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本校は平成１７年に文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」の指
定を受け昨年度で２期１０年が終了し、今年度新たに３期目の指定を受けることができま
した。このように３期連続して指定を受けることができましたのも、ひとえにこれまでご
指導いただきました皆様方のご支援の賜と心から感謝いたします。
これまでの２期１０年間にわたるＳＳＨ事業の成果として、理数科や科学部による研究
活動の充実、論理的思考力・科学的思考力・国際的コミュニケーション力の３つの力の育
成、「大分スーパーサイエンスコンソーシアム（０ＳＳコンソ）」を通じた大分県全体への
ＳＳＨの成果の普及などがあげられます。一方、理数科の課題研究の支援体制、理数科の
取り組みや成果の普通科への波及、ＯＳＳコンソのサポートネットワークの運用体制の構
築などがやや不十分でした。３期目の初年度にあたる今年度は、ＳＳＨ事業に再び指定を
受けたことの意義を再認識するとともに、これまでの取組みを詳細に検証し、成果は活か
しつつ残された課題は改善に向けて見直し、事業のさらなる深化充実を図ってまいりまし
た。
具体的には、オリジナル教材を作成・使用した学校設定科目の「ＳＳＨ探究講座」では、
学問への興味関心を高め論理的思考力を身につけさせるため内容の検討・改善に努めてま
いりました。また、「ＳＳＨ国際情報」では、理数及び英語の教員のＴＴのもと、ＩＴの活
用やディベート、英語オーラルプレゼンテーションなどを実施し、英語のプレゼンテーシ
ョン力の育成を図りました。さらに課題研究のスキルアップのため、屋久島への調査実習
や九州大学等での研究実習を実施しました。これらの活動を通じて、理数科のみならず普
通科の生徒にも科学に対して、新たな発見と大きな感動を与えられ探究心の向上につなげ
ることができました。さらに今年度はタイ教育省から招待をうけた「Thailand Japan Student
Science Fair 2015」に参加し、科学的国際交流を推進することができました。
また、「大分からノーベル賞科学者を！」を合言葉に、本校を中心に平成２２年度からス
タートしたＯＳＳコンソは、県下１９校１６６名が集うまでに、その輪が広がりました。
主な活動は特別科学講演会やＯＳＳフェスタ、県外研修（東京方面）、海外研修（台湾）な
どがあり、生徒たちの科学への興味・関心を高め探究力や表現力等を育むことができまし
た。
以上、今年度も「日本の将来を担う科学系人材の育成」という高い目標の達成に向けて、
様々な活動に取り組んでまいりました。今後も本県唯一の理数科高校である本校に課せら
れた使命を自覚し、理数科教育のリーディングスクールとしての役割を果たしてまいりた
いと存じます。
最後になりましたが、これまでご支援ご指導をいただきました大分大学、ＡＰＵ立命館
アジア太平洋大学、日本文理大学、別府大学、京都大学、大分県立看護科学大学、崇城大
学をはじめとする諸大学、西日本電線、大分産業科学技術センターなどの企業や研究機関、
大分市高崎山自然動物園等の地元施設、文部科学省、大分県教育委員会、科学技術振興機
構（ＪＳＴ）など多くの関係機関の方々に心から感謝申し上げますとともに、引き続きご
指導ご助言を賜りますようお願い申し上げます。
平成２８年３月
大分県立大分舞鶴高等学校
校長
長 田 文 生
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・課題研究の単位増、１２月末に日本語発表会，３月に英語発表会で研究期間を確保。
○研究計画
○研究計画 ・OSS コンソの中心校に日田高校（SSH 校）を加え、コア４校での運営。
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・SSH の研究開発成果を冊子にまとめて刊行する。
５年次
・研究開発の成果を通常の教育活動に生かす。
（Ｈ31）

○教育課程上の特例等特記すべき事項
教育課程の特例として，以下の学校設定教科および学校設定科目を設けた。
（１）学校設定教科「ＳＳＨ」科目名「ＳＳＨ探究」
普通科・・・３単位（各年次１単位で実施）
理数科・・・５単位（１・２年次２単位、３学次１単位で実施）
（２）学校設定科目「ＳＳＨ国際情報」
普通科・理数科・・・２単位（１・２年次各１単位で実施）
（３）学校設定科目「ＳＳ科学」
普通科・・・１単位（１年次１単位で実施）

○平成２７年度の教育課程の内容
「ＳＳＨ探究」
普通科・・・「総合的な学習の時間」に替え、自然科学や社会・人文科学に関する探究講座の実施により、
幅広い科学的・社会的素養と科学的探究力・論理的思考力を育成するとともに、将来の目標
や自己像を確立させる。
理数科・・・「総合的な学習の時間」と「課題研究」を統合して豊富な時間を確保し、科学の基礎知識や
科学的要素を身につけさせ、大学等の研究機関と連携した高いレベルの課題研究を行う。
「ＳＳＨ国際情報」
「情報社会と人間」に替え、国際的な視点に立ち、国際情報並びに社会に関する様々な情報を分析し、活
用できるスキルを育成する。その際に基本となるコンピュータの技能、科学英語を中心とするコミュニケ
ーション能力、プレゼンテーション能力などの実践的スキルの習得を目指す。
「ＳＳ科学」
生活の中の科学や我々を取り巻く環境科学の学習を通して、科学を学習する意欲と探求心の喚起を図る。
また、国際的視野に立って最新の科学を理解し、自己表現できるように科学的な態度や方法の育成を図る。

○具体的な研究事項･活動内容
〔各企画〕
ActionⅠＳＳＨ探究
ＳＳＨ探究講座基礎, 自分の未来設計講座, 科学ディベート講座, ＳＳＨ分野別講演会
ActionⅡＳＳＨ国際情報
ＩＴ基礎講座, プレゼンテーション講座, ディベート講座, マルチメディア講座, 異文化理解講座
ActionⅢＳＳ科学
物理・化学・生物・地学の全分野の内容を含んだ授業
ActionⅣ課題研究スキルアップ研修
スキルアップ基礎研修, スキルアップ班別研修Ⅰ, スキルアップ班別研修Ⅱ
ActionⅤ課題研究発表
課題研究発表会, 海外研究発表, ＯＳＳコンソ成果発表会, ＳＳＨ成果発表会
ActionⅥＳＳＨ特別講演会
「ナノメートルの世界を開拓する」 内田 さやか氏（東京大学大学院 准教授）
ActionⅦＳＳＨ評価
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学校生活アンケート,ＳＳＨアンケート,授業アンケート
ActionⅧ科学クラブ
科学コンクール等に参加, 子ども科学体験Ｏ－Ｌａｂｏ, 水辺生き生きふれあい学級
学校生活アンケート,ＳＳＨアンケート,授業アンケート
ActionⅧ科学クラブ
学校生活アンケート,ＳＳＨアンケート,授業アンケート
学校生活アンケート,ＳＳＨアンケート,授業アンケート
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❷ 平成２７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

課題研究活動にかける時間を増やし、スキルアップ基礎研究、班別研修を実施したことによって、全体として
は、さらに研究内容を深化させることができた。
スキルアップ基礎研究では、高い専門性を要する野外調査にも関わらず、生徒の反響が非常によく、課題研究
を行う上で必要とされる基本的な研究態度を身につける実習として充実したものとなり、来年度の課題研究で必
要とされる技能の獲得とともに、研究に対するモチベーションの向上にもつながった。
また、研究活動の中間期に実施した班別研修によって、各班とも研究内容を深化させることができた。研究内
容を分かりやすく伝えるプレゼン技術、発表態度、活発な質疑応答など、年々、発表技術も向上している。課題
研究発表会では、審査員や参加した保護者などから高い研究レベルと優れた発表態度、活発な質疑応答が評価を
受けた。
SSH 探究講座は、２期１０年の実績から、ひとつの指導方法を確立できており、生徒が論理的思考力や科学的
探究力をこの講座で身につけることができていると考える。
今年度から導入した「科学ディベート」に対しても、生徒の満足感は高かった。ディベートは、大学生・大学
院生・社会人としても必須なスキルであり、近年では大学入学試験でも取り上げられていたため、昨年度より実
施に向けて検討を行っていた。基礎からの指導を行い、クラス内練習を経て、
「ディベート大会」に臨ませた。
大会においては、調べたデータや資料を紹介しながら堂々と発言している姿が目立った。
また、フューチャー・ファクトリー（分野別講演会）は、夏休み以降の生徒の進路選択の一助となったといえ
る。科学講演会も含め、科学の分野に求められる使命感や倫理観の育成にも役立ったと考えられる。
プレゼンテーション能力を育成するために、本年度は「自分の興味のある学部・学科、大学もしくは将来の夢
について、その魅力を友達に伝える個人プレゼン」をテーマに、日本語によるプレゼンを行い、
「聴衆に伝わる
プレゼン」について理解を深めた。さらに、オーストラリアの文化を紹介する英語でのプレゼンテーション発表
会を実施した。１４会場に分かれて発表を行い、相互評価をさせた。オーストラリアの修学旅行を通じて体験す
ることで異文化理解の一助ともなった。
SS 科学で 1 年次に地学を含む幅広い科学の分野にふれることは，将来のコースや進路の選択に役立っている
ものと考える。地学分野では地震や火山がもたらす自然災害のしくみにもふれており，災害が頻発する日本列島
にあって防災教育としての意義も大きい。
講演会もたいへん好評であり、生徒の感想文からも科学への興味・関心や、将来への職業観の高まりが感じら
れる。また、「学校生活アンケート」でも、約７０％の生徒が講演会を「有益であった」としている。
今後も、特別講演会としては第一線の研究者の講演を企画し、生徒の視野を広げ、科学への挑戦・創造の意欲
の向上およびキャリア観の確立を目指していきたい。また、今後も地域の大学・企業関係者と連絡を取りながら，
有意義な講演会を企画していきたい。
海外研修では、現地の高校生との科学交流を通じ，より国際的な視野で研究や学びを意識する機会となった。
英語を使った交流を重ねることで，英語が国際的な標準言語であることを強く感じ取ることができた。また，
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台湾やタイの高校生の英語コミュニケーション能力の高さ知ることで，強い刺激を受け，今後の学習意欲が向
上したようである。
②

研究開発の課題

今年度は、物理的に課題研究期間を確保したが、さらに活動にかける時間を増やすためには、研究テーマの早
期決定が望まれる。研究テーマ設定の時間を十分に確保しながら、昨年度よりも早いテーマ決定（5 月頃まで）
に向けて指導していきたい。予備実験・観察によって研究の方向性が検討された後、適切な研修先を選定してス
キルアップ班別研修Ⅱ(大学・研究所訪問)を実施する。テーマ別研修の全ての班において、生徒の研究テーマに
応じた指導ができる講師を選定することも必要である。
また、中間発表会(3 年生による研究内容のアドバス)の期日を 7 月に変更し、後半の研究活動の充実を図るこ
とや、校内の課題研究指導教員の連絡会を増やし、教員の指導力の向上を図りたい。
発表機会の確保では、各種学会への積極的参加を進めていくとともに、課題研究発表会を休日に校外で開催す
るなどの工夫をし、多くの保護者や中学生の参加を期待したい。
探究講座については，担当教員の協力のもと，さらなる教材研究，教材開発を行うことが必要である。過去の
教材を発展させただけでなく，新たな教材の開発も行い，学校の財産となる教材を増やすことである。
「科学ディベート」に関しては、ディベート後の振り返りに多くの時間を割くことができなかったことが今後
の検討課題となった。どういった主張がなされたか、それに対してどのような反論がなされたかを確認し、メリ
ット・デメリットの比較をする時間を意識して多く取れば、さらに生徒の批判的思考力を高めることができたと
考えられる。
また、
「ＩＴ基礎講座」
、
「プレゼンテーション講座」に取り組ませることで、膨大な情報の中から信憑性のあ
る必要な情報を取捨選択・処理・加工した上で有効に活用する能力や、日本語・英語によるプレゼンテーション
力の育成を図っている。講座内容のさらなる工夫が必要となる。
SS 科学では、文系・理系を問わず全生徒に物理基礎，化学基礎，生物基礎の授業がおこなわれる。このため，
ワークシートは、これらの科目と重複しないように指導内容を検討する。「理科４科目履修の実現を通して科学
的な興味・関心および思考力・読解力を高める」ための教材や，１単位での運用方法について，今後もさらに研
究を重ねる必要がある。
OSS コンソサポートネットワークの活用実績は，OSS フェスタでの科学実験教室（2 年生）の講師依頼，本校
理数科のステップアップ研修においてのみで，まだまだ活用実績が少ない。この原因として，課題研究等の活動
に対して，OSS コンソサポートネットワークの情報共有がなされていない，各担当者への周知不足であると考え
る。この点を改善するために，次年度はサポートネットワークのデータを各校 OSS コンソ担当者や県内の高校の
授業や科学クラブ担当者へ，ホームページ等で公開するなど情報提供を行う必要がある。
また，今年度は、新たに企業５社の登録ができたが、企業の登録が進んでおらず，企業への働きかけを進める
ことが課題である。
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ActionⅠ 学校設定科目「ＳＳＨ探究」
１ １年普通科（1単位）
（１）仮説
・科学や学問に対する興味・関心が高揚し学ぶ意欲が向上する。
・論理的な思考力や科学的な見方、考え方の基礎が身につく。
・科学の分野に求められる使命感、倫理観が見につく。

（２）研究内容・方法・検証
「ＳＳＨ探究講座基礎」
より多くの分野に触れることによって、学問に対する興味・関心が高揚
するよう、年間で最高６分野の講座を選択できるようにした。各講座は原
則として探究活動２時間、レポート作成１時間の３時間を１セットとして
構成する。また、国語、英語、数学、体育は、より深い探究活動ができる
ように、６時間を1セットとした。オリジナル教材を作成・使用し、生徒の
興味・関心を深め、探究の手法や論理的思考力および表現力を身につけさ
せるための視点をもって、講座内容も随時検討した。
評価については、取り組みの意欲・態度、発表やレポートの完成度を総

SSH 探究講座基礎
(家庭科)身近な食材で実験

合的に評価することとした。
「自分の未来設計講座」
進路指導部主催のＨＲ活動と連携し、自らの適性を探り、社会と自分との
つながりを考えることで、つきたい職業から自分自身の進路を模索する活
動を実施した。６月９日には獣医師である神田岳委氏に講演をいただき、科
学的視野を広げるだけでなく、獣医師（社会人）としての責任や仕事にかけ
る情熱について思いを語っていただいたことにより、生徒は自分の将来や
人生を考える貴重な機会となったようだ。９月には、生徒の保護者を講師に
迎え「フューチャー・ファクトリー（職業分野別講演会）」を行い、生徒の

未来設計 学部学科研究発表会

職業観を広めた。平行して、文理選択を念頭に置き、自分の希望する学問内
容と将来への結びつきについて、大学研究を行った。１０月初めには「ＳＳＨ国際情報」の時間と連
動し、個別に大学の学部学科研究を行い、クラス内で発表会を行った。また、１１月にはクラス代表
による学年発表会を行うなど、プレゼンテーション能力の育成とともにキャリア観育成の機会とした。
「科学ディベート講座」
１１月から１２月にかけて、「代替発電への切り替えによって生じるメリッ
ト・デメリット」「遺伝子組み換え食品そのもののメリット・デメリット」に
ついて、３時間を準備（ＳＳＨ探究２時間、国際情報１時間）に使い、ＳＳＨ
探究２時間を使い、クラス対抗ディベート大会を実施した。「論理的思考力」
「表現力」を養うよい機会となり、科学的知見の充実と客観的・批判的・多角
科学ディベートの様子

的な視点を身につけることができた。

（３）実施の効果とその評価
２月に行ったアンケートをもとに、効果の検証を行った。
１の「学問に対する興味・関心が増した」と回答した 1 年生の割合(とても＋まあ)は、75.3％、2 の
「論理的思考力や科学的探究力が増した」と回答した 1 年生の割合（とても＋まあ）は 80.0％であっ
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ACTION Ⅰ
SSH探究

た。2 年生や 3 年生より数値は低いものの、肯定的評価をしている生徒は多いといえる。
２期 10 年の経験から、各探究講座で指導方法を確立できており、生徒が論理的思考力や科学的探
究力を探究講座で身につけることができたと実感できているといえる。
今年度から導入した「科学ディベート講座」に対しても、３の表現力の項目に示されるように、生
徒の満足感は高かった。ただし、振り返りの時間を多く割くことができなかったことが反省点である。
どういった主張がなされたか、それに対してどのような反論がなされたかを確認し、メリット・デメ
リットの比較をする時間を意識して多く取れば、さらに生徒の批判的思考力を高めることができたで
あろう。
フューチャー・ファクトリー（分野別講演会）は、夏休み以降の生徒の進路選択の一助となったと
いえる。科学講演会も含め、1 年の前期で生徒にさまざまなことを考えさせる機会を与えることがで
きた。科学の分野に求められる使命感や倫理観の育成にも役立ったと考えられる。
1.ディベートや「探究講座」を通して、学問に対する
興味・関心が増した。

23.0%

2.ディベートや「探究講座」を通して、｢論理的思考
力｣や｢科学的探究力｣が増した。

22.7%

3.ディベート、「探究講座」、「国際情報」を通し
て、プレゼンテーションや論述などの｢表現力｣が増し
た。
4.「未来設計」進路ＨＲ、「フューチャーファクト
リー（分野別講演会）」を通して、以前より｢進路や職
業に対する意識｣が増した。

21.3% 3.3%

52.3%
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47.3%
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30.0%
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２ １年理数科（１単位）
（１）仮説
生徒の科学に関する興味・関心が高揚し，学ぶ意欲が向上する。
論理的思考力や科学的探究力，および表現力の基礎が身につく。
正しいキャリア観の基礎が身につく。

（２）研究内容・方法・検証
理数科はくくり募集のため、2 年次に理数科へ進級が決定している A 推薦の生徒 14 名に対して 1
年探究理数科講座を実施している。進路が決定した 1 年次 3 学期からは、対象生徒は４１名とし、課
題研究の準備を開始した。
講座の指導は、1 年理数科担任を含めた物理・化学・生物の理科教員が担当した。
▲は普通科と合同で実施
月
4月

活動内容
オリエンテーション

方

法

・計画的に探究活動に取り組むために、理数科の活動
や研修について理解する。
－7－

5月
6月

▲未来設計１・2

・高校生活の目標や卒業後の夢などについて考える。

基礎実験講座①（ミニ課題研究）

・課題解決のための科学的探究活動を体験する。

基礎実験講座②(化学）

・身近な題材から科学の基礎を学びながら、実験・観

▲ＳＳＨ探究講演会

察の基礎的技能を習得する。

基礎実験講座③（物理）

・科学の分野で活躍する講師の講演を通して，将来の
キャリアについて考える。

7月

基礎実験講座④（生物）

8月

O-Labo（小学生実験教室指導）

・地域の小・中学生に高校生が科学実験を指導し、Ｓ

スキルアップ基礎研修事前学習 1

ＳＨの取り組みの普及を図る。
・体験研修の目的と内容を知る。

9月

スキルアップ基礎研修事前学習 2・3

・体験研修に関する知識を自主的に調べることで、よ
り充実した研修を目指す。

10 月

11 月

スキルアップ基礎研修事前学習 4

・自然調査の技法を事前に学習する。

スキルアップ基礎研修

・自然体験を通して、科学的素養を身につける。

スキルアップ基礎研修事後学習 1・2

・研究レポートの書き方を習得する。

▲未来設計３・４・５

・SSH 国際情報で作成した学部学科研究のプレゼン
を発表する。

12 月

▲未来設計６・７（ディベート 2・3） ・先輩たちの研究発表から、次年度の自分たちの活動
▲課題研究発表会見学

をイメージする。

1月

課題研究オリエンテーション

・課題研究の意義と活動の概要を理解する。

2月

スキルアップ班別研修Ⅰ事前学習

・研修に必要な科学的知識を学習する。

スキルアップ班別研修Ⅰ

・ミニ課題研究を通して、探究活動の流れと取り組み

課題研究テーマ探し・文献検索

方を理解する。
・課題研究のテーマを探すために、興味関心がある分
野の情報を集める。

3月

課題研究英語発表会見学

・先輩たちの英語発表から、次年度の自分たちの活動

一年間の振り返り

をイメージする。
・一年間の探究活動を振り返り、２年次の課題研究活
動に備える。

（３）実施の効果とその評価
基礎実験講座で実験器具の扱い方や実験データの記録の仕方などを学習した後、10 月に実施する
スキルアップ基礎研修の事前学習を 3 時間行った。屋久島の自然や地理などについて、インターネッ
トなどを活用して調べ、各自が研修のしおりの 1 ページずつを担当して原稿を作成した。さらに、調
べ学習の内容を研修事前学習会でも発表することによって、研修への興味関心を高め、研修課題を認
識させることができた。
研修事後学習では、研修全体から各自の最も興味を持った内容を選び、自由テーマのポスター発表
会を実施した。ポスター製作の方法からポスターセッションの仕方まで、研究成果の発表方法の基礎
を学ばせることができた。
3 学期からは、2 年次理数科に進級する全員が講座に参加し、課題研究に向けた準備を進めた。理
数科講座の中で、課題研究オリエンテーション、研究計画の立て方、研究活動の進め方等を学ぶこと

－8－

ACTION Ⅰ
SSH探究

で、2 月のスキルアップ班別研修からは研究班別に活動を開始することができた。研究テーマ設定の
時間を十分に確保しながら、昨年度よりも早いテーマ決定に向けて指導していきたい。

３ ２年普通科（1 単位）
（１）仮説
・科学に対する興味・関心や学ぶ意欲を一層高めることができる。
・論理的思考力や科学的探究力及び表現力を身につけさせることができる。
・正しいキャリア観や国際感覚を身につけさせることができる。

（２）研究内容・方法・検証
「ＳＳＨ探究講座」
年間計画に沿って、１年次に高めた生徒の興味・関心をさらに深め、論理的思考力や科学的探究力
を身につけさせることを目標とした講座を実施した。講座の内容は別表の通りであり、教材は本校の
職員が開発している。１講座は３回で完結するものと、６回で完結するものを企画し、講座数は第Ⅰ
期～第Ⅴ期まで計画した。６回で完結する講座は、３回のものと比べてより深い内容を扱うことがで
きるため生徒の評判も良かった。
評価については、提出したレポートの内容に加え、取り組みの意欲や態度、生徒の自己評価を総合
的に判定している。
「自分の未来設計」
夏休みにオープンキャンパスに参加する大学について、学部・学科やアドミッションポリシーなど
調べ、１年次に書いた志望理由書に調べたことを含め、志望理由書を完成させた。
「ＳＳＨ分野別講演会」
８講座を開設し、生徒が希望する講座を受講する形式で実施した。各分野の専門の方と直接話すこ
とで、生徒の進路決定に役立った。
「ＳＳＨ国際理解」
オーストラリアのことを調べる事前学習を実施したほか、修学旅行後には国際情報の授業で研究し
た内容を英語で発表する発表会を行った。
「ディベート大会」
各クラスで４つのテーマに対し、肯定派と否定派に分かれ班を編成した。国際情報の授業の中で各
テーマの情報収集を行い、練習試合も行った。ディベート大会では、調べたデータや資料を駆使し論
理的に発言しており白熱したディベートとなった。

（３）実施の効果とその評価
【生徒アンケートの質問項目】

※アンケートは普通科 270 名が回答

Ｑ１．
「探究講座」を通して、学や学問に対する興味・関心が増した。
Ｑ２．
「探究講座」を通して、｢論理的思考力｣や｢科学的探究力｣が増した。
Ｑ３．
「国際情報発表会」
「探究講座」を通して｢表現力｣が増した。
Ｑ４．
「未来設計」
「分野別講演会」を通して、以前より｢進路や職業に対する意識｣が増した。
Ｑ５．
「国際理解」の諸活動を通して、以前より｢国際感覚｣が身についた。

１年間取り組んできた諸活動を通して、
「めざす成果」がどの程度達成できたのかを評価した。方法

－9－

は、生徒アンケートである。めざす成果は３項目であるが、項目２を「論理的思考力・科学的探究力」
と「表現力」に分け、項目３を「正しいキャリア観(進路意識)」と「国際感覚」に分けて次の５項目
とした。そして、この５項目について「そう思う」
「ややそう思う」
「あまりそう思わない」
「そう思わ
ない」の回答を選択させたところ、図１のような結果となった。
全項目で８割以上の生徒が「そう思う」
「ややそう思う」を選択しており、全ての活動について、概
ね効果が出ているといえる。
「Ｑ２．論理的思考力や科学的探究力の向上」においては、昨年度の結果
で最も低い数値であったが今年度は盛り返したといえる。要因としては、講座の中でより深く考え他
者に伝えていく機会を増やしたこと。さらに、ディベート大会を行ったことがあげられる。
また、
「国際感覚」の評価が高いことから、英語でのプレゼンテーション発表会が生徒に良い影響を
与えていることが分かる。事前学習でオーストラリアの文化を調べ、修学旅行を通じて体験すること
で積極的に国際理解に努めた。
しかし、
「Ｑ３．表現力の向上」において、若干評価が落ち込んでしまった。調べたことや考えたこ
とを相手にきちんと伝える表現するスキルをもっと指導していかなければならない。
そう思う

ややそう思う

01.興味関心

28.0

02.思考力

27.4

03.表現力

あまりそう思わない

58.4

17.4

61.2
33.3

05.国際感覚

12.1

53.7

19.1

04.進路意識

そう思わない

50.1

35.8
0.0

20.0

19.0
15.1

50.2
40.0

60.0

13.3
80.0

100.0

４ ２年理数科（２単位）
（１）仮説
科学への興味・関心がいっそう高まるとともに高い専門性が身につく。
論理的思考力や科学的探究力および日本語・英語によるプレゼンテーション能力が身につく。

（２）研究内容・方法・検証
今年度より、2 年課題研究を 1 単位から 2 単位に増やした。さらに、国際情報を含めた 3 時間連続
の活動時間を確保し、内容面でも相互乗り入れをすることでより効果的な課題研究活動を実施した。
研究発表の期日も課題研究発表会を 12 月に、英語発表会を 3 月に延ばして実施することで、より長
い課題研究活動期間を実現した。
月
4月

活動内容
研究テーマ探し

方

法

・課題研究に必要な文献を集めるために、論文検索の方
法を習得する。
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ACTION Ⅰ
SSH探究

5月

研究活動

・予備実験などから、研究の方向性を探る。

スキルアップ研修事前準備

・大学等の研究者と連絡をとり、研修の受け入れを依頼
する方法を学ぶ。

6月

研究活動

・研究テーマについて再考し、課題研究としてふさわし

スキルアップ研修事前学習

いテーマであるかどうかを検証する。
・大学等の訪問に必要な予備知識を集約する。

7月

8月

研究活動

・スライドやポスターの作成方法を学ぶ。

プレゼン・ポスター作成

・校外のポスター発表会に参加し、実践的なポスターセ

ポスター発表会参加

ッション技術を学ぶ。

スキルアップ班別研修Ⅱ [7～9 月]

・大学等の研究機関と連携し高いレベルの研究活動を行

プレゼン・ポスター発表練習

う。
・プレゼンテーションの基本的技能を習得する。

9月

文化祭課題研究ポスター発表会

・研究の中間報告としての発表を通して、研究活動前半

課題研究中間発表会

を振り返り、改善点を明らかにする。
・研究に対する指導・助言を受ける。

10 月
11 月

12 月

研究活動

・班別研修の成果を活用し、研究内容をさらに深化させ

科学の甲子園大分県大会

る。

研究活動

・実験データを分析し、科学的に考察する手法を学ぶ。

日本語研究論文・プレゼン作成

・研究論文の書き方を習得する。

課題研究発表会

・研究成果を発表することにより、効果的なプレゼンテ

台湾海外研修（班代表者）

ーションの技能を習得する。
・課題研究英語発表会に向けて、英語コミュニケーショ
ン力を向上させる。

1月
2月

英語研究論文作成

・科学的な英語表現を習得する。

APU 英語プレゼン講座Ⅰ・Ⅱ

・英語プレゼンテーションの方法を学ぶ。

英語ポスター作成

・研究発表における効果的な英語表現を身に着ける。

英語ポスター発表練習
3月

課題研究英語発表会

・実践的な英語コミュニケーション力を向上させる。

一年間の振り返り

・課題研究の取り組みや成果を振り返ることで、自らの
進路意識を向上させる。

（３）実施の効果とその評価
課題研究活動にかける時間を増やし、スキルアップ班別研修Ⅱを実施したことによって、全体とし
ては、さらに研究内容を深化させることができた。課題研究発表会では、審査員や参加した保護者な
どから高い研究レベルと優れた発表態度、活発な質疑応答が評価を受けた。今後の課題は、以下の 3
点である。
・研究テーマを 5 月頃までに決定し、予備実験・観察によって研究の方向性が検討された後、適切な
研修先を選定してスキルアップ班別研修Ⅱ(大学・研究所訪問)を実施する。
・中間発表会(3 年生による研究内容のアドバス)の期日を 7 月に変更し、後半の研究活動の充実を図
る。
・校内の課題研究指導教員による連絡会の回数を増やし、指導力の向上を図るとともに、各種学会へ
の積極的参加を進めていく。
－ 11 －

５ ３年普通科・理数科（１単位）
（１）仮説
１・２年次に行った探究講座の成果を生かし，３年次はより発展的な内容の講座を行い，レポート
にまとめる。その効果として，各分野への興味関心と理解が更に深まり，講座内に生じた疑問を解決
する過程で論理的思考力を身につけることができると考えている。
また，自分の考えをレポートにわかりやすくまとめることで表現力を身につけるとともに，論理的
思考力の発展も期待できる。分野別講演会については，各方面に活躍されている講師の方の講演を通
じて進路意識を向上させ，各自の進路を主体的に選択する契機となることが期待される。

（２）研究内容・方法・検証
１，２年次は普通科，理数科に分かれて取り組んだ。普通科においては，２年間を通して選択制の
分野別探究講座を中心に実施した。
理数科においては，１年次に基礎実験講座，屋久島体験研修や湯布院研修を実施し，２年次には９
班に分かれての課題研究を行い，研究の過程やプレゼンテーション・報告書作成を通して論理的思考
力と科学的探究力・表現力を向上させた。これらの取り組みを受けて，３年次はより応用的な講座を
目指し，科目ごとに論理的な思考力の伸長を図る講座を行った。
文系，理系・理数科に分けて探究講座を実施した。文系では英語，国語，数学（私立文系クラスで
は小論文）地歴公民の４講座，理系・理数科では数学，英語，化学，物理／生物の４講座をそれぞれ
ローテーションで全生徒に受講させた。
各講座の教材開発・実施は，以下の点に留意して行い、評価は各講座担当者で行った。
１：論理的思考力を育成するため，思考・考察する機会を設けること
２：科学的専門性を育成するため，普段の授業では扱わない専門的な内容で行うこと
３：客観的な評価ができるように，ワークシートを作成すること

（３）実施の効果とその評価
探究講座については，担当教員の協力のもと，昨年度の内容と評価を踏まえた上で教材研究，教材
開発を行うことができた。昨年の教材を発展させただけでなく，新たな教材の開発も行われており，
今年も学校の財産となる教材を増やすことができた。
３年生は受験勉強で多くの知識を整理することに追われているが，そのような中で日常の学習とは
異なる視点で物事を考えることができる探究講座は有意義であったと考えられる。来年度も同様の活
動を行っていきたい。

－ 12 －

ActionⅡ 学校設定科目「SSH 国際情報」
ACTION Ⅱ
ＳＳＨ国際情報

１ １年普通科・理数科（１単位）
（１）仮説
「ＩＴ基礎講座」
、
「プレゼンテーション講座」
、
「科学ディベート講座」に取り組ませることで、膨
大な情報の中から信憑性のある必要な情報を取捨選択・処理・加工した上で有効に活用する能力や、
日本語・英語によるプレゼンテーション能力の基礎を身につかせることができる。

（２）研究内容・方法・検証
国際的な視野での情報活用能力や日本語・英語によるプレゼンテーション能力の育成をめざして、
ＳＳＨ国際情報を「情報教育」と「英語教育」の融合と捉えて実践を行ってきた。
１学期から２学期にかけて、情報機器やワード・エクセルといった基本的なソフトウエアの操作技
術を習得させ、日本語教材はもちろんのこと、英語の授業と連携した英語教材を活用し、ワードを使
って自分の将来の夢や志望を英語で書かせてきた。
加えてパワーポイントによる日本語でのプレゼンテーション作成、およびクラス内発表会を実施し、
自分の考えを人前で分かりやすく伝える技能の育成を行ってきた。
また、発表内容に関する質疑応答の時間を設定することで、発表会が双方向となりより実践的なプ
レゼンテーション能力の育成につながるように工夫している。
今年度は、ＳＳＨ探究の時間と連動し、９月から１１月に行われた「学部学科研究発表会」と１２
月に行われる「校内ディベート大会」に向けて、インターネットで情報を検索し信憑性のある情報を
取捨選択する時間を設けた。
例年と違い、英語でのプレゼンテーション能力の基礎の育成を行う時間が減ったが、プレゼンテー
ションを英語で行う際には、ＴＴを組んでいる英語教員はもとより、ＡＬＴ教員の支援も得ることが
できた。
＜１年生ＳＳＨ国際情報実施内容＞
月

学習内容

４月
５月
６月
７月

○オリエンテーション
○ＩＴ基礎講座Ⅰ
(1)タッチタイピングの基礎・演習
(2)ワードの基礎・演習
(3)エクセルの基礎・演習
・科学的なトピックを活用
(4)パワーポイントの基礎・演習

８月
９月

○ＩＴ基礎講座Ⅱ
(1)インターネット検索演習
○プレゼンテーション講座Ⅰ
(1) プレゼンテーション演習①
【日本語】

10 月
11 月
12 月

クラス「学部学科研究発表会」全員
学年 「学部学科研究発表会」代表

到達目標
○ＳＳＨ国際情報の意義や１年間の流れを理解する
○情報を活用する上での基本的な操作技能を習得する
・ タッチタイピングの基礎を習得する
・ ワードの操作技能の基礎を習得する
・ エクセルの操作技能の基礎を習得する
・ パワーポイントの操作技術の基礎を習得する
・ 聴衆が分かりやすいプレゼンテーションについて理
解する
・ 必要な情報のインターネット検索できる
「自分の興味のある学問分野の内容について、その魅力
を友達に伝えるプレゼン」を日本語で行う
・ テーマを決定する
・ 自分の伝えたい内容を焦点化し、スライドイメージ
を作成することができる
・ 発表しようとする内容を的確に紹介するスライドを
作成することができる
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○科学ディベート講座
(1) 情報モラルの基礎
１月
２月
３月

プレゼンテーション講座Ⅱ
(1) プレゼンテーション演習②
【日本語と英語】
・スライドの英語化、原稿の翻訳
・英語による発表練習
・クラス内発表、質疑応答

・
・
・
・

聴衆を意識したプレゼンテーションができる
他人の発表を聞き、質問・助言・評価等ができる
必要な情報のインターネット検索できる
ネット社会を安全・快適に過ごすための情報モラル
を身に付けることができる
・ 情報社会について、その問題点を理解できる
「自分の興味のある内容について、その魅力を友達に伝
えるプレゼン」を日本語と英語で行う
・ 日本語と英語によるスライドや原稿を作成できる
・ 日本語と英語によるプレゼンテーションの練習を行
い、クラス内発表ができる
・ 日本語と英語でのプレゼンテーションを聞き、質問・
評価・助言等ができる

「 IT 基礎講座」
社会人、および大学生・大学院生として必須ソフトと思われるワード・エクセル・パワーポイント
の３大ソフトの操作技能の習得を確実に行わせたいと考えている。これらのソフトについては、高校
入学時点で個人差がかなりあることがアンケートで分かっている。
これを踏まえて、１年生の国際情報の授業では、これらの基本ソフトの操作技能がまだ身について
いない生徒のペースに合わせて授業を進めている。
既に操作技能をマスターしている生徒については、授業時間内で、学習内容が早めに終わるので、
応用的な操作をプラスアルファの内容として取り組ませ、生徒の上達レベルに合わせた指導を行った。
「プレゼンテーション講座」
プレゼンテーション能力の基礎を育成するために、本年度は２学期のから 3 学期にかけて「自分の
興味のある学問分野の内容について、その魅力を友達に伝えるプレゼン」と「自分の興味のある内容
について、その魅力を友達に伝えるプレゼン」の２つテーマに対して、日本語によるプレゼンテーシ
ョン作成（一部英語のスライドを含む）を行った。
３分間という短い発表時間で、自分の伝えたい内容を聴衆に分かりやすく簡潔に伝えるために、生
徒はスライドや発表原稿の作成において様々な工夫をこらした。クラス内発表会において、級友の発
表を聴き、質問や評価を行うことによって、「聴衆に伝わるプレゼン」についての理解とはどういう
ものかを学んだ。
「科学ディベート講座」
１１月から１２月にかけて、「代替発電への切り替えによって生じるメリット・デメリット」「遺
伝子組み換え食品そのもののメリット・デメリット」等の４つのテーマについて、ＳＳＨ探究の２時
間、国際情報の時間１時間を準備に使い、ＳＳＨ探究の時間２時間をクラス対抗ディベート大会に使
用した。
情報を鵜呑みにせず、ネット上の情報が確定的なものか見定め、与えられたテーマに関する正しい
知識を収集する方法を養うよい機会となった。

（３）実施の効果とその評価
2 月にアンケートを行い、年次の SSH 国際情報について「そう思う」と答えた項目の多い順に並べ
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た。英語でのプレゼンテーション能力の基礎の育成を行う時間が減ったにもかかわらず、本年度は
昨年と比べて「英語に対する必要性」や「国際社会に対する興味」の値が倍以上となった。
考えられる理由は、アンケートをとったのが例年の 12 月ではなく、2 月の成果発表会の直後であっ
考えられる。来年度に向けて、この肯定評価を維持しながら、聴衆が分かりやすいプレゼンテーショ
ンになるように、生徒の技量を高めさせていきたい
コンピュータ操作のスキルが上達した。

90.0

プレゼンテーションや論述などの表現のスキルが上達した。

86.5

英語の必要性を認識した。

82.0

国際社会に興味を持つようになった。

72.7

２ ２年普通科（１単位）
（１）仮説
今日の国際化・情報化社会において、理系・文系に関わらず、たくさんの情報の中から信憑性のあ
る必要な情報を取捨選択し、処理・加工した上で、他へ分かりやすく表現・発信する能力がますます
必要になってきた。この能力育成のためには、
①

情報を処理するマルチメディア技能

②

情報を国際的に表現・発信していくコミュニケーション能力

③

異文化を理解し尊重する態度

の３点の習得・育成を促進することが必要である。
「ＳＳＨ国際情報」において、普通科ではマルチメ
ディア講座、異文化理解講座を実施することで、理数科では課題研究活動と連携させながら、各講座
を実施することで、これら３つの技能・能力・態度を育成できる。

（２）研究内容・方法・検証
「ＳＳＨ国際情報」を「情報教育」と「英語教育」との融合と捉え、ＳＳＨ指定一期目までの５年
間でこの情報教育に内容中心型(コンテント・ベース)英語教育を融合させ、本校のＳＳＨ国際情報の
形がほぼできあがった。
普通科では、オーストラリアへの修学旅行を題材に、国際理解・英語プレゼン技術・情報機器操作
能力の育成をすすめており、英語でのプレゼンテーション発表会を実施している。
以下の実施計画に基づき、上記研究仮説の検証を行った。
普通科２年生
月

学習内容

４月

○オリエンテーション

～５月

○マルチメディア講座Ⅱ-1

到達目標
・１年間の流れ・ＳＳＨ国際情報について理解する

【日本文化の紹介】
・ワード演習

・必要な情報をインターネット等から取得し、ワードを
用いてまとめることができる
・英語で自分の考えを表現できる
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ACTION Ⅱ
ＳＳＨ国際情報

たためであろう。代表であった 2 年生の発表がすばらしく、多くの 1 年生のロールモデルとなったと

６月
６月

○異文化理解講座Ⅰ-1
○異文化理解講座Ⅰ-1

～８月
～８月

【豪州の文化を紹介するプレゼ
【豪州の文化を紹介するプレゼ ・必要な情報をインターネット等から取得し、パワーポ
・必要な情報をインターネット等から取得し、
・必要な情報をインターネット等から取得し、
パワーポイ
パワーポイ
【豪州の文化を紹介するプレゼ
ンを作成する】
（日本語）

ントのスライド・原稿にまとめることができる
ントのスライド・原稿にまとめることができる
イントのスライド・原稿にまとめることができる
・聞き手を意識して、プレゼンができる
・聞き手を意識して、プレゼンができる
・聞き手を意識して、プレゼンができる

・コミュニケーション活動
・コミュニケーション活動
・パワーポイント演習
・パワーポイント演習
・プレゼン演習
・プレゼン演習
９月
９月

○異文化理解講座Ⅰ-2
○異文化理解講座Ⅰ-2

～１０月
～１０月

【豪州の文化を紹介するプレゼ
【豪州の文化を紹介するプレゼ ・魅力あるスライドを作成し、聞き手を意識してプレゼ
・魅力あるスライドを作成し、
・魅力あるスライドを作成し、聞き手を意識してプレゼン
聞き手を意識してプレゼン
【豪州の文化を紹介するプレゼ
ンを作成する】
ンを作成する】
（英語）

を行う
を行う
ンを行う

・プレゼン演習
・プレゼン演習
・パワーポイント演習
・パワーポイント演習
・クラス内発表
・クラス内発表
１１月
１１月

○異文化理解講座Ⅰ-2
○異文化理解講座Ⅰ-2

～１２月
～１２月

【豪州の文化を紹介するプレゼ
【豪州の文化を紹介するプレゼ ・英語プレゼンテーションの基本的な言い回しや留意事
・
・英語プレゼンテーションの基本的な言い回しや留意事項
英語プレゼンテーションの基本的な言い回しや留意事項
【豪州の文化を紹介するプレゼ
ンを作成する】
（英語）

を理解し、それを意識した発表ができる
を理解し、それを意識した発表ができる
項を理解し、それを意識した発表ができる
・人の発表を聞き、内容把握・評価・助言などができる
・人の発表を聞き、内容把握・評価・助言などができる
・人の発表を聞き、内容把握・評価・助言などができる

・プレゼン演習
・プレゼン演習
・クラス内発表→ＳＳＨ国際情
・クラス内発表→ＳＳＨ国際情報
・クラス内発表→ＳＳＨ国際情報
報英語発表
英語発表
○国際プレゼンテーション講座
○国際プレゼンテーション講座Ⅰ
○国際プレゼンテーション講座Ⅰ
Ⅰ-1
-1

【未来を語る】
【未来を語る】
（個人プレゼン）

・2
・2年間の「SSH
年間の「SSH
年間の「SSH
国際情報」の集大成として、自らが興
国際情報」の集大成として、自らが興
・2
国際情報」の集大成として、自らが興
味ある学部・学科、
味ある学部・学科、大学もしくは将来の夢の３つのテー
大学もしくは将来の夢の３つのテー
味ある学部・学科、大学もしくは将来の夢の３つのテ
マから１つ選び、
マから１つ選び、
パワーポイントによるスライドを作成
パワーポイントによるスライドを作成
ーマから１つ選び、パワーポイントによるスライドを

・パワーポイント演習

できる
できる
作成できる

・プレゼン演習

１月
１月

○国際プレゼンテーション講座Ⅰ
○国際プレゼンテーション講座Ⅰ
○国際プレゼンテーション講座

～３月
～３月

Ⅰ-1
-1

【未来を語る】
【未来を語る】
（個人プレゼン）

・パワーポイントのアニメーションを駆使し、わかりや
・パワーポイントのアニメーションを駆使し、
・パワーポイントのアニメーションを駆使し、
わかりやす
わかりやす

いスライド作りができる
いスライド作りができる
すいスライド作りができる
・スライドには、
・スライドには、数値データをもとにしたグラフを作成し
数値データをもとにしたグラフを作成し
・スライドには、数値データをもとにしたグラフを作成

・パワーポイント演習
・パワーポイント演習
・プレゼン演習
・プレゼン演習
・クラス内発表
・クラス内発表

て、
て、
して、
入れることはできる
入れることはできる
入れることはできる
・読み手や聞き手を意識した、
・読み手や聞き手を意識した、プレゼンテーションを行う
プレゼンテーションを行う
・読み手や聞き手を意識した、プレゼンテーションを行
うことができる
ことができる
ことができる

○国際プレゼンテーション講座
○国際プレゼンテーション講座Ⅰ
○国際プレゼンテーション講座Ⅰ
Ⅰ-3
-3

【ディベート大会】
【ディベート大会】

・
・ディベートにおける基本的な言い回しや留意事項を理解
ディベートにおける基本的な言い回しや留意事項を理解
・ディベートにおける基本的な言い回しや留意事項を理
し、それを意識した発言ができる
し、それを意識した発言ができる
解し、それを意識した発言ができる

・ディベート講座
・ディベート講座
・ディベート練習
・ディベート練習
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（３）実施の効果とその評価
「マルチメディア講座Ⅱ」
作成を行った。修学旅行先のホストファミリーに渡すため、紹介文を英訳した。その際に、ＡＬＴの
先生が添削を行うことで、生徒の英語の表現力向上につながった。
しかし、思いの外英訳に時間がかかり、授業外で作成する生徒が多く見られた。
「国際プレゼンテーション講座Ⅰ」
プレゼンテーション能力の基礎を育成するために、本年度は２学期の終わりから 3 学期にかけて
「自分の興味のある学部・学科、大学もしくは将来の夢について、その魅力を友達に伝える個人プレ
ゼン」をテーマにして、日本語によるプレゼンテーション作成を行った。
３分間という短い発表時間で、自分の伝えたい内容を聴衆に分かりやすく簡潔に伝えるために、生
徒はスライドや発表原稿の作成において様々な工夫をこらした。
クラス内発表会において、級友の発表を聴き、質問や評価を行うことによって、
「聴衆に伝わるプレ
ゼン」についての理解とはどういうものかを学んだ。
昨年度に取り組めなかった「ディベート大会」も行った。ディベートは、社会人、および大学生・
大学院生として必須なものであり、近年では入学試験でも取り上げられている。そのため、生徒には
経験させる必要があった。初めての経験なため、基礎からの指導を行い、クラス内練習を行った上で
大会に臨ませた。
大会においては、調べたデータや資料を紹介しながら堂々と発言している姿が目立った。人前での
発表に自信を持ったに違いない。
「異文化理解講座Ⅰ」
豪州の文化を紹介するプレゼンにおいて、１学期に日本語でプレゼンテーションを作成し、２学期
に英語でのプレゼンテーションに取り組ませた。
英語でのプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力のさらなる向上を目指して、５分程度
のプレゼンを、聴衆を意識して英語で言えることを重点に取り組ませた。
英語ならではの言い回しやパワーポイントのアニメーションなど様々な知識や技能が試され、生徒
は一生懸命に取り組んでいた。
発表会においては、１４会場に分かれて英語で発表を行い、互いに評価し合った。その際、英語で
の質疑応答を行うように努力をさせた。
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ACTION Ⅱ
ＳＳＨ国際情報

１年生の国際情報の授業で、身につけた操作スキルを生かしてもらうために、
「日本文化の紹介」の

Action Ⅲ 学校設定科目「ＳＳ科学」

１年普通科・理数科
（１）仮説
文系の生徒を含む普通科の生徒に，物理・化学・生物・地学の全分野の内容を含んだ授業をおこな
うことで，生徒の科学に対する興味・関心を高めるとともに，科学的な思考力や読解力を養うことが
できる。
ACTION Ⅲ
ＳＳ科学

（２）研究内容・方法・検証
科学的視点を広げるため、１年生全員を対象として、学校設定科目「ＳＳ科学」を設置した。これ
は、地学を含めた理科４科目で構成され、本校理科の教員を中心にオリジナル教材集「SS 科学ワーク
シート」を作成し，平成２５年度入学生から、１単位時間で運用した。
(ａ) SS 科学ワークシートの作成
SS 科学ワークシートの構成は，次の通りである。

平成25年入学 文系
１年
化学基礎

Ⅰ 身の回りの科学～生物～

化学

Ⅱ 身の回りの科学～地学～

生物基礎

2

２年

３年

2

2

2

生物特論

Ⅲ 身の回りの科学～化学～

物理基礎

Ⅳ 身の回りの科学～物理～

物理

Ⅴ 新聞記事を読もう

SS科学

Ⅵ 英語論文を読もう

2
2

1

平成25年入学 理系

Ⅶ レポートの書き方

１年

各単元とも，できるだけ生徒にとって身近な内容を含んだ構成と
し，また，Ⅴ～Ⅶの単元を通じて従来の科目の枠を超えた指導をおこ

化学基礎

なうようにした。
(ｂ)教育課程上の位置づけ
平成 25 年度入学生の理科の授業時数を図に示した。理科に学校設定
科目「SS 科学」
（1 単位；１年）を開設した。

4

3

4

3

4

2

物理
SS科学

3
2

生物
物理基礎

３年

2

化学
生物基礎

２年

1

図 2 普通科の理科の単位数

（３）実施の効果とその評価
SS 科学で 1 年次に地学を含む幅広い科学の分野にふれることは，将来のコースや進路の選択に役
立ってきたものと考えられる。また，地学分野では地震や火山がもたらす自然災害のしくみにもふれ
ており，災害が頻発する日本列島にあって防災教育としての意義も大きい。
文系・理系を問わず全生徒に物理基礎，化学基礎，生物基礎の授業がおこなわれる。このため，ワ
ークシートは、これらの科目と重複しないように指導内容を検討した。
SS 科学の目標である，
「理科４科目履修の実現を通して科学的な興味・関心および思考力・読解力
を高める」ための教材や，１単位での運用方法について，今後もさらに研究を重ねる必要がある。
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Action Ⅳ 課題研究スキルアップ研修
１ スキルアップ基礎研究
（１）仮説
２年次から取り組む課題研究の事前活動として、貴重な生態系を誇る屋久島をフィールドとした
自然体験を伴う調査研究活動を行うことで、将来の科学系人材としての次の能力や態度を育成す
る。
① ２年次の課題研究や将来の研究活動で必要とされる実践的な基礎調査技能
② 自ら課題を設定して解決の方策を探究しようとする研究に取り組む基本的態度
③ 人間と自然の共生について深く考えようとする姿勢や、環境問題に対処する素養

（２）研究内容・方法・検証
期

間

平成 27 年 10 月 10 日(土)～12 日(月) 2 泊 3 日

場

所

鹿児島県熊毛郡 屋久島
（宿泊所）屋久島環境文化研修センター ( 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房 2739 番地 3 )
１年生理数科推薦入学者 14 名

研修講師

屋久島環境文化研修センター職員、屋久島森林環境保全センター研究員
京都大学霊長類研究所特定研究員 澤田晶子、同大学院生 栗原洋介

研修日程
大分駅出発 7:13―10:43 鹿児島駅、鹿児島港 12:00―13:50 宮之浦港―14:15 神之川林道
10/10(土)

14:30～16:00 研修１「照葉樹林毎木調査」（神之川林道）
19:00～21:30 研修２「照葉樹林毎木調査報告レポート作成」
9:40～16:00 研修３「グループ別野外自然調査」(白谷雲水峡、西部林道)

10/11(日)
10/12(月)

19:00～22:00 研修４「野外自然調査報告会」
9:15 センター出発―宮之浦港 10:45―鹿児島港 12:30、鹿児島駅 13:42―16:58 大分駅

・事前学習として、屋久島の自然や地理、歴史等を調べ、生徒の自主編集による研修のしおりを制作する。
・野外実習では、フィールドノートを活用する。
・研修１では、屋久島で実際に森林保全に関わっている専門家の指導の下、毎木調査を実施する。
・研修２では、研究レポートの書き方を学び、研修１のレポートを作成する。
・研修３では、テーマ別の野外調査を行う。
・研修 4 では、ポスター発表の方法を学び、班ごとに研修３のポスターを作製してポスター発表会を行う。
・事後学習として、生徒各自が自由テーマのポスターを製作し、ポスター発表会を行う。
「照葉樹林毎木調査」
屋久島森林生態系保全センターの研究員の指導の下、神之川林道沿いの照葉樹林で、森林生態調査
を行う際に用いられる毎木調査の実習を行った。
屋久島の森林資源の保護と活用やシカ被害の対策、希少種の保全対策等について説明を聞き、森林
環境の保全の取り組みにおける調査結果の活用について学習した。さらに、実際に調査したデータを
用いて、各自が毎木調査レポートを作成した。
「グループ別野外自然調査」
テーマ別のグループを編成し、屋久島の森林を研究フィールドとした調査活動を行った。研修後は、
調査活動の成果を各班でふりかえって調査の成果を整理して研究ポスターを作製し、研究発表会を行
－ 19 －

ACTION Ⅳ
スキルアップ研修

対象生徒

った。
った。
・コケ植物班
・コケ植物班 蘚苔類・地衣類等の生育調査とともに、森林内の環境や天然更新する林床の状態を調
蘚苔類・地衣類等の生育調査とともに、森林内の環境や天然更新する林床の状態を調
べ、蘚苔類の多様な生育環境を考察した。
べ、蘚苔類の多様な生育環境を考察した。
・ヤクスギ班
・ヤクスギ班 倒木更新によって世代交代が繰り返されるヤクスギ林帯を代表するヤクスギ等の生息
倒木更新によって世代交代が繰り返されるヤクスギ林帯を代表するヤクスギ等の生息
状況を調査し、ヤクスギ林が維持されている屋久島の自然の特性を考察した。
状況を調査し、ヤクスギ林が維持されている屋久島の自然の特性を考察した。
・動物班
・動物班

おもにヤクザル・ヤクシカについて、それらの生態と植生との関係を探った。特に、
おもにヤクザル・ヤクシカについて、それらの生態と植生との関係を探った。特に、
ニホンザルについては、森林内における実際の行動調査を実施し、大分県高崎山に生
ニホンザルについては、森林内における実際の行動調査を実施し、大分県高崎山に生
息する餌付け群との比較を行った。
息する餌付け群との比較を行った。

研修１
研修１
照葉樹林毎木調査
照葉樹林毎木調査

研修２
研修２
毎木調査レポート作成
毎木調査レポート作成

研修３(ヤクスギ班)
(ヤクスギ班)
研修３(動物班)
(動物班)
研修３
研修３
白谷雲水峡ヤクスギ調査 西部林道ヤクザル調査
西部林道ヤクザル調査
白谷雲水峡ヤクスギ調査

（３）実施の効果とその評価
（３）実施の効果とその評価
とても
とても

まあまあ
まあまあ あまり
あまり

まったく
まったく

充実した研修だった
充実した研修だった

71％
71％

29％
29％

0 0

0 0

自然や環境への関心は深まった
自然や環境への関心は深まった

79％
79％

21％
21％

0 0

0 0

2 年次の課題研究の活動に役立つと思う
2 年次の課題研究の活動に役立つと思う

57％
57％

43％
43％

0 0

0 0

事後アンケートでは、参加した生徒全員が「とても充実していた」または「まあまあ充実していた」
事後アンケートでは、参加した生徒全員が「とても充実していた」または「まあまあ充実していた」
と肯定的評価をしており、次年度の課題研究活動に向けて大変有意義な研修となった。
と肯定的評価をしており、次年度の課題研究活動に向けて大変有意義な研修となった。
毎木調査実習は、屋久島森林環境保全センター研究員の指導による高い専門性を要する野外調査に
毎木調査実習は、屋久島森林環境保全センター研究員の指導による高い専門性を要する野外調査に
も関わらず、生徒の反響が非常によく、課題研究を行う上で必要とされる基本的な研究態度を身につ
も関わらず、生徒の反響が非常によく、課題研究を行う上で必要とされる基本的な研究態度を身につ
ける実習として充実したものとなった。
ける実習として充実したものとなった。
また、京都大学霊長類研究センターのニホンザル研究者から直接野外における哺乳類行動調査の手
また、京都大学霊長類研究センターのニホンザル研究者から直接野外における哺乳類行動調査の手
法を学ぶことができ、来年度の課題研究で必要とされる技能の獲得とともに、研究に対するモチベー
法を学ぶことができ、来年度の課題研究で必要とされる技能の獲得とともに、研究に対するモチベー
ションの向上にもつながった。
ションの向上にもつながった。
今後の課題は、テーマ別研修の全ての班において、生徒の興味関心に応じた指導ができる講師を選
今後の課題は、テーマ別研修の全ての班において、生徒の興味関心に応じた指導ができる講師を選
定することである。
定することである。

生徒の感想
生徒の感想
今回の研修では、主に自然の大切さと発表の仕方、レポートの書き方について学びました。また、
今回の研修では、主に自然の大切さと発表の仕方、レポートの書き方について学びました。また、
外来種が入ってくると自然にどのような事が起きるのかがよくわかりました。この問題は屋久島だけ
外来種が入ってくると自然にどのような事が起きるのかがよくわかりました。この問題は屋久島だけ
のことではないので、これからの自然のあり方についてよく考えなければならないと思いました。
のことではないので、これからの自然のあり方についてよく考えなければならないと思いました。
実際に行って体験することで学ぶことが多くありました。グループ別野外調査でヤクスギの歴史や
実際に行って体験することで学ぶことが多くありました。グループ別野外調査でヤクスギの歴史や
特徴、また島の自然を守っていくための課題などを聞いて、自分はこれから何をすることが必要なの
特徴、また島の自然を守っていくための課題などを聞いて、自分はこれから何をすることが必要なの
かをしっかり考えることができ、自然に対する関心が深まりました。また、発表でうまくまとめるこ
かをしっかり考えることができ、自然に対する関心が深まりました。また、発表でうまくまとめるこ
とができなかった事など、
とができなかった事など、
改善点を多く見つけることができました。
改善点を多く見つけることができました。
今後の活動に生かしていきたい。
今後の活動に生かしていきたい。

－ 20 －

２ スキルアップ班別研修
（１）仮説
１年次１０月に実施した「スキルアップ基礎研修」、１年次２月に実施した「スキルアップ班別
研修Ⅰ」に引き続き、課題研究のテーマに沿った生徒自主企画による研究機関研修を実施すること
によって、高いレベルの科学研究を体験し、課題研究における研究技能を向上させる。

（２）研究内容・方法・検証
期

間

平成 27 年 7 月～9 月

場

所

九州大学、熊本大学、鹿児島大学、大分大学、東京農工大学 等

対象生徒

2 年生理数科 課題研究 9 班

引 率 者

課題研究の各班校内指導者

研修日程

各班の研修計画のとおり

方

法
・各班の研究テーマに関係する研修先を探し、自主的に研修計画を立案する。
・大学等の研究室等を訪問して、課題研究に対するアドバイスを聞く。
・大学等の実験室において課題研究テーマに関係する実験・実習を行う。
・研修の成果を課題研究後半(9 月～11 月)の研究活動に活かす。

研究分野

班名

物理学

物理学班

化 学

銀樹班

生物学

ﾆﾎﾝｻﾞﾙ班

生物学

ｱｸｱﾘｳﾑ班

地 学

炭酸泉班

医 学

がん細胞班

研究テーマ

縦横比がもたらす飛行距離
への影響

実施日
8 月 23 日
7 月 15 日

銀樹の成長速度
～のびろ 銀樹！！～
高崎山ニホンザル群におけ
るグルーミングの役割
微生物による水質の浄化作
用
長湯温泉のＣＯ２濃度と陽イオン
の関係

糖の取り込みとがん細胞増
殖の関係

8 月 4・5 日
9 月 11～13 日
7 月 30 日
9 月 26 日

大学
日本文理大学工学部
大分大学工学部
応用化学科
熊本大学工学部
物質生命化学科
京都大学野生動物研究
センター幸島観察所
九州大学農学部
微生物工学研究室
京都大学地球熱学研究
施設(別府市)

4 月～11 月

大分大学医学部

11 月 4 日

大分大学医学部

マスクは本当に必要か？ ～高校生の
医 学

衛生医学班

マスクに対する価値観とマスク捕捉効果の超微形態
学的検証～

数 学

数学班

情報学

情報班

最長距離の考察

9 月 21 日

ＦＤＳを用いた火災シミュレーシ
ョン

－ 21 －

7 月 27・28 日

東京農工大学
情報工学科宮代研究室
鹿児島大学工学部
数値熱流体工学研究室

ACTION Ⅳ
スキルアップ研修

・県内外の海や森林で、課題研究テーマに関わるフィールドワーク(調査等)を行う。

[情報班] 鹿児島大学工学部
[ニホンザル班]京都大学野生動物
[衛生医学班]大分大学医学部
[情報班]
[情報班] 鹿児島大学工学部
鹿児島大学工学部
[ニホンザル班]京都大学野生動物
[ニホンザル班]京都大学野生動物
[衛生医学班]大分大学医学部
[衛生医学班]大分大学医学部
研究センター幸島観察所
電子顕微鏡撮影室
数値熱流体工学研究室
研究センター幸島観察所
研究センター幸島観察所
電子顕微鏡撮影室
電子顕微鏡撮影室
数値熱流体工学研究室
数値熱流体工学研究室

（３）実施の効果とその評価
（３）実施の効果とその評価
（３）実施の効果とその評価
事後アンケート
事後アンケート
事後アンケート

とても
まあまあ ふつう
あまり
まったく
とても
とても
まあまあ
まあまあ ふつう
ふつう
あまり
あまり
まったく
まったく
研修は課題研究の後半の活動に役立っ
59％
22％
8％
8％
3％
研修は課題研究の後半の活動に役立っ
研修は課題研究の後半の活動に役立っ
59％
59％
22％
22％
8％
8％
8％
8％
3％
3％
た
た
た
研修先は研修の目的に合っていた
68％
24％
8％
0
0
研修先は研修の目的に合っていた
研修先は研修の目的に合っていた
68％
68％
24％
24％
8％
8％
00
00
研修の主な目的は
・課題研究の内容に対するアドバイスをもらう
研修の主な目的は
研修の主な目的は
・課題研究の内容に対するアドバイスをもらう
・課題研究の内容に対するアドバイスをもらう
・課題研究を進めるための研究方法を教えてもらう
・課題研究を進めるための研究方法を教えてもらう
・課題研究を進めるための研究方法を教えてもらう
・課題研究に関わる専門的な話を聞く
・課題研究に関わる専門的な話を聞く
・課題研究に関わる専門的な話を聞く
・高校ではできない高度な実験を行う
・高校ではできない高度な実験を行う
・高校ではできない高度な実験を行う
・普段できない実験や調査を行う
・普段できない実験や調査を行う
・普段できない実験や調査を行う
・その他 [ 実験材料の採集]
・その他
・その他 [[ 実験材料の採集]
実験材料の採集]

全国の大学・研究機関から、各班の研究テーマに対して最適な指導助言を受けられる研修先を探し
全国の大学・研究機関から、各班の研究テーマに対して最適な指導助言を受けられる研修先を探し
全国の大学・研究機関から、各班の研究テーマに対して最適な指導助言を受けられる研修先を探し
出し、研修依頼・旅行計画作成・活動内容選定等を自立的に行い、課題研究班別の研修を行った。
出し、研修依頼・旅行計画作成・活動内容選定等を自立的に行い、課題研究班別の研修を行った。
出し、研修依頼・旅行計画作成・活動内容選定等を自立的に行い、課題研究班別の研修を行った。
各班とも、大学の研究室で高いレベルの実験・実習を行うとともに、各分野の研究者に指導助言を
各班とも、大学の研究室で高いレベルの実験・実習を行うとともに、各分野の研究者に指導助言を
各班とも、大学の研究室で高いレベルの実験・実習を行うとともに、各分野の研究者に指導助言を
受けることができた。この研修は、生徒の自立的な研究活動の取り組みの一環として行っているため
受けることができた。この研修は、生徒の自立的な研究活動の取り組みの一環として行っているため
受けることができた。この研修は、生徒の自立的な研究活動の取り組みの一環として行っているため
、研修実施機関は各班の話し合いによって決定している。全体としては、各分野の研究者に直に話を
、研修実施機関は各班の話し合いによって決定している。全体としては、各分野の研究者に直に話を
、研修実施機関は各班の話し合いによって決定している。全体としては、各分野の研究者に直に話を
聞き、先端的実験機器に触れることで、研究活動に対するモチベーションが高められるとともに、課
聞き、先端的実験機器に触れることで、研究活動に対するモチベーションが高められるとともに、課
聞き、先端的実験機器に触れることで、研究活動に対するモチベーションが高められるとともに、課
題研究の内容をさらに深化させる効果は大きかったと考えられる。また、課題研究を担当している引
題研究の内容をさらに深化させる効果は大きかったと考えられる。また、課題研究を担当している引
題研究の内容をさらに深化させる効果は大きかったと考えられる。また、課題研究を担当している引
率をした教員にとっても、専門分野の最先端の研究手法を学ぶ研修となった。
率をした教員にとっても、専門分野の最先端の研究手法を学ぶ研修となった。
率をした教員にとっても、専門分野の最先端の研究手法を学ぶ研修となった。
今後の課題は、より研究内容に沿った研修機関の選定のために生徒の論文検索を徹底させること、
今後の課題は、より研究内容に沿った研修機関の選定のために生徒の論文検索を徹底させること、
今後の課題は、より研究内容に沿った研修機関の選定のために生徒の論文検索を徹底させること、
研修の時期についても考慮させること、研修の成果を研究活動後半に活かすために校内担当教員の指
研修の時期についても考慮させること、研修の成果を研究活動後半に活かすために校内担当教員の指
研修の時期についても考慮させること、研修の成果を研究活動後半に活かすために校内担当教員の指
導を充実させていくことである。
導を充実させていくことである。
導を充実させていくことである。

生徒感想
生徒感想
生徒感想

・専門家に聞くことで研究の方向性が間違っていることに気づけるので、もう少し早い時期に行くべ
・専門家に聞くことで研究の方向性が間違っていることに気づけるので、もう少し早い時期に行くべ
・専門家に聞くことで研究の方向性が間違っていることに気づけるので、もう少し早い時期に行くべ
きだったと思う。
きだったと思う。
きだったと思う。
・研修での調査結果を、それまでの調査結果と比較することができて、とても有意義だった。
・研修での調査結果を、それまでの調査結果と比較することができて、とても有意義だった。
・研修での調査結果を、それまでの調査結果と比較することができて、とても有意義だった。
・実際の研究者の意見を聞くことで、自分たちの研究をより深めることができてよかった。
・実際の研究者の意見を聞くことで、自分たちの研究をより深めることができてよかった。
・実際の研究者の意見を聞くことで、自分たちの研究をより深めることができてよかった。
・実際に研究室に行くことができたので、研究の内容はもちろんですが、大学の研究の雰囲気を感じ
・実際に研究室に行くことができたので、研究の内容はもちろんですが、大学の研究の雰囲気を感じ
・実際に研究室に行くことができたので、研究の内容はもちろんですが、大学の研究の雰囲気を感じ
ることができ、とても充実した時間を過ごせました。
ることができ、とても充実した時間を過ごせました。
ることができ、とても充実した時間を過ごせました。
・専門的な指導を受ける機会があまりなかったので、よい経験になった。飛行機の基礎知識から発展
・専門的な指導を受ける機会があまりなかったので、よい経験になった。飛行機の基礎知識から発展
・専門的な指導を受ける機会があまりなかったので、よい経験になった。飛行機の基礎知識から発展
的内容まで学ぶことができ、後半の研究や発表にとても役立った。
的内容まで学ぶことができ、後半の研究や発表にとても役立った。
的内容まで学ぶことができ、後半の研究や発表にとても役立った。
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Action Ⅴ 課題研究発表
Action Ⅴ 課題研究発表
１ 課題研究発表会
１ 課題研究発表会
（１）仮説
（１）仮説

理数科課題研究の集大成として研究活動の成果を伝える研究発表を行うことで、研究内容をさらに
理数科課題研究の集大成として研究活動の成果を伝える研究発表を行うことで、研究内容をさらに
深化させるとともに、実践的なプレゼンテーション能力の育成を図る。
深化させるとともに、実践的なプレゼンテーション能力の育成を図る。

（２）研究内容・方法・検証
（２）研究内容・方法・検証
日 時
日 時
会 場
会 場
参加者
参加者

平成２７年１２月１９日（土）１２：４５～１６：００
平成２７年１２月１９日（土）１２：４５～１６：００
大分県総合社会福祉センター
４階大研修室
大分県総合社会福祉センター
４階大研修室
理数科２・１年生、本校教職員 県内高校生・中学生、中学校教員、県内大学関係者、保護者
理数科２・１年生、本校教職員 県内高校生・中学生、中学校教員、県内大学関係者、保護者

日
程
日
程
12:45～12:55
12:45～12:55
12:55～15:25
12:55～15:25
15:45～16:00
15:45～16:00

４
４

医学
医学

５
５
６
６
７
７
８
８
９
９

地学
地学
生物
生物
生物
生物
数学
数学
情報
情報

研究テーマ
研究テーマ
銀樹の成長速度
～ のびろ 銀樹！！ ～
銀樹の成長速度
～ のびろ 銀樹！！ ～
縦横比がもたらす飛行距離への影響
縦横比がもたらす飛行距離への影響
糖の取り込みとがん細胞増殖の関係
糖の取り込みとがん細胞増殖の関係
マスクは本当に必要か？～高校生のマスクに対する価値観とマスク捕捉効果の超微形形態学的
マスクは本当に必要か？～高校生のマスクに対する価値観とマスク捕捉効果の超微形形態学的
検証～
検証～
長湯温泉のＣＯ2 濃度と陽イオンの関係
長湯温泉のＣＯ2 濃度と陽イオンの関係
微生物による水質の浄化作用
微生物による水質の浄化作用
高崎山ニホンザル群におけるグルーミングの役割
高崎山ニホンザル群におけるグルーミングの役割
最長距離の考察
最長距離の考察
ＦＤＳを用いた火災シミュレーション
ＦＤＳを用いた火災シミュレーション

会場の様子
会場の様子
多くの保護者が参加
多くの保護者が参加

工夫された自作スライド
工夫された自作スライド
による発表
による発表

熱意がこもったプレゼン
熱意がこもったプレゼン
テーション
テーション

（３）実施の効果とその評価
（３）実施の効果とその評価

生徒による活発な質疑応
生徒による活発な質疑応
答
答

研究活動の中間期に実施した班別研修によって、各班とも研究内容を深化させることができた。研
研究活動の中間期に実施した班別研修によって、各班とも研究内容を深化させることができた。研
究内容を分かりやすく伝えるプレゼン技術、発表態度、活発な質疑応答など、年々、発表技術も向上
究内容を分かりやすく伝えるプレゼン技術、発表態度、活発な質疑応答など、年々、発表技術も向上
している。１年生は、この発表会に参加することで、3学期からスタートする課題研究活動の1年後の
している。１年生は、この発表会に参加することで、3学期からスタートする課題研究活動の1年後の
目標とする姿をイメージすることができ、研究レベル向上に効果的にはたらいていると考えられる。
目標とする姿をイメージすることができ、研究レベル向上に効果的にはたらいていると考えられる。
また、土曜日に校外で開催することで、多くの保護者や中学生にも参加してもらうことができた。

参加者アンケート
(中学校教員)
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ACTION Ⅴ
課題研究発表

１
１
２
２
３
３

分野
分野
化学
化学
物理
物理
医学
医学

（進行係：理数科１年生）
（進行係：理数科１年生）
開会式
開会式
研究発表（発表 10 分、質疑応答 5 分）×9 班
研究発表（発表 10 分、質疑応答 5 分）×9 班
閉会式（審査結果発表、講評）
閉会式（審査結果発表、講評）

また、土曜日に校外で開催することで、多くの保護者や中学生にも参加してもらうことができた。

参加者アンケート
(中学校教員)
研究テーマが身近な点がとてもよかった。中学生たちの夢が広がる立派な発表会でした。
(保護者)
発表の後に、たくさんの生徒たちが挙手をして質問することに驚きました。
これまで理数科の先輩が築いてきたものが現高校生たちにも引き継がれていることがうれしい。

２ 海外研究発表
（１）仮説
タイの高校生と合同発表会を行うことで、課題研究についての理解や今後の研究意欲を深め、英
語コミュニケーション力を向上させる。また、科学的な知識・経験を通した文化的交流を行い、グ
ローバルな見地から次世代における日本とタイの健全な友好関係を築く。

（２）研究内容・方法・検証
日 時

平成２７年１２月２１日（月）～１２月２５日（金）

研修先
参加者
12/21(月)

ペッチャブリー科学高校（「Thailand-Japan Student Science Fair 2015」への参加）
理数科２年生８名 引率１名（黒田）
舞鶴高校 → 福岡空港 → スワンナプーム国際空港 → ペッチャブリー科学高校

12/22(火)

開会式 → 講演（川口純一郎氏；はやぶさプロジェクトリーダ－） →
課題研究発表（口頭およびポスター） → 歓迎セレモニー（夕食）

12/23(水)

講演（タイ医学博士） → 課題研究発表（口頭およびポスター） → 天体観測

12/24(木)

フィールドワーク（タイ王立施設）→ フィールドワークの報告会 →
スワンナプーム国際空港着（23:00）

12/25(金)

スワンナプーム国際空港発（01:00） → 福岡空港 → 舞鶴高校

（３）実施の効果とその評価
タイ教育省主催の科学発表大会で、日本２５校、タイ４４校の参加という大規模な大会であった。
タイ王国の王女の視察、川口純一郎氏の講演など、豪華なプログラムであり、親日国ということもあ
り歓迎ムード満載であった。
タイの高校生と英語を使った科学交流を重ねることで，英語が国際的な標準言語であることを強
く感じ取ることができたようだ。生徒の口頭発表、ポスター発表では、本校生徒も活発な意見交換を
行っており、大変貴重な体験ができたと思われる。また，タイの高校生の英語コミュニケーション能
力の高さ知ることで，強い刺激を受け，今後の学習意欲が向上したようである。
なお、今回の交流を契機に、今後も積極的に交流を継続したい。

生徒感想
この研修の中で特に自分の心に残っていることは、ポスターセッションです。
日本中、そしてタイ中から集められた 100 枚以上のポスターが分野ごとに分けられ、発表が行われ
ました。自分たちの発表にも多くの方が興味を持ってくれて、たくさん質問も受けました。
しかし、当然ながら質問は英語であり、その場で考えて英語で答えなければなりませんでした。研
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修中で最も自分の英語力の無さを痛感した場でした。
自分たちの研究を多くの人に発信することができ、英語でコミュニケーションを取ることの楽し
さも知り、本当に充実した研修でした。この体験をこれからの課題研究や学校生活に活かして行き
たいと思います。

ポスターセッション
会場

英語によるポスター発表・質疑応答

フィールドワーク
集合写真

３ ＳＳＨ成果発表会
（１）仮説
ＳＳＨ事業における研究開発の成果を学校内外に発信することにより，今後の研究開発の改善及び
成果の各教育分野への還元を図る。

（２）研究内容・方法 ・ 検証
平成２７年２月２日（火） １１：４０～１５：００

場 所

大分市ホルトホール「大ホール」

参加者

大分舞鶴高校の１年・２年（生徒及び教職員）
大分上野丘高校・大分豊府高校・日田高校のＯＳＳコンソ参加１年生(計３０名)
ＯＳＳコンソ関係職員，県内の高校・中学校関係者，
県教委関係者，ＳＳＨ運営指導委員，支援大学関係者，ＪＳＴ関係者
全国のＳＳＨ指定校関係者，保護者

合計約８５０名

日 程
１１：４０～１１：５０(10) 開会行事
・校長あいさつ

・来賓あいさつ

・来賓紹介

１１：５０～１３：０５(75) 特別講演
准教授
東京大学大学院 内田さやか
内(うち)田(だ)さやか
准教授
演題 「 ナノメートルの世界を開拓する 」
講演 60 分＋質疑 15 分（講演後：生徒会長謝辞）
１３：０５～１３：２０(15) 休憩，発表会準備
１３：２０～１３：３０(10) 大分舞鶴高校ＳＳＨの取り組みの概要説明
１３：３０～１３：４５(15) 課題研究発表(日本語)（理数科２年：ﾆﾎﾝｻﾞﾙ班）
１３：４５～１３：５５(10) 課題研究発表(英語) （理数科２年：ｱｸｱﾘｳﾑ班）
１３：５５～１４：０５(10) 国際情報発表(英語) (普通科２年：2-4⑦班）
１４：０５～１４：１５(10) 休憩
１４：１５～１４：２５(10) OSS コンソの取り組みの概要説明＋台湾研修報告
１４：２５～１４：４０(15) OSS コンソ１年生発表(日本語：最優秀地学班)
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ACTION Ⅴ
課題研究発表

期 日

１４：４０～１４：５５(15) 閉会行事
・校長あいさつ ・来賓あいさつ ・諸連絡

（３）実施の効果とその評価
今年 1 年間の総括として、課題研究を中心に発表会を実施した。課題研究の発表は、日本語による
発表２本と英語での発表２本を行った。研究成果を聴衆に伝えることによって、プレゼンテーション
能力の向上に大きな効果が得られた。生徒の感想から、参加した生徒の多くが、発表内容や発表の技
術から刺激を受けることができた。また、普及活動も兼ねて、大分舞鶴高校の SSH 活動の取り組みの
概況説明やＯＳＳコンソの取り組みの概況説明も行った。
来年度も同じ規模であれば，今回の会場で適当であるが，今後課題研究の発表を更に拡大しようと
すると現在の日程では不足することが予想される。
今後の適正な日程を早めに設定し，運営にあたる体制を築く必要がある。

▲課題研究日本語発表（理数科２年：サル班）

▲大分舞鶴高校ＳＳＨの取り組みの概要

▲課題研究英語発表 （理数科２年：ｱｸｱﾘｳﾑ班）

▲国際情報発表(英語) (普通科２年：2-4⑦班）

▲OSS コンソの取り組みの概要説明＋台湾研修報告

▲OSS コンソ１年生発表(日本語：最優秀地学班)
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残った。また、自分のしたいことだけでなく、いろん
な分野の勉強をし、自分の力では解決できないことは
他の人に協力を頼み、今の自分にしかできないことを
たくさん経験していきたいと思った。
〇ナノメートルの世界はＸ線や紫外線を使わないと
ＡｃｔｉｏｎⅥ SSH 特別講演会
見ることができないことに驚きました。でも改めて、
１ｍの１０億分の１というサイズを考えると、顕微鏡
（１）仮説
でもさすがに見ることはできないだろうなと感じま
科学分野の第一線で活躍している研究者や地域に密着した研究を行っている研究者等を招聘し，最
した。また、ナノメートルの孔をもつ固体材料となると、私たちには関わりがないだろうと思ってい
先端の研究内容や，その研究が身の回りにどのように利用されているのか等の講演を聴講することに
たら電池というとても身近な物に使用されていて親近感が湧きました。内田先生は自分の子どもがブ
より，科学への興味・関心や科学への挑戦・創造の意欲を高揚させ，生徒自身の将来へのキャリア観
ロックで遊んでいるのと孔をもつ物とを関連付けていたので、内田先生の頭は常に自分の研究のこと
（自己像）を確立させることができる。
を考えているのだなあと思いました。私も何か夢中になるものを見つけたいです。
ＡｃｔｉｏｎⅥ
ＡｃｔｉｏｎⅥSSH
SSH
特別講演会
特別講演会

（２）研究内容・方法・検証
〇今日の講演では科学とは日常の「なぜだろう」という気持ちから始まるというところに凄く驚き、
学年
講演テーマ
講師
期日
そして納得しました。学問は自分から好奇心を持って向上させていくものだと考えさせられました。
（１）仮説
（１）仮説
内田 さやか氏
全学
だから、普段学校から課されているものでも、自分から解決しようという気持ちで取りくもうと思い
科学分野の第一線で活躍している研究者や地域に密着した研究を行っている研究者等を招聘し，最
科学分野の第一線で活躍している研究者や地域に密着した研究を行っている研究者等を招聘し，最
ナノメートルの世界を開拓する
２月２日
（東京大学大学院 准教授）
年
ました。本当に講演を聞けて良かったと思いました。
先端の研究内容や，その研究が身の回りにどのように利用されているのか等の講演を聴講することに
先端の研究内容や，その研究が身の回りにどのように利用されているのか等の講演を聴講することに

より，科学への興味・関心や科学への挑戦・創造の意欲を高揚させ，生徒自身の将来へのキャリア観
より，科学への興味・関心や科学への挑戦・創造の意欲を高揚させ，生徒自身の将来へのキャリア観

生徒の感想
（３）実施の効果とその評価
（自己像）を確立させることができる。
（自己像）を確立させることができる。
講演会では、講演内容のメモを取り要約および感想を記入するワークシートを配布・回収した。生
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ACTION Ⅵ
特別講演会
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Action Ⅷ ＳＳＨ科学クラブ
（１）仮説
高度な科学的専門性や探究力・表現力が身につき、科学への興味・関心がいっそう高揚する。

（２）研究内容・方法・検証
a) 科学部の活動
本校科学部は、物理・化学・生物・地学・数学の 5 班に分かれて活動している。今年度は、次
の科学コンクール等に参加した。
・高文連第 56 回科学クラブ研究発表会
・第 59 回日本学生科学賞大分県審査
・バイオ甲子園 2015 本選
・第 13 回高校生科学技術チャレンジ
・平成 27 年度九州高等学校生徒理科研究発表大会熊本大会
・日本生態学会高校生ポスター発表会
b) 子ども科学体験 Ｏ－Ｌａｂｏ
期日 平成 27 年 8 月 30 日(日)

場所 少年少女科学体験スペース オーラボ

主催

大分市社会教育課

対象

内容

科学部生物班の生徒 3 名が同顧問とともに、カイコガの観察実験を指導した。講座に

小学生 40 名

は、小学生中低学年 40 名とその保護者が参加し、カイコガの幼虫に直に触れながら
観察を行った後、繭から絹糸を引く体験や繭を材料にしたクラフト製作を行った。
c) 裏川「水辺生き生きふれあい学級」
期日

平成 27 年 7 月 26 日(日) 場所

大分市裏川、津留公民館

主催

津留地区公民館

小学生 30 名

内容

小学生が、本校近くを流れる裏川で生物を採集し、川の環境とそこに生息する生物の

対象

生態を考える観察会を実施した。
本校科学部生物班の生徒 5 名が生物採集や水質調査、
微生物観察の指導を行った。

（３）実施の効果とその評価
a) 科学部の活動の成果
科学部生物班２年生
・高文連第 56 回科学クラブ研究発表会
ポスター発表部門および研究発表生物部門

優秀賞

ACTION Ⅷ
科学クラブ

・第 59 回日本学生科学賞 大分県審査

優秀賞

・平成 27 年度九州高等学校生徒理科研究発表大会 熊本大会

優良賞

科学部生物班１年生
・バイオ甲子園 2015 本選

特別賞

b) 子ども科学体験 Ｏ－Ｌａｂｏ
今年度の内容は、本物の昆虫に触る体験型講座が好評を得た。科学部員たちの熱心な指導も高く
評価された。この講座は小学生に合わせて夏休みに実施されるが、科学部の活動と開催期日の調整
が課題である。
c) 裏川「水辺生き生きふれあい学級」
この自然観察会は、本校ＳＨＨ活動の成果を地域の小学生に広めるよい機会となっている。
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❺ 平成２７年度科学技術人材育成重点枠実施報告（【①中核拠点】）（要約）
① 研究開発課題
ＯＳＳコンソを核とする大分県科学技術人材育成プログラムの構築
② 研究開発の概要
ＯＳＳコンソの活動を中心に，本校の SSH 活動の成果を大分県内に普及し，県内理数教育の充実と発展を
図る。ＯＳＳコンソの活動の継続，深化により，科学的探究力と論理的思考力を備えた，国際的に活躍でき
る科学系人材の育成を行う。このために必要な科学技術人材育成プログラムを開発して，地方でも高い志を
もった科学技術人材が育つ環境を創造する。さらに活動の充実，発展のため，ＯＳＳコンソサポートネット
ワークを有効活用し，学校・県教委・大学・企業など大分県全体で科学人材を育成する。
③ 平成２７年度実施規模
①対象生徒：大分舞鶴高校，大分上野丘高校，大分豊府高校，日田高校（以下コア４校）に在籍する生徒で，
将来科学研究を志す者の中から，各学校 1・2 年生合計 70 名を主たる活動の対象とする。
さらに，連携校として，県内の普通科高校全校(23 校)や中学校や小学校の生徒の参加も積極的に促す。
②対象教員：コア４校に勤務する理数教員を中心に各グループに 2 名ずつの計 11 名。さらに上記の連携高校等
の理数教員も参加する。
④ 研究開発内容
参加対象
行

実 施 日

事

実施場所など

１年 ２年
●

●

【Ｈ２７ ＯＳＳコンソ開始式】
科学講演会：筑波大学 渡邉 信氏
開始式，グループ別会議

７月２５日(土)

●

●

【ＯＳＳフェスタ】
大分上野丘高等学校
・科学実験教室
参加生徒数：名
１５４名
※OSSコンソ教員による実験講座（１年）
参加校数：１９校
…教員研修①
※大学などの講師による実験講座（2年）
・考えるＯＳＳ
…教員研修②
・科学実験競技

７月２８日(火)

◎

５月１６日(土)
午後

～
７月３０日(木)

【県外科学研修（東京方面）】
・東京理科大学野田キャンパス
・東京大学
・班別研修
・科学講演会
・日本科学未来館
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大分市 コンパルホール

[班別企業等研修先]
物理・化学・生物：理研
地学：国立天文台三鷹キャ
ンパス
数学：国立情報学研究所
参加者 コア４校 ３５名
連携校 ５名

８月３０日(土)

○

午後

◎

１２月２７日(日)
～
１２月３０日(水)

【班別課題研究】（班別）
課題研究開始（テーマ決定）
※課題研究は班別に９～１月で実施
会場は担当者の在籍校

大分舞鶴高校

【ＯＳＳ台湾研修】
・第５期生個人･グループ研究の優秀者参加
・研究交流(研究を英語で発表)
・合同実験教室

台湾花蓮市 花蓮女子高級
中学
新竹市 清
精華大学
生徒：コア４校８名
うち連携校生徒４名

１月１１日(月)

○

○ 【数学オリンピック受験 】

大分西高校

１月３０日(土)

●

●

【ＯＳＳコンソ成果発表会】
課題研究発表，個人・グループ研究発表
ＯＳＳフェスタ報告，台湾研修報告等

大分県教育センター
※大分県内の高校生，中学
生
保護者も参加あり

【ＳＳＨ成果発表会】

大分市 ホルトホール大分

午後

２月４日（水）
２日
（火）

○

・科学講演会
・OSSコンソ１年生集会
●…コア４校（大分舞鶴・大分上野丘・大分豊府・日田）＋県内連携校の全員参加，
◎…コア４校＋県内連携校の一部参加， ○…コア４校のみの参加
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による成果とその評価
ＯＳＳコンソに参加した生徒は,最先端の研究を行っている研究者の講演や研究施設の訪問等,大分とい
OSS
フェスタ参加者が中心となって，在籍高校で理数科学の魅力を他の生徒たちに発信することもできた。
う地方では日頃経験する機会の少ない活動を通して感動体験をし,科学技術への興味・関心を高めるとと
個人またはグループでの課題研究を通して，科学的探究力を育成し、科学に対する意識をさらに高めることが
できた。ＯＳＳコンソに参加した生徒は，最先端の研究を行っている研究者の講演や研究施設の訪問等，大
もに,高い志をもつことができたと思われる。また,個人・グループでの課題研究を通して,科学的探究力
分という地方では日頃経験する機会の少ない活動を通して感動体験をし，科学技術への興味・関心を高める
を育成し、科学に対する意識をさらに高めることができた。
とともに，高い志をもつことができた
成果の普及に関しては,研究成果を県内連携校の生徒へ発表することで,連携校生徒の意識を高めること
研究成果を県内連携校の生徒へ発表することで，連携校生徒の意識を高めることができ，保護者等からも
ができ,さらに,ＯＳＳフェスタ参加者が中心となって,在籍高校で理数科学の魅力を他の生徒たちに発信
高い評価を受けている。
することができた。アンケートにおいても,関係者・保護者等から高い評価を受けている。
○実施上の課題と今後の取り組み
ＯＳＳの成果を日々の学校生活や自身の進路決定につなげる仕組みが必要である。また，OSS コンソサポー
トネットワークを活用したプログラムや OSS コンソ卒業生の活動を含めたプログラムを企画することで，自身
の進路選択や日々の学校生活へ生かす工夫も必要である。
県外研修に関しては、研修先との綿密な事前打ち合わせが必要なため、早期に準備に取りかかる必要があ
る。
また、積極的に課題研究を行ってみたいと考えている連携校（コア 4 校を除く学校）の生徒は 76.6％に上
っており，これらの生徒に対し，研究活動や発表活動を行わせる企画を開発することも必要となっている。
連携校間での指導がより統一的なものになるよう，教員間で指導前の協議をより綿密におこない，統一
した指導フォーマットの作成を目指したい。
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❻ 平成２７年度科学技術人材育成重点枠の成果と課題（【①中核拠点】）
①

研究開発の成果

【人材育成】
OSS コンソ開始式では、参加者が一同に集い、最先端の研究者の講演を聴くことで、理数教育への興味・
関心を喚起し、今後の活動に対する意欲の向上を図ることができた。さらに、高校，大学，企業等地域で理
数教育を推進するネットワーク形成の一助となった。また、OSS フェスタ参加者が中心となって，在籍高校
で理数科学の魅力を他の生徒たちに発信することもできた。
県外科学研修では、公的研究機関・企業等の研究施設を訪問し最先端の科学技術に触れることで，身の回り
の現象に疑問や課題意識を持つ態度を育成した。第一線で活躍する研究者から，研究・開発に対する思いや研
究者としての心構えを聴き、将来の自分を思い描いたであろう。２泊３日の共同生活を行うことで，協力の大
切さを学ぶとともに，お互いの夢を語り合うことで，ＯＳＳコンソグループ全体の意識が向上した。
また、参加教員もこの研修を通して，キャリア教育や各教科の教材開発を行い，各高校及び地域の学校教育
に還元した。
課題解決に取り組む態度に関しては、１年生がグループで課題研究に取り組むことで，意欲をもって自主的
・積極的な学習を行うきっかけとし、優秀な研究を行ったグループに、より広い視野をもって将来も研究に取
り組もうとする意欲を高めることができるよう海外研修に参加する機会を与えた。２年生には、個人またはグ
ループでの課題研究を通して，科学的探究力を育成し、科学に対する意識をさらに高めることができた。
また、大学や企業の研究機関と連携し指導・助言を得ながら課題研究を行うことで，地域の研究機関との関
係を一層深めることができ，指導教員の指導力の向上にもつながった。
アンケートによると，「参加することで科学への興味・関心・意欲を高揚できる」「課題を自分で発見・
解決する態度が身についた」など，科学技術人材育成につながる成果が現れている。ＯＳＳコンソに参加し
た生徒は，最先端の研究を行っている研究者の講演や研究施設の訪問等，大分という地方では日頃経験する
機会の少ない活動を通して感動体験をし，科学技術への興味・関心を高めるとともに，高い志をもつことが
できたであろう。
また，大分上野丘高校や大分豊府高校など，ＳＳＨ指定校以外の生徒も個人・グループでの課題研究を行
うことで，科学的な探究方法を学び，表現方法を高めることができた。さらに，これらの研究成果を県内連
携校の生徒へ発表することで，連携校生徒の意識を高めることができ，保護者等からも高い評価を受けてい
る。
②

研究開発の課題
研究開発の課題

ＯＳＳフェスタは、時間的な制約から現行のプログラムとなっている。科学実験教室や科学実験模擬競技（1
年生），「考える OSS」は県内の高校生の科学への興味・関心を高めるためには十分効果が上がったといえる。
しかし，この活動を日々の学校生活や自身の進路決定につなげる仕組みが必要である。また，OSS コンソサポ
ートネットワークを活用したプログラムや OSS コンソ卒業生の活動を含めたプログラムを企画することで，
自身の進路選択や日々の学校生活へ生かす工夫も必要である。
今年度も会場を大分上野丘高校で実施したが，各実験室や発表会場等の場所の確保は十分であるが，会場校
で実施されている部活動の試合や 3 年生の模擬試験と日時が重なる点やバス等の乗降場や参加教員等の駐車
場の確保，事前準備において会場校に負担をかけている。来年度は、大分県教育センター等での実施を検討し
たい。
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県外研修に関しては、早期に準備に取りかかる必要があり，研修先との綿密な事前打ち合わせが必要であ
る。研修内容についても SSH 活動であることを前面に打ち出し，日頃体験できない感動体験を得られるよう計
画を立てることが重要である。今後も可能な限りコア４校以外の連携校からの参加者を受け入れ，県内全体に
成果が普及するように努めたい。
課題研究は、昨年度までは実質９月から１２月という短期間であったが，今年度は 1 月末に成果発表会を下
げたため，研究活動期間が 1 月ほど長くなった。しかし，活動期間に比例して、充実した研究ができたかとい
う点については疑問が残る。また，研究活動を行う上で，テーマおよび仮説の設定と結果を基にした考察は，
最も重要な要素である。３校が合同で行う以上時間の制約はやむを得ないが，これらの時間をあらかじめ十分
に確保して研究を行うような設定をする必要があるだろう。方策としては，仮説設定のためだけの研究日を増
やす等の工夫が必要である。
ＯＳＳコンソ発足以来，１年生のグループ課題研究は大分舞鶴，大分豊府，大分上野丘の３校の生徒で実施
してきたが、今年度は、コア校に新たに加わった日田高校，県外科学研修に参加した連携校生徒 3 名（3 校）
の生徒も課題研究活動を行った。アンケートでは，積極的に課題研究を行ってみたいと考えている連携校（コ
ア 4 校を除く学校）の生徒は 76.6％に上っており，これらの生徒に対し，研究活動や発表活動を行わせる企
画を開発することが急務となっている。
海外研修に関しては、花蓮での科学交流や各研修地での英語による説明を通して，英会話力の重要性を
認識することができた。この研修の成果を，在籍する高校の他の生徒伝えることで，ＯＳＳコンソの目的
が達成される。現在でも「OSS コンソ成果発表会」や在籍高校の HR などの場で情報発信に努めているが，
今後これまで以上に成果を還元する方法を模索していきたい。
また、指導内容及び指導方法に関して課題が残る。参加生徒は，１ヶ月程度の準備期間内に英語のプレ
ゼンテーション資料およびレポートを作成し，英語での質疑応答について練習を行った。指導は担当教員
に一任されている現状である。今後は，連携校間での指導がより統一的なものになるよう，教員間で指導
前の協議をより綿密におこない，統一した指導フォーマットの作成を目指したい。
数学オリンピックの受験に関しては、ＯＳＳコンソとして何らかのアクションを起こす必要がある。OSSコ
ンソホームページを利用した解答の掲載等を行うなど、次年度以降はこれまでの実績をアピールしながら，
目的意識やチャレンジ精神をもって，多くの生徒が本選に出場できるよう受験体制をつくる必要がある。
今年度は大分県教育センターを会場にした。会場の広さや交通の利便性の良さ，駐車場の確保など多くの点
でメリットがあった。今後，参加校や参加者が増えても十分対応できる会場であり，今後も大分県教育センタ
ーを利用したい。
この成果発表会はＯＳＳコンソコア４校を中心にした発表会であるが，研究活動をしたいと希望する生徒
が多い中，この成果発表会のあり方も考える必要がある。連携校の増加とともに，参加した生徒が行った課題
研究等の発表活動の場として改善していくことも大切である。時間的制約があるが，多くの生徒の発表の場と
するためにも，口頭発表だけでなく，ポスター発表も併せて行える工夫が必要である。また，隣県のＳＳＨ校
にも参加を依頼し，発表研究を増やす工夫も必要だと考える。
また，今年度は課題研究の時間確保や台湾研修の時期の変更に伴い，１月末に開催した。連携校等からは問
題はなかったが，本校のＳＳＨ成果発表会と時期が近く，二つの会を同時進行で準備する必要があったため，
ばたついて感があった。次年度も同時期開催とするため，計画的な準備を心がけたい。
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平成 27 年度科学技術人材育成重点枠実施報告（要約）
平成 27 年度科学技術人材育成重点枠の成果と課題
科学技術人材育成重点枠実施報告書（本文）

【１】 開始式
（１）仮説
・OSS コンソ参加生徒としての自覚と，今後の活動に対する意欲の向上を図り、理数科学への興味・関
心を喚起する。
・最先端の研究者の講演を通して、研究としての心構えを感じ取らせる。
・大学，企業，公的研究機関が一同に集うことで，高校，大学，企業等地域で理数教育を推進するネ
ットワーク形成の一助とする。

（２）研究の内容・方法・検証
平成２７年５月１６日（土）１３:００～１７:００，コンパルホール（大分市）
１３：３０～１５：００

科学特別講演会
演 題：
「夢をおって、藻類とともに歩み、未来を育む」
講演者：筑波大学生命環境科学研究科 教授 渡邉 信 氏

１５：００～１５：１０

休 憩

１５：１０～１６：１０

開始式

１ 開式のことば
２ 生徒代表挨拶
３ 事務局校校長あいさつ 大分舞鶴高校校長
４ 来賓あいさつ
５ 参加校紹介
６ 平成２６年度の取組概要紹介
７ 平成２７年度の企画内容説明
８ ＯＳＳフェスタについて
９ 科学の甲子園出場報告
10 閉式のことば

（閉会後）

OSS コンソコア４校グループ別会議
（６期生が初めて全員そろった中で，各グループで自己紹介を行
い，５期生が年間の活動に対してのアドバイスを行う。
）

（３）実施の効果とその評価
「日本を産油国に」という藻類からオイルを取り出す研究で注目を集める渡邉先生から、科学の発展

と可能性についての講演をいただいた。生徒は，実際に研究を重ねる上での苦労や研究者として必要なも
のは何かなど研究の意義を考える良いきっかけとなった。

開始式では、大分スーパーサイエンスコンソーシアムの概要説明や昨年度の活動報告，今年度の計
画などの説明を行い、ＯＳＳコンソの活動に参加する意欲を喚起した。ＯＳＳフェスタでの事前課題
にどのように取り組むかについて参加生徒間で議論する中で、さらに科学に対する意欲が高まったよ
うである。
ＯＳＳコンソ４校によるグループ別会議では，６期生が５期生のアドバイスを聞く中で，
「これから
どのような研究ができるか楽しみである」
「最先端の研究をしてみたい」などの意見も聞かれ，参加者
全員が共通の目的意識を持つことができた。
徒が集まり１年間の活動が行えることの意義は大きい。継続的に参加する学校が多いことは，ＯＳＳ
コンソの活動が県内の高校生にとって魅力的な活動として定着しているといえる。
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ＯＳＳコンソ

今年度は新たに高田高校が参加し，1９校（コア４校含む）の連携となった。理数科学に興味ある生

コンソの活動が県内の高校生にとって魅力的な活動として定着しているといえる。

▲科学特別講演会の様子

▲渡邉先生に質問する生徒

▲学校紹介の様子

▲OSS コンソ 昨年度の活動報告

【２】 ＯＳＳフェスタ
（１）仮説
・科学への興味・関心を高め，「感動する心」「探究する態度」の大切さを学ぶことで，自ら意欲を
持って自主的・積極的な学習を行うきっかけとなる。
・フェスタ参加者が中心となって，在籍高校で理数教育の魅力を他の生徒たちにも発信することで，
県内の理数教育の充実・発展を図る。

（２）研究内容・方法・検証
参加生徒 ＯＳＳコンソコア４校（１・２年生）
大分上野丘，大分豊府，日田，大分舞鶴

計 70 名

県内の普通科高校１５校（１・２年生）
高田，中津南，宇佐，安心院，杵築，別府鶴見丘，臼杵，佐伯鶴城，竹田
大分雄城台，大分鶴崎，大分西， 国東，中津北
来

計 84 名

賓 大分県教育庁教育次長他 6 名

参加教員 コア 4 校：大分上野丘 4 名，大分豊府 4 名，日田 1 名，大分舞鶴 15 名
連携校 ：17 名

計 41 名

平成２７年７月２５日（土）
・大分県立大分上野丘高等学校
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時 間(分)

内 容

来

賓 大分県教育庁教育次長他 6 名

参加教員 コア 4 校：大分上野丘 4 名，大分豊府 4 名，日田 1 名，大分舞鶴 15 名
連携校 ：17 名

計 41 名

平成２７年７月２５日（土）
・大分県立大分上野丘高等学校
内 容

時 間(分)

1 年生

２年生

10:00 ～

開会行事

10:20 (20)

(会議室)

10:30 ～

科学実験教室Ａ

12:30 (120)

考えるＯＳＳ

理科教室
(物：物理 2／化：化学１／生：生物 2

(会議室／蛍雪ホール)

地：生物１／数学：物理 1）
12:30 ～

昼食・休憩

13:10 (40)

(1 年：蛍雪ホール／2 年：会議室)

13:20 ～

科学実験模擬競技

科学実験教室Ｂ

15:20 (120)

理科教室
(蛍雪ホール)

(物：物理 2／化：化学 2／生：生物 2
地学：生物 1／数学：物理 1）

15:30 ～

閉会行事

16:00 (30)

(会議室)

16:00 ～

５期生の「個人・グループ研究」集会
(会議室)

＜科学実験教室Ａ（1 年生対象）＞
実験教室

担当者

内容

物理

宮崎隆司 教諭（別府鶴見丘）

弦の定常波

化学

野仲貴弘 教諭（大分上野丘）

金属イオンへのなりやすさを考えよう

生物

林 毅 准教授（別府大学）

遺伝子組み換え実験を体験してみよう

地学

仲野 誠 教授（大分大学）

恒星の明るさと色の関係を調べよう

数学

塩月孝弘 教諭（大分上野丘）

試行錯誤しながら近似値を求めよう

太田孝弘 教諭（大分豊府）

＜科学実験教室B（２年生対象）＞
実験教室

担当者

内容

物理

小田部荘司

教授（九州工業大学）

超伝導による浮上実験

化学

大上 和敏 准教授（大分大学）

生物

林 毅

地学

大沢 信二

教授（京都大学）

地学現象と二酸化炭素

数学

川嵜 道広

教授（大分大学）

数学の発見・創造

ＣＯＤの測定
タンパク質の精製

准教授（別府大学）

（クロマトグラフィー）と結晶化

グループワークを通して，コミュニケーションを図りながら，自由な発想で「もの」作りに挑戦さ
せる。作り上げたゴム動力車を走らせて、直線距離での移動距離を競う。当日にテーマと班発表を行
った。班編制は３名 1 班として，どの班も必ず他校の生徒となるようにした。
〇最優秀班

佐藤安紀（日田）
，滋野友哉（大分豊府）
，三嶋実桜（大分舞鶴）
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ＯＳＳコンソ

＜科学実験模擬競技（1 年生対象）＞

地学

大沢 信二

教授（京都大学）

地学現象と二酸化炭素

数学

川嵜 道広

教授（大分大学）

数学の発見・創造

＜科学実験模擬競技（1 年生対象）＞
グループワークを通して，コミュニケーションを図りながら，自由な発想で「もの」作りに挑戦さ
せる。作り上げたゴム動力車を走らせて、直線距離での移動距離を競う。当日にテーマと班発表を行
った。班編制は３名 1 班として，どの班も必ず他校の生徒となるようにした。
〇最優秀班

佐藤安紀（日田）
，滋野友哉（大分豊府）
，三嶋実桜（大分舞鶴）

＜考えるＯＳＳ（２年生対象）＞
実験・観察活動をクイズ形式で出題する「考えるＯＳＳ」を事前に課し，研究，まとめ，発表を行う
ことで，探究力や表現力を育むだけでなく，参加者へ科学的な興味・関心を高める企画とした。各校を
1 班とし，身のまわりで起きる自然現象に目を向け，その疑問の中から科学クイズを作成したものをパワーポイ
ントまたは演示実演で発表した。生徒の相互評価とした。
〇最優秀賞 静電気を用いた実験」大分鶴崎高校 ,〇「風船と空気」 臼杵高校

（３）実施の効果とその評価
アンケート結果
【1 年生】

評価(%)

(1)科学実験教室

(2)科学実験模擬競技

(3)全体を通して

1

2

3

4

5

満足度

81.7

15.5

2.8

0

0

興味・関心

85.7

14.3

0

0

0

満足度

75.7

22.9

1.4

0

0

興味・関心

71.8

26.8

1.4

0

0

満足度

85.5

14.5

0

0

0

興味・関心

85.9

14.1

0

0

0

【2 年生】

評価（%)

(1)考えるＯＳＳ
(2)科学実験教室

(3)全体を通して
・満足度

1

2

3

4

5

満足度

59.7

40.3

0

0

0

興味・関心

72.5

26.1

1.4

0

0

満足度

73.2

18.3

7

1.4

0

興味・関心

69.8

23.8

3.2

3.2

0

満足度

72.6

23.3

4.1

0

0

興味・関心

76.7

19.2

4.1

0

0

〔１．満足 ２．やや満足 ３．どちらでもない ４．やや不満 ５．不満〕

・興味・関心〔１．高まった ２．やや高まった ３．どちらでもない ４．高まらなかった〕
全体を通して参加した生徒の満足度は高く，各企画等を通して目的を達成することができた。
科学実験競技では、お互いにコミュニケーションをとりながら，ゴム動力車を作成した。興味・関
心の高い生徒どうしで集まったためか，様々な工夫が見られた。「考えるＯＳＳ」では各校独特の視
点でテーマを設定し，それをわかりやすく伝える工夫が見られた。質問や意見も活発になされ，充実
したものとなった。
１年生の科学実験教室は高校の教員を中心に，２年生は大学の先生を中心に講師を依頼した。こち
らも実験活動中心であり，生徒の満足度は高かった。
生徒のアンケート結果を見ても，非常に満足度の高い企画であり，当初の目的を達成することがで
きたと考える。

生徒感想
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生徒のアンケート結果を見ても，非常に満足度の高い企画であり，当初の目的を達成することがで
らも実験活動中心であり，生徒の満足度は高かった。
きたと考える。
きたと考える。
生徒のアンケート結果を見ても，非常に満足度の高い企画であり，当初の目的を達成することがで
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科学実験教室（化学）
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科学実験教室（物理）
科学実験教室（物理）

科学実験模擬競技
科学実験模擬競技

科学実験教室（化学）

科学実験教室（物理）

科学実験模擬競技

【３】 県外科学研修（東京方面）
（１）仮説
・最先端の科学技術に触れ，感動体験を通して科学への興味・関心を喚起するとともに、身の回りの
現象に疑問や課題意識を持つ態度を育成する。
・第一線で活躍する研究者から，研究・開発に対する思いや研究者としての心構えを学ぶことで，将
来の自分を思い描き高い志をもたせる。
・２泊３日の共同生活・研修を行うことで，協力の大切さを学ぶとともに，グループ全体の意識を向
上させる。
・教員は，キャリア教育や教科の教材開発を行い，各高校及び地域の学校教育に還元する。

（２）研究内容・方法・検証
研修期間

平成２７年７月２８日（火）～３０日（木）

研修地

大学（東京理科大学野田キャンパス，東京大学）
企業等研修先 理研，国立天文台三鷹キャンパス，国立情報学研究所，日本科学未来館

参加者

生徒 ＯＳＳコンソコア４校 ３５名（大分上野丘，大分豊府，日田，大分舞鶴）
連携校 ５名 （大分雄城台，大分鶴崎，大分西，臼杵，竹田）
団長 大分上野丘

宮脇和仁校長

引率 大分上野丘

田中秀昭教諭，塩月孝弘教諭，野仲貴博教諭
三浦一雄教頭，廣戸和生教諭，吉田朋子教諭

日田

宮崎和彦教諭

大分舞鶴

五嶋宏治教頭，田中寛人教諭，首藤栄就教諭

日程
8:00
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10:25

JR 大分駅発（貸切バス）→ 大分空港発 →

11:55 12:30
羽田空港 →
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大分豊府

引率 大分上野丘

田中秀昭教諭，塩月孝弘教諭，野仲貴博教諭

大分豊府

三浦一雄教頭，廣戸和生教諭，吉田朋子教諭

日田

宮崎和彦教諭

大分舞鶴

五嶋宏治教頭，田中寛人教諭，首藤栄就教諭

8:00

9:20 10:25

日程
11:55 12:30

JR 大分駅発（貸切バス）→ 大分空港発 →

７／２８（火）

14:00～1700

18:00

羽田空港 →

19:30～21:30

研修１（東京理大野田キャンパス）→ホテル→研修２（科学講演会）
8:00
７／２９（水）

9:00～12:00

14:00～17:00

ホテル発→研修３（東京大学）→研修４（研究所等研修）
18:00 頃 19:30～21:30
→ホテル→研修５（課題研究検討会等）
9:00

9:40～13:00

13:30 14:50

ホテル→研修６（日本科学未来館）→羽田空港

７／３０（木）

16:25

17:00

18:20

大分空港 → JR 大分駅

研修内容
研修１ 東京理科大学光触媒国際研究センター（野田キャンパス）
藤嶋昭学長による講義，光触媒国際研究センター見学，実験実習
研修２ 科学講演会
村谷浩二氏 (大分上野丘卒）富士フィルム（株）R&D 統括本部再生医療研究所研究員
演台 「生命科学の発展とともに歩む再生医療～その実現に向けて～」
研修３ 東京大学
全体講演 相田卓三氏
分科会 物理「樽茶・山元研究室」化学「相田研究室」
生物「鈴木研究室」地学「地震研究所」
研修４ グループ別研修
班

研修内容

訪問先

創発化学研究センター，動物創発物性研究ユニット，

物理
化学

仁科加速器研究センター，環境資源科学研究センター，

理化学研究所

生体機能触媒研究チーム，RIBF および SRC 見学

生物
地学

国立天文台三鷹キャンパス

太陽に関する講義，太陽フレア望遠鏡ならびに施設見学

数学

国立情報学研究所（NII）

NII の紹介，研究者による講演，交流

研修５ 課題研究検討会
研修６ 日本科学未来館

データを読み解きながら，自分の意見を発言するワークショップ「原子
力発電所は必要か」を受講

（３）実施の効果とその評価
アンケート結果
a 各研修の満足度（数値は％）
研修先

大変満足・満足

どちらでもない

やや不満・不満

研修１ 東京理科大

100

0

0

研修２ 科学講演会

97.4

0

2.6

研修３ 東京大学

100

0

0

研修４ 班別研修

100

0

0

研修５ 日本科学未来館

89.2

5.4

5.4
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研修６ 日本科学未来館

データを読み解きながら，自分の意見を発言するワークショップ「原子
力発電所は必要か」を受講

（３）実施の効果とその評価
アンケート結果
a 各研修の満足度（数値は％）
研修先

大変満足・満足

どちらでもない

やや不満・不満

研修１ 東京理科大

100

0

0

研修２ 科学講演会

97.4

0

2.6

研修３ 東京大学

100

0

0

研修４ 班別研修

100

0

0

研修５ 日本科学未来館

89.2

5.4

5.4

b 研修を通してどう感じたか（数値は％）
質問事項

できた・
ややできた

どちらでも
ない

できなかっ
た

97.4

0

2.6

97.4

2.6

0

100

0

0

97.4

0

2.6

97.2

0

2.8

(1)施設や研究所を訪問して，夢や希望をもつことの大
切さを学ぶことができましたか
(2)この研修を通じて，将来，ある分野でより深く研究
したい，また，研究に携わりたいと感じることができ
ましたか。
(3)この研修を通じて，今まで以上に科学や最先端の技
術について興味・関心をもつことができましたか。
(4)他校の生徒と積極的にコミュニケーションをとるこ
とができましたか。
(5)この研修に参加する前と，研修が終了した今とを比
べると，自分の中で何か変化がありましたか。

今年度は連携校より５名の生徒を募集したところ，１１名の応募があった。参加した５名の連携校
生徒は研修後，各校において文化祭や学校ホームページに研修成果を報告し，成果を広げることがで
きた。
アンケート結果 a から，今回の県外科学研修の満足度が高く，生徒にとって有意義な研修であった
ことがわかる。研修では大学や企業の研究者と交流する機会も多く，生徒にとって将来の自分の姿を
イメージし，研究とは何かを肌で感じ取ることができたようである。
また，アンケート結果 b から，生徒達は日頃の授業では触れることのできない最先端技術や研究の
最前線を目の当たりにすることで，非常に強い刺激を受けたようである。

生徒感想
・普段生活していたら絶対に味わうことができない体験ができ、本当に参加してよかったです。今後
はもっと「科学」についての興味を増やしていくとともに、自分の将来について希望を持って考えを
深めたい。
・私にとってこの 3 日間は期待以上でした。学校からは１人の参加でとても不安でしたが、他校の生
徒や先生方に支えていただきとても楽しかったし、科学や研究について多くのことを学び、自分自身
成長できたと思います。好奇心を持つことと、挑戦すること、コミュニケーションをとることの大切
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さを忘れずにこれからの課題研究に取り組んでいきたい。

成長できたと思います。好奇心を持つことと、挑戦すること、コミュニケーションをとることの大切
さを忘れずにこれからの課題研究に取り組んでいきたい。
▲藤嶋先生の講義

▲光触媒国際研究センター

▲藤嶋先生の講義
▲科学講演会（村谷氏）

▲光触媒国際研究センター
▲東京大学

▲理研
▲科学講演会（村谷氏）

▲国立天文台
▲東京大学

▲国立情報学研究所

▲日本科学未来館

【４】 班別課題研究
１ ６期生グループ別課題研究
（１）仮説
・課題研究を行うことで，科学的探究力を育成し，科学に対する意識をさらに高めることができる。
・研究成果をまとめて発表することで表現力を育成できる。
・大学や企業等の研究機関と連携し指導・助言を得ながら研究を行うことで，地域の研究機関との関
係を一層深めることができるとともに，指導教員の指導力の向上につながる。

（２）研究内容・方法・検証
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ＯＳＳフェスタや県外科学研修等での経験を活かし、興味をもったことや，研究してみたいことを

・研究成果をまとめて発表することで表現力を育成できる。
・大学や企業等の研究機関と連携し指導・助言を得ながら研究を行うことで，地域の研究機関との関
係を一層深めることができるとともに，指導教員の指導力の向上につながる。

（２）研究内容・方法・検証
ＯＳＳフェスタや県外科学研修等での経験を活かし、興味をもったことや，研究してみたいことを
生徒自ら考え，研究テーマを決定し，研究方法や発表方法について検討した。
＜課題研究テーマ一覧＞
班

研究テーマ

物理班

海岸線に打ち寄せる波の形状

化学班

異なる条件下における金属樹の生成

生物班

ハエトリグサの消化活動～自己防衛について～

地学班

霧箱によるミュー粒子（μ粒子）の観測

数学班

暗記の質と生活習慣について

＜日程＞
第1回

7 月 29 日（水）

班別課題研究に向けたテーマ検討会

第2回

8 月 29 日（土）

概要説明，テーマ決定，研究計画作成
～テーマならびに実験方法は 9 月中には決定，10 月より実施

第3回

9 月～1 月

各班で研究活動
※物理 7 回，化学 8 回，生物 11 回，地学 9 回，数学 5 回実施
（各班で実施，土日や平日課後を利用）

1 月 30 日（土）

ＯＳＳコンソ成果発表会

（３）実施の効果とその評価
生徒は課題研究に積極的に参加しており，ＯＳＳコンソとして他校の生徒と一緒に，在籍高校を離
れて研究を行うことで，研究活動へのモチベーションの向上にもつながった。
研究活動の基本的な技能を，テーマ設定→仮説→実験→結果→考察→発表の一連の流れで行う活動
を，少人数指導で行うことで，科学的探究方法を学び，プレゼンテーション能力を高めることができ、
問題解決能力や多角的な視点が養われた。また，成果発表会という大きな舞台で発表を行った充実感
は大きく，自信につながったものと考える。
さらに，今年度はコア校となった日田高校、コア校以外の生徒３名が課題研究活動に参加したこと
は，成果普及の面から 1 つの成果といえる。
また，テーマによっては専門家と連携を取り研究活動を行うことができ、今後のＯＳＳコンソ参加
校と大学や研究機関等のネットワーク構築にもつながると考える。

２ ５期生個人・グループ研究
（１）仮説
・個人・グループで課題研究に取り組むことで，科学への興味・関心をさらにひろげ，課題解決に向
・海外研修に参加する機会を与えることで，より広い視野をもって将来も研究に取り組もうとする意
欲を高めることができる。

（２）研究内容・方法・検証
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５期生を対象に，１年次の「ＯＳＳフェスタ」，「県外科学研修」，「課題研究」等の取り組みを
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け積極的に取り組む態度を身につけることができる。

け積極的に取り組む態度を身につけることができる。
・海外研修に参加する機会を与えることで，より広い視野をもって将来も研究に取り組もうとする意
欲を高めることができる。

（２）研究内容・方法・検証
５期生を対象に，１年次の「ＯＳＳフェスタ」，「県外科学研修」，「課題研究」等の取り組みを
基盤として，個人またはグループで課題研究を行う。共同研究者は，ＯＳＳコンソ参加者，所属高校
生徒，他の県内高校生でも可能とする。活動場所は所属高校を中心とし，指導はＯＳＳコンソ担当教
員を中心に行い，大学等の研究者の協力も仰ぐ。優秀な研究を行った個人やグループには，海外研修
に参加する機会を与える。
実施計画
内
２月
３月
春休み～８月
６月末
９月

容

概要説明，「研究テーマ」決定
「企画書」作成
「研究」
「中間レポート」提出、Ａ４用紙１０枚以内
レポート提出９月２０日（金）、「レポート審査」「結果発表」

１１月

「英語レポート作成」

１２月

「海外研修」「ＳＳＨ成果発表会」にて研究を発表

２月

「報告書」にて研究を発表

研究テーマ
No

研究テーマ

メンバー

1 微生物の理想と環境

中村・渡邊美（上野丘）

2 脊髄ガエルの反射

若林・渡邊哲（上野丘）

3

6

酸素要求量～
首藤（舞鶴）・秦（上野丘）

身近な科学 ～金属～

船橋（豊府）
ペルチェ効果の研究

有田・前田（上野丘）
園田（豊府）
破良（豊府）

8 ヒーリングサウンド

中尾・中野・松井（豊府）

9 植物の酵母菌の採取とその応用

神谷（豊府）

10 前進翼に関する研究

村上（豊府）

11 プロペラの推進力を向上させる形状を考える

伊野（豊府）

12 大分舞鶴高校におけるヒートアイランド現象について 徳丸・赤峰（舞鶴）

14

佳作

岡・後藤（上野丘）・

7 構造色の構造

13

佳作

COD ～100 度における過マンガン酸カリウムによる 有働・二宮（上野丘）

4 鉱石ラジオの性能向上
5

賞

アリルイソチオシアネートをゲル化した場合の抗菌作 岡崎・福井・中山・佐藤
用について

（舞鶴）

メントスカイザーについて

久保田・佐々木（舞鶴）

優秀

最優秀
優秀
優良
佳作

*は，コアＳＳＨ参加者以外の生徒

（３）実施の効果とその評価
個人またはグループで主体的にテーマを設定し，準備日程や材料を考えて研究を行うことで，能
動的に研究に取り組む姿勢が培われた。さらに，台湾海外研修へ参加した生徒は，英語発表の経験
を通じて，さらに研究への意欲を高めた。
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また、研究の成果を成果発表会等で発表することで，この研究で参加者が得た経験を，広く県下
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用について

（舞鶴）

メントスカイザーについて

久保田・佐々木（舞鶴）

佳作

*は，コアＳＳＨ参加者以外の生徒

（３）実施の効果とその評価
個人またはグループで主体的にテーマを設定し，準備日程や材料を考えて研究を行うことで，能
動的に研究に取り組む姿勢が培われた。さらに，台湾海外研修へ参加した生徒は，英語発表の経験
を通じて，さらに研究への意欲を高めた。
また、研究の成果を成果発表会等で発表することで，この研究で参加者が得た経験を，広く県下
の高校生にも還元することができた。

【５】
海外科学研修（台湾）
【５】 台湾海外研修
台湾海外研修
（１）仮説
（１）仮説
・台湾の高校生と合同発表会を行うことで生徒がおこなってきた課題研究についての理解や今後の研
・台湾の高校生と合同発表会を行うことで生徒がおこなってきた課題研究についての理解や今後の研
究意欲を深め、英語コミュニケーション力を向上させる。
究意欲を深め、英語コミュニケーション力を向上させる。
・参加生徒・引率教師の体験を県内の高校生や関係者に広く発信し，研修の成果を大分県全体で共有
・参加生徒・引率教師の体験を県内の高校生や関係者に広く発信し，研修の成果を大分県全体で共有
する。
する。

（２）研究内容・方法・検証
（２）研究内容・方法・検証
経済発展著しい台湾を訪問し，英語が堪能で高いレベルの科学研究を行っている高校生との共同実
経済発展著しい台湾を訪問し，英語が堪能で高いレベルの科学研究を行っている高校生との共同実
験教室，國立清華大学での英語による講義の受講や大学生との科学文化交流を行う。
験教室，國立清華大学での英語による講義の受講や大学生との科学文化交流を行う。
研修期間
研修期間 平成
平成 27
27 年
年 12
12 月
月 27
27 日（日）～12
日（日）～12 月
月 30
30 日（水）
日（水） 33 泊
泊 44 日
日
研修先
国立花蓮女子高級中学（研究交流校）
，國立清華大学
研修先
国立花蓮女子高級中学（研究交流校）
，國立清華大学
参加者
大分上野丘５名、大分豊府２名、別府鶴見丘
参加者
大分上野丘５名、大分豊府２名、別府鶴見丘 11 名、大分鶴崎３名
名、大分鶴崎３名
引率
引率

大分舞鶴理数科８名、普通科１名
計２０名
大分舞鶴理数科８名、普通科１名
計２０名
大分舞鶴：久保田教頭、髙橋指導教諭、大分上野丘：野仲教諭、大分豊府：廣戸教諭
大分舞鶴：久保田教頭、髙橋指導教諭、大分上野丘：野仲教諭、大分豊府：廣戸教諭

日程
日程
12月27日(日)
12月27日(日)

舞鶴高校
舞鶴高校 →
→
花蓮駅
→
花蓮駅 →

12月28日(月)
12月28日(月)

ホテル
ホテル
花蓮駅
花蓮駅

12月29日(火)
12月29日(火)

ホテル
ホテル →
→ 國立清華大学物理系・化学系訪問
國立清華大学物理系・化学系訪問 →
→
ホテル・学習会（台北市内）
ホテル・学習会（台北市内）

12月30日(水)
12月30日(水)

ホテル
ホテル →
→ 台北桃園空港
台北桃園空港 →
→ 福岡空港
福岡空港 →
→ 舞鶴高校
舞鶴高校

（３）実施の効果とその評価
（３）実施の効果とその評価

国立花蓮女子高級中学との科学研究交流会
国立花蓮女子高級中学との科学研究交流会 →
→
台北駅
台北駅 →
→ ホテル・学習会（台北市内）
ホテル・学習会（台北市内）

▲國立清華大學物理系
▲國立清華大學物理系
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▲実践科学中学との合同実験
▲実践科学中学との合同実験

参加生徒の多くは１０月に海外修学旅行を経験し，ホームステイ先等で国際交流を体験してい
参加生徒の多くは１０月に海外修学旅行を経験し，ホームステイ先等で国際交流を体験してい

ＯＳＳコンソ

▲花蓮高級中学での合同実験教室
▲花蓮高級中学での合同実験教室

→
→
→
→

福岡空港
福岡空港 →
→ 台北桃園空港
台北桃園空港 →
→ 台北駅
台北駅 →
→
ホテル・学習会（花蓮市内）
ホテル・学習会（花蓮市内）

▲花蓮高級中学での合同実験教室

▲國立清華大學物理系

▲実践科学中学との合同実験

（３）実施の効果とその評価
参加生徒の多くは１０月に海外修学旅行を経験し，ホームステイ先等で国際交流を体験してい
る。しかし，英語を第一言語としない台湾で，英語を使った交流を重ねることで，英語が国際的な
標準言語であることを強く感じ取ることができた。また，台湾の高校生の英語コミュニケーション
能力の高さや，台湾の科学技術の発展を知ることで，強い刺激を受け，今後の学習意欲が向上した
ようである。
清華大學では，より国際的な視野で大学での研究や学びを意識する機会となった。英語が苦手な
生徒も、実験や自分の得意分野の話となると理解ができ、英語と同様、科学も世界言語としての機
能があることを実感できた。
連携校３名の生徒が参加したことで，研究を通じて学校間の連携がより強化された。また，
「Ｏ
ＳＳコンソ成果発表会」において，県内の高校生に研修の成果や意義を幅広く伝えることができ
た。

生徒感想
・花蓮女子中学高級学校の生徒たちと交流した時、今まで考えたことのない視点、例えば、台湾にしか
ない環境をうまく活用した研究をしていることに驚いた。「大分に根ざした地元だから発見できる特異
性を持った研究をしていくといい」と後輩に伝えたいと思った。
・台湾の高校生や大学生の英語はとても流暢だった。私たちと違い英語を一度頭の中で考えて話すので
はなく、すらすらと英語で違和感なく会話をしているように見え、今の自分の英語力はまだまだ未熟だ
と感じた。
・台湾の生徒との交流と同様に、大分の他校の高校生と交流できたことがとてもよかった。研修中や食
事の時に、いろんなことを話せ、他の高校生の科学的知識の広さや深さに驚き、とても刺激になった。

【６】 成果発表会
（１）仮説
今年度の「大分スーパーサイエンスコンソーシアム」の取り組みの成果を発表することで，大分上

【５】野丘，大分豊府，日田，大分舞鶴高校の
台湾海外研修
OSS コンソコア４校だけでなく，連携する１５校の高校生，
さらには中学生に対し，理数への興味・関心を喚起する。
（１）仮説

また，教員および研究者等が一同に会することで，今年度の研修・研究内容を共有するとともに，
・台湾の高校生と合同発表会を行うことで生徒がおこなってきた課題研究についての理解や今後の研
学校・県教委・大学・企業等との「地域連携」を密にし，人材育成を目指す科学ネットワークの確立
究意欲を深め、英語コミュニケーション力を向上させる。
を図る。
・参加生徒・引率教師の体験を県内の高校生や関係者に広く発信し，研修の成果を大分県全体で共有
さらに，中学生や保護者を含めた外部へ広く OSS コンソの活動を発信していくことを目的とする。
する。

（２）研究内容・方法
（２）研究内容・方法・検証
日経済発展著しい台湾を訪問し，英語が堪能で高いレベルの科学研究を行っている高校生との共同実
時 平成２８年１月３０日(土) 13：00～16：00
場 所 大分県教育センター３F「講堂」
験教室，國立清華大学での英語による講義の受講や大学生との科学文化交流を行う。
参加者 （OSS コンソコア４校）
・大分上野丘高校・大分豊府高校・日田高校・大分舞鶴高校
研修期間 平成
27 年 12 月 27 日（日）～12 月 30 日（水） 3 泊 4 日
研修先 （コア３校以外の連携校）
国立花蓮女子高級中学（研究交流校）
，國立清華大学
参加者

・高田高校・国東高校・杵築高校・別府鶴見丘高校・大分西高校・大分雄城台高校・大分
大分上野丘５名、大分豊府２名、別府鶴見丘
1 名、大分鶴崎３名
南高校
大分舞鶴理数科８名、普通科１名

引率

・大分鶴崎高校・臼杵高校・佐伯鶴城高校・竹田高校・中津南高校・中津北高校・・宇佐
大分舞鶴：久保田教頭、髙橋指導教諭、大分上野丘：野仲教諭、大分豊府：廣戸教諭
高校

日程

計２０名

・安心院高校
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・大分上野丘高校・大分豊府高校・日田高校・大分舞鶴高校
（コア３校以外の連携校）
・高田高校・国東高校・杵築高校・別府鶴見丘高校・大分西高校・大分雄城台高校・大分
南高校
・大分鶴崎高校・臼杵高校・佐伯鶴城高校・竹田高校・中津南高校・中津北高校・・宇佐
高校
・安心院高校
(中学校)
・日出町立日出中学校・別府市立北部中学校・大分市立南大中学校・大分市立碩田中学校
・大分市立城東中学校・大分市立稙田南中学校
SSH 運営指導委員，大学・企業・県・県教委の関係者，参加生徒保護者等
合計２２８名
時

間

１３：００～１３：１５

１３：１５～１３：４０

１３：４０～１４：３５

内

容

「開会式」
・生徒代表あいさつ

大分上野丘高校 佐藤

・事務局校校長あいさつ

大分舞鶴高校

・来賓あいさつ

大分県教育センター 梶原所長

長田校長

「大分ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｺﾝｿｰｼｱﾑ」活動報告① 生徒発表
・概要

大分上野丘高校 甲斐，諫山

・ＯＳＳフェスタ報告

大分豊府高校

安藤, 小池, 東, 藤田

・ＯＳＳ県外研修報告

大分舞鶴高校

松中，深田

臼杵高校

石田

「課題研究」発表（発表７分・質疑応答３分）
・数学班 「暗記の質と生活習慣について」
・物理班 「海岸線に打ち寄せる波の形状」
・化学班 「異なる条件下における金属樹の生成」
・生物班 「ハエトリグサの消化活動～自己防衛について～」
・地学班 「霧箱によるミュー粒子の観測」
・数学班 「暗記の質と生活習慣について」

１４：３５～１４：５０
１４：５０～１５：２０

休憩（発表準備，アンケート記入等）
「科学討論会」
内容：長方形の面積と同じ正方形を作図し，証明する
進行：大分舞鶴高校 岡崎さん，久保田さん，福井さん

１５：２０～１５：４５
１４：３５～１４：５０
１４：５０～１５：２０

１５：２０～１５：４５

「大分ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｺﾝｿｰｼｱﾑ」活動報告② 生徒発表
休憩（発表準備，アンケート記入等）
・台湾研修報告
大分舞鶴高校
中山，佐藤
「科学討論会」
大分鶴崎高校
松本
内容：長方形の面積と同じ正方形を作図し，証明する
別府鶴見丘高校 木本
進行：大分舞鶴高校 岡崎さん，久保田さん，福井さん
・個人レポート英語発表２本
「大分ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｺﾝｿｰｼｱﾑ」活動報告②
生徒発表
「Considering the Propeller`s Shape
to Increase the Driving
・台湾研修報告
Force」

大分舞鶴高校
中山，佐藤
大分豊府高校
伊野
大分鶴崎高校
松本School」
「Heat Island Phenomenon at
Oita Maizuru High
別府鶴見丘高校 木本
大分舞鶴高校
赤峰，徳丸

１５：４５～１６：００

「Heat Island Phenomenon at
Oita Maizuru有定校長
High School」
・事務局校校長激励のことば
大分豊府高校
大分舞鶴高校
赤峰，徳丸
「ＯＳＳコンソ５期生修了式」
（大分上野丘，大分豊府，大分舞鶴）
「閉会式」
・修了証授与
・講評
・ＯＳＳコンソ５期生挨拶
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日本文理大学 神谷
安田幸夫 工学部長
大分豊府高校
・生徒代表感想発表
・事務局校校長激励のことば 大分西，中津北
大分上野丘高校 宮脇校長

ＯＳＳコンソ

１６：１０～１６：３０
１５：４５～１６：００

・個人レポート英語発表２本
「閉会式」
「Considering the Propeller`s
Shape to Increase
Driving
・講評
日本文理大学
安田幸夫the
工学部長
Force」
大分豊府高校
伊野
・生徒代表感想発表
大分西，中津北

１５：４５～１６：００

「閉会式」
・講評

日本文理大学 安田幸夫 工学部長

・生徒代表感想発表

大分西，中津北

・事務局校校長激励のことば 大分豊府高校 有定校長
１６：１０～１６：３０

「ＯＳＳコンソ５期生修了式」
（大分上野丘，大分豊府，大分舞鶴）
・修了証授与
・ＯＳＳコンソ５期生挨拶

大分豊府高校 神谷

・事務局校校長激励のことば 大分上野丘高校 宮脇校長

（３）実施の効果とその評価
６期生のグループ別課題研究，５期生個人・グループ研究の成果を発表することでプレゼンテーシ
ョン能力の向上に大きな効果が得られた。発表した生徒の感想からは研究活動が楽しく，今後も研究
活動を続けたいなど、伝えることの難しさを知り貴重な体験となったなど肯定的なものが多かった。
また，聴衆の生徒からは県内の高校生の活動を知り，視野が広がり，科学についてさらに興味・関
心が高まったという意見がみられ，参加した生徒にとり大きな刺激となった。科学討論会では，課題
の証明を連携校生徒が発表し，新たな質問に対して協議する時間を確保でき，会全体が盛り上げるこ
とができた。
今年度は全県下の中学校へ案内文を送付した。その結果，１４名の中学生の参加を得ることができ
た。さらに，その中学生が質問し，科学討論会で意見を述べるなど，会全体に良い効果をもたらした。
また，サポートネットワークに登録した企業の方や大学の先生方にも参加頂き，ＯＳＳコンソの活
動における情報発信をすることができ，協力体制を構築する上で良い機会とすることができた。

▲6 期生課題研究発表

▲ＯＳＳ県外科学研修報告

▲科学討論会の様子

▲生徒代表お礼の言葉

－ 46 －

【７】 OSS コンソサポートネットワーク
（１）仮説
大分の人的資源と高い技術力を理解し，地域の人材を最大限に活用できるネットワークを構築し、
科学的探究力をもった生徒を育成する。

（２）研究内容・方法・検証
ＯＳＳコンソサポートネットワークの概要
県内大学・企業の窓口を通して企画を支援していただける研究者，また，県内高校生に対し科学技
術人材育成の視点から協力いただける研究者を募集，登録する。
〔登録内容〕氏名，所属 / 連絡先，方法 / 研究内容（研究活動のサポートのため）
専門分野（研究活動のサポートのため） / 講演，講義，実験等の実施の可否
a. 講演会の講師選定を円滑に行う環境をつくる。
b. 体験的実験講座の講師依頼、実施場所の提供や具体的な助言等の協力の円滑化を図る。
c. 課題研究の内容をより充実させるためにも研究者，研究施設の日常的なサポートを得る。
・テーマ決定や研究内容や研究方法について助言・指導
・担当教員が研究者，研究施設に助言・指導の依頼を行いやすい環境をつくる。

大学

企業

企業

大学

OSS
コンソ

研究機関

県内高校

研究者

（３）実施の効果とその評価
今年度は、新たに企業５社がサポートネットワークに加わった。
ＯＳＳコンソサポートネットワークの活用実績は，ＯＳＳフェスタでの科学実験教室の講師依頼，本
校理数科のステップアップ研修においてのみで，まだまだ活用実績が少ない。この原因として，課題
研究等の活動に対して，ＯＳＳコンソサポートネットワークの情報共有がなされていない，各担当者
各校ＯＳＳコンソ担当者や県内の高校の授業や科学クラブ担当者へ，ホームページ等で公開するな
ど情報提供を行う必要がある。
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ＯＳＳコンソ

への周知不足であると考える。この点を改善するために，次年度はサポートネットワークのデータを

【８】 教材開発（授業改善）
（１）仮説
ＯＳＳコンソの活動を通して，教材の開発や授業研究・改善を行い，その内容をコア 4 校だけでな
く，県内の理数教員へ発信し，共有することで、県内の高校教員の指導力を向上させることができる
とともに，生徒にその成果を還元し，数学，理科への興味・関心を喚起することができる。

（２）研究内容・方法・検証
ＯＳＳフェスタや県外科学研修，グループ別課題研究等の取り組みで得られた知見や教材研究をも
とに，ＯＳＳコンソコア４校の担当教師や県内の理科，数学の教員が「探究的活動」あるいは「課題
学習」を主題とした授業や活動を行い，授業改善に向け情報を共有する。
また，県教育委員会が進める授業改善マイプランの一助とする。

（３）実施の効果とその効果
評価
活動
開始式

教材開発との関わり
最先端の研究を知や，科学者としての資質等

科学講演会

得られた知見を生徒に還元した。
高校 1 年生に対する科学講座

科学実験教室講師（1 年生）

1 年生の学習到達度に合わせ，高校での学習内
容をふまえた，探究的活動を実施した。
（120 分）

OSS フェスタ

120 分でゴム動力車の作成，発表を行った。

科学実験模擬協議

問題解決型の活動を実施
各校 2 年生が科学クイズを作成。発表
探究的活動や発表活動の助言。指導を行った。

考える OSS

※OSS コンソコア 4 校ならびに連携校，理数教
員が担当した。

県外科学研修

・最先端の研究を知や，科学者としての資質等

大学，企業等研修

得られた知見を生徒へ還元した。
課題研究の指導・助言並びに発表指導

グループ課題研究（1 年生）
個人・グループ研究（2 年生）
海外科学研修

英語レポート作成と，発表指導

英語発表

（理数教員と英語科教員の連携）

現在、大分県教育委員会において授業改善に向けた取り組みを行っている。その中で，ＯＳＳコン
ソの活動は探究的な活動やアクティブラーニングを実践できる一つの場だと考えることができる。
特に、ＯＳＳフェスタでの連携校の理数教員を巻き込んだ活動は、いずれも普通科の授業における
探究活動の題材として十分に使え，生徒の科学的興味関心および能力を高めることができる。
今後は，これらの活動内容を報告書だけでなく，ホームページを利用して公開し教育実践の共有を
図りたい。
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関 係

資 料

SSH探究講座名
【1年】
講座名

社会の諸問題に迫ろう。

スポーツを作ろう！

身近な疑問を数学で解決しよう

アテレコに挑戦

英語deスピーチ！
レンズの「写像公式」を発見しよう
世界遺産探究
プランクトン調査
身近な食材で実験しよう
グラスハープに挑戦！
【2年】
講座名
激論コロシアム！～MAIZURUディベート力向上作戦～
空間軸・時間軸を通して過去・現在・未来を考察しよう！
「平面の敷き詰めの巨匠の技を学ぶ」
トイレットペーパーの長さを測る！計る！量る！
『電気と磁気の不思議な関係』
『物質の性質を調べる』

土壌動物の観察

タスクで文法を楽しく

目的別トレーニングプログラム作成

卵で描く(テンペラ画制作と 技法の秘密）

回
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

内容
新聞から見つけよう！～課題発見
幅広く調べよう！～調査・情報収集
情報を絞り込もう！～情報の取捨選択
発表の仕方を知ろう！～発表準備
問題について理解しよう！発表会
振り返り・自己評価
スポーツの歴史・ルーツを調べる
New スポーツ考案作業①
New スポーツ考案作業②
New スポーツ考案作業③
ルール検討 発表会準備
グループ発表会
班ごとに課題を設定
グループ活動・調べ学習①
グループ活動・調べ学習②
レポート作成
レポート作成・発表準備
班ごとに発表
まずは体験。アテレコ実習
グループ分け、題材決め
ディクテーションで台詞を聞き取ろう
登場人物になりきって台詞を読もう
映像に合わせて録音しよう
発表会評価(吹き替えや字幕との違いを考える)
英語のスピーチの書き方、テーマ決め、原稿書き
スピーチ練習・暗唱
スピーチ発表・評価
光学台を用いた凸レンズの実験
凸レンズの「写像公式」を発見する
レポート作成・意見交換
世界遺産とは？
世界遺産の諸問題、レポート作成
発表、意見交換
大分川のプランクトンを採取する
プランクトンの観察・同定
レポート作成・意見交換
卵の乳化性
卵白の気泡性
卵液の希釈性
グラス調査、考察
音階を作る、演奏研究
みんなで演奏、発表

回
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

内容
ディベートのルール説明 第一回ディベート
第二回ディベート
第三回ディベート 総括
空間軸からの世界考察
食文化から世界を捉えよう！
なぜ歴史は変わるのか？～絵画の歴史は面白い～
平面の敷き詰めの原理
敷き詰めの作成
作品発表
計測方法の検討・予備実験
計測・レポート作成
レポート発表
モーターの原理
発電の原理
発電する
白い粉の正体
塩化セシウム型、塩化ナトリウム型結晶格子の限界イオン半径の算出
物質の溶解のしくみ

1
1

文章を要約してまとめる
正多面体に正多面体を埋め込む
科学的読み物(長文)の速読
自然放射線の種類と測定
ナイロンの合成と反応速度
動物の解剖
世界遺産の意義について考察する
雨と風の関係について考察する

土壌動物観察の概要、土壌観察①（草地、裸地、畑地）
土壌観察②（草地、裸地、畑地）
レポート作成、発表準備 発表会
受動態、不定詞、動名詞を使ってみよう
現在分詞、過去分詞を使ってみよう
関係代名詞・仮定法を使ってみよう
トレーニングに関する説明及び計画書作成
トレーニング調べ・実践・検証
プログラム作成及び発表準備
テンペラ画とは何か（溶剤の不思議）
テンペラ画で描いてみよう２

1
1
1
1
1
1

テンペラ画で描いてみよう１

テンペラ画で描いてみよう３

描くための顔料や溶剤について（各班で調べる）各班で発表

【3年 】

論理的に読み，論理的に書く
多面体図形について
論説文の読み方マスター
放射線の謎を探ろう
化学反応の原理を探究する
生物のからだの構造を探る
世界遺産について考えよう
天気と気候について考えよう

土壌動物の同定①

土壌動物の同定②
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レポートにまとめる。

課題研究テーマ
研究班名

外部指導者

研究テーマ

生徒数

物理学班

縦横比がもたらす飛行距離への影響

日本文理大学

河邉博康

6

化学班

銀樹の成長速度～のびろ 銀樹！！～

大分大学工学部

衣本太郎

5

ニホンザル班

高崎山ニホンザル群におけるグルーミングの役割

大分市農林水産課

栗田博之

4

アクアリウム班

微生物による水質の浄化作用

－

6

地学班

長湯温泉のＣＯ２濃度と陽イオンの関係

－

6

がん細胞班

糖の取り込みとがん細胞増殖の関係

大分大学医学部

菓子野元郎

4

衛生医学班

高校生のマスクに対する価値観とマスク捕捉効果の
超微形態学的検証

大分大学医学部

三浦真弘

5

数学班

最長距離の考察

－

3

情報班

ＦＤＳを用いた火災シミュレーション

－

3

分野別講演会
分野

講 師

演 題

栄養学

勝つための栄養学

大塚製薬 大分出張所

森岡

国際

経済学について

ＡＰＵ アジア太平洋学部

淵ノ上英樹 氏

経済

ICTを活用したビジネスモデル

大分大学 経済学部

松岡 輝美 氏

教育学

私たちの“学び”をめぐる今日的課題

福岡教育大学 教育学部

鈴木 邦治 氏

理学

自然科学の面白さ

京都大学理学研究科

森重 学 氏

工学1

体内時計と睡眠と学習

九州大学 芸術工学部

樋口 重和 氏

工学2

最先端のハイテクを支える錯塩の科学に触れよう！

九州工業大学 工学部

坂田 一矩 氏

農学

食と環境と微生物

別府大学 食物栄養学部

藤原 秀彦 氏

医学

医学部・医療系への進学を考えるあなたへ

大分大学 医学部 循環器内科

小深田 麻美 氏

フューチャーファクトリー
分野

職業

教育

小学校教諭

経済

銀行員（大分銀行）

商経

自営業（カフェ経営）

政治

大分県議会議員

全

警察官 地域警察 交番勤務

法学

弁護士

医療

看護師・助産師

医療

医師・研究者

環境

国家公務員（国土交通省・環境省）

建築

１級建築士

工学

ソフトエンジニア 産業用ロボット
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剛氏

ＳＳＨアンケート 集計結果
SSH探究・SSH国際情報・SS科学・課題研究など
1
の学習活動において，次のような学習活動を行
全く
いましたか。
していない

Q1

2
あまり
していない

3
どちらとも
いえない

4
まあ
している

5
よく
している

1

身の回りの自然や現象について、資料で調べる

12.2%

22.9%

25.4%

30.6%

8.9%

2

自分の知識や考えを論理的･客観的に表現する

3.8%

17.0%

30.5%

36.5%

12.1%

3

ものごとを批判的・多面的に考える

4.3%

15.6%

34.7%

35.4%

9.9%

4

仮説を検証するために調査や実験を行って情報
を集める

12.9%

23.0%

24.9%

26.9%

12.3%

5

メディア情報の真偽を科学的な視点で確かめる

12.5%

23.9%

36.5%

21.3%

5.8%

6

自然界で起こる複雑な現象を単純化したモデル
に従って、考える

14.8%

26.0%

33.8%

18.8%

6.7%

7

必要な資料を、キーワードから検索する

6.4%

16.2%

21.1%

33.9%

22.3%

8

課題を解決するために、図･グラフを作成する

10.0%

17.1%

25.0%

33.1%

14.9%

9

レポートを作成するために、ワードやエクセルを
使う

12.8%

15.7%

16.7%

26.4%

28.4%

10

データを用いて、表やグラフを作成する

10.4%

18.4%

22.4%

30.3%

18.3%

11

数値データの特徴を分析し、要因などについて
考える

9.6%

19.7%

31.1%

27.6%

12.1%

ＳＳＨの取組みにより身につけたい能力や態度
は、次のうちどれですか。

Q2

一
人
最
大
５
つ
ま
で
回
答
で
き
る

自分から取組もうとする態度（自主性）

32.3%

リーダーシップ

11.8%

独自のものを創り出そうとする態度（独創性）

26.7%

数学的に考える力

10.2%

未知の事柄への興味（好奇心）

34.3%

英語で表現する力

28.0%

真実を探って明らかにしたい態度（探究心）

28.7%

国際的なセンス（感覚）

21.4%

挑戦しようとする態度（やる気）

22.3%

学んだことを応用する力（応用力）

22.2%

アイデアを思いつく力（発想力）

44.8%

コミュニケーションする力

35.8%

問題を解決する力（問題解決力）

25.5%

プレゼンテーションする力

41.3%

洞察力（見抜く力）

25.8%

文章・レポートを作成する力

26.3%

論理的に考える力（論理的思考力）

32.8%

社会のために正しく科学技術を用いる態度

観察から気づく力（観察力）

14.1%

ＳＳＨの取組み全般（探究講座・課題研究・講演
会・国際情報・体験研修など）について、あなた
のご意見をお聞きします。

Q3

1
全くあて
はまらない

2
あまりあて
はまらない

3
どちらとも
いえない

4
まあ
あてはまる

5
とても
あてはまる

12

この取組みに参加して良かった

5.5%

9.1%

11.8%

36.2%

37.4%

13

この取組みに参加して科学全般の学習への興
味・関心・意欲が増した

4.2%

13.9%

26.1%

35.6%

20.2%

14

この取組みに参加して科学全般の知識が増した

3.8%

13.9%

29.0%

36.4%

16.9%

15

この取組みに参加して教科全般の学習態度（授
業態度・家庭学習）がよくなった

5.7%

18.5%

43.0%

24.6%

8.2%

16

この取組みに参加して将来の方向性を決めるの
に役立った

7.0%

18.7%

30.2%

30.7%

13.4%

17

この取組みに参加して表現（プレゼンテーション・
論述）する力が身についた

3.6%

12.9%

25.7%

39.4%

18.4%

18

この取組みに参加して外国語の力が身についた

7.7%

19.0%

32.7%

31.3%

9.4%

19

この取組みに参加していろんな事柄に関しての
課題を自分で発見しようとするようになった

4.1%

16.5%

40.8%

30.0%

8.6%

20

この取組みに参加して関心をもったことに対し
て、自分で資料などを調べるようになった

6.3%

20.2%

35.6%

28.5%

9.4%

21

この取組みに参加して国際的な分野に関心を持
つようになった

5.5%

16.8%

34.4%

30.6%

12.7%

22

この取組みに参加して地域社会のことに関心を
持つようになった

7.2%

20.6%

38.8%

26.6%

6.8%

23

この取組みに参加して共通の興味関心をもつ友
達がふえた

10.2%

23.2%

34.3%

23.7%

8.5%

24

この取組みに参加してコンピュータ（ワード・エク
セル・パワーポイント）を扱えるようになった

6.0%

9.8%

19.8%

37.4%

27.0%

25

この取組みに参加して論理的な思考力が身につ
いた

3.0%

13.7%

36.4%

36.2%

10.8%

26

この取組みに参加して自分で集めた情報を上手
く整理し活用できるようになった

3.1%

14.0%

32.7%

38.3%

11.9%

27

この取り組みは、将来の進路や研究分野を決め
る上で有益（役に立つ）だった

5.7%

14.6%

30.9%

31.2%

17.7%
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3.6%

ＳＳＨアンケート 集計結果

Q4-1

「ＳＳＨ講演会」について、あなたのご意見をお聞
きします

1
全くあて
はまらない

2
あまりあて
はまらない

3
どちらとも
いえない

4
まあ
あてはまる

5
とても
あてはまる

28

講演会は自分にとって有益（役に立つ）だった

5.4%

9.2%

17.6%

33.6%

34.2%

29

講演を聴いたことで、科学（人文科学・社会科
学・自然科学）への興味が増した

5.6%

13.0%

25.6%

34.7%

21.0%

30

講演を聴いたことで、学習への意欲が増した

5.3%

14.4%

31.4%

31.0%

18.0%

31

講演を聴いたことで、今後学びたい分野が見え
てきた

6.6%

16.1%

38.8%

25.2%

13.3%

32

講演を聴いたことで、自分の考えをまとめる力が
ついた

6.1%

17.5%

38.7%

25.6%

11.9%

1
全くあて
はまらない

2
あまりあて
はまらない

3
どちらとも
いえない

4
まあ
あてはまる

5
とても
あてはまる

Q4-2

今後、「ＳＳＨ講演会」でどんな学問分野の講演
を聴いてみたいですか
理学系

33.9%

工学系（情報系を含む）

30.9%

農学系

32.0%

保健系（医歯薬看護系を含む）

36.4%

教育系

46.3%

社会系（経済、法学、社会学など）

42.7%

人文系（文学、言語学、心理学など）

53.6%

その他

12.4%

33～35

「ＳＳＨ国際情報」（理数科は課題研究を含む）に
ついて、あなたのご意見をお聞きします

Q5
36

この取組みに、積極的に取組んだ

4.8%

6.7%

16.1%

40.2%

31.9%

37

この取組みによって、コンピュータの操作スキル
が上達した

5.3%

8.0%

15.7%

38.7%

32.3%

38

この取組みによって、プレゼンテーションや論述
などの表現のスキルが上達した

4.5%

9.1%

23.5%

39.5%

23.5%

39

この取組みによって、英語の必要性を認識した

7.5%

10.0%

19.3%

32.4%

30.8%

40

この取組みによって、英語の力がついてきた

7.2%

16.3%

35.7%

29.1%

11.8%

41

この取組みによって、英語を話すことへの自信
がついた

8.5%

21.0%

39.2%

20.8%

10.4%

42

この取組みによって、国際社会に興味を持つよ
うになった

5.0%

14.0%

34.0%

30.5%

16.5%

Q6

「ＳＳＨ探究講座」（理数科は課題研究を含む）に
ついて、あなたのご意見をお聞きします

1
全くあて
はまらない

2
あまりあて
はまらない

3
どちらとも
いえない

4
まあ
あてはまる

5
とても
あてはまる

43

ＳＳＨ探究講座に、積極的に取組んだ

5.0%

7.2%

16.3%

39.6%

32.0%

44

この取組みによって、科学（人文科学・社会科
学・自然科学）への興味が増した

4.1%

14.6%

28.3%

34.8%

18.3%

45

この取組みによって、物事を論理的に考える力
が身についた

3.3%

13.5%

36.2%

32.7%

14.3%

46

この取組みによって、各科目の知識が増えた

3.6%

11.3%

25.7%

41.4%

18.0%

47

この取組みによって、各科目の学習への意欲が
増した

3.0%

12.2%

37.8%

34.2%

12.8%

48

この取組みによって、表現（プレゼンテーション・
論述）する力がついた

4.3%

11.5%

28.6%

37.7%

17.9%

49

この取組みは、ふつうの授業と比べて充実感が
ある

5.5%

10.9%

23.5%

31.6%

28.5%

50

この取組みによって、興味の持てる事柄が増え
た

4.6%

10.3%

29.1%

34.8%

21.2%

51

この取組みによって、興味ある事柄の資料を自
分で調べるようになった

7.0%

20.0%

36.2%

24.7%

12.1%

52

この取組みによって、将来のことを深く考えるよ
うになった

5.8%

13.4%

32.0%

29.7%

19.1%
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平成 27 年度 第１回 SSH 運営指導委員会 議事録
1.日時

平成 27 年 10 月 29 日（火）13：15～15：15

2.会場

大分県立大分舞鶴高等学校 会議室

3.参加者 運営指導委員：

江崎一子（別府大学）
・後藤顕一（国立教育政策研究所）
・八田泰三（崇城大学）
安田幸夫（日本文理大学）
・吉岡誠司（大分県産業科学技術センター）
・吉田広志（西日本電線株式会社）
岩武茂代・小原井一成（大分県教育庁）

県内高校参加者： 宮脇和仁・長野雅樹・田中秀昭（大分県立大分上野丘高等学校）
廣戸和生（大分県立大分豊府高等学校）
本校関係者：

川村和夫（大分県立日田高等学校）

長田文生・久保田圭二・五嶋宏治・黒田裕一郎・首藤栄就・工藤久貴・渡邉ひろ美・新田智恵美・奈須留美
（敬称略）

4.議事内容及び質疑応答
第１部
A 委員：SSH 探究講座のグループ学習については、非常に良い取組である。単に分担作業だけのグループ学習になら
ないよう指導法について教師も勉強して欲しい。プレゼンテーションは、模造紙に描いて貼っての表現だけ
でなく、視聴覚機器をもっと活用して欲しい。
B 教員：ＳＳＨ探究講座は、全職員が週一回授業を持ち、科学的手法、論理的思考力の育成法を体験してもらうとい
う狙いもある。ＳＳＨ国情において、１・２年生はワード・エクセル・パワーポイントを学習し、クラス内
発表、学年全体発表会や SSH 成果発表会等でプレゼンを行っている。
C 委員：問題解決の過程をしっかりと学校教育の中で再度位置づけをする。高大接続・変革の中にも、課題研究の重
要性が謳われている。
D 委員：ＳＳＨ探求講座のグループ学習の方は、参加型で興味が湧き生徒同士が教え合うのも良い。
E 委員：グループ学習は少人数で目の行き届く授業が行われていてとても良いが、グループによっての取組に差があ
ったのが残念。実験講座では、生徒一人一人に顕微鏡が準備されており、設備が整っている。
F 委員：文系理系が一緒に授業出来る事に意義がある。１年生に関しては、色んな分野を経験できるという事は、文
理選択にプラスになる。
C 委員：探求講座では、家庭科の授業は理想な授業展開であった。
（生徒中心・主体 72％、生徒発表 8％、教師のかか
わり 20％）
。評価は、自立した個人が他者と共同しながら新たな価値を作る。共同の中で他者の目が子ども
達にとって大事。伸ばす一番の良い題材である。評価については、点数の評価は冷たく、コメント評価の方
が子ども達にとって励みになる。
A 委員：大分県の地域資材、大分県特有の地域資源、産業分野を生徒に教えて欲しい。普通科・理数科関係なく知的
財産権・産業財産権も勉強して欲しい。
第２部
F 委員：舞鶴理数科の課題研究は効果を上げている。他校の課題研究の状況はどうか。
I 教員：ＯＳＳコンソにおいて、連携校でグループ研究を行っている。他校の生徒と協力して上手くやっているよう
だ。担当の教員を通じて必要物品・活動場所等計画書を提出してもらい、各校の理科の先生に相談して研究
場所を確保、研究を進めている。調整は、生徒間同士で連絡を取り合って行っている。
D 委員：卒業生の進路はどうなのか。
I 教員：重点枠は５年前からのスタートで、ＯＳＳコンソ１期生は、現在大学３年生である。今後、追跡調査をして
いきたい。
C 委員：今年のコンソの課題研究で、これはという例はないか。
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I 教員：NO.11 プロペラ、NO.12 ヒートアイランド現象、特に２つの研究は、中身の濃い研究で色んなデータを取り
込んだりしながら取り組んでいた。
E 委員：コンソの県外研修で、卒業生で活躍している方々との交流を続けているのはとても良いこと。生徒たちの励
みとなりモチベーションを高める事に繋がり生徒には刺激になる。卒業生が帰省する夏休み等に話を伺える
機会を作って欲しい。理系に興味を持ち進路を考える上で将来につながる。
I 教員：県外研修は、大分上野丘高校に担当してもらい、講演等に卒業生で活躍している方にお話しいただいている。
卒業生の活用は、積極的に考えている。ＯＳＳフェスタ（今年は 7/26）の時期が、大学の試験期間で難しい
現状。
C 委員：ＳＳＨ５年間で卒業生の活用の基盤を作っていったらどうか。理数科の研究テーマ、コンソの研究テーマは、
それぞれ難しいものも多い。この研究は、継続的なものが多いのか。子ども達は、どういう意識で継続研究
に向かっていくのか。
H 教員：理数科は、９班での活動。昨年度に比べて継続研究は減少している。１月に引継ぎ会を行い、研究内容・反
省等聞きながら次の自分たちのテーマを考えていく。今年度は、ニホンザル班・医学 A 班（がん）
・情報班（火
災シュミレーション）がパワーアップさせながらの継続研究を行っている。
C 委員：さらに新規の研究テーマを広げていく可能性は。
H 教員：
「テーマ決め」には、十分時間をかけている。２月後半「スキルアップ研修Ⅰ」からスタートし、４･５月頃
にテーマ決定をするために予備実験等も行っている。その後「スキルアップ研修Ⅱ」において、生徒たちが
独自に情報を集め、課題研究を始める。
C 委員：コンソの課題研究は、どうか。
I 教員：コンソの課題研究は、校内での活動が多い。昨年度、大分大学の先生に指導を頂いた。今後「サポートネッ
トワーク」を利用していきたい。
C 委員：活用できる資源は、フルに活用して欲しい。
F 委員：２・３年で文理に分かれた中で、各ＳＳＨ探究講座のテーマでの文理の割合はどれくらいなのか。
B 教員：２年生は、普通科全体（１～７組文理混合）を対象。４月の時点で講座内容の説明をする。３年生は、クラ
スが細かく分かれているので基本は文系･理系、縦割りで専門性を生かしたより専門性が高い講座を実施して
いる。
F 委員：文理が一緒に講座を受けるとお互い良い刺激になり勉強になると感じた。科学は、文系理系も分け隔てはな
い。
C 委員：科学に向き合っていくと自然科学に特化したものだけだはない。色んな子がいて色んな価値を共有すること
が大事なのではないか。
G 委員：ＳＳＨの取り組みで、先生方のスキルアップも目指してほしい。簡単なテーマでよいので、生徒を指導でき
るレベルに引き上げて欲しい。
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平成 27 年度 第 2 回 SSH 運営指導委員会 議事録
1.日時

平成 28 年 2 月 2 日（火）15：10～16：55

2.会場

ホルトホール大分

405 会議室

3.参加者

運営指導委員：

江崎一子（別府大学）・溝口佳寛（九州大学）
・三次徳二（大分大学）
安田幸夫（日本文理大学）
・吉岡誠司（大分県産業科学技術センター）・吉田広志（西日本電線株式会社）
岩武茂代・佐藤哲也（大分県教育庁）

県内高校参加者：

三浦一雄・廣戸和生（大分県立大分豊府高等学校）

川村和夫（大分県立日田高等学校）

本校関係者：

長田文生・久保田圭二・五嶋宏治・黒田裕一郎・首藤栄就・工藤久貴・渡邉ひろ美・新田智恵美・奈須留美
（敬称略）

4.議事内容及び質疑応答
ＳＳＨ成果発表会について感想および指導・助言
A 委員：生徒が非常に明るく元気な発表をしていた。年々発表の仕方がバージョンアップしていっていると感じる。先生
方が指導するというより生徒達が立案してプレゼンテーションを実施している。先生方の指導の賜物ではないか
と思う。
B 委員：理数科課題研究発表会（12/19）では、発表に慣れてなく質問も生徒同士で譲り合ったりしていたが、今回経験
を重ねるごとに資料の内容・発表と短期間でレベルアップし良くなってきているのを実感した。自信をもって発
表していた。
C 委員：生徒の聞く態度が素晴らしいと感じた。英語の発表については、発表を聞く経験を積んでゆくと慣れてゆくので
はないか。司会については、非常に素晴らしく全国レベルだと思った。
D 調査員：研究発表もレベル高い。プレゼンテーションについて、定位置に並んでいるのではなくステージの上で少し動
きをつけても良いのではと思う。質疑応答も活発で丁寧に対応していた。生徒が楽しく司会進行も素晴らしい。
今年度後半の取組および来年度の計画
E 委員：OSS コンソ課題研究の「海岸線に打ち寄せる波の形状」応用研究の中で素晴らしい。人間の生活・産業に結び付
けるようなところに踏み出しても良いのではないか。
F 教員：OSS コンソの課題研究は、各学校の先生方が日頃の業務と合わせて土日を使って課題研究の指導を行っている。
生徒達は、開始式から始まり県外研修、フェスタを通して本物の研究者に触れ科学の面白さを感じ次は自分達が
実際に実験し纏め発表する。この物理班は、県外研修の時点からテーマを決めていた。限られた時間の中で仮設
を立てて分析し新たな実験という流れで研究している。
C 委員：具多的に先生方の指導法について、先生方との指導方法の確認について。
F 教員：生徒がやりたい課題研究をやることが視点で、実験ができるがどうかを先生方が判断するが、可能な限り生徒の
やりたいことをやってもらうというスタンス。先生方は忠実に遂行している。
C 委員：課題研究の方針等は。
A 委員：高校生には高度なものをやらせるより高校生なりの興味をもったものを自分たちで考え実験研究してゆく。将来
のための基礎づくり。
G 委員：成果を発表しないといけないという限られた期限があり中間的な成果で終了という場合もある。それぞれテーマ
により成果の出る時間が違う。こういう経験も大事だが、テーマによっては研究の入口で終わってしまうことも
あると思う。こういう場合は先生方の指導・助言・方向づけが大事なのではないか。
H 委員：コンソ生の交流、時間の取り方、使い方について。
F 教員：グループにより集まり方にばらつきがある。今年度は、８月末から１月の成果発表会直前まで生徒・先生一緒に
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多くの時間を使い研究・レポート作成していた。
H 委員：研究内容も素晴らしいと思うが、人とのつながりも続いていければ違う事も得られる。コミュニケーション大事。
F 教員：３校の生徒は仲が良く、今年度は県外研修に参加した連携校の生徒も課題研究に積極的に参加し良かった。これ
からも他校の生徒を巻き込みながら課題研究をしていきたいと思っている。
E 委員：企画行事の一覧の中に、先生側のスキルアップ・情報交換等の研修を入れても良かったのでは。
F 教員：重点枠では、OSS フェスタで１年生の実験講座の担当２名の先生方で協議しながら 100 分の授業の組立をおこな
っている。教材開発につながっていると思う。２年生の「考える OSS」ではクイズ形式の課題を各高校の理科の
教員を巻き込んだ形で進められたと思う。英語レポートに関しては上野丘・豊府の英語教員にも協力頂いている。
大分県の授業改善プランを参考にしながら次年度以降今年度の成果をお互いに共有できたらと思っている。
I 教員：基礎枠では、SSH 探求・国際情報が授業に組み込まれている。国際情報は、担当者が少なく週１回会議をして教
員間の調整をしている。SSH 探求は、１学年全職員で行う。４月に１年間の講座の説明を行う。年間計画的シラ
バスはできている。生徒のスキルアップ研修に教員が１名引率で行くという形で教員の研修の形が取れていない。
D 調査員：教員の研修については、JST では支援できない。各学校が取り組んできた成果を発表・協議をする、専門の方々
に指導助言を頂くという事を計画的に取組むことでの教員研修を認めてきている。何校かは、実際に行っている。
「先進校視察」は、積極的に行ってほしい。
C 委員：課題研究等で生徒の指導に関して成果を上げている他の SSH 校を視察して経験を積んでいただきたい。
G 委員：県内のネットワークを使って、テーマ研究等で研究のディスカッションする出会い等を上手く利用して欲しい。
F 教員：サポートネットワークには、声掛けはしているが、企業からは良い返事を頂けない時もある。県内の大学の先生
方には登録頂いている。なかなか生徒達が利用出来ていない。これから活用していきたい。
C 委員：生徒達が、大学・研究所の先生方のところに行きづらいという、ハードルになっているところは何か。
F 教員：各高校の先生方にサポートネットワークの事を周知徹底しなければいけないと思っている。生徒は、勉強熱心で
自分で解決しようという意識の高さが一歩踏み出せない理由の一つであり、教員の声掛けが足りていないことが
原因ではないかと思う。
J 教員：理数科では、スキルアップ研修を県内外で行っているが、場所・先生方を探す際にサポートネットワークのリス
トを生徒たちに公開している。今年度は、日本文理大学・大分大学の方に専門家の先生を頼って話を聞くことが
出来ている。最初の壁、電話でアポイントを取れればその後はスムーズに進んでいる。これからも活用していき
たい。
A 委員：大学には専門家が沢山いるので、大いに活用してほしい。県内のすべての大学を活用してほしい。
E 委員：大分県は、特許の出願・取得率共に低い。「少年少女発明クラブ」の歴史は古く出身の子ども達のその後を知り
たい。知的財産とは何かを先生方が知り生徒達に話してほしい。
C 委員：課題研究以外で今年から始まったディベート、以前から取組がある英語のプレゼンテーションの具体的な評価の
基準はどの程度まで整備されているのか整備状況を教えてほしい。
I 教員：ディベート大会においては、今年初めての取組で生徒には自己評価、教員間でどれ位できたのか、具体的な客観
的な評価までは行きついていない。英語プレゼンテーションについては、英語科との共同で国際情報の授業を１
年間通じて行いその成果を図っている。なかなか客観的な数値として表すことは難しい。外部模試等々では結果
が出てきているのではないかと思うが、この取組によっての結果なのかはわからない。学校全体では上がってき
ている。
C 委員：外部模試等を使って全体的な力というのも見ていただきたい。具体的な一つ一つの取組について担当される先生
方がどこまでやれば良いのか、今この授業でここまで力を伸ばしたい、良しとするという具体的な目標というの
を何かしらの形で付けていただきたい。具体的なゴールを決めて評価の事も考えて取り組んでいただきたい。３
期目に入ったので、SSH 校の中で模範的な学校になって頂くことを願う。
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平成27年度
「大分スーパーサイエンスコンソーシアム」 始動！

理数科2年生では「課題研究」の活動に取り組んでいます。1年3学期から班別活動をスタート
させ、約3ヶ月かけて研究テーマを決定しました。夏休みには、研究のためのスキルアップを目
的に、九州大学や熊本大学などに研修に行く計画も立てていま
す。今年度は3班が先輩たちの研究を引き継ぎ、さらに研究を
深化させています。また、医学班は2班となり、今年度も大分大
学医学部の2人の先生にご指導いただきながら、医学分野の研
究をすることになりました。柏葉祭・文化の部では、研究の途中
経過をまとめてポスター発表しますので、ぜひご観覧ください。
今年度の
研究発表会

大分スーパーサイエンスコンソーシアム 開始式
５月１６日（土），大分市のコンパルホールで今年度の大分スーパーサイエン
スコンソーシアム（ＯＳＳコンソ）の開始式が行われました。県内１９校の１，２
年生１６５人が参加しました。
開始式に先立ち，科学講演会を行い，筑波大学の渡邉信特命教授に「夢をおって、藻
類とともに歩み、未来を育む」を演題に講演を頂きました。藻類を研究するようになった
経緯やオイル（自動車用燃料）を作り出す藻類の発見から実用化へ向けた研究について
わかりやすく，丁寧にお話くださいました。将来，「日本を産油国にする」という夢が実を
結ぶ日も近く，科学技術の発展が私たちの生活を大きく変えることを実感としてとらえる
ことができる講演でした。
科学講演会の後，開始式が行われ，生徒代表として大分豊府高校２年生の中尾さんより，
昨年度の活動を通じて感じたことや，今年度の抱負として，
多くの友人をつくり，積極的に活動をしようという決意が述
べられました。その後，参加校生徒による学校紹介や昨年
度の活動報告，今年度の企画説明，大分上野丘高校３年
加藤さん，三浦さんによる科学の甲子園の出場報告が成
されました。
今年度もＯＳＳコンソの活動を通して，多くの感動を
体験し，科学技術への興味・関心を高めてほしいと思います。

◆ 柏葉祭 文化の部・・・ 9月8日（火）9日（水）
・・・ 9月16日（水）
◆ 中間発表会
◆ 課題研究発表会 ・・・12月19日（土）

研究テーマ一覧
研究分野

研究班

物理学

物理班

化学

金属樹班

動物学

ニホンザル班

生物学

アクアリウム班

地学

地学班

医学

★高崎山自然動物園でニホン
ザルの行動調査を行っている
ニホンザル班

研究テーマ (仮)
長距離飛行可能な紙飛行機の開発
イオン化傾向の差の大小による金属樹の成長速度の違い
「毛づくろい」がニホンザル社会に及ぼす影響
微生物による水質の浄化
炭酸温泉の研究

医学Ａ班

2-DGによるがん細胞の抑制

医学Ｂ班

マスクの効果について

数学

数学班

効率的に陸上競技場を照らす方法

情報学

情報班

FDSを用いた火災シミｭレーション

講演いただいた渡邉 信先生

活動紹介

ＯＳＳコンソ

２年SSH探究講座 数学「平面の敷き詰めの巨匠の技を学ぶ」

「大分スーパーサイエンスコンソーシアム（ＯＳＳ
コンソ）」は、ＳＳＨ指定校の大分舞鶴高校を中
心に、大分上野丘高校、大分豊府高校、日田高
校をはじめとして県下の普通科高校が連携して、
科学に関するさまざまな活動を行う組織です。６
期生を迎えた今年も、ＯＳＳフェスタ、東京科学
研修など科学への興味関心を高める企画が盛
りだくさんです！

担当 数学科；安心院先生，野﨑先生
●3時間連続の探究講座で、2年生34名が受講しました。
1時間目に、平面の敷き詰めの原理を学び、2時間目に、敷き
詰めの作品を作成し、3時間目に作品の発表をしてもらいました。
●平面に敷き詰められる図形の種類は決まっており、証明も
高校生の力で十分可能です。証明ができたときには「すごい！」
と声を上げる生徒もいました。また、作品発表では我々の想像を
遙かに超える素晴らしい作品を披露する生徒もいて、大変充実
した3時間でした。

学校紹介をする舞鶴高校生徒

大分県立大分舞鶴高等学校

大分スーパーサイエンスコンソーシアム
夏 の 活 動

SSH企画推進部

S S H ニュース

OSSフェスタ

第4６号 2015.10.７ 発行

7月25日（土）大分上野丘高校を会場としてOSSフェスタを開催しました。
県内の高校1，2年生149名の参加がありました。「超伝導による浮上実験」
や「COD（化学的酸素要求量）の測定」，「恒星の明るさと色の関係を調べ
よう」など大学や高校の先生による実験講座や，2年生は「考えるOSS」の

1 年 SSH 探 究 講 演 会

発表，1年生は科学実験模擬競技が行われました。2年生の「考えるOSS」では科学に関する
クイズ形式で，実際に実験を行った様子や実演を交え発表が行われました。各校とも様々な
視点から科学的に捉えたユニークな発表が多く，科学に関して興味を深めたり，新たな知識を

６月９日、九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社で獣医として活躍されている神田岳委先

身につけることができました。1年生は当日，与えられた素材と接着剤、

生をお招きして、1年生を対象に講演をしていただきました。本校生の講演のためにいろいろと

工具を用いて、輪ゴムで動く車をつくる」と課題が与えられ，1班3名で

手間と時間をかけて下さったことを本当に嬉しく思いました。生徒もいい表情で先生の話を聴

車を製作し，実際に動いた距離を競いました。参加した生徒の感想に

き、質疑応答のコーナーでは積極的に講師の先生に質問する姿も見られました。 生徒のアン

「他校の生徒と交流することで見方や考え方の幅が広がり，いろいろ

ケートにも「今後の進路選択の参考にしたい」ということはもちろん、

な視点から問題に取り組めました。」など，このOSSフェスタの1日が

「講演を聴き、いのちの大切さや仕事の大変さとやりがいについて

有意義な時間となったようです。

具体的にイメージできた」などの感想が多くありました。

県外科学研修（東京方面）

２学期はＳＳＨ探究の未来設計の中で進路研究も行います。今後も

7月28日（火）～7月30日（木）の2泊3日で，OSSコンソ県外科学研修を行いました。今年度は

積極的に自分の進路を開拓してもらいたいと思います。

OSSコンソのコア校である大分上野丘，大分豊府，日田高校の生徒35名に加え，大分雄城台，
大分鶴崎，大分西，臼杵，竹田の各校より1名ずつの参加があり40名で研修を行ってきました。
東京理科大学光触媒国際研究センター，東京大学，理化学研究所，国立情報学研究所，

2 年 分 野 別 講 演 会

国立天文台，日本科学未来館の研究室や研究施設を訪問し，研究者の方から研究内容を聞
いたり，研究に用いる実験装置などを見学することができました。また，東京理科大学藤嶋学
長や富士フィルムの村谷氏（大分上野丘高校卒），東京大学大学院工学系研究科の相田教

７月９日に、分野別講演会を行いました。文系４分野、理系６分野に

授（大分上野丘高校卒）など世界の第一線で活躍されている研究者の方による講演や，日本

分かれ、生徒自身が興味を持つ大学の学部学科について、熱心に

科学未来館ではエネルギー問題に関して，多くのデータを用い意見を発表し合うアクティビ

聞き入っていました。「大学での授業の内容や風景」、「今、社会が必要

ティーに参加し，表現する力を養う研修を行いました。

とする人間とは」、「最先端の科学技術」といったどれも興味をそそる、

「大分ではできない貴重な体験をすることができ，

魅力ある講演会となりました。講演の時間が終わっても質問をし続ける生徒もいて、自分の中

期待以上の研修だった。将来の職業や未来について

にある熱い思いを講演をして頂いた講師の先生に伝えていました。生徒の感想の中には、

視野を広げることができ，科学に関する興味が深まっ

「大学の授業を体験できワクワクした」、「自分の夢について本気で考えることができた」や「自

た。」や「科学や研究について多くのことを学び，自分

分が行きたい大学に向かって全力で頑張りたい」といった進路に対するモチベーション向上に

自身成長できた。今回の研修をこれからに生かし，

つながるものが多くありました。この講演会をとおして、将来の夢が

もっともっと上を目指してがんばっていきたい。」，「最先端技術を学べ、

より具体的なものになったに違いありません。是非その夢に向かって

とても楽しい研修だった。参加者からの質問も多く，内容を深く理解する

今後の学校生活を実りあるものにしてください。６４回生ならきっと

ことができた。」などの感想からもわかるように，参加した生徒にとって

できる。期待しています。

充実した研修となったようです。
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1 年 フューチャーファクトリー
９月２日（水）に「1年 フューチャーファクトリー」を実施しました。教育・経済・商経・政治・医
療・環境・建築・工学といった幅広い分野から、１１名の講師を招き、「働くこと」について学びま
した。
生徒の感想より
《建築》デザインや設計をする建築士は、今までは室内に籠もって、ひたすら図面を描くという
イメージがあったが、実際に現場へ足を運んだりお客さんの依頼やニーズを聞いたりして、さ
らにはお客さんの家庭のことや土地の風土のことまでしっかり踏まえたうえで仕事をするのだ
としり、探究心や広い視野が求められると思いました。
《医療》「他人のことを考えて行動する。これができなければ、違う仕事を考えて欲しい。」この
言葉を聞いたとき、すごく衝撃を受けました。医療は患者さんの相手だけでなく他の医師や看
護師さんの方々との連携も大事である。そう感じたとき、はたして自分は本当にこの仕事に向
いているのだろうかと思いました。この講演は、自分の将来を改めて見つける機会になりまし
た。

柏葉祭 理数科発表
柏葉祭が9月8～10日の3日間開催されました。8日（火）・9日（水）の文化の部では、理数
科２年生による課題研究ポスターセッションが行われました。
２年８組の教室を使って、９つの研究班の生徒が、自分たちの研究内容について、来場者
へ説明し、質疑応答に応じました。
発表準備はもちろんのこと、生徒全員で協力して廊下や教室を
装飾し、明るく足を運びやすい雰囲気作りに力を入れました。
発表内容や質疑応答の様子も来場者にたいへん好評でした。
各班の発表内容は以下の通りです。
・炭酸泉班 「長湯温泉のミステリー」
・アクアリウム班 「微生物による水質の浄化作用」
・ニホンザル班 「グルーミングがﾆﾎﾝｻﾞﾙ社会に与える影響について」
・情報班 「FDSを用いた火災シミュレーション」
・数学班 「最長距離の考察」
・物理班 「紙飛行機～最も遠くに飛ばすには～」
・金属樹班 「金属樹と成長速度」
・医学班A 「２－DGによるがん細胞の抑制」
・医学班B 「マスクは本当に必要か？」
研究もまとめの段階に入り、理数科２年生は12月19日（土）に行われる課題研究発表会へ
向けて現在猛練習中です。

大分県立大分舞鶴高等学校

９月１９日（土）に本年度の『大分舞鶴高校体験入学』を県下で最も多くの中学生・保護者の参
加（１２６６人）を得て実施しました。
９時からの授業見学につづき、放送部・生徒会による「学校紹介」、理数科生による「理数科」
及び「ＳＳＨ］の紹介が行われ、吹奏楽部の歓迎演奏で第１部を閉じました。
第２部は、本校の独自教科である「ＳＳＨ探究」の体験授業・・・「ハイレベル科学講座」「数学の
神秘へのアプローチ」「ラジオを作ろう」「ナイロン繊維の合成」「ＤＮＡを観察しよう」「謎多き日本
史」「楽器を作ろう」など１５講座の中から、興味ある講座を５０分受講・・・その後、希望者には部
活動を見学してもらいました。
参加者からは、「舞鶴生の授業態度がとてもすばらしかった。」「学校紹介ビデオも興味深く、
進行など全て生徒が主体となっていてすごいと思った。」「ＳＳＨや理数科がどのようなことをして
いるのかよくわかった。」「演奏が素晴らしかった。」「数学の体験授業を受けて、数学が
更に好きになった。」「難しい問題だったけど、考えることの
楽しさがわかった。」などの声をいただき、アンケート調査の
大分舞鶴高校への魅力が高まりましたかの項目では
９９．３％の方から『魅力を感じた』という回答がありました。
県下唯一の理数科を有する大分舞鶴高校で、
あなたも文武両道を体現し、高校生活をEnjoy
してみませんか！

スキルアップ基礎研修～屋久島自然体験～
理数科１年生は、世界自然遺産に登録されている
屋久島で２泊３日の研修を行い、大自然の中で科学
的な自然調査活動を体験しました。
10月10日（土）
照葉樹林毎木調査・調査報告レポート作成
研修１日目は、屋久島森林生態系保全センター
のスタッフの指導のもと、樹木の種類や高さ、直径
等を測定して屋久島の森林植生調査を行い、森林
保全活動について学びました。シカの食害が問題
となっている屋久島では、シカが好まないアオギリ
という樹木が増えていることがわかりました。
白谷雲水峡でヤクスギの生態を調査
10月11日（日）
白谷雲水峡・西部林道班別研修・ポスター発表会
研修２日目は３班に分かれてテーマ別の自然調査を行いました。
ヤクスギ班とコケ班は、映画「もののけ姫」で木霊の棲む森のモデル
となった白谷雲水峡に入り、そこに生育する植物と屋久島の環境を
テーマに研究調査を行いました。動物班は、京都大学霊長類研究
センターから講師の先生を二人お招きして、西部林道周辺の照葉
樹林の中で、ニホンザルの群れを追跡しながら行動調査を行いま
屋久島固有のニホンザルの亜種
した。この日の夜は、調査した成果をポスター形式にまとめて発表
ヤクザルと呼ばれている
会を行い、お互いに活発な質疑応答のやり取りがありました。
参加した生徒たちは、この体験研修を通して、研究者としての基本的なあり方を学びました。
また、屋久島の大自然を体感することで人と自然の関わりについて考えるよい機会となりまし
た。

SSH企画推進部

タイ研修

S S H ニュース
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2年SSH探究 国際情報発表会
12月10日（木）に本校において国際情報英語発表会を行いました。2学期の始めからオースト
ラリアに関することについて調べ学習を行い、パワーポイントを駆使して英語でプレゼンテー
ションを行いました。発表の中には現地に行った際の情報を加え、オーストラリアで体験したこ
とをプレゼンテーションに盛り込んでいたグループもあり、個性豊かなプレゼンテーションとなり
ました。
発表会では、英語での発表および質疑応答を行い、
英語コミュニケーション能力の習得に努めました。英語
でのやりとりを通して、英語への自信がついた生徒も多
かったようです。
なお、発表会で見事最優秀賞に輝いた2年4組の7班は、
2月2日（火）に行われたSSH成果発表会で堂々と発表を
行い、800人を越える聴衆を魅了していました。

タイ教育省から「Thailand‐Japan Student Science Fair 2015」への招待を受け、平成２７年１２月
２１日（月）～２５日（金）まで、タイで行われたサイエンスフェアーへ理数科２年生８人で参加して
きました。
日本から２５校、タイから４４校の参加という大規模な科学発表大会で、タイのチュラポーン王
女の視察、「はやぶさ」プロジェクトリーダーであった川口淳一郎氏の講演など、豪華なプログラ
ムも組み込まれていました。
また、タイは親日国ということもあり、全てのプログラムにおいて歓迎ムード満載でした。
参加生徒は、課題研究の成果を英語でポスター発表を行い、タイの高校生と活発な意見交換
を行うなど、大変貴重な体験ができたようです。さらに、今回のタイ研修を契機に、今後もタイの
科学高校と積極的かつ継続的な交流をすることを約束してきました。
◆参加生徒の感想を紹介します。
この研修の中で特に心に残っていることは、 ポスター
セッションです。日本中、そしてタイ中から集められた
100枚以上のポスターが分野ごとに分けられ、発表が
行われました。私たちの発表にも多くの方が興味を
持ってくれて、たくさん質問も受けました。私たちの研
究を多くの人に発信することができ、英語でコミュニケ
ーションをすることの楽しさも知り、本当に充実した研
修にすることができたと思います。この体験をこれから
の研究や学校生活にも活かして行きたいと思います。 ★タイの高校生に英語で説明をする舞校生

台湾研修

2年理数科課題研究発表会
12月19日（土）、理数科2年生が1年間取り組んできた課題研究の成果を発表する「課題研
究発表会」が、大分県総合社会福祉センターで行われました。各研究班は、研究の内容をわ
かりやすく伝えるために、発表用スライドに工夫をこらし堂々とした態度で発表していました。
会場には、来年度理数科に進級する本校1年生や他校の高校生、中学生などが多数参加し
ており、熱心な質疑応答が交わされました。
< 課題研究発表会プログラム>
分野

研究テーマ

１

化学

銀樹の成長速度 ～のびろ 銀樹！！～

２

物理

縦横比がもたらす飛行距離への影響

３

医学

糖の取り込みとがん細胞増殖の関係

４

医学

マスクは本当に必要か？

★がん細胞の研究に対して質問を ５
する1年生
６

地学

長湯温泉のＣＯ２濃度と陽イオンの関係

生物

微生物による水質の浄化作用

７

生物

高崎山ニホンザル群におけるグルーミングの役割

８

数学

最長距離の考察

９

情報

ＦＤＳを用いた火災シミュレーション

<表 彰>

最優秀賞 ニホンザル班
優 秀 賞 数学班
物理学班

7年目を迎えた本年度の「台湾海外研修」には、理数科
9名と、OSSコンソ11名（上野丘５名、豊府2名、別府鶴見丘
1名、鶴崎3名）が参加し、現地の高校と大学を訪問しました。
日本の高等学校にあたる國立花蓮女子高級中学では、
日本と台湾双方の生徒が英語による研究発表を行い、
とても流暢に英語を操る台湾の生徒に、参加生徒は圧倒
されていました。生徒だけで過ごした昼食では、台湾の
日本語研究部によるユーモアたっぷりのプレゼンなどを
介し会話が進み、交流を深めることができました。また、中国伝統の楽器演奏を鑑賞することも
でき、充実した時間を過ごせました。國立清華大學では、台湾で一番学力が高いと言われる國
立実験中学校（日本の高校レベル）の生徒と一緒に、最先端の図書館や実験施設を見学し、物
理及び化学分野の様々な実験を行いました。海外の大学でのオープンキャンパスに参加するよ
うな機会に、生徒は目を輝かせていました。
どちらの活動でも印象に残ったのは、台湾の生徒の英語コミュニケーション能力の高さです。
日本の生徒は口々に「もっと英語で自己表現できるようになりた
い。」と話しており、科学への探究心と共に、今後の英語学習に
対するモチベーションも高まったと思います。
この研修では、生徒は英語や科学を介して、グローバル化
が進展する世界の人々と交流する喜びを体験できました。また、
すべての研修は、日本で学んだ科学の知識と関連するものが
たくさんあり、生徒は国境を越えて日頃の学びが活かされる
貴重な体験ができました。
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新聞記事

2015/7/26 大分合同新聞

2015/10/24 朝日新聞

2016/1/4 朝日新聞

2016/1/31 大分合同新聞

2016/2/3 大分合同新聞
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校内におけるＳＳＨの組織的推進体制
平成２７年度の校内の組織体制は，次の図の通りである。
校務分掌として「ＳＳＨ企画推進部」(１３名)を置き，ＳＳＨ事業の企画, 運営，経理，広報記録，
調査研究等の活動を行っている。
さらに，教頭を中心とする理数科運営委員会を置き，ＳＳＨの活動方針の策定や取組の評価を行っ
ている。

管理機関（県教委）
指導・助言

指導・助言

管理・指導
校長
監督・統括

SSH/理数科運営委員会

教頭

教務主任

進路指導主任

理科主任
数学科主任
英語科主任
全職員

協働

指導・助言

SSH/理数科主任(1)

基礎枠担当 主(1) 係(2)
重点枠担当 主(1) 係(2)
理数科担当 主(1) 係(1)
実験実習担当(2)
SSH 事務(2)

SSH 企画推進部(人数)

SSH 運営指導委員会

学年主任

総務主任

事務長

協働

副主幹
主査
要求

支援・指導

JST

ＳＳＨの企画運営を校務分掌に位置づけ，多くの教員等を配置することで，分掌内での役割分担もお
ＳＳＨの企画運営を校務分掌に位置づけ，多くの教員等を配置していることで，分掌内での役割分担

もおこなうことができ，組織的な運営となっている。
こなうことができ，組織的な運営となっている。
また，企画によっては，教務部（授業アンケート等），進路指導部（学校生活アンケート等），学年

部（フーチャーファクトリー等）を所管分掌として位置づけて運営に当たり，さらに教科・分掌を横断
部（フーチャーファクトリー等）を所管分掌として位置づけて運営に当たり，さらに教科・分掌を横断
して評価ＰＴ等のプロジェクトチームを設置し，教頭の指導の下で特定の内容に関する調査・研究を推
して評価ＰＴ等のプロジェクトチームを設置し，特定の内容に関する調査・研究を推進している。
進している。
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