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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２９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２９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） 

 課題研究発表会を英語で実施した。発表，質疑応答を英語で行い，コミュニケーションツールと  

しての英語の必要性を感じることができた。新しい学習指導を学ぶために，「アクティブラーニ  

ング講演会」を実施した。 

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した。 

第５年次（平成29年度） 

 取組全体の成果と課題を総括する。その結果を地域に向けて発信し，SSH事業による地域の理数

教育への貢献をはかる。 

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)
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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29年入学生 　平成28年入学生 平成27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

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 新潟工科大学高校生講座，電子顕微鏡観察

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，サイエンスツアーⅡ，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，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
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 SSH大韓民国海外研修（希望者）

1学年理数コース SS情報

2学年理数コース 課題研究中間発表会，課題研究発表会

3学年理数コース SSH生徒研究発表会(神戸国際展示場，発表者のみ)

2,3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)

(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）

(6) 全校生徒 SSH生徒委員会の活動

(4)

(3)

(2)

 

○教育課程上の特例等特記すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２９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」（金曜日5限並びに1単位分は週時程外で実施）「ＳＳ情報」（金曜日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」（水曜日6限に実施） 

 

○具体的な研究事項・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」（体験型の現地研修を行い，環境保全への意識を高める） 

  「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)「新潟工科大学高校生講座」「電子顕微鏡観察」「長岡技術科学大学高校生講座」「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」（JAXA，国立科学博物館筑波実験植物園など，茨木県つくば市にある研

究機関や日本科学未来館にて研修を行った。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） 



 

3 

 

   「SSHスーパー講演会（東京理科大学副学長 浅島誠氏）」「サイエンス講座（エネルギー分   

野・生命科学分野）」「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)」（理科・数学・家庭科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）「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，さらに英語ポスターを作成し発表を行う） 

(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」「SSH大韓民国海外研修」（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） 

  「課題研究中間発表会」「課題研究発表会」「SSH生徒研究発表会（神戸国際展示場）」「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はかる） 

(5)「サイエンススクール(小学生対象)」（生徒が小学生に実験を指導し，小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） 

(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。 

・11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。 

柏崎市内の植物を採集し，押し葉標本を作製した。また，DNAを抽出してデータ化する実習を 

行った。柏崎市立博物館の学芸員から指導していただいた。 

(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学年は，分子模型作成を新潟工科大学で，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。いずれも，高

校では実施することが難しい内容であり，生徒の興味・関心は高かった。長岡技術科学大学での実

習は少人数で行うことができ，TAからの指導もあるので，わかりやすい実習であるが，高校では

扱わない内容である。事前学習のための資料もいただくのだが，高校で事前学習を行うためには，

高校教員の知識としては難しい面がある。どのように事前学習を行うことが効果的なのか，今後の

課題である。 

・SSHスーパー講演会は，全校生徒対象のSSH事業である。今年度は東京理科大学副学長浅島誠氏

より『生命科学の現状と未来』と題しご講演をいただいた。胚発生における分化誘導物質としてア

クチビンを世界で初めて同定した話など，大変興味深い内容で研究に懸ける思いを生徒たちは感じ

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学年で計23回46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，1月31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。今回の発表では，特に発表の項目に
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ついて運営指導委員の評価は高く，評価基準に基づいた評価の平均値が3.8(満点は5.0)であった。

昨年に比べ，考察に関する評価が3.2から3.4へと0.2ポイント上昇した。さらに考察の評価が上が

るように指導していきたい。 

(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。アジアの国からの留学

生が，大学院でどのような研究をしているのか英語で紹介をしていただいた。英語を理解すること

が難しいのはもちろんだが，研究内容自体も難しく，生徒は理解することに苦慮した。 

・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

力の重要性を学んだ。参加した生徒に理由を尋ねたところ，「普段できないことができるので希望

しました。」という返事が返ってきた。この事業に対する生徒の関心が高いのではないかと考える。 

(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 

・SSH分掌に「プレゼン育成部」を設けプレゼンテーション指導を行っている。理科，数学科以外

の教員が担当することで，様々な教科の教員から指導を受けることができ，分かりやすいプレゼン

テーションが作成できるようになっていて，プレゼンテーション能力が向上したと実感している生

徒の割合が大変高い。SSH意識調査では，「科学的な内容をインターネットで調べる」という項

目が普通科の生徒より高い。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4校を対象に実施した。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。小学校

の先生方に行ったアンケートでも大変高い評価をいただいている。ぜひ，来年も参加したいとの声

もあり，地域への波及効果も大変大きい事業といえる。 

(6)生徒委員会等，生徒の自主的・主体的活動に係る研究 

・講演会での司会など様々なSSH事業の運営にかかわっている。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 

・SSH意識調査で，入学時後の科学技術への興味・関心の高まりを聞いた。普通科理数コース1年と

普通科1年で比較すると，かなり高まった（35％，7％），少し高まった（48％，68%），変わら

ない（17％，24％）とＳＳＨの取組が科学技術への興味・関心を高めることができるとわかった。

広く全校生徒で実施できるようにすることが今後の課題である。 

・課題究発表会は，多くの質問がでて，活発な議論がなされた。考察に関する内容が弱く，今後どの

ような指導法を開発するかが課題である。 

・課題研究発表会は5段階の評価規準でおこなった。示した規準の違いが分かりにくく，文言の修正

と内容の検討が必要である。 

・課題研究英語発表会では，英語の学習意欲が高まったという質問に対して「どちらでもない」と答

えた生徒の割合が38％であり，取組に対しての改善が必要であることがわかった。課題研究英語

発表会や「ＳＩＥ」だけではなく，より多くの時間で英語を活用する場面が必要であると考える。

今後は，英語の授業でも発表やディスカッションの機会を設けるなど工夫が必要ではないだろう

か。 
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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２９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。

SSⅠでは，「地域環境講座」を実施し,柏崎に残る貴重な自然環境とそこに生息するいくつかの特

徴的な生物を実際に観察調査することにより，自然環境の保全と生物多様性の重要性について理解

を深めた。柏崎市立博物館の学芸員によるフィールドワークや本校教員の指導で動・植物の生育状

況の調査を行った。この取組は，地域の自然環境を理解し，その価値を再認識することに役立った。

その結果，第２期では次のように，地域の自然環境を課題研究のテーマとしたものが多数取り上げ

られた。 

 

平成25年 シナイモツゴとモツゴにおける外部形態の比較 

平成26年 

刈羽村K池における稚魚4種の食性 

防水ビデオカメラを用いた水生動物の撮影 

上越市A池におけるブルーギルの食性 

平成27年 
鯖石川水系の農業用水路における淡水二枚貝類の生育調査 

上越市A池におけるブルーギルの食性ならびに駆除 

平成28年 

ナミノリソコエビの出現と海水温との関連性について 

ため池における稚魚とプランクトンの関係 

メダカの雌雄判定－外部形態と性決定遺伝子DMYの有無との照合－ 

平成29年 
柏崎に生息するカサガイの発生に関する研究 

柏崎の海岸における漂流物調査～漂流ゴミは外来種の船となるか～ 

 

このように柏崎の自然環境を教材として活用した結果，課題研究のテーマ発見につながることがわ

かった。 

・生徒の意識調査結果によると，「観測や観察への興味」が1，2学年で普通科生徒より高い68％を

超える値を示している。（普通科では1，2学年で58％）柏崎の自然を活用した観測観察の機会を

持つことが，高い値を示す原因の一つと考える。 

・今年度は新たな試みとして，DNAバーコーディング実習を行った。柏崎市内に生息する植物を採

集し，押し葉標本にするとともに，DNAを抽出して，データ化するものである。生徒は大変興味

深く取り組んでくれたが，実習時はまだ授業で扱ていない内容であるため，事前指導について工夫

が必要である。 

(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 

・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年次に週2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，1月31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。 

・課題研究は，生徒自らが研究テーマを決めているが，この課題発見のプロセスについては，さらに

時間をかける，または，研究者から「課題発見と研究の進め方」について指導していただくなど，

課題発見・解決につなげるための工夫が必要である。 

・課題研究はルーブリックを用いて生徒と教員，運営指導委員による評価を実施している。運営指導

委員の評価では，スライドや発表の評価は高いが，研究や考察に関する評価はさほど高くない。ス



 

6 

 

ライドや発表について評価が高いのは，本校の研究開発部「プレゼン育成部」の成果である。「プ

レゼン育成部」には理科以外の教員が所属し，専門外でも理解できるようなプレゼンテーションの

指導をしている。わかりやすく伝えるための技術や表現を工夫することで，プレゼンテーションの

質を向上させた。一方，創意工夫をこらした探究活動を行い，適切な分析・考察をさせるためには，

指導教員が，研究を進める過程や考察に関する指導を工夫したり，「課題研究」指導の研修を積む

など，指導力の向上を図る取組が課題である。 

評価項目 研究 考察 スライド 発表 

運営指導委員による 

５段階評価（平均） 
３．５ ３．２ ３．７ ４．０ 

（平成29年2月実施の発表会結果） 

・1年生が履修しているSSⅠでは，課題研究のテーマを決めるために，様々な取組を行っている。年

度の後半に課題研究のテーマを決める具体的な取組を行っているが，今年度は4月に課題研究につ

いてのガイダンスを行い，テーマを決めるために様々な取組を行っていくことを話して，生徒の意

識を高めることにした。 

・大学アドバンス講座は，1学年は新潟工科大学での分子模型製作と，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は，少人数で行うことができ，TAか

らの指導もあるので，わかりやすい実習であるが，高校では扱わない内容である。事前学習のため

の資料もいただくのだが，高校で事前学習を行うためには，高校教員の知識としては難しい面があ

る。事後指導としてレポートを作成するのだが，例えば大学と連携したレポート指導を行うなど，

事前・事後の指導の在り方について，工夫が必要であった。 

・SSHスーパー講演会は，全校生徒対象のSSH事業である。今年度は東京理科大学副学長浅島誠氏

より『生命科学の現状と未来』と題しご講演をいただいた。胚発生における分化誘導物質としてア

クチビンを世界で初めて同定した話など，大変興味深い内容で研究に懸ける深い思いを生徒たちは

感じることができた。この講演会は，国際的に活躍または注目されている研究者や技術者の話を聞

いて挑戦する心を持たせたり，科学の意義や社会貢献の意識，進路選択など多くのことを学ばせる

ことを目的としてきた。今後も継続した事業である。 

〈これまでの講演〉 

平成21年度 生き物に学ぶ 浅島誠（東京大学名誉教授） 

平成22年度 光の魅力 小林孝嘉（電気通信大学特任教授） 

平成23年度 夢見る力－民間でのロケット打ち上げ－ 植松努（(株)植松電機専務取締役） 

平成24年度 はやぶさプロジェクト 曽根理嗣（JAXA） 

平成25年度 
フジツボに魅せられた偉人・ダーウィンと 

南方熊楠 
倉谷うらら（海洋生物研究家） 

平成26年度 宇宙・生命・知性の誕生と将来 
梶野敏貴（国立天文台および東京大

学大学院准教授） 

平成27年度 
科学はおもしろい－身のまわりの現象から 

光触媒まで－ 
藤嶋昭（東京理科大学学長） 

平成28年度 講師体調不良の為実施せず  

※第1期からの継続的な事業である 

(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，長岡技術科学大学留学生との交流会を実施した。アジアの国からの留学

生が，大学院でどのような研究をしているのか英語で紹介をしていただいた。英語を理解すること
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42%

38%
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71%

29%

8%

25%

8%

38%

0%

0%

8%

4%

0%

0%

0%

4%

１ ．課題研究英語発表会に意

欲的に取り組んだ。

２ ．課題研究英語発表会の準

備に時間をかけた。

３ ．満足のいく発表が出来た。

４ ．英語の学習意欲が高まっ

た。

非常にそう思う ややそう思う どちらでもない ややそう思わない 全くそう思わない

が難しいのはもちろんだが，研究内容自体も難しく，生徒は理解することに苦慮したが，科学を学

ぶ上での英語の必要性を痛感し，英語を学ぶ意欲へとつながっている。 

・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。新道林高校とは，2011年から交流をはじめ，2012年12月に姉妹校

提携をした。以降途絶えることなく，7月には新道林高校の生徒が本校を訪問し，12月には柏崎高

校の生徒が新道林高校を訪問している。両校ではそれぞれの学校で行っている研究の成果を英語で

発表している。また，各家庭にホームステイをすることで，異文化交流・異文化理解が進んでいる。

1年生はこの研修が目的の一つになって，本校に入学している生徒もいる。地域にも認知されてき

ている事業でもある。「Science」を通じて相互理解と交流が進んでいる。両校で共通したテーマ

で研究を行うことが決まっている。今後は，訪問するときだけではなく，定期的に連絡を取り合う

ことで，英語力の向上や今以上の交流が行われると期待している。 

・第１期の課題であった，英語によるプレゼンテーション能力・コミュニケーション能力を高めるた

めに，２学年で〔SIE（Science In English）〕1単位を実施した。オリジナルの英語実験プリント

を作成し，英語教員，理科教員，ALTの３者によるティームティーチングで指導する「英語で科

学実験」と，GTECを教材として実践的な英語学習を行う「英語活用学習」を行った。そのほかに

も，長岡技術科学大学の留学生との交流や姉妹校である韓国・新道林高校における研究発表等，英

語活用の場面を設定し，英語に対する学習意欲が高まるようはたらきかけた。これをアンケート結

果とGTECのスコアの伸びで評価した。取組の２年目には，GTECのスコアが１年間で68ポイント

伸びた。全国の平均的な伸びは35～40ポイントであることから，大変高い伸びを示したといえる。

中間ヒアリングでは，「取組や指導の改善との関係を分析する等して，他の学習や授業改善に役立

てていくことが期待される。」との指摘を受けた。そこで，３学年で行っていた「課題研究英語発

表会」の形式を変更した。それまでは，ステージ発表会形式で行っていたが質疑の時間が限られて

しまうため，英語活用の場面を多く取るべきと考え，ポスター形式による発表会に変更した。以下

に示すのは，ポスター形式発表での生徒アンケートの結果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒へのアンケート結果から，発表形式をポスター形式にしたが，満足のいく発表となったことが

わかった。英語活用の場面を多く取ることができ，生徒の満足度も高いこの形式を今後も続けて行

くことが望ましい。今回は，県内のSSH校からも参加があり，他校の発表も含めて11本のポスター

発表があった。ポスター形式での発表は今回が初めてだったが，多くの参加があり有意義な発表会

となった。 

 (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
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なり，大きな成果を上げることができた。理数コースの生徒は3学年で75％の生徒が「プレゼンテー

ション能力が向上した」と答えている。普通科の生徒が，高い学年でも60％であることから，SSH

事業への取組がプレゼンテーション能力の育成に効果があるといえる。3年間を通じてプレゼン

テーションをおこなってきた3学年が最も高く，取組の成果が表れている。 

スライドや発表について評価が高いのは，本校の研究開発部「プレゼン育成部」の成果である。「プ

レゼン育成部」には理科以外の教員が所属し，専門外でも理解できるようなプレゼンテーションの

指導をしている。わかりやすく伝えるための技術や表現を工夫することで，プレゼンテーションの

質を向上させた。 

・電子黒板が全教室に導入されて2年が経った。授業で活用する教員の数も増えてきている。また，

タブレット端末を授業に取り入れている教員や，パソコン教室での調べ学習を行う教員もいる。機

器が整備されたこともあるが，5年間の取組を通して，教員の意識の中にICT機器の導入へのハー

ドルが下がったのではないか。今後も授業改善の一環としてICT機器の活用をしていくべきと考え

る。 

・プレゼンテーション能力の育成は，プレゼンテーションの機会が多くなるほど育成されることが今

回の取組で分かった。普通科理数コースの生徒だけではなく，5年間での取組を教科「情報」での

実践にすることで，より多くの生徒に対してプレゼンテーション能力の育成を図ることができる。 

(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・中学生に本校生徒が実験を教える「柏崎サイエンススクール」を主に実施した。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ることができ，教え方に工夫を凝らすことで，教え方が上手になる

などの大きな成果を上げることができた。来年もぜひ参加したいとの意見が，参加された全小学校

の先生方からいただいた。1年目から5年目までに参加校が2→4→3→6→4校と増えてきており，延

べ954名の小・中学生が参加した。小・中学校との連携で大きな成果を挙げている事業と考える。 

(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。スーパー講演会での司会

が主な取組になるが，普通科の生徒のSSH事業に興味・関心を持つきっかけとなっている。委員

会から誕生した「トライットくん」は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。 

・SSH意識調査で，入学時後の科学技術への興味・関心の高まりを聞いた。普通科理数コース1年と

普通科1年で比較すると，かなり高まった（31％，5％），少し高まった（64％，68%），変わら

ない（6％，28％）とＳＳＨの取組が科学技術への興味・関心を高めることができるとわかった。 

○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，設定した(1)～(6)

のテーマについて研究開発に当たっている。6つのテーマと研究開発部との関連は以下の通り。 

   (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 

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。 

②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。

運営指導委員の方からは，生徒が生き生きと発表している姿に高い評価をいただいた。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。今年度の発表では，普通科の生徒からも多くの質問が

でて，活発な議論が行われた。質問が多く出たことに対して，運営指導委員の方からもよい評価を

いただいた。後半はポスター形式の発表会を行うことで更に研究が深まった。 


