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別紙様式１－１

大分県立日田高等学校 指定第2期目 28～32

❶ 平成30年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）

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探究教科についても、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」を軸に海外（マレーシア）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53 年を迎えた「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 平成３０年度実施規模

1，2 年生は全生徒を対象、3 年生は主に SSクラスを対象とする。

第１学年：１９８名 第２学年：１９６名（うちＳＳＨクラス33 名） 第３学年：１９７名（うちＳＳＨクラス43 名）

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

 「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。
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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。

平成３１年度〔４年次〕

中間評価で指摘のあった事項に関しては、改善して事業の充実を図る。

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、指摘のあった事項に関しては、改善して事業の充実を図る。

進捗が遅れている事業に関しては、原因を明確にし、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する。

平成３２年度〔５年次〕

 ＳＳＨ事業の成果をまとめ冊子等を作成する。

財政支援がない場合でも実施できる内容を本校の教育活動に取り入れる。

 ＳＳＨ事業でできたノウハウを小中高校や地域の団体等に伝える。

最終年度として５年間の総括を行う。

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 平成30年度の教育課程の内容
関係資料➍ の平成 30 年度教育課程表 （P72 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

授業改善マイプラン、スクールプラン

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

管理職による授業観察、事後面談 年4回実施

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 付けたい力を意識した密度の濃い授業とは ～指導と評価の一体化を目指して～

校内互見授業 年2回実施 1回につき2人を授業観察

生徒による授業評価アンケート 年2回実施 13項目をデータ化して分析

SSH授業研究会
10月公開授業 授業5（SSCⅡ、国語、地理、数学、英語） 外部からの参加 高校14名、大学・教育

委員会関係8名

中高の学びをつなぐ連携協議会
11月公開授業 授業2（英語、数学）

外部からの参加 小学校4名、中学校8名、高校6名、教育委員会関係4名

校内研究授業 全教科で年間にわたり実施 計25授業

教科指導力養成及び授業改善等に

係る研修

指導教諭をリーダーとしたチームによる授業改善の推進（県教委主催）

高等学校学力向上推進事業に係る「深い学び研究会」（県教委主催）

作問研修会（高教研進学指導部会主催）

中学校の授業研究会への参加

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、クリッカ

ーによる相互評価、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

WS 課題研究フィールドワーク

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）

総合的な学習の時間 (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 総合的な学習の時間 (１単位) 探究Ⅰ(１単位/３単位中)

2年文系・理系 総合的な学習の時間 (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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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 （九州北部豪雨、地熱の利用フィールドワーク）

関西最先端科学研修（大阪、京都）

大肥川水質調査

水圏森林フィールドワーク

海外研修（マレーシア）、国内研修（大分、福岡）

小中学校への科学実験出前教室

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 高文連の大会では、今年度も九州大会レベル以上の上位大会への出場を果たした

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 10班が参加 入賞3つ 30年度より2年生も聴衆として参加

科学の甲子園 5位入賞

各種科学オリンピック 数学オリンピック、生物学オリンピック、地理学オリンピックに出場

その他各種コンテスト、コンクール等 各種のコンテスト、コンクールに様々 な形態で多くの生徒が参加

学会発表 生徒を各学会に派遣

メタ認知による評価 高知大学の協力により、理科の学習におけるメタ認知の伸長を計測

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 それぞれで授業内容の改良・改善を進めた

海外研修(マレーシア)
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、意見交換、現地高校との交流発表会等を実施

国内研修 10月に3泊4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

関西最先端科学研修 １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

OSS台湾科学研修
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んだ

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

その他SS探究教科でも各々 発表会を実施

SSH講演会の開催
9 月(株)ライゾマティクス 斎藤精一代表取締役による「テクノロジーとクリエイティヴが未来を変える」、

またSSトークとして3回のミニトークイベントを実施

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)

本研究協議会では11月の研究大会に向けて3回の理事会と事前・事後アンケートの作成と実施、研

究大会では「地学」を共通テーマに１日を通して小・中・高の順に研究授業を実施、その後の全体会に

おいて、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た

日田科学遊び・実験フェスタ

( ‐小高)

ボランティアスタッフとしての生徒が参加し、その一部は、6 つのブース(SSクラス2 ブース、科学部4

ブース)を企画した

科学の甲子園jr中学生学習サポ

ート(中-高)

日田地区の中学生が参加する科学の甲子園ジュニアの学習サポートとして、夏休み中に二回にわた

り、科学の甲子園全国大会の過去問を題材に学習支援を行った

小中学校での科学実験出前教室

( ‐ ‐小中高)

光岡小学校と東部中学校で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

他校との連携(高-高)

東海大学付属高輪台高校との連携 九州北部豪雨、地熱フィールドワーク、相互の発表会への参加

OSSコンソーシアム
開始式、ＯＳＳフェスタ、つくば科学研修、数学オリンピック、台湾科

学研修、成果発表会

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 88％ ⇒ 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」に伸び

項目 1 28 年度 35％→30 年度 44％ ⇒ +9％ 思考力を育成する発問の工夫が実践されている
項目 2 28 年度 45％→30 年度 58％ ⇒ +13％ 「対話的学び」が深化している

・授業改善に関して相互評価シートの結果
 発問の工夫「強い肯定」に伸び 28 年度 21％→30 年度 48％
⇒ +27％ 「発問の工夫」「思考力の育成」に係る教員の意識が高まり、実践されている

授業改善については、日田高アクティブラーニング５項目を中心に学校全体で取り組んでおり、その内容は年々 深化し、
生徒が主体的に学ぶ授業が日々 実践されているといえる。
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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Ⅱの独自アンケートの結果 「住んでいる地域に対する魅力や愛着を感じる」 ⇒ 肯定的回答 88％
・「SS探究」の深化に関して「共通アンケート」 (30 年度、18 項目 4 件法、各回の平均値) の結果

Ⅲ 「国際性」を育成する研修・教科の開発
・国際性の育成に関して SSCⅡ独自の生徒アンケート結果
項目 19 英語でプレゼンテーションを行うときに大切なことを知っている。肯定的回答 74％（N=33）
項目 21 英語を使って人前でプレゼンテーションをすることに抵抗がない。 肯定的回答 74％（N=33）

・国際性の育成に関して海外研修（マレーシア）に参加した生徒のアンケート結果
ほとんどの項目で肯定的回答が高水準 事前 4.71 ⇒ 事後 4.93 （30 項目 6 件法 N=10）

・国際性の育成に関して国内研修（福岡女子大学での英語ポスターセッション）に参加した生徒のアンケート結果
 英語でコミュニケーションをとることに自信がついた 肯定的回答 78％（N=23）
 英語で発表することに自信がついた 肯定的回答 74％（N=23）

Ⅳ 「小中高連携の理科教育」の充実
・本校の SSH 事業に関わった地域の子供、生徒、教員はのべ１８１１名となり(以下 SSH 事業 a～d のみ)、本校の SSH
事業の成果を地域に還元し、地域の科学力の向上に寄与しているといえる。

SSH事業名 参加状況等

a 53周年日田地区小中高理科研究協議会協議会 全県より小中高教員62名 小学生30名 中学生30名 高校生35名

b 第9回ひた科学の遊び・実験フェスタ 本校生徒ボランティアスタッフ79名1300名の児童が参加

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 本校１，2年生15名が10名の中学生を学習指導

d 中学校への科学実験出前教室 in English 小学生85名、中学生180名

e
東海大学付属高輪台高等学校との連携事業 高輪台高校から4名 日田高校より4名

大分サイエンスコンソーシアム(ＯＳＳコンソ) 本校１，2年生15名 + 大分県下の高校生200名

○ 実施上の課題と今後の取り組み
Ⅰ 授業改善

・授業改善がいかに進んでいるかを確認するため、より客観性の高い評価が必要である。
⇒ 互見授業評価シートのルーブリック化に取り組む。

・生徒の思考力・判断力・表現力を効果的に育成する。
⇒ 「思考力を育成する発問」を授業改善のテーマに(継続)。「目標（付けたい力）」の明確化。評価問題の共有化。

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は担任、副担任が指導にあたるが、その授業内容の徹底が図れていない。
⇒ 1，2 年の学年団と研究部の連携を密にし、連絡、伝達の体制を確立する。

・1 年生の４つの SS探究教科は内容に重複、漏れ、ズレがある。
⇒ 課題研究のテキストを導入し、授業内容を統一する。

・1 年生の課題研究に取り組む時期の重なりがやはりあり、生徒負担が大きい。
⇒ 4 つの教科の主担当間で調整し、バランスをとりながらの指導を実践する。

Ⅲ 「国際性」を育成する研修・教科の開発
・国際性の育成は一部では進んでいるが、全体的な動きといえるまでは至っていない。
⇒ SSCⅠ、Ⅱ等の日々の教育実践の積み上げを大切にするとともに、ESD（持続可能な開発のための教育）の視点

を持った教育活動の実施を検討する。
Ⅳ 「小中高連携の理科教育」の充実

・それぞれの取り組みは非常に効果的だと感じるが、その機会は限定的で一過性の側面がある。ただし、教員の負担
はこれ以上増やせない。
⇒ 生徒と教員の負担増を避けるため、SS クラスだけでなく、より多くの生徒がより多くの場面で活躍するような機会

を設定する。

国際性の向上は、地理的不利な側面が否めないが、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
きており、その成果が発表会等での充実した英語発表を通じて確認できる

探究基礎Ⅰや探究基礎Ⅱ等を中心に地域創生の志は培われている。課題研究を中心にすべてのSS探究教科で毎
年授業をブラッシュアップしており、その授業の効果が生徒アンケートの平均値の年間の変遷から確認できる。

小中高の連携は少しずつであるが進んでいる。指定8 年目となり、幼少期に本校のSSH事業に関わった生徒が本校
に入学してきており、「教えられた生徒が教える側に」という循環型教育ともいえる土壌が培われつつある。
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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 28～32

❷ 平成30年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発の成果と課題

① 研究開発の成果

１、 卒業生に対するアンケートの結果分析

指定 8 年目を終え、SSH1 期生が大学等に進学、その後さまざまな職種や大学院等の進学先などで活躍を始めて

いる。今年度は初めて卒業生に対して現況についてのアンケートを実施した後、その結果を以下にまとめ、本校の

SSH 活動が実を結んでいるか分析した。

●「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

えた科学系人材の育成」

● 科学好きな子どもの育成と活力ある地域の創生

 卒業生の76％が高校時代の選択を肯定的にとらえているよ
うだ。「少し影響があった」を加えると98％となる。

 SSクラスにおけるSSH 活動が自分の将来を決める大きな要
素になっていることが伺える。ひいては S日田高校 SSH の
取り組みの有効性を裏付ける結果となっている。

 地域創生に取り組みたいと肯定的に答えたのが69
％。Q3 と比較すると高い結果となった。これは地元
に帰りたいとまでは思わないが、生まれ育った故郷
を想う気持ちを強く持っているということが推測され
る。「地域創生と異なる形だが地域には貢献したい」
までを含めると94％を占めるのが、それを裏付けて
いる。

Q2．高校時代、SSクラスを選択したことが、現在の状況に影響をあたえていますか？

Q4．将来、何らかの形で地域創生に関わり、自分の力を地域に還元したい

Q1．SSH で培った力を生かし科学技術系人材となっているか(SSH の主目的)

Q3．将来、地元(大分)に戻るかどうか  卒業生のうち、地元に戻ると肯定的に答えたのが 32％、機会
があれば戻るかも知れない、と答えたのを含めると80％とな
る。これを分析するために比較する適当なデータはないが、
それなりに高い値ではないであろうか。ただ、このデータは
(地域創生を謳っていない)一期目の生徒も含まれるため、
SSH 事業の成果とはかならずしも言えない。よって今後、継続
的にこの項目をとっていくことでその分析が可能となるであろ
う。

Q5．OB,OG としてミニ講演会や講義などで現在の
あなたの力を日田高校のSSH 事業に還元、活用
させていただくことは可能でしょうか？

 本校の SSH 事業の一つ、日田科学の遊び実験フェスタで
は、小学校時に実験フェスタを経験した子供たちが成長
し、日田高校に入学し、教える側となって小学生に実験指
導等にあたっている。「教えられた生徒が教える側に」という
地域循環型とも言える地域での科学教育の萌芽はすでに
芽吹いている。それに加え、その能力を還元したいという気
持ちを 67％の卒業生が持っていることは、SSH 的な視点か
らみて非常に心強い。今後この人的資源を活用しない手は
ない。

 卒業生の約50％が「科学技術人材への育成」というSSH の
主目的に合致した進路に進んでいる。

 崇城大学大学院に進学し、学生ベンチャー企業を立ち上
げ、全国学生英語プレゼンテーションコンテストとキャンパ
スベンチャーグランプリ全国大会で２度の文部科学大臣賞
を受賞した卒業生はその一例
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２、 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】

指定一期目二年目(24

年度)と、二期目二年目

(29 年度)のそれぞれ 2 年

SS クラスへのアンケート

結果の比較をしたのが右

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。

全ての項目において

「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

おいてはそれが顕著で

ある。このデータから、

SSH1 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

まったことや、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ところであるが、分析、考察には至っていない。

３、 科学技術人材の育成

（１） SS探究教科共通アンケートより

30 年度より、新たな取り組みとして、SS探究科目について共通アンケートをそれぞれで実施した。（アンケート項目

等の詳細は➍ ）18 項目、4 件法で年 3 回（4 月、9 月、2 月）それぞれの授業受講生徒で実施。

分析➀ それぞれの教科において1回ごとに18項目の平均値を求め、時系列で整理した。

 どの科目も 4 月～9 月～2 月にかけてその値は増加している。生徒の自己分析の結果からは生徒の能力が

伸長し、それを実感していることがわかる。

 教科ごとで集団、母数に違いがあり、カリキュラムが効果的であるか否かの単純比較はできないが、母数が

同じである１年の比較は可能である。1 年の３つの教科（WS,SSCⅠ,探究基礎Ⅰ）を比較すると、SSCⅠが低

い傾向にある。ただ、SSCⅠは英語という教科に対する意識がアンケート結果に多分にでているため、自己

分析が低い結果となっている可能性がある。逆に、SSCⅠのデータを単独でみると、4月～9月で＋0.4 の伸

びがあり、他の教科より抜きんでている。これから SSCⅠのカリキュラムの有効性が高さがみてとれる。

 2，3 年 SSクラスのみの教科である SSCⅡ、探究Ⅰ、探究Ⅱはいずれも高い値で年間推移している。これは

SSクラスを選択した生徒の元々のモチベーションの高さによるものが大きいと分析する。

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、本校の SSH 事業の 4 つの仮説に対応している。その教科が 4 つの仮説に対し、

有効に働いているかを確認した。その以下がその結果である。

共通アンケート (4件法、18項目の平均値)
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Ⅰの授業改善の視点の値が、どの教科でも低い値となっているのは、授業改善が SS探究教科だけでなく

すべての教科・科目で実践されており、「生徒にとっては当たり前」の普遍的な取り組みになっていること

がその要因として考えられる。

 2、3 年 SS の群と、1 年全、2 年文理の群とを比較すると、2，3 年 SS では、明らかにⅡの科学的人材育成

の項目が高い値となっている。これは、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

ことを裏付けている。またⅣの地域創生・地域の科学力の向上についても同様に高い値となっている。こ

れは SS クラスの生徒が小中学校に赴き授業をおこなったり、科学の遊び実験フェスタのボランティアに参

加したりしており、地域の子どもたちと触れ合う機会が1年全、2年文理の群と圧倒的に多いためであろう。

 2 年生文系・理系では探究基礎Ⅱ及び SSLogic が SSクラスと比べその値がすべてにおいて低い。これは

教科自体の問題というよりも、2 年生になる際、SSクラスを選択しなかった時点で、すでに SSH 事業に対し

消極的な姿勢を持っているためと分析される。ただ、それを言い訳にせず、SS クラスを選択しなかった生

徒でも満足度の高いカリキュラムを提供することで少しでも解決したい。

（2） 課題研究の取り組み

30 年度については「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、それぞれ課題研究に取り組んだ。

全校で計 208 テーマと、課題研究への取り組みはから比べて大幅に増加している。この課題研究に多くの生徒

が取り組むようになったことで、必然的に多くの教員が課題研究の指導に携わるようになった。今まで SSH 事業に

関わることが難しかった教科の先生方も業務に携わるようになり、副次的であるが、全校体制の確立という目標達成

の一翼を担うこととなっている。これからの課題として、それぞれの研究の内容、レベルをいかに高めていくかという

ことと、生徒の負担が過重にならないような指導体制(時期、量などの教員同士の連絡体制)の構築が挙げられる。

4. 地域創生への取り組み

（１） SSH の成果を地域に還元

30 年度、本校が取り組んでいる SSH の様々な事業に対して、参加し、関わる小中高生、教員等の参加者総数は

2089 名である（下表）。SSH 事業が本校の生徒で完結することなく、本校の SSH の取り組みを地域に拡げ、還元し、地

域の科学力の向上に寄与しているといえる。また地域創生の一端を担っているといえる。さらに、これらの活動を SSH

指定の 8 年間積み上げてきたことで、地域における教育の循環を生み出している。例えば、日田科学の遊び実験フェ

スタでは、生徒ボランティア 79 名のうちの 42％が、かつて小学生の時にこのフェスタに参加している。

これらの様々な活動を通じて「教えられた人が教える人に」という循環型ともいえる地域での科学教育が根付きつつ

ある。

１年全 2年SS 3年SS2年文系理系
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（２） 探究基礎Ⅰ、Ⅱの取り組み

「地域創生の志」育成については、SS 探究教科「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

その主を担っている。地域探究Ⅰでは、地域の７つの企業・事業所等に協力をいただき、フィールドワークとして

「事業所訪問」を実施した。生徒はグループに分かれて「地域創生」の視点から課題研究に取り組んだ。

その 1 年時の活動をベースに、2 年時にはさらに課題研究を発展・拡充させた「地域探究Ⅱ」に取り組んでいる。

まず学校外から市役所職員等の講師をお招きし、地域の現状を理解するための講演会を 4 回開催し、地域再生や

活性化についての基礎的な知識を身に着けた。その後、日田について様々な視点から考えるグループ活動を行

い、文系理系混合グループを形成(計30 班)、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

で設定したテーマを基に、市役所をはじめとする地域の企業、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。さらに 12 月の修学旅行（東京滞在）時、各グループのテーマに沿った企業や事業所に事前に

アポイントをとり、訪問してインタビュー等を行った。講演会やフィールドワークの活動を踏まえて、研修グループご

とに各テーマに沿って地域活性に関わる「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、学年発表会を実施。市役所をはじめとする地域の企業や事業所に来校いただき、その成果に

ついて発表した。これらの事業の実施に当たっては以下のように多様な地域の企業、事業所からの支援を受けて

いる。（表は探求基礎Ⅰ、Ⅱだけでなく、他の SS探究科目も含める）

以上のように「地域の教育力」を最大限活用させて頂くとともに、「地域の教育力の発掘・向上」の一翼を担ってい

るのが日田高校 SSH 事業の大きな特徴であるといえる。

研究開発の課題

 30 年度は SS 探究教科でその内容の改良・改善に取り組んだ。ただ、やはり十分に整理されていないままの内容が

あったり、授業担当者へ授業の意図等の伝達がうまくいかず、同じ授業でもクラス間が「誤差」のある授業が実践され

るような状況もあった。4 年目以降はさらに効率化を進め、系統だった、また組織だった取り組みを基盤とした授業を

実践し、生徒にとってより実りの大きい授業にしていくべきだ。

 それぞれの授業で実践された課題研究は年間 206 テーマとさらに増加した。今後はその内容、レベルの向上が重

要となる。コンテストや発表会等には年々、参加数は増えてはきているが、全国規模の入賞歴が少ないことが課題で

ある。生徒の研究に対するモチベーションの向上にもつながるため、より積極的な参加を進めていきたい。

 地域性もあり、国際性の育成は本校にとっては難しい面が否めない。国際性を育成するための新たな企画等は、本

校の現在の教員体制（人員）では、または予算、生徒負担等々を考えると実施は大変困難である。打開策とまではい

えないが、SS 探究教科を中心とする各教科の普段の授業の中で、少しでも国際性を涵養するような内容に取り組み

少しずつの積み上げを図っていきたい。

 本校SSH 事業の特徴である地域創生プログラムの実施に当たっては、さらに地域の教育資産の発掘をし、地域の多

様な企業、事業所等による「地域の教育力」をさらに活用し、SSH 事業２期目の４年目、５年目に向けて教育効果の向

上を図っていきたい。

 これから、21 世紀を力強く生き抜き、日田を支える科学技術人材育成において、ESD（持続可能な開発のための教

育）の視点も不可欠であると考える。その中の育むべき能力・態度として特に、「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」や「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 を推進する際に生じる課題を一つ一つ解決しつつ、これか

らの２年間の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

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 校長による授業観察及び事後面談 全教員に対し授業観察と事後面談 年2回
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を図った 6月実施
4 校内互見授業 グループごとに授業を互見した(1人が2授業) 年2回
5 生徒による授業評価アンケート それぞれの授業においてアンケート調査を行った 年2回

6 SSH授業研究会と研究授業等

1、SSH授業研究会 5教科で実施した 国,数,地,英,SSCⅡ

2、中高の学びを繋ぐ連携協議会
中学校と高校が連携をとり、公開授業を実施し、教科指導力
と生徒の学力向上を図った

英,数

3、校内研究授業 全教科で年間を通じ実施した 全25回
7 評価問題の改善 思考力をみとる問題を収集、ＰＤＦ化し、共有した

8 授業指導力と授業改善に係る研修

1、指導教諭を中心としたチームによる授業改善推進 数、物、英

2、高等学校学力向上推進事業に係る「深い学び研究会」 国、音
3、作問研修会(高教研進学指導部会主催) 数、生
4、中学校への授業研究会への参加 国、数

実践の結果

生徒授業評価アンケートの結果より
二回ともほとんどの項目で肯定的意見が80%超の高水準で推移し、取組の成果が現れている
⇒ 生徒にとって満足度の高い授業が継続

項目1 質問により思考が深まる … 88％【35%】(28年10月) ⇒ 88％【44%】 (30年11月)
項目2 …教えあいや意見交換がある 83％【45%】(28年10月) ⇒ 90％【58%】 (30年11月)
⇒ 【 】は強い肯定の割合であり、その増加が確認できる

この2つのアンケート結果から授業のアクティブ・ラーニング化が進んでいると言える
互見授業評価シートの結果
項目 発問について … 74％【21%】(28年10月) ⇒ 76％【48%】 (30年11月)

⇒ 【 】は強い肯定の割合であり、その増加が確認できる
項目 思考力・判断力について … 85％【25%】(28年10月) ⇒ 79％【50%】 (30年11月)

⇒ 【 】内は強い肯定の割合であり、その増加が確認できる

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
実践内容 備考

a Water Science… 水を理系文系の両面から学ぶ 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 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】 2年文系理系1単位

h SSLogic… 論理力養成プログラム 論理コミュニケーション遠隔配信授業 議論会 2年文系1単位

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 2年SS 33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、地学)科学オリンピック
学会発表 3つの学会に参加

3年SS 5名参加
3年ＳＳ43名+2年ＳＳ33名参加

1，2年生24名参加
延べ42名参加

3班がそれぞれ参加

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」で確認した。

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42本
f …探究Ⅰ 様々 なテーマで科学課題研究10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… 論理力養成プログラム 論理コミュニケーション遠隔配信授業 議論会のすべてを実施
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i …探究Ⅱ 科学課題研究10本
j フィールドワークの実施… 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
k 科学部・HLR部の活動… 科学部員の増加(30名に)、科学部学会コンクールなど入賞数の増(17本)
ｌ 各種コンテスト、発表会への参加

SSH生徒研究発表会… ポスター発表賞を受賞
サイエンスインターハイ@SOJO… 情報学科１本、応用生命科学科賞１本、コンペティション部門１本受賞

…科学の甲子園大分県予選 3チームで参加、優良賞受賞
科学オリンピック(生物、数学、地学)… 生物学26名、数学14名、地学1名がそれぞれ参加したが入賞はなし

…学会発表 3つの学会（三学会合同宮崎大会、日本植物学会【優秀賞受賞】、日本生態学会）にそれぞれ参加
m SSH事業（理科学習）におけるメタ認知の変容
SSクラスでは、メタ認知の指標「ポジティブ感情」が高く、「価値の認知」では思考活性志向であることが確認できた。

他の文系、理系、1年生とは異なる結果となり、SSクラスでの取り組みの成果と捉えて良いと考える。
29 年度と30 年度の経年変化では「メタ認知的知識・能力」「メタ認知的活動」ともに。理系・文系コースに比べ有意

に高い結果となった。毎年毎年おこなうSSH事業の改良・改善によって、より効果的な事業へ変容していることを裏
付けている。

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」「my home town」
・課題研究「Science topic」「Area ExplorationⅠ」

1年全員1単位

b
SSコミュニケーションⅡ

英・理・ALTのTTで実施。
・「travel agency」「海外・国内研修報告」
・課題研究「考えるひた」「小中学校への実験出前教室in English」

2年SS1単位

c 海外研修
（マレーシア研修）

UPSI、UPM、KL Forest EcoPark、Putrajaya Presint9(1),JICAの5 か
所でそれぞれ研修

4泊6日、10名参加

d
国内研修

姫島ジオパークでの自然探究活動や、福岡県北九州市の科学施設・
企業等を活用し、最先端科学の研修などを行った。福岡女子大学に
おいて留学生に対し、英語を用いたポスターセッションも実施した。

3泊4日、２3名参加

e
関西最先端科学

研修

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
設において、体験学習を中心とした研修を行った。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、SSクラスの下地作りとした。

3泊4日、38名参加

ｆ OSSコンソーシアム

台湾研修

OSSコンソーシアムメンバーの2年生3人が参加した。国立花蓮女子
中学、国立交通大学で研修に取り組んだ。

3泊4日、3名参加

ｇ 校内の発表会 SSH課題研究中間発表会SSH課題研究発表会SSH成果発表会

ｈ
SSH講演会 1回実施 (株)ライゾマティクス代表取締役 斎藤精一氏 全校生徒対象
SSトーク 4回実施 参加者のべ423名

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年次から積み上げることで、生徒がかなりの英語での発表力をつけてい
ることが独自アンケートからも確認できる。SSCⅠ、Ⅱの授業内だけでなく、様々 な場面で英語を
用いてプレゼンテーションや発表をする機会はかなり多くなってきているのがその動機づけとなっ
ている。

b
SSコミュニケーションⅡ

英語を用いての発表を学校内だけでなく外部に赴いて発表する機会もあり、外国人との交わりも
含めて1年次よりもより実践的におこなっており、その英語運用能力を高めている。

c 海外研修
（マレーシア研修）

事前研修を含めて生徒の満足度の高い研修となった。実施後のアンケートも極めて良好な結果
が出ており、それを裏付けている。

d
国内研修

生徒は積極的な参加状況であり、生徒の満足度の高い研修となった。特に福岡女子大学におけ
る英語プレゼンテーションはアンケートでも肯定的意見が多かった。。ただ、他の研修についても
肯定的意見がほとんどを占め、研修の充実度を表している。

e
関西最先端科学研修

事後アンケート結果はやはり良好な結果であった。特に研修の充実度を問う問いには昨年に続
き、100％の生徒が肯定的意見を述べている。また2年次のSSクラスの期待度も96％というこ
とで、所期の目的を達成しているといえる。

ｆ OSSコンソーシアム

台湾研修

国立花蓮女子中学、国立交通大学それぞれにおいて、発表を含めて高いレベルの研修に取り組
んだ。海外の高校生と触れ合うことで得た刺激は非常に大きな財産になるであろう。

ｇ
校内の発表会

3 回のそれぞれの発表会において、生徒たちは大変な緊張感の中で課題研究の発表に挑んで
いる。ただ年々 そのレベルは上がってきており、学校内外から高い評価を頂いている。日田高校
のSSH事業の成果はこの発表会で確認できる。生徒の満足度、達成感共に非常に高い。

ｈ SSH講演会
世界的に活躍するクリエーターによる、世界や日本全国に影響を与えることのできるものづくりの
講演会は、多くの生徒達を魅了した。アンケート結果でもそれが確認できる
さまざまな形式4回実施したが、基本は希望者のみの参加のため満足度は高かった。

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)

1. 第53回研究大会では「地学」を共通テーマに小・中・高の
順に研究授業を実施、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、様々 な意見が出された。

2. 3回の理事会と事前・事後アンケート及び分析を行った。

全県からの小・中・高の理科教
員62名が参加
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b
ひた科学の遊び実験

フェスタ(小・中・高)

ボランティアスタッフとして生徒が参加した。その一部は、6
つのブース(SSクラス2ブース、科学部4ブース)を運営。

1,2年生79名参加
小学生1300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)

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、夏休み中に科学の甲子園全国大会の過去問を題
材に学習支援を行った。

1,2年生10名
日田市内中学生6名参加

d
小中学校への科学
実験出前教室in 
English(小・中・高)

日田市立光岡小学校(6 年生)と日田市立東部中学校(1 年
生)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・授業を行った。

2年SSクラス33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)

1、高輪台高校SSH成果報告会 2年生4名参加
2、日田高校2 年生課題研究中間発表会と自然探究フィー

ルドワーク
高輪台高校生徒4名 2年生SS30名

1年生SSクラス希望者 38名

f

OSS【大分スーパ
ーサイエンス】コン
ソーシアム

(高・高)

大分舞鶴高校のSSH事業の一環であり、全県から生徒が集
まり（30 年度22 校）、科学的な研修に取り組む。コア5 校
(舞鶴、上野、豊府、佐伯鶴城、日田)のメンバーであるため、
計画されたすべての研修に参加した。

1年10名、2年3名

実践の結果

a
日田地区小中高
理科研究協議会
(小・中・高)

研究会はこれまでは日田地区のみの教員の参加のみであったが、今年度から方針を変え全県
から参加を募ったため小中高の教員62 名が参加した。協議会の研究成果を全県で共有するこ
となり、その効果は大きいものと感じた。

b
ひた科学の遊び実験

フェスタ(小・中・高)

参加児童生徒は1300名で昨年度よりも増加し、過去最高の人数であった。地域にSSH事業の
成果を還元し、地域の科学的素養を高める貴重な機会となっている。

c
科学の甲子園ジュニ

ア日田地区中学生サ

ポート (中・高)

参加した中学生、または引率教員からは、肯定的な意見が多く出された。理科好きな子供の育
成に繋がったことが伺え、地域における科学教育の一端を担ったといえる。本校の「科学的人材
育成」・「地域創生」、また本校参加生徒のキャリア教育の一貫して実施。

d
小中学校への科学
実験出前教室in 
English(小・中・高)

原稿執筆時、未実施のため検証不能。

e

東海大学付属高輪
台高等学校との連
携事業

(高・高)

参加生徒が発表会への参加についてアンケートで肯定的、満足感の高い意見を述べており、そ
の効果はかなり高いと感じる。他校の生徒やタイの高校生とも積極的に交流、コミュニケーション
をとっており、国際性の向上を図ることができた。
全体を通して「関心・意欲が増した」または「もともと高かった」という数値や、「有意義であった」と
いう数値が高い。特に『中間発表会』『別府フィールドワーク』の3 つは1００％の生徒が有意義で
あったと回答している。高輪台高校との交流は96％の生徒が肯定的意見としており、良好な結果
となった。また『九州北部豪雨被災地において学ぶ』については新たな視点での試みであった。
本校SSHの主題である「地域創生」と、一年次のSS探探究科目「Water Science」の内容をつな
げるものとなった。

f

OSS【大分スーパ
ーサイエンス】コン
ソーシアム

(高・高)

OSSフェスタの「考えるOSS」では本校の出品した「100人乗っても大丈夫！」が最優秀賞を獲得
し、3年連続の最優秀賞となった。「考えるOSS」については各校で様々 なアイデアが出されてお
り、生徒達の発想力や独創性を高める機会になっている。つくば科学研修での研修内容は最先
端、トップレベルのものばかりであり、生徒の知的好奇心と学習意欲を高めている。さらに他校の
生徒と共に共同生活し、グループ活動、実験などに取り組んでおり、積極的に人間関係を築きあ
げた。

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（網掛け部分が新規実施）

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（網掛け部分が新規実施）

月日 実施内容 対象

4月 第1回授業改善推進委員会 担当教員

5月2日 授業改善に向けた校内研修 全職員

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

6月6～25日 第1回校内互見授業 全教員

7月26日 SSH研修会（SSH推進委員会） 全職員

6～7月 1学期授業アンケート実施 全教員

9月 第2回授業改善推進委員会 担当教員
10月10日～11月2日 第2回校内互見授業 全教員

10～11月 第2回管理職による授業観察および事後面談 教員48名

10～11月 2学期授業アンケート実施 全教員

1月 第3回授業改善推進委員会 担当教員

2月 第4回授業改善推進委員会 担当教員

月日 実施内容 対象

5月19日 九州大学筑紫キャンパス大学院オープンスクール 1，2年100名

5月26日 三学会合同宮崎大会高校生ポスターセッション 科学部2名

6月13日 3年 課題研究発表会 1年生全員+2,3年SS+保護者

7月3日 探究Ⅰポスターセッション 2年SS

7月15日 日本生物学オリンピック 本校49名＋他校23名

7月27,28日 テルモ生命科学財団 サイエンスカフェ(東京) 2年2名

7月29日 第9回「サイエンスインターハイ＠SOJO＆公開セミナー」 3年SS(27高校,762名参加)
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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（網掛け部分が新規実施）

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

7月 WaterScience「花月川での生物調査フィールドワーク」 1年200名

8月7日 全国総合文化祭長野大会自然科学部門地学部門 科学部4名

8月8～9日 SSH生徒研究発表会(神戸) 3年SS5名

8月20日 水圏森林フィールドワーク(蓼原湿原) 2年SS+1年希望者

8月23日 第1回運営指導委員会 担当教員

8月25日 九州大学未来創成科学者育成プロジェクト 2年2名

9月16日 日本植物学会第82回大会高校生ポスターセッション 科学部8名

9月18日 水圏森林フィールドワーク(大肥川) 2年SS

9月19日 SSH講演会 全校生徒

9月19日 探究基礎Ⅰ「地域探求Ⅰ」事業所訪問 1年200名

9月29日 SSトーク「リケジョ説明会」荒木薫氏、仁田亜由美氏 1，2年17名

9月30日 九州大学アカデミックフェスティバル2018 2年生10名1年生3名

9月30日 九州大学アカデミックフェスティバルポスター部門 科学部8名

9月 神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞出品 3年SS43名

9月 第62回日本学生科学賞応募 3年SS5名

10月3日 第61回全国学芸サイエンスコンクール 科学部

10月15日 SSトーク 五島祐佳氏（野村証券社員) 1，2年22名

10月26日 SSH授業研究会 全教員

10月26日 次世代応援地産地消商品開発コンテストスイーツの部 HLR部4名

10月28日 第59回科学クラブ研究発表大会 科学部19名

10月29日 大分県高等学校文化連盟科学専門部57回科学クラブ研究発表大会 科学部

10月 東京理科大学 第１０回 坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト 科学部9名

11月3日 科学の甲子園大分県予選参加 1，2年18名

11月9日 第62回日本学生科学賞大分県予選 科学部12名

11月17日 バイオ甲子園2018 科学部5名

11月18日 第2回高校生「ひたジビエレシピグランプリ」調理部門 HLR部8名

12月11日 第62回全国学芸サイエンスコンクール 科学部6名

12月15日 高校生課題研究(数学・情報)ポスター発表会＠九州大学2018 科学部3名

12月16日 第16回神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞 科学部

12月16日 中高生のための学会サイエンスキャッスル2018 科学部6名

12月19日 九州水フォーラム2018（福岡市） 教職員3名

12月19日 WatersScience課題研究学年発表会 1年200名

12月22日 高文連家庭専門部研究作品コンクール調理製菓部門 HLR部2名

12月26日 2年SSクラス課題研究中間発表会 2年SS30名+来年度SS38名+高輪台高校4名+保護者

1月7日 第102回 日本生物教育学会全国大会 2年SS ラバーハンドイリュージョン班4名

1月9日 探究基礎Ⅰ「地域探究Ⅰ」事業所別発表会 1年200名

1月14日 数学オリンピック大分県予選（大分西高校） 1，2年14名

1月16日 探究基礎Ⅰ「地域探究Ⅰ」学年発表会 1年200名

1月18日 探究基礎Ⅱ「地域探究Ⅱ」課題研究学年発表会(ポスターセッション) 2年200名

1月29日 日田高校SSH成果発表会(パトリア日田) 1，2年400名+保護者

1月29日 第2回運営指導委員会 担当教員

1月30～2月1日 関西最先端科学研修 来年度SSクラス予定者38名

2月2日 九州高等学校生徒理科研究発表大会生物・ポスター部門部門 科学部6名

3月17日 日本生態学会第66回神戸大会 2年SSミツガシワ班

3月21日 第3回IBLユースカンファレンス 科学部＋WS１班

月日 実施内容 対象

4月29,30日 ユネスコ未来ミーティングin松山 2年生2名

7月16日 テキサスからの留学生との交流 12名来校

9月22日 第67回大分県英語弁論大会 2年生

10月14～19日 マレーシア海外研修（4泊6日）、国内研修（3泊4日） 2年SS(10名+33名)

10月27日 タイ王国・アラブ首長国連邦学生との交流（高輪台高校成果報告会） 2年4名

12月25～27日 OSS台湾科学研修 2年SS3名

月日 実施内容 対象

5月20日 OSS（大分スーパーサイエンスコンソーシアム）開始式 1，2年7名

7月14日 科学の甲子園ジュニア 中学生への学習サポート1 近隣中学校15名+1,2年生希望者10名

7月21日 OSSフェスタ(大分) 1，2年13名

7月25～27日 OSSつくば科学研修(つくば市) 1年7名

7月31日 科学の甲子園ジュニア 中学生への学習サポート2 近隣中学校24名+1,2年生希望者13名

8月8日 科学の遊び・実験フェスタ 科学部5名

10月9,10日 SSH九州地区交流会（佐賀致遠館高校） 教職員5名

10月27日 東海大付属高輪台高校との連携事業1(高輪台高校成果報告会） 2年4名

11月22日 第53回日田地区小中高理科研究協議会研究大会 公開授業(三好小、三隈中、日田林工) 日田市内小中高理科教員+全県より計62名

12月24～26日 東海大高輪台高校との連携事業2 (被災地フィールドワーク等) 来年度SSクラス38名+高輪台高校4名

1月26日 OSSコンソーシアム成果発表会 1，2年13名

2月26日 小中学校への科学実験出前教室in English (三隈中、光岡小） 2年SS33名
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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 P58➍ (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）

※各開設科目の記述はそれぞれの項目にて

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、以下表)とマイプラ

ン(各個人)を作成し、校内研修を通して「発問の工夫」に係る全教員の共通理解の周知と、互見授業等により授業改善を

図った。互見授業では日田高 AL5 項目を観点とする評価シートを用いて、授業の良さと課題を相互に共有しながら改善

策を検討し授業者に必ずフィードバックを行った。また、定期的に授業改善推進委員会を実施し、PDCA サイクルの特に

C(評価)、A(改善)を重点に、9 月には中間評価・改善策の検討、年度末に年間評価・次年度の改善策の検討を行い、授

業改善の状況を全体で共有した。

項目 目標等

① 授業改善テーマ 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

② 授業改善の重点 思考力を育成する発問と指導と評価の一体化を目指した評価問題の作成

③ 取組内容
・「思考力・判断力・表現力」を育成する効果的な発問及び主体的・対話的で深い学びの追求
・教科会議の活用による思考力を見取る評価問題の改善と質の向上
・各教科目における「付けたい力」の明確化

④ 取組指標
・毎時間、思考力を育成するための発問を設定する。
・教科会議を通して考査問題・日田高模試等の事前事後の検討を毎回行う。
・シラバスに「付けたい力」を明示するとともに、評価問題との連携を図る。

仮説

授業改善により、全教員の教科指導力の向上と、「基礎力・思考力・実践力」を生徒に育成するとともに、２年後に迫った

大学入学共通テストにも対応した学力を身に付けさせることができる。さらに、この取組により授業が活性化され、「主体

的・対話的で深い学び」が実践されるようになり、生徒の学びの質の変容が期待できる。以下の項目を検証指標とする。

生徒「授業評価」アンケート ・「思考力が身についていると感じる」 ７0％以上。

・「協議や発表など主体的に学び合う場面がある」 ８0％以上。

教員「互見授業」評価シート ・「思考力の育成に係る肯定的評価の割合」 ７0％以上。

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 総合的な学習の時間 1 第1学年

普通科 Water Science 1

普通科 SSProgramming 1

普通科 探究基礎Ⅱ 1 総合的な学習の時間 1 第1学年

SSクラス 探究Ⅰ 3 総合的な学習の時間 1 第2学年

SSクラス 探究Ⅱ 1 総合的な学習の時間 ２年 第3学年

情報(社会と情報) 2 第1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
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（1）管理職による授業観察および事後面談

回 日程 対象

第1回 5月～6月 48名（主幹教諭・指導教諭・教諭・臨時講師）

第2回 10月～11月 46名（主幹教諭・指導教諭・教諭・臨時講師）

（2）授業改善推進委員会

回 日程 議題

第1回 4月
・ 平成30年度日田高校スクールプランについて
・ 授業改善に係る本校の取組概要について

第2回 9月

・ 生徒授業アンケート(7月)及び互見授業(6月)の検証・改善策の検討
・ 評価問題の共有化について
・ シラバスへの「付けたい力」の明示について
・ 下半期の取組について

第3回 1月
・ 生徒授業アンケート(11月)及び互見授業(10月)の検証・改善策の検討
・ シラバスへの「付けたい力」の明示について
・ 年間評価及び次年度の計画

第4回 2月 ・ 次年度の計画

（3）授業改善に向けた校内研修

5 月 2 日 「付けたい力を意識した密度の濃い授業とは～指導と評価の一体化を目指して～」

講義 （指導教諭 秋國勲） → グループ協議 → まとめ

・ 思考力を育成する効果的な発問 ・ 思考力を見取る評価問題の工夫 ・ 協議：発問に係る事例検討

（4）校内互見授業

授業見学・評価シート（「互見授業 観察の視点」に沿った授業評価）を通して、自らの授業力の更なる向上と授業改善マイプランの

達成を目指した。特に、「日田高 AL5 項目」を踏まえ、「発問の工夫」による「生徒の思考力の育成」と「対話や授業展開の工夫」

による「生徒の活動・モチベーションの促進」等に着目し、自己の授業に生かせるように見学した。授業見学後は互見授業評価

シートを見学者から授業者に渡し、相互にフィードバックを図った。

回 日程 対象

第1回 6月6日（水）～6月25日（月） 見学グループ内から1名、それ以外から1名の授業を見学（計2回）。

第2回
10月10日（水）～11月2日（金）
10月26日（金）SSH授業研究会

見学グループを再編成して実施。方法は第1回と同様

（5）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、その改善策の検討・実践により、授業改善

マイプラン及びスクールプランの達成を図った。

授業に関するアンケート項目 (生徒用) 

学習活動

1．予習をして授業に臨んでいる。
2．授業の復習をしている。
3．授業の内容を理解できている。
4．授業の目標やねらいを、毎時間つかむことができている。
5．授業を通して基礎・基本が身に付いている。
6．授業中、意欲的・主体的に考えている。

授業内容

7．先生の授業はわかりやすい。
8．先生の質問によって、毎時間、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．授業中、先生の声は聞きとりやすく、板書や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．課題の量は適当であると思う。（課題を十分消化できている）

⑤ 検証指標

生徒授業アンケートにおいて
・思考力が身に付いていると感じる生徒の割合70%以上。
・協議や発表など主体的に学び合う場面があると答える生徒の割合が80%以上。
互見授業の教員アンケートおいて
・思考力の育成に係る肯定的評価の割合が70%以上。
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(6)SSH授業研究会及び研究授業等

教科 国語 地歴公民 数学 理科 保健体育 英語 SS探究

1学期 0 1 2 0 0 2 0
2学期 1 1 4 1 0 6 1
3学期 1 1 2 0 0 2 0

（7）評価問題の改善

・教科会議にて考査問題の事前検討及び考査後の分析・改善を行った。

・特に思考力を見取る問題については、PDF 化して全教員で共有を図った。

（8）教科指導力養成及び授業改善等に係る研修

研修 概要 教科

指導教諭をリーダーとしたチームによる授
業改善の推進（県教委主催）

指導教諭の指導の下、先進校視察及び
研究授業の実施

数学、物理、英語

高等学校学力向上推進事業に係る「深い
学び研究会」（県教委主催）

「知識構成型ジグソー法」を用いた授業
研究及び研究授業の実施

国語、音楽

作問研修会（高教研進学指導部会主催） 自作の問題を持ち寄り、研究協議 数学、生物
中学校の授業研究会への参加 国語、数学

検証

日田高 AL5 項目を踏まえた授業評価や授業改善スクールプラン・マイプランの実践・検証、各種アンケートを実施する

ことによって、授業がどの程度能動的な学習形態に変容したかを客観的に評価した。

【1】 生徒授業評価アンケートの結果（抜粋、肯定的回答の割合、ｶｯｺ内は「強い肯定」）
質問項目 28年7月 30年11月

1.教員の質問により思考が深まる 88％（35％） 88％（44％）
2.生徒間で教え合いや意見交換の場面がある 83％（45％） 90％（58％）
3.授業の目標やねらいをつかめる 78％（22％） 84％（28％）
4.授業はわかりやすい 88％（42％） 89％（49％）
5.授業中、意欲的・主体的に考える 88％（38％）

〇ほとんどの項目で肯定的回答が高水準で推移 ⇒ 生徒にとって満足度の高い授業が継続

〇質問項目１・２で「強い肯定」に伸び ⇒ 思考力を育成する発問の工夫や「対話的な学び」が実践

【2】 互見授業評価シートの結果 （抜粋、肯定的回答の割合、ｶｯｺ内は「強い肯定」）
評価項目 28年10月 30年10月

発問の工夫 74％（21％） 76％（48％）
思考力・判断力の育成 85％（25％） 79％（50％）

〇「強い肯定」に伸び ⇒ 「発問の工夫」「思考力の育成」への教員の意識の高まりと実践

【3】 次年度に向けて以下の内容を計画

 「思考力を育成する発問」の取組継続

 「目標（付けたい力）」の明確化 、シラバスに目標（付けたい力）を明示

 評価問題の共有化による過年度比較や作問の省力化

➀ 授業研究会 生徒アンケート結果
質問項目 肯定的回答 強い肯定

質問により思考が深まる 98％ 80％

教え合いにより理解が深まる 99％ 87％

➀ 授業研究会 教員アンケート結果

質問項目 肯定的回答 強い肯定

授業では「発問の工夫」がされていた 86％ 36％

分科会での協議は有用であった 100％ 43％

➀ 授業研究会 外部参加者アンケート

質問項目 肯定的回答 強い肯定

思考力を育成する発問がされている 83％ 50％

本時の目標が達成されている 100％ 33％

学び合いを通して思考が深まる 100％ 50％

➀ SSH 授業研究会 10 月 26 日

目的 合教科型授業や教科横断的な研究協議を通し

て、自己の教科指導力の向上を図る

テーマ 「思考力を育成するための効果的な発問の工夫」

公開授業 5授業（ SSCⅡ、国語、地理、数学、英語）

外部参加者 高校14名、大学・ 教育委員会関係8名

➁ 中高の学びをつなぐ連携協議会 11 月 29 日

目的 中高の教員が授業展開の工夫を図ること等により

教科指導力と生徒の学力の向上を図る

公開授業 2 授業（英語、数学） 外部参加者 小学

校 4 名、中学校 8 名、高校 6 名、教育委員会関係 4 名

➂ 校内研究授業
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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 1～2 名と理科の教員 1 名の
計 2～3 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や新聞を用いながら学習
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 水と地域、国際社会 ケニアの水確保の状況に関する動画を見て、現状と改善方法についてグループで議論した。

4 水と災害
東日本大震災における津波被害の動画を見て、水がもたらす災害の怖さを確認するとともに、今後の対策について
グループで議論した。

5 水と経済
日本の井戸掘り職人が途上国に井戸を掘る動画や日本の企業が途上国の水質浄化を行う動画を見て、先進国が
途上国に対して支援を行うのに必要な条件についてグループで討議した。

 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）
生徒が各自持ち寄った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。

3
水質調査

（生態調査）
花月川でのフィールドワークをおこない、底生生物を採取・同定し、スコア値を求めて、花月川の水質について考察
した。

4 水質浄化
ペットボトルに、綿、珊瑚石、活性炭、麦飯石を詰めてろ過装置を作った。コーヒー牛乳，水槽の水（藻が繁殖してい
る）を通し、変化を観察・測定した。

5 ウォーターボール ペットボトルに変わる容器という観点から、ウォーターボール（Ooho）を作成した。

6 噴水実験
ローマ時代の、または江戸時代の日本の水事情について学んだ。その後サイフォンの原理を紹介したのち、サンクト
ペテルブルグの噴水について触れ、ペットボトルを使用し、生徒実験で噴水の原理を再現した。

 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、市議会議員、ＮＰＯ法人、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 P58➍ (3)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

中央大学 堀部貴紀講師

広島国際大学 中島正光教授

株式会社OTOGINO

株式会社日田天領水

サントリーホールディングス株式会社

旭化成ホームズ株式会社

株式会社ユニバーサルハウス

株式会社イカイ九州

株式会社テニスユニバース

株式会社山口油屋福太郎

九州ラグビーフットボール協会

一般社団法人日本野球機構

公益社団法人日本バドミントン協会

公益社団法人日本バスケットボール協会

公益財団法人日本相撲協会

公益財団法人日本テニス協会

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。



~ 17 ~

松本技術コンサルタント株式会社

三嶋電子株式会社

日産自動車株式会社

日本コカ・コーラ株式会社

大分県高等学校体育連盟

熊本県テニス協会

大垣ミナモソフトボールクラブ

日立製作所女子陸上競技部

福岡ソフトバンクホークス

公益財団法人日本ソフトボール協会

公益財団法人日本卓球協会

宇宙航空研究開発機構JAXA

バイオミメティックデザイナー 亀井潤氏

 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】 P59,60 資料➍ (4) 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能力やものの見

方・考え方に関する項目について有意な増加がみられる
 地域・国際貢献に関する項目についても有意な増加がみられる。これは、1 学期に実施した社会科学的分野の学習や、

2 学期に実施した課題研究により、興味・関心が喚起されたものと考えらえる。

【2】 WaterScience授業独自アンケート分析

 4・9 月と 2 月を比較すると、水に関して興味があ
る生徒が多少増加していることから、課題研究に
より多少、興味・関心が喚起されたと考えられる。

 3 回のアンケートを通して、水に関する研究をし
たい、あるいはグループ活動が得意と答えた生
徒の数に有意な増加がみられないことから、課
題研究を通して探究活動やグループ活動の難し
さを実感した生徒が多いと考えられる。研究やグ
ループ活動における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新聞等の資料から明確な
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。昨年夏に経験した北部九州豪雨をきっかけとして、水の確保や水害について特に意識
しながら学習を進めることができた。

【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を身につけていく様子が見えた。また、河川のフィ
ールドワークを行うことにより、水質調査や生物同定の技術を学び、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

⑴ 1・2 学期前半の学習による水に関する興味・関心に対する効果が見られなかったことから、社会・科学分野の学習内

容を見直す必要がある。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。

⑵ 探究活動を通して研究及びグループ活動に対する意欲の向上が図れなかったことから、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つつ、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。

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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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」の 3 つを考え、それぞれの基本的な修得と熟練に向けて授業を行った。また、Programming の学習を通
して、プログラム的思考力の育成を目指した。さらに、SSProgramming 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。上記、仮説に関する検証方法は、学期末の記述試験、実技試験、生徒に対しての質問用紙を用い
た調査(「⑥ 非常によく当てはまる」～「① 全く当てはまらない」までの 6 件法で、それぞれを得点化)によって明らかにした。

時期 単元 実施内容 教科との関連

4 Word Wordの基本的な操作方法 SS探究教科全て

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

9～11 Excel 数値データを解析 SS探究教科全て

12～2 Programming
scratch2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

検証
【1】 SSP独自生徒アンケートよりその結果と分析（6件法、N=200）
 21 世紀に生きるための基本的な情報リテラシー
1) PC の基本的な操作
2) PC での情報収集
3) 文書作成
 入学時でのＰＣ操作に関する基本的なスキルはすべて 5 以上となってお

り、中学校までに情報教育の基本的なスキルが身についていると考えら
れた。これを前提とし、SSP では汎用性のあるレポート作成、プレゼンテー
ション、データの処理・集計等を行うとともに、スクラッチによる論理的思考
力の育成を図った。

 Word, PowerPoint, Excel の操作
4) パソコンでプレゼンテーション用のスライドを作成できる
5) パソコンでデータの計算・処理や分析をできる
6) パソコンのさまざまなソフトを利用してレポートを書ける
 この 3 項目については 4-10 月間では、いずれも 1 ポイント以上の向上が

みられる。4 月当初の単に文章を入力することから、プレゼンテーションや
データ分析、レポート作成という実用的な技能の向上が顕著にみられた。

 Word、Excel、Wordと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。

 プログラミングとクラウドコンピューティングについて
9) パソコンでプログラムを作ることができる

13) Google ドライブなどのクラウドシステムを使うことができる
 4 月よりも 10 月のアンケートにおいて、プログラミングについて評価は高く

はないが伸びている。
 クラウドの利用については、5月からSSPでの本格的な使用や WSSSC 等の授業

でのレポートや作品の提出に利用しており、スキルは高まっている。
 スクラッチを用いたプログラミングについては、昨年より時間をかけて行った。小

学校でも 2020 年からプログラミング教育が始まり、その内容も、ICT を活用して
問題を発見したり、解決したりすることが求められている。スクラッチ 2 を用いた
プログラミングを行ったが、2019 年にはスクラッチ 3 が発表され、プロジェ
クトも高度なものになってきている。現在はまだゲーム的な要素の学習が
主であるが、表現や構成に工夫を凝らした作品に取り組み、制御や計測
などに利用も挑戦させたい。

 情報活用能力の深化
7) パソコンの様々なソフトを利用して発表資料を作ることができる。
8) パソコンを利用して解決すべき課題を解決することができる。

14) 様々な授業場面でパソコンを有効に活用することができる。
 SSP で学習した基本的な情報リテラシーは、教科横断的に様々な場面で

活用されている。特にパソコンを利用して発表したり、課題を解決したり
する能力は伸びていることがわかる。SSC や WSで PP を使ったプレゼン
テーションをする機会が多く SSP を基礎とした情報活用能力が深化していることが確認できた。
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【2】 まとめと今後の課題
前年度と同様に SSP の授業において、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が認められた。

SSPが現在の1単位の中で基礎を学び、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
ることが確認できる。

ただ、アンケートで、パソコンよりもスマートフォンの方が利用率が高く、パソコンには苦手意識を持っていることが明
らかになった。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が、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、携帯の情報端末としての利用を考えていく。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。

探究アクティビティ

研究内容・方法
・ 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。
・ 探究活動を行う中で、論理的思考力、数的処理能力を身につける。
・ 基本的にはペアや 4～5 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する。
・ 週 1 回の担任会の中で、主担当へ指導案を提案する。
・ パワーポイントや実際に使用する器具を用いて、授業展開について検討する。
・ 授業での指導は指導案に従い各主副担当が指導。
・ 班内で「話し合い」、「検討」、「気づく」に足る十分な時間を与えるよう心掛ける。
 授業展開

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 2
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 ペーパータワー 1 チームビルディング 限られたペーパーでどれだけ高いタワーを作れるかを競う

3 ブラックボックス 1
探究心・好奇心・科学的な解
決手法の学習

仕切りや金属製の玉などが入った不透明な黒い箱の中身がどうなっ
ているかを考える

4 ハノイの塔 2
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】P59,60 資料➍ (4) SS探究教科共通アンケート結果より

 項目 1～3 で、4 月に「当てはまる」と答える生徒が多かった。要因としてゲーム性の高いアクティビティを、グルー

プで考え・協力することで学習への意欲が向上したためと考える。

 項目 4 の協調性、リーダーシップの項目に「当てはまる」生徒が少ない点は、入学当初でコミュニケーションがとり

にくく、十分な協働には至らなかったことが考えられる。しかし、アンケート後もアクティビティは続いたため、次第

にリーダーシップを発揮する生徒も見られた。
【2】 所感等

 初めて「探究基礎Ⅰ」を担当する担任が多かったため、指導案等を通して入念に授業展開を確認した。
 生徒の感想には「初めて知るゲーム感覚の活動から、知識だけでなく共同作業の大切さを学んだ」という感想が多

く見られた。

地域探究Ⅰ

( c) 探究基礎Ⅰ

仮説

「探求アクティビティ」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。

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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研究内容・方法
・ 地元企業や事業所の事業所訪問により、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、疑問点や各事業所

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
課題研究の題目は P58➍ (3)課題研究テーマ一覧に
まとめて記載。

 事前、事後学習
1. 地域探究の前に探究ガイダンスを行い、疑問を

持つことの重要性を理解させた。
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. 事業所訪問後は、事業所の特色を活かし、「日田の課題」の解決策を考えさせた。
4. 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、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。
 地域探究のまとめ・発表について

1. パワーポイントの作成
・ 各班のパソコン係が主になってスライドの作成を行う。おおまかな内容は班員で用紙に下書きをする。
・ 空想的な「マジックワード」に留意し、具体的な解決策を考えるように促した。

過去のパワーポイントについての良い点・改善点を参考にした。
2. 新聞の作成
・ パソコン係以外の生徒はこの地域探究で学んだ事や考えたことを新聞形式でまとめさせた。
・ 地域の小中学校に配付するため、小学生・中学生を対象とした新聞作りとした。
・ 「相手に伝えること」、「興味を引きつけるには」を意識させて指導を行った。

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。
・ 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、最優秀班を一班決定した。

検証

【1】P59,60 資料➍ (4) SS探究教科共通アンケート結果より
 4 月との比較で資質・能力の向上が見られた。特に ICT 機器の利用スキルや、プレゼン能力を持つと答える生徒が

増加しており1 年次における探究科目によって多くのプレゼンを経験したことが関係していると思われる。
 一方、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。要因としてプレゼン作成の

期日にゆとりがないこと、課題や学校行事と重なり生徒への負担が重くなったことが考えられる。生徒が十分な課題
発見・検証を行うことができるよう改善が必要である。

【2】所感等
 昨年度と同様、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。また、入学後の仲間づくりとしても役立った。
 事業所を一つ増やすことで、分野の多様化と一班ごとの人数を抑えることができた。一方で、教員が分散したため指

導が難しくなった事業所もあった。
 事業所との打ち合わせの中で、昨年度の内容に対する指摘を頂き今年度に活かした。また、過去の発表データを見

せゴールイメージを持たせながら指導ができた。
 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。生

徒の中には、地元企業についての知識が乏しく、今回の活動で多くの知識・情報を得られたという感想も多かった。
 探究活動が深められるようにガイダンスや担当者の指導を行なった。しかし仮説を検証する班は少なかった。
 WS以外の他教科（SSC・SSP）でも発表活動を行っており、相乗効果を得ることができた。
 学年を横断した班編成でなくクラス内で班を構成するなど、SSC との連携ができるように班編成の方法を変更した。
 次年度SSクラス希望者は38 名であり、1 年次のSSH 関連事業を受けて興味・関心を持つ生徒を育てることができた

ととらえている。

段階 取り組む内容

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 クラスを解体してのグループ分け 各事業所8班

5 事前学習

6 事業所訪問 9/19

7 探究活動・まとめ・アイディア創出

8 パワーポイント及び小中学生向けの企業紹介新聞の製作

9 発表練習

10 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1/9

11 学年発表会 各グループの代表7 班が発表、学年代表1 班を決
定 1/16

12 成果発表会 学年代表1班が発表（コクボ班） 1/29
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研究方法・内容
授業は、2 年生 SSクラス(33 名：男子 11 名/女子 22 名)を対象に週 3 単位(連続したコマ)を基本に、理科教員 8 名、数
学教員 1 名、保健体育教員 1 名、家庭教員 1 名、実習教諭 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。研究テーマの決定は、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( ① ④「 とても当てはまる」～「 全く当てはまらない」までの 4 件法で、それぞれを得点化)による調査を行い、授業
を通じての生徒の変容を確認するために 10 月と2 月（実施予定）に再び質問紙による調査を行った。

※前年度からの改善点
1. 研究時間確保のため4・5月の授業内容簡略化
2. 2．12月の中間発表をステージ発表からポスター発表へ変更

 年間指導計画
時期 内容 身に付けること・学ぶこと 関連カリキュラム

4・5 研究方法論 研究に関する基本的な知識・技能

6 研究テーマの検討 研究分野ごとの基本的な知識

7～11 研究 科学的思考力等 蓼原湿原ﾌｨー ﾙﾄ゙ﾜー ｸ 大肥川水質調査

12 中間発表会 科学的表現力（ポスター発表）

1～2 研究 科学的思考力等 各種学会発表

3 成果発表会準備 科学的表現力（ＰＰへのまとめ）

 研究テーマと担当者
課題研究の題目は P58➍ (3)課題研究テーマ一覧にまとめて記載。

検証
【1】P59,60 資料➍ (4) SS探究教科共通アンケート結果より
Ⅰ 授業改善の視点について

・10 月の実施では、項目1，2，3 が低下傾向にあった。原因としては、研究テーマを決定した後は、その継続が主体であ
ること、発見や分析が主な内容となることから、思考を促す発問などがやりづらいことなどが考えられる。しかし、生徒の
活動の様子を観察するかぎりでは、生徒の様子はいきいきとし、数値を見る限りでは項目1，2はある程度潜在的に高い
状態にあるためと考えられる。

Ⅱ 科学的人材育成の視点について
・項目 7 の自分の将来や進路に役立つ、という点においては、今後の 3 年生に向けての進路を考え、SSクラスに進学し
てきた経緯も影響しているといえる。一方、答えのない問題を解決するなどの面については若干低下していた。これ
は、研究の会議内の担当教員による情報交換でも共有できている事であるが、課題研究が進むことで、様々問題に直
面し、未だ十分にそれが解決できていないことが原因と思われる。もしその仮説が正しいなら次年度の探究Ⅱにおい
て、課題研究の研究が進む中で、この値が増加することが期待できる。

Ⅲ 国際的人材育成について
・マレーシア海外研修に参加しなかった生徒がクラスの 3 分の 2 を占めるので、項目 12，13，14 で低下が見られるのは

仕方ないことかもしれない。参加希望をしていながら選抜に漏れた生徒も 10 名弱いるので、選抜後の調査でモチベ
ーションが下がっていた生徒もいたはずである。項目 15 については、学年の朝学習などで小論文を意識した題材を
多く取り扱っていることもあり、日頃からの関心が高くなっていると考えられる。

Ⅳ 地域創生・地域の科学力の向上について
・項目 18 の国や地域の科学技術の向上に関しては、微増の傾向が見られた。これは、課題研究の経過で、自分たちの
研究をよりよいものにするために、科学的思考を重ねたことと、様々な文献や情報をインターネットなどで調べ上げたこ
とや、もとから科学方面に興味・関心の高い生徒が集まった SSクラスの特性のためと考えられる。

【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、生徒の多様な力を育てることが推測でき、その教育効果は
高い。特に科学的思考力は、一般的な理数の授業スタイルでは育成が難しいと思われる中、探究Ⅰでは、確実に育成
できている。また、昨年度からの改善点であった教育的効果の評価方法は、生徒への質問紙を用いた自己評価以外
に、担当教員による研究ノートの評価や、改善されたルーブリック、それを利用した 1 学期末のポスター発表などに取り
組んだ。これらの改善を進める中で、今後も探究Ⅰをより教育効果の高いカリキュラムにするために、教育効果の検証
を行う必要もあると考える。

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。

( f ) 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）。昨年度から始まった授業のため、今年度は前年の反省を踏まえ
て少しずつ改良を加えながら進めた。年間スケジュールは以下の表の通り。

4・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

日田を知る 講演会 フィールドワーク 中間発表会 研究 成果発表会
振り返り

進路学習
日田の魅力と課題

(KJ法)
地域の取り組み

を学ぶ
班ごとに企業を

訪問する
仮説

(パワーポイント)
仮説の検証

提言
(ポスターセッション)

発表の見直し

 昨年度との変更点
1. 6 月の講演会を 4 回と、昨年度の倍、実施した。日田は自然豊かな土地で農業も盛んである。しかし昨年度は農業

や林業について調べる生徒が少なかった。これは生徒が第一次産業についての知識や理解が乏しいためだと考
え、講演会で農業協同組合の組合長にお越しいただいた。このことによって元から農業を仕事にしようと思ってい
た生徒の意欲喚起に繋がったと同時に、文系の中にも農業に興味を持つ生徒が生まれ、文理の垣根を超えた研
究を進めることができた。また日田市以外の取り組みも知り、自らの住む町を客観化することも必要だと考え、豊後
高田市からローカルデザイナーを講師に招いた。地域おこし協力隊としても働いている若い講師の行動力も生徒
に良い刺激を与えることができた。

2. 昨年度 9 つあった研究分野を 6 つに削減した。研究をしても行き詰ってしまった分野を統廃合し、様々な意見が出
やすいように班員の数も増やすよう班編成を試みた。研究班は 6 分野で 30 班（下の一覧を参照）。

3. 昨年度は夏季休業の間に、自分の研究テーマに近い日田の企業にまず訪問し、修学旅行で東京に行った際、探
究基礎Ⅱの班で関連企業に訪問した。これにより都会の取り組みも学ぶことができていた。しかし 2 回のフィールド
ワークがきちんとリンクした班は多くはなく、ただ見学をして終わった班もあったとの申し送りがあった。よって今年
度は修学旅行において探究基礎Ⅱの班での行動は無くし、クラスの班で行動した。ただし東京で訪問する企業を
選定する際は「グローバル化」または「地域創生」に関わる活動をしているところに限定し、それぞれが地域創生に
ついて学んだことは探究基礎Ⅱの研究にも生かすということにした。

 課題研究（フィールドワーク）におけるテーマと連携機関等
課題研究の題目は P58➍ (3)課題研究テーマ一覧にまとめて記載。

 中間発表会・ポスター発表会について
・中間発表会（10 月 19 日実施）：それぞれパワーポイントを作成し、フィールドワークを踏まえての地域創生に向けた仮
説と今後の展望を発表しあった。分野を横断させ、様々な視点から意見が出るようにした。質疑応答の中で自分たち
の班に欠けているものを見出し、その後の研究に生かすことができた。

・ポスター発表会（1 月 18 日実施）：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。
昨年度と違い、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。

検証
【1】 P59,60 資料➍ (4) SS探究教科共通アンケート結果より
 特に項目 4「協調性・リーダーシップ」と 6「説明・プレゼン能力」が向上したと実感している生徒が多いことが分かる。

文系と理系の垣根を越えて班編成を行ったことや、中間発表会とポスター発表会の 2 回、方法の異なる発表会を設
定したことが要因と考えられる。これらの要因と夏のフィールドワークによって項目 3「コミュニケーション能力」も向上さ
せることができた。

 項目 9「実生活の見方・考え方」の変化や項目 16「日本や地域に関する興味・関心」の高まりも起こっていることが分か
る。これについては【3】の生徒の感想をもって分析とする。

 目標としていることの向上が見られたことは喜ばしいが、本来は項目 1、7、17 の項目が伸びることが望ましい。発表会
でのパフォーマンス能力ばかりに目が向きがちな現状は改善しなければならない。年度当初にこの授業の目的を担当
教員全員と生徒で確実に共有しておく必要がある。

【2】探究基礎Ⅱ独自生徒アンケートより（4件法、N=78）

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、地域を担う一員としての意欲を育て
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。形態の異なる発表会を2回設けることで、パワーポイントの技術やポスターセッションの能
力を身につけることができる。

( g ) 探究基礎Ⅱ
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 上記の独自アンケートから、生徒が住んでいる地域の魅力や課題を確実に学んだことが分かる。しかし問 2 について
は数値が低い。実際の研究はある一分野からしか地域の取り組みを深く掘り下げることができなかったため、また一年
という短い時間で研究を深めることができなかったためと考えられる。もっと生徒が自由に、そして時間をかけて探究
活動ができるよう、年間計画を再検討する必要がある。

【3】生徒の感想より （一部抜粋、発表会終了後1/25記入）
・ 「探究基礎Ⅱを通して答えのない問題について自分たちで解決案を出し、実際に検証してみることに楽しさを感じまし

た。私は経済学部に進もうか迷っていたので、この活動を行ったことで、より強い意志に変わりました。また、実際にフィ
ールドワークなどを行うことで地元の人の思いなどに触れる良い機会になりました。」

・ 「ただ漠然と、日田は嫌だ、日田を出るんだと考えていましたが、いかに自分が日田の事を知らないのかに気づく事が
できました。それを感じながら発表の準備をする中で、日田という町の豊かさを知り、地元を誇りに思う気持ちが芽生え
ました。」

・ 「提言を考えるのが大変で、様々な案を出しては手を加えたり考え直したりをくり返すうちに、根拠をつけて提言すると
いうことができるようになったと思う。『地域創生』を考えるにあたって、一時的な効果で終わらずに、長期的に盛り上げ
ていける方策を見つけていくのは、発想力や先を見通す想像力を身につけることにもつながったと思う。」

【4】所感等
この授業で地元・日田について真剣に考えることで、自己の内面に変化が起こった生徒も多くいた。ポスター発表会で
来賓からいただいた「ぜひ将来、日田を盛り上げる中心になってほしい」という言葉の通り、将来地域を担う人づくりに寄
与できたと考えられる。

研究内容・方法
1. 2 年生文系 2 クラスの生徒全員（79 名）を対象として、各クラス週 1 時間実施。
2. 年間を通して、1 班 4 人のグループ学習による協働学習スタイル（SS教室にて実施）。
3. テキストは、慶應義塾大学出版会『論理コミュニケーション第 3 版』。
4. 外部講師による遠隔配信授業による T.T.のスタイルを 7 月以降実施。そ “ ”の開始までは、 地ならし 的エクササイズを校

内 だけで実施。
5. 担当教師は、2 クラス共、国語科 1 名、数学科 1 名。これに、遠隔配信授業実施時は外部講師が加わる。
6. 年に 3 回「学習効果測定」のための検定（一般財団法人 SFC フォーラムによる）の受検を行い、「論理コミュニケーション

力」を記述式で計測した。 ※この科目の実施は、平成 29 年度 2 年生に続き、今年度 2 年生で 2 期目である。
 年間指導計画（全34時間）
月 単元名 時間 指導する内容

4

～

6

論理的に考え伝える素地

“ ”を養うための地ならし と
しての論理エクササイズ

8
○ 「論理的に考える」力をつける

・論理パズルを解き、論理的に考える素地を養う。
・「三段論法」「逆・裏・真・対偶」など代表的な論理的思考法を学び、論理的に考える力をつける。

7

～

12

自分の経験・見聞した「事
例」に基づき、論理的に
「設計」した上で書く力を
つける「論理コミュニケー
ション」

4

○ 「論理コミュニケーション」のプログラムを通じ、論理的に書くための「文章の設計図」を身につける
・『論理コミュニケーション』（慶應義塾大学出版会）の提唱する「文章の設計図」を用いて、「事例」を

適切に選択して論理的に記述する力をつける。
・身近な経験や事例を適切に選択することを通じ、文章を論理的に書く力をつける。
・外部講師との連携による遠隔配信授業を実施。
・学習効果を測定する「検定」を受ける（年3回）。
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問
４

問
３

問
２

問
１

とても 少し あまり まったく

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、論理的な表現の「型」を獲得すれば、それを克服できる。

( h ) SSLogic

問１ 住んでいる地域が抱える問題について知

っている

問２ 住んでいる地域の、活性化の取り組みを

知っている

問３ 「地域創生」の意味を知っている

問４ 住んでいる地域に対する魅力や愛着を感

じる

※この科目では本格的に班ごとの探究活動が始まる9月と最

後の発表会後の1月にアンケートを実施した
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1

～

3

自分の経験・見聞した「事
例」に基づき、論理的に
準備し話し合う力をつけ
る「論理コミュニケーショ
ン」応用

12

○ 発表会を行う
・2学期実施の「論理コミュニケーション」の発展学習として、「論理コミュニケーション」プログラムによ

る「文章の設計図」の復習を行う。
・自分の文章の「発表会」を行う（3月）。

○ 一年のまとめ

★ 「論理コミュニケーション」カリキュラム（3 学期実施「応用」版含む）

検証
【1】「学習効果測定」のための検定（「一般財団法人SFCフォーラム」による）結果を通じて

4段階判定
検定1回目（9月実施）

《出題》「食品ロス」減少への対策
検定2回目（10月実施）

《出題》自分の町の人口増加対策
検定3回目（12月実施）

《出題》18歳の投票率向上対策

判定Ａ 0人 0人 6人（7.8％）

判定Ｂ 0人 0人 4人（5.2％）

判定Ｃ 0人 17人（21.8％） 28人（36.4％）

判定Ｄ 77人（100％） 61人（78.2％） 39人（50.6％）

 9 月の第 1 回受検においては、「論理コミュニケーション」の授業スタイルが開始されて 4 回の授業を経ただけの受
検であったため、受検した全員が判定「Ｄ」という残念な結果になった。

 10 月の第 2 回受検は、9 月の受検から 1 ヵ月後という短期間での実施ではあったが、2 割の生徒が判定「Ｃ」に上
昇した。これは、当然ながら 9 月の第 1 回受検において浮き彫りになった各自の要改善項目についてのフィードバ
ックがなされ、その改善の結果と考えられる。

 12 月の第 3 回受検では、依然判定「Ｄ」止まりの約半数を除く生徒の約半数が、判定「Ｃ」以上となった。更に過去 2
回では 0 人だった「Ｂ」以上への到達者が計 10 人現れ、明白な成果を得ることができた。生徒の約半数が、初期状
態から向上したことになる。これは、それまでの授業を通じ改めて「『論理的』とはどういうことか？」を巡る理解の深
化・定着が進んだと共に、論述に用いる「事例」の選定への精度も高まった結果と分析される。

【2】生徒授業アンケートの生徒記述を通じて（2月実施）
○ 意見→ 根拠という流れを学んだことで、論理的な思考というものが身についてきました。先日ポスターセッションで

目上の人と話す機会があったのですが、その時に、与えられた質問に対して意見→ 根拠という流れで言うことがで
き、分かりやすく自分の考えを伝えることができました。

○ 国語の授業ではもちろん、他の授業でも、「論理的に」という言葉に敏感になりました。事実とは異なることを書いて
はいけないというルールがあることを前提に、これから書いていこうと思います。

○ 1 つの物事に対した時に、自分の意見を大事にして論理的に述べられるようになった。1 つ 1 つの事に、注意して
見ることができるようになった。

○ 論述をする時、経験・観察を書くことで説得力が増すということを学び、自分の中で経験・観察の価値が上がったよ
うな気がします。

○ 良い内容を書こうとするよりも、事例の内容から、より論理的に伝えられる文章を書こうとするようになった。
○ 自分の経験したことを、きちんと覚えておこうと心掛けるようになった。

○ 以前より、日々いろいろな情報を頭に入れようと、意識するようになった。
 ここでは、「文章を書くこと」そのものに限らず、「日常の身構え」の次元に変容が見られるようになったという点が、

“ ”注目に値する。何に関しても、 本番 以前の「前提」が重要である点は言うまでもないが、「論述」の前には、それ以
前に「事例」「観察」が適切に揃っていることが大前提となる。生徒の多くが、「論理コミュニケーション」での授業の
進展、及び検定 1・2 回目での「うまく行かなかった」経験等を通じ、「論理的に文章を書く」ためには「前提」たる「事
例」「観察」の力の向上・集積が平素の次元から不可欠であることを実感していることが窺える。

【3】総括と課題
学習の継続性・発展性という観点からすると、3 年次にもこの科目での学習を活かせるカリキュラムが用意されるのが

理想だが、教育課程上 3 年次にはその時間は無い。3 年次の進路決定の上では、生徒各自がこの 2 年次の学習を更
に深化させ、そこに還元していくことが必要になってくる。他方、3 回の検定を通じて生徒半数が初期状態（判定「Ｄ」）か
ら好転したと捉え得る一方で、残る半数は結果的に 3 回を通じてなお判定「Ｄ」のままだった、という点についても看過
はできない。勿論、検定 3 回目が12 月受験だったため、3 学期の学習を通じて遅まきながら改善されている可能性もあ
るが、その検証は難しい。

ただ、先述の通り生徒の多くは「文章を書くこと」以前の前提たる「事例」「観察」の重要性に目覚めており、それを平素
から適切に選択・集積しておこうという流れが形作られたことは、今後に向けた瑞兆と捉え得る。3 年次に向けては、そう
した身構えで生徒が自立的・自律的に「前提」を豊かに整えていくことが期待される。どこをどう手当てすれば次年度以
降そこの改善を図れるか、その分析・解明が至急必要と考える。

一方で、1 “ ”学期に行った 地ならし としての論理エクササイズについては、次年度はメニューの精選・見直しをし、より
生徒の「論理的な力」の開拓・啓発につながるものへと改善する予定である。
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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、その研究をスライド、ポスターで発表し、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(43 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Ⅱ」「生物Ⅱ」(4 単位)の 1 単位と併せて木曜の 6・7 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 8 名
（生物 4 名、化学 3 名、物理 2 名）、数学教員 1 名、実習教諭 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。その過程で発表会
に向けたスライド、ポスターセッションに向けたポスター、およびコンテストに向けた科学論文を作成した。
 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、それぞれの研究チームが専門家の先生方のアドバイスを受けた。審査の結果「ミツ
ガシワ班」が最優秀賞に決まり、SSH 生徒研究発表大会への本校代表となった。その後、研究のまとめのポスター作成、
および崇城大学主催の第 9 回サイエンスインターハイ＠SOJO に参加をした。また、すべての班の論文を神奈川大学
全国高校生理科・科学論文大賞に出品した。また、2 班が日本学生科学賞に出品した。

 探究Ⅱの指導経過

 研究テーマと連携機関
課題研究の題目は P58➍ (3)課題研究テーマ一覧にまとめて記載。

検証
【1】 P59,60 資料➍ (4) SS探究教科共通アンケート結果より
 生徒アンケートの結果では、3 年生 4 月から 9 月にかけては有意な差は見られなかった。
 大項目 3「国際的な人材の育成」について
 全ての項目で 4 月より9 月の方が値を下げ、「探究Ⅱ」は国際的人材の育成には寄与していないことが分かる。進路志

望が固まり、国際的な視点より自己の希望分野へと興味が移行していったこと、発表会における英語でのプレゼンテー
ションを一部の生徒が担ったことも要因と考えられる。

 項目 3「言語・コミュニケーション能力を持っている」、項目 6「説明・プレゼン能力を持っている」について
 4 月より 9 月が肯定的意見の割合が増えた。これは全員が口頭とポスター発表を経験し、自信をつけていったことや、

発表の機会に自己のスキルの向上を実感していることが推察される。SSH の活動では、最先端科学研修、国内研修、
海外研修、フィールドワークなどの研修で多くの研究機関を訪問した。また、探究活動においても大学を訪問したり、
研究発表会で大学の方々に助言をいただいたりする機会も多かった。外部の方々とコミュニケーションを取る機会を増
やしたことで、自分の思いや研究に関する事象を的確に伝えることへの自信につながったと考えられる。

 項目 9「実生活の見方・考え方が変化・向上している」、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」、項
目 17「国や地域の科学技術の向上に取り組みたい」について
4 月より9 月が肯定的意見の割合が増加している。生徒の感想・振り返りからも、「客観的な見方を養うことができたと思
う」や、「多くの人を納得させる根拠を示すには粘り強く取り組むことが大切だと分かった」という意見が多く、生徒は課
題研究を通して科学的な見方・考え方を身につけることができたと考えられる。また、将来の希望進路も、自らがイベ
ントを企画することで街を活性化させたい、日本や世界の人々に製品やコンテンツを効果的に紹介してより便利な世
の中を作りたい、リノベーションなどで大好きな地元日田の街づくりに貢献したいなど、具体的な声が多く挙がってい
る。これは「探究Ⅱ」をはじめ、地域や企業とのつながりの中で、科学技術が人々の暮らしを豊かにすることを実感した
ほか、実生活の課題を見極める目を養うことができたためであろう。

月 内容

4，5 研究活動

6 研究まとめのスライド作成，課題研究発表会

7 研究まとめのポスター作成，サイエンスインターハイ@SOJO

8 SSH生徒研究発表大会

9 論文作成(神奈川大学全国高校生理科・科学論文大賞、日本学生科学賞出品)

( i ) 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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【2】その他
 サイエンスインターハイ＠SOJO のコンペティション部門で「土壁と建築」が採択され、情報学科賞には「ラバーハンドイ

リュージョンと光環境」、応用生命科学科賞には「なぜ古後にミツガシワ？！～絶滅危惧種ミツガシワの謎を追え～」が
入賞した（121 件中）。サイエンスインターハイや学会発表を通して、専門家や他校の高校生とポスターセッションを行
い、「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。SSH 生徒研究発表会では、「な
ぜ古後にミツガシワ？！～絶滅危惧種ミツガシワの謎を追え～」がポスター発表賞に、日本学生科学賞では同研究が
大分県審査会で最優秀賞を受賞した。

 班編成は、理科の選択科目、科学部との関連、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。研究を
通して身につけた能力を生かして、推薦入試で 10 人中 8 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。このことより、探究活動が自己の進路実現の大きな
助けとなったと考えられる。

研究方法・内容
夏休み中(8 月 20 日)に 2 年生 SS クラス 34 名で探究Ⅰのフィールドワークとして行った。昨年度は福岡県立伝習館高等

学校・福岡県立八女高等学校と合同で行ったが、今年度は日程が合わせることができず本校のみで行った。北九州市立大
学環境生命工学科 原口昭 教授と一般的財団法人セブンイレブン財団九重ふるさと自然学校に協力して頂き、午前中は原
口昭 教授の「湿原の水環境の特徴・蓼原湿原の水質」に関する講義を受け、午後は九重ふるさと自然学校のスタッフの指
導・案内のもと、湿原とその周りの森林について、パックテストを中心とした化学的な水質調査や植生調査を行った。これら
の調査活動では、積極的に iPad を用いた。またこの研修は、海外研修の事前学習も兼ねて実施した。実施後は得た知識や
結果をレポートにまとめさせた。

検証
上記仮説に関する検証は、参加した 2 年生SSクラスの生徒に対し、事前事後に質問紙を用いて調査を行い、その結果を分
析した。

 全ての質問項目において、有意な上昇が見られ
た。水圏についての理解を深めることができたと
考えられる。

 他校と合同で行った昨年度と比較したところ、質問項目 1 に最も差が表れたがその他には特に変化はみられなかっ
た。来年度は他校と合同で行うメリットがわかるような質問も加えてみたい。

 事後レポートのまとめ・感想の欄に「現在行っている別の研究をこのフィールドワークと結び付けたい。」「将来、蓼原湿
原のようなきれいな自然環境を守っていくことに少しでも協力したい。」「マレーシアでの調査も楽しみだ。」等のコメント
が多くあった。自然環境への興味・関心を高めることもでき、たいへん有意義なフィールドワークとなったと思われた。

研究方法・内容

9 月 18 日の午後に 2 年 SS クラス 33 名で行った。まず、大肥川支流へ行き「水」「微生物」を採集した。次に、それを学校

1 水質調査を行うことができる。

2 自然環境における湿原の役割を説明できる。

3 湿原の動植物について説明できる。

4 湿原の水について説明することができる。

5 森の樹木につて説明できる。

6 森の水について説明することができる。

7 森や湿原の保水力について説明することがきる。

8 森と川の繋がりを説明することができる。

9 森と海の繋がりを説明することができる。

3.2
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H30 事前と事後での生徒自己評価

事前 事後

仮説
筑後川(花月川・三隈川)の水源の一つであるタデ原湿原(ラムサール条約登録)の水と森林に関して実体験を通して科学
的に学ぶことで、自然環境への興味・関心を高めると同時に水圏についての理解を深め、意識させることができる。また、
自然を科学的に分析する見方や技術を身に付けることができる。

( j ) フィールドワーク

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
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へ持ち帰り、化学分析、微生物同定を行った。結果は統計処理を行い、分析した。また、イオン分析等を北九州大学の原口
教授に依頼し、後日データを頂いた。このフィールドワークは上記の蓼原湿原でのフィールドワークを基に、サンプリング方
法及びデータ収集・分析方法等を習得することで探求Ⅰの研究の深化・発展につなげることを目的としている。
検証
日時を通常授業の5、6、7限に設定していたため、時間に余裕がなかった。しかし、事前学習を行っていたおかげで分析等
はスムーズに行うことができ、昨年度はあまりできなかった統計処理までしっかりと行うことができた。また、生徒は積極的に
活動しており、採水、採集の際に蓼原湿原でのフィールドワークの経験を活かすことができていた。

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、WSSSProgramming 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観察を行った。
 活動実績

科学部の部員数は
右表のように、昨
年よりも 1.5 倍も増
加しており、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
と考えられる。ま
た、高文連以外の
コンテストにも数多
く入賞し（今年 17
本/昨年11 本）、昨
年度に比べ 1.5 倍
の伸びからもめざ
ましい活躍が見ら
れる。さらに、科学
部において、ロボットの開発やプログラミング等の機械工学分野や化学分野、生物分野、物理分野など、研究分野の多
様性が増したことは大きな成果といえる。

 探究Ⅰにおけるモデル
2 年生探究Ⅰの中間発表（ポスターセッション）において、科学部の生徒が含まれている研究班の発表はデータ量、統
計処理等においても大変質の高いものであった。このことは、他の科学部以外の研究班のロールモデルとなり、さらに 1

仮説
本校のSSH活動に対する認知度も次第に向上し、SSクラスや課題研究を目的に進学してくる生徒も見られる。このよ

うな課題研究に興味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。

( k ) 科学部・ HLR(HomeLifeResearch)部の活動

13
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科学部 部員数変遷

月日 実施内容 部活動名 結果等

5月26日 三学会合同宮崎大会高校生ポスターセッション 科学部２名 高校生ポスター賞

８月7-9日 全国総合文化祭長野大会自然科学部門地学部門 科学部４名 優良賞

8月8日 ひた科学の遊び実験フェスタ 科学部５名

9月16日 日本植物学会高校生ポスターセッション 科学部５名 優秀賞（２位）

9月30日 九州大学アカデミックフェスティバルポスター部門 科学部８名 ポスター賞

10月26日 京都学園大学 論文コンテスト2018 科学部９名

10月28日 東京理科大学 第１０回 坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト 科学部９名 入賞（４位）

10月28日 第５９回科学クラブ研究発表大会物理部門 科学部５名 優良賞

10月28日 第５９回科学クラブ研究発表大会化学部門 科学部２名 優良賞

10月28日 第５９回科学クラブ研究発表大会生物部門 科学部１２名 最優秀賞

10月28日 第５９回科学クラブ研究発表大会ポスター部門 科学部１２名 優秀賞

10月29日 第3回全国ユース環境活動発表大会 科学部９名

11月9日 第６２回日本学生科学賞大分県予選 科学部１２名 最優秀賞

11月17日 バイオ甲子園２０１８ 科学部５名 入賞

12月7日 第１７回 神奈川大学 全国高校生理科・科学論文大賞 科学部９名＋探究Ⅱ10班

12月11日 第６２回全国学芸サイエンスコンクール 科学部６名 旺文社赤尾好夫記念賞

12月15日 高校生課題研究（数学・情報）ポスター発表会@九州大学2018 科学部３名

12月16日 中高生のための学会サイエンスキャッスル２０１８ 科学部６名 大会特別賞

２月2-3日 九州高等学校生徒理科研究発表大会生物部門 科学部７名

２月2-3日 九州高等学校生徒理科研究発表大会ポスター部門 科学部７名

3月17日 日本生態学会神戸大会 ２年ＳＳミツガシワ班

3月21日 第３回IBLユースカンファレンス 科学部＋探究Ⅰ10班＋探究基礎Ⅱ１班

10月26日 次世代応援地産地消商品開発コンテストスイーツの部 HLR部4名 優秀賞

11月18日 第2回高校生「ひたジビエレシピグランプリ」調理部門 HLR部8名 優良賞

12月22日 高文連家庭専門部研究作品コンクール調理製菓部門 HLR部2名 優秀賞

12月22日 高文連家庭専門部研究作品コンクール調理製菓部門 HLR部2名 別府大学賞
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・2 年生の他の系・コースの生徒への刺激に繋がったと考えられる。

 課題
科学部の各分野の研究のうち、生物分野が最も多くの学会やコンテストに参加・入賞している。裾野を広げる意味でも、
今後は科学部の生物分野以外の研究においても、学会やコンテストに参加し、研究内容の深化と生徒の表現力の涵養
につなげることが重要である。
また、科学部等の研究の内容・質は顧問である教員の個人のスキルによる部分が大きい。課題研究や探究活動の内容
向上を図るには、教師自身が学会やコンテストなどに積極的に出かけて行き、その中で鍛えていくしか方法がないのか
もしれない。今後は、教員の学会・コンテスト等への参加に対して研修目的での資金的な支援が益々重要になってくると
考えられる。

研究内容・方法
日 時 平成 30 年 8 月 8 日（水）～8 月 9 日（木）
会 場 神戸国際展示場
参加者 3 年 SSクラスより代表生徒 5 名
概 要 校内の課題研究発表会において最優秀賞に選出された「なぜ古後にミツガシワ？！～絶滅危惧種ミツガシワの

謎を追え～」班が発表を行った。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などが行われた。

検証
ポスターセッションでは絶え間なく説明を繰り返し、生徒たちは他校の発表を聴講する暇がないほどであった。審査員から
は厳しくも温かいご助言をいただき、発表生徒のみならず、継続研究を行っている 2 年生徒の励みになったと感じた。具体
的には、実験結果から得られたこととそうでないことを丁寧に線引きし、飛躍しない考察を行うことが本校の課題であることが
明確になった。今年度は英文アブストラクトと生徒相互評価交流が新しい試みであり、聴講生徒間でそれぞれの研究の質問
を行ったり、参考になった点を称えたりする姿勢が印象的であった。全体表彰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に無理がなく、考察が緻密かつ膨大なデータに裏付けられていること、他者を圧倒させる好奇
心や努力の跡が垣間見えることが共通点であった。本校は 234 校中 20 校にあたる「ポスター発表賞」をいただき、生徒にと
っては有意義な研究の集大成となった。

研究内容・方法
日 時 平成 30 年 7 月 29 日（日）
会 場 崇城大学
参加者 3 年 SSクラス43 名 （聴講生 2 年 SSクラス24 名）
概 要 「探究Ⅱ」で課題研究を行っている全ての班がポスターを作成し、発表を行った。発表時間はグループにより決め

られており、他校の発表の聴講時間も設けられていた。
検証
今年度はコンペディション部門に 1 班（土壁の強度）、情報学科賞（ラバーハンドイリュージョンと光環境）、応用生命科学科
賞（なぜ古後にミツガシワ？！～絶滅危惧種ミツガシワの謎を追え～）に入賞した（121 件中）。ポスターの構成や発表の際
の呼び込みなどに課題は残ったが、すべての生徒が口頭発表を経験し、達成感が得られたようであった。この会への参加
が課題研究のまとめとしての位置づけであるが、ここで多くの指摘をいただいて研究の改良を行うということが出来ればなお
良い。時期的には難しいが、これは生徒も同じ感想を持っていた。また、参加した 2 年生生徒は今後の研究や発表のスタイ
ルを確立するために良い経験になったようである。

サイエンスインターハイ＠SOJO（ 崇城大学第9回RENSセミナー）

仮説
本校のSSH活動に対する認知度も次第に向上し、SSクラスや課題研究を目的に進学してくる生徒も見られる。このよ

うな課題研究に興味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。

( l ) 各種コンテスト、発表会等の実施と検証

SSH生徒研究発表会
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研究内容・方法
日 時 平成 30 年 11 月 3 日（土）
会 場 大分県教育センター
参加者 1・2 年 有志
概 略 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 15～18 日に行われる「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 3 チ
ームまで出場が可能。今年度は参加校 15 校、参加チーム 26 チーム、参加者 183 名であった。本校は 2 年チー
ム（6 名）と 1 年チーム（8 名×2 チーム）の 3 チームで出場した結果、2 年チームが 4 位～8 位に該当する優良賞
を獲得した。

検証
 昨年度も出場している 2 年生は、知識・チームワーク共に優れており高得点を獲得することができたようだ。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、全県で科学好きの高校生が集まり、競い合う環境は
非常に刺激的であったようだ。

 参加した生徒は、日ごろの勉強にはないチーム戦や装置設計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。

 ものづくり競技では、筆記を苦手とする生徒も積極的に考え、試作する姿が見られた。探究活動にもとりいれられる要
素があるので校内でも応用したい。

 準備の期間は約 1 ヶ月であるが、実際には週に 1 回程度であった（直前は毎日行った）。1 年生は競技のイメージを持
てずに準備を進めることになった。2 年生は前年の経験を活かし計画的に取り組むことができ入賞することができた。
次年度以降も 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。

 今後は 1 年の指導を 2・3 年が行い、学年を超えた交流の場になるように働きかけたい。

研究内容・方法

例年、本校が参加している各種科学オリンピックには、生物学オリ
ンピック・数学オリンピックがある。今年度はさらに、地学オリンピッ
クにも参加し（1 年生 1 名）、科学オリンピック全体における参加生
徒数も増加している（今年：42 名、昨年：28 名）。また、生物学オリン
ピックについては、例年、本校を地方会場として毎年開催してお
り、右表のように受験人数も回を増すごとに次第に増加している
検証
今年度の生物学オリンピックでは、市内中学生の参加（日田市立東部中学校 1 名）も見られ、SSH のカリキュラムとして実施
している「ひた科学の遊び実験フェスタ」や「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が伺える。ただ各種科学コンテストへの参加人数は順調に
増えているものの、入賞する生徒がほとんどいない。今後は入賞するための補講等の手立てをいかに実施していくか、そし
てそのノウハウを構内で共有・蓄積しながら、参加生徒にさらに上を目指させていきたい。

研究内容・方法

今年度の各学会への参加は右の表のとおりであ
る。

検証

 課題研究の質の向上につながるという観点
から、生徒を各学会に派遣し、自分たちの
課題研究等の発表に取り組ませた。30 年度は 9 月の日本植物学会で優秀賞（2 位）入賞を果たした。

 また、昨年度に学会発表した生徒が、さらにモチベーションを上げて研究を進めた結果、今年度 SSH 生徒研究発表会
でポスター発表賞を受賞した。これには学会発表による意欲向上の 1 つの成果であるといえる。

 今年度は SS クラスの探究活動での学会発表が 1 件のみだったことが課題である。多くの生徒が日々の研究の集大成
として、学会での発表を目標に進めるように日頃からの指導・助言を行う必要がある。そのためにまず、教員が 1 度学
会の参観に行き、高校生の発表状況などを理解することが重要である。

月 日 内容 備考

9月10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1日～ 筆記競技用学習期間 放課後 担当教員が行う

10月9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

年度 参加生徒数 備考

H28 18名（本校16名） 玖珠美山高校 2 名

H29 27名（本校20名） 玖珠美山高校 7 名

H30 49名（本校26名）

玖珠美山高校 20 名

昭和学園高校 2 名

日田市立東部中学校 1 名

月 日 学 会 名 対 象

5月26日 三学会合同宮崎大会 科学部2名

9月16日 日本植物学会第82回大会 科学部8名

3月15・16日 日本生態学会第66回大会 2年SSミツガシワ班5名

学会発表

各種科学オリンピック

おおいたサイエンスフェア（ 第８回 科学の甲子園 大分県大会）
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研究内容・方法

本校で行った平成 27 年度のメタ認知に関する予備調査
で、理科学習におけるメタ認知の高い集団は、「実験の動
機付け」や「実験の方略」が高くなる傾向があること、2 年 SS
クラスが理系コースに比べメタ認知の評定平均値が有意に
高いことが示された（グラフ➀ 平成 28 年度 報告書より）。
そのため、SS クラス特有のカリキュラムである「探究Ⅰ」
「SSCⅡ」が有意に働いている可能性が考えられた。

そこで、平成 28 年度では、3 年生（平成 27 年度は 2 年
生）と 2 年生に対して時系列に注目した調査を行った（平成
28 年度 報告書）。

3 年生の調査は平成 27 年度の 3 月と平成 28 年度の 9

➁月でおこない、結果をグラフ でまとめた。その結
果、新3年生のSSクラスにおいて「メタ認知」・「実験
の動機付け」・「実験の方略」の多くの項目で評定平
均値の上昇が見られ、特に「メタ認知的知識」につ
いては、有意な上昇が確認された。

一方、2 年生の調査は平成 28 年度の 5 月と 9 月

➂でおこない、結果をグラフ でまとめた。2 年生で
は、他の理系・文系コースに比べ「メタ認知」・「実験
の動機付け」・「実験の方略」の評定平均値が高いも

のの、時系列での大きな変容はほとんどみられなか
った。しかし、特徴的な変容として、「実験の動機付
け」の内発的価値については、評定平均値が有意
に低下していた。この結果から、SSクラスの生徒は、
これまでなら「実験は楽しい」といった実験の表面的
な面白さだけで動機付けとなっていたもの
が、メタ認知的知識の高まりによりネガティ
ブな影響を与えた可能性があると考えた。

H29 年度では「実験の動機付け」をメタ
認知に関する項目から外し、「探究Ⅰ」
「SSCⅡ」で活発に行われている理科の観
察・実験の「メタ認知的知識」及び「メタ認
知的活動」を本校 2 年生の生徒対象に調

➃査し、グラフ にまとめた。その結果、SS
コースの生徒の「メタ認知」の評定平均値
は、文系・理系コースの生徒に比べて有
意に高く、「メタ認知的知識」及び「メタ認
知的活動」においても同様の傾向が見ら
れた(多重比較：SS＞文系・理系コース)。
そのため、SS コースの生徒は、理科の観察・実験のとき
に、課題解決の見通しや振り返りを積極的に行っているこ
とが明らかとなった。

これまで行ってきた調査で、「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、今年度は「ポジティブ感情」と
「価値の認知」に分け、さらに「価値の認知」については
「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「理科の知識が増えるから楽しい」と
いった「知識獲得思考」、さらには「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

仮説
本校で行っている課題探究型授業である「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。

( m) 理科学習におけるメタ認知

調査日：平成28年3月・9月 対象：卒業生

グラフ➁

調査日：平成28年3月 対象：2年生全クラス（現卒業生）

グラフ➀

*

調査日：平成28年5月・9月 対象：卒業生

グラフ➂
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