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平成２３年度スーパーサイエンスハイスクール研究開発実施報告（要約）
① 研究開発課題
「豊かな自然環境に恵まれた地域の特性を生かし、自然とのかかわりを深めながら、広い視野に立った科学
的なものの見方や探求心を養い、さらに、将来の科学立国日本を支える人材の育成を効果的に進めるカリキ
ュラムや指導方法および評価方法についての研究」
② 研究計画の概要
(1)気候変動など地球規模での問題や生命倫理に関わる問題等を解決するために、
教科横断的な総合的な視点
に立った思考力が求められる。そのために、自然科学の各分野をつなぐ視点をもち、有機的に連携した知
識活用力をもつ人材の育成をはかる。
(2)地域の特性を生かした研究活動を通して、総合的な自然科学観を育成するプログラムの開発研究を小・中
学校（地域教育）・高校・大学・行政・企業との連携で進め、地域の自然科学教育力の向上を目指す。
(3)日本海という身近な海洋を生かし、国際的な広い視野からの研究姿勢を育成するために、積極的な国際交
流プログラムの研究を進める。
(4)科学系部活動の成果発表や地域での指導を通して生徒の発表能力の育成を図るとともに、
学校として研究
成果の効果的な発表方法についての研究を進める。
③ 平成 22 年度実施規模
(1)普通科理数コース第 1 学年(34 名)、第 2 学年(34 名)、第 3 学年（40 名）を対象として実施する。
(2)スーパー講演会・部活動（科学系）については全校生徒を対象に実施する。
④ 研究開発内容
○研究計画
(1)高大連携による先端科学への効果的な導入方法の研究
・学校設定科目「ＳＳ（スーパーサイエンス）Ⅰ・Ⅱ」を柱とした展開する。
ＳＳⅠは「環境科学基礎」「サイエンス講座」「アドバンス科学」の 3 系統を設けた。ＳＳⅡは「サイエ
ンス講座」と「アドバンス科学」を設けた。ＳＳⅢは「課題研究」を中心として実施した。
「環境科学基礎」は、自然科学・環境科学を学ぶ基礎的な理解力を養成することを目的とする。
「サイエンス講座」は大学や研究機関の講師から先端科学やその活用の現状の講義を受ける。
「アドバンス科学」では、科学研究の進め方の基礎を身につけることを目的に授業を構成した。
(2)中高連携・地域連携によるより広い視野からの指導法の研究
・「柏崎サイエンススクール」を通した取り組み
科学的な探求過程の基礎に触れる機会を中学生にも経験してもらうこと、高校生には中学生へのアドバイ
スの過程で論理的説明やプレゼンテーションを通して将来の研究者としての基礎を育成することを目的に実
施した。
(3)プレゼンテーション能力の育成に関する研究
・「サイエンススクール」の取り組みや、科学系部活動の活動を育成することにより、生徒の研究発表を通
してプレゼンテーション能力の向上を目指した。
(4)国際性と地域の特性に根ざした教材の活用方法の研究
・国際性を育成する取り組みとして韓国の科学高校との交流をめざし、生徒を派遣した。「トキ野生復帰プ
ロジェクト参加報告」や「ロシア研修」「大学講座」の内容を英文レポートとして報告した。
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(5)科学研究の基礎としての英語力、数値処理能力の育成に関わる研究
・学校設定科目「SS（スーパーサイエンス）Ⅰ，Ⅱの中に「SS スキル」の時間を設けた（１，２学年）。
「英語スキル」（英語コミュニケーション・英語プレゼンテーション能力の育成）・「数理スキル」（実
験の基礎、データ処理の理論、プレゼンテーションソフトの技術習得）・「論文スキル」（日本語、英語の
論文の講読や作成についての能力向上）を目的に授業を行った。
(6)ネットワークを活用した授業等の研究
・遠隔地の研究者とネットを介した指導助言をいただくことのできる方法についての研究を行う。また、ネ
ットワーク活用に関してのモラル教育についての指導法の研究を行う。

○教育課程上での特例等特記すべき事項
・学校設定科目「SS（スーパーサイエンス）Ⅰ,Ⅱ」を実施
20～23 年度入学生
1 学年
2 学年
理科総合 A(2)→(0)
SSⅠ
日本史・地理(4)→(3)
(4)
情報 A(2)→(0)
保健 (1)→(0)
新設
「総合」(1)→(0)
家庭基礎(2)→(1)
「総合」(1)→(0)

SSⅡ
(4)
新設

3 学年
選択物理・化学・ SSⅢ
生物Ⅰ(2)→（1） (2)
新設
「総合」(1)→(0)

○平成 23 年度の教育課程の内容
・第 1 学年 理数コース
「スーパーサイエンスⅠ」（水曜日 5，6 限ならびに月曜７限に実施。一部は週時間の外で実施）
①環境科学基礎
②サイエンス科学
③アドバンス科学
④SS スキル
・第２学年 理数コース
「スーパーサイエンスⅡ」（金曜日 5，6 限ならびに月曜７限に実施。一部は週時間の外で実施）
①サイエンス講座
②アドバンス科学
③SS スキル
・第３学年 理数コース
「スーパーサイエンスⅢ」（火曜日 6 限に設定、その他、放課後も含め、週時間の外で実施）
①課題研究
○具体的な研究事項・活動内容
(1)「スーパーサイエンスⅠ」
①「環境科学基礎」
・4 月～5 月の 5 回（10 時間）、科学理解の基礎に関わる実験や環境研究に関わる分野から本校教員によ
る授業を実施。
②「サイエンス講座」
・5 月～12 月の 3 回（6 時間）、各分野の大学や研究機関の専門家による講座を実施。
〔校外での講座〕
・8 月 8～10 日「サイエンスツアーⅠ」京都大学再生医科学研究所等で講義と見学による研修を実施。
・8 月 19 日「新潟大学理学部実験講座」新潟大学理学部で 2 テーマについて選択講座を実施。
・10 月 20 日「自然科学館研修」新潟県立自然科学館で４テ－マの実験を全員が体験。
③「アドバンス科学」
・10 月～2 月の 12 回(24 時間)、数学情報・物理・化学・生物の各分野に分かれて、グループでテーマを
決めて実験を重ねながら、実践を通して研究方法を学ぶ講座（「実験研究」）として実施。
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(2)「スーパーサイエンスⅡ」
①「サイエンス講座」
・5 月～6 月の 3 回（6 時間）「Ｕ講座」という形で、高校側で行う授業・実験と大学のスタッフによる授
業を組み合わせて実施する講座を展開した。
〔校外での講座〕
・8 月 1～3 日「サイエンスツアーⅡ」名古屋大学、ス－パ－カミオカンデ等で講義と見学による研修を実
施。
・8 月 10～11 日「長岡技術科学大学サイエンス＆テクノロジー講座」長岡技術科学大学で、環境系・医療
系やエネルギー系の 7 テーマから１つを選んで受講する選択講座として実施。
・9 月 1～2 日「新潟大学理学部実験講座」新潟大学理学部で６テーマから１つを選択する選択講座として
実施。
②「アドバンス科学」
・5 月末～翌年 2 月までの 21 回（42 時間）を「課題研究」として、グループ研究を実施。
(3)「スーパーサイエンスⅢ」
①課題研究
・4 月 1 日,4 日の 2 回（12 時間）を中間発表の準備とし、4 月 5 日に課題研究中間発表会を実施。
・6 月 11 日柏崎市民プラザにて「課題研究発表会」を実施。
・7 月、9 月は、論文作成として実施。
・10 月～12 月までは、各教科で指導した。
(4)その他
「全校生徒対象」の取り組み
・7 月 21 日（木）「SS スーパー講演会」を全校生徒対象の講演会として実施。
「中高連携・地域連携」の取り組み
・「柏崎サイエンススクール」を実施。
11 月 25 日（金）5,6 限の 2 時間を使い、柏崎市立第一中学校 2 年生全員 90 名を対象として実施した。
実施テーマ４つと参加者人数については、以下の通りである。
①数学系『 隠れた規則性を発見しよう』
…12 名
②物理系『 低温での電気抵抗と超伝導現象』 …29 名
③化学系『 おもしろ化学反応 』
…24 名
④生物系『 プロトプラストの作成 』
…25 名
⑤ 研究開発の成果と課題
○実施による効果とその評価
・各講座の実施後にアンケートを実施し、講座前後での生徒の意識の変化を追跡した。
・2 月に 1，2 年生の理数コースおよび普通コースを対象にアンケートを実施し、比較を行った。
SSH 意識調査および上記の結果をもとに、事業の評価を行った。
〔評価〕
・「環境科学基礎」において、1 年生に対しては身近な環境として“水”について考える機会をつくった。
また、科学的な考え方や生態学的な考え方の基礎を学ぶ機会を設け、生徒の 関心を高めることができた。
・「サイエンス講座」においては難しい内容もあったが、生徒の関心は高く、各分野に対して興味関心を高
めることができた。
・大学講座の実施により、科学への興味関心の向上をはかるとともに、科学研究の方法の基礎を学んだり科
学的なものの見方に対する意識を高めることができた。
・「SS スキル」を通して、プレゼンテーションソフトの活用、表計算ソフトの活用、論文の作成、英文によ
るプレゼンテーション資料作成や要旨の作成など、各能力の基礎を築くことができた。
・「サイエンスツアー」の実施により、先端科学への興味関心を高めることができた。
・「柏崎サイエンススクール」を通して、準備からまとめまで含めて高校生のプレゼンテーション能力の向
上を図ることができた。また、中学生においても科学への興味関心を引き出すきっかけを作ることができ
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た。
・「アドバンス科学」においては、２学年～３学年にかけて実施している「課題研究」が生徒の科学的能力
を引き出す上で大きな効果があった。また、その前段として 1 学年後半に行う「実験研究」が実験系の基
礎力の養成に効果があった。
・韓国訪問と韓国の高校生との交流により、国際的な視野の育成と、科学研究への関心の向上および英語プ
レゼンテーションへの意欲的な取り組みを進めることができた。
・自然科学系の部活動を通し、日本物理学会 Jr セッション、科学の祭典での生徒発表等、校外での発表の機
会をもつことができた。またコンテストとして、生物学オリンピック予選、新潟県化学インターハイなど
に出場し、新潟県化学インターハイでは、ある程度の成績をおさめることができた。
・SSH 事業全体としては、生徒の科学への興味関心を大きく高めていることが確認できた。
○実施上の課題と今後の取り組み
・「サイエンス講座」を通して科学への興味関心を高めるとともに、そこから「課題研究」を中心とした自
主的な探究姿勢をより高めるための SS プログラムを構築する。
・環境の研究を軸としたプログラムを進め、韓国の高校との交流テーマとして活かすプログラムを進める。
・「柏崎サイエンス・スクール」をより充実させ、地域として科学教育を進展させる機能を高めていく。
また、地域の自然環境を活かした教育プログラムを進める。
・「課題研究」やその前段として実施している「実験研究」の質的向上を図る。
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