大分県立日田高等学校

スーパーサイエンスハイスクール

スーパーサイエンスハイスクールとは
スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）は、「将来の国際
的な科学技術系人材の育成を図るため、科学技術、理科・数学教
育に関する研究開発を行う」ことを目的に、文部科学省より指定
を受けた理科・数学に重点を置いたカリキュラムの開発や大学等

開け科学の扉
羽ばたけ 未来の科学者たち

との連携による先進的な理数系教育を実施する高等学校です。
令和２年度は、全国で２１０校が指定されています。

日田高校は平成２８年度にＳＳＨ2 期目の指定を受けました。期間は 5 年間で今年が最終年です。
「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」をテーマに、理科・数学
にとどまらない新しいカリキュラムの開発や、地域の教育力を生かした科学教育に取り組んでいます。

令和２年度年間スケジュール
１年生 全員

教科
ＳＳ探究

４月

探究基礎Ⅰ
ＳＳＣⅠ

ＳＳＰ
ＷＳ

オリエンテーション
探究アクティビティ開始
水に関する実験 ＷＳ
3 年生

５月
論理的思考力育成

探基Ⅰ ＳＳＣⅠ

６月

情報処理能力育成ＳＳＰ

７月

地域探究 探基Ⅰ
グループ分け

２年生 ＳＳ

探究Ⅰ ＳＳＣⅡ

探究基礎Ⅱ
ＳＳＬ（文系）

オリエンテーション
研究の進め方 探究Ⅰ
データ処理方法

オリエンテーション
地域創生講演会 探基Ⅱ
論理エクササイズＳＳＬ

テーマ決定
課題研究開始

海外研修選考開始

文章の設計図ＳＳＬ

研修事前準備 ＳＳＣⅡ

発表準備探基Ⅱ

ｗｓ 表面張力

中間発表探基Ⅱ

１０月

企業・研究機関訪問

１１月

パワーポイント作成
グループ別発表会

ＳＳクラス科学研修
（マレーシア・国内）

学年発表 探基Ⅱ

全体発表会

「日田高校ＳＳＨ成果発表会」（パトリア日田）
研究のふりかえり探基Ⅱ

２月
３月

論理コミュニケーション
検定②ＳＳＬ

2 年生「探究Ｉ」中間発表会

関西最先端科学研修
関西研修報告会

探究Ⅱ

課題研究継続

探究Ⅱ

課題研究終了
研究論文作成
ｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾊｲ@SOJO
（崇城大学）
SSH 生徒研究発表会
（全国大会）

研究論文完成
日本学生科学賞に出品

出張講義

１月

グループ作り
フィールドワーク探基Ⅱ

論理コミュニケーション
検定①ＳＳＬ

９月

３年生 ＳＳ

「課題研究ポスター発表会」（日田高校金烏館）

８月

１２月

２年生 文系・理系

研究論文作成
ＳＳＬ発表会 ＳＳＬ

その他の活動
ひた科学の遊び実験
フェスタボランティア
や「科学の甲子園」大
分県予選、「科学の甲
子園ジュニア」学習サ
ポートや、各種学会発
表にも多数参加してい
ます。

日田高校だけの！教科「ＳＳ探究」
日田高校では学校設定科目として「探究基礎Ⅰ」「探究基礎Ⅱ」「Ｗａｔｅｒ Ｓｃｉｅｎｃｅ」
「ＳＳＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ」「ＳＳＬｏｇｉｃ」「ＳＳコミュニケーションⅠ」「ＳＳコミュニケー
ションⅡ」「探究Ⅰ」「探究Ⅱ」の９科目を設定し、教科「ＳＳ探究」の開発を行っています。

探究基礎Ⅰ(探基Ⅰ)

１年生全員

探究基礎Ⅱ(探基Ⅱ)

２年生理系･文系

１学期に思考力を要する活動（探究アクティビ

「探究基礎Ⅰ」で学んだ事や生じた課題を引き継

ティ）を通して探究の基礎を学び、２学期以降は

ぎ、問題解決の方法や実践力を養い、地域に貢献す

各テーマについて出張講義、企業・研究機関を訪

る活動を行っていきます。

問しての見学や実験・実習を行います。

えすえす ろ じ っ く

昨年度の研究テーマ
「バネを通じて」「過疎地域における組織の在
り方」「日田杉ブランドへの道」など７テーマ

そこで学んだ現状や課題に対しての問題解決
ぐ ら み ん

１年生全員

「ＳＳＰ」では前半で情報リテラシー（与えられ
た材料から必要な情報を引き出し、活用する能力）
の育成を行い、エクセル・ワード・パワーポイント
を学び、後半でプログラミング実習を行います。
うぉーたー さ い え ん す

ＷaterＳcience(WS)

１年生全員

「水郷・日田」の由縁である「水」について理系・
文系の両面から探究していきます。水に関する講
義・実験を行い、地域社会・経済・環境問題と水の
つながりを学びます。
また、地域において水質調査やフィールドワーク
に取り組み、水資源の重要性と地域における水の歴
史や役割などを学びます。

SS ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ・Ⅱ

「SSLogic」では、様々なエクササイズを通して「論
理的な思考」方法を身につけます。
そして、その身につけた論理的な思考に基づいて、
るようになる事を目標としています。

ぐ

ＳＳＰrogramming(SSP)

２年生文系

書いたり、話したり、発表したり…様々な表現ができ

策をパワーポイントで提案します。
えすえす ぷ ろ

ＳＳＬogic(ＳＳＬ)

海外（マレーシア）研修

２年生ＳＳ

今年度は 1０月に約 10 名を対象に、マレーシア
での研修を実施します。国際的な科学系人材の育成
を目的とし、研修はすべて英語で行います。
熱帯雨林の生態系を観察するフィールドワーク、
大学での環境・医学系の実
習・講義、現地高校生との
科学的・文化的な意見交換
など、日本では体験できな
いことを行います。

国内研修

２年生ＳＳ

今年度は、10 月に九州内
で最先端科学施設での研修や

1 年生全員/2 年 SS

自然環境調査、フィールドワ

１年生では全員がリスニングやディベート演習で

ークを行うとともに、留学生

論理的思考力を養います。２年生ＳＳクラスでは

との研究発表会・意見交換

「ＳＳコミュニケーションⅡ」の授業で国内・海外

会・文化交流会を行います。

研修に向けた準備と課題研究を英語でプレゼンテー
ションする能力を養います。

探究Ⅰ・Ⅱ

留学生との交流では、英語での研究発表・質疑応
答を予定しています。

２･３年生ＳＳ

関西最先端科学研修

１年生ＳＳ希望者

各班、興味のある研究テーマを設定し、課題研究

１年生のＳＳ類型希

を進めます。大学や研究機関・企業の研究室を訪問

望者が、３月（予定）に

して専門家の指導のもと実験・実習を行っています。

関西方面で最先端科学

今年度の探究Ⅱの研究テーマ（１０班）

研修を実施します。理化

「ペットボトルキャップの飛び方」「モウソウチ

学研究所や宇宙共同開

クが日田を覆う」「バネの活用」等

発組合を訪問予定です。

ＳＳＨ講演会
科学分野の第一線で活躍している科学者・技術者の方に講演をして頂きます。昨年度は、「外国人特
別研究員事業」により来日している熊本大学の Dr. Md. Fakruddin 先生に出身国（バングラディシュ）
についての話、なぜ研究者になろうとしたのか、そして現在どのような研究をしているのかについて講
義をしていただきました。

ひた科学の遊び実験フェスタ
毎年、夏休みにパトリア日田で行われている「ひた科学の遊び実験フェスタ」に日田高校の生徒がボ
ランティアとして多数参加しています。小・中学生に向けて楽しめる科学実験を提供しています。

ＳＳＨ生徒研究発表会（全国大会）
全国のＳＳＨ指定校が研究の成果を発表します。令和元年度は「絶滅危惧種ミツガシワの知られざる生
態に迫れ！～これまでとこれからの How to Survive～」が出場し、ポスター発表賞を受賞しました。

探究型部活動と各種コンテスト
読売新聞社主催第６３回日本学生科学賞大分県審査委員会にて「絶滅危惧種ミツガシワの知られざる
生態に迫る」が優秀賞を受賞しました。また、サイエンスインターハイ＠ＳＯＪＯではコンペティショ
ン部門で「ラバーハンドイリュージョンと音環境」が、ポスター部門で「防災無線～皆に届く声～」が
採択されました。

ＳＳクラス生徒より

ＳＳクラス９期生

2 年 熊谷 和也
（東部中学校出身）

１年生では、日田という地域に目を向ける「探究基礎Ⅰ」、天領と呼ばれる日田
の強みでもある水の特性に触れる「ＷＳ」、パソコンの基礎を学び、２年次以降も
役立つ技能を習得する「ＳＳＰ」、英語で討論を行い、これから先のグローバルな
時代を体験できる「ＳＳＣⅠ」の４つの授業があります。この授業を見て「他の学
校よりやることが多いな、、、。」と不安を抱えるかもしれませんが、この授業こ
そが日田高校の強みでもあり、メリットになります。グループでの活動が主なので、
分からなければ聞けばいい！どんなことも仲間がいれば、乗り越えられます。
助け合って、輝く未来を作っていきましょう！！

私は「プラスチック分解細菌を探せ！」というテーマで研究をしています。この
テーマにしたのは、環境問題に興味があり、問題解決の糸口になればと考えたから
です。実験方法を考えたり、データを客観的に考察したりすることは難しいのです
が、これを行うことで研究の極意が学べます。
また、社会で必要とされる物事を的確に伝える力も身に着けることができます。
ＳＳクラスではたくさんの活動があり、「ＳＳＣⅡ」の授業では小中学生と一緒に
ＳＳクラス８期生

３年 谷本 千苑
（北部中学校出身）

英語で実験をしました。海外・国内研修では最先端の研究を学び、海外の方と交流
できます。こうした経験により、価値観を広げることが出来ました。
ＳＳクラスでの経験は、夢の実現につながると思っています。

表紙：左上：ＷＳ生物同定

右：海外研修（マレーシア）

左下：フィールドワーク
日田高校ＳＳＨのロゴマーク：
日田高校ＳＳＨでは
「水」
をキーワードに研究に取り組んでいます。
マークは、水面ではじける水をイメージしています。
スローガンは、
日田高校から将来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。

大分県立日田高等学校
〒 877－0025
大分県日田市田島 2 丁目 9-30
電話 0973－23－0166（代表）
0973－28－5650（事務局）
FAX 0973－23－0167
日田高校ホームページ
http://kou.oita-ed.jp/hita/

