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別紙様式１－１ 

新潟県立柏崎高等学校 指定第２期目 25～29 

平成２７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２７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 

第１年次（平成 25年度） 

2 学年、3 学年の生徒については第 1 期の事業を継続した。その中で、第 2 期の事業の一部とし

て、ＳＳⅡの中で、英語で科学実験（物理・化学・生物）を実施した。 

  第 1 期では、課題研究発表会を 3 学年の 6 月に行っていたので平成 25 年 6 月に 3 年生が課題研

究発表会を実施し、2 学年の課題研究発表会を第 2 期の計画通り平成 26 年 2 月に行った。 

第２年次（平成 26年度） 

  SSHスーパー講演会と日韓交流研究発表会を同時開催した。講演は日本語と英語で行い、韓国の

高校生は英語で研究発表を行った。英語力を高める必要性を感じる講演であった。 

第３年次（平成 27年度） 

 

研究
テーマ

学年・対象コース 研究事項・実践内容

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

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、アクティブラーニング講演会

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、フォッサマグナミュージアム研修、
サイエンスツアーⅡ、課題研究、アクティブラーニング講演会

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、新潟大学脳研究所研修（希望者）

2学年理数コース
英語で科学実験（生物・化学・物理）、英語の教科書で学ぶ科学、
ＳＳＨスーパー講演会、韓国・新道林高校交流会、
長岡技術科学大学留学生交流会、英語活用学習（ＧＴＥＣ）、

3学年理数コース 課題研究英語発表会

1･2学年全員 高校生・韓国北東アジア環境交流セミナー（希望者）

(1)

(2)

(3)
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第４年次（平成 28年度） 

  第３年次の中間評価を踏まえて立てた計画に従って実践する。 

第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 27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」（木曜日 5 限ならびに 1 単位分は週時程の外で実施）「ＳＳ情報」（木曜日 6 限に実施） 

・２学年理数コース 

 「ＳＳⅡ」（火曜日 5･6 限に実施）、「ＳＩＥ」（月曜日 7 限に実施） 

・３学年理数コース 

 「ＳＳⅢ」（金曜日 6 限に実施） 

 

○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」（研究開発課題にある南方熊楠の生誕地、和歌山県を訪ね現地研修を行う） 

  「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） 

(2)「新潟大学理学部講座」「新潟工科大学高校生講座」「長岡技術科学大学高校生講座」「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、先端科学の研究や現代社会での応用例等についての研修を受け、科学研究への

意欲を高める） 

「サイエンスツアーⅡ」（8 月に大阪で開催される 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、京都大学 iPS 細胞研究所、

福井県立恐竜博物館を訪問し、最先端の科学に触れることで科学への興味・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」「サイエンス講座（エネルギー分野・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)」（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

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 課題研究中間発表会、夏季研修発表会、課題研究発表会

3学年理数コース ＳＳＨ生徒研究発表会(インテックス大阪、発表者のみ)

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

1学年理数コース 柏崎サイエンススクール（小・中学生対象）

教職員 柏崎科学教育研究会

(6) 全校生徒 ＳＳＨ生徒委員会の活動

(4)

(5)

総合(1)→(0) ＳＳ科学的 体育(3)→(2) ＳＳⅡ(2) 総合(1)→(0) ＳＳⅢ(1)

リテラシー(1) 保健(1)→(0) ＳＩＥ(1)

総合(1)→(0)

社会と情報 ＳＳⅠ(2)

      (2)→(0) ＳＳ情報(1)

平成27年入学生 　平成26年入学生 平成25年入学生

1学年全員

1学年理数コース

2学年理数コース 3学年理数コース
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究の基礎を身につける）「課題研究(3 学年)」（2 学年で研究した課題研究を論文にまとめ、さら

に英語プレゼンテーションを作成する） 

(3)「ＳＩＥ」（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」「高校生・韓国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）「課題研究英語発表会」（英語によるプレゼンテーション） 

(4)「ＳＳ情報」（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)」「課題研究中間発表会」「夏季研修発表会(2 学年)」「課題研究発表会」

「SSH 生徒研究発表会（インテックス大阪）」「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・中学生対象)」（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、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調査を実施し、事業前後での生徒の意識の変化を追跡した。 

・9 月に全校生徒を対象にアンケート調査を実施し、SSH 事業に参加したことによる効果の比較を行

った。 

 (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んだ。

柏崎におけるタンポポの在来種と外来種の調査を行ったが、ほとんどが外来種であることに驚いた。

また、柏崎には新種のアザミがあることを生徒は学芸員の説明で初めて知ったようだ。夏休みには

和歌山県で自然観察を行った。生徒はこれらの取組に積極的に参加し、大きな成果をあげた。 

・1 学年全員を対象とした「ＳＳ科学的リテラシー」は、すべての教員が担当し、その分野の教材を

科学的な見方で考察できるようになることを目的とし、アクティブラーニング的な手法を取り入れ

ながら行った。アンケートによると、1 学年生徒の科学技術への興味・関心の高まりは高く、「Ｓ

Ｓ科学的リテラシー」履修の効果が確認できた。 

(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は、1 学年が新潟大学で GIS（Geographical Information System：地理情報システ

ム）を体験したほか、分子模型作成を新潟工科大学、電子顕微鏡観察を上越教育大学の協力のもと

本校で実施した。2 年生は長岡技術科学大学で 2 日間研修を行った。 

・SSH スーパー講演会は、全校生徒対象の SSH 事業である。大変興味深い講演に対して 20 名を超

える生徒から質問があり、大変活発な講演会となり、大きな成果を上げることができた。 

・2 学年の課題研究は、1 年次 3 学期に時間をかけてテーマ設定を行い、2 年次に計 18 回 36 時間の

授業時間を確保して研究を行った。7 月には中間発表会を行って研究内容を検討し、後半の研究計

画を修正した。12 月からはまとめに入り、2 月 3 日に 1・2 学年全員と多数の来賓や保護者の前で

発表会を行った。生徒一人ひとりが主体的に取り組むことができた。 

(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)」を平成 26 年度より実施している。生物・化学・物理の実験を ALT

が英語で指導した。また、長岡技術科学大学留学生との交流会を実施したが、生徒の興味・関心は
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高く、科学技術への興味・関心の高まりとともに英語学習への意欲も高まった。学習の効果を GTEC

のスコアで検証したところ、3 年生は著しい伸びが見られ、高い学習効果を確認した。 

・韓国の科学重点学校との交流を通し、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。様々な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 意識調査において特に効果があったと思う SSH の取組を尋ねたところ、教員も生徒もプレ

ゼンテーション能力との回答が最も高かった。プレゼンテーション能力の向上が裏付けられた。

また、同調査で高校入学後に増加した行動として高い値を示したものが、科学的な内容をインタ

ーネットで調べるという項目であった。このことから、SSH の取組に情報ネットワークを活用し

ていることが窺える。 

(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 

・小学校２校と中学校１校を対象に実施した。小・中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 

・2 期目に入ってからつくられた SSH 生徒委員会は、様々な SSH 事業に生徒が係わり運営されてい

る。全校生徒への SSH 事業に対する興味関心を高める一翼を担っている。この委員会から誕生し

た「トライットくん」も全校生徒に認知され、掲示物に使用されるなど、SSH 事業以外でも使われ

るキャラクターになっている。 

 

○実施上の課題と今後の取組 

・サイエンスツアーⅠは、南方熊楠の生誕地・研究地であった和歌山県で自然観察を行った。アンケ

ートによると研修に参加した後では 41%の生徒が特に興味を持ったと答えている。実際に観察・体

験することでより興味を持ったことが分かる。また、自然環境へ興味関心を持ったと答えた生徒は

95%以上である。実際に熊野古道を歩き、たくさんの自然に触れたことで興味関心が高まったとい

える。 

・「ＳＳ科学的リテラシー」は生徒が主体的に授業に参加するアクティブラーニング的手法を取り入

れて行っている。この取組に対する生徒の評価は高く、この授業によって科学技術に対する興味・

関心が高まったと答えた生徒が 75%を超えている。今後は「ＳＳ科学的リテラシー」で開発したア

クティブラーニング的な手法を他の授業でも取り入れる工夫が必要である。 

・課題研究は 1 年次 3 学期から始め、2 年次 2 月に発表するというサイクルで実施している。2 年次

には 36 時間の授業時間を確保し、3 年次には英語による発表も行った。英語発表は「大変だがやり

がいがある」と生徒の感想にもあるように、生徒への課題として意義深いものと考えている。今後

も実施すべき課題であると考えている。課題研究では、パフォーマンス評価を行っているが、今後

はパフォーマンス課題の見直しと課題研究をよりよいものとするために、評価をどのように生かし

ていくのかが課題と考える。 

・来年度は、各教室に電子黒板が導入される。生徒の興味関心を引き出すような授業にどのように生

かしたらよいのか、より実践的な活用を研究したい。 

・柏崎サイエンススクールでは、小学校 2 校・中学校 1 校が参加した。参加校数を増やすことも課題

として挙げられるが、小学生は実験に大変意欲的に取組んでくれて「最高」という感想を書く児童

がとても多かった。高校生にとっても教えること・伝えることの難しさを学ぶ良い機会となってい

る。今後は、教える工夫を生徒に考えさせるなどの手立てが必要と考える。 
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別紙様式２－１ 

新潟県立柏崎高等学校 指定第２期目 25～29 

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  

(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んだ。

柏崎におけるタンポポの在来種と外来種の調査を行ったが、生徒はほとんどが外来種であることに

驚いていた。また、柏崎博物館の学芸員から柏崎には新種のアザミがあるとの説明と特徴を聞いた

後、実際に観察をした。柏崎の持つ自然の豊かさを感じるとともに、その保全に対する意識の芽生

えも見受けられる。夏休みには本校の研究開発課題にも含まれている南方熊楠生誕の地である和歌

山県で自然観察を行った。この研修では、熊野古道を実際に歩きながら自然観察をおこなった。そ

して、熊楠が採取したが未整理になっている植物標本を整理する体験をおこなった。これらの経験

を通して、95%をこえる生徒が自然環境への興味関心が高まったと答えている。以下に生徒の感想

の一部を記載する。「今まであまり興味を持っていなかったことも今回の機会を通して学ぶことが

できた」「熊楠が研究した自然がすばらしかった」「熊野古道や熊楠記念館の自然・植物を見て、

色々な植物について知ることができた」現地を見ることで得られた大きな成果である。 

・1 学年全員を対象とした「ＳＳ科学的リテラシー」は、すべての教科の教員が担当し、その分野の

教材を科学的な見方で考察できることを目的としている。また、授業はアクティブラーニング的な

手法を取り入れながら行った。アンケートによると、1 学年生徒の科学技術への興味・関心の高ま

りは高く、「ＳＳ科学的リテラシー」履修の効果が確認できた。 

 

(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 

・SSH スーパー講演会は、全校生徒対象の SSH 事業である。20 名を超える生徒から質問があり、大

変活発な講演会となり、大きな成果を上げることができた。実施後のアンケートによると、講演に

より科学技術に関する興味・関心が高まったと答えた生徒が、普通科生徒で 78%、理数コース生徒

で 92%、一般参加者が 98%と高率を示し、大きな成果をあげた。 

・大学アドバンス講座は、1 学年は GIS（Geographical Information System：地理情報システム）を新潟

大学でおこなった他、分子模型作成を新潟工科大学、電子顕微鏡観察を上越教育大学の協力のもと、

本校で実施した。2 年生は長岡技術科学大学で 2 日間の実験実習をおこなった。いずれも、高校で

は体験することが難しい器具やアプリケーションソフトを使っての実習であり、このような機会が

なければ体験することが難しいものである。長岡技術科学大学での実習後のアンケートでは、興味

を持った生徒の割合が実習前と比べ 8 ポイント高くなっている。内容が難しいと答えた生徒は 70%

を越えている。このことから難しい中にも興味を持てた実習であったということができる。直接、

先端科学技術に触れることの大切さを見て取れる。充実した研修を実施することができたと考え

る。 

・2 学年の課題研究は、1 年次 3 学期に時間をかけてテーマ設定を行い、2 年次に計 18 回 36 時間の

授業時間を確保して研究を行った。7 月には中間発表会を行って研究内容を検討し、後半の研究計

画を修正した。12 月からはまとめに入り、2 月 3 日に 1・2 学年全員と多数の来賓や保護者の前で

発表会を行った。生徒一人ひとりが主体的に取り組むことができた。 

 

(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)」を平成 26 年度より実施をしている。生物・化学・物理の実験を ALT

が英語で指導した。また、英語による科学研究に関する講演会を数回実施したが、生徒の興味・関

心は高く、科学技術への興味・関心の高まりとともに英語学習への意欲も高まった。学習の効果を
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GTEC のスコアで検証したところ、3 年生では著しい伸びが見られ、高い学習効果を確認した。 

・韓国の科学重点学校との交流を通し、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。様々な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 意識調査において特に効果があったと思う SSH の取組を尋ねたところ、教員も生徒もプレ

ゼンテーション能力との回答が最も高かった。プレゼンテーション能力の向上が裏付けられた。

また、同調査で高校入学後に増加した行動として高い値を示したものが、科学的な内容をインタ

ーネットで調べるという項目であった。このことから、SSH の取組に情報ネットワークを活用し

ていることが窺える。 

 

(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 

・小学校２校と中学校１校を対象に実施した。小・中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 

・2 期目に入ってからつくられた SSH 生徒委員会は、様々な SSH 事業に生徒が係わり運営されてい

る。全校生徒への SSH 事業に対する興味関心を高める一翼を担っている。この委員会から誕生し

た「トライットくん」も全校生徒に認知され、掲示物に使用されるなど、SSH 事業以外でも使われ

るキャラクターになっている。 

 

○全校体制の構築による成果 

①平成 25 年度から、次の 7 つの研究開発部を組織して全職員がいずれかに所属し、(1)～(6)の研究開

発に当たっている。 

     (1)環境研究部、(2)高大連携部、(3)交流促進部、(4)情報研究部、プレゼン育成部 

   (5)地域連携部、(6)生徒育成部 

毎月 1 回、各研究開発部の打合せの日を設定し、互いに情報の共有を図りながら研究開発を実践し

た。その結果、多くの教員が SSH 事業に係わることになり、SSH 事業への理解が進んだ。 

②すべての教科の教員が担当して、1 学年全員を対象に、学校設定科目「ＳＳ科学的リテラシー」を

履修させた。これも全校体制の確立に大いに貢献した。 

③SSH 生徒委員会を組織し、全校生徒が SSH に係わる機会を増やした。各クラスから SSH 生徒委

員が選出され、活動することで全校生徒の間で SSH が身近なものになった。 

④平成 26 年度から 2 学年の課題研究発表会は、1･2 学年生徒全員が参加して開催することになった。

終了後のアンケートには、レベルの高いプレゼンテーションに感動したとの声が多かった。同じ学

校で学びながらも、理数コースの生徒がどのような課題研究をしているのか、普通科の生徒や理科

・数学以外の教員には知る機会がほとんど無かったが、1･2 学年生徒全員が参加する課題研究発表

会は、それを知り、SSH の効果を学校全体に普及させる良い機会になった。 

⑤SSH 事業の推進を円滑にするため、SSH 運営委員会総務会議を毎週開催した。これにより情報の

共有化が図られ、全校体制が円滑に進んだ。 

⑥SSH 事業の活動報告については、SSH 部が担当した。ホームページを充実させ、地元に向けての

報発信として「柏高 SSH 通信」の発行を積極的に行った。今年度は SSH 通信を 15 回日本語版と
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英語版で発行することができた。ホームページに掲載するとともに、全校の保護者に配布し、さら

に柏崎市内や近隣の小・中・高校等へ送付した。 

 

○新潟県内 SSH 校の連携による成果 

 平成 25 年度から新潟県内の SSH 指定校が 5 校となり、理数科設置校 1 校を加えた 6 校で「新潟

県スーパーサイエンス・ネットワーク」新潟県 SSH 連携委員会が組織された。毎年数回の会議を

開催し、県立教育センターとも連携しながら、情報交換等をおこなっている。また、SSH 指定校

5 校による「新潟県 SSH 生徒研究発表会 in Echigo-NAGAOKA」を開催した。5 校の生徒によ

る研究発表、ポスターセッション、交流会が行われた。生徒は、他校の生徒や先生からアドバイ

スをいただけたこと、初めて会ったメンバー全員が協力して課題に取組んだことがとても良い経

験になったと述べている。参加した生徒にとって大変有意義であったといえる。 

② 研究開発の課題   

・柏崎の豊かな自然を教材とした地域環境講座を通して、自然観察の手法を学び、自然環境に対する

興味・関心を高めることができた。本年は、本校の研究開発課題にも含まれている南方熊楠の生誕

地であり、研究対象であった和歌山県を訪れ、質の高い自然観察をおこなうことができた。 

・「ＳＳ科学的リテラシー」は大きな成果を上げているが、課題も各教科から挙げられている。これ

らの課題に取組むとともに、生徒同士の協働がより高まるような工夫が必要である。そのためには

校内研修をより充実させ、教員間の意見交換を活発にし、教材の共有化や教材の共同開発等を図る

必要があると考える。 

・課題研究は、発表会を終えたあとで、パフォーマンス課題を規準とした自己評価をおこなった。規

準を意識した項目が発表に関することに偏ってしまった。これは、規準を提示したのが発表の一ヶ

月前であったことが大きく影響している。次年度からは研究に関する規準を 4 月に示し、発表に関

する基準を 12 月に示すことで、規準をより意識させて、課題研究に取組ませるようにしたい。 

・課題研究は、週 2 時間の授業時間の他に放課後や休日を利用し実験や作業を行った。それでも実験

の回数やサンプル数の不足を感じさせる発表が多かった。研究後半では時間不足を感じるグループ

が多く見られた。部活動との兼ね合いもあるので、今まで以上に研究計画をしっかり立てさせ、計

画的に研究に取組ませることが重要になる。 

・課題研究の生徒評価は、先行研究の調査と研究の進め方に関する評価が低かった。研究計画を立て

る際には生徒に意識させたい点である。先行研究調査の重要性を示すことと、調査時間の確保が今

後の課題である。 

・課題研究の途中で疑問が生じたときには、連携している大学から指導を受けたが、年間を通じて連

携して研究することはなかった。大学等の研究機関との連携を充実させることが、今後の課題であ

る。 

・2 年次におこなった「ＳＩＥ(Science In English)」の授業の一環として、課題研究の結果を論文に

まとめ、さらに英語研究発表会を開催した。質疑応答も英語でおこなったが、運営指導委員からは

高い評価をいただいた。英語での議論はできなかったが、英語でコミュニケーションをとることは

できた。今後は、臆することなく英語で自分の意見を述べることができるようにしたい。 

・柏崎サイエンススクールでは、地域の小・中学校と連携しながら実施した。実施に当たって 60%近

くの生徒が不安を感じていたが、64%の生徒がこの経験が役に立ったと答えている。SSH 通信を通

じて小・中学校には広報活動をおこなっているが、小・中学校との日程が合わなく、参加校数が多

くならないことが課題である。しかし、引率の先生と意見交換ができるので、小・中・高、そして、

柏崎市立教育センターとより深い連携が取れるようになったことは大きな成果である。 

・次年度から電子黒板が普通教室に配備される。ICT の活用として電子黒板の利用を普及させるとと

もに、いわゆるアクティブラーニング的手法を行う上でも、電子黒板の利用が期待される。校内で

活用法を学ぶような研修を実施していきたい。 

 


