

 外部コンテスト・発表会等への参加も、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で大きく後退した。SS クラス生

の士気は２・３年共にますます旺盛で、拙くも「（未来の）科学者の卵」の自負高き生徒も増え、外部発表参加は以後

の探究活動に対するモチベーションの昂進・再生にも直結するため、より意欲的・積極的な外部参加が望ましいが、

今年度は大きなブレーキとなった。「外」に出て行けない状況下でも、生徒は真摯に課題研究を進めたと受け止めて

いるが、外部からの示唆を受ける場が限られ、研究内容が「自己満足」に陥っているのではないかという不安を、当

の生徒自身も抱えているというのが偽らざる実態である。また、新型コロナウイルス感染拡大以前においてもそうだっ

たが、外部コンテスト・発表会等参加に要する経費的制約も侮れず、都市部とは異なる地理的不便さも抱え、やみく

もに交通費等の保護者負担を強いる訳にも行かない。日帰り可能範囲以遠へオプション参加し経費を保護者負担

へ安易に嫁すことは、将来的に「SS クラスは、（面白いが）何かと物要りだ」との認識を生み、それが SS クラス希望者

減へじわじわ波及する懸念も拭えず、アンビバレントな状況に直面している。５学級体制下でSSクラスが１クラス成立

することが各種バランス上も好ましく、大いに悩ましい。 

 継続課題「国際性の育成」は、遺憾ながら依然道半ば。国際性涵養を促す外部（支援）プログラムは更に種々充実し

てきているが、１学年５学級規模での教員体制（人員）、生徒負担等を鑑みれば、それへの大幅な傾斜は特定の職

員の負担増に直結するため、躊躇される。また今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、継続的に実施し

てきたマレーシアへの海外研修も実施できなかった。各種制約を少しでも補完すべく、一昨年から「サイエンスダイ

アログ」を SSCⅡの授業の一環で新規導入し２年間実施できたが、効果はまだ限定的なものである。 

 本校 SSH 事業の二大柱の一つである「地域創生プログラム」の今後の推進に当たっては、更に地域の教育資産を

「発掘」すると共に、「近く」にも「遠く」にも潜在したまま「発掘」されるのを今日も待っている切羽詰まった地域課題を

生徒と共に掘り起こし、他方、民間企業、事業所等による潤沢な「地域の教育力」にも助力を仰ぎながら、今後も SSH

事業二期の蓄積を生かし実効性ある改善を図りたい。令和２年７月、地域はまたも集中豪雨に見舞われ、地元を流

れる筑後川水系三隈川等は過去最高水位を記録し、流域では甚大な被害が出た。良くも悪くも「水と共に」生きてき

た日田地域は、「水」に関わる地域課題を多く抱えているという厳然たる事実が、改めて浮き彫りになった。SSH 事業

を通じ、地域の力を借りつつ得たものを、（たとえ拙くとも）（早く）地域に返す、という双方向的な循環を形成すること

は、本校の立ち位置に起因する必然的使命と言える。 

 21 世紀を力強く生き抜くと共に遠く近く「日田を支える」科学技術人材の育成においては、ESD（持続可能な開発の

ための教育）の視点も肝要と言える。その中で特に焦点を当てて育むべき能力・態度としては、「未来像を予想して

計画を立てる力」「つながりを尊重する力」「進んで参加する力」等が重要となる。グローバルかつローカルな視点を

常に意識しながらこうした能力・態度を育み、地元日田に根ざした SSH 事業を推進する上での課題を一つ一つ発掘

・解決しつつ、今後も継続的に事業推進及び研究に真摯に取り組みたい。 
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➌実施報告書 

⓪指定期間全体を通した取組と成果、及び５年間の取組概要（仮説・実践・評価） 

１、研究開発の目的・目標 

（１）目的 

◯グローバル化が進む２１世紀社会で、地域・世界に貢献するために必要な三つの力（基礎力・思考力・実践力）

を備えた科学技術人材の育成。 

   ◯日田高校が SSH 事業を通して育んだ教育・人的資源を広く地域に還元し、科学好きな子どもの育成と活力ある

地域（日田）の創生。 

（２）目標 

Ⅰ．「主体的に学ぶ意欲」と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善 

Ⅱ．地域創生に必要な「志」と「問題解決力」を育成する学校設定教科ＳＳ探究の深化 

Ⅲ．多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 

Ⅳ．継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育等」の充実 

２、研究開発の概略 

Ⅰ．「主体的に学ぶ意欲」と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善 

授業改善スクールプランとマイプランを作成し、「発問の工夫」に主眼をおいて学校全体で組織的に授業改善

を進める。その際、日田高アクティブ・ラーニング５項目を教員間で共有するとともに、「目指す生徒像」を科目・

単元で共有することでベクトルを揃え、互見授業等で授業改善のＰＤＣＡサイクルを進める。また、ＩＣＴ機器やク

リッカー等を活用した双方向型授業を開発する。加えて、評価方法（ルーブリック評価、科学実験におけるメタ認

知の変容等）の開発・改良をすすめ、授業改善の推進力とする。 

Ⅱ．地域創生に必要な「志」と「問題解決力」を育成する学校設定教科ＳＳ探究の深化 

学校設定教科「SS 探究」のカリキュラムの開発・改善に取り組む。SS 探究における各科目の目標を達成するこ

とで、生徒の学びに向かう意欲・態度の向上や、協働性、協調性、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能

力等の育成を目指す。また、開発したカリキュラムや評価方法等について SS 探究以外の教科へ浸透させる。

「SS 探究」のそれぞれの科目において仮説を立てカリキュラム開発・改善を進める。 

(a) Water Science 

(b) SS Programming   

(c) 探究基礎Ⅰ 

(d) SS コミュニケ―ションⅠ 

(e) SS コミュニケ―ションⅡ 

(f) 探究Ⅰ 

(g) 探究基礎Ⅱ 

(h) SS Logic  

(i) 探究Ⅱ 

(j) フィールドワークの実施 

(k) 科学部・HLR（Home Life Research）部の活動 

(l) 各種コンテスト、発表会への参加 

Ⅲ．多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 

「SS コミュニケーションⅠ・Ⅱ」で英語でのサイエンスコミュニケーション力を身につけ、「海外研修」等で発揮

できるグローカルな視点を持った実践力を育成するプログラムを開発・実施する。また「大分県グローバル人材

育成推進プラン」の目指す５つの「総合力」を目標に「国際性」を涵養する。 

(a) SS コミュニケ―ションⅠ 

(b) SS コミュニケ―ションⅡ 

(c) 科学研修（海外研修） 

(d) 科学研修（国内研修） 

(e) 最先端科学研修（関西最先端科学研修） 

(f) 校内の発表会の開催 

(g) SSH 講演会の開催 

 

Ⅳ. 継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育等」の充実 

「小中高連携の理科教育」の充実、発展により、SSH 事業の成果を地域に還元し、ひいては「地域創生」につ

なげる。それとともに、循環型の教育「教えられた生徒が教える生徒に」をキーワードに、地域での児童期からの
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科学技術人材育成システムの定着・拡大を図る。また SS 探究「探究基礎Ⅰ・Ⅱ」では地域課題解決に向けた課

題研究に取り組み、その成果を地域に還元するとともに、次世代の地域の担い手としての自負を涵養する。 

(a) 日田地区小中高理科研究協議会 

(b) ひた科学の遊び実験フェスタ 

(c) 科学の甲子園ジュニア大分県大会１・２次予選中学生サポート 

(d) 小中学校への科学実験出前講座in English    

(e) 他校との連携 

(f) SS 探究教科「探究基礎Ⅰ(地域探究Ⅰ)」「探究基礎Ⅱ（地域探究Ⅱ）」 

３、研究開発の実施規模 

学校設定教科「SS 探究」は、第１,２学年全員、及び第３学年の SS クラスで実施する。本校教員による「授業改善」

や「SSH 講演会」等は全校生徒対象で実施する。 

４、指定期間全体を通した成果 

（１）授業改善を土台とした，思考力・判断力・表現力・協働性の向上 
（２）課題研究の本数の増加が示す、裾野の広がり（１期５年目60本→２期４年目215本・５年目175本） 
（３）課題研究の質の向上（SSH生徒研究発表会 ３年連続ポスター賞受賞） 
（４）SS探究科目における、教科横断型指導体制の確立（理科と地歴、理科と英語、国語と地歴公民、等） 
（５）大学全合格者数中の理数系学部の割合の向上（１期目平均４９%→２期目平均５６％） 
（６）各種科学オリンピック参加生徒の増加（１期５年目１０名→２期４年目４９名） 
（７）地域と協働した取組や、小中高の理科教育等の連携・接続による「地域循環型教育の醸成」 

（地元小中学校出前実験、科学の甲子園Jr.サポート） 
（８）地域資源を活用し地域課題を発掘・考察・提言する「地域から学ぶ」探究活動を通じた地域への還元 

上記は「成果」として一定の客観性を有するある意味「分かりやすい指標」であるが、他にも客観的には見えにく

いながらも校内から生徒を見ての実感として、枚挙にいとまが無い中で下記５点に絞って追記する。 

（９）「探究的学び」が自然に生徒に浸透し、一般教科学習も含め本校の「学び」全般の基盤として浸透している点。 

（10）文理の枠組みを超越し、知的好奇心がクローズドに陥らずトランスする生徒が、逐次増えてきた点。 

（11）「（拙いながら）我こそ科学者の卵（科学人材）」の自負たくましき生徒が増え同輩を感化している点。 

（12）１年次からの SS 探究科目の充実の恩恵として、ICT 活用能力が高い生徒が多い点。 

（13）SSH 事業を介した「有機的な地域教育の循環性」が軌道に乗ることで、地域への愛着を持つ生徒が増えた点。 

５、指定５年間を通じた取組概要（仮説・実践・評価） 

Ⅰ．「主体的に学ぶ意欲」と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善 

仮説Ⅰ.「主体的に学ぶ意欲」と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善 

スクールプランに沿っての授業改善を学校全体で組織的に進め、生徒が主体的に学ぶ学習を構築すること

によって、生徒の「思考力・判断力・表現力」が育成できる。また、評価方法（ルーブリック評価、科学実

験におけるメタ認知の変容等）の開発・改良をすすめることで、より客観的、絶対的な評価方法の確立を行

う。この評価方法の開発・改良が授業改善にフィードバックされることにより、生徒の学力が多面的に向上

する。 

平成26 年度より、本校では「日田高アクティブ・ラーニング５項目」を設定し、職員間での共通認識化を図ってき

た。更に平成 27 年度から県教委主導の「授業改善スクールプラン・マイプラン」を年度当初作成し、その計画に沿

った授業改善を推進してきた。年 2 回実施する他教科も含めた「互見授業アンケート」と「生徒アンケート」等を最

大限活用し、多様な視点から授業改善を図ってきた。更に、指定 2 年目から実施している、SSH 運営指導委員各

位・県教委指導主事等を招いての 6 教科によるアクティブ・ラーニング公開授業と授業研究会により、学校全体で

の組織的な授業改善の進捗状況を確認して頂いており、高評価を頂いてきた。日田市内に限らず県内の中・高の

先生方も参加し、教科における校種間連携も進めてきた。 

一方で、依然課題も残る。例えば、授業改善の検証指標に生徒アンケートや互見評価シートを用いているが、

どうしても客観性に難がある。今後は将来的な観点別評価への全体へのシフトも想定し、ルーブリック評価の導入

をより進め、教員にも生徒にも有益で客観性のある評価を行う必要がある。 

教材の改善・授業展開の改善など、SSH 的な学びの手法は、一般教科へも広がりを見せ、生徒へも広く浸透し

ている。協働的な学び、表現、評価等の SSH 的な授業改善の手法が更に一般教科へも拡がっていくよう、研究授

業、校内研修会、教科会議等での研鑽を推進する必要がある。 

 

Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定教科「SS 探究」の深化 

仮説Ⅱ．地域創生に必要な「志」と「問題解決力」を育成する学校設定教科SS 探究の深化 

SS 探究科目における各科目の目標を達成することで、生徒の学びに向かう意欲・態度の向上や、協働

性、協調性、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力等の育成を図ることができる。それぞれ

の「SS 探究」の各科目において仮説を立て、カリキュラムの開発・改善を進めることで、自ら課題を設
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定し、答えのない問題に最善の解を見いだし、他者と協働しながら問題を解決していく力が育成できる。 

学校設定教科「SS 探究」の深化 

平成28 年度より、SS 探究の新科目として   

「Water Science」「探究基礎Ⅰ」「SS   

Programming」を導入し、より一層の「全校体制 

の確立」を図った（右図）。平成29 年度から  

は、「SS 探究」教科会議を定例化し、進捗状況 

の把握やカリキュラムの擦り合わせ等を行い、 

スムーズな授業展開に努めた。 

平成30 年度は、「SS コミュニケーションⅠ」  

において「探究基礎Ⅰ」の課題研究に外国における関連企業の内容を加味し、英語でプレゼンテーション

を行った。また、平成29 年度から新たに 2 年生文系で「SS Logic」、2 年生文系・理系で「探究基礎Ⅱ」がそれ

ぞれスタートした。令和元年度からは１年次履修 4 科目の連携・相互補完性を更にテコ入れすることで、科学

リテラシーの向上を図ると共に、相乗的に生徒に作用するよう改善を図った。 

平成 30 年度からは、学校設定科目教科「SS 探究」共通の生徒アンケートを年間３回統一実施し、過年度・

過回比較等の統計処理により、その有効性について考察した。 

（a）Water Science 

      授業内での探究活動やグループ活動により、課題研究が生徒の資質・能力や科学的なものの見方・考え

方や行動に変容を与えていることが伺える。地域創生・地域の科学力の向上についても有意な上昇が見ら

れた。本科目と同時に探究基礎Ⅰの課題研究も並行することによって、興味・関心が喚起されたものと分析

する。一方で、先輩の先行研究を後輩が引き継いで研究することの功罪も顕著になっている。「水」に害され

も益されもして生きてきた水郷日田に根差した本科目の持つ意義は甚大で、地歴公民・理科の枠組みを超え

た多様な視点によるテーマ設定や内容の深化を図る必要と使命がある。 

    （b）SS Programming（SSP） 

生徒アンケートによる効果測定によれば、基本的な情報リテラシーの獲得や情報活用能力・プログラミング

的思考力の深化が見られた。SSP の 1 単位の中でベーシックスキルを学び、他の SS 科目や教科において活

用することで、実践的な能力が身についていることが確認できた。今後に向け、プログラミング教育導入を見

据え、問題解決力や論理的思考力を高めるための方略や評価について検討する必要がある。 

    （c）探究基礎Ⅰ 

       生徒アンケートによれば、「ICT スキル」「説明・プレゼン能力」において、肯定的回答が有意に上昇してお

り、探究基礎を始めとする教科「SS 探究」でのプレゼン作成や発表が相乗効果的に効いていると考えられ

る。科学的な見方・考え方や実生活との関連についても有意に上昇し、課題研究メソッドや担当者の目線合

わせ等の充実に起因すると推測された。一方、本科目の柱の一つである地方創生に関しては、依然「SSH ら

しい（潜在する）地域課題の発掘～考察～発信」という望まれる水準と生徒実態とには幾何かの径庭がある。 

（d）SS コミュニケ―ションⅠ 

「科学的人材育成の視点」「国際的人材育成の視点」「地域創生・地域の科学力の向上」の殆どの項目で有

意な上昇あり。このことから、地域や科学に関する課題に取り組み英語でプレゼンすることで、英語を自己の

意見を他者へ伝えるためのツールとして捉えることができ、更に英語力向上につながったと考えられる。令和

元年度からは、英語ディベートに力を入れ、個人やグループでの英語での即応性とコミュニケーションツー

ルとしての視点を盛り込む形で実施している。英語の瞬発力の一層の強化には、ロジカルシンキングやクリ

ティカルシンキングを促す形での、より実践的なカリキュラムにする必要がある。 

(e)SS コミュニケ―ションⅡ 

ひた科学の遊び実験フェスタに向けた英語での面白科学実験や、国内・海外研修に向けた課題研究の

英語版、更には小中学生に向けた英語での小中学校出前実験 in English 等、既存のカリキュラムとの有機的

な結びつきを強めて実施した。｢言語・コミュニケーション｣「説明･プレゼンテーション」において、有意に上昇

し、国際的人材育成の観点も大幅に上昇した。他方、年間を通した帯活動での実践の工夫で、英語での即

応力等を更に鍛える必要がある。 

(g)探究基礎Ⅱ 

指定期間中初期においては、よくある自己満足的「地域おこし」に終始する拙い課題研究も散見された

が、校内での問題意識の共有、指導体制の改善等により、逐次課題研究の水準は上向きとなった。過去・現

在、そして未来への視点の大事さを生徒に終始説いてきたことも、一定の浸透を見せたと分析する。的確・堅

実な数値・データの取り扱いに立脚した、SS クラス顔負けの大人を唸らす課題研究も散見された。但し、連動

して課題研究の出来不出来の校内格差の顕在化も否めず、一層深化した SSH 校ならではの切れ味鋭い地

域探究に多くを引き上げるためには、潜在しがちな地域課題と生徒を的確に出会わせて繋ぎコーディネート

するカリキュラムの開発・確立が必要である。 
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(h)SS Logic  

慶應義塾大学との外部連携遠隔配信授業プログラム「論理コミュニケーション」一点ばりだった当初２年間

は、生徒の論理的表現力向上等一定の成果はあったものの、配信授業という形態に伴う緩みや不徹底など

の課題も多かった。そこで令和元年度からは校内独自授業（教材）による「論理エクササイズ」「データ（図表）

から社会を見る」へと徐々に比重をシフトさせ、令和２年度からは完全に校内独自教材のみに改めた。その

結果、生徒アンケートによればこの科目に対する生徒の肯定評価の度合いは当初２年間より劇的に好転し、

文系の生徒でもデータの取り扱い方・見方への習熟が高まって、より論理的に物事を捉えよう、より科学的に

データ・資料を読み解き事象・社会を正しく捉えようとする力が醸成されるようになった。 

(f) 探究Ⅰ・ (i)探究Ⅱ 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため外部発表の機会が事実上全滅したが、令和元年度までは外

部学会等での課題研究の発表も漸増し、SSH 生徒研究発表会では３年連続ポスター賞入賞するなど、多くの成

果が出た。拙いながら「我こそ科学者の卵（科学人材）」を臆せず自負する生徒も増え、校内で同輩を漸次

感化してゆく雰囲気も顕著となり、課題研究で学んだことを起点にして自身の進路（志望分野）を決定する生徒が

大多数となっている。サイエンスインターハイや学会発表等を通じた専門家や他校の高校生とのディスカッション

により、「論理的思考力」「プレゼンテーション能力」「コミュニケーション能力」が向上したことも大きい。他方、地

方都市の地理的環境が影響し、外部からの学術的啓発を受けにくい不利さも否めず、今後更に課題研究の質向

上を図るべく、学会等ポスターセッション参加推奨、担当教員の課題研究に対する研鑽を一層行う必要がある。 

(j)フィールドワークの実施 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため実施数は限られたが、例年事後レポートの振り返りとし

て、「現在行っている研究を、このフィールドワークと結び付けられるようにしたい」等肯定的振り返りが多く、

地道な調査・研究の原点・源流を体感すると共に、自然環境への興味・関心を高める一助にもなっていた。 

(k)科学部・HLR（Home Life Research）部の活動 

科学部員数は近年 20～30 名で安定しており、１学年５学級規模にしては活発と言える。科学部をはじめと

する探究的な部活動が、本校の SSH を下支えしてもいる。科学部・HLR 部共に九州大会レベル以上の上位

大会の出場を例年安定的に果たし、充実した研究活動を行えている。近年本校科学部・HLR 部の活動は先

輩から後輩への継承が安定を見せ、科学技術人材育成の機運は漸次高まっている。 

(l)各種コンテスト、発表会への参加 

SSH 生徒研究発表会では、全参加中 20 校のみが受賞する「ポスター発表賞」を３年連続受賞できた。令和２

年度は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となったが、令和元年度までのサイエンスインターハイ@SOJO

では、例年安定的に入賞が続いていた。国際科学オリンピック等も、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大

のためほとんど不参加又は中止となったが、令和元年度は数学オリンピック（５名）・生物学オリンピック（38 名）の

他に物理チャレンジにも新規参加し（３名）、更に地理オリンピックも１名参加し、これら総計は 4７名（一昨年度 42

名）となって、科学オリンピック全体参加総数も安定していた。令和元年度の生物学オリンピックでは、平成 30 年

度に続き市内中学生の参加も２名見られた。このことは、SSH のカリキュラムの一環で実施していた「ひた科学の

遊び実験フェスタ」「小中学校への科学実験出前講座」等が有効に機能することで幼少期からの理数教育の充

実と科学技術への興味・関心が高まりつつあることを伺わせる。外部学会発表も、令和元年度まで積極的に参加

数を伸ばしていたが、令和２年度については僅かなオンライン開催参加分のみに留まった。 

 

Ⅲ．多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 

仮説Ⅲ．多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 

「SS コミュニケーションⅠ・Ⅱ（英語と理科の合教科）」、「海外（マレーシア）研修」、「国内研修

（福岡女子大での英語での発表）」、「研究発表会」での英語によるプレゼンテーション等に取り組むこ

とで、科学英語の活用能力が育成できる。また様々なSSH事業を通して、「大分県グローバル人材育成推

進プラン」の目指す５つの「総合力」を目標に「国際性」を涵養することができる（以下参照）。 

大分県グローバル人材育成推進プラン ５つの「総合力」 

Ⅰ. 挑戦意欲と責任感・使命感 

Ⅱ. 多様性を受け入れ協働する力 

Ⅲ. 大分県や日本への深い理解 

Ⅳ. 知識・教養に基づき、論理的に考え、伝える力 

Ⅴ. 英語力（語学力） 

(a)SS コミュニケ―ションⅠ 

       上述により省略。 

(b)SS コミュニケ―ションⅡ 

~ 15 ~



 

      上述により省略。 

(c)科学研修（海外研修） 

       令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施（下項 d と併せ鹿児島県内への研修に一本化）とな

ったが、令和元年度までの事前・事後アンケートでは、「語学力・コミュニケーション能力」が有意に上昇してい

た。訪問後の振り返りでも、JICA でのマレーシア文化説明、SML PUTRAJAYA PRESINT9(1) における衣装交換

やマンツーマンでの文化交流が、生徒には得難い経験となっており、海外研修が生徒の国際性の涵養に有効

に効いていることが確認できていた。 

(d)科学研修（国内研修） 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施（上項ｃと併せ鹿児島県内への研修に一本化）となっ

たが、令和元年度までの事前・事後アンケートでは、研修効果を高く評価する生徒が 9 割 5 分を超え、他項目で

も約 6 割の生徒が好奇心・考える力が非常に増したと回答し、生徒自身が自らの成長を感じていることが窺えて

いた。福岡女子大学での課題研究ポスター発表会では、自分たちの研究テーマについて留学生を相手に英語

でポスターセッションを行い、その後グループに分かれて留学生と英語での異文化交流を行っていたが、これも

例年好評だった。 

(e)最先端科学研修（関西最先端科学研修） 

令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施となったが、平成 30 年度までの事前・事後アンケー

トでは、全員が研修効果を高く評価しており、2 年次からの SS クラスでの本格的探究活動への起点として大い

に、意義あるものとなっていた。令和２年度は、大分県内への研修に振り替えて実施の予定である。 

(f)校内の発表会の開催 

事後アンケートによれば、平成30 年度・令和元年度の２年間ポスターセッション形式で行った SSH 課題研究

中間発表会及び SSH 課題研究発表会では、自班の発表に満足している生徒は約７割に上り、それ以前のパワ

ーポイント形式時代よりも大幅に増加していた。班全員が当事者意識を培え、かつライブ感覚で聴講者とやり取

りするのがポスターセッション形式の利点だが、それが結果として幸いしていたようである（令和２年度は新型コ

ロナウイルス感染拡大のため、SSH 課題研究発表会はパワーポイント形式に変更）。事後アンケートではほぼ

100％の生徒が「SSH の活動が今後の人生の糧になる」と例年回答しており、両発表会のカリキュラムが有効に

機能していることが窺えていた。SSH 成果発表会では、「英語の使用が自然で、世界に目が向いている」等の評

価を頂き、授業改善やＳＳＨにおけるカリキュラムが生徒の資質・能力の向上に有効に働いていると判断される。

また、生徒アンケートで例年８割以上の生徒が、「ＳＳＨ成果発表会の聴講が科学的な事項や探究・地域・海外

への興味・関心の向上につながる」と答えており、成果発表会が生徒の自己省察やキャリアデザインとして効い

ていることが窺える。 

(g)SSH 講演会の開催 

令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施となったが、平成 30 年度までの事前・事後アンケー

トでは、講演内容は例年高評価で、意義あるものとなっていた。 

 

Ⅳ. 継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育等」の充実 

仮説Ⅳ．継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育等」の充実 

「日田地区小中高理科研究協議会」と連携し、小中高一貫した授業改善や理科の楽しさを子どもに伝え

る「ひた科学の遊び実験フェスタ」等を生徒が主体となり開催、実施することで、地域での児童期からの

科学技術人材育成システムの定着・拡大を図ることができる。また、SS探究教科「探究基礎Ⅰ・Ⅱ」で

は地域を活性化するため課題研究「地域探究Ⅰ・Ⅱ」に取り組み、その成果を地域に還元することで、地

域に対し興味・関心を持ち、地域創生に貢献する気持ちを涵養できる。 

(a)日田地区小中高理科研究協議会(小‐中‐高) 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施となったが、令和元年度までの日田地区小中高理科

研究協議会では、11 月に小中高合同の公開授業を行っていた。令和元年度テーマは「科学的思考力を育てる

地学授業」であり、小中高の教員が連携・調整をしながら授業を作り上げ、それぞれが同じ単元を扱い、テーマ

に即した公開授業に取り組んだ。授業後、授業改善についての検討会を実施し、その成果と課題を共有した。
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「理科の勉強が好き」に肯定的な児童・生徒の割合が平成28 年では中学・高校において学年が上がるほど低下

していたが、令和元年では中3 で底を打ち、高1 では約７割となっていた。また令和元年度から「実験結果を表

現できる」を「書ける」と「説明できる」に分けたところ、「説明できる」方がより苦手としており、中２以降その傾向は

顕著であった。「実験結果からわかったことを説明できる」生徒や「理科や実験観察が好き」「新たな学び・発見が

ある」という生徒が中３から増えていることから、これまで各校種で行われてきた学習指導要領理科に対応したア

クティブ・ラーニングをはじめとする教授方法が地区全体で進んでいる可能性が推察された。 

（b）ひた科学の遊び実験フェスタ(小-高) 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施となったが、令和元年度まで、2 年ＳＳクラス全員及

び 1・2 年生の希望者がボランティアとして参加して

いた。参加園児・児童・生徒は例年約千名。参加生徒の中には、自分が小学生のときに実験フェスタに参加した

生徒もおり、循環型の教育「教えられた生徒が教える生徒に」が定着しつつあることを示すエビデンスと言える。 

(c)科学の甲子園ジュニア大分県大会１・２次予選中学生サポート(中-高) 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施となったが、令和元年度までは、7 月に 2 回本校1

・2 年生の約20 名の生徒が、「科学の甲子園ジュニア」に参加する市内中学生約20 名 に対して私立高校の

入試問題等を題材に学習支援を行っていた。 

(d)小中学校への科学実験出前講座in English(小-中-高) 

日田地区小中高理科研究協議会で募集を行い、日田市内小・中学校に本校生徒が出向いて、SSCⅡの授業

で行った 1 学期の「考える日田」をベースに英語と日本語を用いた科学実験の演示授業を行っている。参加生

徒は 2 年生SS クラス(探究Ⅰと同じ班構成)である。 

     (f)他校との連携(高-高) 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大のため不実施となったが、令和元年度までは、東海大学付属高輪

台高等学校との連携事業１では、タイの高校に向けた英語でのポスターセッションを行い、英語をコミュニケー

ションの手段として使うことの大切さを感じると共に、他校の生徒の発表を聴講し、そのレベルの高さを肌身に

感じるよい機会に出来ていた。連携事業２では、特に「自然探究フィールドワーク（別府市）」「２年生中間発表

会」について、9 割の生徒が有意義だったと回答していた。 

令和２年度は不実施となったが、大分舞鶴高等学校主催「大分スーパーサイエンスコンソーシアム」（以下Ｏ

ＳＳコンソ）では、令和元年度の場合生徒１4 名（１年生８名２年生６名)が参加し、本校２年生が課題研究・ポスタ

ーセッションをコア校の生徒と共に行った。このことから課題研究が SS から他の系･コースへと広がっていること

が窺えた。「科学の甲子園」大分県予選へも継続的に参加しており、令和２年度は入賞を逃したものの（１・２年

生計14 名出場）、令和元年度までは例年継続的に入賞していた。 

(g)SS 探究教科「探究基礎Ⅰ(地域探究Ⅰ)」「探究基礎Ⅱ（地域探究Ⅱ）」 

Ⅱ(c)（g）で記述 
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①研究開発の課題 
研究開発課題名    

『 21 世紀社会で活躍できる科学技術系人材の育成と地域創生のプログラム実践 』 

実践及び実践の結果 

Ⅰ．「主体的に学ぶ意欲」と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善 
実践内容 備考 

1 
授業改善スクールプラン・マイプラ

ンの設定 
県教育委員会による授業改善実施要領に基づき、年度当初に
授業改善スクールプラン・マイプランを作成 

年度当初

2 授業力改善委員会 授業力改善委員による、授業改善の推進を図る会合 年4 回 
3 授業改善に向けた校内研修 授業改善の意義、意図について全教員に周知 ７月実施
4 校内互見授業 グループごとに授業を互見(1 人が 2 つ以上の授業見学)  年1 回 
5 生徒による授業評価アンケート 授業者それぞれの授業においてアンケート調査を実施 年2 回 

6 授業研究会と研究授業等 
1、日田高授業研究会  5 教科6 科目で実施 

数・理・地歴公民

×２,・SSCⅡ 

２、校内研究授業  全教科で年間を通じ実施 全28 回

7 評価問題の改善 思考力をみとる問題の作問とその検証 年10 回

8 授業指導力と授業改善に係る研修 
1、学ぶ力向上ゼミ（県教委主催）等への積極的な参加 数・英 

2、作問研修会(高教研進学指導部会主催) 中止 
3、中学校への授業研究会への参加  中止 

実践の結果 
生徒授業評価アンケートの結果より 
 ２回とも大半の項目で肯定的意見が９0%以上の高水準で推移し、取組の成果が現れている 
⇒ 生徒に満足度の高い授業が継続  
 項目1 発問により思考が深まる …   96％【55%】(R1 年11 月) ⇒ 99％【68%】 (R2 年11 月)  
 項目2 教えあいや意見交換がある…  89％【59%】(R1 年11 月) ⇒ 95％【71%】 (R2 年11 月)  
⇒ 【 】は強い肯定の割合であり、増加ぶりが確認できる 

2 つのアンケート結果から、校内のアクティブ・ラーニング化による「能動的学びの構え」の醸成がわかる 
学びの基礎診断の結果 
 第1 学年 平均点偏差値（国数英）の推移 7 月 48.5 ⇒ 11 月 51.3 
 第2 学年 平均点偏差値（国数英）の推移 7 月 51.1 ⇒ 11 月 51.6 

 Ⅱ．地域創生に必要な「志」と「問題解決力」を育成する学校設定教科SS 探究の深化 
実践内容 備考 

a Water Science…水について自然科学・社会科学の両面から学ぶ 1 年1 単位 理・地公の TT 

b SSProgramming…パソコンの基礎技能習得  クラウド  scratch 1 年1 単位 

c 探究基礎Ⅰ…探究アクティビティ  地域探究Ⅰ  小論文探究Ⅰ 1 年1 単位 １年学年団で指導 

f 探究Ⅰ…科学課題研究 2 年SS 3 単位 

g 探究基礎Ⅱ…地域探究Ⅱ【地域に関する課題研究30 班】  小論文探究Ⅱ 2 年文系理系1 単位 

h SSLogic…論理エクササイズ   図表（データ）から社会を見る  2 年文系1 単位 国・地公の TT 

i 探究Ⅱ…科学課題研究 3 年SS 1 単位 

j フィールドワークの実施 自然探究型のフィールドワーク 対象2 年SS 35 名 

k 科学部・HLR 部の活動 
科学部・ＨＬＲ部が研究成果をコンクールなど
に出品 

 

ｌ 各種コンテスト、発表会への参加 

SSH 生徒研究発表会 
サイエンスインターハイ@SOJO 
科学の甲子園大分県予選 
各種(生物、数学、物理、地理学)科学オリンピック等
学会発表参加 

3 年SS クラス ４名参加 
新型コロナウイルス感染拡大で中止 

1・2 年生14 名参加 
新型コロナウイルス感染拡大で参加少数

新型コロナウイルス感染拡大で参加少数

m 
SSH 事業（理科学習）における 

メタ認知の変容 
高知大学の協力を得て、メタ認知能力の伸長
を「理科の観察・実験に対する興味」で確認 

 

実践の結果 

a Water Science…水に関する課題研究50 本 
b SSProgramming…Ｓｃｒａｔｃｈ2 によるプログラミングまで基礎・基本の習得 
c 探究基礎Ⅰ…地域探究Ⅰで地域に関する課題研究50 本 
f 探究Ⅰ…様々なテーマで科学課題研究８本  
g 探究基礎Ⅱ…地域探究Ⅱで地域に関する課題研究30 本 
h SSLogic…「論理エクササイズ」「図表（データ）から社会を見る」を実施 
i 探究Ⅱ…２年次から継続の科学課題研究10 本  
j フィールドワークの実施…例年実施の水圏森林フィールドワーク、大肥川水質調査フィールドワークは、新型コロナウイ

ルス感染拡大のため中止。代わりに、例年実施「海外研修」「国内研修」の代替で実施した鹿児島県への４泊５日の
研修の中で実施。 

k 科学部・HLR 部の活動…科学部員23 名・HLR 部34 名（科学部は高文連科学部九州大会へ２班出場） 
ｌ 各種コンテスト、発表会への参加 

SSH 生徒研究発表会…ポスター発表賞受賞（３年連続受賞） 
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サイエンスインターハイ@SOJO…新型コロナウイルス感染拡大のため大会自体が中止 
科学の甲子園大分県予選…１・２年計３チームで参加 
科学オリンピック等(生物、数学、物理、地理)…新型コロナウイルス感染拡大のため参加６名止まり（数・物） 

学会発表…１件のみ（第2 回高校生サイエンス研究会in 第一薬科大学2020） 
m SSH 事業（理科学習）におけるメタ認知の変容 
 SSクラスはメタ認知の指標「ポジティブ感情」が高く、「知識獲得志向」が有意に３年SSの方が２年SSよりも高い

ことから、3 年SS クラスは一般的な中高生と比べ相対的に深い興味の水準であるといえる。 
 自己評価・教師評価・相互評価のズレを比較したところ、3年SSクラスの生徒は正確にメタ認知を働かせており、

自己愛傾向が高い生徒ほど過度に肯定的なメタ認知を持ち、自己を過大評価しやすいということが明らかになっ
た。他者評価とのすり合わせをする機会を設けたり、評価規準や理由を明確にしたりすることが大切と思われる。

Ⅲ．多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 
  実践内容 備考 

a 
SSコミュニケーションⅠ  

英・理・ALT の TT で実施。 
・個人発表「show and tell」 英語ディベート（特に論理的に意見を言う） 
・課題研究「Science topic」 

1 年全1 単位 

b 

SSコミュニケーションⅡ  

英・理・ALT の TT で実施。 
例年実施の「ひた科学の遊び実験フェスタ」は新型コロナウイルス感染
拡大のため不実施。 「小中学校への実験出前教室 in English」は日
田市内小中学校各１校へ実施。「サイエンスダイアログ」は実施。 

2 年SS1 単位 

c 海外研修 
（マレーシア研修） 

例年実施していた海外研修は不実施、下記ｄと併せて鹿児島県を中
心とする４泊５日の国内の研修に変更（参加35 名） 

予定10 月 ４泊６日 

d 
国内研修 

例年実施していた海外研修は不実施、上記ｃと併せ鹿児島県を中心
とする４泊５日の国内研修に変更（参加35 名） 

予定10 月 ２泊３日 

e 

関西最先端科学
研修 

例年実施していた、次年度 SS クラスへ進む生徒等に対し関西地区を
中心とした研究施設における体験学習を中心とした研修は、新型コロ
ナウイルス感染拡大のため大分県内への２泊３日の研修に変更し３月
実施予定。「科学技術人材育成」という SSH の狙いを踏まえ、探究活
動の在り方や協働を学び、2年当初からの課題研究などに意欲的に取
り組む姿勢を醸成、SS クラスの下地作りとする。 

予定３月 ２泊３日 

ｆ OSS コンソーシアム 

台湾研修 
例年実施していた OSS コンソーシアムメンバー数名による３泊４日の
研修は、今年度は OSS の組織自体が不成立で中止。 

予定12 月 ３泊４日 

ｇ 
校内の発表会 

核となるのは下記３回 
SSH 課題研究中間発表会・SSH 課題研究発表会・SSH 成果発表会 

他に SS 探究科目ごと
の発表会も多数実施 

ｈ SSH 講演会 １回実施（12 月） 金沢工業大学・虎ノ門大学院教授 三谷宏治氏 全１・２年生対象 
実践の結果 

a 

SSコミュニケーションⅠ  

英語を用いての発表を１年次から積み上げ習慣化させることで、生徒は英語での発表力を漸次
身につけていることがアンケートからも確認できる。SSCⅠの授業内に留まらず、様々な場面で英
語を用いたプレゼンテーションや発表をする機会を増やしているのがその動機づけとなり、生徒の
英語（発表）への抵抗感も漸減している。生徒は日々英語力向上の必要性を認識しており、国際
性の涵養は、地味ながらも進んでいる。 

b 
SSコミュニケーションⅡ  

新型コロナウイルス感染拡大のため、英語を用いての発表機会はほぼ校内だけに限られた。例
年外部に赴いて臆せず英語発表する機会を多く設けていた分、生徒の意欲低下を招来せぬよ
う、その代替となる校内でも出来る授業内容に配慮した。 

c 
海外研修 

（マレーシア研修） 

新型コロナウイルス感染拡大のため、下記ｄと併せ鹿児島県を中心とした国内の研修として実施
した。例年、２年 SS クラス全員がｃ・ｄで二手に分かれて実施していたのを、一本化した。新型コ
ロナウイルス感染拡大のため、受け入れ可能施設・人数等の制約という障壁に阻まれることも多
く、意義ある研修内容の担保に腐心したが、生徒の反応はすこぶる良かった。 

d 
国内研修 

新型コロナウイルス感染拡大のため、上記ｃと併せ鹿児島県を中心とした国内の研修として実施
した。実践の結果は上記ｃに同じ。 

e 関西最先端科学研修 研修先を大分県内に振り替え令和３年３月17 日（水）～１９日（金）実施予定。 
ｆ OSS コンソーシアム 

台湾研修 
今年度なし。 

ｇ 

校内の発表会 

新型コロナウイルス感染拡大のため、不安・制約が大きい形での実施とはなったが、「探究」への
生徒の意欲停滞を少しでも避け、自己満足的課題研究に陥る弊を防ぎ以後の研究の水準を担
保するため、衛生面・形態面の各種配慮を施して実施した。３回の発表会において、生徒たちは
コロナ対策も要請される例年に無い緊張感の中で、課題研究の発表に挑んでいた。年々レベル
は上がり、学校内外から高い評価を頂いている。制約は多々あったが、生徒の満足度、達成感は
まずまずであった。 

ｈ SSH 講演会 
当初は講師が来校しての講演会を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大のためオンライ
ン実施となった。それによる制約は大きかったが、体験型内容も含めての実施となり、科学の世
界の奥深さへのいざないとして、意義があった。 

Ⅳ．継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育」の充実 
  実践内容 備考 

a 
日田地区小中高
理科研究協議会  

(小・中・高) 

例年、年一度の研究大会においては、同じ単元での研究授
業を小・中・高の順に実施。その後の全体会において、校種
を解いた班で授業内容の小中高の発達段階や系統性、概念
性について議論し、地域での小中高の一貫した系統性ある理
科教育の実現を図っている。併せて、アンケート結果の共有

例年、全県からの小・中・高の理
科教員約50 名が参加 
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等での小中高理科教員間の目線合わせも行っている。今年
度は新型コロナウイルス感染拡大のため、大半の事業が不
成立となった。 

b 
ひた科学の遊び実験

フェスタ(小・中・高) 

例年、ボランティアスタッフとして生徒が参加し、８ブース(SS
クラス４ブース、科学部4 ブース)を生徒自ら運営している
が、今年度は新型コロナウイルス感染拡大で大会自体中止。

（昨年度参考） 
1・2 年生83 名参加 

c 
科学の甲子園ジュニ

ア日田地区中学生サ

ポート(中・高) 

例年、日田地区の中学生が参加する科学の甲子園ジュニア
のサポートとして、夏休み中に私立高校の入試問題過去問
等を題材に学習支援を行っているが、今年度は新型コロナウ
イルス感染拡大で大会自体が中止。 

（昨年度参考） 
1・2 年生４２名参加 

日田市内中学生４１名参加 

d 
小中学校への科学
実験出前教室 in 
English(小・中・高) 

日田市立小中学校各一校で実施。SSCⅡの授業内で作り上
げた実験レシピをベースに英語と日本語を用いた科学実験・
授業を行っている。 

2 年SS クラス 35 名 
８班参加 

e 
東海大学付属高輪
台高等学校との連
携事業(高・高) 

例年、SSH 校同士の連携による切磋琢磨等（かつ、本校と対
照的な都心の高校との交流）を目的とし、年間３回の訪問交
流（課題研究発表参加）を実施している。今年度は新型コロ
ナウイルス感染拡大のため、事業自体が休止。 

（昨年度参考） 
本校生が同校を訪問：１回 
同校生が本校を訪問：２回 

f 

OSS【大分スーパ
ーサイエンス】コン
ソーシアム  

(高・高) 

昨年度まで、大分舞鶴高校の SSH 事業の一環として、全県
から生徒が集まり（昨年度約 30 校）、科学的な研修に取り組
んでいた。コア 5 校 (大分舞鶴、大分上野丘、大分豊府、佐
伯鶴城、日田)のメンバーであるため、「つくば科学研修」等、
計画されたすべての研修に参加していた。今年度は、組織
自体が不成立。 

（昨年度参考） 
１年８名、２年６名 

実践の結果 

a 
日田地区小中高
理科研究協議会 

新型コロナウイルス感染拡大のため、大半の事業が実施見送りとなった。 

b 
ひた科学の遊び実験

フェスタ(小・中・高) 
新型コロナウイルス感染拡大のため中止。 

c 
科学の甲子園ジュニ

ア日田地区中学生サ

ポート (中・高) 

新型コロナウイルス感染拡大のため、大会自体が中止。 

d 
小中学校への科学
実験出前教室 in 
English(小・中・高) 

日田市立光岡小学校・日田市立東部中学校にて実施。2 年SS クラス 35 名８班参加。 

e 
東海大学付属高輪
台高等学校との連
携事業 (高・高) 

新型コロナウイルス感染拡大のため、今年度の連携事業は休止。 

f OSS (高・高) 
今年度は組織自体が不成立。代わりに、大分県教委主催の１日限りの代替企画としてオンライン
実施された「STEAM フェスタ」に１・２年１６名が参加。本校は SSH 校として、課題研究を発表。 

②研究開発の経緯  

Ⅰ、「主体的に学ぶ意欲」と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善授業 

 

月日 実施内容 対象・人数 

4 月1 日  新任教職員オリエンテーション 新任職員 

5～6 月 第1 回管理職による授業観察および事後面談 教諭・講師48 名 

7 月3 日 第１回授業改善に係る校内研修 全教職員 

9 月3 日 本校第1 回運営指導委員会 管理職・研究部等 

10 月14 日 令和2 年度九州地区SSH 交流会 研究部職員 

10 月30 日 令和２年度大分県立日田高等学校授業研究会 教職員全員 

12 月25 日 SSH 情報交換会 管理職・研究部等 

11 月 互見授業 教職員 

3 月16 日 職員研修 管理職・研究部等 
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Ⅱ、地域創生に必要な「志」と「問題解決力」を育成する学校設定教科SS 探究の深化 

 

月日 実施内容 対象・人数 

6 月23 日 3 年 課題研究発表会 2,3 年SS 

6 月12・19 日 探究基礎Ⅱ講演会 
２年生SS クラス以外

全 

11 月14 日 第２回グローバルリーダー育成塾 １・２年生希望者 

7 月11 日 第16 回全国物理コンテスト 物理チャレンジ 2020 １・２年生希望者4 名 

  SSH 生徒研究発表会(online) 
３年ＳＳ「モウソウチク

班」 

9 月16 日 探究基礎Ⅰ事業所訪問 １年全員 

１０月１２日～１６日 国内研修（4 泊5 日） ２年SS クラス全員 

10 月17 日 夢ナビライブ（Web 開催） １・２年生全員 

11 月8 日 第６1 回科学クラブ研究発表大会 
科学部物理班・生物

班・化学班 

  第64 回全国学芸サイエンスコンクール ジビエ班 

  東京理科大学 第１１回 坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト 科学部生物班 

11 月 第64 回日本学生科学賞大分県予選 ３年探究Ⅱ 

11 月8 日 生物分類学検定 １・２年生１0 名 

12 月 九州高等学校生徒理科研究発表会長崎大会 
科学部生物班8 名

物理班5 名 

12 月21 日 ＳＳＨ講演会 三谷宏治氏（金沢工業大学虎ノ門大学院） 教職員・１・２年全 

11 月14 日 
高文連家庭専門部研究作品コンクール調理製菓部門（書類審

査のみ） 
HLR 部21 名 

12 月25 日 探究Ⅰ中間発表会 ２年SS クラス全員 

1 月11 日 2020 年度 日本数学オリンピック ２年生希望者２名 

1 月13 日 探究基礎Ⅰ 地域探究 事業所別発表会 １年生全 

1 月15 日 探究基礎Ⅱ 学年発表会 ２年生全 

1 月20 日 探究基礎Ⅰ 地域探究 学年発表会 １年生全 

1 月27 日 第２回運営指導委員会＋SSH 成果発表会 
管理職・研究部等＋

１・２年生全 

3 月18 日 第3 回高校生サイエンス研究会in 第一薬科大学 2021 
２年SS クラス全員・

科学部 

12 月16 日 Water Science 課題研究 学年発表会 １年生全 

1 月31 日 STEAM FESTA １・２希望者 

3 月17 日～19 日 県内最先端科学研修 
1 年生次年度SS 予

定者34 名 

10 月26 日 令和2 年度 電気学会高校生みらい創造コンテスト 3 年SS クラス 2 名 

6 月22 日 第2 回高校生サイエンス研究発表会in 第一薬科大学2020 3 年SS クラス 3 名 

10 月10 日 中学生・高校生ICT カンファレンス 2020in 大分 
2 年SS クラス生4

名 

3 月18 日 第2 回高校生サイエンス研究発表会in 第一薬科大学2020 3 年SS クラス 3 名 
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Ⅲ、多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 

 

月日 実施内容 対象・人数 

5 月25 日 第１回グローバルリーダー育成塾 １・２年生希望者 

12 月20 日 第３回グローバルリーダー育成塾 １・２年生希望者 

10 月 留学フェア（県教委主催） １・２年生希望者 

9 月27 日～ スタンフォード大学遠隔講座（全10 回） 1 年生1 名・2 年生2 名

10 月～3 月 おおいたオンライン・グローバル・キャンパス（リモート・全10 回） 1 年生2 名・2 年生1 名

 

Ⅳ、継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育」の充実  

 

月日 実施内容 対象・人数 

11 月16 日 令和２年度サイエンス・ダイアログ プログラム ２年SS クラス全員 

11 月3 日 科学の甲子園大分県予選 １・２年希望者 

2 月4 日 SSCⅡ 小中学校出前実験 ２年SS クラス全員 

2 月23 日 体験型子ども科学館O-Labo（日田市会場） 2 年SS クラス 10 名 

 

③研究開発の内容 

●課題研究の取り組み（まとめ） 

※各課題研究の取り組みの詳細はそれぞれの項目にて。また課題研究の題目は P 83 ➍(3)課題研究テーマ一覧にまとめ
て記載。 

 
●教育課程の特例（まとめ） 
   

学科・コース 開設する科目 単位数 教科・科目 単位数 対象 

普通科 探究基礎Ⅰ 1 総合的な探究の時間 1 第１学年 

普通科 Water Science 1 
情報（社会と情報） 2 第１学年 

普通科 SSProgramminng 1 

普通科 探究基礎Ⅱ 1 総合的な探求の時間 1 第２学年 

SS ｸﾗｽ 探究Ⅰ 3 総合的な探求の時間 1 第２学年 

SS ｸﾗｽ 探究Ⅱ 1 総合的な学習の時間 1 第３学年 

 
 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数

普通科 探究基礎Ⅰ 1 1年生全員

普通科 Water Science 1 1年生全員
普通科 SSコミュニケーションⅠ 1 1年生全員
SSクラス 探究Ⅰ 3 SSクラスのみ
SSクラス SSコミュニケーションⅡ 1 SSクラスのみ
SSクラス 探究Ⅱ 1 SSクラスのみ

普通科理系・文系 探究基礎Ⅱ 1 文系・理系全員

学科・コース
1年生 2年生 3年生

対象

 

Ⅲ、多文化な社会で活躍できる人材に必要な「国際性」を育成する研修・教科の深化 

 

月日 実施内容 対象・人数 

5 月25 日 第１回グローバルリーダー育成塾 １・２年生希望者 

12 月20 日 第３回グローバルリーダー育成塾 １・２年生希望者 

 ）催主委教県（アェフ学留 月01 １・２年生希望者 

9 月27 日～ スタンフォード大学遠隔講座（全10 回） 1 年生1 名・2 年生2 名

10 月～3 月 おおいたオンライン・グローバル・キャンパス（リモート・全10 回） 1 年生2 名・2 年生1 名

 

Ⅳ、継続的な人材育成を目指した「小中高連携の理科教育」の充実  

 

月日 実施内容 対象・人数 

11 月16 日 令和２年度サイエンス・ダイアログ プログラム ２年SS クラス全員 

11 月3 日 科学の甲子園大分県予選 １・２年希望者 

2 月4 日 SSCⅡ 小中学校出前実験 ２年SS クラス全員 

2 月23 日 体験型子ども科学館O-Labo（日田市会場） 2 年SS クラス 10 名 

 

③研究開発の内容 

●課題研究の取り組み（まとめ） 

※各課題研究の取り組みの詳細はそれぞれの項目にて。また課題研究の題目は P 80 ➍(3)課題研究テーマ一覧にまとめ
て記載。 

 
●教育課程の特例（まとめ） 
   

学科・コース 開設する科目 単位数 教科・科目 単位数 対象 

普通科 探究基礎Ⅰ 1 総合的な探究の時間 1 第１学年 

普通科 Water Science 1 
情報（社会と情報） 2 第１学年 

普通科 SSProgramminng 1 

普通科 探究基礎Ⅱ 1 総合的な探求の時間 1 第２学年 

SS ｸﾗｽ 探究Ⅰ 3 総合的な探求の時間 1 第２学年 

SS ｸﾗｽ 探究Ⅱ 1 総合的な学習の時間 1 第３学年 

 
 

科目名 単位数 科目名 単位数 科目名 単位数

員全生年11Ⅰ礎基究探科通普

員全生年11ecneicS retaW科通普
普通科 SSコミュニケーションⅠ 員全生年11

みのスラクSS3Ⅰ究探スラクSS
SSクラス SSコミュニケーションⅡ みのスラクSS1

みのスラクSS1Ⅱ究探スラクSS
員全系理・系文1Ⅱ礎基究探系文・系理科通普

学科・コース
1年生 2年生 3年生

対象
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研究内容・方法 

県教育委員会による「授業改善実施要領」に基づき、年度当初に授業改善スクールプラン(学校全

体、表１)とマイプラン(各個人)を作成する。「授業改善」のＰＤＣＡサイクルを回すにあたり、主に

（１）校内授業研究会、（２）互見授業、（３）生徒授業アンケート、（４）学びの基礎診断等を活用

する。それらの取組を１学期末、２学期末にそれぞれ分析する機会を設け、３学期末には成果と課題

を検証したうえで、次年度に向けた計画を作成する。 

     表１ 授業改善スクールプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、ＳＳＨ事業の４つの柱と授業改善で目指す姿を可視化し教員・生徒が共有できるように、今年度

は「日田高メソッド」のポンチ絵（図１）を作成し、校内各所に掲示した。また、生徒にカードにしたも

のを配付し、取り組みへの自己評価表を裏面（図２）に付けて定点観測できるように工夫した。 

  図１                              図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮説 

ＰＤＣＡサイクルを活用した授業改善により、全教員の教科指導力の向上と生徒の「基礎力・思考力・実

践力」の向上が達成できる。さらに、この取り組みにより授業が活性化され、「主体的・対話的で深い学

び」が実践させるようになり、生徒の学びの質の変容が期待できる。 

※今年度は主に以下の項目を検証指標とした。 

１）生徒授業アンケートにおいて 
・「質問により思考が深まる」と感じる生徒（強い肯定）の割合５５％以上。 
・「協議などにより思考が深まる」と感じる生徒（強い肯定）の割合６０％以上。 

２）「学びの基礎診断（第１，２学年）」において、７月実施分と１１月実施分の間で平均点偏

差値の伸長。 
３）「授業改善スクールプラン」で設定した「思考力」を問う問題の目標達成率５０％以上。 

Ⅰ主体的に学ぶ意欲と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善
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（１）授業改善に向けた校内研授業研究会 

第１回校内授業研究会 

目的：コロナの影響による休校等で注目されてきた「家庭学習と授業のさらなる連携」、「遠隔配信

授業等でのＩＣＴ機器の活用」について、本校の授業実践を共有するとともに、その技術の

向上を図る。 

日時：７月２９日（水） 

場所：本校２－１、２－２教室 

参加対象：本校教職員 

テーマ：「ＩＣＴ活用の推進と授業実践報告」  

 

   第２回校内授業研究会 

    目的：日田高アクティブラーニング５項目を活用した「思考力・判断力・表現力」の育成を目指し 

て、授業研究および教科を横断した検討会を通して、教科指導力の向上を図る。 

日時：１０月３０日（金） 

   場所：本校各教室 

   参加対象：本校教職員、県立高校教員、教育委員会関係者 

   テーマ：「目標（付けたい力）の達成をねらった発問とその評価活動」 

   今回の第２回の研究会では、特に各教科での評価活動の充実を目指し、「ルーブリック」の作成と

その活用、そして実施後の検証を行った。本校では、「ルーブリック」については各探究科目や実技

教科を中心に作成・活用されてきている。今回の研究会では、その実施教科の拡大を図るとともに、

実効性のある活用について検証する機会とした。 

 

（２）校内互見授業      

昨年度までは、教員ペアを作り相互に授業を見あうこととし、授業見学と評価シート（「互見授業 観察の

視点」に沿った授業評価）による授業評価を通して、授業力の向上を図り、授業改善マイプランの達成を目指

すことを目的としてきた。今年度はコロナ禍で２学期１回の実施のみとなったが、チームで「教えあいの場」

を作ることを目指した。具体的には（ア）各グループで互見授業のテーマを設定し、（イ）代表者がテーマに

沿った授業を行う。（ウ）その後紙面などを通してその授業についてメンバーで意見交換する、という手順を

踏んだ。 

回 日程 対象 

第 1 回 １学期実施予定⇒コロナ禍で中止  

第 2 回 １１月５日（木）～１２月４日（金） 
見学グループ内から代表授業者を選出し、授業を

参観する。 

   参観した教職員からの感想を数例記載する。 

  〇あたかも「弓争ひの場」にいるかのように物語の世界に引き込まれていった。生徒と一体となった臨場感のあ 

る授業であった。（古典） 

  〇黒板に目標と本時の流れが明記されており、この時間で学ぶことやすべきことが見えて分かり易い。（英語） 

  〇「見えないもの」の「見える化」への工夫が勉強になった。（物理） 

 〇「確かに何で？」と思わせるような日常生活に即した発問から授業が始まるため、グッと引き込まれた。（政経） 

 

（３）生徒による授業評価アンケート 

授業評価アンケートの結果を分析することにより、授業での課題を見つけ出す。その改善策を検討し、実

践することにより、授業改善マイプラン・スクールプランの達成を図る。１学期末および２学期末に実施する。 

授業に関するアンケート項目 (生徒用)  

学習活動 

１．予習・復習に取り組んで授業を受けている。  

2．授業の内容を理解できている。 

3．授業の目標やねらいによって毎時の到達点が把握できている。 

4．授業を通して基礎・基本が身に付いている。 

5．授業中、意欲的・主体的に考えている。 

6．授業の最後に振り返りの時間が確保され、自身の達成度が確認できている。 

7．先生の授業はわかりやすい。 
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授業内容 

8．先生の質問によって、思考が深まっている。 

9．授業中、生徒同士で教え合ったり、意見交換をしたりする場面がある。 

10．先生の声は聞きとりやすく、板書、スライド、プリントなどわかりやすい。 

11．自分にとって、授業のスピードは適当である。 

家庭学習 
12．この教科･科目で出される課題に、きちんと取り組んでいる。 

13．課題内容は自分のレベルにあっていると思う。 

14．課題の量は適当であると思う。（課題を十分消化できている）。 

  その他 15．シラバスの「付けたい力」は身についていると思う。 

 

（４）学びの基礎診断 

 認定ツールとしてベネッセ総合学力テストを活用している。生徒の学力や学習状況を客観的に測るものとして、

生徒の主観的な意識等を調査するアンケートとともに、検証指標として用いる。対象学年は第１学年、第２学年の

２学年である。また、進路分掌が主催で分析会を実施し、教科・学年のそれぞれの取組の成果と課題を検証する

場も設けている。 

 

検証 

日田高 AL５項目を踏まえた授業評価（生徒授業アンケート等）や学びの基礎診断、授業改善スクールプラ

ン・マイプランの実践を検証することによって、「授業が『主体的・対話的で深い学び』となっているか」、「生徒の

『思考力・判断力・表現力』が向上したか」を評価した。 

 

１） 生徒授業評価アンケートの結果（抜粋）より ４件法による肯定的回答の割合（ｶｯｺ内は「強い肯定」）。 

質問項目 令和２年７月 令和２年１2 月 

1.教員の質問により思考が深まる ９２％（５７％） ９８％（６８％） 

2.生徒間で教え合いや意見交換の場面がある ９１％（６１％） ９５％（７１％） 

3.授業の目標やねらいをつかめる ８６％（３８％） ９２％（３７％） 

4.授業はわかりやすい ９４％（６３％） ９９％（６９％） 

5.授業中、意欲的・主体的に考える ９１％（４８％） ９６％（５１％） 

〇検証指標としていた「質問により思考が深まる」、「教えあいや意見交換の場面がある」の両項目で「強

い肯定（４段階で４の回答）」の割合がそれぞれ設定していた目標を上回った。 

〇ほとんどの項目で肯定的回答が高水準で推移している。  

〇授業の分かり易さ、発問による思考の深まりの項目が特に高い。 

●「授業の目標設定」については、「強い肯定」の割合がやや低い。 

 

２） 学びの基礎診断の分析 

認定ツールとしてベネッセ総合学力テストを第１学年、第２学年で活用し、過回比較で生徒の学力の変容を

見た（国数英総合の平均点偏差値）。 

過回比較（平均点偏差値） ２０２０年度７月 ２０２０年度１１月 

本校第１学年 国数英総合 ４８．５ ５１．３ 

 

過回比較（平均点偏差値） ２０２０年度７月 ２０２０年度１１月

本校第２学年 国数英総合 ５１．１ ５１．６ 

第１学年・第２学年ともに過回比較において学力の向上が見られた。特に、両学年ともに成績上位層の生徒

が大幅に増加した。一方、回が進むにつれて学力の差が大きくなる傾向が見られるため、学力の差に応じた

指導を行っていくことが課題である。 

 

３） 授業改善スクールプランで設定した「思考力」を問う問題の目標達成率５０％以上 

  最終報告が本原稿執筆後のため、今回は１０月時点での中間報告より検証する。本校では、各科目の各考

査で「思考力」を問う問題を出題することとしている。その中から各科目で検証する問いをピックアップし、その

到達目標を設定してもらった。そして授業者には考査の採点の際にその目標を達成した生徒の割合を分析し

てもらった。考査問題で「思考力」を問う問題を出題した「国語」、「英語」、「数学」、「地理歴史」、「理科」、「家

庭」の６教科の中で、「英語」と「家庭」の２教科が「達成できた」と回答した。達成できた教科もできなかった教

科もともに、目標の設定や評価方法（見取り）等に課題を残している。 
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以上の検証結果をもとに、次年度に向けて以下の内容を計画する。 

１．「目指す生徒像」の明確化、付けたい力の明確化 ⇒ 「科目別 RGB 育成計画表」「年間 RGB 育成計画

一覧表」の作成 

２．SSH 研究指定校の強みを生かした授業改善 ⇒ 日田高「深い学び３視点」を用いた授業手法の確立 

３．形成的評価・総括的評価の充実 ⇒ 「RGB ルーブリック」の作成と「RTOP」の研究 

 これら 3 つの項目は「目標・指導・評価の一体化」とも関連するものである。この中でも特に、「２．授業手法

の確立」については、教員アンケートにおいても多くの教員が研究したいと考えているものであり、授業研究会も

含めて主要テーマとして扱っていきたい。 
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研究内容・方法 

社会分野と科学分野に分けて、「水」をテーマに授業を展開した。常に地歴公民科の教員 1 名と理科の教員 1 名の
計 2 名で担当した。社会分野では、水と社会の関わりや水資源の活用方法などを動画資料などを用いながら学習し、
その中で発見した課題についてグループで議論・発表した。科学分野では、水の性質に関する実験を行い、レポートを
書くことで、水の科学的性質および生活との結びつきに関する知識を広げた。社会分野及び科学分野のそれぞれに関
する学習の終了後は、水に関して興味のあるテーマ毎に班を編成して探究活動を行った。その後、クラス単位、学年単
位で発表会を行った。 
 社会分野 

題目 内容 

1 水と環境 環境破壊に対するプレゼンテーション・動画・新聞資料を見て意見をまとめた。 

2 水と社会 
各国と水の関わりや水の使用量について学んだ。また各グループに異なる資料を与え、グループ毎にまと
めて発表した。 

3 日田と水 日田地区の治水事業や洪水時の対応などを講義形式で学び、レポートにまとめた。 

 科学分野 
題目 内容 

1 表面張力 胡椒や一円玉が水に浮くことや、水が細孔を通過しないこと、界面活性剤の効果を実験で確かめた。 

2 
水質調査 

（パックテスト） 
花月川の水と大原神社周囲の水路（小ヶ瀬井路）の水の水質を、パックテストで PO4、NO3、NO2、NH4、
COD 値を測定することにより調査した。それぞれの水で調査項目の数値の差を考察させた。 

 課題研究 
1 年生 5 クラスの生徒が水に関わる 50 のテーマで課題研究を進めた。 

段階 取り組む内容 

前段階 授業において様々な水に関する学び 

1 課題研究の取り組み方、スケジュールなどクラス内で説明 

2 グループ分け(1 クラス 4 名×10 班)  

3 
課題研究開始 アンケート、電話や現地での聞き取り・調査、水の採取と分析、水に関する実験、パソコンでの情報収

集 

4 探究活動・アイデア創出 

5 パワーポイントの作成 

6 発表練習 

7 クラスごとの発表会 各クラスの代表班を決定 

8 
学年発表会 各クラスの代表班が発表、学年代表 1 班を決定 
地元の企業、市役所、国土交通省、テレビ局、新聞社に来校いただき評価、講評 

9 成果発表会で学年代表 1 班が発表 

 各班のテーマ 

課題研究の題目は課題研究テーマ一覧にまとめて記載。 

 協力していただいた企業・大学・NPO 法人等 
日田市役所                 国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所 

大分合同新聞西部総局          KCV コミュニケーションズ株式会社        不二水道株式会社 

TOTO 株式会社 

 クラス発表および学年発表 
・課題研究についてクラス発表会を行い、代表 1 班を選出した。その後学年発表会を実施し、最優秀班 1 班を決定
し、その班は 1 月の成果発表会で発表を行った。 

検証 
【1】 SS 探究教科共通アンケート結果より 
 共通項目における 3 回のアンケート結果を比較すると、探究活動やグループ活動において重要となるものの見方・

考え方やコミュニケーション能力に関する項目について有意な増加がみられる。また、発表等に必要な ICT 機器を
扱うスキルやプレゼン能力の項目についても有意な増加が見られた。 

Ⅱ 地域創生に必要な「志」育成と学校設定教科SS探究の深化

( a )   WaterScience 

仮説 

「水郷ひた」といわれる地域の特性を生かし、「水」という題材を自然科学的と社会科学的の両方の側面から探究活

動を行うことで、「水」に対する知識･技能や情報リテラシーを習得させるとともに、一つの現象に対して多様な視点があ

ることを理解させることができる。また、地域のNPO法人や企業等の協力によるフィールドワークにより、地域社会につい

ての理解を深め、地域創生の志を育成することができる。
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 国際ニュースへの関心や英語の重要性などの項目においては、Water Science での探究を通して意欲関心を伸ば
すことができていないことが見られた。今年度はコロナ禍の影響で授業時間数の減少のため、発展途上国の水問題
などの国際的な内容を扱えなかったことが影響していることがうかがえる。 

【2】 WaterScience 授業独自アンケート分析 

 9 月と 2 月を比較すると、水に関して興味
がある生徒や水に関する研究をしたいとい
う生徒は減少している。8 月から 12 月に行
われた課題研究の時間数が減ってしまい
探究活動への達成感を得られる前に終わ
ってしまったことも影響しているのではない
だろうか。しかし、課題研究発表会では、
外部の審査員から昨年よりも探究のレベル
は上がっているという言葉も頂いており、後
日クラスごとに実施した振り返りの授業でも
活発な質疑が行われた。これは、課題研
究を行うことによって、探究を深めることの
有意義さを感じていることなのではないだろか。 

 グループ活動が「とても」得意と答えた生徒の数は多少増加している。また全体数では減少しているが、高い割合で
推移している。探究活動やグループ活動の難しさや課題を実感する一方で、それらに必要となる能力や見方・考え
方について実感を伴って身につけたものと考えられる。 

【3】 社会科学分野 
水に関する内容の動画や資料集から明確なテーマや論点を与えた。司会や発表者等の役割分担を行った上で、グ
ループ活動を中心とした活動を行うことで、限られた時間の中で多くの意見を共有しながら学習を進められた。発表
の時間では、昨年度の発表の良かった点や注意点を、具体的な例を挙げながらアドバイスをすることで、より質の高
い話し合いを促した。また資料まとめや発表原稿の作成を班員で協力して行い、プレゼンテーション力を高めること
ができた。 

【4】 科学分野 
水に関する実験や身近な現象の例から、水の性質を科学的に考察する活動を行った。これらの取り組みを通して、
常に疑問や課題意識を持つ課題発見力や、科学的・論理的に思考する力の基礎を身に付けさせようとした。また、
河川のフィールドワークを行うことにより、水質調査の技術を学び、自然に親しむとともに地域の河川環境およびその
抱える課題についても知識を広げることができた。 

【5】 今後の課題 

(１) 例年水害や防災などより地域に根ざしたテーマを扱う班は少ないため、１学期に国土交通省河川事務局の方に
講演を依頼していたが、豪雨により中止となった。講演会に使用する資料を頂き、教師が授業時に扱ったが、例年よ
りそれらのテーマを扱う班は増えていない。また、昨年度の研究テーマを事前に提示したことから、昨年度の研究を
引き継いだ班もあったが、深化することができない班もあった。探究活動テーマの独自性に与える影響も加味し、地
歴公民・理科の枠組みを超えた多様な視点によるテーマ設定や内容の深化を図る必要がある。行政や企業などとの
連携もさらに進めていく必要がある。 
(２) 探究基礎Ⅰで学んだ仮説・検証の手法などの探究のメソッドを活用することができたが、初期の段階から探究・
グループ活動の進め方に関する指導を、他の SS 探究科目とも連携し、計画的に行う必要がある。その際、SS 探究科
共通テキストの導入を検討する必要がある。 
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研究内容・方法 

授業は 1 年生全員に対して、2 名の教科情報免許取得教員により実施した。年間計画は以下の表の通りである。21 世

紀で生きるための基本的な情報リテラシーとして、「タイピング技術」「Word, PowerPoint, Excel の操作」「クラウドコンピュ

ーティングの利用スキル」｢プログラミング｣の４つを柱として、それぞれの基本的な修得と熟練に向けて授業を行った。今

年からプログラミングスキルの向上のため、スクラッチ３を用いた。昨年までのスクラッチ２と比べて、ｗｅｂ上の利用ができる

ため、ＰＣだけでなく、ｉｐａｄなどのタブレットやスマートフォンでの利用ができ、取り組みやすくなっている。また、昨年度より

クラウドサービスが office365 となり、Onedrive を利用するようになった。Office365 がクラウド上で共有できるため、ネット環

境の良い生徒が、十分に活用している。さらに、SS Programming で修得したことを教科横断的に活用し、生徒の情報活

用能力の深化を試みた。 

時期 単元 実施内容 教科との関連 

て全科教究探SS 法方作操な的本基のdroW droW 4

5 
インターネットとクラウドシ

ステム 

インターネットの仕組みとその有用性・危険性 SS 探究教科全て

クラウドシステムの仕組みとその利用方法 SS 探究教科全て

6～8 
プレゼンテーションと

PowerPoint 

プレゼンテーションの方法 SS 探究教科全て

PowerPoint の操作方法 SS 探究教科全て

て全科教究探SS 析解をターデ値数 lecxE 11～9

12～2 Programming 

Scratch３による Programming 理数教科 

プログラム的思考 理数教科 

3 ポスター作成 PowerPoint によるポスター作製 SS 探究教科全て

令和２年 

 令和２年は、新型コロナの影響のため、４，５月が休校となり分散登校後も教室が密になるということで授

業ができなかった。また、パソコン教室が改装され、プレゼンテーションルームとなり、少人数によるプロジ

ェクターを用いた簡単なプレゼンテーションができるようになった。 

今年度は５月、１０月、１月にＳＳ教科で共通のアンケートを行った。アンケートは、forms、及び cloud を利

用することでスムーズにアンケートを実施することができた。 

仮説 

２１世紀で生きるための基本的な情報リテラシーの獲得とプログラム的思考力の育成を目標としている。この授業で

学んだ基本的な情報リテラシーにより、探究基礎Ⅰ・Ⅱ、Water Science、探究Ⅰ・Ⅱ、SSCⅠ・Ⅱなどの探究科の授業

や普通教科などの授業で活用されることで、生徒の情報活用能力を向上させることができる。また、プログラムの学習に

より生徒のプログラム的思考力を向上させることができる。 

( b )  SSProgramminng 
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検証 

【1】 SSP 生徒アンケートよりその結果と分析 

 ※ 授業で学んだことについてより深く学びたい。 

  ５月、１０月、１月ともに９０％前後の生徒が肯定的な意見を持っている。 

 ※ ICT 機器を使用する能力（スキル）がある。 

・Word、Excel、を用いた文書作成の実技試験を学期毎に行ったが、多くの生徒が 

時間内に一定条件まで作成できるという結果を得た。生徒アンケートの結果を結果 

からも 5 月、11 月、2 月とＩＣＴ機器を使用するスキルがあると答えている生徒が増 

加している。 

 ※ 説明・プレゼン能力を持っている。 

・PowerPoint によるプレゼンの演習及び発表会を行った。プレゼンテーションルーム 

では、プロジェクターを用いた班ごとのミニ発表会が実施でき、相互評価を行った。 

例年より、生徒主体の活動が実施しやすくなり、その効果も出ていると考えられる。 

その結果プレゼン能力について肯定的な意見が増加している。 

※ タイピング能力の向上について 

 Ｗｏｒｄによる文書作成や Excel による表計算などパソコンによる基本的な技術については、例年と比べて８割程度の実

施時間であった。Word 文書の作成や Excel のグラフ作成については、例年通りの成果が得られた。Excel の関数につい

ての学習は十分にはできなかった。タイピング能力については例年通りであり、１学期生徒平均で毎分７２文字であったの

が、３学期には毎分８３文字と大幅な向上が見られた。しかし、近年の生徒にはスマホやタブレットの使用によるものとみら

れるキーボードに不慣れな生徒が見られる。入力のツールとしてキーボード以外の利用も考えれるが、最低限の技術の

習得が必要である。 

※ プログラミングについて 

 スクラッチ３を用いたプログラミングを行った。今年の取り組みとして、ＳＳＨ成果発表会でのプログラミングの発表を行っ

た。例年と比べて授業時間が少なく、生徒の作成期間が短かったが、代表作品はそれぞれ創意工夫されたものであり、

評価も高かった。 

【2】 まとめと今後の課題 

今年度はコロナウイルスの影響により、例年通りの授業を行うことができなかった。そのため前年度と比較して、生徒の

基本的な情報リテラシーの獲得や情報活用能力の深化は確認できなかった。しかし年々生徒の情報スキルが高まってお

り SSP が現在の 1 単位の中で基礎を学び、他の SS 科目や教科、日常において活用することで、実践的な能力が身につ

いていると認められる。ただ、パソコンよりもスマートフォンの利用率が高く、パソコンには苦手意識を持っている生徒も多

い。データ分析やレポート作成でパソコンの利用は欠かせないものである。しかし、記録や検索等でスマートフォンやタブ

レットの使用頻度も高くなっている。また、プログラミングや制御もスマートフォンでできるようになっている。今後は従来の

パソコンを使った情報リテラシーに加え、タブレットやスマートフォンを端末としての活用を考える。また、プログラミングが

教育課程で実施されるようになり、問題解決や論理的な思考力高めるためにどのようなアプローチが可能かについても検

討する。情報処理能力の技能的なことだけでなく、論理的な思考力の評価を確立することが課題である。 
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探究アクティビティ 
 
 
 
 
 
 
研究内容 
・ ゲーム感覚の探究活動を行うことで、探究活動の基盤（自発的な探究心・チームビルディング・コミュニケーション能力）

を身につけさせる。 
・ アクティビティの内容に応じて、論理的思考力、数的処理能力などの「生徒に身につけさせたい力」を明確にする。 
・ 基本的にはペアや 4 人のグループでの活動とし、グループの場合は役割を決めて活動させる。 
（授業展開方法） 
・ パワーポイントや実際に使用する器具・指導案を用いて、授業展開について担任会（授業担当者会議）にて検討する。 
・ 授業での指導は指導案に従い各主副担当が指導。 
 授業内容 

回 アクティビティ 時間 目的 内容 

1 ションゴのネットワーク １
論理的思考力の育成  
ネットワークとグラフ理論の学習 

ネットワークの線を一筆書きでたどれるかを考える中で、ネットワー
クやグラフ理論を学ぶ 

2 ハノイの塔 １
数的な関係性やグラフ理論・ 
問題解決技法の学習 

数枚の円盤を移動させる最小限の回数を考える。また、数的な 
関係を見いだし、表やグラフで表すスキルを身につける 

検証 

【1】 SS 探究教科共通アンケート結果（4 月と 9 月の比較）より 

 項目３「言語・コミュニケーション能力を持っている」が有意に向上している。これはアクティビティを通して議論、文

章化、発表を何度も実施したことに起因すると考えられる。 

 項目８「科学的な見方・考え方を持っている」が有意に向上していることから、活動に積極的に取り組み、自身の資

質・能力を向上させていることが見て取れる。 

 項目１「授業で学んだことについてより深く学びたい」は有意に低下している。COVID-19 により授業時間が 40 分

や 45 分となったこともあり、生徒に十分に思考させる時間を与えられなかったことが要因と分析する。 
【2】  所感等 

 全員が初めて「探究基礎Ⅰ」を担当するため、指導案等を通して入念に授業展開を確認した。課題研究に時間を
割くために、アクティビティの回数を 2 回分削減した。 

 生徒の感想には「感覚的な理解を論理的に表現する方法を知ることができて楽しかった」等の感想が一定数見られ
た。生徒アンケートにより「科学的な見方・考え方」が育成できていることからも、２学期以降の「地域探究Ⅰ」に大き
く繋がる取組だったと考える。 

 じっくりと思考を深め、「もっと深く学んでみたい」という探究心を育成するためにも、量より質を意識して各時間の実
施内容を精査すべきだった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( c )  探究基礎Ⅰ 

仮説 

「探究アクティビティ」では数学や科学的な内容の探究活動を行うことで知的好奇心を刺激し、探究活動の基本的なプロセス

を身に付けることができる。また、問題解決に向けて思考を巡らすことにより、論理的・科学的思考力を獲得することができる。さ

らにグループワークの機会を多くとることで、コミュニケーション能力や協働的な学びの方略を身につけることができる。 
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地域探究Ⅰ  

 

 

 
 
 
 
研究内容・方法 
・ 地元企業や事業所への訪問により、地元への理解を

深めるカリキュラムとする。 
・ 事業所訪問の事前学習を行い、疑問点や地域がかか

える問題点などを可能な限り考察することで、地域と高
校生の連携や高校生の視点からの新しいアイディアの
創出につなげる。 

・ 前期の探究アクティビティの経験をもとに、班員で協力
し、情報収集、分析、まとめの作業を行う。 

 事業所とテーマ 
訪問事業所は P83➍(3)課題研究テーマ一覧にまとめ
て記載。テーマは生徒に自由に設定させている。な
お、今年度はCOVID-19感染拡大により２事業所への
訪問が不可となった。交渉により、本校へ来校し講演
をしていただくこととなった。 

 事前、事後学習 
1. 地域探究の前に課題研究のガイダンスを行った。

編著：岡本尚也「課題研究メソッド（啓林館）」を活用
し、研究部による課題研究の手法についてレクチャ
ーを実施した。課題の抽出→問いのフィールド→
仮説の設定という流れを定着させ、今後の課題研
究の指針となるようにした。 

2. 事業所訪問にあたって、事業所の概要を調べ、班員で情報共有を行わせた。 
3. 生徒に仮説を立てさせたが、「HP 等を見れば解決する」「事業所訪問で質問すれば解決する」仮説も散見された。そ

こで事業所担当教員による添削指導を行ってもらうことで、課題研究に深みを持たせるよう工夫した。 
4. 事業所訪問後は、事業所の特色を活かし、「日田で暮らす課題」「日田で働く課題」「事業所の課題」などの解決策を

考えさせた。 
5. 単純な事業所の紹介にならないために、「比較」をテーマにして仮説を検証させた。他地域や他業種への追加調査

を進める班が多く見られ、課題研究の幅が広がった事業所もある。 
6. 他の事業所を訪問した生徒に対して、自分の研修内容をわかりやすく伝えるために、ポスター・パワーポイント資料

を作成し、同時に発表する技術も身につけさせた。 
7. 昨年度同様、研究部の主担当は事業所主担当から外れ、統括・渉外に専念した。指導案やワークシートの作成、教

室割、物品管理を行うことで全体の進捗状況の把握と先導を行うことができた。 
 地域探究のまとめ・発表について 

1. ポスターの作成 
・ パワーポイントを作成する前に、事業所訪問の内容や仮説の検証についてのポスター作成を行った。これにより

生徒はパワーポイントの下地を作るとともに、課題研究の経過を報告することができた。 
・ B４用紙８枚貼り合わせのポスターを手書きで作成させることで分担をしやすくし、特定の生徒に負担をさせないよ

うにした。 
・ 中間発表会はポスター発表形式で行った。 
・ ワークシートにより、ポスター（パワーポイント）に記す内容と配置の基本的なレイアウトを提示することで、すべて

の事業所で形式の差がないポスターを作成することができた。 
2. パワーポイントの作成 
・ ワークシートにより、各スライドに記す内容を提示し、原稿も作成させた。 
・ ポスターで発表したことの＋αが記載されるよう、パワーポイントの作成と探究を同時進行で行わせた。 

3. 発表 
・ 中間発表会や事業所別発表会を通じて、プレゼン能力の向上を図った。 
・ 事業所別発表会において、代表班を選出すると共に事業所の方から発表内容についての指導・助言を頂いた。 

（COVID-19 感染拡大により、１事業所が来校不可となったため、リモートでの審査実施となった） 
・ 学年発表会で、事業所別発表会において選出された代表班の発表を行い、最優秀班を１班決定した。 

  4．その他 
     ・ プレゼンテーションルームを効率的に運用できるよう、事業所を２グループに分け、教室の割り当てを指導案で

提示した。普通教室の場合、ポスター作成や発表練習ができるようにした。 
 
 

段階 取組内容 

1 協力していただく地元企業・事業所等の選定・依頼 

2 事前打ち合わせ及び挨拶 

3 全ての地元企業・事業所等を生徒に簡単に紹介 

4 課題研究メソッドのレクチャー 

5 クラス内でのグループ分け 一班４人 

6 課題の抽出 

7 仮説に対する指導 

8 事前学習 

9 事業所訪問 9/16 

10 事後学習 

11 ポスターおよびパワーポイント製作 

12 事業所内中間発表会 11/１１、 １１/１８ 

13 発表練習・追加調査 

14 講師（評価者）を招いて地元企業・事業所ごとの発表会にて各グ
ループの代表班を決定 １/１３ 

15 学年発表会 各グループの代表６班が発表、学年代表1班を決
定 1/２０ 

16 成果発表会  学年代表1 班が発表（林業研究部班） 1/２７ 

仮説 

「地域探究Ⅰ」を経験することで、科学的なものの見方や考え方、探究心などを高めることができる。また事業所からの課題に

ついて、その解決策を探究していくプロセスにおいて、地域理解を深め、地域創生への意欲を喚起する。また、グループでの議

論を重ねることで生徒のコミュニケーション能力を高めるとともに、発表を通し表現力を育成することができる。加えて、データ収

集、まとめ、考察、スライド作成、発表等を経て、研究に対する基礎的な姿勢、取り組み方を身につけることができる。 
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検証 

【1】 SS 探究教科共通アンケート結果（４月と２月の比較）より 
 4 月との比較で多くの項目で資質・能力の向上が見られた。特に ICT 機器の使用スキルや、プレゼン能力を持つと

答える生徒が増加しており、探究基礎Ⅰや WS、SSCⅠ等の SS 探究科目によってクラウドコンピューティングの利用
や研究発表を数多く経験したことが関係していると思われる。 

 項目 16～18 の地方創生に関する項目は、4 月から大きな変化は見られなかった。行ってきた「地域探究Ⅰ」と「地域
創生」が生徒の中で結びついていない可能性がある。「比較」をテーマに仮説を設定して課題研究を行ってきたが 

 、「同業他社」「他業種」との比較が大半で、「地域」を関連させた比較があまりできていなかったことが原因と推測さ
れる。「事業所」の比較を行うにとどまらず、その背景にある「地域」に目を向けさせる工夫が必要である。 

 項目８、１０の値の変化が大きかったのは、科学的な手法を取り入れながら、探究の過程を繰り返したことが要因とし
て考えられる。 

 独自アンケート項目として設定した「掘り下げてみたい地域の課題が見つかった」について肯定的回答をした生徒
が半数以上いた。具体的には、「高校生が林業に興味をもつための方策」といった地域の産業に関するものや、「自
然災害が起こった他地域における復興の在り方」などの地域の自然環境に関するものから、「ふるさと納税のさらな
る活用方法」などの財政に関するものまで様々あった。 
 

【2】 各発表会時に実施した事業所の方からのアンケート（４件法と自由記述）結果より 
 今年度の新たな取組として、発表会の際に審査員として来校した事業所の方へ４件法と記述式のアンケートを実施

した。項目として「地域や事業所の課題を見出すことができている」「課題に対して有効で具体的な解決策を提示で
きている」「生徒の提案の中で実践してみたいアイデアがあった」「内容をわかりやすく伝えることができている」を設
定した。とてもそう思う：４、全くそう思わない：１の調査において、各項目は２．９ ・ ２．８ ・ ２．８ ・ ２．９という平均値
であった。特に「生徒の提案の中で実践してみたいアイデア」の具体例として、「子ども向けの PR 活動」「日田杉とキ
ャラクターの組み合わせ」「オリジナル CM とキャッチコピー」等，複数挙げられた。今後はこれらがさらに増えるよう
な課題研究を目指す。 

 自由記述のコメントとして「切り口や視点が様々で新鮮だった」という評価を頂いた一方で，「データの内容の理解が
浅い」「伝え方の工夫がたりない」などの意見も頂き、本校生への期待の大きさも感じた。 

 
【3】 所感等 
 これまでと同様、課題研究の前に探究アクティビティを行うことで、班活動の大切さや役割分担、共同作業に慣れさ

せ、以後の活動にも効果的な繋がりを持たせることができた。ただし、今年度は COVID-19 による授業時間の減少
に伴い「探究アクティビティ」の回数減を余儀なくされた一方、今年度より開始された週 1 回の「人間関係づくりプログ
ラム」の実施により、仲間づくりの時間は確保された。 

 前年度申し送りから、「単なる企業の紹介」にならないようにする事を念頭に置くことで指導者の共通理解を図った。
一方で「誤字脱字」「間違ったことを発表する」といったことが今年度は複数発生してしまった。 

 前年度申し送りから、仮説の設定に対しても担当者による掘り下げを行ってもらうことで、「訪問するだけで検証でき
てしまう仮説」は大幅に減少させることができたと感じる。例えば林業研究部では「ふるさと納税の利用」や「災害を防
ぐ樹木の植え方」というように、多くの事業所においてこれまでにない角度からのアプローチが見られた。特に今年
度は「働き方改革」「COVID-19」「水害」のような時代に即したテーマ設定を行った課題研究も目立った。 

 課題研究に割ける時間が非常に少なく、週1時間の4か月程度では、深まりを実感する前に発表に向けての準備に
追われてしまう。 

 事業所訪問で指導・助言をいただくことで、地域の課題や求められていることに気づき地域への理解が深まった。だ
が本来は地域の課題を事前に見出し、その解決の糸口をつかむために事業所訪問を行うべきだと考える。そのた
め、以下のような流れが理想である。①１学期のできるだけ早い時期に研修会（講演会）を実施し「日田地域の課題」
を明確にする。②生徒が解決したい課題を決め、それを掘り下げるために１学期中に事業所訪問を実施し、地域に
おける課題に対して事業所がどのように取り組んでいるのかを身をもって学ぶ。③２学期始まってすぐに追加調査等
を実施する。 

 発表時期などの生徒が負担を多くする時期については SS 探究科目間で調整を図ったが、それでも発表会前に生
徒の負担は集中してしまったことが反省点である。解消のためには複数の課題研究を同時に行うカリキュラム構造に
大きな問題があると考えられる。３期目ではその解消が期待される。 

 次年度 SS クラス希望者は 34 名であり、1 年次の SSH に係る取組により、科学的に探究することへの興味・関心を持
つ生徒を育てることができたと捉えている。 
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研究方法・内容 
授業は、２年生SS クラス(35 名：男子19 名/女子16 名)を対象に週3 単位(連続したコマ)を基本に、理科教員６名、芸術

科教員１名、家庭科教員 1 名で実施した。年間計画は、下記の通りである。各研究班は、生徒への希望調査を参考にし、
数回の面談を行い決定した。その際、生徒の進路希望や選択科目を十分に考慮した。研究テーマは、各研究班の担当教
員と生徒の間で決定した。これによって「生徒の興味・関心があるテーマに沿って科学的な探究活動を行う」という仮定を
満たしたものとした。なお、上記仮説に関する検証は、事前調査として 4 月に調査紙(「④とても当てはまる」～「①全く当て
はまらない」までの 4 件法で、それぞれを得点化)による調査で行い、授業を通じての生徒の変容を確認するために９月と
１月に再び行った。 

※前年度からの改善点 
① 生徒の希望と教員の専門性（分野）のマッチングで班編制を行った。 
② 研修時などに研究班をベースにした行動班を組み、課題研究以外にも協働性を育成する機会を作った。 

        研究テーマと担当者 
 

探究Ⅰの年間指導計画         

月 内容 身に付けること・学ぶこと 

5 研究方法論 研究に関する基本的な知識・技能

6 研究テーマ検討 研究分野ごとの基本的な知識 

7-11 研究 科学的思考力等 

12 中間発表会 科学的表現力（ポスター発表） 

1-3 研究 科学的思考力等 

 
検証 
【１】SS 探究教科共通アンケート結果より 
Ⅰ 授業改善の視点ついて 
・項目３「言語・コミュニケーション能力を持っている」、項目４「協
調性・リーダーシップを発揮できる」については、グループで課題研究を進めたり、協働的な活動を行ったりしていく中で
自信をつけることができたことがわかる。 
・項目６「説明・プレゼン能力を持っている」について上昇傾向が見られるが、研修をはじめとした発表・説明の機会でブラ
ッシュアップを重ね、自分たちの発表に自信が持ててきたことと、発表練習などで班をこえて意見を共有し、よりよいもの
にしようとする姿勢が４月当初に比べて見られるようになったことも要因であると考える。 
Ⅱ 科学的人材育成の視点について 
・項目７の「自分の将来・進路に役立つ」については、自身の進路等を考え SS クラスを選択した生徒も多いことから４月時
点で高い数値を示している。減少傾向にあるのは、自分の進路との関係如何に関わらず、研究内容を掘り下げることがで
きるようになったためではないかと考えられる。 
・項目９「実生活の見方・考え方が変化・向上している」について、４月から１月で有意に上昇している。課題を発見し、答え
のない問いに対する解決策を見出していくプロセスを通じて、実生活においても科学的な視点が養われたと考えられる。 
Ⅲ 国際的人材育成について 
・いずれの項目も有意な差はなく、目立った変化を確認することができなかった。 
・項目 14「英語の重要性と高い学習意欲がある」については上昇傾向が見られるが、これは SSCⅡなどの英語を使ったパ
フォーマンスや、サイエンスダイアログの取組などを通して英語学習への意欲が高まったためと考えられる。探究Ⅰにお
いては、課題研究のテーマが世界全体の課題を取り扱ったものが多く、SDGｓを意識したことがその要因と考えられる。 
Ⅳ 地域創生・地域の科学力の向上について 
・いずれの項目も有意な差はなく、目立った変化を確認することができなかった。 
・課題研究全８テーマのうち、地域に関連する研究テーマは８班のみだが、自然災害対策など、地域課題についての研究
は探究Ⅰでも求められるところである。今後は社会科学に関するテーマを自然科学の手法で研究していくことも検討して
いきたい。 
【２】まとめと今後の展開 

探究Ⅰでの課題研究は、仮説で述べられていることも含め生徒の多くの力を育てることが推測でき、その教育効果は高
い。特にⅡ「科学技術人材」の項目については全体的に上昇傾向が見られるが、研究班を指導している教員と生徒の信
頼関係のもと、どの班も自分たちの研究にプライドを持ちながら進めていることが要因であると考える。指導教員の意見で
は、「生徒が主体的に研究を行っている」「純粋に好きなことや興味のあることについて高校生の視点で研究できている」
など、非常に肯定的なものが多く、この評価も生徒の背中を押す材料になっているようである。生徒の研究をファシリテー
トする教員の負担感や不安感を少しでも払拭するため、形成的評価や指導テキストを作成することが今後の課題である。 

班 分野 研究内容 

1 情報 タイプに合う座席提案 

2 農学 音がつくり出す植物 

3 工学 完全自動追尾撮影ロボット 

4 化学 世界中の環境を守る浄水装置 

5 生物
タナゴ類と二枚貝類の分布に見る 

絶滅の危機 

6 被服
紫外線から身を守るために 

～被服を利用した紫外線対策～ 

7 物理 水の上を走る！！ 

8 地域 日田杉の活用法について 

仮説 
生徒の興味・関心があるテーマを基に科学的な探究活動を行うことで、生徒の科学に関する興味・関心が増す。ま

た、自ら問題を発見し、課題を設定する力や答えのない問題に最善の解を見いだすために他者と協働する力が育成さ
れる。さらに研究活動を系統的に学び実践する中で、「科学的思考力」「プレゼンテーション力」「情報活用力」を伸長す
ることができる。 

（ｄ）探究Ⅰ 
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研究内容・方法 

 対象生徒は２年生 163 名（文系・理系、SS クラスを除く）。４年目となる科目である。年間スケジュール

は前年を踏襲した。生徒の活動はワークシートや発表会を参考にし、アンケート結果を分析する。 

５月 ６月 ７・８月 ９・10 月 11・12 月 １月 ２・３月 

地域探究アクティビティ 地域探究Ⅱ 小論文探究Ⅱ 

日田を知

る 
講演会 

フィール

ドワーク 

中間発表

会 
研究 発表会 講義 

討論 

小論文 

日 田 の 魅

力 と 課 題

(KJ 法) 

実際の取り

組みから学

ぶ 

班 ご と に

企 業 を 訪

問する 

仮 説 の 検

証 結 果 を

報告 

課 題 の 深

化 

提言(ポス

タ ー セ ッ

ション) 

Ｓ Ｄ Ｇ s

で問題を

見る 

諸 問 題 に

対 し て 考

えを持つ 

昨年度との変更点 

①地域探究Ⅱの取り組みに早く入れるよう、講演会を４回から２回にした。地域創生を考える際の視点とし

て、行政から見た地域と住民から見た地域の課題とそれに対する取り組みについて、講演していただいた。 

②探究分野６つのうち、「情報発信」をなくし、より地域の課題に目を向けるため「福祉」を加えた。 

③中間発表をレジュメ（Ａ４用紙１枚程度）から、手書きのポスター（Ｂ４用紙８枚程度）とした。その後

のポスター作成のイメージづくりだけでなく、仮説の見直し、探究の進め方や、進捗状況の把握につなが

ったと考える。 

④昨年度は各探究分野の担当教員が１名であったが、今年度は１～２分野を２名の教員で指導したことで、

複数の教員で関わることができた。 

  

フィールドワーク 連携機関等（34 箇所）一覧 

分野 連携機関等 班数 

１ 観光 

琴平温泉ゆめ山水、クンチョウ酒造株式会社、カフェ日和、大分大山町農業協

同組合木の花ガルテン大山本店、みくまホテル、cafel ひなのさと、麦屋カフ

ェ、一般社団法人日田市観光協会、フォレストアドベンチャー日田、林田温泉

７ 

２ 伝統産業 
こもれび工房、千年あかり実行委員会、日田市役所商工観光部観光課、日田玖

珠地域産業振興センター、相澤漆芸工房 
６ 

３ 農業・林業 
JA 大分中西部事業部園芸 2 課、河内農園、日田市役所農業振興部農業振興課、

ぶどう園 OKURA 
２ 

４ 
企業・公共

施設 

STAY+CAFE ENTO、日田市役所商工観光部商工労政課企業立地推進室、日田市役

所商工観光部観光課、日田市立博物館、寶屋本店、有限会社河津ウエスト、

LifeDesignShopAreas 

６ 

５ 移住 

渡辺茂則様、日田市教育庁学校教育課、日田市役所企画振興部ひた暮らし推進

室、株式会社 KAKUDO、アラスカンカフェ、麦屋カフェ、特定非営利活動法人日

田移住サポートセンター 

５ 

仮説 

1 年時の探究基礎Ⅰの内容を深化させ、地域の企業・研究機関の協力を得て地域の魅力を再発見し

たり地域を活性化する様々な企画を検討したりすることで、地域に対する理解や興味関心を養い、地

域を担う一員を育てることができる。探究活動を通して主体性および課題解決能力を養うとともに、

班員と意見を交換し合う中でコミュニケーション力も高めることができる。また、ポスターセッショ

ンを通じてプレゼンテーション能力を向上させることができる。 

(ｅ) 探究基礎Ⅱ 
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６ 福祉 
社会福祉法人地の塩会ひかりこども園、日田市役所福祉保健部こども未来課、

社会福祉法人日田市社会福祉協議会 
４ 

研究条件 

１.過去から現在という視点を持っていること  

２.今から未来への視点を持っていること  

３.日田と他地域の比較がされていること    

４.データに立脚した仮説・検証をしていること（ポスターにグラフ・図が必要） 

 

ポスター発表会について 

・1 月 15 日（金）６・７限に実施。各班で A0 サイズのポスターを作成し、第一体育館でポスターセッショ

ンを行った。研究テーマやポスターの出来を見て興味を持った班の発表を次々に聴きに行くよう指示し

た。発表後の質疑応答だけではなく、生徒一人ひとりに赤と黄の付箋を配付し、発表の良かった点と不足

している点を書いてポスターの下に貼らせた。一週間後の授業ではもらった付箋を元に研究の振り返り

を行った。 

・生徒はこれまでパワーポイントで発表をする機会が多かったためポスター発表に不慣れであった。今年度

は他学年や探究Ⅰの発表を聞く機会がなかったが、イメージをつくらせておくことが課題研究の深化に

も繋がるのではないかと考える。 

・研究の条件を早い段階で提示することで、全ての条件を取り込むことは難しかったようだが、他地域との

比較やグラフ作成はほとんどの班で取り込むことができていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会                      日田の魅力と課題（KJ 法）    

             ポスター発表会 

~ 36 ~



 

 

検証 

(1)生徒アンケートより（各教科共通アンケートについては巻末の表を参照のこと） 

探究基礎Ⅱ 独自アンケートの結果 

 

➢共通・独自アンケートより、生徒は非常に高い割合で地方創生へ肯定的な回答をしている。特に「授業で

学んだことについてより深く学びたい」や「住んでいる地域が抱える問題について知っている」は昨年度

の同時期と比較しても高い。学年発表会でほかの班の発表に刺激を受け、さらに探究を深めたいと感じて

いる生徒も多く、地域に対する知識や探究心が養われていると判断できる。 

➢「言語・コミュニケーション能力」については自信をもっている生徒も多く、探究活動を進める中で、活

発な議論がしばしば行われていた。中間発表会や学年発表会での質疑応答も積極的に行われており、それ

がさらなる探究への意欲につながっていると考えられる。 

➢一方で、「自分の将来・進路等に役立つ」については、年間を通した下降が見られた。「地域の課題」とい

う点にこだわって探究を進めた結果、視野が狭くなった部分もあり、自分の進路とのつながりを見いだせ

ていないことがわかる。２～３月に実施する SDGs の視点から社会の問題を考える小論文探究で、そのつ

ながりに気づくことを期待する。 

➢「協調性・リーダーシップを発揮できる」や「説明・プレゼン能力を持っている」が向上した。グループ

で探究活動を行うことで、協力して進めることやわかりやすく説明することの難しさを感じながらも、自

信をつけていったようだ。学年発表会後の振り返りでも「皆と協力できた」「ほかの人の意見を聞くことが

できた」「以前より発表に苦手意識がなくなった」というような記述が多数見られたことからも、成長がう

かがえる。 

 

(2)生徒の振り返りより（一部抜粋、発表会終了後 1/22 記入） 

・日常生活の中にたくさんある課題に対して、「その課題で本質的に問題になっていることは何か」という

ことを抽出する力をつけることができた。これから社会に出ていく中で、複雑な要因が絡み合った問題を

解きほぐしていける力を企業や社会が抱える問題の解決に活かしていきたい。 

・積極的に情報を集めること、諦めず粘り強く取り組むことで、新しい見方や別の方法があることがわかっ

た。 

・問題がないと思っていたところにも、調べてみたり他地域と比較してみたりすることで課題を見つけるこ

とができた。現状に満足せずより良いものをつくろうとする意欲がこれからの未来にもつながる。 

➢振り返りより、地元・日田に対する関心や課題意識を持ち、自己の内面に変化が起こった生徒も多くいた。

課題研究では課題を科学的に分析し考察することを意識して取り組むことができた生徒もいた。失敗や

行き詰まりを経て、課題解決のための見方・考え方が身についたことがわかる。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
昨年度

住んでいる地域の、活性化の取り組みを知っている

昨年度
住んでいる地域が抱える問題について知っている

昨年度
答えのない課題に粘り強く取り組む事ができる

昨年度
⾃分の将来・進路等に役⽴つ

昨年度
授業で学んだことについてより深く学びたい

とても 少し あまり まったく

~ 37 ~



 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究内容・方法 

１．物事を論理的に捉えたり、思考を論理的に組み上げたり、捉えた事象を論理的に外部に表現したり

する力は文系生徒にも必要であるが、既存の教科だけの枠組みでは、十分に対応できていない部分

がある。また、これまでの学習歴において、生徒は「一問一答」的身構えには馴れていても、それ

を上回る思考には、習熟が不足している。そこで、教科横断型の合教科科目として SS 探究科目で独

立させ、文系の生徒に欠けがちな論理的な力、及び関連する力の養成を、体系的・段階的に図るこ

とを目的とする。 

２．２年生文系２クラスの生徒全員（71 名）を対象として、各クラス週１時間実施。 

３．過去と異なり、「論理コミュニケーション」（外部講師による遠隔配信授業での T.T.形式）が電話回

線使用を巡る校内設備の変更により実施できなくなったため、昨年度効果の高かったと思われる取

り組みを重点的に行い、発展させる形の予定とした。下記の通り実施。 

  ねらい テーマ 

第１回 オリエンテーション   

第２回 データを論理的に解読・読解する〔表を読み取る〕 スマートフォンと学力～生徒の意識と平均正答率 

第３回 データを論理的に解読・読解する〔グラフを書く〕 生活時間に関する結果 

第４回 データを論理的に解読・読解する〔図表を読む〕 高齢者のひとり暮らし 

第５回 データを論理的に解読・読解する〔数字を筋にする〕 高齢者のひとり暮らし 

第６回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～訪日外客数 

第７回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～労働時間の特徴 

第８回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～キャッシュレス化 

第９回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～GDP と経済発展 

第 10 回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～所得格差と貧困 

第 11 回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～現代人の語彙力 

第 12 回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象～民主主義という道具 

第 13 回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象（応用編）～民主主義と投票行動 

第 14 回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象（応用編）～日田市の抱える問題 

第 15 回 図表（データ）から社会を見る 図表と社会現象（応用編）～フードロスの解決について

第 16 回 データに基づき社会の課題を発掘・発信する 日本における水問題を解決するために 

第 17 回 データに基づき社会の課題を発掘・発信する コロナ禍における諸問題に対する取り組み 

取り組み内容により、１回につき１～２時間をかけた。配布プリントの裏面には語彙力をつけるた

めの単語集を添付し、２度確認テストを実施した。（２クラス別問題。授業進度により適宜実施。） 

第１４回以降は３学期の取り組みとなり、プレゼンテーションの視点も持って、発表にも力を入れ 

た。最後の第１７回に関しては、総まとめとして、準備から発表及び振り返りまで３時間かけた。 

 

（ｆ）SS Logic 

仮説 

とかく論理的な思考・表現の不得手な文系の生徒でも、論理的な思考・表現の「土台」を獲得すれ

ば、それを克服することが可能である。 
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４．コロナ禍の影響もあり、第１回～第５回までは、個人活動を主とし、徐々にペア活動を増やした。

その後は、１班４人のグループ学習による協働学習スタイルも徐々に取り入れた。第１０回からは、

楕円形テーブル式のプレゼンテーションルームにて実施し、個人・グループの意見や考えを班別の

大版ホワイトボードで立案～全体で共有～個人で評価・振り返りというスタイルで実施した。 

５．テキストは、全て校内独自作問による教材。 

《問題例》・日本でのキャッシュレス決済についてのデータから、消費者動向の実態をあぶり出す。 

・各国の GDP 推移及びランキングのデータから、他国と比較した場合の日本の実態をあぶり出す。 

・日田市報の記事から、新清掃センター建設問題から窺える「埋もれた実態」をあぶり出す。 

・民主主義に関する本文と投票行動のグラフから、自分たちの取るべき態度について文章化する。 

６．２クラスとも、国語科・地歴公民科各１名、計２名のＴＴで授業を実施。 

 
検証 

（１）SS 探究教科アンケート（４段階評価の平均値。括弧内は４月。） 

Ⅰ「授業改善の視点」3.01（2.93） Ⅱ「科学的人材育成の視点」2.95（2.83） 

Ⅲ「国際的人材育成」2.88（2.94） Ⅳ「地域創生・地域の科学力」3.01（297） 

・一番上昇率の高いⅡに関しては、特に設問９「実生活の見方・考え方が変化・向上している」、設問 10 

「答えのない課題に粘り強く取り組む事ができる」の伸びが高かった。「与えられたデータを正しく

読み取る」ことに加え、「その判断には、どういうデータが更に必要か」ということまで推測・推論・

説明させ、発表し、評価や振り返りを行ったことによる成長であると考える。また、少し下回ったⅢ

に関しては、昨今の社会情勢はもちろんであるが、地域探究や公民学習との連動を意識して行った学

習テーマが、国内や地域をクローズアップするものとなったためであると考える。 

 

（２）生徒振り返りアンケート（「自分の変化」に関する記述・原文ママ）  
・授業前より、データやグラフを読みとりそれを用いて論理的に意見を発表する力が向上した。 
・資料を肯定的に文章の通りに受け取らず、批判的に読んでみようとする姿勢が身についた。 
・問題の本質が何か考えるようになった。 
・曖昧な意見ではなく、根拠を元にして的を射た意見ができるようになった。（少し） 
・グラフや表、文章などの資料から、読み解くべき所と問題点を見つけ、そこから考えられる原因や解 
決策までも見通して考えを持てるようになった。 

 
（３）総括と課題 
・ＳＳＬでつけた力を探究基礎Ⅱの活動で活かしたり、公民科で学習した内容を活かして民主主義につ

いて考えたり、公民で用いる資料集を使ったりして、教科横断的取り組みが実施できた。 
・国際性養成のためには英語との連携をすべきである。 

・独自教材作成に甚大な手間が費やされたものの、「論理性の養成」に向けては手応えを感じた。特に、

データの正確な吟味だけでなく、隠された問題に気づくこと、多面的なものの見方考え方が問題解決

のためには必要であること、客観的な論拠を確かな出典元から用意することや、その有効性を吟味す

ること、伝えるためには工夫が必要であることなどを学び、発表にいかそうとする態度が見られた。 

・次年度より 1 年次に本科目の内容と同様のものを履修する予定であるため、大学入試レベルの問いで

ある現在の各テーマについては、問い方や作業量などにおいて工夫が必要である。 
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研究内容・方法 

２年次の「探究Ⅰ」の課題研究を継続することで、その結果をもとに考察し、新たな仮説を立て、

研究を深化させることで「科学的思考力」の伸長を目指した。また、その研究をポスター及びパワ

ーポイントで発表し、科学的な論文を作成することで、「プレゼンテーション能力」「コミュニケー

ション能力」の伸長を目指した。さらに研究を深化させ、その成果を発表するにあたり様々な企業

や大学を訪問しアドバイスをいただいたり、学会に参加したりすることで、自己の進路実現につい

て考える機会とし、力を身につけさせることを目指した。 

授業は３年 SS クラス(35 名)を対象に１単位で実施した。単位の運用については、前期に「探究

Ⅱ」の１単位の他に「物理」「生物」(４単位)の１単位と併せて火曜の 5･6 限の２時間連続の２単

位で実施した。担当した教員は理科教員７名（生物２名、化学３名、物理２名）、保健体育教員 1 名、

家庭教員１名、数学教員１名で行った。 

２年次に「探究Ⅰ」で取り組んだ課題研究を継続し、以下の「探究Ⅱの指導経過」に沿って実施

した。また科学的な論文を一般的な形式に沿って作成した。 

 

探究Ⅰからの経緯 

６月の課題研究発表会に向けて探究Ⅰの研究の深化とまとめを行わせた。この活動により「科学

的思考力」を伸ばすことを試みた。課題研究発表会では、昨年度はポスター発表にて行ったが、今

年度は感染症対策のため、聴衆に１年生を入れず、パワーポイントを用いた口頭発表の形式で行っ

た。審査の結果「モウソウチクが日田を覆う」が最優秀賞に決まり、ＳＳＨ生徒研究発表会への本

校代表となった。その後、１年生への課題研究発表を、ポスター発表形式で行った。また、崇城大

学主催のサイエンスインターハイ＠SOJO に参加予定であったが、今年度はコロナ禍により中止と

なった。また、すべての班の論文を「日本学生科学賞」に出品した。 

探究Ⅱの指導経過 

 

 

 

月 内容 

４，５ 研究活動 

６ 研究まとめのポスター作成，課題研究発表会 

７ サイエンスインターハイ@SOJO（今年度は中止）、課題研究発表会（１年生向け） 

８ ＳＳＨ生徒研究発表会 

９ 論文作成(日本学生科学賞出品) 

（ｇ） 探究Ⅱ 

仮説 
「探究Ⅰ」での研究の結果をまとめ、さらに内容を深化し、スライド、ポスター、科学的な論文
を作成し、発表することで、「科学的思考力」「プレゼンテーション能力」「コミュニケーション
能力」を伸長することができる。また、個々の進路実現や日々の学習につながる力を身につける
ことができる。 
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研究テーマ一覧 

 

検証 

【１】表彰実績 

 SSH 生徒研究発表会では、「モウソウチクが日田を覆う」がポスター賞に、日本学生科学賞で

は「カラーコントラストとより良い生活」が大分県審査会で努力賞を受賞した。探究Ⅱでの

活動を通して、「論理的思考力」「プレゼンテーション能力」「コミュニケーション能力」が向

上したと考えられる。 

【２】SS 探究科目共通アンケートより 

 項目 12「海外・留学への挑戦意欲がある」について 

例年探究Ⅱのアンケートにおいて上昇傾向が見られない項目であるが、本年度は４月から９

月にかけて有意に上昇した。SSH の活動において、これまでに、SSC Ⅰや SSC Ⅱ、さらには

国内研修や海外研修など、国際性を養うための様々な活動を行ってきた。６月の課題研究発

表会では各班冒頭に英語での概要発表を行い、科学・研究を英語・海外と結びつけて考えて

きたことを実感していると考えられる。 

 項目１「授業で学んだことについてより深く学びたい」、項目２「授業中に思考を促すような

発問がある」について、４月時点での初期値が高いため有意な上昇は見られないが、高い数

値を保っている。昨年度の探究Ⅰから、担当の 10 名の教員がそれぞれの班に密接に関わるこ

とで、生徒の思考が深まっていることが読み取れる。 

 項目 10「答えのない課題に粘り強く取り組むことができる」について初期値の高さから有意

な差は見られなかったが、４月から９月にかけて上昇が見られた。今年度は新型コロナウイ

ルスの影響で研究活動の時間が十分に確保できなかったことや、９月には論文の作成により

自身の研究の問題点や展望を洗い出したことにより、研究をもっと深めたいという気持ちが

高まっていることが表れている。 

【３】教科独自のアンケート項目より 

 以下の３項目について、４月と９月にそれぞれアンケート調査を行った。グラフはその結果

を示すものである。 

 

班 テーマ名 分野（生徒人数）

１ カラーコントラストとより良い生活 生物（３名） 

２ ペットボトルキャップの飛び方 工学（３名） 

３ 麹菌の消臭効果 生物（３名） 

４ モウソウチクが日田を覆う 生物（４名） 

５ プラスチック分解微生物 生物（３名） 

６ 身近なもので作る電池 化学（３名） 

７ 竹から作るセルロースナノファイバー 工学（５名） 

８ ジビエで日田を明るく 家庭（３名） 

９ ばねを活用した制震構造の検討 工学（３名） 

１０ 大縄をより多く跳ぶためには 保体（５名） 
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 ①の項目で４月から９月にかけて有意な上昇が見られた。新型コロナウイルスの影響もあり

発表機会は減ったものの、限られた発表の場では今まで以上に時間をかけ発表の質を上げる

ことができた。また、ポスター発表や口頭発表など、様々な形式での発表を経験したことで、

人前で話す力の向上を実感することができたと考えられる。 

 項目②について、４月から９月にかけての差は見られないものの、全体として高い傾向がみ

られる。探究Ⅱの班編成は、生徒の興味関心や将来の希望進路などの観点により行った。そ

の結果、理科の授業での研究内容の深化はもとより、生徒の進路意識に裏付けられた高いモ

チベーションで研究を進めることができた。さらに、研究を通して身につけた能力を生かし

て、推薦入試で 5 名が合格した。推薦入試のみならず、研究で学んだことをきっかけにして

自身の志望分野を決定していった生徒も複数名いる。このように SSH の活動は、進路決定に

際して大きな糧となっている。 

 項目③については、他の項目に比べ低い数値となっているが、生徒との進路面談の際には、

大学進学後は具体的にこのような研究をやってみたい、大学院に進んでこのような研究分野

で活躍したいなど、具体的な将来の展望が挙がるようになったことも影響していると考えら

れる。「探究Ⅱ」をはじめ、様々な発表や他校の研究を耳にする事を通じて、自分の研究のさ

らなる課題について大学でももっと深めたいと感じた生徒もいるほか、まだ研究の余地があ

る題材や、今後の自分たちの生活で必要性を感じた科学分野を発見した生徒もおり、どの生

徒も研究意欲は増していると捉えられる。 

① 人前で話す力が向上した 

② SSH の活動は今後の人生の糧になると思う

③ 大学でもこの研究を続けたいと思う 
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研究内容・方法 

本校の探究型部活動には科学部・HLR 部がある。両部活動の顧問は以前から探究型部活動に長い間携わって

おり、生徒に対して充実した指導を行ってきた。また、SSH の予算から備品・消耗品等の購入を行うことで充実した研

究に勤しむことができた。 

検証 

部活動の生徒数の推移および活動実績から、本校の探究型部活動がSSH指定後に活性化されたかを検証した。

また、２年生 SS クラスの探究Ⅰや１年生の探究基礎Ⅰ、WS、SSProgramming 等において、探究型部活動の生徒が

他の生徒のロールモデルとして活躍しているかについて調査を行った。 

 

活動実績 

科学部の部員数は右の表のようになった。昨年と

変わらず２３名の部員数であり､順調に人数を増やし

ており、このことからも科学部をはじめとする探究的

な部活動が本校の SSH を下支えしていることがうか

がえる。 

また、高文連の大会では、昨年度に引き続き科学

部・HLR 部共に九州大会レベル以上の上位大会の

出場を果たし、充実した研究活動を行っている。 

今年度はコロナの影響により高文連以外のコンテス

トへの参加は減少したが、第一薬科大学の発表会

等リモートで参加できる発表会に参加した。 

 

月日 実施内容 部活動名 結果等 

６月２３日 第２回高校生サイエンス研究会 in 第一薬科大学 2020（鏡に

うつる目のまわりにできる輪の研究） 

科学部６名  

７月 ２日 第２回高校生サイエンス研究会 in 第一薬科大学 2020（ペット

ボトルキャップの飛び方について） 

科学部２名  

１０月 電気学会みらい創造コンテスト（ペットボトル斑、ばね斑） 科学部２名  

１０月８日 高文連科学クラブ発表会 

物理班（whitewater） 

化学班（whitewater） 

生物班（タナゴ類と二枚貝類の分布に見る絶滅の危機） 

 

科学部物理班 

科学部化学班 

科学部生物班 

 

優秀賞 

優良賞 

ポスター部門奨励

賞 

３月２８日 令和 3 年度日本水産学会春季大会 科学部生物班  

課題 

 今年度はコロナ禍により、各種研究会、発表会が中止になり、科学部が参加できる行事が少なかった。高文連の発

表以外はリモート発表となった。休校や分散登校の中で実験、観察を続け研究発表することは非常に大変であるが

部員の自主的な活動で研究が達成された。今回の経験を踏まえ、コロナ後の発表会もリモートで発表ができると、生

徒の移動による負担であるとか、予算面の負担が軽減され、発表会への参加が身近なものになってくると考えられ

る。生徒の研究に対するスキルを上げるためにも実際の発表をすることが大事である。そのためにも指導者の負担

軽減にもつながるリモート発表をさらに推進できるとよい。また、前年度の反省より教員のスキルアップが望まれてい

たが、今年度は顧問が一名しかいないため専門外については指導が難しかった。校内の指導体制の充実が望まれ

る 

仮説 
課題研究等の SSH の活動に興味・関心を持つ生徒が科学部等の探究型部活動に参加することで、より高度な科学

的思考力やプレゼンテーション能力を身につけることができる。延いては、各種大会や学会等のポスターセッション、あ
るいはコンテスト等で上位入賞を果たすと共に、本校の課題研究におけるロールモデルとして、他の生徒への好影響が
見られるようになる。 

（ｈ）科学部・HLR(Home Life Research)部の活動 
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＜ＳＳＨ生徒研究発表会＞ 

研究内容・方法 

日 時  令和２年８月 

会 場  オンライン 

参加者  ３年SSクラスより代表生徒４名 

校内の課題研究発表会において最優秀賞に選出された班が「モウソウチクが日田を覆う」という題目で発

表を行った。例年、神戸国際展示場で各校の代表によるポスター発表、全体発表校による口頭発表が行われ

るが、今年度はオンラインでの開催となった。一次審査ではポスター発表の様子を撮影して動画を事前に送

り、二次審査ではオンラインでの質疑応答であった。 

 

検証 

ポスター発表は録画して送ったため、生徒たちは練習を重ねてベストな発表を審査してもらうことがで

きた。コロナ禍でありながらオンラインで実際に審査員からの質疑応答を行い、対面でのポスター発表に限

りなく近い形式で行うことができた。審査員からは厳しくも温かいご助言をいただき、また、本校は13-33

位/222 校にあたる「ポスター発表賞」を昨年度に引き続き受賞し、生徒にとっては有意義な研究の集大成

となった。全体発表校はそれぞれの部門から１校ずつ選出されたが、どの発表もテーマ設定が興味深く、考

察が科学的根拠に裏付けられていることが印象的であった。 

また、オンラインでの開催であったことにより、他校のポスター発表は動画でいつでも視聴することがで

きた。代表として参加した生徒だけでなく、２年生など他の生徒も視聴することができたので、全校として

課題研究のヒントを多く手に入れることができ、大変有意義な発表会であった。 

 

（i）各種コンテスト、発表会等の参加 

仮説 

各種コンテストや大会に参加することで、探究活動の動機付けや到達度が明確となり、様々な取組

への意欲向上とキャリア教育の充実に繋げることができる。また、外部の専門家や聴衆の前で発表す

ることにより、科学的なコミュニケーション能力やプレゼンテーション能力の向上が期待できる。 
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今年度は全国物理コンテスト・日本数学オリンピックの２つに参加した。コロナ感染拡大にともない

科学オリンピックがオンライン開催になったこともあり、全体における参加生徒数が例年に比べ大幅に

減少している（今年：6名、昨年：49 名、一昨年：42 名）。しかし、今年度は例年は実施できていなか

った対策講座を物理コンテストにおいて、実験の対策講座を４回、日本数学オリンピックにおいて２回

の対策講座をもつことができた。生徒の意欲喚起や対策につながったと思う。今年度は天候不良による

休校などで対策講座ができなかったこともあるが、今後はより対策講座の回数を増やし、そのノウハウ

を校内で共有・蓄積しながら参加生徒にさらなる上を目指させていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
研究内容・方法 
今年度の各学会への参加歴は以下の表のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
検証 

※ 今年度はコロナ禍のため、学会の発表はできなかった。それでも、生徒の研究の成果の表現のため、

論文参加を行った。限られた条件の中で研究のモチベーションを高めるためには有効であると考えられ

る。 

 

月 日 学 会 名 対 象 

10 月 21 日 
令和 2 年度  

電気学会未来創造コンテスト（論文）
３年 SS クラス 3 名 
（ペットボトル班） 

10 月 21 日 
令和 2 年度  

電気学会未来創造コンテスト（論文）

３年 SS クラス 3 名 

（ばね斑） 

各種科学オリンピック 

学会発表 
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研究内容・方法 
日 時  令和２年１１月３日（火・祝） 
会 場  大分県教育センター 
参加者  １・２年 希望者 
大分県内の高校生が学校対抗で科学技術・理科・数学など複数分野の知識

・技術を競う大会。最優秀チームは３月に行われる「科学の甲子園全国大会」

への出場権を得る。１チーム６～８名、１校につき２チームまで出場が可能。

今年度の参加は１５校、２７チーム、１９９名であった。 
概要 
本校は２年チーム（８名）と１年チーム（６名）の２チームで出場した結果、２年チームが２０位、１年チー

ムは２５位であった。昨年に引き続き参加した２年生は、１年次よりも筆記・実技競技ともに高得点を獲得でき

た。１年生にとっては筆記が難しく上位に入る十分な結果は得られなかったが、情報分野は全体トップの成績を

収めた。全県の科学好きの高校生が集まり、競い合う環境は非常に刺激的だったようだ。 
 
研究内容・方法 
今大会への事前準備は表のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大会日程 

10:00～10:20 開会式 
10:30～11:40 筆記競技（６０分） 時間内に 6名で理科・数学・情報の問題に解答 
12:40～14:10 実験競技Ⅰ・Ⅱ（６０分） Ⅰ（化学に関する実験・観察） Ⅱ（ものづくりに関する競技） 
14:30～15:30 講演「スペースポート大分の開港に向けて」（講師：Space Port Japan 理事 青木 英剛 氏） 
15:40～16:20 表彰式・閉会式 

 
検証 
 参加した生徒は、共同での筆記問題等、日頃にはない課題に楽しみながら挑戦していた。競技の実態をより

多くの生徒に周知し、積極的な参加を促せるようにしたい。 
 １年生は競技のイメージを持つことが難しかったようだが、一方で２年生は前年の経験を活かし計画的に取

り組んでいた。全体成績としては結果が出なかったが、２年生は物理部門で７位、１年生は情報部門で１位

など、上位の成績を収めることができた分野もある。今後も１年生は科学的コンテストへの経験として、２

年生は１年次の経験を活かし上位を目指して参加することができれば有意義な大会となると考える。 
 実験競技においては１年・２年ともに成績が振るわなかった。課題研究における実験に加え、日々の授業に

おいても探究の過程を意識した観察・実験等を実施する事が重要だと感じる結果となった。 
 準備期間は約１ヶ月あるが、実際は中間考査等もあり十分に準備ができたとは言い難い。ただ、今年度は指

導担当教師による問題演習や解説を行う講座を計１６回実施した点が大きな変更点である。その中で異学年

交流ができ、互いにとって良い刺激となったようだ。次年度以降は今年度以上に２年が１年を指導するよう

な場面を多く設定することで、協働による学びの深まりを体験する場面としたい。 

月 日 内容 備考 
8 月26 日 募集開始 1・2 年対象 

10月 1 日 チーム編成・担当分野決め 放課後 
10月 9 日～ 筆記競技用学習期間 放課後 担当教員が行う 
10月 16 日～ ものづくり課題配布  事前準備期間 放課後 担当教員が行う 

参加生徒 男 女 
２年 ３名 ５名 
１年 ３名 ３名 

 物理 化学 生物 数学 情報 
指導教員 ２名 ２名 １名 １名 １名 

令和２年度おおいたサイエンスフェア（第１０回 科学の甲子園 大分県大会） 
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メタ認知について  
メタ認知とは、高次の認知的活動のことであり、自分の考えの矛盾に気付いたり、課題の特性を理解し、

解決方法を選択したりするなどの認知活動のことである。一般的な学習場面を想定した場合、メタ認知は、

自らの言動や思考、そのプロセスなどを客観的に捉え、自己の感情や思考、言動を統制することにより、学

習を改善したり充実させたりする。その為、メタ認知能力が高いと、問題を解いている最中に正しく解けて

いるのかを振り返ったり、どのように問題を解けば良いかのか見通しを立てたりすることができる。つまり、

メタ認知能力が高い傾向にある人ほど、より効率的・主体的な学習ができると考えられている。 
メタ認知は、メタ認知的知識とメタ認知的活動に分けられ、さらにメタ認知的行動はモニタリングとコン

トロールに分けられる。メタ認知的知識とは、

経験を重ねることで得られる知識的なもので

ある。モニタリングとは、経験により得られた

メタ認知的知識をふまえ、予想・点検・評価を

行うものであり、コントロールとは目標設定・

計画・修正を行うものである。すなわち、経験

により得られたメタ認知的知識をもとに、モニ

タリングやコントロールが相互に作用するこ

とがメタ認知活動である。 
 

[教育におけるメタ認知の位置づけ] 
「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価のあり方に関する検討会―論点整理―」（文部科

学省，2011）によれば、新学習指導要領において、メタ認知能力は、自身の学習活動の自己調整や内省、批

判的思考力の基盤となり、教科等を横断する汎用的スキルとして位置づけられている。また、平成 30 年 3 月

に告示された高等学校の学習指導要領でも育成すべき学力の資質・能力として「知識及び技能」「思考力, 判
断力, 表現力」「学びに向かう力, 人間性等」の三つの柱が示され、「学びに向かう力, 人間性等」においては

「いわゆる『メタ認知』に関わる力を含む」という形でメタ認知に言及している。現在、このように、生徒

への教育の中で、メタ認知が重要視されつつあり、生徒のメタ認知活動を活性化させ育成することを意図し

た教育実践が求められている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
本校の平成 27～29 年度のメタ認知に関する調査から、「理科の観察・実験に対する興味」は複数の感情や

認知が合わさった結果であることがわかってきた。 
そのため、昨年度からはメタ認知を「ポジティブ感情」と「価値

の認知」に分け、アンケートをおこなってきた。本年度は「価値の

認知」を「日常とは異なる体験ができるから観察・実験は楽しい」

といった「体験思考」と「仮説と結果を照らし合わせて深く考察し

ていく過程が楽しい」といった「思考活性思考」の２つに分け、ア

ンケート調査を行った。その結果、SS コースは 1 年生・文系・理

系に比べ高ポジティブ感情＋思考活性志向であり、観察・実験に

対して深い興味を持っていることが伺えた（右図）。 
 
 
 
 

仮説 

本校で行っている探究型授業である「探究Ⅰ」や「SSCⅡ」は、理科学習、特に理科の観察・実験場面における

生徒のメタ認知的知識やメタ認知的活動を活性化させ、さらに育成していく可能性がある。そこで、長期にわたり

様々な方法で「探究Ⅰ」や「SSCⅡ」を行っていない文系・理系コースの生徒と調査・比較することで、その可能性

を明らかにすることができる。それにより、理科の観察・実験場面におけるメタ認知的知識・メタ認知的活動を活

性化し、さらに育成できるカリキュラム開発への示唆を示すことができる。 

（ｊ）理科学習におけるメタ認知 
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検証 

 今年度は、生徒質問紙法による観察・実験に対する興味（ポジティブ感情・体験志向・思考活性志向）

や観察・実験における方略、観察・実験に対する自己効力感、理科の活用志向性について、1 年生・2 年

文系・2 年理系・2 年 SS コース・3 年 SS コースに対して 5 件法により評価した（以下の表）。 
 

※ 注 ポジティブ感情の取りうる値の範囲は 1.00〜5.00。 
各志向性の得点は、正の値ならばその傾向が他の志向性よりも相対的に強いことを、負の値ならば弱いことを示す。 

 

 

ポジティブ感情の平均値が 4.38 と非常に高く、日田高校 SS クラスの生徒の観察・実験への興味は他

のコースの生徒と比較しても非常に強く、肯定的に捉えられていると言える。ポジティブ感情の強さは

観察・実験における深い学習方略を強力に促進する効果があるため、日田高校の SS クラスの生徒は観

察・実験において、深く効果的な学習方略を用いて日々学習していると推察された。 
 ２つの志向性のうち、体験志向＜思考活性志向の順番に“深い興味”の構成要素であると考えられて

おり、“深い興味”を持っているほど深い学習方略をとる傾向があることがわかっている。このことか

ら、SS クラスの生徒は“興味の深さ”については、他のコースの生徒に比べると思考活性志向が高い

もののやや表面的なものにとどまっている可能性があり、課題研究の深化など“深い興味”を導くよう

な教育的施策が有効であると考えられる。 
 “深い興味”は「努力をすれば乗り越えられるだろう」という期待（自己効力感）と「乗り越える価

値」を感じられる課題が提供されたときに到達できると考えられている。観察・実験に対する自己効力

感において、SS クラスは他のコースに比べ高い数値を示しており、観察・実験を行うことができる自

信や信念が育っていることが伺える。「乗り越える価値」には課題自体が面白いと感じるポジティブ感

情も含まれている。前述したように日田高校 SS クラスの観察・実験に対するポジティブ感情は非常に

高い水準であることから、課題研究の前に行うプレ実験のさらなる充実などが重要であると考えられる。 
観察・実験に対する興味の構成要素について SS コースの学年間で統計的に分析した結果、ポジティ

ブ感情が有意傾向で２年生の方が３年生よりも高く、体験志向が有意に３年生の方が２年生よりも高い

ことが示された（思考活性志向には有意差なし）。 
 

 この結果より、観察・実験に対する興味に関して、２年生ではポジティブ感情は非常に高い（4.36）
が、志向性については“体験志向”が高いことから、観察・実験に対して「いつもと違う体験ができる」

ことに価値を見出していると考えられる。逆に、３年生ではポジティブ感情は非常に高く（4.41）、志向

性については“体験志向”が低く“思考活性志向”が高いことから、観察・実験に対して「予想と結果

を照らし合わせるといった深い思考する」ことに価値を見出しており、一般的な中高生と比較しても相

対的に深い興味の水準にあるといえる。 
 

とりうる値の範囲
平均値 平均値 平均値 平均値 平均値

（標準偏差） （標準偏差） （標準偏差） （標準偏差） （標準偏差）
観察・実験に対する興味

4.02 3.58 4.08 4.36 4.41
(0.69) (0.71) (0.54) (0.59) (0.46)
0.17 0.23 0.22 0.16 0.08

(0.33) (0.42) (0.30) (0.24) (0.35)
-0.18 -0.24 -0.28 -0.19 -0.17
(0.35) (0.34) (0.33) (0.31) (0.33)

観察・実験における方略
4.61 4.67 4.60 4.71 4.51

(0.58) (0.50) (0.47) (0.50) (0.52)
4.49 4.51 4.54 4.76 4.55

(0.67) (0.52) (0.50) (0.44) (0.56)
3.65 3.49 3.67 4.13 3.96

(0.74) (0.66) (0.76) (0.60) (0.66)
3.80 3.65 3.91 4.43 4.28

(0.74) (0.65) (0.70) (0.54) (0.59)
3.87 3.47 4.00 4.28 4.00

(0.74) (0.80) (0.68) (0.67) (0.70)
理科の活用志向性

2.47 1.60 2.74 2.91 3.27
(0.96) (0.62) (0.90) (0.65) (1.04)
3.24 2.63 3.44 3.68 4.06

(0.88) (0.96) (0.78) (0.74) (0.69)
2.51 1.55 2.90 2.35 2.59

(1.12) (0.64) (1.01) (0.96) (1.24)

33 35

 臨床医学志向 1.00 5.00 188 68 88 34 35

 日常活用志向 1.00 5.00 186 68 90

34 35

 職業活用志向 1.00 5.00 186 68 89 34 34

観察・実験に対する自己効力感 1.00 5.00 187 68 91

 関連付け方略 1.00 5.00 187 68 91 34 35

35

 モニタリング方略 1.00 5.00 187 68 91 34 35

34 35

 協働的方略 1.00 5.00 188 68 91 34

 手順遵守方略 1.00 5.00 187 68 91

 思考活性志向 -3.00 3.00 182 68 90 33 34

34

33 34

 体験志向 -3.00 3.00 182 68 90 33

 ポジティブ感情 1.00 5.00 182 68 90

人数最小値 最大値 人数 人数 人数 人数

１年生：普通科 ２年生：文系 ２年生：理系 ２年生：SS ３年生：SS
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 また、観察・実験における方略、観察・実験において教師指示やルールに従う「手順遵守方略」、観

察・実験において他者と協力する「協働的方略」、観察・実験において課題解決の方法を振り返る「モニ

タリング方略」、観察・実験において既習事項と関連付ける「関連付け方略」の４つの要素について、ど

の要素についても SS クラスの生徒は他のコースに比べ高い数値を示しており、SS クラスの生徒は観

察・実験に関して、グループで積極的に協力して取り組んでいること、課題の内容や解決の手続きを振

り返る方略を巧みに使用していること、既習事項と関連付けながら課題を解決しようとする方略を使用

していることなどが推測される。 

 さらに、理科の活用志向性について、理科で学んだことを将来の職業選択に生かそうとする「職業

活用志向」、理科で学んだことを日常の生活に生かそうとする「日常活用志向」、理科で学んだことを

医学系の職業に生かそうとする志向性「臨床医学志向」においても SS クラスの生徒は他のコースに

比べ顕著に高い数値を示している。特に 3 年の SS クラスの生徒は、さらに高い数値を示し、理科で

学んだことを職業選択に生かそうとする志向性を有していること、理科で学んだことを日常生活で生

かそうとする志向性が強いこと、理科で学んだことを医学系の職業選択に生かそうとする志向性が強

いことを示している。 

 

 
 観察・実験に対する興味（３つの要素）について、現 3 年生の SS クラスの「2 年次」と「3 年次」の比

較を 5 件法により評価した（以下の表）。 
 
（要素①）ポジティブ感情    （要素②）体験志向       （要素③）思考活性志向 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 つの要素共に有意差なしという結果でした。ポジティブ感情においては、現3年生（SS）は 4.00を超え

る高い値を示していることから、 2年次と同様に、現3年生（SS）は観察・実験に対して面白さや楽しさの

強度が強いことが推測されます。体験志向では有意差は見られなかったが、効果量d=0.42 と中程度に近

い値を示していることから、2年次に比べ観察・実験に対して普段とは違う体験ができるといった新奇

性への価値を感じずに取り組んでいることが推測される。思考活性志向についても、2年次では観察・

実験に対して結果と予想を照らし合わせるといった深い思考への価値の大きさが変わらないことが推

測される。 

 
 
 次に、高知大学 教育学部 草場実准教授との共同研究により、他の SSH 指定校 2 校とも同様の質

問紙法を用いたアンケートを行い、その結果の比較を行った。 
本校 2 年 SS クラスと他校 2 年生の SSH 指定クラスおよび本校 3 年 SS クラスと他校 3 年生の SSH

指定クラスとの比較・検討を行った。その結果としては、「観察・実験に対する興味」「観察・実験におけ

る方略」、「観察・実験に対する自己効力感」、「理科の活用志向性」それぞれの項目について、有意差は生じ

ていなかった。また、本校の 1 年生と他校の 1 年生、本校の 2 年文系と他校の 2 年文系、本校の 2 年理系と

他校の 2 年理系も、それぞれの項目についても、多少差が生じていた項目はあったが、全体として顕著に有

意差が生じてはいなかった。本校での傾向と同じく、SSH 指定クラスでは、「ポジティブ感情」と「価値の

認知」が高くなっていることにより、理科の観察・実験場面におけるメタ認知的知識・メタ認知的活動を活

性化し、その能力を自ら育成していることが示唆される。 

  

 
[参考文献] 
1) 三宮真智子 編著「メタ認知 学習力を支える高次認知機能」、北大路書房 
2) 一般社団法人日本理科教育学会 編集「理科の教育 01/Vol.67/No.786」、 株式会社東洋館出版社 
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研究内容・方法 
１年生指導計画 
 １年生では、コミュニケーション英語、英語表現で習得した力を基礎に置き、まずは自分自身について英語で
表現することから始め、その後、社会的内容に移っていき、２学期には意見を論理的に英語で表現するため英語
ディベートを取り入れた。３学期にはグループごとに、生物、化学、物理、地学の４つの分野から設定したテー
マについて、その概要や現状、メリットやデメリットを調べ、考えたことから賛成反対を意思表示し、今後の展
望を英語でポスタープレゼンテーションを行った。１年間を通していかに英語で分かりやすく相手に伝えるかに
重点を置き、内容を暗唱し、表現豊かに伝える練習をした。また、３学期の理科テーマについてのポスタープレ
ゼンテーショにおいては、それぞれの発表において用いる科学用語について用語集を作り、クラス全員で共有を
した。検証については、考査の他、それぞれのテーマに関するパフォーマンステストにおいて表現能力を測った。
パフォーマンステストでは、評価シートを用い、クラス全員で多角的に評価を行った。プレゼンテーションの後
に質疑応答を設け、生徒からの準備質問、ALT からの即興質問を行った。 
 
[年間計画] 

月 指導内容 ねらい 
4-7 ・Show and Tell 

・私の住む町 
【身近なテーマで自己表
現する(個人活動)】 

①自分についての自己表現ができるようになる。 
②自分の周りに目を向け、住んでいる町の良いところや問題点を考え、
ポスターにし、論理的に自己表現ができるようになる。 

8-12 ・英語ディベート 
【意見を論理的に表現す
る。(グループ活動)】 

①自分の意見を論理的に英語で相手に伝えることができる。 
②英語で相手の意見を理解し応答できる。 
③一つのテーマについて肯定・否定の立場から思考できる。 
④自分の意見に関する質疑応答ができる。 

1-3 ・サイエンストピック 
【科学的内容をグループ
で調査し、表現する。(グ
ループ活動)】 

①科学的な知識を広げることができる。 
②基本的な科学語彙を使い、英語で説明ができる。 
③発表に即した効果的なポスターを英語で作ることができる。 
④発表の内容に関する質疑応答ができる。 

※英語ディベートのテーマ:  
Companies should use more new technology such as robots and AI to do work. 
There is too much violence and adult content in movies, TV, videos, etc. 
Japanese society and people work too hard. 
The modern Japanese diet and modern Japanese food is healthy. 
All schools should require school uniforms. 

 

※サイエンストピックのテーマ： 

（物理分野） 

・Electric Cars（電気自動車）   ・Nuclear Energy （原子力発電） 
（地学分野） 

  ・Life on Mars 
（化学分野） 

・Hydrogen Energy System(水素エネルギーシステ)・Airism and HeatTech (エアリズムとヒートテック) 
（生物分野） 

仮説 

英語授業の中で身につけた語彙力や英文構成力を用いて、英語によるコミュニケーションを積極的に行わせることによ

り、実践的な英語使用能力の素地を身につけることができる。またテーマとして理科や数学に関するものを使用すること

により、理系授業の履修内容の理解との相乗効果を期待することができる。英語でのプレゼンテーションや質疑応答を行

うことができる技能の養成を目標とする。その目標達成のため、１年次は基本的語彙習得と基礎的な英語発話トレーニン

グを反復することにより、コミュニケーションの基盤となる基礎的な英語の運用能力を養成する。さらに２年次は探究Ⅰの

指導内容と連携させながら即時的な英語運用能力の獲得を目指して研究を行った。 

（a）SS コミュニケーションⅠ  

Ⅲ 「国際性」を育成する研修・教科の深化
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  ・Protecting Endangered Species (絶滅危惧種の保護） 
  ・What Should We Use : Plastic or Woods?(木の製品を使うか、プラスチック製品を使うか) 

・Genetic Testing (遺伝子検査)     iPS Cells (iPS 細胞) 
検証 
１年生 

 各プロジェクトの最後に行われるプレゼンテーションで、論理的にわかりやすく聞き手に伝えるために、表現
力を養うことや、学んだ表現、文法事項を使いプレゼンテーションができることを一つの目標とし段階的に目標
設定して実施してきた。生徒たちはリサーチ力、ポスター作成力、論理的な陳述力、英語の暗唱にとどまらず、
伝えるための言葉としての英語の表現力において確かな進歩が見られ、最後のクラス発表においては、クラスの
ほぼ全員が原稿に頼らず、自分たちの意見を英語で伝えようとする姿が見られた。１年を通じて積み上げたスキ
ルの集大成として十分な成果が見られた。 
 
[SS 探究教科共通アンケート結果より] 
 授業改善の視点６項目においては「ICT 機器を使用する能力（スキル）がある」「説明・プレゼン能力を持っている」に 
おいては顕著な数値の上昇がみられる。これは２学期以降ディベートやサイエンストピックについてのポスター 
プレゼンテーションにおける取り組みから得られた自信の表れであると考えられる。また科学的人材育成の視点、 
国際的人材育成、地域創生・地域の科学力の向上においては、大きな変動は見られない。その中で「科学的な見 
方・考え方を持っている」「海外・留学への挑戦意欲がある」においては、４月から順調な伸びが見られる。前者は 
地域研究、ディベートやサイエンストピック、などいずれも結論が定まっていないテーマについて、個人または 
グループで様々な調査や思考を重ねることで一つの意見や自分たちなりの結論にたどり着くプロセスを何度も 
経験したことがこの結果につながっていると考えられる。後者については、それぞれの活動をすべて英語で行っ 
たことで、単に学問や受験のツールとしての英語というとらえ方から、自身の意見を他者へ伝えるためのツール 
としての英語というとらえ方へ変わったことや、他者の意見を英語で理解できる喜びを経験することが意欲の高 
まりにつながっていると考えられる。 
 

 

 

Ⅰ 授業改善の視点 

１ 授業で学んだことについてより深く学びたい                

２ 授業中に思考を促す様な発問がある      

３ 言語・コミュニケーション能力を持っている 

４ 協調性・リーダーシップを発揮できる 

５ ICT 機器を使用する能力（スキル）がある 

６ 説明・プレゼン能力を持っている 

 

Ⅱ 科学的人材育成の視点 

７ 自分の将来・進路等に役立つ 

８ 科学的な見方・考え方を持っている 

９ 実生活の見方・考え方が変化・向上している 

10 答えのない課題に粘り強く取り組む事ができる 

11 SS・理系へ進む意欲がある（１年のみ） 
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Ⅲ 国際的人材育成 

12 海外・留学への挑戦意欲がある 

13 英語資格試験への挑戦意欲がある 

14 英語の重要性と高い学習意欲がある 

15 国際ニュース等に興味・関心がある 

 

Ⅳ 地域創生・地域の科学力の向上 

16 日本や地域に関する興味・関心がある 

17 国際貢献や地域貢献への意欲がある 

18 国や地域の科学技術の向上に取り組みたい 
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ＳＳコミュニケーションⅡ（２年生） 

研究・方法 
第２学年では、1 年次に習得した英語力を活用・応用して、科学的事象に関する英文を読んだり、科学的

な話題について英語で表現したりする活動を行う。授業においては、生徒に科学的な視点からの支援を行う

ために理科の教員と、そして英語コミュニケーション力を高めるためにＡＬＴとのティームティーチング

を実施する。当初の年間指導計画は表１の通りであるが、今年度はコロナ禍で「日田科学の遊び実験フェス

タ」、「海外研修」等の行事が中止となり、授業内容についても当初の予定からの大幅な変更を余儀なくされ

た。今年度は、表２の指導計画に沿って授業を実施した。仮説や成果の検証については３回の授業アンケー

トによって行う。また、生徒の英語力・プレゼン能力を測る総括的評価の指標としては、共通したルーブリ

ックによる評価を用いる。プレゼン・ポスターなど生徒の成果物を評価する際には、英語科と理科の教員が

それぞれの視点から評価を行うとともに、生徒のメタ認知能力を涵養するために自己評価・相互評価も実施

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【Project Based Learning 取組内容】 

 分散登校が開始された５月から９月までの期間、科学的なテーマについての英文を読んで内容をまとめた

り、自身の考えやアイディアをプレゼンしたりする活動を行った（図１）。 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮説 

英語授業の中で身につけた語彙力や英文構成力を用いて英語によるコミュニケーションを積極的

に行わせることにより、実践的な英語使用能力の素地を身につけることができる。また、異文化

交流や国際的なテーマについての研究を通して国際人としての自覚と教養を身に付けることがで

き、将来国際的に活躍できる科学人材としての素地を涵養することができる。 

（ｂ）SS コミュニケーションⅡ 
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【「サイエンスダイアログ」取組内容】 

 独立行政法人日本学術振興会の主催するサイエンスダイアログを活用し、九州大学で研究されている Dr. Arijit 

Mallick 氏を招いての講義を実施した。「大気中のＣＯ2 を吸着して取り除く技術を用いて大気汚染をコントロールす

る」技術について説明をしていただき、その後生徒は質疑を行った。講義内容がかなり専門的であったため、化学や

生物の教員による事前学習を実施したり、事前にいただいた資料を元に各自で予習したりして当日に臨んだ。その

成果もあり、質疑の時間には、３０分近くも途切れることなく英語でのやりとりが行われ、即興性の高い活動となった。 

 

【「小中学校出前授業」取組内容】 

 Ⅳ(d)の項を参照。 

 

検証 

【授業アンケート結果】  

１．共通のアンケート項目の分析 
 ４月と２月を比較・検証すると、統計的優位差が示唆された項目（p<0.05）は、項目３、４，５，６、７，

８であった。３～６はＳＳＨの４つの柱のうち「授業改善」、８は「科学的人材の育成」についてであり、

これらの項目については生徒の資質能力に改善が見られたといえる。一方、この科目が目指す「国際的人材

の育成」については「有意差があるとは言えない」結果となった。この点については、今後検証が必要であ

る（授業の中身もしくは質問項目）。また、項目７については、４月より生徒の意識に後退が見られる。４

月当初の数値が３．８と高すぎたこともあるが、授業中の取組と将来の進路を結びつけられなかったことは

反省点である。 
 
２．科目独自のアンケート項目の分析 
 「国際的人材育成」について、科目独自で行ったアンケート結果を補足的に記しておく。共通のアンケー

トと同様に４月、９月、２月に実施し、t 検定で検証した。残念ながら授業者のアンケート項目の選定がう

まくいっておらず当初から平均値の値が高い項目を中心に統計的優位差が示唆された項目は少なかった。

授業者が「国際的人材育成」を構成すると考えた項目中で有意差が示唆された項目は、「英語を学ぶと視野

が広がる（4 月 3.53⇒2 月 3.86）」、「将来海外で英語でコミュニケーションを取りたい（4 月 3.10⇒2 月

3.40）」であった。 
 
３．ルーブリック評価について 
前述のとおり、生徒の成果物やパフォーマンスを見取るためにルーブリックを用いた評価を行った。教員

側が各取組を振り返ったり、生徒が自身の伸長を確認するために活用できたが、年間を通した系統的・総括

的な活用にまで結びつけることはできず、各取組の評価にとどまった。この改善が今後の課題である。 
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研究内容・方法 

 以下の日程・内容で科学および自然に関する活動に取り組んだ。参加生徒は２年 SS クラス 35 名（男子 19 名・

女子16名）。生徒の変容については、研修後に実施した生徒アンケートおよび生徒のレポートによって確認した。 

 研修場所 内容 

10 月 12 日(月) 屋久島高校交流 相互研究発表 

10 月 13 日(火) 

10 月 14 日(水) 

屋久島森林生態系保全センター 
屋久島の生態系講義受講 

フィールドワーク 
ヤクスギランド散策 

西部林道域自然観察 

10 月 15 日(木) 
JAXA 種子島宇宙センター見学 

施設見学 
種子島総合開発センター鉄砲館見学 

10 月 16 日(金) 鹿児島大学 大学説明・施設見学・模擬授業受講 

昨年度との変更点 

  ① SS クラス２年生を「海外研修」と「国内研修」に分けていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受け、海外研修を中止し、国内研修をクラス全員に対して実施した。研修先については昨年の県内を中心

としたものから鹿児島県に変更し、新たに研修箇所の開拓を行った。 

  ② 「国際性の育成」という目的を達成する研修先の設定が困難であったため、本研修の目的を「科学技術人

材育成」に加えて「持続可能な生活についての考察」とし、自然体験活動に重点を置いたものにした。 

 

検証 

生徒アンケートの結果１（４件法アンケート） 

以下の質問項目で、帰着後に４件法アンケートを行った。 

１.Progress 科学研修を通して科学（理科全般）に対する知的好奇心が増した 

２.Progress 科学研修を通して考える力が増した 

３.Progress 科学研修を通して自己の考えや研究内容を表現する力が増した 

４.Progress 科学研修を通して課題を発見する力が増した 

５.Progress 科学研修を通して研究者や技術者の存在を身近に感じた 

(c)科学研修（SSH Progress 科学研修） 

仮説 

南九州地区の研究施設や大学を訪問し、研究者による講義を受講する。これにより様々な科学技術分野

の最先端研究について知り、科学系人材として必要な思考力・判断力を醸成することができる。 

また、日本初の世界自然遺産である屋久島の自然を体感し、多様な生態系を知ることで、自然と共生す

る姿勢を養い、SDGs の趣旨に基づいた持続可能な生活について考察することができる。 

屋久島高校との交流   森林性体験保全センター講義    ヤクスギランド FW     西部林道域自然観察 

西部林道域自然観察    JAXA 種子島宇宙センター      鉄砲館           鹿児島大学 
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６.Progress 科学研修を通して自然環境の保全について考えた 

７.Progress 科学研修を通して多様な生態系について知ることができた 

８.Progress 科学研修を通して持続可能な生活について考えることができた 

９.全体を通して Progress 科学研修は有意義だった 

 
➢「国内研修は非常に有意義だった」と全ての生徒が回答している。好奇心や考える力が増したと回答している

生徒が多いことから、自らの成長を感じ研修全体が有意義であったと捉えていると考えられる。 

➢「自然環境の保全について考えた」「多様な生態系について知ることができた」で「非常にそう思う」と回答し

た生徒が 85％を超えている。屋久島での二日間に渡る自然体験活動を経験し、自然環境に対する知識・関心が

高まり、それとともに自然と共生する態度を養うきっかけとなったためだと考えられる。 

 
生徒アンケートの結果２（自由記述について） 

・亜熱帯の生態系は教科書で見るのと実際に見るのとでは全然違って、すごく記憶に残った。 

・他の高校と意見交換をしたり、身近な自然を感じることで様々なことを主体的に考えられるようになれたので

良かったです。 

・それぞれの場所で意義をもって働く人が多数いて、将来を考える良いきっかけとなった。 

・実際に見て、体験したことで、日田に帰った今でも科学や自然について考えるクセがついた。 

・とてもいいものだったので、来年も屋久島に行ったら良いと思いました。 

・今回、コロナ禍の中で、この研修を企画してくださった先生方、旅行会社の方、保護者の方に感謝したいです。

今後もこのような研修は引き継いでいってほしいです。 

➢当初の予定と変更せざるを得ない研修となったが、昨年のアンケート結果と比較しても十分に有意義な研修で

あったと言える。 

➢コロナウイルス感染拡大の影響を受け、昨年度の最先端科学研修（関西方面）が中止になっていたこともあり、

SS クラスの初めての研修となった。クラス全員で本研修に参加することができ、一つ一つの研修内容が実り多

いものになったおかげで、課題研究に取り組む姿勢や研究班の協働性にも良い変化が見られるようになった。 
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研究目的・内容 

■ 目的  

１．現代の科学技術を担う人材育成という観点から、様々な分野の体験を計画し、全員が物理・生物・化学・環

境等の分野に関する研修を受講し、総合的な科学的視点の育成を図る。 

２．研修効果の向上のため事前課題に取り組ませたり、研修後にレポート作成をさせたりすることで研究に対す

る積極的な姿勢の醸成を目指す。 

３．生徒が高い興味関心を持ちながら学ぶために、体験学習や見学など工夫を凝らした研修を準備し、生徒が

自ら学ぶ姿勢・積極性の育成を図る。 

■ 研修の内容 

日時 令和３年３月１７日（水）～３月１９日（金） 

参加予定者 次年度 SS クラス希望者３４名 

行程  

月日 研修先 

３月１７日（水） 別府市美術館（別府市野口原） ※温泉や地熱利用にまつわる研修 

大分ロボケアセンター（別府市内竈） 

ADE ドローンサッカーアリーナ（別府市内竈） 

３月１８日（木） 株式会社 三浦造船所（佐伯市鶴望） 

興人ライフサイエンス株式会社佐伯工場（佐伯市東浜） 

佐伯鶴城高校（佐伯市城下東町） 

３月１９日（金） 大分県農林水産研究指導センター 水産研究部（佐伯市上浦） 

大分大学理工学部（大分市旦野原） 

 

検証  

 原稿執筆時、未実施のため検証不能。 

（ｄ）県内最先端科学研修 

仮説 

次年度ＳＳクラスへ進む生徒等に対し、大分県内の研究施設において、体験学習を中心とした研修を行

うことで、科学の様々な分野への興味関心を高めることができる。また最先端の科学技術が社会とどのよう

につながっているのかを、具体的な例を通して学ぶことができる。そして、班活動を行うことで、探究活動の

在り方や協働を学び、２年当初からの課題研究などに意欲的に取り組む姿勢を醸成し、ＳＳクラスの下地作

りができる。 
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研究内容・方法 
中間発表会は、令和２年 12 月 25 日(金)に本校で実

施した。参加生徒は、探究Ⅰにおける課題研究を発表
する 2 年生 SS クラス、来年度SS クラスを選択希望して
いる１年生である。ポスター発表により１0 名の教員によ
るルーブリックをもとにした評価を行った。本年度は新
型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、外部審査
員・保護者・１年生理系生徒を聴衆としなかった。 

ルーブリックによる評価は 『発表』、『質疑』、『図・
表』、『独自性』、『内容』、『発展性』の６項目を S、A、B、C で評価し、それらを得点化した。参加した１年生に対しては、自身の理
解度等について自己評価してもらい、感想記入欄も設けた。また、ポスター発表している生徒のポスター下に『良いと思う点』『改
善した方が良いと思われる点』を付箋で貼り付けるルールとし、良い発表だと感じたら「グッジョブシール」を貼ることとした。聴衆
の評価内容は、3 学期以降発表生徒に還元し、課題研究の深化へと繋げた。 

なお、この中間発表会は、令和３年１月に行われた成果発表会の代表班の選考も兼ねた。結果は、最優秀賞に『完全自動

追尾撮影ロボット』、優秀賞に『世界中の環境を守る浄水装置』『タナゴ類と二枚貝類の分布に見る絶滅の危機』が選ば

れた。 

 

検証 
【１】２年SSクラスの事後アンケート 

※本アンケートは、４：そう思う ３：どちらかとい
えばそう思う ２：どちらかといえばそう思わない １：そう思わない で回答する４件法を用いている。 

➢ ②で４が７割を占めたことから、相互のディスカッションを充実したことで研究に対する課題点を見つけられたことがわかる。
また、自己の研究と他者の研究に対して考えを深めることができた結果、④についての肯定的回答が多かったと考えられる。 

➢ ⑤で４と答えた生徒は昨年の 11％から大きく上昇しているが、各班入賞を目指し入念な準備を進めた結果であると考える。 
➢ ①で４または３と答えた生徒の割合が多いことから、今回のポスター発表で得られたものが多く、発表者の満足度は高いと考

えられる。 
 
【２】聴衆自己評価 
 1年生のSS・理系の希望者と２年SSの生徒を対象
に、聴衆としての自己評価をさせた。発表者である
２年生 SS クラスの生徒は、自身のコアタイム以外は
聴衆としてポスター発表に参加した。結果は右の表
の通りである。 

評価 ２年SS １年 

S ほとんどのポスターに対して質問できた。 58 % 6 % 

A 難しい発表以外は質問できた。 19 % 16 % 

B ２，３本のポスターについては質問できた。 23 % 53 % 

C 全く質問できなかった。 0 % 25 % 

SSH 課題研究 中間発表会 

生徒ポスター発表Ａ（コアタイム）        １３：４０～１４：２０ 
生徒ポスター発表Ｂ（コアタイム）        １４：３０～１５：１０ 
※生徒は前半・後半の班に分け、４０分でコアタイム入替 
コアタイム：２名以内でポスターの前に立ち、審査員が来たら５
分以内で説明、その後質疑応答をする。説明する生徒以外の
生徒・指導教員は質問には答えない。 

①ポスター発表はステージでの発表より良い 

②自分の資質・能力で足りない部分が分かった 

③相互のディスカッションは将来のために役立つ 

④相互のディスカッションは思考力・表現力を 

つけるために役立つ 

⑤自分の発表は満足できるものだった 

（％） 

仮説 
各発表会では研究成果を報告するプレゼンテーションを行う。研究内容や結果・考察、発表方法等に対する質疑応答

や指導・助言を受けることを通して、実践的なプレゼンテーション能力の育成を図るとともに、研究内容のさらなる深化を目
指す。また生徒はそれぞれの発表会に向けて、グループを作り、研究、まとめ、プレゼンテーション作成、発表練習、発表
等、多様な場面で生徒同士の関わりを持つ。その中でコミュニケーション能力の伸張が期待できる。加えて成果発表会や
課題研究発表会の実施をとおして、本校ＳＳＨの取り組みを外部に広報することができる。 

(e) 校内の発表会の実施と検証 
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➢ 2 年 SS 生徒の 77％が多くのポスターについて質問できていることから、日頃の課題
研究やSSH活動において、「なぜなのか」と疑問を見つける力がついたことがわかる。 

  また、ほとんどのポスターに対して質問できたと答える生徒が 58％であり、昨年の
26％に対して大幅に上昇している。発表練習などを通じて相互の研究への理解が深
まっていることに加え、互いの研究をよりよいものにしようとする姿勢の表れであると見
て取れる。 

➢ １年生はポスター発表を聴講するのが初めてであったため、「全く質問できなかった」
という生徒の割合が高い結果となった。改善策として、「わからなかった部分も含めて
質問する」「授業や新聞で知識をつける」「事前に資料に目を通す」「たくさん質問して
いる人の視点を学ぶ」などを挙げており、主体性や課題研究を行う上での意欲の向上がうかがえる。このような発表の相互参
観（特に異学年集団同士）を行うことで、SSH の学びが循環的に醸成され、学校全体の課題研究の質の高まりに繋がっていく
のは SSH10 年間の成果であると考える。 

 
【３】１年生SS生徒アンケート 

質問内容（％） そう思う 
どちらかと
いえばそう
思う 

どちらかと
いえばそう
思わない 

そう思わな
い 

中間発表に参加してよかった 84 13 3 0 

相互のディスカッションは、自分の表現力を高めるために役立つ 69 28 3 0 

先輩たちの発表を見聞きして、自分の将来の参考になった 47 38 16 0 

理系やＳＳクラスで課題研究を行うことが楽しみだ 63 31 3 3 

自分の能力や資質において足りない部分がわかった 47 44 6 3 

ポスター形式の方がプレゼンテーションによる発表よりもよい 19 53 28 0 

➢ １年生には内容を完全に理解することは難しく、「自分の将来の参考」というところまで行き着いていない生徒も見受けられる。
➢「中間発表に参加して良かった」と答える生徒が 97％であることから、次年度の SS クラス生に対する意識の啓発等の効果が 
 あったと考えられる。一方で、「理系やＳＳクラスで課題研究を行うことが楽しみだ」「自分の能力や資質において足りない部分

が分かった」という質問の回答から、次年度の研究に対して不安を感じている生徒がいることがうかがえる。次年度の探究Ⅰの
開始時にはこのことに配慮し、ガイダンスやテーマ設定の時間を十分確保する必要がある。 
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研究内容・方法 

SSH 事業に係る探究活動の取組および成果を発表することを通し、実践的プレゼンテーション能力の育成を促し以後の

探究活動の深化を目指すとともに、本校の教育活動において SSH が様々な形で効いていることを明らかにする目的で実施

した。今年度も１・２年生全員と３年生の進路先内定者が参加して行われた。但し、他の SSH 校との連携として平成 28 年度よ

り連携事業を始めた東海大学付属高輪台高等学校からの発表を昨年度までは行ってきたが、新型コロナウイルス感染拡大

のため今年度は交流事業自体が休止となり、その発表は今年度は不実施となった。その分、空いた「発表枠」を活かして今

年度は新たに 1 年生「SS プログラミング」、２年生「SS コミュニケーションⅡ」、２年生 SS クラス「種子島・屋久島研修報告」の発

表を新規に行った。 

 

科目等 題目 

①1 年生「SS ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ」 マイクロディベート 

②１年生「探究基礎Ⅰ」 地域探究Ⅰ学習報告「日田林業を発展させるには」 

③１年生「SS プログラミング」 スクラッチ作品発表 

④２年生文系･理系「探究基礎Ⅱ」 地域探究Ⅱ課題研究「スナイパー日田」 

⑤２年SS クラス研修研修報告 種子島・屋久島研修報告 

⑥２年生「SS ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ」 学習報告 

⑦１年生「Water Science」 課題研究「水と蛇口の関係」 

⑧２年SS クラス「探究Ⅰ」 課題研究「自動追尾ロボ」 

⑨３年生進路決定者 「SSH で学んだこと」 

検証 

報告書執筆時点でアンケート集約未了のため発表生徒・参加生徒の声からの判断になるが、今回新規実施した 1 年生

「SSプログラミング」のスクラッチ作品発表は、生徒のプログラミング能力の完成度の高さへの賛嘆の声が多かった。またSSH

の本丸たる２年生 SS クラス課題研究発表においては、質疑時間を多く確保できたこともあって、会場参加一般生徒とのの質

疑応答・意見交換が活発になされ、発表のレベルの高さが会場全体で共有された。 

新型コロナウイルス感染拡大のため、各科目の取り組みは年度当初例年の 2 ヵ月遅れの開始となったが、年度中盤の取

組を何とか工夫して合理化し、どの科目も例年と同程度の学習を行えた結果と考える。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

SSH 成果発表会 
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研究内容・方法 

探究Ⅰ・Ⅱで行ってきた研究活動の成果を発表し、ルーブリックによる審査のもとＳＳＨ生徒研

究発表会に出場する研究班を決定した。当初は、ポスター発表形式で行い、外部有識者に研究に関

する審査とアドバイスをいただく予定であったが、感染症予防の観点から今年度はパワーポイント

による口頭発表の形式で、校内の教員で審査を行った。 

また、早い時期からの科学的リテラシーの向上を図ることと、SSH の活動及び次年度の SS クラス

に対する意識を高めるという目的で 1 年生全員と 2 年 SS クラスの生徒が聴衆となった。これにつ

いても、密を避ける観点から、２年 SS クラスの生徒のみ口頭発表の審査を聴いた。１年生向けに

は翌月に、ポスター発表形式で課題研究発表を行った。 

 

検証 生徒アンケート結果より 

 

 中間発表から約半年という期間があったが、休校期間も長く、十分に追加実験を行えない班が多

かった。データを多くは取れない状況でどの班も考察を見直し、ポスター発表から口頭発表に変え

る過程で説明の方法も見直し、発表クオリティーの向上に努めた。特に考察の見直しにはどの班も

時間をかけたことから、アンケート結果からも「独自なものを創り出そうとする姿勢・気持ちが高

まった」「未知の事項への興味が向上した」という意見では強い肯定を見せる生徒が多かった。さら

には、実験回数の確保ができない状況下で、お互いがお互いの実験の被験者となって協力し合った

ことからも、「周囲と協力して取り組む姿勢・気持ちが高まった」と答える生徒も多かった。ポスタ

ー発表から口頭発表の形に変えたことで、質疑応答の時間が減ってしまったりもしたが、その中で

も生徒自身が成長を感じることができた発表会となった。 

課題研究発表会 
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研究内容・方法 

今年度 SSH 講演会は、下記の通り実施。 

１ 日時  令和２年１２月２１日(月)  １０：４０ ～ １２：３０（３．４限） 

２ 参加者 普通科全１・２年生・教職員 

３ 会場  今年度はリモートでの実施 

４ 講師  三谷 宏治 氏 

（金沢工業大学虎ノ門大学院教授/早稲田大学ビジネススクール・女子栄養大学客員教授） 

東京大学理学部物理学科卒業後，経営コンサルタントとして働く。「発想力」・「決める力」・

「生きる力」をテーマに子ども，親，教員向け，社会人向けの教育活動に注力している。大学 

院ではビジネスへの最新技術の適応やビジネスで戦略思考，CRM（顧客関係管理）を担当。 
５ 演題  「発想力の鍛え方 ～社会で役立つ発見と探究のチカラ～」 

 

 
検証 
【１】本校アンケート結果より（４件法 N＝382） 

〇講演前に自分自身に発想力があると思っている生徒は少なかった（２４％）が、講演を通して発想力の鍛

え方がわかった生徒は９７％となった。 
〇本校は１年生、２年生全員が探究活動を行っているが、講演で得たことを探究活動で活かすことができる

と回答した生徒は９７％となった。 
〇アンケートの記述欄では、講演を通してこれまでの自身の生活を振り返り、これからどのように生活を送

るべきかなど自身の生活と関連付けて気づきがあった生徒が多いようであった。 
〇講演内容に興味がわいた生徒が多く、質疑応答も途中で打ち切らざるを得ないほど活発であった。 

（ｆ）SSH 講演会の開催・SS トーク 

仮説 

第一線で活躍している科学者・研究者による講演・講義を受講することで、科学の大切さ、科

学技術の果たす役割、意義を理解し、科学に対する興味・関心を喚起することができる。 

SSH 講演会 
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【２】目的に対する検証 
 第一線で活躍をしている研究者の講演・講義を受けることで、科学の大切さ、科学技術の果たす役割、意

義を理解し、科学に対する興味・関心を喚起することができた。この講演を今後の探究活動に活かすことが

できると回答した生徒の割合も高く、SSH 講演会の目的を達成できたといえる。 
【３】課題 

今回は初めてリモートでの実施となり、接続がうまくいかずに開始が遅くなってしまった。その結果、質

疑がたくさん出ていたにも関わらず、途中で打ち切ることになった。今後リモートでの実施の際は接続する

可能性がある機器をすべて確認したい。 
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研究内容・方法 

日田地域の小中高等学校の理科教員が地域の児童・生徒の理科に対する興味・関心や学力、困り等を調査

し、それに即した授業改善を行うことで、日田地区全体の科学的思考力の向上を図ることを目的に実施す

る。本年度は、「理科の見方・考え方を働かせて科学的に探究する力を育てる化学教育」をテーマに、第 55
回研究大会を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止した。本協議会の理事会は

3 回開催し、事前アンケートの実施と分析は例年通り行った。 
 

検証 

グラフは昨年度と今年度の６月に実施した児童・生徒アンケート調査の結果である。アンケートによると

「観察や実験が好き」「新しい学びがある」に肯定的に答えた児童・生徒は、どの学年もある程度の割合を

保っていた。しかし、中学生になってから学年が進むごとに「理科好きである」という割合が減少している。

また、「実験結果からわかったことを書ける」「実験結果からわかったことを説明できる」については、ど

の校種においても苦手とする傾向がある。意識調査とともに、理科の概念や実験に関する問題も出題してい

る。平成 30 年に行った全国学力学習状況調査で「実験結果からいえることを考察し記述する力」「実験を

計画する上での比較する条件の考え方」が課題として挙げられており、「身近な現象から問題を見出して課

題とし、見通しをもって観察・実験し、得られた結果を事実としてそれを根拠に考え結論を導き出し記述す

る力の育成」や「既習の内容や、生活体験を実際の自然や日常生活に適応する学習の実施」、「モデルを使

った実験の計画において予想や仮説を確かめられる実験の装置や操作を指導する」ことが必要とされてい

る。今回の調査問題は、この課題の把握をより具体的にしていくことを目的に出題し、記述式の問題も取り

入れていた。その結果からも、実験の計画や条件に合う説明など、文章で適切に表現することが苦手である

ことがわかった。しかし、昨年度の結果より、「実験結果からわかったことを書いたり説明したりできる」

と答えた割合が少しであるが増えているのは、これまで各校種で行われてきた新学習指導要領理科に対応

したアクティブ・ラーニングをはじめとする様々な教授法が功を奏している可能性が示唆される。また、小

中高が連携して長期的な計画のもとで思考力を育てる教育を継続していることも、高校生で「理科の勉強が

好き」の割合が増加していることにつながっていると考えられる。 

高校 1 年生での調査結果が昨年度と違いが大きいのは、調査対象の高校・学科が異なることによるものと

考える。 

 

 

Ⅳ 「小中高連携の理科教育等」の充実

仮説 

日田高校の SSH 事業を地域に広めることにより、日田地区の科学教育力の向上に寄与することができる。また、生

徒達が SS クラスとして学んだ様々な科学的な内容を近隣の小・中学校に還元することで、地域の科学教育の一端を

担うと共に、ロールモデルとして児童・生徒に教えることを通して、将来の科学技術系人材の育成に繋がる。また、本校

生徒にとっては、キャリア教育の一環として社会に参画する科学系人材としての素地を築くことができる。 

( a )  日田地区小中高理科研究協議会 

~ 63 ~



 
 
 

 

 

30

40

50

60

70

80

90

100

⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６ 中１ 中２ 中３ ⾼１

肯
定
的
意
⾒
の
⽣
徒
の
割
合
（
％
）

令和元年度 ⽇⽥地区の児童・⽣徒の理科についての意識調査

理科の勉強が好き 観察や実験が好き
新たな学びや発⾒がある 実験結果からわかったことを書ける
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令和２年度 ⽇⽥地区の児童・⽣徒の理科についての意識調査

理科の勉強が好き 観察や実験をすることが好き
新たな学びや発⾒がある 実験結果からわかったことを書ける
実験結果からわかったことを説明できる
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仮説 
本校生徒が地域の小中学校に出向き、SSCⅡで学習したことを基に小中学生に英語と日本語を用いながら科学

実験出前教室を行うことで、他人に科学の知識を教えることの楽しさを感じ、科学の原理を理解する大切さを意

識させることができる。また、自分が学習したことを用いて地域社会に貢献できることを知ることができる。さ

らに、小中学生においては、身近な高校生に憧れを持たせることで、科学への興味・関心を増加させ学習意欲を

向上させる。また、理科好きの小中学生には英語と理科の繋がりを意識させ国際的な科学系人材への素地を築く。 
 

研究方法・内容 
日田地区小中高理科研究協議会と連携しながら決定した日田市立光岡小学校(6 年生)と日田市立東部中学校(2

年生)で 2 月４日に実施した。派遣対象は 2 年生 SS クラスの 35 名 8 班で、SSCⅡの授業で系統的に学習して

きた英語コミュニケーション力と科学的な知識・技能を活用して英語による日田高校紹介プレゼンと日本語を

用いた科学実験を行う。行う実験は、表の通りである。なお上記仮説に関する検証は、実施する光岡小学校と

東部中学校の該当生徒・児童に対し質問紙(「①全く当てはまらない」～「④よく当てはまる」までの４件法)を
用いて検証する。 

 タイトル 学校 
1 シャボン玉 日田市立光岡小学校 
2 スーパーボール 日田市立光岡小学校 
3 風船 日田市立光岡小学校 
4 真空体験 日田市立東部中学校 
5 音の可視化 日田市立東部中学校 
6 過冷却水 日田市立東部中学校 
7 指示薬による色変化 日田市立東部中学校 
8 発熱反応 日田市立東部中学校 

検証 
 以下のようなアンケート結果であった（主な項目を抜粋）。肯定的回答は、4 件法のうち４と３の割合。 

項目 質問内容 
東部中学校 光岡小学校 

平均値 肯定的回答の割合 平均値 肯定的回答の割合

1 理科の観察・実験の仕組みを理解できた 3.4 95% 3.5 92% 
2 理科の観察・実験には驚きや発見があった 3.5 93% 3.7 91% 
3 今までよりもっと理科を勉強したいと思った 2.8 70% 3.3 88% 
4 理科の観察・実験では普段の授業よりも積極的に活動できた 3.3 90% 3.6 91% 
5 高校生がしっかりと英語を話していてすごいと思った 3.6 92% 3.7 90% 

 結果より、生徒・児童は普段の授業とは違った環境で参加し、新たな発見をすることもできたようである。高

校生の話す英語への驚嘆や、アンケートの自由記述では実験を分かり易く説明する高校生へのあこがれも読み取

れた。一方で、今回の取組だけでは、「もっと理科を勉強したい」との意欲を十分に引き出せたかについては、改

善の余地がある（特に中学）。この点に関しては、裾野拡大に関する取組を有機的に結び付けることが必要だと考

える。 
 
 
 

(b)小中学校への科学実験出前教室 in English(分野：Ⅱ・Ⅳ) 
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研究内容・方法 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止となった。その代替として、1 月 31 日

（日）に STEAM フェスタが行われた。STEAM フェスタは「IT やビッグデータなどの先端技術につい

て理解し、分野横断的にクリエイティブな思考や発想力を養うための講座の実施などにより、宇宙

科学技術等の先端科学技術分野を担う次世代人材の育成に資する」ことを目的とし、THINK SPACE と

THINK OITA の 2 つのコースで実施された。THINK SPACE では「宇宙環境×水」をテーマに、国際宇

宙ステーションでの生活様式や宇宙科学技術について理解を深めると共に、「宇宙における水の活用

方法」のアイデアについて、分野横断的で実用的な視点で探究を行い、THINK OITA では「宇宙デー

タ×地域」をテーマに「Google Earth」上のビッグデータの活用方法について理解を深めると共に、

「持続可能な大分のあり方」について、分野横断的な視点でビッグデータを活用して探究を行った。

当初県下の高校生が集まり、講義や実験が行われる予定だったが、各学校でのリモート開催となっ

た。本校からは 1 年生 4 名、2 年生 10 名が参加した。また、本校と佐伯鶴城高校、大分雄城台高校、

大分舞鶴高校の 4 校の代表生徒が生徒研究発表の時間を設けられ、課題研究の研究成果を発表し、

質疑応答を行った。 

 

STEAM 日程・内容 

コースⅠ THINK SPACE コースⅡ THINK OITA 

共通イントロダクション（コースⅠ-１/Ⅱ-１） 

 地球形成の歴史と宇宙科学技術の可能性について考える 

コースⅠ-２ 

衛星データを通じて地球がもたらす「水」の変化と

天候・気象への影響を読み解く 

コースⅡ-２ 

Google Earth を活用し、身近な地域の水の未来につ

いて考える 

生徒研究発表 

コースⅠ-３ 

イオン交換樹脂の実験 

コースⅡ-３ 

さまざまな種類の水を試飲し、水質や味の変化を互

換を使い分析 

コースⅠ-４ 

宇宙空間における水の活用法について分野横断的な

視点で実用的なアイデアを考え、チームごとに発表

コースⅡ-４ 

地域の水の美しさ、価値、持続可能性について他人

の変容を引き起こすための方法を、デザイン思考を

通じてアイデアを考える 

 

 
検証 
 STEAM フェスタが一回だけの開催となったため、生徒の変容を測ることはできなかった。 
 リモート開催となり、他校との交流はあまりもてなかったが、他校の研究発表を聞くことや自分たちの研究

に対する質問を受けることで、新たな探究の視点に気づき、今後の探究活動へのさらなる意欲につなが
ったと考える。 

 
課題 
 今回は STEAM フェス一回のみの開催となったが、OSS コンソーシアムに参加することは、生徒の科学への
興味関心を高めることや他校生との交流の機会を増やし学習への意欲を増す効果がみこめること、自分の
取り組みへの振り返りに繋がることなど、科学の甲子園県内大会への借り上げバス補助や台湾研修への参
加など本校 SSH 本体にとっても大変メリットが大きい。しかしながら、OSS が今後も永続的に続くとは限らず、
OSS がなくなった場合でも、本校が主体となって実施できる規模や企画等を今からでも企画・準備しておく
必要がある。 

（ｃ）  他校連携  OSS(大分スーパーサイエンス)コンソーシアム  (高・高) 

仮説
将来の日本を担う理数系生徒の科学への興味・関心を高め、探究力や表現力等を育む企画を行うことで高い志

を持った生徒を育成するとともに、在籍高校での他の生徒への波及効果も期待できる。また、確かな学力を有した科
学技術系人材育成に必須な授業改善の一環として、OSS コンソにおいて開発した教材等を県下の理数教員に普及
することで、県内理数教員のボトムアップを図ると共に、OSS コンソで構築した学校・県教委・大学・企業による OSS コ
ンソサポートネットワークを活用した地域の魅力を最大限に生かした人材育成プログラムを確立できる。 
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④実施の効果とその評価  

Ⅰ 主体的に学ぶ意欲と「思考力・判断力・表現力」を育成する授業改善  
日田高アクティブラーニング 5 項目の一層の実践・日常化を目指した教師間の授業相互評価、大分県教育委員会による
授業改善スクールプラン・マイプランの実践・検証、及び生徒による授業アンケートを元に、授業改善の進捗を評価した。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で授業形態への制約は甚大であったが、昨年度から引き続き「強い肯定」増加を校内
全体で目指した結果、全項目で昨年度より「強い肯定」の上昇が更に見られた。深い思考を促す発問の工夫、「対話的な
学び」が引き続き安定的に実践されていることが窺えた。他方、互見授業評価シートの結果においても、「発問の工夫」へ
の評価で「強い肯定」に大幅な伸びが見られ、授業改善が安定的・組織的に進んでいることが窺えた。 

Ⅱ 地域創生に必要な「志」育成と学校設定教科「SS 探究」の深化 
a  「Water Science」 
 年３回共通アンケートでは、探究活動・グループ活動で重要となるものの見方・考え方やコミュニケーション能力に関する

項目について、有意な増加があった。発表等に必要な ICT 機器スキル・プレゼン能力の項目についても、有意な増加が

見られた。独自アンケートでは、ニュースへの関心や英語の重要性等の項目では、Water Scienceでの探究を通して意欲

関心を伸ばせていないことが見られた。今年度は新型コロナウイルス感染拡大で授業時間数が減り、発展途上国の水問

題等国際的な内容を扱えなかったことが影響していると受け止める。9・2 月比較では、水に関し興味がある生徒や水に

関する研究をしたい生徒は減少した。8 月から 12 月に行われた課題研究の時間数が減り、探究活動への達成感を得ら

れる前に終わったことも影響したと分析する。他方、課題研究発表会では、外部審査員から昨年度より探究レベルは上が

ったとの声も頂き、後日クラスごとに実施した振り返りの授業でも活発な質疑が行われた。課題研究を行うことにより、探究

を深めることの有意義さを感じている生徒も決して少なくないと分析する。 
b  「SS Programming」 

アンケートに基づき、その変容及び過年度比較により効果を測定したところ、「授業で学んだスキルを更に生かして学び
たい」との肯定的受け止めが目立った。生徒の情報スキルは年々ハイレベルとなり、SSP の 1 単位の中で基礎を学び、そ
れを他の SS 科目や教科、日常において活用することで、実践的な能力が身についていることが確認できる。プログラミン
グについても、今年度は初めて成果発表会でスクラッチ作品をステージ発表したが、校内校外の聴衆から、レベルの高さ
への高い賞賛を頂けた。新型コロナウイルス感染拡大で授業時間数が減り、苦しい授業展開の中ではあったが、何とか例
年並み或いはそれ以上の授業内容を展開できたと分析される。 

c  「探究基礎Ⅰ」 
共通アンケートを 4・9・2 月の計 3 回実施し、その変容により効果を測定した。項目３「言語・コミュニケーション能力を持っ
ている」の有意な上昇は、アクティビティを通して議論、文章化、発表を何度も実施したことに起因すると考えられる。項目
８「科学的な見方・考え方を持っている」の有意な向上は、活動に積極的に取り組み、自身の資質・能力を向上させている
ことが見て取れる。他方、項目１「授業で学んだことについてより深く学びたい」は有意に低下した。新型コロナウイルス感
染拡大で授業時間が特に年度当初 40 分・45 分となったことも多く、生徒に十分に思考させる時間を与えられないことが
多々あったことが要因と分析する。項目16～18 の地方創生に関する項目は、4 月から大きな変化が無い。行ってきた「地
域探究Ⅰ」と「地域創生」が生徒の中で結びついていない可能性がある。「比較」をテーマに仮説を設定して課題研究を
行ってきたが「同業他社」「他業種」との比較が大半で、「地域」を関連させた比較が不十分と推測する。「事業所の比較」
にとどまらず、その背景にある「地域のリアル」へリアルに目を向けさせる誘いが不可欠である。 

d  ｢探究Ⅰ」 
共通アンケートを 4・9・2 月の計 3 回実施し、その変容により効果を測定した。項目３「言語・コミュニケーション能力を持っ
ている」、項目４「協調性・リーダーシップを発揮できる」については、グループで課題研究を進め協働的な活動を行う中
で自信をつけることができたと総括する。項目６「説明・プレゼン能力を持っている」について上昇傾向があるが、発表・説
明の機会でブラッシュアップを重ね、自分たちの発表に自信が持ててきたことと、発表練習などで班を超えて意見を共有
しより良いものにしようとする姿勢が４月当初に比べて見られるようになったことも要因であると考える。項目７「自分の将来
・進路に役立つ」については、自身の進路等を考えて SS クラスを選択した生徒も多いことから、４月時点で高い数値を示
している。減少傾向にあるのは、自分の進路との関係如何に関わらず、研究内容を掘り下げることができるようになった逆
説的成長の結果と分析する。項目９「実生活の見方・考え方が変化・向上している」は、４月から２月で有意に上昇した。課
題を発見し、答えの無い問いに対する解決策を見出していくプロセスを通じ、実生活においても科学的な視点が養われ
たと考えられる。「Ⅲ、国際的人材育成について」については、全項目で有意な差はなく、目立った変化を確認することが
できなかった。項目 14「英語の重要性と高い学習意欲がある」については上昇傾向が見られるが、これは SSCⅡなどの
英語を使ったパフォーマンスや、サイエンスダイアログの取組などを通して英語学習への意欲が高まったためと考えられ
る。探究Ⅰにおいては、課題研究のテーマが世界全体の課題を取り扱ったものが多く、SDGｓを意識したことがその要因
と考えられる。総じて生徒の士気は高いとは言え、まだまだ次年度に向け改善の余地を残している。 

e  「探究基礎Ⅱ」 

共通アンケートを 4・9・2 月の計 3 回実施し、その変容により効果を測定した。生徒は非常に高い割合で地方創生へ肯定

的回答をし、特に「授業で学んだことについてより深く学びたい」「住んでいる地域が抱える問題について知って

いる」は昨年度同時期と比べて高い。学年発表会で他班の発表に刺激を受け更に探究を深めたいと感じた生徒も多

く、地域に対する知識や探究心が養われていると判断される。同時に「言語・コミュニケーション能力」について

自信を持つ生徒も多く、探究活動を進める中で、活発な議論が頻繁に行われた。中間発表会・学年発表会での質疑

応答も活発で、以後の探究の昂進に寄与すると考えられる（他方「将来・進路等に役立つ」は低調で、「地域課題」

へ焦点化することの代償とも見なせるが、その補完作用が３学期の小論文探究〈SDGs の視点から社会の問題を考

える〉で果たされることを期待する）。指定二期目SS探究科目の中で、レベルアップを期待する声が最も聞かれ
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てきた科目だったが、客観データに立脚した仮説・探究・検証を伴った「SSH校ならではの地域探究」の水準に達

した課題研究も如実に増え、昨年度今年度２年間のテコ入れは一定の成果があったと受け止める。但し、引き続き

単なる「地域興し」然とした仕上がり止まりの課題研究も一部あり、到達水準に開きが出たとも分析されることか

ら、次年度はより指導側の目線合わせを充実させ、指導者によって差が出にくい校内態勢を用意する必要性があ

る。探究基礎Ⅰ同様、潜在する「地域のリアル」へリアルに目を向けさせる誘いも不可欠である。 
f  「SS Logic」 
 共通アンケートを 4・9・2 月の計３回実した。単純に平均値を示すと、Ⅰ「授業改善の視点」3.01（2.93）、Ⅱ「科学的人

材育成の視点」2.95（2.83）、Ⅲ「国際的人材育成」2.88（2.94）、Ⅳ「地域創生・地域の科学力」3.01（2.97）と

いう結果だった（括弧内は４月値）。最も上昇率の高いⅡに関しては、特に設問９「実生活の見方・考え方が変化

・向上している」、設問10 「答えのない課題に粘り強く取り組む事ができる」の伸びが高かった。「与えられたデ

ータを正しく読み取る」ことに加え、「その判断には、どういうデータが更に必要か」まで推測・推論・説明させ、

発表し、評価や振り返りを行ったことによる成長と分析する。少し下回ったⅢに関しては、昨今の社会情勢は勿論

だが、地域探究や公民学習との連動を意識して行った学習テーマが、国内や地域をクローズアップするものとなっ

たためであると分析する。校内独自教材を多数開発・導入し授業展開も大幅に改善したことで、生徒の学びの能動性、

知的関心が更に高まった結果と総括できる。 

g ｢探究Ⅱ｣ 

共通アンケートを 4・9 月の計2 回実施し、その変容により効果を測定した。項目12「海外・留学への挑戦意欲がある」

は例年探究Ⅱのアンケートにおいて上昇傾向が見られない項目だったが、本年度は４月から９月にかけ有意に上

昇した。SSHの活動において、これまでSSCⅠ・SSCⅡ・国内研修海外研修等、国際性を養うための様々な活動を行

い、更に６月の課題研究発表会では各班冒頭に英語での概要発表を行って、科学・研究を英語・海外と結びつけて

考えてきたことを実感していると考えられる。項目１「授業で学んだことについてより深く学びたい」、項目２「授

業中に思考を促すような発問がある」については、４月初期値が高く有意な上昇は見られないが、高い数値を保っ

ている。昨年度の探究Ⅰから、担当10名の教員が各班に密接に関わることで、生徒の思考が深まっていることが

読み取れる。項目 10「答えのない課題に粘り強く取り組むことができる」については初期値の高さから有意な差

は見られなかったが、４月から９月にかけ上昇した。今年度は新型コロナウイルス感染拡大で研究活動の時間が十

分には確保できず、９月には論文作成により自身の研究の問題点や展望を洗い出したことにより、研究をもっと深

めたいという気持ちが高まっていることが表れている。 

h  フィールドワーク 
新型コロナウイルス感染拡大により、二期目指定期間中過去４年間継続的に行ってきたフィールドワークは、探
究基礎Ⅰ・Ⅱの「地域探究」に関するもの以外、ほぼ実施見送りとなった。 

i  科学部・HLR 部の活動 
 科学部部員数は昨年度の 30 名より減少したが、この 10 年間の変動を大局的に捉えれば依然右肩上がりに漸増傾向は変

わらず、科学部をはじめとする探究的部活動が本校の SSH を下支えしていることが窺える。高文連の大会でも、昨年度に
引き続き科学部では九州大会レベル以上の上位大会の出場を果たし、充実した研究活動を行えている。近年本校科学部
・HLR部の活動は先輩から後輩への継承が一種の「文化」として更に安定し、両部の車輪の推進によっても、本校科
学技術人材育成の機運は漸次高まり、当該部員の士気もすこぶる高い。 

j  各種コンクール、コンテスト、発表会等への参加 
SSH 生徒研究発表会 

全参加校中20校のみ受賞の「ポスター発表賞」を過去２年に続き３年連続で頂けた。当該生徒にとって有意義な研究の
集大成となると共に、校内の科学技術人材育成の機運の昂進にも大きく寄与した。 

サイエンスインターハイ@SOJO 
近年３年 SS クラス生が課題研究の「集大成」発表の場として位置づけてポスター発表し継続的に参加し入賞を
維持してきたが、新型コロナウイルス感染拡大により今年度は中止となった。 

おおいたサイエンスフェア（＝科学の甲子園大分県予選） 

２年１チーム（８名）＋１年２チーム（６名）の２チームで出場した。全体成績では入賞しなかったが、情報分

野では１位の成績だった。１年生には筆記が難しく、上位に食い込む結果は得られなかったが、科学好きの高校

生が集まり競う環境は甚だ刺激的だった。他方、実験競技は１・２年共に成績が振るわず、課題研究における実

験に加え日々の授業においても探究の過程を意識した観察・実験等を実施する事の重要性を示す結果となった。

但し今年度は指導担当教師による問題演習や解説を行う講座を計16回実施した点が大きな変更点で、その中で

異学年交流ができ、互いに良い刺激となった。 
各種科学オリンピック 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で参加の輪が広がらず、計６名（数・物）の参加に留まった。 

学会発表 
近年、主として SS クラス対象により意欲的な学会発表に参加することで以後の探究にフィードバックすることを目的とし、
積極的な学会参加・発表を呼びかけてきたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大で大半の機会が失われ、SSH生
徒研究発表会を別とすれば、僅かなオンライン実施のものへの参加に留まった。 

k  SSH 事業（理科学習）におけるメタ認知の変容 
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 昨年度まで同様、高知大草場実准教授との共同研究を更に進めた。その分析によると、観察・実験への興味に関し、

２年SS生はポジティブ感情は非常に高いが志向性は“体験志向”が高く、観察・実験の「いつもと違う体験」に

価値を見出していると考えられる。逆に３年SS生ではポジティブ感情は非常に高く、志向性は“体験志向”が低

く、また“思考活性志向”が高く、観察・実験に対し「予想と結果を照らし合わせる深い思考」に価値を見出して

おり、一般的中高生より相対的に深い興味の水準にあると言える。また観察・実験における方略、観察・実験で教

師指示やルールに従う「手順遵守方略」、観察・実験で他者と協力する「協働的方略」、観察・実験で課題解決の方

法を振り返る「モニタリング方略」、観察・実験で既習事項と関連付ける「関連付け方略」の４つの要素について、

どの要素もSSクラス生は他コースに比べ高く、観察・実験に関してグループで積極協力し取り組んでいること、

課題内容や解決の手続きを振り返る方略を巧みに使用していること、既習事項と関連付けつつ課題を解決しよう

とする方略を使用していることなどが推測される。更に理科の活用志向性について、理科での学びを職業選択に生

かす「職業活用志向」、理科での学びを日常の生活に生かそうとする「日常活用志向」、理科での学びを医学系職業

に生かそうとする志向性「臨床医学志向」においてもSSクラス生は他コースに比べ顕著に高い。特に３年SSクラ

ス生はより高い数値を示しており、本校SSHカリキュラムの実効性をSSクラス生の成長ぶりからも客観的に把握

できる。 

Ⅲ 「国際性」を育成する研修・教科の開発 
a  SS コミュニケーションⅠ 
 共通アンケートを 4・9・2 月の計3 回実施し、その変容により効果を測定した。授業改善の視点６項目においては「ICT 

機器を使用する能力（スキル）がある」「説明・プレゼン能力を持っている」で顕著な数値上昇がみられる。２学期以降デ

ィベートやサイエンストピックについてのポスタープレゼンテーションにおける取組から得られた自信の表れと 
考えられる。科学的人材育成、国際的人材育成、地域創生・地域の科学力の向上においては、大きな変動は見られ

ない。その中で「科学的な見方・考え方を持っている」「海外・留学への挑戦意欲がある」においては、４月から順

調な伸びが見られる。前者は地域研究、ディベートやサイエンストピック、などいずれも結論が定まっていないテ

ーマについて、個人又はグループで様々な調査や思考を重ねることで一つの意見や自分たちなりの結論に辿り着 
くプロセスを何度も経験した結果と考えられる。後者は、それぞれの活動を全て英語で行ったことで、単に学問や

受験ツールとしての英語という捉え方から、自身の意見を他者へ伝えるためのツールとしての英語という捉え方 
へ変わったこと、他者の意見を英語で理解できる喜びを経験することが意欲の高まりにつながっていると考えら 
れる。 

b  SS コミュニケーションⅡ 

共通アンケートを 4・9・2 月の計 3 回実施し、その変容により効果を測定した。４月・２月を比較・検証すると、統計的

有意差が示唆された項目（p<0.05）は、項目３・４・５・６・７・８であった。３～６はSSHの４つの柱のうち「授

業改善」、８は「科学的人材の育成」についてで、これらの項目については生徒の資質能力に改善が見られたと言

える。一方この科目が目指す「国際的人材の育成」については「有意差があるとは言えない」結果となった。この

点については、今後検証が必要である（授業の中身もしくは質問項目）。また、項目７については、４月より生徒

の意識に後退が見られる。４月値が 3.8 と高すぎたこともあるが、授業中の取組と将来の進路を結びつけられなか

ったことは反省点である。 

c  海外（マレーシア）研修（２年SS クラス対象〈選択制〉／予定 4 泊6 日） 
 新型コロナウイルス感染拡大のため、従来２年 SS クラスが「海外研修」組と「国内研修」組に分かれて実施していたのを、

今年度は４泊５日の「国内研修」に一本化して２年SS クラス全員で参加した（この下「国内研修」欄参照）。 
d  国内研修（２年SS クラス対象〈選択制〉／予定 ２泊３日） 
 新型コロナウイルス感染拡大のため、従来「海外研修」組と「国内研修」組に分かれて実施していたのを、今年度は４泊５ 

日の「国内研修」に一本化して２年SS クラス全員で参加した。種子島・屋久島を主な研修地とし、「国際性の育成」という目

的を達成する研修先の設定が困難であったため、研修の目的を「科学技術人材育成」に加えて「持続可能な生活につ

いての考察」とし、自然体験活動に重点を置いたものにした。事後独自アンケートによると、「国内研修は非常に

有意義だった」と全生徒が回答した。好奇心・考える力が増したと回答している生徒の多さから、自らの成長を感

じ研修全体が有意義であったと捉えていると考えられる。「自然環境の保全について考えた」「多様な生態系につ

いて知ることができた」で「非常にそう思う」と回答した生徒が85％を超えた。屋久島での二日間に渡る自然体

験活動を経験し、自然環境に対する知識・関心が高まると共に、自然と共生する態度を養う契機となったと考えら

れる。 
e  関西最先端科学研修 
 新型コロナウイルス感染拡大のため行く先を大分県内に振り替え、２・３年次SS クラスを選択する１年生35 名により、令和

３年３月17 日（水）からの２泊３日で実施する予定である。 
f  校内の発表会の実施と検証 

SSH 課題研究中間発表会（12 月、２年SS クラス） 
発表者２年SSクラスと、聴衆として参加した1年生SS・理系希望生徒に対し、アンケート調査をした。２年SS
クラスは、「自分の能力や資質で足りない部分が分かった」という項目で４段階ルーブリックの「４」を昨年度
同様７割が選び、発表者（科学者の卵）たる己の発展途上性を知る渋い日となった。他方、昨年度２年生の回答と

~ 69 ~



 

比べ大きく向上したのは「自分の発表は満足出来るものだった」への肯定回答で、各班が入賞を目指し競うように入念な
準備を進めた結果と考える。 

SSH 課題研究発表会（６月、３年SS クラス） 
新型コロナウイルス感染拡大による長い長い休校期間の影響で３～５月の長きに渡り探究活動実質休止となり、学校再
開後辛うじてこの会自体は実施できたものの、例年と比較しての成果検証が出来るような状態にはならなかった。 

SSH 成果発表会（１月、各SS 探究科目代表班） 
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、例年より縮小実施となった。「密回避」のため時間短縮が求められ生徒が発表を
急ぎ早口になる場面が多かったが、例年行っていなかったＳＳ探究科目「SS プログラミング」「SS コミュニケーションⅡ」の
発表では、共にレベルの高さへの高評価が多かった。また SSH の本丸たる SS クラス課題研究の発表では、例年を上回
る濃密な質疑応答・意見交換が会場を圧倒し、本校SSH 事業のレベルの高さを校内・会場全体で認識共有できた。 

Ⅳ 「小中高連携の理科教育」の充実 
a  日田地区小中高理科研究協議会(小-中-高) 
 昨年度・今年度の児童・生徒アンケートにより検証した。アンケートによると「観察や実験が好き」「新しい学びが

ある」に肯定的に答えた児童・生徒は、どの学年もある程度の割合を保っていた。しかし中学生になってから学

年が進むごとに、「理科好きである」割合が減少している。また「実験結果からわかったことを書ける」「実験

結果からわかったことを説明できる」については、どの校種においても苦手傾向がある。意識調査と共に、理科

の概念や実験に関する問題も出題している。平成30年に行った全国学力学習状況調査で「実験結果からいえる

ことを考察し記述する力」「実験を計画する上での比較する条件の考え方」が課題として挙げられており、「身

近な現象から問題を見出して課題とし、見通しをもって観察・実験し、得られた結果を事実としてそれを根拠に

考え結論を導き出し記述する力の育成」「既習の内容や、生活体験を実際の自然や日常生活に適応する学習の実

施」「モデルを使った実験の計画において予想や仮説を確かめられる実験の装置や操作を指導する」ことが必要

とされている。今回の調査問題は、この課題の把握をより具体的にしていくことを目的に出題し、記述式の問題

も取り入れていたが、その結果からも、実験計画や条件に合う説明など、文章で適切に表現することが苦手であ

ることが分かった。しかし昨年度の結果より、「実験結果からわかったことを書いたり説明したりできる」と答

えた割合が少しであるが増えているのは、これまで各校種で行われてきた新学習指導要領理科に対応したアク

ティブ・ラーニング等様々な教授法が奏功した可能性も示唆される。小中高連携の長期的計画のもとで思考力を

育てる教育を継続していることも、高校生で「理科の勉強が好き」の増加につながっていると考えられる。 

b  日田科学の遊び・実験フェスタ(小-高) 
 新型コロナウイルス感染拡大のため、今年度は中止。 
c  科学の甲子園ジュニア大分県大会1・2 次予選日田地区中学生サポート(中-高) 
 新型コロナウイルス感染拡大のため、今年度は中止。 
d  小中学校への科学実験出前教室 in English(小-中-高) 
 日田市立光岡小学校・同東部中学校にて実施。２年ＳＳクラス 35 名が、児童生徒を対象に科学実験を行った。訪問先児

童生徒へのアンケート結果によると、「理科の観察・実験の仕組みを理解できた」「理科の観察・実験には驚きや発見

があった」「理科の観察・実験では普段の授業よりも積極的に活動できた」「高校生がしっかりと英語を話してい

てすごいと思った」との項目への肯定的回答は共に９割を超えたが、「今までよりもっと理科を勉強したいと思っ

た」との肯定的回答は共に９割には届かず、意欲を十分に引き出せたか否かについては、再検討の余地がある（特

に中学）。この点に関しては、「裾野拡大」に関する取組を有機的に結び付けることが必要と考える。 
e  他校連携 東海大学付属高輪台高等学校との連携事業(高-高) 
 新型コロナウイルス感染拡大のため、今年度は連携事業休止。 

他校連携 大分スーパーサイエンスコンソーシアム(高-高) 
 例年、大分県立大分舞鶴高等学校が主催する「大分スーパーサイエンスコンソーシアム」（以下ＯSS コンソ）にコア校とし

て参加していたが、今年度は同組織自体が不成立となった。代わりに、１日限りの代替企画として大分県教委主催でオン
ライン実施された「STEAＭフェスタ」に参加、ＳＳＨ校として課題研究の発表を行った。 

 

⑤SSH 中間評価において指摘を受けた事項とこれまでの改善・対応状況 

➊平成30 年度の中間評価の指摘は、下記の通りであった。 

「これまでの努力を継続することによって、研究開発のねらいの達成がおおむね可能と判断されるものの、併せて 

取組改善の努力も求められる。」 

➋具体的な指摘事項は、下記５点であった。 
ア、「発問の工夫」など日田高アクティブラーニング５項目を活用した授業改善を具体的に取り組んでいることは評

価できる。 

イ、生徒の課題研究の総数は、指定第１期目の60件から指定第２期目の162件に拡大されていることから、今後と

も、学校として組織的、計画的な取り組みを進め、生徒や教師の負担とならないように、時間増もなく、しっ

かりポイントを伝えるための研修会を設けるなどの取組を一層計画的に進めることが望まれる。 

ウ、課題研究を軸とした学校設定科目「SS探究」を全生徒対象に設定されていることは評価できる。今後は、育成
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すべき生徒像を明確化させ、「探究基礎Ⅰ・Ⅱ」「探究Ⅰ・Ⅱ」「Water Science」などの各科目との関係を整

理することが望まれる。 

エ、授業改善や教材開発について、実施することによってSSHのねらいがどの程度実現できたのかをみる事後評価

を行うことが望まれる。また、国際科学オリンピックに数学や生物分野でチャレンジする生徒が一定数いるこ

とは評価できる。今後、物理、化学分野などに広げることが望まれる。 

オ、成果の分析として、メタ認知として、課題意識をもつこと、図表成績の重視、議論の重視、議論の重視、予想

重視、授業の目的理解、理由考察の重視に着目して生徒の変容の違いを分析し、改善する評価法を確立しよう

としている点は評価できる。一方で、現在行っている生徒へのアンケート結果の分析に加え、仮説に沿った客

観的な評価も行えるよう、学校が目指すSSHの資質・能力について、複数の教師が客観的に評価できるルーブ

リックを開発することが望まれる。 

昨年度当初の分析 

※下記１～５は、昨年度４月の職員会議にて全職員に投げかけ、学校全体の課題として共有を図った。 

１．（アに関して）今後更に「改善」が生徒に対して実効性あるものになるよう、校内の意思疎通、日田高の共有財

産化を図る（とかく「個人のもの」「教科（科目）単独のもの」に終始しがちで、もったいない）。 

２．（イに関して）ここで言う指定第２期目の「課題研究162件」にはWS、探究基礎Ⅰ・Ⅱも含まれ、つまり「非SS

クラス」生の取り組みをも含んでいる。そうなると、まずは１年次の生徒の取り組みが効率的でスムーズに行く

よう、WS担当者、１年部任せにならないような指導バックアップ体制作りが、今後必要となる。併せて、「本丸」

たる「SS クラス課題研究」が質の高いものとなるよう、SS クラスの課題研究に直接関わる探究Ⅰ・Ⅱ担当者へ

の指導バックアップ体制作りも重要だが、つとに叫ばれる教職員の負担軽減の観点も考慮し、放課後等の実施と

なる研修会を行うことは極力避け、「平素の体制作り」を充実させたい。 

３．（ウに関して）SS探究科目全員履修を通じどういう生徒を育てるか、そのためにそれぞれの科目がどう機能して

いるかを整理したイメージ図は既存のものもあるが、それをより第三者にも分かりやすいものに更新する。但し

生徒への実効性を重んずるなら、それに留まらず上記イと連動させてSS 探究科目の充実・効率化を図るのが一

石二鳥と考える。 

４．（エに関して）事後検証はどうしても生徒へのアンケートが中心であるが、生徒自身による評価には限界があり、

そもそも「SSHの狙いの実現度」は単年度内では評価し難い面も多く、具体的にどういう「事後評価」法が可能

か、悩ましい。科学オリンピックに関しては、物理・化学分野は、教育課程の関係（化学は２年次から開始）、

難易度の関係で難しい。数学・生物・地理の受験者増なら物理・化学の受験より現実味はあり、教科（科目）か

らの喚起も期待したい。 

５．（オに関して）ルーブリック評価に関しては既に部分的に導入しているが、より効果的で実効性のあるものにな

るよう先行事例に学びながら開発・改善を図り、二期目指定以降にも活用できることを目指しその利用を段階的

・試行的に拡大していく。 

昨年度以降の改善・対応状況 

※下記６～９は、昨年度１月３１日（金）第２回運営指導委員会において報告した内容による。10 は今年度の状況。 

６．（アに関して）授業改善は今年度も継続的・持続的に進化・深化しつつあり、今後「授業改善」の視点をSSHの

完全な中核に据え、「（SSHを通じて）付けたい力（付けるべき力）」を明確に見定めた学校作りを、新学習指

導要領との接続を色濃く意識して検討する。 

７．（イ・ウに関して）早めの立案・検討、教材・展開の合理化等細部の改善、教員の目線合わせの充実、科目相互

間の連携の充実（特に１年生）、（生徒・教員の負担軽減のための）業務肥大化未然防止、といった点の改善は

大幅に図れた（SS探究科目共通４段階アンケート全体平均値も、昨年度2.98が今年度は3.07に上昇）。SS探

究科目で用いる独自教材新規開発も今年度大きく進み、これまでのストックと併せ、公開に堪え得る水準のもの

も増えた。一方、「SS探究科目」を通じた「育成すべき生徒像の育成」に繋げる所まで行き着けているかは、未

だ心もとない。現行SS 探究科目の学びを、来たる新学習指導要領とどう接続させるかという観点から、将来的

なカリキュラム再編集も見据えた議論を行っている所である。また課題研究については、総数は一昨年度162件、

昨年度 208 件、そして今年度は 215 件と更に増加したが、数の充実に終わらず質の充実に繋げる謙虚な態勢整

備、SSH最大の狙い「科学技術人材育成」へ確実に接続する深みある研究が、今後更に必要と受け止める。 

８．（イ・ウに関して）「本丸」たるSS クラス課題研究は、ポスター発表形式はすっかり定着し「作法」への習熟

は図られ、同時に外部コンテスト等参加も増加したが、肝心の研究自体の深まりはなお一部に留まっている可能

性がある。これは、祝日・行事による授業カットの多さ、或いは、課題研究以前の「学びの基礎・基本」に関す

る土台形成（基本的リテラシー、物事全般に関わる処理力等）の不十分さにも起因すると推測され、探究活動を

下支えする「足場」の弱みも多大にあると分析する。SSクラス生徒自体の探究心は極めて旺盛で「我こそ科学技

術人材」と自負する生徒も一定数おり、生徒を責められない部分も多い。探究に限らず全般的な基礎・基本の充

実、課題研究の「初動のあり方」改善、時宜を得たアドバイス等、次年度以降に向けた改善の方向性を議論して
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いる。 

９．（エ・オに関して）ルーブリック評価についての実施範囲の拡大、項目練り直しは進んだが、まだまだ試行段階

で、（教師・生徒が）プラスに活かす段階までは行き着けていない。他の評価方法については、まだまだ情報収

集段階である。今後「評価法の改善」を通じたより「探究的な学び」に向け、上記７と併せてどう具体化してい

くか、議論を進めている。 

10．今年度は、新型コロナウイルス感染拡大により事業内容・授業展開に圧倒的な制約が当初から要請されたこと

もあって、何とか“せめて従前並み”を担保すべく展開上の腐心を重ねつつ駆け足を続けた１年となったた

め、結果的に“守り”の１年と化した観が否めない。加えて関連人員も昨年度より大幅に厳しい配置となった

（例えば２年SSクラス「探究Ⅰ」担当教師は「８名」へ２減）ため、SSH事業の本丸たる課題研究を中心に総

じて前線を縮小しその分「質の向上」を図る１年間となった（課題研究の「総本数」も、前年度より減少）。

それでも、「育成すべき生徒像」の明確化による各SS探究科目との関係性の整理、本校が目指すSSHの資質・

能力を測る評価法の研究については、今年度プロジェクトチームを中心に日夜議論・熟議を重ね、それは結果

として三期目申請のコンセプトへと結晶化し具体的準備を進める段までどうにか漕ぎつけた。 

⑥校内におけるSSH 組織的推進体制 
(1) SSH 推進委員会の設置 
本校では校内の組織として SSH 推進委員会を置き，SSH 事業の円滑な運営を図っている。会場使用，引

率，警備，時間割の変更等の依頼，調整をするためには欠かせない。また SSH 事業に主に携わる研究部だ

けでなく，全校体制による取り組みを進めていくためにも不可欠な組織である。 
●目的 

1．JST，県教育委員会，大学，研究機関，PTA，同窓会，県内の高校，地域の小中学校との連絡調整。 
2．SSH 研究推進チームおよび各学年，各教科，各分掌との連絡調整。 
3．SSH 事業に係る施設・設備，備品等の管理，SSH 事業に係る費用の申請手続き・執行，執行状況の

管理および次年度予算の立案。 
4．SSH 事業に係る諸事務処理手続き。 
5．SSH 事業に係る研修等の企画立案および運営。 

●構成メンバー 
校長，統括事務長，教頭，主幹教諭，指導教諭，研究主任，研究副主任，教務主任， 
進路指導主任，各学年主任，各教科主任，日田地区小中高理科研究協議会事務局長 

(2) 新任者SSH 研修会 
年度当初，本校新任の教職員を主な研修対象とした研修会を，SSH 研修会を兼ねて開催した。目的はSSH

事業についての認識を深めてもらい，その取り組みや進捗状況，計画等について広く周知を図ることであ

り，それをもって全校体制を確立するための礎とした。また，毎月定例の職員会議の中で，SSH 関連の取り

組みに関する校内の目線合わせになる資料等を早期から多く提示し，円滑な事業推進のための日常的な体

制整備を行った。 
(3) 研究部の組織 
研究部は従来理科の教員が大半であったが，SSH 事業の目指す「全校体制による取り組み」という目標を

達成できるよう構成メンバーについて一昨年度から再編を行い，少しでも多様な教科が関わっていく体制

を作り上げた。今年度は数学 3 名，国語 1 名，理科 7 名，事務員 1 名の計 12 名構成というバランスである。

また今年度は，研究主任を数学科で，研究副主任を国語科で務めるという体制である。                  
(4) SSH 運営指導委員会 
●構成 
 28 年度まで運営指導委員は 5 人体制だったが，本校がテーマとして「地域創生」を掲げながらも地域の

方々が運営指導委員に不在だった点，運営指導委員会への参加人数が少なく十分に指導助言を頂けなかっ

たこと等の反省から，一昨年度から新たに４名の有識者に引き受けて頂いたが，昨年度末の退職に伴う 1 名

減のため，現在は 8 名体制としている。 
●所管事項 
  SSH 事業の運営に関する専門的見地からの指導助言，評価。 

氏 名 所 属 ・ 職 名 
後藤 顕一 東洋大学 食環境科学部 教授 
清野 聡子 九州大学大学院 工学研究院 環境都市部門 准教授 
大上 和敏 大分大学 教育学部 教授 
石松 亮一 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門（機能）助教 
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山野 敬士 別府大学 文学部 国際言語文化学科 教授 
谷川 芳明 日田教育事務所 所長 
石原 康広 日田市立光岡小学校 校長 
小野 充之 日田市立東部中学校 教諭 

 
⑦研究開発上の課題及び今後の開発・成果の普及 
Ⅰ．授業改善 
課題及び今後の開発 
●中間評価における指摘及びその改善状況 
 ① 教職員の共通理解のもとでのSSH 事業への組織的，計画的な取組，ポイントを絞った研修 
  → SSH事業についての共通理解のための計画的な研修 
    課題研究のファシリテーター育成に向けての組織的な取組 
 ② 育成すべき生徒像の明確化とSS 探究科目との関係を整理 
  → SS 探究科目のブラッシュアップと育成を目指す生徒像の共有 
 ③ 各種SSH 事業の取組の事後検証の実施及び国際科学オリンピックへの参加分野の拡大 
  → 客観性や連続性のあるデータの収集による検証評価の実施 
    国際科学オリンピックの参加分野の拡大 
 ④ 学校が目指すSSH の資質・能力についての客観的に評価できるルーブリックの開発 
  → ルーブリック評価の各教科・科目における活用 
●第 3 期に向けての課題 
 ① 育成を目指す生徒像の明確化 
 ② 探究の過程を自ら遂行する力の育成 
 ③ 発信・提案・実践する力の育成 
 ④ 新たな情報と既有知識を結び付ける力の育成 
これらの課題を克服すべく，第 3 期では『日田高RGB』～Research：探究力，Glocal：波及力，Basis：基

礎力～の資質・能力の育成を全校体制であらゆる教育活動を通じて行っていく。 
成果の普及 
●公開授業の実施 
 校内はもちろん，校外へ向けて広く公開し，SSH を通じて本校が取り組んだ探究活動のノウハウを還元

する。 
Ⅱ．「地域創生の志」育成と学校設定科目「SS 探究」の深化 
課題及び今後の開発 
●WaterScience 
 1 年次における「水郷ひた」ならではの「水」にこだわった実験や探究により，後述の探究基礎Ⅰととも

に 3 年間の探究活動の基礎を身に付けることができた。しかし，研究テーマに深みが見られないのは例年に

ならっての悩みである。地域課題の発見につながる講演会が豪雨災害のために中止になったことも，悩みに

拍車をかけた。次年度は探究基礎Ⅰとの統合により，上半期に 2 単位での実施を予定している。 
●探究基礎Ⅰ 
 仮説設定の段階で担当者による掘り下げを徹底してもらうことで，例年にない視点からの仮説設定が多

数見られたのは，今年度の本科目における大きな成果の 1 つである。新型コロナウイルスの影響で，探究ア

クティビティの回数を減じざるを得なくなったが，その分は週 1 回の「人間関係づくりプログラム」の実施

で少なからず補うことができた。このプログラムは次年度以降も実施予定であるので，探究アクティビティ

の回数を計画段階から減じて，課題研究に時間を割くことも検討の余地がある。また，次年度は前述のとお

り，統合により新たな「Water Science」として生まれ変わり，下半期に 2 単位での実施を予定している。こ

れによって，例年の問題点である発表時期の重なりに伴う生徒の過重な負担は相当軽減され，その分，それ

ぞれの分野の課題研究において，今まで以上の深みが期待できる。 
●SSProgramming 
 研究発表に欠かせない情報スキルの獲得を例年 1 単位で担う科目ゆえに，新型コロナウイルスの影響に

伴う臨時休校・分散登校で時間数の大幅減が非常に痛手となった。しかし，近年はこのスキルは年々高まっ

ており，何とか年度末の研究発表にもスキルの獲得が間に合った。可能な限り早い段階でのスキル獲得が望

まれていたが，次年度からは科目改変に伴い，上半期に 2 単位で実施する予定であり，下半期における研究

発表でのさらなるスキルの活用が期待できる。 
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●探究Ⅰ･Ⅱ 
 本校の探究活動の本丸にあたる科目であり，生徒同士の切磋琢磨により，課題研修の質も着実に磨き上げられ

てきた。SSH生徒課題研究発表会では3年連続のポスター賞をいただき，生徒の自信にもつながった。ただし，

コロナ禍で多くの事業が縮小・廃止となり，若干消化不良気味になっているのも否めない。今後もこの状況が続

く可能性が高いことを踏まえて，予測困難な状況を極力回避しつつ充実した探究活動を行えるよう，計画的な指

導・工夫が必要である。 
●探究基礎Ⅱ 
 SS クラスを除く 2 年生を対象に 1 年次の探究基礎Ⅰの内容を深化させ，より深みのある地域探究を行っ

た。地域に対する興味・関心や将来の日田地域を担う志の涵養，課題解決やプレゼンテーションにおける高

いスキルの獲得を目指した。中間発表会や学年発表会における活発な質疑応答からも地域課題に対する解

決意欲やプレゼンテーション能力の向上が十分に見てとれた。3 期目では「水郷ひた学Ⅰ・Ⅱ」と姿を変え，

2 年次・3 年次の 2 年間での探究活動となる。今まで以上に探究活動の深化が期待できると確信している。 
●SSLogic 
 論理的思考力の育成の一翼を担うこの科目だが，分散登校後もペア活動を避けなければならない状況を

考慮し，当初は個人活動を主体としたことが特筆される。その後，活動形態が緩和され，ペア・グループ活

動等の協働学習の形に移行していった。今年度までは 2 年文系のみの履修であったが，次年度からは

SSProgramming との統合により，1 年次に全員を対象に SS Presentation として下半期に 2 単位で実施予定で

ある。本校生徒全員に論理エクササイズを取り入れることができるメリットがある反面，1 年生対象ゆえの

問いのレベルの工夫が待たれる。 
●フィールドワーク 
 新型コロナウイルスの影響で，関係各所と相談の上で，今年度は中止となった。次年度は情勢を見ながら，

可能な限り実施を検討したい。 
●科学部・HLR 部の活動 
 コロナ禍で各種研究会，発表会が中止となり，参加行事が激減した。実施された発表会もほとんどリモー

ト発表となったが，その分，移動に係る費用が軽減され，思わぬメリットも生まれた。限定的な状況の中で

の最大限の活動は行えたと考えており，今後もリモートによる研究発表の場を活用したい。 
●各種コンクール、コンテスト、発表会などへの参加 
 オンライン開催になったコンテストもあり，参加生徒数が減少し寂しい思いが拭えないが，対策講座をも

つなどして，日本数学オリンピックや全国物理コンテストに参加した。対策講座が生徒の意欲喚起につなが

ることは間違いないので，指導者としての研鑽を重ねつつ，参加生徒数の上積みを目指したい。 
●メタ認知の変容 
 メタ認知については高知大学の協力を得て，今年度も研究を進めることができた。次年度以降は，3 期目

の取組の 1 つである新たな評価方法の導入に伴い，実施の可否は検討中である。 
成果の普及 
●広報の取組 
 学校 HP や Facebook，小中学校向けの「SSH ナウ」などで，各事業ごとに速やかに情報提供を行ってき

た。後述のように SSH の成果の公開・社会への還元も重要な使命であり，引き続き広報活動のさらなる充

実を図っていく。 
●「SSH の学び」の教材還元 
 今年度も SS 探究科目の独自教材の開発が進んだ。著作権等には十分に配慮しながら，HP 等を利用して

地域や社会への還元を行っていく。 
●地域の教育資源・教育人材の発掘、及び地域へのSSH事業の還元 
 地域探究やフィールドワークを通じて，地域の課題を共有し，改善・解決を図るために，行政機関や多く

の地域事業所と繋がりを作り，人材のネットワークも構築されてきた。地域の方々の協力で支えられてでき

る SSH 事業が，地域に恩返しをするために，3 期目からは地域への提言や研究成果に基づく製品開発など

にも注力したい。 
Ⅲ．「国際性」を育成する研修：教科の開発 
課題及び今後の開発 
●SS コミュニケーションⅠ･Ⅱ 
 単なる英語力の習得ではなく，ICT 活用能力やプレゼンテーション能力，リサーチ能力など，国際的な場

面でも活躍できる総合力の育成を担う科目として，1 年生および 2 年 SS クラス生を対象に実施した。SSC
Ⅰでは自己表現・ディベート・サイエンストピック，SSCⅡでは科学論文の要約・科学講義聴講・小中学校

への出前授業という，それぞれの学年においての 3 つの柱を掲げ，国際性を涵養した。 
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●海外研修・国内研修 
 コロナ禍でいずれも実施できなかった。次年度も社会情勢が許す範囲で可能な限り実施したいと考えて

いる。  
●SSH Progress 科学研修 
 上記研修に代わるものとして企画した。受け入れを了承していただいた屋久島高校をはじめ，種子島宇宙

センターや鹿児島大学等，関係各位には感謝に堪えない。参加した生徒は「我こそは科学技術人材」の思い

を一層強くすることができた。 
●各種校内発表会 
 新型コロナウイルスの影響で，3 年生の課題研究発表会は規模を縮小する代わりに，参加できなかった 1
年生に向けての研究発表会を実施した。2 年 SS クラス生の中間発表会，1 年生の Water Science，探究基礎

Ⅰ，2 年生の探究基礎Ⅱの各学年発表会は 12 月から 1 月にかけて予定どおり実施でき，これを受けて 1 月

下旬にパトリア日田で成果発表会を開催できた。いずれの発表会も発表内容について参観した方々から，特

に成果発表会では運営指導委員の方々からも高い評価をいただいた。例年であれば連携する SSH 校等から

多くの参加をいただくところではあったが，今年度は情勢がそれを許さず，やや寂しい思いもあるが，次年

度以降はその部分の想定も意識した企画・運営を行っていきたい。 
成果の普及 
●地域への普及 
Ⅳ．「小中高連携の理科教育」の充実 
課題及び今後の開発 
●日田地区小中高理科研究協議会 
 理科の教員が校種を超えて連携し，課題を共有し，同じ方向を向いてよりよい理科教育を実現する貴重な

場である。地域の児童生徒が理科に対して「主体的・対話的で深い学び」に向かうための条件整備には欠か

すことができない。また，本校のSSH 事業への指導・助言もいただくなど，今後もSSH 事業の推進にご助

力いただきたいと考える。 
●ひた科学の遊び実験フェスタ 
 新型コロナウイルスの影響で，関係各所と相談の上で，今年度は中止となった。実験ブースの展示やボラ

ンティアスタッフとしての参加は，子どもたちに科学の楽しさを教えるという普段できない経験であり，非

常に大切な機会となっている。次年度の開催が可能になるよう，注力していきたい。 
●科学の甲子園ジュニア大分県大会日田地区中学生サポート 
 新型コロナウイルスの影響で，科学の甲子園ジュニア大分県大会が中止となり，今年度の中学生サポート

は実施できなかった。次年度，開催された場合は今までと同様に中学生をサポートしていく。 
●小中学校への科学実験出前教室 in English 
 コロナ禍で唯一と言っていいほど当初の計画どおりに実施できた行事となった。探究Ⅰの担当教員が小

学校に 3 班，中学校に 5 班を引率した。受け入れ先の学校にも好評であり，日田地区の特色と言える「地域

循環型教育」の形成に大きく寄与している。運営指導委員会でも今後の継続を望む発言があった。本校とし

ても SSH の学びを地域に還元し，日田地区の科学技術人材の卵を育てる絶好の機会と捉えており，次年度

以降も継続的に取り組んでいきたいと考える。 
●東海大学付属高輪台高等学校との連携事業 
 新型コロナウイルスの影響で，相互の成果報告会参加ができなかった。遠隔配信等のツールによる新しい

形での連携の形を模索したい。 
●大分スーパーサイエンスコンソーシアム【通称：OSS コンソ】 
 今年度のOSS コンソは事業が中止となり，予定されていた活動ができなくなったが，1 月末に「STEAM 
FESTA」が昨年度までの「OSS フェスタ」に変わるものとして開催され，OSS コンソのメンバーはこちら

に参加した。県内の SSH 関連校との繋がりを維持することができ，また他校生徒の刺激を感じることがで

き，非常にいい経験ができた。来年度も参加できるよう，及ばずながら開催に向けて力を注ぎたい。 
成果の普及 
●地域への普及と循環型教育 
 「ひた科学の遊び実験フェスタ」で小学生のときに本校生徒に教えてもらった子が，今では本校生徒とし

て子どもたちに教えるという循環ができてきている。「地域循環型理科教育」が醸成されている凡例であり，

地域の科学力の向上，将来の科学系人材の育成の一翼を担っている証である。地域に育てていただいた「お

返し」として，今後も積極的に地域と関わり，「理科教育の発展」「地域創生」に寄与したい。 
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(2) SSH 運営指導委員会報告 
《 第 1 回 SSH 運営指導委員会 》 
１ 日 時  令和 2 年 9 月 3 日（木）13:00～14:30 
２ 会 場  日田高校 選択 6 教室 
３ 参加者  SSH 運営指導委員等関係各位，校長，教頭，指導教諭，研究部 

 氏 名 所 属 ・ 職 名 
JST 関係者 鈴木 清史 国立研究開発法人 科学技術振興機構 主任調査員 

運営指導委員 

後藤 顕一 東洋大学 食環境科学部 教授 
清野 聡子 九州大学大学院 工学研究院 環境都市部門 准教授 
大上 和敏 大分大学 教育学部 教授 
石松 亮一 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門（機能）助教 
谷川 芳明 日田教育事務所 所長 
石原 康広 日田市立光岡小学校 校長 
小野 充之 日田市立東部中学校 教諭 

管理機関 
（県教委） 

三浦 一雄 大分県教育庁 高校教育課 課長 
中川 博至 大分県教育庁 高校教育課 高校教育指導班 指導主事兼課長補佐

塩月 孝弘 大分県教育庁 高校教育課 高校教育指導班 指導主事 
遠藤 源治 大分県教育庁 高校教育課 高校教育指導班 指導主事 

（運営指導委員：欠席者 1 名） ※ 網掛けは Zoom での参加 
４ 協 議 【 座長：清野運営指導委員 】 
（１）協議 

① 授業改善に係る現況報告（髙倉） 
② 2 期目の成果と課題を踏まえての 3 期目の申請に係る事業内容の説明（坂梨） 

（２）質疑応答と指導助言（運営指導委員より） 
① 授業改善について 

〇授業の振り返りには様々な方法がある。振り返りを教員がしているつもりでも，方法やパターン

が様々あるので生徒は振り返りと認識していないことがある。その結果，授業アンケートの振り

返りの数値が上がらないのではないか？ 
〇振り返りは教員がまとめを板書するでは意味がない。その時間で何を学んだのかを振り返るべき。 
〇普通は学校生活の満足度が高校に入学すると低下するが，日田高校はそうではないので SSH の

取り組みが良い影響を与えているのでは？ 
〇授業改善に最も効果的なことは教員同士が互いの授業を見合うこと。 
〇高校入試の結果を踏まえて，授業改善を行ってみてはどうか？ 
〇授業の振り返りは難しい。日田高流の振り返りを作ってみてはどうか？ 

② 3 期目の方向性と活動の是非について 
〇ポイント評価に加えてテキスト分析が必要ではないか？ポイント評価だけではわからない部分

がたくさんある。「ことば」と「数値の評価」でとらえることが大切。 
〇2 期目までの課題を踏まえたデザイン構成が必要 
〇志考知をなぜ設定したのか？ 
〇STEAM+αの「+α」の部分が 3 期目の「うり」になると思うので，そこを具体的に。 
〇日田は災害や猛暑など非常事態の中でもまなびを継続して行ってきた。そのような中でも学びを

止めないための試行錯誤がある。日田の生徒は必ず非常事態の中で獲得した力を持っているので，

そこを「見える化」→「プログラム化」して前面に押し出せば日田ならではの SSH ができるの

では？ 
〇エビデンスを持って授業を評価しなければならない。そのためのルーブリックを作る必要がある。 
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〇中間評価の時に指摘されたことをしっかりと改善する必要がある。 
〇報告書 50 ページをよく確認する。 
例えば，育成すべき生徒像を明確に。学校が目指すルーブリックをつくる。 

〇課題研究を行うためのノウハウについては？ 
〇思いだけでは通らないので，ビジョンとそれをどのようにして評価をするかを具体的に。 
 
《 第 2 回 SSH 運営指導委員会 》 
１ 日 時  令和 3 年 1 月 27 日（水）10:00～12:00 
２ 会 場  日田市民文化会館「パトリア日田」スタジオ 1 
３ 参加者  SSH 運営指導委員等関係各位，校長，教頭，指導教諭，研究部 

 氏 名 所 属 ・ 職 名 
JST 関係者 鈴木 清史 国立研究開発法人 科学技術振興機構 主任調査員 

運営指導委員 

後藤 顕一 東洋大学 食環境科学部 教授 
清野 聡子 九州大学大学院 工学研究院 環境都市部門 准教授 
大上 和敏 大分大学 教育学部 教授 
石松 亮一 九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門（機能）助教 
山野 敬士 別府大学 文学部 国際言語文化学科 教授 
谷川 芳明 日田教育事務所 所長 
石原 康広 日田市立光岡小学校 校長 
小野 充之 日田市立東部中学校 教諭 

管理機関 
（県教委） 

三浦 一雄 大分県教育庁 高校教育課 課長 
中川 博至 大分県教育庁 高校教育課 高校教育指導班 指導主事兼課長補佐

塩月 孝弘 大分県教育庁 高校教育課 高校教育指導班 指導主事 
遠藤 源治 大分県教育庁 高校教育課 高校教育指導班 指導主事 

（運営指導委員：欠席者 0 名） ※ 網掛けは Zoom での参加 
４ 協 議 【 座長：大上運営指導委員 】 
（１）協議 

① 授業改善に係る現況報告（髙倉） 
② 各事業の報告とまとめ（1 年：筒井 2 年：衛藤 3 年：荒木） 
③ 2 期目 5 年間の成果と課題（坂梨） 
④ 3 期目の概要説明（工藤・上原） 

（２）質疑応答と指導助言（運営指導委員より） 
 ③ 2 期目 5 年間の成果と課題 
〇ポスター賞 3 年連続受賞など成果が目に見えて出ているが，成果が出た要因にはどのようなことがあ

るか？ 
 →１年のころから WS，探究基礎Ⅰで課題研究に慣れているからではないか。 
〇課題研究テーマは継続研究のみならず，様々なおもしろいテーマが設定されているが，テーマ設定を

行う際の取り組みはどのようなことがあるか？ 
 →これまで先輩の研究を見る中で，生徒自身が独自性をもったテーマに取り組みたいという思いや，

SDGs の視点を意識したいという思いが強くなったのでは。 
〇卒業後の進路選択，どのような職業についてのかの追跡調査が重要。 
〇素晴らしい取り組みをしているが，そのアピールがうまく地域にできていないようである。 
 ④ 3 期目の概要説明 
〇STEAM 教育の視点とあるが，Art はどの教科でそれを実施するのか？ 
 →STEAM 教育ではなくその特徴を踏まえた視点で取り組む。 
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〇社会実装とは以前，日田高生が考えたローソンでシュークリームを発売するなどのことであるので，

社会実装するということはかなり難しい。社会実装の訓練という意味合いの方が良いのでは？ 
〇3 期目は挑戦的な内容を提案したほうが良いので，計画は良いと思う。 
〇生徒が自然発生的にいろいろ頑張ったわけではなく，その裏には先生たちの意図的な取り組みが必ず

あるので，そこをアピールすることが大切。 
〇STEAM 教育の話をするときは「国が推奨する」というような枕詞を入れたほうがよい。伝え方 1 つ

で変わっていく。 
〇災害の中で「学びを止めない」というのは日田高の大きなポイントになる。災害ボランティアなどに

も参加しながら学び続ける生徒を客観的に評価し，具体的に述べても良いのでは？ 
〇日田高の生徒は過去に九州「水」フォーラムに参加し，発表した経験もあり，多様な人たちとの対話

も行ってきている。日田の中だけではなく，九州レベルでも考え，自分たちの位置づけと相対的な価

値を明確にすべき。 
〇2 期目で残った課題 4 つのうち，3 つは発表の中でわかったが，「新たな情報と既有知識を結び付ける

力の育成」はどのように行われるのか？ 
〇中間評価をよくとらえられている。 
〇申請書のみでは中核に課題研究があることが分かりにくい。 
〇進研模試の成績で SSH の力は測ることができるのか？ 
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SS 探求教科共通アンケート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS 探求教科共通アンケート結果 

 

 

 

3.3
3.1

2.5 2.5

2.1 2.2

3.5

2.4

2.7 2.7
2.8

2.1

2.7

3.0
2.9 3.0 2.9

2.7

3.0 3.1

2.7
2.6

2.5 2.4

2.9

2.7 2.7 2.7
2.9

2.3

2.7 2.7 2.7
2.8 2.8

2.5

2.9
3.1

2.6 2.5 2.5 2.5

2.8
2.6 2.6

2.8 2.9

2.1

2.6 2.6 2.6
2.8

2.7

2.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

WaterScience(N=191) 4月 9月 2月

※
※※

※
※※

※※
※

※※

※※
※※※

※※
※※

※※
※ ※※

※※ ※※
※※ ※※※※

3.3
3.1

2.5 2.5

2.1 2.2

3.5

2.4

2.7 2.7
2.8

2.1

2.7

3.0
2.9 3.0 2.9

2.72.8
3.0

2.4 2.4 2.4 2.3

3.1

2.5 2.6
2.7

2.8

2.2

2.6 2.6 2.7 2.8 2.7
2.5

2.9

3.1

2.6 2.6
2.5 2.5

3.0

2.6 2.7 2.8 2.8

2.2

2.6 2.7 2.7 2.8 2.7
2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SSコミュニケーションⅠ(N=191) 4月 9月 2月
※※

※※ ※※
※※

※※
※※

※※

※※
※※

※※
※※ ※

※
※ ※

※ ※※ ※

※
※

3.3
3.1

2.5 2.5

2.1 2.2

3.5

2.4

2.7 2.7
2.8

2.1

2.7

3.0
2.9 3.0 2.9

2.7

3.1
3.3

2.7
2.5

2.4 2.3

3.1

2.7
2.8 2.7

2.9

2.3

2.6 2.7 2.7
2.9 2.8

2.5

3.0
3.3

2.8 2.7
2.5 2.6

3.1

2.6
2.8 2.9 2.9

2.3

2.7 2.7 2.7
2.8 2.8

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

探究基礎Ⅰ(N=191) 4月 9月 2月※※
※※ ※※

※※ ※※ ※

※ ※※
※※

※※

※※
※※ ※※

※※
※※

※※
※※

※※

〜４つの仮説に基づいたアンケート 18 項⽬〜 
Ⅰ 授業改善の視点               Ⅲ 国際的⼈材育成 

1 授業で学んだことについてより深く学びたい   12 海外・留学への挑戦意欲がある 
２  授業中に思考を促す様な発問がある      13 英語資格試験への挑戦意欲がある 
３ ⾔語・コミュニケーション能⼒を持っている  14 英語の重要性と⾼い学習意欲がある 
４ 協調性・リーダーシップを発揮できる     15 国際ニュース等に興味・関⼼がある 
５ ICT 機器を使⽤する能⼒（スキル）がある 
６ 説明・プレゼン能⼒を持っている      Ⅳ 地域創⽣・地域の科学⼒の向上 

16 ⽇本や地域に関する興味・関⼼がある 
Ⅱ 科学的⼈材育成の視点              17 国際貢献や地域貢献への意欲がある 

７ ⾃分の将来・進路等に役⽴つ         18 国や地域の科学技術の向上に取り組みたい 
８ 科学的な⾒⽅・考え⽅を持っている 
９ 実⽣活の⾒⽅・考え⽅が変化・向上している 
10 答えのない課題に粘り強く取り組む事ができる 
11 SS・理系へ進む意欲がある（１年のみ）  

※ｐ＜.05 ※※Ｐ＜.01 
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令和元年度         

SS 探究教科 WS SSCⅠ 探基Ⅰ 探基Ⅱ SSLogic SSCⅡ 探究Ⅰ 探究Ⅱ 平均 

4 月(初期値) 2.8 2.8 2.8 3.1 2.8 3.2 3.2 3.1 2.99 

9 月(中間) 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.06 

2 月(期末) 3.0 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.1 - 3.07 

平均 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2   

  (N=197) (N=196) (N=197) (N=143) (N=83) (N=35) (N=36) (N=33)  

 
 

令和２年度         

SS 探究教科 WS SSCⅠ 探基Ⅰ 探基Ⅱ SSLogic SSCⅡ 探究Ⅰ 探究Ⅱ 平均 

4 ⽉(初期値) 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 3.2 3.1 3.1 2.92 

9 ⽉(中間) 2.7 2.6 2.7 2.9 3.0 3.2 3.2 3.2 2.94 

2 ⽉(期末) 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 3.2 - 2.91 

平均 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.2 3.2 3.1   

  (N=191) (N=191) (N=191) (N=160) (N=70) (N=38) (N=35) (N=34)  
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裏の裏 

 

 

 

 

 

日田高校ＳＳＨシンボルマークとスローガンについて 

 

豊かな水に恵まれた日田は「水 郷
すいきょう

」と呼ばれています。日田高校ＳＳＨ

では、「水」をキーワードに、様々な研究に取り組んでいます。 

ＳＳＨの指定を受け、生徒からシンボルマークのデザインとスローガンを

募集し、このマークとスローガンに決定しました。シンボルマークは水面で

はじける水をイメージしており、スローガンは「 開け科学の扉 羽ばたけ未

来の科学者たち 」です。将来、日田高校から世界に羽ばたく科学者が育

っていくことを期待したものです。 

開け科学の扉
羽ばたけ未来の科学者たち
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