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別紙様式１－１ 

新潟県立柏崎高等学校 25～29 

 

平成２５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  

「ＳＳkumagusu 奇想天外」－地域の自然環境から育てる科学技術人材－ 

② 研究開発の概要  

以下の(1)～(6)のテーマを設定して研究開発を行った。 

(1)柏崎の自然環境の持つ特性とその現状や保全を教材として活用した指導法の研究、及び文理融合型

科目の実施による広い科学観や科学的リテラシーの育成に係る研究 

(2)大学・研究機関や企業との連携による先端科学への効果的な導入法の研究 

(3)科学英語と科学を同時に身につけさせ、英語力とコミュニケーション能力を向上させる指導法研究 

(4)ICT機器や情報ネットワークを活用した指導法、及び数値処理能力やプレゼンテーション能力の育

成に係る研究 

(5)小・中学校と連携し、地域の科学教育ネットワークを活用した指導法の研究 

(6)生徒委員会等、生徒の自主的・主体的活動に係る研究 

③ 平成２５年度実施規模  

(1)対象は普通科及び普通科理数コースの全生徒とする。 

(2)主な対象は、普通科理数コース（各学年 1 学級）の生徒とする。 

(3)1 学年に設置する「ＳＳ科学的リテラシー」は理数コースを含む普通科 1 学年全生徒を対象とする。

全校講演会の開催やＳＳ部、生徒委員会の活動は、全校生徒を対象とする。 

④ 研究開発内容  

○研究計画 

１年次（平成 25年度） 

 研究 

テーマ 

学年・対象コース 

 

研究事項・実践内容 

 

 

(1) 

 

 

1 学年理数コース 地域環境講座、研究スキル基礎、サイエンスツアーⅠ 

1 学年全員 ＳＳ科学的リテラシー 

全校生徒 トキ野生復帰プロジェクト（希望者） 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

1 学年理数コース 新潟大学理学部講座、新潟工科大学高校生講座 

1 学年全員 サイエンス講座（エネルギー分野） 

2 学年理数コース 

 

長岡技術科学大学高校生講座、糸魚川フォッサマグナミュージアム

研修、サイエンスツアーⅡ、新潟工科大学高校生講座、課題研究 

3 学年理数コース 課題研究 

1･2 学年全員 サイエンス講座（生命科学分野） 

全校生徒 

 

ＳＳＨスーパー講演会 plus 日韓交流研究発表会、新潟大学脳研究

所研修（希望者） 

(3) 

 

 

2 学年理数コース 

 

英語物理実験、英語化学実験、英語生物実験 

韓国・新道林高校交流会、韓国・仁川山谷高校交流会 

1･2 学年全員 高校生・北東アジア環境交流セミナー（希望者） 

(4) 

 

 

 

 

1 学年理数コース ＳＳ情報、夏季研修発表会 

 2 学年理数コース 

 

PC・情報(数学)データ処理Ⅱ、実験研究発表会、夏季研修発表会 

課題研究中間発表会、2 学年課題研究発表会 

 

3 学年理数コース 課題研究発表会、ＳＳＨ生徒研究発表会(パシフィコ横浜) 

全学年理数コース 新潟県SSH生徒研究発表会 in Echigo-NAGAOKA(3学年は発表者のみ) 
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(5) 

 

1 学年理数コース 柏崎サイエンススクール（小学生対象） 

柏崎科学の祭典（希望者） 

2 学年理数コース 柏崎サイエンススクール（中学生対象） 

教職員 柏崎科学教育研究会 

(6) 全校生徒 ＳＳＨ生徒委員会の組織 

２年次（平成 26年度） 

   1 年次の実践を踏まえて改善を図る。 

  理数コース２学年に「SIE(Science In English)」を新設し、科学を英語で学び、より実践的な英

語が身に着くように取り組む。 

３年次（平成 27年度） 

  1･2 年次の実践を踏まえて改善を図る。3 年目の中間評価を行い、次年度からの改善点を洗い出

し 4 年次・5 年次の計画を立てる。 

４年次（平成 28年度） 

  ３年次の実践を踏まえて改善を図る。 

５年次（平成 29年度） 

  最終年度として、5 年間の総括を行い、実践結果をまとめ次期のＳＳＨ指定を目指す。 

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年入学生  平成 24 年入学生 平成 23 年入学生  

 

 

 

 

 

 

1 学年全員 2 学年理数コース 3 学年理数コース 

総合(1)→(0) 

 

ＳＳ科学的 

リテラシー(1) 

体育(3)→(2) 

保健(1)→(0) 

総合(1)→(0) 

 

 

ＳＳⅡ(4) 

 

総合(1)→(0) 

 

ＳＳⅢ(2) 

 

1 学年理数コース 

社会と情報 

      (2)→(0) 

ＳＳⅠ(2) 

ＳＳ情報(1) 

 

○平成 25年度の教育課程の内容 

・１学年全員 「ＳＳ科学的リテラシー」（月曜日 7 限に実施） 

・１学年理数コース 

 「ＳＳⅠ」（火曜日 5 限ならびに 1 単位分は週時程の外で実施） 

 「ＳＳ情報」（火曜日 6 限に実施） 

・２学年理数コース 

 「ＳＳⅡ」（月曜 7 限・木曜日 5･6 限ならびに 1 単位分は週時程の外で実施） 

・３学年理数コース 

 「ＳＳⅢ」（金曜日 6 限ならびに 1 単位分は週時程の外で実施） 

 

○具体的な「研究事項」と（活動内容） 

(1)「地域環境講座」（柏崎の自然環境への理解を深める） 

  「研究スキル基礎」（物理と化学の基礎的な実験を行い、実験のスキルを身につける） 

  「サイエンスツアーⅠ」（屋久島の自然を中心とした現地研修を行い、より質の高い環境研修を 

  行う） 

  「ＳＳ科学的リテラシー」（すべての教科の教員が担当し、科学史や科学倫理も含めた広い科学 

   観、論理的思考力や科学的リテラシーを育成する） 

「トキ野生復帰プロジェクト」（身近な環境問題として、トキ絶滅の経緯やトキ復帰のための取組

について学ぶ） 

( (2)「新潟大学理学部講座」「新潟工科大学高校生講座(1 学年)」「長岡技術科学大学高校生講座」「新
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潟工科大学高校生講座(2 学年)」「糸魚川フォッサマグナミュージアム研修」「新潟大学脳研究所

研修」（大学アドバンス講座として大学の教員や博物館の学芸員から、先端科学の研究の最前線

と現代社会での応用例等について指導を受け、科学研究への意欲を高める） 

    「サイエンスツアーⅡ」（8 月に横浜で開催されるＳＳＨ生徒研究発表会に参加し、全国のＳＳＨ

校の質の高い課題研究の発表に触れ、自分たちの課題研究に生かす。また、日本科学未来館と国

立天文台を訪問し、最先端の科学に触れ、科学への興味・関心を高めるとともに、科学研究への

意欲を高める） 

    「ＳＳＨスーパー講演会 plus 日韓交流研究発表会」「サイエンス講座（エネルギー分野）」「サイ

エンス講座（生命科学分野）」（科学の各分野の最先端の研究者による講演会を実施し、科学へ

の興味・関心を高める） 

  「課題研究(2 学年)」「課題研究(3 学年)」（理科・数学の各分野から選択したテーマについて探究

活動を行い、調査・研究の基礎を身につける） 

(3)「英語物理実験」「英語化学実験」「英語生物実験」（科学英語と科学を同時に身につけさせ、英

語力とコミュニケーション能力を向上させる） 

     「韓国・新道林高校交流会」「韓国・仁川山谷高校交流会」「高校生・北東アジア環境交流セミナ

ー」（韓国の高校と科学を介した交流を深め、国際性を養うとともに、互いに英語で研究発表を

行い、英語力とコミュニケーション能力の向上を目指す） 

(4)「ＳＳ情報」「PC・情報(数学)データ処理Ⅱ」（主に ICT の基礎や、プレゼンテーションスキル

を学ぶ） 

      「夏季研修発表会(1 学年)」「実験研究発表会」「夏季研修発表会(2 学年)」「課題研究中間発表会」

「2 学年課題研究発表会」「課題研究発表会(3 学年)」「ＳＳＨ生徒研究発表会（パシフィコ横浜）」

「新潟県ＳＳＨ生徒研究発表会 in Echigo-NAGAOKA」（様々な発表会でプレゼンテーションを

行い、プレゼンテーションスキルの向上を図る） 

(5)「サイエンススクール(小学生対象)」「サイエンススクール(中学生対象)」「柏崎科学の祭典」（生

徒が、小・中学生に実験を指導し、小・中学生に科学の楽しさを教えるとともに、その準備を通

して広い視点から科学を捉える力やプレゼンテーション能力の育成を図る） 

 「柏崎科学教育研究会」（小・中・高校教員、柏崎市立教育センター職員を中心に「柏崎科学教育

研究会」を構成し、ＳＳＨの取組や成果、地域の理数系教育について等をテーマに情報交換会を

実施する） 

(6)「ＳＳＨ生徒委員会の活動」（各クラスから選出した委員によりＳＳＨ生徒委員会を組織し、様々

なＳＳＨ事業に主体的に係わることで、全校生徒の科学技術への興味・関心を高める） 

 

⑤ 研究開発の成果と課題  

○実施による成果とその評価 

・各事業の実施後にアンケートを実施し、事業前後での生徒の意識の変化を追跡した。 

・1 月に 1･2 学年の理数コースおよび普通科を対象にアンケートを実施し、ＳＳＨ事業に参加したこ

とによる効果の比較を行った。 

・ＪＳＴが実施したＳＳＨ意識調査および本校で実施したＳＳＨアンケートの結果をもとに、事業の

評価を行った。 

(1)柏崎の自然環境の持つ特性とその現状や保全を教材として活用した指導法の研究、及び文理融合型

科目の実施による広い科学観や科学的リテラシーの育成に係る研究 

・1 学年理数コースの生徒を対象に、自然豊かな柏崎周辺の自然を教材に、自然観察の基礎を学ばせ、

その基礎の上に夏休みの屋久島研修を行ったが、生徒は積極的に取り組み大きな成果をあげること

ができた。 

・1 学年全員を対象としたＳＳ科学的リテラシーは、教員にとって初めての試みであったが、各教科

の担当者の創意工夫もあり、科学技術への興味・関心の高まりがアンケートから確認できた。 
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(2)大学・研究機関や企業との連携による先端科学への効果的な導入法の研究 

・大学アドバンス講座では、充実した研修を実施することができた。今年度、新たに新潟大学脳研究

所研修、新潟工科大学研修を企画し、いずれも充実した研修が実施できた。 

・ＳＳＨスーパー講演会 plus 日韓交流研究発表会は、今年度最大のＳＳＨ事業であったが、大きな

成果を上げることができた。 

(3)科学英語と科学を同時に身につけさせ、英語力とコミュニケーション能力を向上させる指導法研究 

・SIE(Science In English)の実施は 2 年次となる平成 26 年度からであるが、今年度はその先取りと

して、ＳＳⅡの中で英語理科実験を実施した。回を重ねるごとに生徒の英語学習への意欲が高まっ

た。 

・韓国の科学重点校との交流を通し、国際理解を深めるとともに、英語力とコミュニケーション能

力の向上を図ることができた。 

(4)ICT機器や情報ネットワークを活用した指導法、及び数値処理能力やプレゼンテーション能力の育

成に係る研究 

・プレゼンテーションの機会を増やし、その指導を理科・数学以外のプレゼン育成部の教員が担当し

た。多くの教科の教員から指導を受けることで、分かりやすいプレゼンテーションができるように

なり、大きな成果を上げることができた。 

・ＳＳＨ意識調査でＳＳＨにより特に効果があったと思う取組を尋ねたところ、教員も生徒もプレ

ゼンテーションが一位であったことからもプレゼンテーション能力の向上が裏付けられた。 

(5)小・中学校と連携し、地域の科学教育ネットワークを活用した指導法の研究 

・今年から、小学生を対象とした柏崎サイエンススクールを実施した。小学生に自然科学の面白さを

上手く伝えられるか不安を抱えての実施だったが、小学生の好奇心は旺盛で、非常に熱心に取り組

んでくれた。教える側の高校生も、教える楽しさと、分かりやすく伝えることの難しさを知ったと

アンケートに答えており、大きな成果を上げることができた。 

(6)生徒委員会等、生徒の自主的・主体的活動に係る研究 

・今年から、ＳＳＨ生徒委員会を組織し、様々な事業に自主的・主体的に係わることで、ＳＳＨの全

校的な理解が深まり、全校生徒の科学技術に対する興味・関心が高まった。 

・ＳＳＨイメージキャラクターの決定が特筆すべき成果である。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

・二期目を迎え、全校体制の組織を作り活動してきたが、今年度の反省を生かし、組織の一部を修正

する必要がある。 

・平成 26 年４月から、2 学年で SIE(Science In English)の授業が始まる。今年度の先行実施の経験

を生かしつつ、英語力とコミュニケーション能力の向上を図りたい。 

・タブレット端末の導入と活用を計画していたが、25 年度内の実践には至らなかった。26 年度には

導入できることになったので、これを活用したＳＳＨ科目の指導法や、課題研究における活用につ

いて、新潟県立教育センターと連携しながら推進していきたい。 

・柏崎サイエンススクールでは、地域の小・中学校と連携することの重要性を学び、高い成果が得ら

れた。来年度も地域とのより一層の連携を図っていきたい。 

・ＳＳＨ事業の活動報告については、ホームページに詳しく掲載してきた。地元に向けての情報発信

として「柏高ＳＳＨ通信」を４回発行したが、まだ充分とは言えない。来年度は、地元に向けての

情報発信のレベルアップを図りたい。 

・新潟県ＳＳＨ連携委員会を充実させ、情報を共有しながら、より質の高いＳＳＨ事業を進めてい

きたい。その中で、二期目に入っている本校が果たす役割は大きいと思われるので、本校の様々

な取組を他校に紹介していきたい。 

  


