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3ER講演会（4/26） 

科学講演会（5/24） 科学講演会 講師との懇談会（5/24）

ラボⅡSSH大学院生による研究発表会（5/30） 英語による課題研究発表会（6/7）

3ERポスター発表（7/8） 
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白神エクスカーション（8/6） 南陵サイエンスセミナーⅡ（10/15） 

ものづくり魅力講座（10/19） 

サイエンスダイアログ（11/21） 

3ER校内発表会（10/30） 



は じ め に

校 長 三 上 隆 裕

文部科学省より、SSH校としての研究指定を受け、今年度で３年目

になりました。１年次生は総合的な学習の時間「南陵 Dプラン」と学

校設定科目である「南陵ラボⅠ」の時間を活用した「探究活動」、２年

次の SSHコース生は、各班で考えたテーマによる「課題研究」、そし

て３年次の SSHコース生は、昨年の「課題研究」を英語で発表するな

ど、１人１人が熱心に取り組んできました。このように、今年度も SSH
事業に順調に取り組むことができたのも、地元の弘前大学や産業技術

センター、そして、各種民間企業の皆様方の本校に対するご理解とご

協力の賜と感謝しております。

１年次生は、本県の科学資源である３ ER（エネルギー資源・生態系資源・産業資源）の探

究活動を通じて、科学的な物の見方・考え方である「科学的リテラシー」の育成を目指し、

全員で取り組んできました。５月の「３ ER講演会」や６月の弘前大学大学院生による「研

究紹介」により、探究活動の基礎を学びました。その後、各クラス４名を１班として 10班に

分かれて、それぞれがテーマを決め、「調べて、実験して、まとめて、発表する」ことを基本

に、日々、活動を進めてきました。７月の文化祭の一般公開では、パネル発表としての「中

間報告会」を行い、さらに、「３ ER実地研修」として、県内 18の研究施設や民間企業等を

バス７台で訪れ、施設見学や実験講座を通じて、それぞれの研究を深めてきました。10月に

は各クラス代表６班による「最終報告会」を行っています。また各班は、学校設定科目であ

る「南陵ゼミⅠ」の時間を活用して、それぞれの「探究活動」を英訳したリーフレットを作

成し、２月にはそのリーフレットを用いて、弘前大学と青森中央学院大学の留学生との交流

会を実施しました。

２年次の SSHコース生（26ＨＲ）は、10班に分かれて、弘前大学理工学部・農学生命科

学部の各研究室と連携した、「課題研究」に取り組みました。研究テーマは、物理班による

「重力加速度の測定」、「車椅子の電動化について」、化学班による「タデ藍と色素増感型太陽

電池」、「タデアイの抗菌活性について」、生物班による「プラナリアの種と飼育温度による再

生速度の違いについて」、「青森県在来イネ『赤諸』の形質導入」、情報班による「LEGOで作

る！歩行支援ロボット」、数学班による「ユニット折り紙を用いた多面体の考察」、地学班に

よる「弘前で観測される地震波の特徴」、そして家庭班による「目指せ！ 簡単 おいしい 減

塩料理」など多岐にわたっています。この課題研究は、12月に弘前大学で開催された「青森

県高等学校理数系課題研究発表会」と、同月に本校で実施された「課題研究発表会」で発表

しました。また、海外交流ということで、学校設定科目である「南陵ゼミⅡ」を活用して、

タイの高校（Trium Udom Suksa Pattanakarn School）との交流を行いました。本校での「課

題研究」の進捗状況をメールでやり取りをしながら、12月には教員２名・生徒３名を現地に

派遣し、３泊４日の日程で海外研修を行っています。

３年次の SSHコース生（36ＨＲ）は、６月に「International Science Exchange」と題し

て、昨年度実施した「課題研究」を英語で発表しました。県の指導主事と地域のALTが３名、

そして、中学校と高校から英語・理科の教員28名の参加もいただき、本校のいいPRになりま

した。また、学校設定科目である「南陵ラボⅢ」を活用して準備した、小・中学生向けの

「実験教室」を文化祭の一般公開日に開いています。さらに「南陵ラボⅢ」では、課題研究

で購入した備品等を使いながら、「DNA電気泳動の実験」や「CCDカメラでの火星の撮影と画像

処理」等、応用実験を行いました。

最後になりますが、本校のSSH事業は「地域に学び、社会に貢献する科学技術人材の育成」

を目的に行っています。この１つ１つへの取り組みが、生徒１人１人の財産となり、さらに

は、「人間力」の育成につながるものと信じています。
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青森県立弘前南高等学校 指定第１期目 ２８－３２

❶平成３０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
地域の科学資源（エネルギー資源、生態系資源、産業資源）を活かした探究活動

や言語活動を通じて科学的リテラシーを育成し、国際的な視野を持った科学技術人
材を育成する。
② 研究開発の概要

地域の科学資源を題材とする探究活動を実施し、その成果をポスターやプレゼン
テーションにより共有する。また、３ＥＲに関する英文リーフレットを作成し、留
学生と交流することで、英語による表現力やコミュニケーション力を高める。

③ 平成３０年度実施規模
（１）学校設定科目

南陵ラボⅠ(１単位)、南陵ゼミⅠ(１単位) １年次生全員 ２４２名
南陵ラボⅡ(１単位)、南陵ゼミⅡ(１単位) ２年次ＳＳＨクラス生 ４０名
南陵ラボⅢ(１単位）、南陵ゼミⅢ(１単位) ３年次ＳＳＨクラス生 ４０名

④研究開発内容
〇研究計画

１年次は全員を対象として、地域の科学資源を題材とする探究活動（基礎的
な実験技能を身につけ、専門家の講義、実地研修により地域の科学資源の現状
と課題を学び、地域と科学の結びつきについて理解を深める）を実施し、その
成果を共有する。２・３年次では、国際的な視野で地球環境やエネルギー、食
料問題等をテーマとしたディベートを行い、科学的リテラシーを育てる。

２年次からは理類型にＳＳＨクラスを設置し、課題研究、科学者必携などを
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青森県立弘前南高等学校 指定第１期目 ２８－３２

❶平成３０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
地域の科学資源（エネルギー資源、生態系資源、産業資源）を活かした探究活動

や言語活動を通じて科学的リテラシーを育成し、国際的な視野を持った科学技術人
材を育成する。
② 研究開発の概要

地域の科学資源を題材とする探究活動を実施し、その成果をポスターやプレゼン
テーションにより共有する。また、３ＥＲに関する英文リーフレットを作成し、留
学生と交流することで、英語による表現力やコミュニケーション力を高める。

③ 平成３０年度実施規模
（１）学校設定科目

南陵ラボⅠ(１単位)、南陵ゼミⅠ(１単位) １年次生全員 ２４２名
南陵ラボⅡ(１単位)、南陵ゼミⅡ(１単位) ２年次ＳＳＨクラス生 ４０名
南陵ラボⅢ(１単位）、南陵ゼミⅢ(１単位) ３年次ＳＳＨクラス生 ４０名

④研究開発内容
〇研究計画

１年次は全員を対象として、地域の科学資源を題材とする探究活動（基礎的
な実験技能を身につけ、専門家の講義、実地研修により地域の科学資源の現状
と課題を学び、地域と科学の結びつきについて理解を深める）を実施し、その
成果を共有する。２・３年次では、国際的な視野で地球環境やエネルギー、食
料問題等をテーマとしたディベートを行い、科学的リテラシーを育てる。

２年次からは理類型にＳＳＨクラスを設置し、課題研究、科学者必携などを

通じて科学倫理や研究に必要な技能・技術を身につけ、科学的な思考力や実践
力を高める。また、メールを活用した海外高校生との交流を行いながら、海外
研修では研究内容を発表することで、国際的な視野を広げる。３年次は理科応
用実験、英語による課題研究発表会、小中学生を招いた科学体験イベントの実
施により、科学的な創造力や発信力を高め、国際的な視野を持った将来の科学
技術人材の礎を築く。

〇教育課程上の特例、特記すべき事項
科学への興味・関心を高め、科学的リテラシーを育成するとともに、科学的

な思考力、実践力、創造力、発信力及び英語によるコミュニケーション能力を
高めるために、学校設定教科「ＳＳ」を設置した。

１年次は、実験基礎（理科４分野の実験及び数学、情報のレポート作成）、研
究基礎（弘前大学、研究機関、企業と連携した地域の科学資源をテーマとする
探究活動）、表現基礎（ポスター発表や成果発表会に向けた取組)からなる「南
陵ラボⅠ」、科学英語基礎（科学に関する英文の講読、３ＥＲに関する英文リー
フレット作成と留学生との交流）からなる「南陵ゼミⅠ」を履修させる。２年
次は、科学技術人材に必要な素養やスキルを身につけるための科学者必携（科
学倫理、センサー等の利用方法、レポート・ポスター・プレゼンテーション技
術）を行う「南陵ラボⅡ」、科学英語実践Ⅰ（英語の科学論文の講読、ＡＬＴに
よる科学実験、サイエンスダイアログ）、海外科学交流（タイの高校生徒との交
流）からなる「南陵ゼミⅡ」を履修させる。３年次は応用実験（物化生地の備
品を活用した講座）と南陵科学祭（小中学生に対する演示実験）からなる「南
陵ラボⅢ」、英語による科学交流と課題研究発表会と科学英語実践Ⅱ（論文講読、
サイエンスダイアログ）からなる「南陵ゼミⅢ」を実施する。

〇具体的な研究事項・活動内容
（１）全校生徒を対象とするもの

・科学講演会（５月）
東北大学大学院医学系研究科教授 出澤真理 氏の講演。

（２－１）１年次生全員を対象とするもの
【南陵ラボⅠ】
・研究基礎（４～１０月）

３ＥＲをテーマとした探究活動。ポスター発表。実地研修。
・表現基礎（８～１０月）

校内発表会および英文リーフレット作りに向けた活動。
・実験基礎（１１～２月）

物理、化学、生物、地学、数学、情報の６分野における実験実習講座。
【南陵ゼミⅠ】
・科学英語基礎（通年）

科学に関する英語教材の読解。英文リーフレット作成。留学生との交流会。
（２－２）１年次生で次年度ＳＳＨクラス生となる４０名を対象とするもの

・南陵サイエンスセミナーⅠ（１２月）
県総合学校教育センターにおける応用実験・試行実験およびポスター発表。

・放射線セミナー（１月）
放射線に関する講義と実験。

・県外科学研修（３月）
東北大学工学部の研究室、筑波学園都市の研究施設訪問。

（３－１）２年次ＳＳＨクラス生を対象とするもの
【南陵ラボⅡ】
・科学者としての倫理観や研究に必要なスキルを身につけるプログラム。
【南陵ゼミⅡ】
・科学英語実践Ⅰ（通年）

科学英語の表現に慣れ、科学英語力を高めるための実践的なプログラム。
・海外科学交流（通年）

メール等により、科学的なテーマを題材とした英語を用いた交流。海外研修。
【理科課題研究】
・課題研究（通年）

（３－２）課題研究発表会
・ＳＳＨ生徒活動研究発表会（８月） ポスター発表 １班
・青森県高等学校理数系課題研究発表会（１２月） 口頭発表 １０班
・ＳＳＨ課題研究発表会【本番】（１２月） 口頭発表 １０班
・自然環境学習会（１月） 口頭発表 ２班
・東北地区サイエンスコミュニティ研究発表会 口頭発表１班、ポスター発表２班
・深い学び合同発表会（２月） 口頭発表１班、ポスター発表５班

（４）コンテスト等
・科学の甲子園青森県予選（１１月）

１年次生８名、２年次生６名が参加。
・科学オリンピック（７月・１２月）

２、３年次生合わせて生物が３５名、地学が２４名参加。

⑤ 研究開発の成果と課題
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○実施による成果とその評価
（１）南陵ラボ

南陵ラボⅠは、地域理解、思考力や発表力の向上、科学的リテラシーの育成を
目標に、３ＥＲをテーマとした探究活動を実施した。テーマに関して深く調べる
ことで地域を理解し、そこから問題を掘り起こし、自分たちの考えを主張するた
めに、ポスターや口頭発表資料を作成した。研究活動は「探究活動記録ノート」
に随時記載させ、担当教員のチェックを受け、その都度評価し、フィードバック
できるようにした。今年度は資料の作成期間が短かったが、教科「情報」との連
携のもと、７月のポスター発表、10月の口頭発表は例年並みのレベルに仕上がっ
た。３ＥＲ実地研修では、各施設でテーマに沿った実験・実習や講義を実施する
ことで、３ＥＲへの理解を深めることができた。生徒の評価として、探究活動に
関する技能が51％→72％、思考･判断･表現が43％→69％と事後評価の伸び率が高く、
探究活動は科学的リテラシーの向上につながる活動として有効であることがわかっ
た。

南陵ラボⅡのねらいは、科学に携わる者としての倫理観や研究を進めるためのス
キルを身につけることにある。大学院生の研究紹介、科学倫理、プレゼンテーショ
ン、地域と健康・食に関する講義①②、データ分析講座に、新たに課題研究の進め
方を加えた。課題研究の進め方については、実施前後ともに生徒の興味・意識が高
く、課題研究を始める指針となる取組となった。地域と健康・食に関する講義は「短
命県青森」に関する内容を取り上げることで、青森県における健康の現状を再認識
し、短命の原因を食生活の面から捉え、その解決方法を考えるようになるなど、地
域の食と健康に関する理解が深まった。

南陵ラボⅢのねらいは、サイエンスリーダーとして科学的創造力と発信力を身に
つけることにある。南陵科学祭では、学校祭に来校した小中学生を対象に、科学実
験講座を実施した。実験応用では、理科の４分野において、ＳＳＨで購入した備品
を活用した実験を行った。

（２）理科課題研究
課題研究はＳＳＨの核となる活動で、科学的思考力や科学的実践力を高めること

をねらいとしている。２年次ＳＳＨクラス生４０名が１０班に分かれ、弘前大学の
全面的な協力をいただいて実施した。基本的に本校担当教員の指導により研究を進
めるが、５月のテーマ決定後は、研究室の先生方から適宜、研究を進めるための助
言をいただきながら、生徒が研究室を訪問し、実習や実験の指導、大学の分析機器
の利用なども行った。その際、大学の先生の丁寧な指導や助言が研究を進める上で
重要な役割を果たした。また、「放課後ラボ」としてこれらの活動を放課後や夏季
休業中にも行った。７月の研究室訪問①、８月の３日間の集中講座、１１月の研究
室訪問②を経て研究をまとめ、１２月の理数系課題研究発表会、ＳＳＨ課題研究成
果発表会で口頭発表を行った。

（３）南陵ゼミ
南陵ゼミⅠのねらいは、科学を題材とした英語での学習活動により、科学英語

力を育成することにある。１年次では、ALTとのTeam Teachingによる言語活動、科
学英文購読、３ＥＲ英文リーフレットの作成と留学生の交流を通じて、文法、テク
ニカルターム、コミュニケーション能力、主体的行動力が育まれた。科学英語学習
では、前年度の発表テーマに多い「環境」、「化学」、「生物」を取り上げ、ALTが自
分の体験を交えながら解説することで、普段の授業では扱わない生きた英語に触れ
させた。またペアワーク、グループワークを通して、前向きで積極的に授業に臨む
生徒が増えた。英文リーフレット作りは、３ＥＲの研究を英文に直した文章をもと
に、科学英語に親しみを持てるように配慮しながら、語彙や内容の確認を行った。
生徒は表現を言い換えたり、説明を補足することに困難を感じていたが、作業を通
して、テーマに対する理解を深め、内容をより深く考える契機となった。また、留
学生との交流会は異文化理解の機会としても有効であった。

南陵ゼミⅡのねらいは、英語での科学学習や体験により、国際性を備えた科学技
術人材としての基盤をつくり、海外の高校生との科学的な交流を通して、科学英語
の実践力を高めることにある。「Science Fusion」を要約した自主教材をテキスト
とし、ALTとアクティブラーニングを行った。科学者としての考え方や調査・研究
方法、植物や動物の生活環を取り上げることで、科学英語への興味・関心を高める
とともに、３年次の英語プレゼンテーションに向けた基礎力をつけた。生物と化学
は英語による実験を行った。生徒は英語で話し合いながら実験を進め、質問を英語
で行うなど、実践的な英語を運用する場面が多くみられた。海外科学交流では、１
ヶ月に一度の頻度で、海外研修訪問校でもあるバンコクの高校生とのメールのやり
とりを行った。メールの文章は、日本語を英語にするのではなく、英文を頭の中で
組み立てさせ、直接パソコンに打ち込む実践的な方法で行った。12月には３名が交
流校を訪れ、実験や課題研究の発表などの研修を行った。

南陵ゼミⅢのねらいは、課題研究の英語プレゼンテーションへの対応と英語論文
の読解力向上及びその内容に関して自分の意見を述べる力を育成することにある。
英語プレゼンテーションの準備は翻訳作業にかなりの時間がかかった。原稿を頭に
入れられず、読むことで精一杯であったり、質疑応答の質問が聞き取れなかったり、
英語で答えられない班も見られた。今年度初めての取組であったが、次年度は、生
徒の意識を高め、早めの準備と発表に慣れるための工夫をしていきたい。科学英語
実践では、科学雑誌｢Discover」や「Popular Science」から英文を取り上げ、内容
に関する質問やSummaryを作る活動を行うことで、理解力を高め、自分の意見を述
べる力も向上した。
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① 研究開発の成果

本校のＳＳＨ事業は、指定初年度は１年次全生徒を対象として行われ、２年目・３

年目では、ＳＳＨコースの生徒を中心に、課題研究等、研究活動に取り組んできた。

ＳＳＨコース以外の生徒は、本校のキャリア教育計画（２年次の「社会を知る・自分

を知る」、３年次の「学び続けるために・自分史研究」）の一環として、ディベート

や進路別学習会に取り組んできた。また、後援会の支援を得ながら、事業プログラム

を一部拡大して、「太宰とその時代」や「しらかみ未来塾」等の文類型用のプログラ

ムや「サイエンスセミナーⅡ・Ⅳ」等、ＳＳＨコース以外の生徒も参加できるように

し、学校全体にＳＳＨ事業の教育的効果が波及するように展開している。本校の研究

開発課題である「地域の科学資源（エネルギー資源、生態系資源、産業資源）を活か

した探究活動や言語活動を通じて科学的リテラシーを育成し、国際的な視野を持った

科学技術人材を育成する」については、特色ある学校設定科目、県内外大学や研究機

関の研究者による講義・実習並びに校内の理科・情報・数学・英語等の教員による発

展的授業により、生徒の科学に対する探究心、創造性、国際性を意識した事業として

進めている。また、全校生徒を対象とした、理系大学教員による「科学講演会」は、

科学への興味・関心と理系分野への進路意識の高揚に資するものがあり、継続と内容

の充実を図っていく必要がある。学校評価につながる「保護者アンケート」の中に、

「本校の科学教育は学校の特色化に役立っていると思うか」という項目を加えて実施

している。その結果は、指定前の平成27年度では肯定的（「とてもそう思う」、「そう

思う」、「どちらかというとそう思う」）な回答が、72.9%であったのに対して、指定

後の平成28年度は81.6%、平成29年度では82.8%の回答を得ている。このアンケート結

果からも、本校の科学教育への取組がＳＳＨの指定を受けてから理解され、高く評価

されていることがわかる。進路面に関しても、今春の本校卒業生（53回生）について

は、ＳＳＨ事業の直接的な恩恵を受けることはなかったが、ＳＳＨの指定校としての

期待と３年間を見通した「キャリア教育計画」に真摯に取り組んだ結果、国公立大学

への合格者数が101名（前年度比＋34名）の実績を残し、さらに私立も含めた全合格

者に対する理系（理工系・医療系・薬）学部合格者の割合が37.6%と前年度比が＋3.1

ポイントであった。このことからも、ＳＳＨ事業プログラムが起爆剤となり教育活動

が一層厚みを増し、生徒の意識の変容につながっていると考えられる。

平成30年１月に実施した「１年次・２年次ＳＳＨコース生対象の意識調査」による

と、「科学技術に関する学習意欲」については、「大変増えた」、「やや増えた」の肯

定的な回答が、１年次では72%、２年次では88%を占めた。また、「ＳＳＨによる具体

的な効果・変容について」に関しては、１年次では「未知への好奇心」、「協調性」、

「考える力」の３項目で「大変向上した」、「やや向上した」の肯定的回答が70％台

であった。２年次では全16項目全てにおいて肯定的回答が70%を超えている。その中

で「未知への好奇心」、「知識の応用への興味」、「考える力」の３項目に関しては、

肯定的回答が90%台に達している。しかし、「英語による表現力」に関しては、「効果

がなかった」等の否定的回答が、１年次では39%、２年次では20％とまだ多い。「南

陵ゼミⅠ」とＳＳＨコースの生徒が取り組む「南陵ゼミⅡ」をより充実させて、「英

語による表現力」を高めるとともに、国際性を備えた人材育成に取り組んでいく必要

がある。今年度は、３年次生が地元大学への留学生14名を対象とした「課題研究の英

語発表会」並びに２年次ＳＳＨコース生と中高教員・ALTを対象とした同発表会を実

施した。この発表会では、外部からの参観者より高い評価を得ているが、今後更なる

内容の深化と英語の活用機会を増やし、生徒の英語力を高めたい。また、平成29年度

から、海外研修としてタイ王国の高校・大学との科学交流を実施している。これは、

英語によるコミュニケーション能力の向上と国際的な視野を広げることを目的として

いるが、今後は、実施内容の精査と交流方法の多様化も図っていきたい。
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○実施による成果とその評価
（１）南陵ラボ

南陵ラボⅠは、地域理解、思考力や発表力の向上、科学的リテラシーの育成を
目標に、３ＥＲをテーマとした探究活動を実施した。テーマに関して深く調べる
ことで地域を理解し、そこから問題を掘り起こし、自分たちの考えを主張するた
めに、ポスターや口頭発表資料を作成した。研究活動は「探究活動記録ノート」
に随時記載させ、担当教員のチェックを受け、その都度評価し、フィードバック
できるようにした。今年度は資料の作成期間が短かったが、教科「情報」との連
携のもと、７月のポスター発表、10月の口頭発表は例年並みのレベルに仕上がっ
た。３ＥＲ実地研修では、各施設でテーマに沿った実験・実習や講義を実施する
ことで、３ＥＲへの理解を深めることができた。生徒の評価として、探究活動に
関する技能が51％→72％、思考･判断･表現が43％→69％と事後評価の伸び率が高く、
探究活動は科学的リテラシーの向上につながる活動として有効であることがわかっ
た。

南陵ラボⅡのねらいは、科学に携わる者としての倫理観や研究を進めるためのス
キルを身につけることにある。大学院生の研究紹介、科学倫理、プレゼンテーショ
ン、地域と健康・食に関する講義①②、データ分析講座に、新たに課題研究の進め
方を加えた。課題研究の進め方については、実施前後ともに生徒の興味・意識が高
く、課題研究を始める指針となる取組となった。地域と健康・食に関する講義は「短
命県青森」に関する内容を取り上げることで、青森県における健康の現状を再認識
し、短命の原因を食生活の面から捉え、その解決方法を考えるようになるなど、地
域の食と健康に関する理解が深まった。

南陵ラボⅢのねらいは、サイエンスリーダーとして科学的創造力と発信力を身に
つけることにある。南陵科学祭では、学校祭に来校した小中学生を対象に、科学実
験講座を実施した。実験応用では、理科の４分野において、ＳＳＨで購入した備品
を活用した実験を行った。

（２）理科課題研究
課題研究はＳＳＨの核となる活動で、科学的思考力や科学的実践力を高めること

をねらいとしている。２年次ＳＳＨクラス生４０名が１０班に分かれ、弘前大学の
全面的な協力をいただいて実施した。基本的に本校担当教員の指導により研究を進
めるが、５月のテーマ決定後は、研究室の先生方から適宜、研究を進めるための助
言をいただきながら、生徒が研究室を訪問し、実習や実験の指導、大学の分析機器
の利用なども行った。その際、大学の先生の丁寧な指導や助言が研究を進める上で
重要な役割を果たした。また、「放課後ラボ」としてこれらの活動を放課後や夏季
休業中にも行った。７月の研究室訪問①、８月の３日間の集中講座、１１月の研究
室訪問②を経て研究をまとめ、１２月の理数系課題研究発表会、ＳＳＨ課題研究成
果発表会で口頭発表を行った。

（３）南陵ゼミ
南陵ゼミⅠのねらいは、科学を題材とした英語での学習活動により、科学英語

力を育成することにある。１年次では、ALTとのTeam Teachingによる言語活動、科
学英文購読、３ＥＲ英文リーフレットの作成と留学生の交流を通じて、文法、テク
ニカルターム、コミュニケーション能力、主体的行動力が育まれた。科学英語学習
では、前年度の発表テーマに多い「環境」、「化学」、「生物」を取り上げ、ALTが自
分の体験を交えながら解説することで、普段の授業では扱わない生きた英語に触れ
させた。またペアワーク、グループワークを通して、前向きで積極的に授業に臨む
生徒が増えた。英文リーフレット作りは、３ＥＲの研究を英文に直した文章をもと
に、科学英語に親しみを持てるように配慮しながら、語彙や内容の確認を行った。
生徒は表現を言い換えたり、説明を補足することに困難を感じていたが、作業を通
して、テーマに対する理解を深め、内容をより深く考える契機となった。また、留
学生との交流会は異文化理解の機会としても有効であった。

南陵ゼミⅡのねらいは、英語での科学学習や体験により、国際性を備えた科学技
術人材としての基盤をつくり、海外の高校生との科学的な交流を通して、科学英語
の実践力を高めることにある。「Science Fusion」を要約した自主教材をテキスト
とし、ALTとアクティブラーニングを行った。科学者としての考え方や調査・研究
方法、植物や動物の生活環を取り上げることで、科学英語への興味・関心を高める
とともに、３年次の英語プレゼンテーションに向けた基礎力をつけた。生物と化学
は英語による実験を行った。生徒は英語で話し合いながら実験を進め、質問を英語
で行うなど、実践的な英語を運用する場面が多くみられた。海外科学交流では、１
ヶ月に一度の頻度で、海外研修訪問校でもあるバンコクの高校生とのメールのやり
とりを行った。メールの文章は、日本語を英語にするのではなく、英文を頭の中で
組み立てさせ、直接パソコンに打ち込む実践的な方法で行った。12月には３名が交
流校を訪れ、実験や課題研究の発表などの研修を行った。

南陵ゼミⅢのねらいは、課題研究の英語プレゼンテーションへの対応と英語論文
の読解力向上及びその内容に関して自分の意見を述べる力を育成することにある。
英語プレゼンテーションの準備は翻訳作業にかなりの時間がかかった。原稿を頭に
入れられず、読むことで精一杯であったり、質疑応答の質問が聞き取れなかったり、
英語で答えられない班も見られた。今年度初めての取組であったが、次年度は、生
徒の意識を高め、早めの準備と発表に慣れるための工夫をしていきたい。科学英語
実践では、科学雑誌｢Discover」や「Popular Science」から英文を取り上げ、内容
に関する質問やSummaryを作る活動を行うことで、理解力を高め、自分の意見を述
べる力も向上した。
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① 研究開発の成果

本校のＳＳＨ事業は、指定初年度は１年次全生徒を対象として行われ、２年目・３

年目では、ＳＳＨコースの生徒を中心に、課題研究等、研究活動に取り組んできた。

ＳＳＨコース以外の生徒は、本校のキャリア教育計画（２年次の「社会を知る・自分

を知る」、３年次の「学び続けるために・自分史研究」）の一環として、ディベート

や進路別学習会に取り組んできた。また、後援会の支援を得ながら、事業プログラム

を一部拡大して、「太宰とその時代」や「しらかみ未来塾」等の文類型用のプログラ

ムや「サイエンスセミナーⅡ・Ⅳ」等、ＳＳＨコース以外の生徒も参加できるように

し、学校全体にＳＳＨ事業の教育的効果が波及するように展開している。本校の研究

開発課題である「地域の科学資源（エネルギー資源、生態系資源、産業資源）を活か

した探究活動や言語活動を通じて科学的リテラシーを育成し、国際的な視野を持った

科学技術人材を育成する」については、特色ある学校設定科目、県内外大学や研究機

関の研究者による講義・実習並びに校内の理科・情報・数学・英語等の教員による発

展的授業により、生徒の科学に対する探究心、創造性、国際性を意識した事業として

進めている。また、全校生徒を対象とした、理系大学教員による「科学講演会」は、

科学への興味・関心と理系分野への進路意識の高揚に資するものがあり、継続と内容

の充実を図っていく必要がある。学校評価につながる「保護者アンケート」の中に、

「本校の科学教育は学校の特色化に役立っていると思うか」という項目を加えて実施

している。その結果は、指定前の平成27年度では肯定的（「とてもそう思う」、「そう

思う」、「どちらかというとそう思う」）な回答が、72.9%であったのに対して、指定

後の平成28年度は81.6%、平成29年度では82.8%の回答を得ている。このアンケート結

果からも、本校の科学教育への取組がＳＳＨの指定を受けてから理解され、高く評価

されていることがわかる。進路面に関しても、今春の本校卒業生（53回生）について

は、ＳＳＨ事業の直接的な恩恵を受けることはなかったが、ＳＳＨの指定校としての

期待と３年間を見通した「キャリア教育計画」に真摯に取り組んだ結果、国公立大学

への合格者数が101名（前年度比＋34名）の実績を残し、さらに私立も含めた全合格

者に対する理系（理工系・医療系・薬）学部合格者の割合が37.6%と前年度比が＋3.1

ポイントであった。このことからも、ＳＳＨ事業プログラムが起爆剤となり教育活動

が一層厚みを増し、生徒の意識の変容につながっていると考えられる。

平成30年１月に実施した「１年次・２年次ＳＳＨコース生対象の意識調査」による

と、「科学技術に関する学習意欲」については、「大変増えた」、「やや増えた」の肯

定的な回答が、１年次では72%、２年次では88%を占めた。また、「ＳＳＨによる具体

的な効果・変容について」に関しては、１年次では「未知への好奇心」、「協調性」、

「考える力」の３項目で「大変向上した」、「やや向上した」の肯定的回答が70％台

であった。２年次では全16項目全てにおいて肯定的回答が70%を超えている。その中

で「未知への好奇心」、「知識の応用への興味」、「考える力」の３項目に関しては、

肯定的回答が90%台に達している。しかし、「英語による表現力」に関しては、「効果

がなかった」等の否定的回答が、１年次では39%、２年次では20％とまだ多い。「南

陵ゼミⅠ」とＳＳＨコースの生徒が取り組む「南陵ゼミⅡ」をより充実させて、「英

語による表現力」を高めるとともに、国際性を備えた人材育成に取り組んでいく必要

がある。今年度は、３年次生が地元大学への留学生14名を対象とした「課題研究の英

語発表会」並びに２年次ＳＳＨコース生と中高教員・ALTを対象とした同発表会を実

施した。この発表会では、外部からの参観者より高い評価を得ているが、今後更なる

内容の深化と英語の活用機会を増やし、生徒の英語力を高めたい。また、平成29年度

から、海外研修としてタイ王国の高校・大学との科学交流を実施している。これは、

英語によるコミュニケーション能力の向上と国際的な視野を広げることを目的として

いるが、今後は、実施内容の精査と交流方法の多様化も図っていきたい。
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② 研究開発の課題

○実施による成果とその評価

(1)南陵ラボ

南陵ラボⅠは、３ＥＲ講演会、大学院生の研究聴講により研究テーマの設定方法

や探究活動の進め方を示した。また、年度始めに青森県のりんご、ダムに沈んだ村

と原子力発電、プリテオグリカンに関する資料を読ませ、それをまとめ発表させる

ことで、青森県の自然、エネルギー、産業に対する関心を深め、探究活動への意欲

も高めた。また、前年度の反省を活かし、実地研修を視野に入れ、ある程度テーマ

を絞ることでテーマ設定までの時間を短縮し、研修の受け入れ先との打ち合わせが

早期にできた。また「探究活動記録ノート」の内容を精査し、担当教員の配置も工

夫した。テーマをある程度制限したこともあり、７月のポスター発表では前年度に

比べて「ポスターの出来」は精彩を欠くことになったが、「発表技術」は前年度のレ

ベルを維持できた。県内１８か所への実地研修は、生徒の研究に沿った実習や訪問

先における科学的な視点を重視した研究紹介を通して、自分達の研究の論理性や整

合性、レベルを客観的に理解し、その後の口頭発表に活かすことができた。研究成

果は各種発表会を通して１年次生全員で共有した。

南陵ラボⅡは、課題研究を行う上で必要な知識や技術・技能を身に付けるための科

目であるが、今年度は早い時期に「課題研究の進め方」を設定し、課題研究のスター

トを早めた。また「科学倫理」は、ほとんどの生徒が意識していない内容であったた

めその重要性を強く印象付けた。「プレゼンテーション技術」や「データ処理」等の

実学的な講座については、課題研究に必要となる発展的な内容で実施したが、一部の

生徒ではあるが理解度が非常に低かったことから、コンピュータ操作に関する補習講

座や教科「情報」の学習内容の定着度をあげる取組が必要である。

南陵ラボⅢは、小中学生を対象とした学校祭での科学実験及び理科４領域における

応用実験を実施した。前者は自然科学部とコラボし、これまで蓄積してきた演示実験

を行うことで、小中学生に実験の楽しさや科学現象への興味・関心を喚起できた。応

用実験は本校の教員が専門性を活かした実験を行うことで、ＳＳＨで購入した備品を

活用できた。

(2)理科課題研究

課題研究は、理科、数学、情報、家庭科の１０班で実施した。前年度のテーマを引

き継いだものは３班であったため、テーマ設定に１ヶ月半の余裕を持たせたが、５月

末になってもテーマが決められないケースが見られた。この間も弘前大学理工学部、

農学生命科学部の担当の先生方から、助言や指導をいただいてはいたが、今年度は、

夏季休業中や放課後に大学の研究室で実験や実習をする機会は少なかった。これは、

大学との連絡調整のほとんどが、課題研究担当者まかせになってしまった点が原因と

考えられる。１１月の弘前大学の各研究室における打ち合わせに続き、１２月にＳＳ

Ｈ課題研究発表会を実施したが、研究期間の不足もあり、完成に至らない班も見られ

た。本番では１、２年次生全員、県内外の中高校の先生方、運営指導委員と大学の先

生方が聴講した。また、研究の質を高めるため、１月以降もポスター作成やレポート

作成を通じて研究を継続させている。

(3)南陵ゼミ

南陵ゼミⅠでは身近な「環境」「化学」「生物」を取り上げ、英語の科学論文及び

英語での科学表現につながる基礎力を身につけさせた。３ＥＲ英文リーフレットの

作成は、英訳の過程で研究内容への理解を深め、発表原稿の作成や質問に対する応

答の準備をさせて交流会を実施した。

南陵ゼミⅡは、２年次ＳＳＨクラスを対象に、英語の科学教科書を要約した自主

教材を用い、日常生活に密接した科学を扱うことで科学英語を身近なものとした。ま

た、英語の科学論文を扱うことで、英語プレゼンテーションに向けた学習を行った。

南陵ゼミⅢは、３年次ＳＳＨクラスを対象に、課題研究の英語プレゼンテーション
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答の準備をさせて交流会を実施した。
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た、英語の科学論文を扱うことで、英語プレゼンテーションに向けた学習を行った。

南陵ゼミⅢは、３年次ＳＳＨクラスを対象に、課題研究の英語プレゼンテーション

のリハーサルを兼ねた発表会を留学生の前で行い、翌週には２年次ＳＳＨクラス生と

弘前市内のＡＬＴを前に英語プレゼンテーションを実施した。

○実施上の課題と今後の取組

１年次については、特に科学行事への取組、科学に関する能力の向上が高く、学習

意欲についても、70％以上が増加したと答えている。ＳＳＨ事業を通じて、最も身に

ついたと考えられる力として、「理科実験への興味」、「主体性」、「グループ活動を通

じた協調性」、「プレゼン力」を挙げており、「科学的リテラシーの育成」については、

十分意識付けができている。また、ＳＳＨの取組により、将来の専攻志望分野が変わ

ったという生徒も16％ほどおり、進路先についてもしっかり考える生徒が出てきてい

る。２年次ＳＳＨコース生は、上記の項目に加え、「課題解決力」、「探究心」に関し

て、増加したと考える生徒が80％を超える。学習意欲については90％に迫り、ＳＳＨ

コースに入ってから、さらに学習意欲が増していることがわかる。また、ＳＳＨコー

スでは、「課題研究」や「南陵ラボⅡ」の科学者必携を通した技術系の講演を通じて、

進路希望は、大学等での研究者（13％）、企業の研究者や技術者(20％)、医療系(31

％)となり、より明確化したといえる。本校の進路状況を見てみると、過去５年間の

国公立大学の合格者数の推移は、平成25年度が73名、平成26年度が59名、平成27年度

が74名、平成28年度が67名、平成29年度が101名となっている。100名を超えたのは、

10年ぶりであり、本校が単位制となった平成20年度以降、初めての事である。国公立

の推薦・AO入試への出願も平成28年度が47名（理系34名）、平成29年度が75名（理系

55名）、平成30年度が88名（理系69名）と増えており、ＳＳＨの１期生を含む今年度

の理類型69名は、過去最高を記録している。一方、高校入試の倍率も平成28年度の1.

08倍から平成29年度の1.27倍、平成30年度の1.30倍と本校のＳＳＨ事業への地域中学

校の理解が進んでいることがうかがわれる。

生徒・教員を対象としたアンケート調査の他、３ＥＲに関する講演会や大学院生に

よる研究紹介、実地研修等の評価には「ルーブリック」を行い、事前・事後での興味

・関心、意欲、理解度などについても評価を実施している。また、ポスター発表や３

ＥＲの校内発表会においても、「ポスターやスライドのでき」、「発表技術」、「研究の

質」に関して相互評価を実施して、その結果を次年度に活かしている。３ＥＲは科学

を身近なものとし、生徒は探究活動を通してその内容を深く理解することができた。

プロテオグリカンなど機能性素材の普及は、産業技術センターや弘前大学の研究成果

の一つであり、大学の研究室や研究施設で実験・実習することで生徒の研究意欲も高

まりを見せた。また、弘前大学の理工学部・農学生命科学部の進学希望者が増えたこ

とも、ＳＳＨ事業の成果であり、今後も、課題研究において、理工学部・農学生命科

学部の先生方との打合せを密に行い、研究の進め方や「発表会」のあり方などを検討

していきたい。

教育課程の編成に関しては、１年次の「南陵Ｄプラン」と「南陵ラボⅠ」を連動さ

せた３ＥＲの探究活動への取組は、「テーマを決め、調べて、実験して、まとめて発

表する」という、２年次以降の「科学技術人材の育成」であるＳＳＨコースの基礎を

築く活動であり、生徒は「科学的な見方・考え方」を少しずつ定着させている。２年次

ＳＳＨコースでの、科学者必携としての「南陵ラボⅡ」及び「課題研究」、そして、

３年次の「南陵ラボⅢ」での応用実験を行うことで、大学での研究室においてリーダ

ーシップを発揮できる基礎はできたと考える。また、「南陵ゼミⅡ」での、タイ王国

の高校生とのメールでの交流と訪問、「南陵ゼミⅢ」での英語による課題研究発表会

と市内ＡＬＴとの科学交流は、国際的な視野を持たせる基礎としての意義があったと

考える。しかし、２年次ＳＳＨコースでは、課題研究や南陵ラボⅡ・南陵ゼミⅡが開

設されているため、理類型に比べて、物理・生物及び化学が１単位少ない。課題研究

の夏季休業中のまとめ取り等により、進度をできるだけ確保しているが、理科の教師

にとっては負担が大きい点など、教育課程の見直しの必要性も明らかになった。
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１ 学校の概要

（１）学 校 名 青森県立弘前南高等学校
あおもりけんりつひろさきみなみこうとうがっこう

校 長 名 三上隆裕
（２）所 在 地 青森県弘前市大字大開４丁目１－１

電話番号 ０１７２－８８－２２３１
Ｆ Ａ Ｘ ０１７２－８８－２２３２

（３）課程・学科・学年別生徒数、学級数及び教職員数
①課程・学科・学年別生徒数、学級数

課程 学科 第１年次 第２年次 第３年次 全 校

全日制 普通科 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

238 ６ 230 ６ 236 ６ 704 １８
(106) (151) (257)

（ ）は理類型の生徒数

②教職員数

実習 養護 臨時 非常勤 事務 技能
校長 教頭 教諭 ALT 合計

講師 教諭 講師 講師 職員 主事
１ １ ５０ １ ２ ３ ３ １ ４ ２ ６８

２ 研究開発の課題

（１）研究開発課題名
科学教育プロジェクト ～地域に学び社会に貢献する科学技術人材の育成～

（２）研究課題

仮説１（地域の科学資源の活用）
地域の科学資源（エネルギー資源、生態系資源、産業資源＝３ＥＲ）を活か

した探究活動や言語活動を通じて科学的リテラシーを育成することができる。

１年次において、地域のエネルギー資源（再生可能エネルギー、バイオマス発電、
風力発電、水力発電）、地域の生態系資源（世界自然遺産白神山地、岩木山、陸奥湾）、
地域の産業資源（米、りんご、ホタテ、機能性素材）を題材とした探究活動※ を実
施する。各分野の研究者や技術者、大学の先生からその現状についての講義、関連
施設や研究所の訪問、大学院生とのディスカッションなどを通じて、地域理解を深
め、地域の課題を主体的に発見し解決しようとする態度を育てる。また成果発表会
や英文リーフレットを作成することで、表現力や国際的な感覚を身に付ける。

※基礎的な実験技能を身に付け、専門家の講義、実地研修により地域の科学資源の
現状と課題を学び、地域と科学の結び付きについて理解を深める。

仮説２（科学技術人材の育成）
課題研究を主とする研究活動を通して、科学的な思考力、実践力、創造力、発

信力をより高め、国際的な視野を持った科学技術人材を育成することができる。

２年次では理類型にＳＳＨコースを設定し、課題研究と南陵ラボⅡ（科学者必携）
により科学的に探究する能力と態度、研究者としての倫理観、基礎的な実験スキルを
身につける。また、ALT による英語の実験、海外の高校生との科学交流、外国の研究者によ
る講演会の聴講を通して科学英語力を高め、国際的な視野を広げる。

３年次は応用実験を行うとともに、小中学生を招いた科学体験イベントや海外の高
校生と直接交流することで、科学的な創造力、発信力を高め、国際的な視野を持った
将来の科学技術人材の礎を築く。

（３）実践
①１年次 ※対象の記載がないものは全員が対象
【南陵ラボⅠ】（通年）

研究基礎（４～１０月）
３ＥＲをテーマとした探究活動、ポスターによる中間発表、実地研修。

表現基礎（８～１０月）

探究活動の成果発表会に向けた活動と口頭発表。
実験基礎（１１～２月）

６分野（物理・化学・生物・地学・数学・情報）に関する実験・実習。
【科学講演会】（５月）

演題 Muse細胞と再生医療、失敗と成功の秘話
講師 東北大学大学院医学系研究科 教授 出澤真理 氏

【南陵サイエンスセミナーⅠ】（１２月）
次年度ＳＳＨクラス生４０名を対象にした、青森県総合学校教育センターにおけ

る応用実験、試行実験とポスター発表。
【県外科学研修】（３月）

次年度ＳＳＨクラス生４０名を対象にした、東北大学工学部における研究室訪問、
筑波学園都市における科学施設訪問。

【南陵Ｄプラン】（通年）
前半は南陵ラボⅠの研究基礎と連動した３ＥＲに関する探究活動。後半はキャリ

ア教育としての大学研究（東日本の大学について、大学の沿革から特徴、入試科目
に至るまで詳細に調べ冊子にまとめる）。

【南陵ゼミⅠ】（通年）
科学英語基礎

英語の文の種類・文型についての基礎知識（４～５月）
ALTとの Team Teachingによる言語活動（６～７月）
SCIENCE FUSION（HSH)、SCIENCE SAURUS(HSH）講読（８～１０月、２～３月）
英文リーフレット作成（１１～１月）
留学生との交流会（２月）

②２年次 ※対象の記載がないものはＳＳＨクラス生が対象
【理科課題研究・放課後ラボ】（通年）

科学的・論理的なものの見方（科学的思考力）や実験・プレゼンテーションスキ
ル（科学的実践力）を高めるため、課題の設定から実験方法の検討、観察・実験、
結果の分析、考察から口頭発表までの活動。

【南陵ラボⅡ】（通年）
科学倫理や研究を進めるためのスキルを学ぶことで、研究への責任や自覚、科学

に携わる者としての素養を効果的に高める。
【南陵ゼミⅡ】（通年）

科学英語実践Ⅰ（通年）
英語の論文講読、英語による課題研究発表会の聴講、ALTとのTeam Teachingによる

言語活動、英語による科学実験、サイエンスダイアログ。
海外科学交流（８～３月）

タイ王国の高校生との英語メール交流。代表生徒による海外研修と報告会。
【南陵Ｄプラン】

全員を対象とした、１年次の３ＥＲ探究活動を発展させた討論会。

③３年次
【南陵ラボⅢ】（４～９月）

科学的創造力と科学的発信力を高めるため、学校祭で小中学生を対象とした科学実
験を企画実施する南陵科学祭、ＳＳＨで購入した備品等を活用した物理・化学・生物
・地学の応用実験。

【南陵ゼミⅢ】（４～１２月）
英語による科学交流と課題研究発表会（４～６月）

英語での発信力やコミュニケーション能力を身につけるため、２年次にまとめた課
題研究の成果を英語で発表。
科学英語実践Ⅱ（７～１２月）

英語論文の講読、サイエンスダイアログ。
【南陵Ｄプラン】

全員を対象とした、社会科学を含めた課題について科学的視点を持った討論会。

（４）評価
①科学講演会

科学講演会は平成２４年度から、医学（再生医療）、工学（ロボット）、物理（天
文学）の３分野を３年サイクルで実施している。今年度は、本校ＳＳＨ運営指導委員
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１ 学校の概要

（１）学 校 名 青森県立弘前南高等学校
あおもりけんりつひろさきみなみこうとうがっこう

校 長 名 三上隆裕
（２）所 在 地 青森県弘前市大字大開４丁目１－１

電話番号 ０１７２－８８－２２３１
Ｆ Ａ Ｘ ０１７２－８８－２２３２

（３）課程・学科・学年別生徒数、学級数及び教職員数
①課程・学科・学年別生徒数、学級数

課程 学科 第１年次 第２年次 第３年次 全 校

全日制 普通科 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数 生徒数 学級数

238 ６ 230 ６ 236 ６ 704 １８
(106) (151) (257)

（ ）は理類型の生徒数

②教職員数

実習 養護 臨時 非常勤 事務 技能
校長 教頭 教諭 ALT 合計

講師 教諭 講師 講師 職員 主事
１ １ ５０ １ ２ ３ ３ １ ４ ２ ６８

２ 研究開発の課題

（１）研究開発課題名
科学教育プロジェクト ～地域に学び社会に貢献する科学技術人材の育成～

（２）研究課題

仮説１（地域の科学資源の活用）
地域の科学資源（エネルギー資源、生態系資源、産業資源＝３ＥＲ）を活か

した探究活動や言語活動を通じて科学的リテラシーを育成することができる。

１年次において、地域のエネルギー資源（再生可能エネルギー、バイオマス発電、
風力発電、水力発電）、地域の生態系資源（世界自然遺産白神山地、岩木山、陸奥湾）、
地域の産業資源（米、りんご、ホタテ、機能性素材）を題材とした探究活動※ を実
施する。各分野の研究者や技術者、大学の先生からその現状についての講義、関連
施設や研究所の訪問、大学院生とのディスカッションなどを通じて、地域理解を深
め、地域の課題を主体的に発見し解決しようとする態度を育てる。また成果発表会
や英文リーフレットを作成することで、表現力や国際的な感覚を身に付ける。

※基礎的な実験技能を身に付け、専門家の講義、実地研修により地域の科学資源の
現状と課題を学び、地域と科学の結び付きについて理解を深める。

仮説２（科学技術人材の育成）
課題研究を主とする研究活動を通して、科学的な思考力、実践力、創造力、発

信力をより高め、国際的な視野を持った科学技術人材を育成することができる。

２年次では理類型にＳＳＨコースを設定し、課題研究と南陵ラボⅡ（科学者必携）
により科学的に探究する能力と態度、研究者としての倫理観、基礎的な実験スキルを
身につける。また、ALT による英語の実験、海外の高校生との科学交流、外国の研究者によ
る講演会の聴講を通して科学英語力を高め、国際的な視野を広げる。

３年次は応用実験を行うとともに、小中学生を招いた科学体験イベントや海外の高
校生と直接交流することで、科学的な創造力、発信力を高め、国際的な視野を持った
将来の科学技術人材の礎を築く。

（３）実践
①１年次 ※対象の記載がないものは全員が対象
【南陵ラボⅠ】（通年）

研究基礎（４～１０月）
３ＥＲをテーマとした探究活動、ポスターによる中間発表、実地研修。

表現基礎（８～１０月）

探究活動の成果発表会に向けた活動と口頭発表。
実験基礎（１１～２月）

６分野（物理・化学・生物・地学・数学・情報）に関する実験・実習。
【科学講演会】（５月）

演題 Muse細胞と再生医療、失敗と成功の秘話
講師 東北大学大学院医学系研究科 教授 出澤真理 氏

【南陵サイエンスセミナーⅠ】（１２月）
次年度ＳＳＨクラス生４０名を対象にした、青森県総合学校教育センターにおけ

る応用実験、試行実験とポスター発表。
【県外科学研修】（３月）

次年度ＳＳＨクラス生４０名を対象にした、東北大学工学部における研究室訪問、
筑波学園都市における科学施設訪問。

【南陵Ｄプラン】（通年）
前半は南陵ラボⅠの研究基礎と連動した３ＥＲに関する探究活動。後半はキャリ

ア教育としての大学研究（東日本の大学について、大学の沿革から特徴、入試科目
に至るまで詳細に調べ冊子にまとめる）。

【南陵ゼミⅠ】（通年）
科学英語基礎

英語の文の種類・文型についての基礎知識（４～５月）
ALTとの Team Teachingによる言語活動（６～７月）
SCIENCE FUSION（HSH)、SCIENCE SAURUS(HSH）講読（８～１０月、２～３月）
英文リーフレット作成（１１～１月）
留学生との交流会（２月）

②２年次 ※対象の記載がないものはＳＳＨクラス生が対象
【理科課題研究・放課後ラボ】（通年）

科学的・論理的なものの見方（科学的思考力）や実験・プレゼンテーションスキ
ル（科学的実践力）を高めるため、課題の設定から実験方法の検討、観察・実験、
結果の分析、考察から口頭発表までの活動。

【南陵ラボⅡ】（通年）
科学倫理や研究を進めるためのスキルを学ぶことで、研究への責任や自覚、科学

に携わる者としての素養を効果的に高める。
【南陵ゼミⅡ】（通年）

科学英語実践Ⅰ（通年）
英語の論文講読、英語による課題研究発表会の聴講、ALTとのTeam Teachingによる

言語活動、英語による科学実験、サイエンスダイアログ。
海外科学交流（８～３月）

タイ王国の高校生との英語メール交流。代表生徒による海外研修と報告会。
【南陵Ｄプラン】

全員を対象とした、１年次の３ＥＲ探究活動を発展させた討論会。

③３年次
【南陵ラボⅢ】（４～９月）

科学的創造力と科学的発信力を高めるため、学校祭で小中学生を対象とした科学実
験を企画実施する南陵科学祭、ＳＳＨで購入した備品等を活用した物理・化学・生物
・地学の応用実験。

【南陵ゼミⅢ】（４～１２月）
英語による科学交流と課題研究発表会（４～６月）

英語での発信力やコミュニケーション能力を身につけるため、２年次にまとめた課
題研究の成果を英語で発表。
科学英語実践Ⅱ（７～１２月）

英語論文の講読、サイエンスダイアログ。
【南陵Ｄプラン】

全員を対象とした、社会科学を含めた課題について科学的視点を持った討論会。

（４）評価
①科学講演会

科学講演会は平成２４年度から、医学（再生医療）、工学（ロボット）、物理（天
文学）の３分野を３年サイクルで実施している。今年度は、本校ＳＳＨ運営指導委員
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であり、幹細胞微生物学の第一人者の出澤真理先生に、Ｍｕｓｅ細胞の発見までの道
のりや再生医療に関する最新の研究成果を解説いただいた。ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞は
身近になりつつあり、再生医療は無限の可能性を秘め話題性に富んだ内容であること
から、生徒は高い興味・関心を示した。専門性の高い内容が含まれていたにも関わら
ず、Ｍｕｓｅ細胞発見のエピソードや諦めずに学び続けることの大切さなどの話もあ
り、生徒の理解度は高い結果となった。講演後に２年次ＳＳＨクラス生を対象に、講
演内容をさらに深めるとともに、研究者としての心得や問題解決に向けた方法などを
直接お話しいただくことで科学に対する視野を広げた。

②１年次探究活動
３名の外部講師による３ＥＲ講演会では、地域の科学資源の紹介とその現状を、

研究者の立場から紹介していただいた。また、弘前大学の３名の大学院生が３ＥＲ
に関連する具体的な研究内容を紹介し、ポスター作成について助言することで、生
徒の活動を加速させることができた。青森県の自然や産業に対する理解が深まり、
その後の活動への意欲を高めることができた。

探究活動は前年度同様、１班４名、全６０班でスタートした。今年度は、講演会
「探究活動の進め方」の代わりに、班活動として、３ＥＲに関する資料を読み、ま
とめ、その内容を発表する活動を行い、３ＥＲを具体的にイメージさせ、主体的に
取り組む姿勢を育成した。「探究活動記録ノート」は内容を改訂し、生徒に活動状況
を記録させ、担当教員がチェックする体制を強化した。また、テーマはすべての生
徒の興味・関心に基づくものは設定できなかったが、実地研修先の研究内容や前年
度の生徒の研究内容を踏まえたものとした。今年度は各班の活動状況が共有できる
よう、実験班を廃止したが、教員が全ての班に目が行き届くよう配慮するとともに、
テーマに関する文献探しや調査活動を重視した詳細な調べ学習をベースとした探究
活動を進めた。

７月の学校祭ではポスターによる成果発表会を行った。準備期間は十分であった
がポスターの出来は、前年度に比べて精彩を欠くものが見られた。探究活動のまと
めとして、研究テーマに関連する企業、研究所、事業所において実地研修を行った。
今年度は、生徒の研究テーマにこだわらず、研究所で取り組んでいる事業や研究に
関する実験を設定したことで、受入れ先の負担軽減と３ＥＲの新たなテーマの発見
につながった。研究成果はクラス内発表会や全体発表会で学年全体で共有した。

③２年次課題研究・科学者必携
弘前大学の研究室と連携し、４～５月でテーマを設定、７月の研究室訪問のあと、

夏季休業中の３日間は実験やフィールドワークに取り組み、１１月の弘前大学での２
回目の打ち合わせを経て、１２月の青森県高等学校理数系課題研究発表会及びＳＳＨ
課題研究発表会で研究成果を発表した。その後は、１月の弘前市内の理科研究会やＳ
ＳＨ東北大会、２月の県内各高校による課題研究発表会に向けたポスターを作成する
とともに、レポートを作成、口頭発表資料を修正することで、研究内容を整理した。

科学者必携では、課題研究の導入講座として「課題研究の進め方」を新たに設定し、
課題研究をスムーズにスタートする環境を整えた。また、前年度同様、「大学院生の
研究聴講」「科学倫理」「データ分析」「プレゼンテーション技法」「ポスターの書き
方」の講座を実施することで、課題研究に必要な知識や技能を身に付けさせた。

④自己評価と生徒の変容
すべての講座や実習は、事前指導（プリントによる概要提示を含む）を行うこと

で、学習活動対する目的意識を持たせた。また、現状を把握するために、①興味・
関心、②知識・理解、③思考・判断・表現の３項目からなる「事前評価」を行った。
これを同様の項目からなる「事後評価」と比較することで、生徒の変容や講座や実
習の妥当性を検証した。ほぼすべての講座や実習で「事後評価」のポイントが上昇
している。特にＳＳＨ実地研修や英語による課題研究発表会においては、①興味・
関心、②知識・理解の項目での事後評価の伸びが大きく、体験を伴う講座の重要性
が確認できた。また、学年が上がるにつれ、②知識・理解、③思考・判断・表現の
項目の上昇が見られることから、探究活動や課題研究により、自発性や積極性も培
かわれたといえる。

３ 研究開発の経緯
科 本校独自の「科学教育充実計画」のプログラム
外 外部団体主催の科学事業

参加者数
期 日 実施項目

１ ２ 2S ３ 3S 合計

4/12木 ３ＥＲガイダンス 全

4/26木 ３ＥＲ講演会 全

5/24木 科学講演会 全 全 40 全 40

6/ 7木 英語による課題研究発表会① 40

6/14木 英語による課題研究発表会② 40 40

6/14木 弘前大学院生による研究紹介 全

7/ 8日 ３ＥＲポスター発表［中間発表会] 全

7/15日 生物学オリンピック 4 4 12 15 35

7/21土 科海洋生物学実習（青森市） 8 6 １ １ 16
～22日

7/24火 ３ＥＲ実地研修（青森県内１８事業所） 全

8/ 6月 科白神エクスカーション （西目屋村・フィールド） 25

8/ 7火 ＳＳＨ全国大会 生徒活動研究発表会（神戸市） 2 3 5
～ 9木

8/28火 講演会「青森県における食と健康について」 全

10/15月 科南陵サイエンスセミナーⅡ(青森工業総合研究所) 7 3 10

10/30火 ３ＥＲ校内発表会 全

11/11日 科学の甲子園青森県予選（県総合学校教育センター） 8 6 14

11/21水 サイエンスダイアログ 39 38 77

12/ 8土 理数系課題研究発表会（弘前大学）10班発表 39 38 77

12/ 8土 外女子高生工学系キャリアサポート（弘前大学理工学部） 8
～ 9日

12/10月 南陵サイエンスセミナーⅠ（県総合学校教育センター） 39
～11火

12/13木 科南陵サイエンスセミナーⅣ (弘前工業研究所） 15 9 24

12/14金 課題研究発表会 全 全 39

12/16日 地学オリンピック 24

12/17月 ＳＳＨタイ王国海外研修 3
～20木

1/ 7月 放射線セミナー 40

1/12土 自然環境学習会・話題提供（弘前市観光館） 9

1/24木 サイエンスコミュニティ研究発表会（仙台市） 4
～25金 １班発表、２班ポスター

2/ 2土 深い学び合同発表会（県総合学校教育センター） 40 20 60
１班発表・５班ポスター

2/ 7木 ３ＥＲ留学生との交流会 全

3/14木 県外科学研修（東北大学、筑波学園都市） 40
～16土

(合計)は学年がまたがる場合の総数
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３ 研究開発の経緯
科 本校独自の「科学教育充実計画」のプログラム
外 外部団体主催の科学事業

参加者数
期 日 実施項目

１ ２ 2S ３ 3S 合計

4/12木 ３ＥＲガイダンス 全

4/26木 ３ＥＲ講演会 全

5/24木 科学講演会 全 全 40 全 40

6/ 7木 英語による課題研究発表会① 40

6/14木 英語による課題研究発表会② 40 40

6/14木 弘前大学院生による研究紹介 全

7/ 8日 ３ＥＲポスター発表［中間発表会] 全

7/15日 生物学オリンピック 4 4 12 15 35

7/21土 科海洋生物学実習（青森市） 8 6 １ １ 16
～22日

7/24火 ３ＥＲ実地研修（青森県内１８事業所） 全

8/ 6月 科白神エクスカーション （西目屋村・フィールド） 25

8/ 7火 ＳＳＨ全国大会 生徒活動研究発表会（神戸市） 2 3 5
～ 9木

8/28火 講演会「青森県における食と健康について」 全

10/15月 科南陵サイエンスセミナーⅡ(青森工業総合研究所) 7 3 10

10/30火 ３ＥＲ校内発表会 全

11/11日 科学の甲子園青森県予選（県総合学校教育センター） 8 6 14

11/21水 サイエンスダイアログ 39 38 77

12/ 8土 理数系課題研究発表会（弘前大学）10班発表 39 38 77

12/ 8土 外女子高生工学系キャリアサポート（弘前大学理工学部） 8
～ 9日

12/10月 南陵サイエンスセミナーⅠ（県総合学校教育センター） 39
～11火

12/13木 科南陵サイエンスセミナーⅣ (弘前工業研究所） 15 9 24

12/14金 課題研究発表会 全 全 39

12/16日 地学オリンピック 24

12/17月 ＳＳＨタイ王国海外研修 3
～20木

1/ 7月 放射線セミナー 40

1/12土 自然環境学習会・話題提供（弘前市観光館） 9

1/24木 サイエンスコミュニティ研究発表会（仙台市） 4
～25金 １班発表、２班ポスター

2/ 2土 深い学び合同発表会（県総合学校教育センター） 40 20 60
１班発表・５班ポスター

2/ 7木 ３ＥＲ留学生との交流会 全

3/14木 県外科学研修（東北大学、筑波学園都市） 40
～16土

(合計)は学年がまたがる場合の総数
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４ 研究開発の内容

（１）単 位 数 １単位 （「家庭基礎」の代替）

（２）対 象 １年次生全員

（３）年間計画

（４）評価方法 下記の７項目について評価を行う。ポスター、プレゼンテーションは生徒の相互評価

と同じ「評価表」を用いた。ノート類は複数の教員の合議による。

評価項目 実施日 評価の観点 評価材料

月
課題の設定

目的～研究方法の妥当性
話し合いシート

月 調査研究の進捗 テーマシート（研究記録・進捗状況）

月 表現力（図やグラフ）
ポスター発表 相互評価

担当者による観点別評価

月 知識・理解 ３ＥＲ実地研修、実地研修レポート

月 ３ＥＲの知識・理解 班ノート点検、食と健康レポート

月 表現力（発表力）
プレゼンテーション 相互評価

担当者による観点別評価（代表班選出）

随時 知識・理解、生徒の変容 探究活動記録ノート点検

月～ 月

月
思考力

実験基礎

実験基礎確認テスト

随時

月、 月
生徒の変容

各講座における事前・事後評価、

南陵ラボ・ゼミⅠに関するルーブリック

随時 知識・理解 ポートフォリオ

 
 
 
○南陵ラボ・ゼミⅠに関するルーブリック 
 
１ 仮説 

質問項目 17 個を春と冬の計 2 回実施することで、３ＥＲ探究活動の１年間の実施状況と生徒の変

容を捉え、今後の３ER 探究活動を進める上で必要な観点を見つける。 
 
２ 内容・方法 

4 月と 1 月に同じ質問項目に対するルーブリックを実施した。 

実施時期 内 容

４月 ３ＥＲ講演会

６月 弘前大学院生による研究紹介

７月 ３ＥＲポスター発表、３ＥＲ実地研修

１０月 ３ＥＲ校内発表会

１１月～２月 実験基礎

３月 実験基礎確認テスト

評価項目 １ ３ＥＲに対する理解

２ ３ＥＲから課題設定ができたか

３ 探究活動への取組状況

４ 探究活動に科学的な根拠があるか

５ レポート、ポスター、プレゼンテーションのでき

６ 思考力の高まりが見られたか

７ 生徒の変容

Ａ 南陵ラボⅠ（学校設定科目）
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３ 結果・検証

４月と１月の比較で、「非常に高い」「高い」の評価が大きく上がったのは、質問４の探究活動（技

能）が ％→ ％、質問５の探究活動（思考･判断･表現）が ％→ ％であった。４月からの班活

動を通して、調べ方やまとめ方、それを表現する方法をポスター、プレゼンテーション、英文リーフ

レット等から学んだということがわかる。

４月と１月の比較で、評価が下がった項目は、質問１の３ＥＲへの理解（興味・関心）が ％→ ％、

質問 が ％→ ％、質問 が ％→ ％である。活動前の興味・関心、期待度が高かった分、

実際にやってみたところ、調べたりまとめたり、作業することが大変であったり、時間がかかったと

いう経験が１月の評価を下げた原因だと考えられる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問項目（回答：A 非常に高い、B 高い、C 普通、D 低い） 
１ への理解 興味・関心 情報活用・コミュニケーション 興味・関心

２ への理解 知識・理解 情報活用・コミュニケーション 技能

３ 探究活動 興味・関心 情報活用・コミュニケーション 知識・理解

４ 探究活動 技能 情報活用・コミュニケーション 思考・判断・表現

５ 探究活動 思考・判断・表現） 英語コミュニケーション 興味・関心

６ レポート・プレゼン 興味・関心 英語コミュニケーション 技能

７ レポート・プレゼン 技能 英語コミュニケーション 知識・理解）

８ レポート・プレゼン 知識・理解 英語コミュニケーション 思考・判断・表現）

９ レポート・プレゼン 思考・判断・表現

４ 研究開発の内容

（１）単 位 数 １単位 （「家庭基礎」の代替）

（２）対 象 １年次生全員

（３）年間計画

（４）評価方法 下記の７項目について評価を行う。ポスター、プレゼンテーションは生徒の相互評価

と同じ「評価表」を用いた。ノート類は複数の教員の合議による。

評価項目 実施日 評価の観点 評価材料

月
課題の設定

目的～研究方法の妥当性
話し合いシート

月 調査研究の進捗 テーマシート（研究記録・進捗状況）

月 表現力（図やグラフ）
ポスター発表 相互評価

担当者による観点別評価

月 知識・理解 ３ＥＲ実地研修、実地研修レポート

月 ３ＥＲの知識・理解 班ノート点検、食と健康レポート

月 表現力（発表力）
プレゼンテーション 相互評価

担当者による観点別評価（代表班選出）

随時 知識・理解、生徒の変容 探究活動記録ノート点検

月～ 月

月
思考力

実験基礎

実験基礎確認テスト

随時

月、 月
生徒の変容

各講座における事前・事後評価、

南陵ラボ・ゼミⅠに関するルーブリック

随時 知識・理解 ポートフォリオ

 
 
 
○南陵ラボ・ゼミⅠに関するルーブリック 
 
１ 仮説 

質問項目 17 個を春と冬の計 2 回実施することで、３ＥＲ探究活動の１年間の実施状況と生徒の変

容を捉え、今後の３ER 探究活動を進める上で必要な観点を見つける。 
 
２ 内容・方法 

4 月と 1 月に同じ質問項目に対するルーブリックを実施した。 

実施時期 内 容

４月 ３ＥＲ講演会

６月 弘前大学院生による研究紹介

７月 ３ＥＲポスター発表、３ＥＲ実地研修

１０月 ３ＥＲ校内発表会

１１月～２月 実験基礎

３月 実験基礎確認テスト

評価項目 １ ３ＥＲに対する理解

２ ３ＥＲから課題設定ができたか

３ 探究活動への取組状況

４ 探究活動に科学的な根拠があるか

５ レポート、ポスター、プレゼンテーションのでき

６ 思考力の高まりが見られたか

７ 生徒の変容

Ａ 南陵ラボⅠ（学校設定科目）



― 16 ―

ａ ３ＥＲについて①②③④ ２０１８．４．１７（火）～４．２４ 火

 
１ 仮説 

３ＥＲに関する資料を読ませることで、読む、まとめる力をつけさせる。また代表者が発表し、質

疑応答することで表現する力が高められる。 
 

２ 内容・方法 
３ＥＲについて① ３ＥＲに関する資料の配付、読み取り 
３ＥＲについて②③ 600 字原稿用紙へのまとめ 
３ＥＲについて④ 代表者による発表と質疑応答 

 
３ 結果・検証 

３ＥＲの「エネルギー、生態系、産業」の各分野に関する資料を準備した。次に要旨を原稿用紙に

まとめ、それを担当者が添削し、最後に代表者が発表した。この時期は、まだ３ＥＲとは何なのか、

これから行う探究活動とはどういうことをしていくのかもはっきりしないこともあり、自分たちで調

べて読んでまとめる、そして発表するという一連の流れと、表現力をつける練習と位置づけた。昨年

にはない試みのため、多少の不安はあったが、担当者の協力もあり、添削作業もスムーズに行えた。 
これから探究活動を進めていく上で、いろいろな形で表現する機会があるので、調べてまとめて表

現するという力をつけるよい機会となった。 
 
 

ｂ ３ＥＲ講演会 ２０１８．４．２６（木）

 
１ 仮説 

各分野の専門家から現在の青森県の現状と課題を講演いただくことで、３ＥＲの現状を知り、今後

の研究の方向性や進め方を考えることができる。 
 

２ 内容・方法 
講演１「エネルギー資源分野」 講師 ２１あおもり産業総合支援センター 岡部 敏弘氏 
講演２「生態系分野」 講師 白神山地ビジターセンター 相馬 光春氏 
講演３「産業資源分野」 講師 青森県産業技術センター工業総合研究所 奈良岡哲志氏 
 

３ 結果・検証 
探究活動における課題設定の足がかりが得られるように、３ＥＲに関連する３名を招いて講演会を

行った。エネルギー資源分野では、持続可能な社会の構築を目指す例として青森県の風力発電、太陽

光発電、バイオマス発電の現状と問題点を示した。生態系分野では白神の自然や動植物の多様性につ

いてお話いただいた。産業資源分野では、青森県の１００を超える工業・農業等製品の中からいくつ

か取り上げ、その特徴と商品開発までの過程を示すとともに、産業技術センターの研究と役割をお話

いただいた。３例とも地域に関連した具体的な話だったことから、生徒達からも質問が出て、これか

らの研究テーマの素材が数多く提供された。 
３分野で事前評価と事後評価を比較すると、質問１の「すでに調べたことがある（調べたい）・興

味・関心を持っている（持った）」はエネルギーが 41％→88％、産業が 38％→89％、生態系が 55％
→92％と、講演後に興味・関心が非常に高まった。質問５の「講演を通じて具体的な取り組み方を考

えることができた」については、エネルギーが 72％、産業が 70％、生態系が 78％であり、今後の班

活動の取組に向けて、意義のある講演会となった。 
 
 

質問項目 
１ 各分野への興味・関心 
２ 各分野への意欲（積極的な取り組み） 
３ 各分野の知識・理解（説明できる） 
４ 各分野の知識・理解（例を３つ以上知っている） 
５ 各分野での研究方法を考えられる 

 
（回答：A 非常に高い、B 高い、C 普通、D 低い） 
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ａ ３ＥＲについて①②③④ ２０１８．４．１７（火）～４．２４ 火

 
１ 仮説 

３ＥＲに関する資料を読ませることで、読む、まとめる力をつけさせる。また代表者が発表し、質

疑応答することで表現する力が高められる。 
 

２ 内容・方法 
３ＥＲについて① ３ＥＲに関する資料の配付、読み取り 
３ＥＲについて②③ 600 字原稿用紙へのまとめ 
３ＥＲについて④ 代表者による発表と質疑応答 

 
３ 結果・検証 

３ＥＲの「エネルギー、生態系、産業」の各分野に関する資料を準備した。次に要旨を原稿用紙に

まとめ、それを担当者が添削し、最後に代表者が発表した。この時期は、まだ３ＥＲとは何なのか、

これから行う探究活動とはどういうことをしていくのかもはっきりしないこともあり、自分たちで調

べて読んでまとめる、そして発表するという一連の流れと、表現力をつける練習と位置づけた。昨年

にはない試みのため、多少の不安はあったが、担当者の協力もあり、添削作業もスムーズに行えた。 
これから探究活動を進めていく上で、いろいろな形で表現する機会があるので、調べてまとめて表

現するという力をつけるよい機会となった。 
 
 

ｂ ３ＥＲ講演会 ２０１８．４．２６（木）

 
１ 仮説 

各分野の専門家から現在の青森県の現状と課題を講演いただくことで、３ＥＲの現状を知り、今後

の研究の方向性や進め方を考えることができる。 
 

２ 内容・方法 
講演１「エネルギー資源分野」 講師 ２１あおもり産業総合支援センター 岡部 敏弘氏 
講演２「生態系分野」 講師 白神山地ビジターセンター 相馬 光春氏 
講演３「産業資源分野」 講師 青森県産業技術センター工業総合研究所 奈良岡哲志氏 
 

３ 結果・検証 
探究活動における課題設定の足がかりが得られるように、３ＥＲに関連する３名を招いて講演会を

行った。エネルギー資源分野では、持続可能な社会の構築を目指す例として青森県の風力発電、太陽

光発電、バイオマス発電の現状と問題点を示した。生態系分野では白神の自然や動植物の多様性につ

いてお話いただいた。産業資源分野では、青森県の１００を超える工業・農業等製品の中からいくつ

か取り上げ、その特徴と商品開発までの過程を示すとともに、産業技術センターの研究と役割をお話

いただいた。３例とも地域に関連した具体的な話だったことから、生徒達からも質問が出て、これか

らの研究テーマの素材が数多く提供された。 
３分野で事前評価と事後評価を比較すると、質問１の「すでに調べたことがある（調べたい）・興

味・関心を持っている（持った）」はエネルギーが 41％→88％、産業が 38％→89％、生態系が 55％
→92％と、講演後に興味・関心が非常に高まった。質問５の「講演を通じて具体的な取り組み方を考

えることができた」については、エネルギーが 72％、産業が 70％、生態系が 78％であり、今後の班

活動の取組に向けて、意義のある講演会となった。 
 
 

質問項目 
１ 各分野への興味・関心 
２ 各分野への意欲（積極的な取り組み） 
３ 各分野の知識・理解（説明できる） 
４ 各分野の知識・理解（例を３つ以上知っている） 
５ 各分野での研究方法を考えられる 

 
（回答：A 非常に高い、B 高い、C 普通、D 低い） 

 
 
ｃ 弘前大学院生による研究紹介 ２０１８．６．１４（木）

 
１ 仮説 

大学院生の研究発表を聴講し、研究の手法やプロセス、発表方法や内容を学ぶとともに、ポスター 
作成の指導を受けることで、研究の質を高めることができる。 

 
２ 内容・方法 

前半は、弘前大学大学院の学生による研究発表、後半はポスター作成への指導を行った。 
 

３ 結果・検証 
事前・事後評価の変化は、質問１の「講演が楽しみ（興味を持った）」が 67％→94％、質問２の「詳

しく学びたいと思う（学びたいと思った）」が 62％→87％と実施前から興味・関心が極めて高い。ま

た、質問３の「研究内容を理解している（理解した）」が 15％→86％、質問４の「研究のまとめ方・

発表の仕方を理解している（理解した）」が 23％→79％と知識・理解の項目も大きく数値が伸びてお

り、大学院生による講義や指導は生徒の期待も

大きく、彼らの言葉やメッセージは生徒に大き

く響いた。質疑応答でも積極的な発言が多く、

学習効果も高かった。 
 

 
 
 

ｄ ポスター発表 ２０１８．７．８（日）

 
１ 仮説 

探究活動のまとめとして、ポスター発表を行うことで表現力を高め、後のプレゼンテーションの 
足がかりにするとともに、コミュニケーション力が高まる。 

 
２ 内容・方法 

全６０班がポスターを作成し、午前と午後の２回に分けてポスター発表を行った。学校祭期間中に 

質問項目 
１ 大学院生の研究内容に対する興味・関心 
２ 大学院生の講演会聴講に対する意識 
３ 大学院生の研究内容に対する理解 
４ 研究活動の進め方に対する理解 
５ 講演内容に対する表現力（事後評価のみ） 

 
（回答：A 非常に高い、B 高い、C 普通、D 低い） 
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実施することで、一般の方にも研究成果を見ていただき、生徒の相互評価と本校教員による評価を行

った。 
 

３ 結果・検証 
ポスター発表をするために、事前にリハーサルを行った。発表班と聴講班を相互に入れ替えること

で、当日は円滑な進行ができた。互いに発表し合うことで良い点、改善点を工夫しながら発表してい

た。フリップを用いたり、質問形式で発表したりするなど、表現力をつける良い機会となった。生徒

相互評価と教員評価で大きな違いはなかったが、生徒相互評価が高い班は、「ポスターの出来」や「発

表技術」が高く、教員評価では、「発表技術」や「研究の質」が重視され、低めの評価となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｅ ３ＥＲ実地研修 ２０１８．７．２４（火）

 
１ 仮説 

探究活動において事業所を訪ね、見学、講義、テーマに関する観察や実験を行うことで、３ＥＲや

事業所への理解が深まる。 

質問項目（回答：A 非常に高い、B 高い、C 普通、D 低い） 
「ポスターの出来」 
① 文字・図・表の見やすさや配置 
② 要点の分かりやすさ 
③ 文章表現の分かりやすさ 

「発表技術」 
④ 説明の分かりやすさ 
⑤ 声の大きさや話す態度 
⑥ 説明時間の適切さ 
⑦ 質問への応答の的確さ 

「研究の質」 
⑧ 研究のテーマの情報収集 
⑨ 実験など班独自の取組 
⑩ 考察・結果の論理性 
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２ 内容・方法

各班のテーマに関連する１８の施設・事業所・企業を訪問し、実験、演習、講義、施設見学を行っ

た。各コースでは、生徒の研究内容に即した講座・実験を設定していただいた。 
 

No 研修場所 研修内容 
①A 【産技】工業総合研究所（青森） スターリングエンジン、シクロデキストリンに関する実験 

①B 青森地方気象台（青森） 
県立郷土館（青森） 

青森県の気象、気象業務について 
青森県の古生物について 

②A 【産技】弘前地域研究所（弘前） 地域資源を活用した食品や美容製品、バイオテクノロジー

技術などに関わる内容 

②B ゼネレールホームサービス株式会社（弘前） 
津軽バイオマスエナジー（平川） 

再生可能エネルギー、地熱発電などの技術の実用化について 
平川発電所・木質チップ製造施設の見学 

②Ｃ 久渡寺ビジターセンター（弘前） 久渡寺子どもの森フィールドワーク 

③Ａ 【産技】農林総合研究所（黒石） 研究紹介、実験講座（人工交配、食味体験、「青天の霹靂」

登熟歩合調査） 
③B 【産技】りんご研究所（黒石） 果樹の品種開発、栽培技術や病害虫防除などに関わる内容 

④A 【産技】水産総合研究所（平内）、 
浅虫水族館（浅虫） 

研究内容紹介、青森県のホタテ貝養殖システム、磯環境と

資源、青森県の海産資源管理について 

⑤A ササキコーポレーション（十和田）、 
八戸工業大学（八戸） 

木質バイオマス（チップ、ペレット、薪等） 
ハイブリッドエンジン 

⑤Ｂ 【産技】野菜研究所（六戸） ナガイモ、ニンニクの高品質生産技術、青森ブランド野菜

や優良品種の開発や種苗増殖 

⑥Ａ 白神山地ビジターセンター（西目屋） 
津軽ダム、（西目屋） 

白神山地の生態系について 
津軽ダムの特徴としくみ 

⑥Ｂ 白神自然観察園（西目屋） 白神山地と生態系に関する内容、講義とフィールドワーク 

⑦AB 六ヶ所エネルギーパーク（六ヶ所） 原燃に関する講義、施設見学、六ヶ所エネルギーパークに

ついての解説 
 
３ 結果・検証 

３ＥＲ実地研修は、探究活動のまとめに位置づけ、体験を通じて３ＥＲや地域理解を深めることに

主眼を置いている。今回は訪問先の見学や取組を丁寧に説明いただくことで、地域での役割やそれぞ

れの技術の高さに直接触れることができた。生徒の自己評価では、地域への興味・関心に加え、３Ｅ

Ｒへの理解度も高まることから、外部との連携による学習効果は高いことがわかった。県内各地の企

業、研究施設、大学等の幅広い分野の協力のもとで直接得た経験は、今後のプレゼンテーション発表

にも役立つ良い経験となった。 
 
 

 
 
 
 
 

質問項目（回答：A 非常に高い、B 高い、C 普通、D 低い） 
１ 興味・関心（研修内容に興味・関心を持って積極的に取り組んだ） 
２ 知識・理解［施設］（研修内容を理解し説明できた） 
３ 知識・理解［テーマ］（研究テーマについて知識が増え理解が深まった） 
４ 気づき発見（講義や見学で新たに 5 個以上の気づきがあった） 
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ｆ 青森県における食と健康について ２０１８．８．２８（火）

 
１ 仮説 

地域食材や青森県民の健康及び食生活の現状について理解を深めることで、短命県返上に向けて私

達がどのように取り組むべきかを考えることができる。 
 

２ 内容・方法 
講演 「食」と「病気」とのかかわり ～栄養学の役割とチャレンジ～ 

青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 佐藤 伸 氏 

３ 結果・検証

青森県立保健大学の教授から、「食」と「健康」についての講義をいただいた。事前に資料

を配付できたので、読んでおくことができ、当日はスライドを使った分かりやすい講演だった。

食品の効果を検証するために、比較実験を行ったり、実験結果からわかる事実を考えたり見極

めたりする力は、今後の探究活動を行う上でも役立つ力となった。

ｇ ３ＥＲ校内発表会 ２０１８．１０．３０（火）

 
１ 仮説 

全体発表会を実施することで、これまで学習してきたソフトウェアの活用やプレゼンテーション技

術が実践されるとともに、研究成果を１年次生全体で共有できる。 
 

２ 内容・方法 
クラス内発表会 １０班によるプレゼンテーションを行い、代表班を決める。 
校内発表会 各クラスの代表６班によるプレゼンテーションを実施した。 

 
 研究テーマ  研究テーマ 

11HR 6 班 弘前の伝統工芸のこれから 14HR 8 班 清水森ナンバ 
12HR 1 班 久渡寺山の生態系を守る。 15HR 1 班 知ってほしい青森県産野菜の魅力 
13HR 3 班 身近な燃料電池と可能性 16HR 6 班 これがりんご。 

 
３ 結果・検証 

教科「情報」とタイアップし、プレゼンテーションの基本技術や活用法を学習した後、３ＥＲのク

ラス内発表会を実施した。各クラスから代表班を１班選出し、全体発表会を行った。代表になった班

は、直前まで発表スライドを手直しし、工夫していた。校内発表会では実験データを表やグラフで示

したり、実地研修の成果をスライドに加えたり、班のアイディアを提案するところもあり、表現力や

プレゼンテーション力が向上していた。発表準備の時間が少なく、原稿を読み上げて発表する班も多

かったので、質問５の評価が全体的に低かったが、生徒からの質問も多く、活発なやりとりが見られ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

質問項目  
スライド

１ 文字の大きさや色合いなど、スライドは見やすかったか

２ 用いている画像やイラストは効果的であったか

発表

３ 話し方のスピードや間など、説明は聞きやすかったか

４ 声の大きさや言葉の明瞭さは適切であったか

５ 聴いている人の方を見て、説明していたか

研究

６ 目的・仮説に対する研究方法・情報収集は適切であったか

７ 用いている情報・データは確かなものか

８ 根拠があり、論理的な考察を行っているか
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ｈ 実験基礎 ２０１８．１１．６（火）～２０１９．２．２６（火）

 
１ 仮説 

実験器具の基本操作、データ処理やレポートの作成に必要な内容を学習することで、観察・実験の

基礎が身に付き、研究に取り組む姿勢や技能が育成される。 
 

２ 内容・方法 
「実験ノート」を利用し、各科目 2 時間を配当した。 

 
科目 内 容 
物理 物体の落下・重力加速度の測定 
化学 化学反応の量的関係 
生物 スケール感覚を身につけよう「ミクロメーター」 
地学 地震のメカニズムと震源決定 
数学 有効数字・誤差・データの整理 
情報 情報の分析「表計算ソフトの利用」 

 
３ 結果・検証 

実験・観察の方法や数値の処理は、科学的リテラシーの根本である。6 分野にわたる実習は、生徒

の期待も大きく、毎回真剣に取り組んでいた。まとめとして、3 月に「思考力判断テスト」を実施し、

4 ヶ月の取り組みに対して各科目４問程度を出題してテストを行っている。 
 
 
ｉ 南陵Ｄプラン（１年次） 通年

 
前半は、南陵ラボⅠの研究基礎と連動した３ＥＲに関する探究活動（研究、ポスター作成、プレゼ

ンテーション作成）、後半の５時間はキャリア教育としての大学研究（東日本の大学について、大学

の沿革から特徴、入試科目に至るまで詳細に調べ、それを冊子にまとめる。 
大学研究では、各大学の学校案内や要項のほか、タブレットを利用した調べ学習により必要な情報

を収集させた。様式はグラフ欄や項目をある程度指定したが、それぞれの班でより分かりやすい資料

になるよう工夫していた。 
 
 
 
 
 
 

ｆ 青森県における食と健康について ２０１８．８．２８（火）

 
１ 仮説 

地域食材や青森県民の健康及び食生活の現状について理解を深めることで、短命県返上に向けて私

達がどのように取り組むべきかを考えることができる。 
 

２ 内容・方法 
講演 「食」と「病気」とのかかわり ～栄養学の役割とチャレンジ～ 

青森県立保健大学 健康科学部 栄養学科 教授 佐藤 伸 氏 

３ 結果・検証

青森県立保健大学の教授から、「食」と「健康」についての講義をいただいた。事前に資料

を配付できたので、読んでおくことができ、当日はスライドを使った分かりやすい講演だった。

食品の効果を検証するために、比較実験を行ったり、実験結果からわかる事実を考えたり見極

めたりする力は、今後の探究活動を行う上でも役立つ力となった。

ｇ ３ＥＲ校内発表会 ２０１８．１０．３０（火）

 
１ 仮説 

全体発表会を実施することで、これまで学習してきたソフトウェアの活用やプレゼンテーション技

術が実践されるとともに、研究成果を１年次生全体で共有できる。 
 

２ 内容・方法 
クラス内発表会 １０班によるプレゼンテーションを行い、代表班を決める。 
校内発表会 各クラスの代表６班によるプレゼンテーションを実施した。 

 
 研究テーマ  研究テーマ 

11HR 6 班 弘前の伝統工芸のこれから 14HR 8 班 清水森ナンバ 
12HR 1 班 久渡寺山の生態系を守る。 15HR 1 班 知ってほしい青森県産野菜の魅力 
13HR 3 班 身近な燃料電池と可能性 16HR 6 班 これがりんご。 

 
３ 結果・検証 

教科「情報」とタイアップし、プレゼンテーションの基本技術や活用法を学習した後、３ＥＲのク

ラス内発表会を実施した。各クラスから代表班を１班選出し、全体発表会を行った。代表になった班

は、直前まで発表スライドを手直しし、工夫していた。校内発表会では実験データを表やグラフで示

したり、実地研修の成果をスライドに加えたり、班のアイディアを提案するところもあり、表現力や

プレゼンテーション力が向上していた。発表準備の時間が少なく、原稿を読み上げて発表する班も多

かったので、質問５の評価が全体的に低かったが、生徒からの質問も多く、活発なやりとりが見られ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

質問項目  
スライド

１ 文字の大きさや色合いなど、スライドは見やすかったか

２ 用いている画像やイラストは効果的であったか

発表

３ 話し方のスピードや間など、説明は聞きやすかったか

４ 声の大きさや言葉の明瞭さは適切であったか

５ 聴いている人の方を見て、説明していたか

研究

６ 目的・仮説に対する研究方法・情報収集は適切であったか

７ 用いている情報・データは確かなものか

８ 根拠があり、論理的な考察を行っているか
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（１）単 位 数 １単位（「保健」の代替） 
（２）対 象 ２年次ＳＳＨクラス生 
（３）年間計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）評価方法 

担当教員による観察等（ラボノートの記録、事前・事後評価から分かる生徒の変容）をもとに評

価する。その際、以下の４つの評価項目について、総合的に評価する。 
①各講義、活動への関心・意欲・態度 ②科学的な思考・判断・表現 
③観察・実験の技能 ④知識・理解 

 
 
ａ 科学倫理講演会 ２０１８．５．２３（水）

 
１ 仮説 
課題研究に取り組むにあたり、研究者として身に付けるべき科学倫理について具体的に学ぶことで、

今後の活動に活かすことができる。 
 
２ 内容・方法 
［講師］弘前大学教育学部理科教育 教授 長南 幸安 氏 
［演題］「研究活動における科学倫理について」 
［内容］研究者に必要な科学倫理（研究倫理）について詳しく講演していただいた。 

 
３ 結果・検証 
科学倫理に対する知識・理解については、事前評価が非常に低く、科学倫理に関する意識の薄さが

顕れている。しかし講演後には知識・理解だけでなく、肯定的な評価が全ての項目で約９割まで伸び

ており、生徒は科学倫理を踏まえた研究活動の重要性を理解し、実践していこうという意欲が高まっ

たことが分かった。 
 
 
ｂ 研究入門〈大学院生研究聴講〉 ２０１８．５．３０（水）

 
１ 仮説 
大学院生の研究を聴講し、課題研究の進め方と発表技術を学ぶことができる。 

 
２ 内容・方法 
弘前大学理工学部・農学生命科学部の大学院生３名から、３０分ずつ研究内容の紹介をしていただ

いた。発表者の所属と研究内容は以下のとおり。 
氏 名 所 属 学 年 研究内容

笠松 裕貴 理工学研究科 
知能機械工学コース 修士２年 「ヒト下気道内における薬液粒子の挙動に 

関する研究」 

市之瀬 健介 理工学研究科 
知能機械工学コース 修士２年 「球形トレッドミルシステムを用いた 

コバネイナゴの運動解析」 

笹森 崚雅 農学生命科学研究科 
生物資源学コース 修士１年 「イネを用いた遺伝学研究と改良育種」 

実施時期 内 容

５月 科学倫理〈大学教員による講義〉 
５月 研究入門（大学院生研究聴講） 
６月 課題研究の進め方〈大学教員による講義〉 
７月 データ分析〈大学教員による講義・実習〉 
９月 地域と健康・食〈大学教員による講義〉 

７月～１月 レポート・ポスター・プレゼンテーション技法〈外部講師・本校教員〉 
２月 英語プレゼンテーションに向けて 

Ｂ 南陵ラボⅡ［科学者必携］ 通年
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３ 結果・検証

発表者の大学院生には、実際の研究材料を見せながら説明するなど、聞き手が高校生であることを

意識した発表をしていただいた。質問が活発に出たことからも、内容への関心度の高さがうかがわれ

た。 
自己評価では、「研究に対する興味・関心」は聴講前から約８割と高かったが、聴講後さらに高ま

りを見せた。「研究内容・方法に対する知識・理解」は聴講前に比べ大きく変化しており、整理され

た内容や丁寧な説明が生徒の理解度の高さにつながったと考えられる。 
 
 
 
ｃ 「課題研究の進め方」講演会 ２０１８．６．１３（水）

 
１ 仮説 
課題研究に取り組むにあたり、テーマ設定から研究活動に至るまでの過程について具体的に学ぶこ

とで、今後の活動に活かすことができる。 
 
２ 内容・方法 
［講師］岩手大学理工学部 教授 高木 浩一 氏 
［演題］「課題研究の進め方について」 
［内容］課題研究のテーマ設定についての講義、光電池の面積と発電量の関係についてグループ実験 

 
３ 結果・検証 
今回の講演では理学と工学の違いや、高校・大学で学ぶ意義についても学び、生徒たちが課題研究

のテーマを設定する上で大いに参考になるものであった。後半のグループ実験は、課題研究の１０班

に分かれて高木教授が持参した実験キットを用い、光電池の枚数と発電量との関係を調べてグラフに

まとめた。実験データの計測方法やグラフの書き方を初めて学んだという生徒もおり、研究方法に対

する知識・理解が向上した。協力して実験することにより、グループで研究活動を行うための第一歩

となった。 
 
 
ｄ データ分析 ２０１８．７．４（水）

 
１ 仮説 
講義と実習を通して、実験結果で得られるデータの分析方法や情報処理全般について具体的に学ぶ

ことで、今後の研究活動に活かすことができる。 
 
２ 内容・方法 
［講師］青森大学ソフトウエア情報学部 教授 角田 均 氏 
［内容］ データの扱い、基本的な統計量、母集団とサンプル、推定・検定を実例による演習を通し

て行った。 
(1)科学研究と統計学について（統計学の必要性など） (2)データの整理について 
(3)データの代表値、ばらつき (4)データの相関について 

 
３ 結果・検証 

Microsoft Excelを利用した３時間の講義と実習は、生徒にとっては盛り沢山で、作業がうまく進ま
ず講師の説明について行けなかった生徒もいた。本校教員３～４名が補助することで生徒の理解が進

み、課題を終えることができた。 
生徒の事前評価からも分かるように、データ分析に対する知識・理解は決して高くはない。しかし、

実習後には「理解できた」が８割を超え、「学んだ方法を今後研究に活用していきたい」が９割と、

意欲の高まりを見せた。 
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ｅ プレゼンテーション講座 ２０１８．７．１３（金）

 
１ 仮説 
研究発表におけるプレゼンテーションの一般的な構成と、より良いプレゼンテーションを行うため

の技法について学ぶことで、今後の課題研究活動に活かすことができる。 
 
２ 内容・方法 
［講師］ひろさき環境パートナーシップ２１ 代表 鶴見 実 氏（弘前大学名誉教授） 
［内容］ プレゼンテーション技法に関する講義および生徒のプレゼンテーションに対する具体的な

指導をしていただいた。 
 
３ 結果・検証 
生徒はプレゼンテーションの経験はあるが、専門家からより効果的で具体的なプレゼンテーション

技法について学び、これまでの認識を改める機会となった。また、生徒のプレゼンテーションに対し

て直接アドバイスをいただいた。生徒は具体的な改善点や方法を学び、今後の研究発表に活かそうと

いう意欲が高まった。 
 
 
 
ｆ 地域と健康・食に関する講義 ２０１８．９．１２（水）、９．１９（水）

 
１ 仮説 
講義を通して地域食材や青森県民の健康及び食生活の現状について理解を深め、短命県返上に向け

てどのように取り組むべきか考えることができる。 
 
２ 内容・方法 
［講 義 ①］「ライフステージにおける食事と栄養」 
［講 師 ①］青森県立保健大学健康科学部栄養学科 准教授 大野 智子 氏 
［講義内容］(1)からだを構成する成分と栄養素 

(2)栄養素とその利用 
(3)健康と病気と栄養 
(4)食品のもつ生理調節機能について 

 
［講 義 ②］「健康と栄養 ～栄養を変えれば未来が変わる～」 
［講 師 ②］青森県立保健大学健康科学部栄養学科 講師 清水 亮 氏 
［講義内容］(1)栄養とは（栄養の基礎知識） 

(2)青森県の現状（平均寿命、死亡原因） 
(3)青森県民の生活習慣病の原因 
(4)食生活改善の具体例 

 
３ 結果・検証 
近年、青森県が短命県であることは頻繁に報道されており、生徒にも認知されているはずだが、講

義①の事前評価では、興味・関心、知識・理解が目立って低い。しかし、講義①により改めて青森県

の現状を認識し、短命県の原因を食生活の面から考えられるようになった。結果、事後評価では、健

康と栄養（食）に対する興味・関心、知識・理解が非常に高まった。 
１ヶ月半後に行われた講義②では、講義①の学習効果もあり、興味・関心、意欲の面で比較的高い

状態で講義に臨むことができた。講義後は生徒から多くの質問が挙がり、青森県の健康問題やその原

因についての理解が深まった。 
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ｅ プレゼンテーション講座 ２０１８．７．１３（金）

 
１ 仮説 
研究発表におけるプレゼンテーションの一般的な構成と、より良いプレゼンテーションを行うため

の技法について学ぶことで、今後の課題研究活動に活かすことができる。 
 
２ 内容・方法 
［講師］ひろさき環境パートナーシップ２１ 代表 鶴見 実 氏（弘前大学名誉教授） 
［内容］ プレゼンテーション技法に関する講義および生徒のプレゼンテーションに対する具体的な

指導をしていただいた。 
 
３ 結果・検証 
生徒はプレゼンテーションの経験はあるが、専門家からより効果的で具体的なプレゼンテーション

技法について学び、これまでの認識を改める機会となった。また、生徒のプレゼンテーションに対し

て直接アドバイスをいただいた。生徒は具体的な改善点や方法を学び、今後の研究発表に活かそうと

いう意欲が高まった。 
 
 
 
ｆ 地域と健康・食に関する講義 ２０１８．９．１２（水）、９．１９（水）

 
１ 仮説 
講義を通して地域食材や青森県民の健康及び食生活の現状について理解を深め、短命県返上に向け

てどのように取り組むべきか考えることができる。 
 
２ 内容・方法 
［講 義 ①］「ライフステージにおける食事と栄養」 
［講 師 ①］青森県立保健大学健康科学部栄養学科 准教授 大野 智子 氏 
［講義内容］(1)からだを構成する成分と栄養素 

(2)栄養素とその利用 
(3)健康と病気と栄養 
(4)食品のもつ生理調節機能について 

 
［講 義 ②］「健康と栄養 ～栄養を変えれば未来が変わる～」 
［講 師 ②］青森県立保健大学健康科学部栄養学科 講師 清水 亮 氏 
［講義内容］(1)栄養とは（栄養の基礎知識） 

(2)青森県の現状（平均寿命、死亡原因） 
(3)青森県民の生活習慣病の原因 
(4)食生活改善の具体例 

 
３ 結果・検証 
近年、青森県が短命県であることは頻繁に報道されており、生徒にも認知されているはずだが、講

義①の事前評価では、興味・関心、知識・理解が目立って低い。しかし、講義①により改めて青森県

の現状を認識し、短命県の原因を食生活の面から考えられるようになった。結果、事後評価では、健

康と栄養（食）に対する興味・関心、知識・理解が非常に高まった。 
１ヶ月半後に行われた講義②では、講義①の学習効果もあり、興味・関心、意欲の面で比較的高い

状態で講義に臨むことができた。講義後は生徒から多くの質問が挙がり、青森県の健康問題やその原

因についての理解が深まった。 
 
 

 
（１）単 位 数 １単位 
（２）対 象 ３年次ＳＳＨクラス生 
（３）年間計画 
 
 
 
 
（４）評価方法 

実習、実験・観察等への取組姿勢とレポート。担当教員の観察等（ラボノートの記録、事前・事

後評価から分かる生徒の変容）を、以下の４つの評価項目について、総合的に評価する。 
①各講義、活動への関心・意欲・態度 ②科学的な思考・判断・表現  
③観察・実験の技能 ④知識・理解 

 
【地学応用実験】 
１ 仮説 

惑星を望遠鏡で継続観測し、天体の運行を体感するとともに、CCD カメラで撮影することで、
デジタル天体観測の基礎を理解し、眼視観測との違いや優位性を考えることができる。 

２ 内容・方法 
［場所］本校理科実験室および屋外 
［対象］３年次ＳＳＨクラス生４０名 
［内容］CCDカメラによる火星の撮影と画像処理 
２００３年から１５年ぶりに大接近した火星や観測好機である木星、土星を望遠鏡で数回にわた

り眼視観測するとともに、CCD カメラでも動画を観測した。動画の中から条件がよいものを、画
像処理（AS!3、RegiStax、ステライメージ）を行うことで鮮明な静止画を得る。 

 
観測機材：μ250CRS（D=250mm、f=2500mm） シュミットカセグレン望遠鏡 

VC200L（D=203mm、f=1800mm） シュミットカセグレン望遠鏡 
2.5×Powermate 2.5倍バローレンズ  
ASI290MC ADC   カラーCCDカメラ／大気分散補正プリズム 

３ 結果・検証 
最接近時は、火星の視直径は木星の約 1/2を超える大きさとはなったが、6月上旬に火星表面で

発生した大規模な砂嵐の影響が２ヶ月間続き、望遠鏡による眼視観測では、シーイングがよい日で

何とか表面の模様が確認できる程度であった。生徒実習日は、晴天に恵まれたが、シーイングが悪

く、眼視観測では木星の縞模様は確認できたが、火星の表面の様子は確認できなかった。しかし、

画像処理を行い、画像の鮮明化を図ることで、砂嵐がやや収まりをみせた火星の表面の模様をあぶ

り出すことができた。木星は光量が十分あり、気流の状態によっては白斑のような微細構造も撮影

することができた。高性能な CCD カメラを用いることで、動画映像から鮮明な画像を得るプロセ
スを体験することで、最新の天体観測の方法と、小口径望遠鏡であっても天文台の大口径望遠鏡に

匹敵するデータ（画像）が得られることを学んだ。 

 
〈実験レポートから〉 
大気の揺らぎではっきりしなかった火星の表面が、画像処理により鮮明な画像をえられて驚いた。 
惑星がこれほど大きく見えるとは思わなかった。 
図表やインターネットでの画像と違って、今そこに実際に存在している天体を見られて感動した。  

実施時期 内 容

４～５月 生物応用実験 DNA電気泳動実験 
７月 化学応用実験 混合溶液からイオンの分離実験 

７～８月 地学応用実験 CCDカメラによる火星の撮影と画像処理 
８～９月 物理応用実験 重力測定 

Ｃ 南陵ラボⅢ［応用実験］ ４～９月
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（１）単 位 数 ２単位 
（２）対 象 ２年次ＳＳＨクラス生 
（３）年間計画 

実施時期 内 容 
４～１２月 研究活動〈各班テーマ別研究〉 

８月 研究室訪問①〈弘前大学教員による研究指導〉 
８月 研究進捗状況報告〈担当教員によるヒアリング〉 

１１月 研究室訪問②〈研究内容中間報告・弘前大学教員による指導〉 
１２月 理数系課題研究発表会〈県内４校の高校生による発表会〉 
１２月 課題研究発表会〈校内における発表会〉 

２月 英語プレゼンテーションに向けて 
〈次年度英語プレゼンテーションに向けて準備〉 

 
（４）評価方法 

次の２つの内容を総合して評価する。 【評価票Ａ】 
①担当教員による観察等 
Ａ 課題への取組（８月に行った研究進捗状況報告・ヒアリ 
ング内容：評価票Ａ） 

Ｂ 研究活動への取組（ルーブリック評価：評価票Ｂ） 
Ｃ ポートフォリオ（ラボノート、配付資料） 

②生徒の自己評価、外部評価（１２月理数系課題研究発表会、 
校内課題研究発表会：評価票Ｃ） 

 
以上を次の４つの評価項目で総合的に評価する。 
ア 課題研究への関心・意欲・態度 
イ 研究活動における思考・判断・表現 
ウ 観察・実験の技能 
エ 研究テーマにおける知識・理解・専門性 

 
 
【評価票Ｂ】 【評価票Ｃ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価者課題研究評価表
あてはまる→４点 ややあてはまる→ ３点
ややあてはまらない→２点 あてはまらない→１点

得点
（ ) 課題と仮説の設定1

研究動機が明確である。

課題が社会的・科学的に意義がある。

先行研究を考慮して仮説が立てられている。

課題に対する仮説が明確である。

( )実験や調査の方法2

適切な情報を収集している

実験や調査が論理的に組み立てられている。

集めた情報が結論に結びついている。

対照実験または比較調査を行っている。

( )データ処理3

結果を適切な表やグラフで示している。

結果から適切な結論を導き出している。

結論のもつ意味を考察している。

結論の適用限界について考察している。

( )発表について4

スライドがわかりやすく工夫されている。

聞き手が容易に理解できるように話している。

自信をもって発表をしている。

質問に対して、適切かつ具体的な回答をしている。

Ｄ 理科課題研究 通年



― 27 ―

 
（１）単 位 数 ２単位 
（２）対 象 ２年次ＳＳＨクラス生 
（３）年間計画 

実施時期 内 容 
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２月 英語プレゼンテーションに向けて 
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（４）評価方法 

次の２つの内容を総合して評価する。 【評価票Ａ】 
①担当教員による観察等 
Ａ 課題への取組（８月に行った研究進捗状況報告・ヒアリ 
ング内容：評価票Ａ） 

Ｂ 研究活動への取組（ルーブリック評価：評価票Ｂ） 
Ｃ ポートフォリオ（ラボノート、配付資料） 

②生徒の自己評価、外部評価（１２月理数系課題研究発表会、 
校内課題研究発表会：評価票Ｃ） 

 
以上を次の４つの評価項目で総合的に評価する。 
ア 課題研究への関心・意欲・態度 
イ 研究活動における思考・判断・表現 
ウ 観察・実験の技能 
エ 研究テーマにおける知識・理解・専門性 

 
 
【評価票Ｂ】 【評価票Ｃ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価者課題研究評価表
あてはまる→４点 ややあてはまる→ ３点
ややあてはまらない→２点 あてはまらない→１点

得点
（ ) 課題と仮説の設定1

研究動機が明確である。

課題が社会的・科学的に意義がある。

先行研究を考慮して仮説が立てられている。

課題に対する仮説が明確である。

( )実験や調査の方法2

適切な情報を収集している

実験や調査が論理的に組み立てられている。

集めた情報が結論に結びついている。

対照実験または比較調査を行っている。

( )データ処理3

結果を適切な表やグラフで示している。

結果から適切な結論を導き出している。

結論のもつ意味を考察している。

結論の適用限界について考察している。

( )発表について4

スライドがわかりやすく工夫されている。

聞き手が容易に理解できるように話している。

自信をもって発表をしている。

質問に対して、適切かつ具体的な回答をしている。

Ｄ 理科課題研究 通年 （５）課題研究テーマ一覧 
班 分野 人数 研究テーマ 弘前大学アドバイザー 

１ 物理 4 重力加速度の測定 理工学部 数物科学科 
教授 宮永 崇史 

２ 物理 4 車椅子の電動化について 理工学部 機械科学科 
准教授 星野 隆行 

３ 化学 3 タデ藍と色素増感型太陽電池 理工学部 自然エネルギー学科 
教授 佐々木 一哉 

４ 化学 4 タデアイの抗菌活性について 
農学生命科学部 食料資源学科 
食料生産環境コース 
准教授 田中 和明 

５ 生物 4 プラナリアの種と飼育温度による 
再生速度の違いについて 

農学生命科学部 生物学科 
基礎生物学コース 
助教 吉田 渉 

６ 生物 5 青森県在来イネ「赤諸」の形質導入 
農学生命科学部 食料資源学科 
食料バイオテクノロジーコース  
教授 石川 隆二 

７ 地学 4 弘前で観測される地震波の特徴 理工学部 地球環境防災学科 
教授 小菅 正裕 

８ 数学 4 ユニット折り紙を用いた多面体の考察 理工学部 数物科学科 
准教授 金 正道 

９ 情報 4 ＬＥＧＯで作る！歩行支援ロボット 理工学部 機械科学科 
助教 竹囲 年延 

１０ 家庭 3 目指せ！ 簡単 おいしい 減塩料理 
農学生命科学部 食料資源学科 
食品科学コース 
教授 岩井 邦久 

 
（６）実施状況 

①テーマの設定 
前年度の１月には班編制を終え、担当教員と生徒との打ち合わせにより、テーマの方向性を決定

した。しかし、具体的な研究内容は弘前大学のアドバイザーからの指導・助言を基に、今年度に入

ってから研究テーマと詳細な内容が決定した。 
②研究の進度 
テーマ決定後は、担当教員の指導で調査・実験を進めた。その際、弘前大学の各研究室から研究

に関する助言をいただいたり、研究室に出向き、研究に必要な理論に関する講義・実習、実験手法

に関する指導、大学の分析機器を利用した実験・分析を行った班もあった。課題研究においては、

テーマ設定のみならず、調査・実験手法の丁寧な指導や研究の進め方に関する助言等が、研究を進

める上で重要な役割を果たしたと考えられる。これらの研究活動は、放課後にも行っている（後述

「研究室訪問」参照）。 
③夏季休業中の研究活動 
夏季休業中には、授業内では消化できない内容に取り組むことを目的とした、３日間（３×６時

間）の集中活動を行った。研究内容によっては、１つの実験に３～４時間を要するものや、フィー

ルドワークを行いデータ収集する必要のあるものがあり、この期間を利用することで研究の進展を

はかることができた。また研究室を訪問した班は、大学の担当教員からの指導・助言を受け、帰校

後すぐにそれらを踏まえた研究活動を行うこともできた。 
 
（７）成果発表 

課題研究発表会（１２月）において、課題研究の成果を口頭発表した。１週間前、弘前大学にて

実施された「青森県高等学校理数系課題研究発表会」での経験を活かして校内発表に臨むことがで

きた。発表会では、助言者、来賓から評価をしていただき、課題研究担当教員の評価と合わせて審

査を行った。その結果から、外部における発表会への参加班を決定した（「各種発表会」参照）。 
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ａ 研究室訪問 通年

１ 仮説 
弘前大学の研究室を訪問し、課題研究に関する生徒の疑問に専門的な見地から助言をいただき、講

義を受けたり実験することで、研究への理解が深まり視野が広がる。 
 
２ 内容・方法 

課題研究の過程で発生した疑問点や要望について、班単位で研究室を訪問し研究活動を行った。年

２回（８月・１１月）は全班実施し、他の時期は研究の進度に応じて適宜研究室を訪問した。各班の

訪問回数は以下のとおり。 
 

班 訪問回数 主な内容 
１ 2 実験手法に関する講義、データのまとめ方に関する指導 
２ 3 車椅子の電動化についての助言、進捗状況の報告 
３ 2 研究の方向性に関する助言、発表内容に関する指導 
４ 4 実験手法に関する講義、実習・実験 
５ 3 研究の方向性に関する助言、進捗状況の報告 
６ 2 実験手法に関する講義・実習・実験、発表内容に関する指導 
７ 3 地震計のデータ取得に関する講義・実習 
８ 2 進捗状況の報告、研究の方向性に関する指導 
９ 2 研究室の見学、研究の方向性に関する指導 
１０ 3 研究室の見学、研究の方向性に関する指導 

 
３ 結果・検証 

大学の研究室を訪問することで、調査・実験の具体的な手法を指導していただくだけでなく、生徒

自身が気付かなかった点や新たな発想へのヒント、疑問点に対する的確なアドバイスをいただくこと

ができた。このことで生徒と担当教員だけで進めていくことに行き詰まった時でも、新たな視点を与

えていただくことで研究をスムーズに進めることができたと感じた。 
 
 

 
ａ 青森県高等学校理数系課題研究発表会 ２０１８．１２．８（土）

［主 催］ 青森県高等学校長協会理数科部会 
［場 所］ 弘前大学 理工学部 
［参加者］ 青森高校（ＳＳＨ）、本校（ＳＳＨ）、五所川原高校（理数科）、三本木高校（サイエンス

コース）の４校から、３１チームが発表 
［助言者］ 弘前大学理工学部・農学生命科学部教員１３名 
［方 法］ ４つの分科会（情報・数学・地学・

化学系、物理・化学系、化学系、生物・

家庭系）に分かれ、プレゼンテーショ

ンを行った。本校からは１０班すべて

が参加した。発表内容については助言

者が審査を行い、優秀な発表について

は２月２日（土）に行われる「深い学

び合同発表会」（後述参照）への参加を

推薦された。また、次年度ＳＳＨクラ

ス生４０名が参観した。 
［発表テーマ］ 課題研究テーマ一覧参照（前述） 
 
 
 

各種発表会
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ａ 研究室訪問 通年

１ 仮説 
弘前大学の研究室を訪問し、課題研究に関する生徒の疑問に専門的な見地から助言をいただき、講

義を受けたり実験することで、研究への理解が深まり視野が広がる。 
 
２ 内容・方法 

課題研究の過程で発生した疑問点や要望について、班単位で研究室を訪問し研究活動を行った。年

２回（８月・１１月）は全班実施し、他の時期は研究の進度に応じて適宜研究室を訪問した。各班の

訪問回数は以下のとおり。 
 

班 訪問回数 主な内容 
１ 2 実験手法に関する講義、データのまとめ方に関する指導 
２ 3 車椅子の電動化についての助言、進捗状況の報告 
３ 2 研究の方向性に関する助言、発表内容に関する指導 
４ 4 実験手法に関する講義、実習・実験 
５ 3 研究の方向性に関する助言、進捗状況の報告 
６ 2 実験手法に関する講義・実習・実験、発表内容に関する指導 
７ 3 地震計のデータ取得に関する講義・実習 
８ 2 進捗状況の報告、研究の方向性に関する指導 
９ 2 研究室の見学、研究の方向性に関する指導 
１０ 3 研究室の見学、研究の方向性に関する指導 

 
３ 結果・検証 

大学の研究室を訪問することで、調査・実験の具体的な手法を指導していただくだけでなく、生徒

自身が気付かなかった点や新たな発想へのヒント、疑問点に対する的確なアドバイスをいただくこと

ができた。このことで生徒と担当教員だけで進めていくことに行き詰まった時でも、新たな視点を与

えていただくことで研究をスムーズに進めることができたと感じた。 
 
 

 
ａ 青森県高等学校理数系課題研究発表会 ２０１８．１２．８（土）

［主 催］ 青森県高等学校長協会理数科部会 
［場 所］ 弘前大学 理工学部 
［参加者］ 青森高校（ＳＳＨ）、本校（ＳＳＨ）、五所川原高校（理数科）、三本木高校（サイエンス

コース）の４校から、３１チームが発表 
［助言者］ 弘前大学理工学部・農学生命科学部教員１３名 
［方 法］ ４つの分科会（情報・数学・地学・

化学系、物理・化学系、化学系、生物・

家庭系）に分かれ、プレゼンテーショ

ンを行った。本校からは１０班すべて

が参加した。発表内容については助言

者が審査を行い、優秀な発表について

は２月２日（土）に行われる「深い学

び合同発表会」（後述参照）への参加を

推薦された。また、次年度ＳＳＨクラ

ス生４０名が参観した。 
［発表テーマ］ 課題研究テーマ一覧参照（前述） 
 
 
 

各種発表会

ｂ ＳＳＨ課題研究発表会（校内発表会） ２０１８．１２．１４（金）

［場 所］ 本校 第２体育館 
［参加者］ 本校１・２年次生全員、教職員、県内外中学校・高等学校教員（１３名）、保護者（６名）、

運営指導委員（３名）、青森大学教員（１名）、県教育委員会（１名） 
［方 法］ 各班（１０班）による PowerPoint を使ったプレゼンテーション 
［審 査］ 課題研究担当者、運営指導委員、大学教員による評価 
 
（１）審査結果 
 

順位 班 テーマ 発表会 形式

１ １班 重力加速度の測定 月・全国大会（神戸市） ポスター

２ ２班 車椅子の電動化

～ 東北大会（仙台市）

口頭

３ ８班 ユニット折り紙による多面体の考察 ポスター

４ ６班 青森県在来イネ「赤諸」の形質導入 ポスター

－ １班 重力加速度の測定

深い学び合同発表会（青森市）

口頭

－ ３班 タデ藍と色素増感型太陽電池 ポスター

－ ４班 タデアイの抗菌活性 ポスター

－ ７班 弘前で観測される地震波の特徴 ポスター

－ ９班 ＬＥＧＯで作る！歩行支援ロボット ポスター

－ １０班 目指せ！簡単おいしい減塩料理 ポスター

－ ５班 プラナリアの再生速度の違い
自然環境学習会（弘前市）

口頭

－ ６班 青森県在来イネ「赤諸」の形質導入 口頭

 
（２）参加者のアンケート集計結果 

［教員・保護者］ 
県内外から参加いただいた中学・高等

学校教員や保護者の方々に対して、本校

のＳＳＨ事業の認知度を測る目的で「Ｓ

ＳＨ事業に関するアンケート」を実施し

た。集計結果は右表のとおり。 
 「２年次・課題研究」と「１年次・探究

活動＆発表会」については比較的認知度

が高い。加えて「２年次・外部での発表

会参加」は認知度が上昇した。一方、１・２年

次とも英語を活用した取組は 12 月以降に行わ

れることもあり認知度が低めに出ているが、昨

年と比較すると認知度は上昇している。ＳＳＨ

事業に関する広報活動が成果を上げていると言

える。 
 
（３）参加生徒・他校教員の感想 

［教員］ 
・多方面にわたり課題が設定されており、聞い

ていて楽しかった。データのとり方が工夫さ

れ、また生活との関連など興味深いテーマを

よくまとめていました。ここまで高校生がや

れるのだと感心しました。 

【SSH 事業の認知度】  
(1) １年次・探究活動とその発表会 69% 
(2) １年次・事業所や企業での実地研修 56% 
(3) １年次・留学生との交流会 31% 
(4) ２年次・課題研究 94% 
(5) ２年次・海外高校生との交流および海外研修 38% 
(6) ２年次・英語による理科実験 44% 
(7) ２年次・各種学会や発表会への参加 75% 
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・多くのグループに分かれ、自分たちのテーマをもって研究できることは大きな魅力です。さらに

深めることで、大学進学後も主体的に研究できる学生になるのではないでしょうか。 
・研究テーマが地域性のあるものが多く、また必要性・可能性が高いものであることに感心しまし

た。このようなＳＳＨの成果が、商品の実用化につながると嬉しいです。 
［生徒］ 
・発表会の資料や実験結果は、グラフや写真付きでしっかりとまとめられていて、とても見やすく

良かった。また、発表の際のパワーポイントはさらに充実していた。 
・ＳＳＨの皆さんは、結果を上手くまとめて発表し、質問が来ても的確な答えを返していて、すご

く努力をしていると思いました。私も、わからないことがあれば自分から進んで調べることを習

慣づけたいと思います。 
・去年以上に詳しく調べられていて、分かりやすく聞きごたえのある発表だったと思いました。１

年もない研究時間の中で、放課後ＳＳＨの人達が遅くまで残りやっていたのを見ていたので、こ

こまで詳しく調べられているのはすごいと思いました。 
・前年の研究を引き継いでいた班もあり、より深く研究していて先輩方の頑張りを無駄にしていな

いところが素敵でした。現在の豊かな生活も、実際の研究が納得いくまで継続されていることに

よるものだと思います。ＳＳＨの課題研究はとても意味のある活動だと思いました。 
 
 
ｃ 自然環境学習会 ２０１９．１．１２（土）

［主 催］ ひろさき環境パートナーシップ２１ 
［場 所］ 弘前市立観光館 
［参加者］ 弘前大学サークル、地域の自然環境研究団体等 

本校から課題研究班２チーム 
［方 法］ 弘前市と環境パートナーシップ協定を締結している「ひろさき環境パートナーシップ 21」

は、様々な環境活動を行っている団体である。環境に関する様々なテーマで活動を行って

おり、本学習会ではこの団体に入会しているグループに加え、津軽地域で自然や環境に関

する研究を行っているグループによる研究成果の発表が行われた。 
 

本校からは課題研究５班「プラナリアの再生速度の違いについて」、６班「青森県在来イネ“赤諸”

の形質導入」が発表を行った。口頭発表は理数系課題研究発表会、校内発表会に続き３回目となり、

これまでの発表会で指摘された点をもとに研究内容をさらに深め、発表用スライドの内容も格段に分

かりやすく改善できていた。 
 
 
ｄ 東北地区サイエンスコミュニティ研究発表会 ２０１９．１．２４（木）～２５（金）

［場 所］ 日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター） 
［参加者］ 東北地区ＳＳＨ指定校（１７校） 

本校から口頭発表１、ポスター発表２チーム 
［助言者］ 東北大学・京都大学・宮城大学・宮城教育大学 教員８名 
［方 法］ 東北地区でＳＳＨ指定校など理数系の課題研究に積極的に取り組んでいる学校の代表生

徒が、日々の研究成果を発表し交流することで、切磋琢磨しこれからの活動や研究の質・

量の両面で活性化を図る。 
 

本校からは、口頭発表として課題研究２班「車椅子の電動化について」、ポスター発表として８班

「ユニット折り紙を用いた多面体の考察」、６班「青森県在来イネ「赤諸」の形質導入」が参加した。 
今回は東北地区のＳＳＨ校が一堂に会し、口頭発表１７チーム、ポスター発表３３チームの発表が

行われた。様々な研究について知り、他校生徒との交流を深めるとともに研究内容への理解も高まっ

た。助言者からも多くのアドバイスをいただき、今後の研究進展に活かす意欲も向上した。発表に対

して助言者による審査が行われ、本校のポスター発表「ユニット折り紙を用いた多面体の考察」が優

秀賞を受賞した。高評価をいただけたことは生徒の自信につながり、今後の研究活動に対する意欲も

さらに高まった。 
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・多くのグループに分かれ、自分たちのテーマをもって研究できることは大きな魅力です。さらに

深めることで、大学進学後も主体的に研究できる学生になるのではないでしょうか。 
・研究テーマが地域性のあるものが多く、また必要性・可能性が高いものであることに感心しまし

た。このようなＳＳＨの成果が、商品の実用化につながると嬉しいです。 
［生徒］ 
・発表会の資料や実験結果は、グラフや写真付きでしっかりとまとめられていて、とても見やすく

良かった。また、発表の際のパワーポイントはさらに充実していた。 
・ＳＳＨの皆さんは、結果を上手くまとめて発表し、質問が来ても的確な答えを返していて、すご

く努力をしていると思いました。私も、わからないことがあれば自分から進んで調べることを習

慣づけたいと思います。 
・去年以上に詳しく調べられていて、分かりやすく聞きごたえのある発表だったと思いました。１

年もない研究時間の中で、放課後ＳＳＨの人達が遅くまで残りやっていたのを見ていたので、こ

こまで詳しく調べられているのはすごいと思いました。 
・前年の研究を引き継いでいた班もあり、より深く研究していて先輩方の頑張りを無駄にしていな

いところが素敵でした。現在の豊かな生活も、実際の研究が納得いくまで継続されていることに

よるものだと思います。ＳＳＨの課題研究はとても意味のある活動だと思いました。 
 
 
ｃ 自然環境学習会 ２０１９．１．１２（土）

［主 催］ ひろさき環境パートナーシップ２１ 
［場 所］ 弘前市立観光館 
［参加者］ 弘前大学サークル、地域の自然環境研究団体等 

本校から課題研究班２チーム 
［方 法］ 弘前市と環境パートナーシップ協定を締結している「ひろさき環境パートナーシップ 21」

は、様々な環境活動を行っている団体である。環境に関する様々なテーマで活動を行って

おり、本学習会ではこの団体に入会しているグループに加え、津軽地域で自然や環境に関

する研究を行っているグループによる研究成果の発表が行われた。 
 

本校からは課題研究５班「プラナリアの再生速度の違いについて」、６班「青森県在来イネ“赤諸”

の形質導入」が発表を行った。口頭発表は理数系課題研究発表会、校内発表会に続き３回目となり、

これまでの発表会で指摘された点をもとに研究内容をさらに深め、発表用スライドの内容も格段に分

かりやすく改善できていた。 
 
 
ｄ 東北地区サイエンスコミュニティ研究発表会 ２０１９．１．２４（木）～２５（金）

［場 所］ 日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター） 
［参加者］ 東北地区ＳＳＨ指定校（１７校） 

本校から口頭発表１、ポスター発表２チーム 
［助言者］ 東北大学・京都大学・宮城大学・宮城教育大学 教員８名 
［方 法］ 東北地区でＳＳＨ指定校など理数系の課題研究に積極的に取り組んでいる学校の代表生

徒が、日々の研究成果を発表し交流することで、切磋琢磨しこれからの活動や研究の質・

量の両面で活性化を図る。 
 

本校からは、口頭発表として課題研究２班「車椅子の電動化について」、ポスター発表として８班

「ユニット折り紙を用いた多面体の考察」、６班「青森県在来イネ「赤諸」の形質導入」が参加した。 
今回は東北地区のＳＳＨ校が一堂に会し、口頭発表１７チーム、ポスター発表３３チームの発表が

行われた。様々な研究について知り、他校生徒との交流を深めるとともに研究内容への理解も高まっ

た。助言者からも多くのアドバイスをいただき、今後の研究進展に活かす意欲も向上した。発表に対

して助言者による審査が行われ、本校のポスター発表「ユニット折り紙を用いた多面体の考察」が優

秀賞を受賞した。高評価をいただけたことは生徒の自信につながり、今後の研究活動に対する意欲も

さらに高まった。 
 

ｅ 深い学び合同発表会 ２０１９．２．２（土）

［主 催］ 青森県教育委員会 
［場 所］ 青森県総合学校教育センター 
［参加者］ 青森県内高等学校１８校 

本校から口頭発表１、ポスター発表５チーム（参観として次年度２年次ＳＳＨクラス生） 
［方 法］ 高等学校で行われている様々な課題研究等の成果発表を一堂に会して行うことにより、

生徒自身の研究に対する興味・関心を一層喚起するとともに、その成果を広く県民に発信

することにより、深い学びによる探究型学習の推進に資することを目的に行われた。 
県内のＳＧＨ、ＳＳＨ、理数科、専門高校等から推薦を受けた１２校の代表チームによる

口頭発表と、１２校２３テーマのポスター発表が行われた。 
 

口頭発表として課題研究１班「重力加速度の測定」、ポスター発表として３班「タデ藍と色素増感

型太陽電池」、４班「タデアイの抗菌活性について」、７班「弘前で観測される地震波の特徴」、９班

「ＬＥＧＯで作る！歩行支援ロボット」、１０班「目指せ！簡単 おいしい 減塩料理」が参加した。 
口頭発表は理数系課題研究発表会、校内発表会に続き３回目であり、これまでの指摘を基にさらに

分かりやすく工夫されており、聴衆からは「専門的な内容にもかかわらず、とても分かりやすい発表

だった」と良い評価をいただいた。 
ポスター発表は５班とも初めてであったが、これまで行ったプレゼンテーションの経験を活かして、

それぞれしっかりまとまった発表を行い、聴衆の質問に対しても的確に受け答えができた。口頭発表、

ポスター発表とも、発表の機会を重ねるごとに前回の反省を活かした発表であり、生徒の思考力・判

断力、発表力や質問への対応力が向上した。 
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◇プレゼンテーション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ポスター 
 
３班「タデ藍と色素増感型太陽電池」 ５班「プラナリアの種による再生速度の違いについて」 

 

←２班 
「車椅子の電動化」 

８班→ 
「ユニット折り紙を用いた  

多面体の考察」 

課題研究の成果
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◇プレゼンテーション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇ポスター 
 
３班「タデ藍と色素増感型太陽電池」 ５班「プラナリアの種による再生速度の違いについて」 

 

←２班 
「車椅子の電動化」 

８班→ 
「ユニット折り紙を用いた  

多面体の考察」 

課題研究の成果

１ 仮説 
再生医療に関する最新の話題や Muse 細胞発見にいたるまでのエピソードを交えた講演を通して、

医学・生化学についての理解を深めるとともに、科学者としての生き方について学ぶ。 
２ 内容・方法 

［演題］ ｢Muse 細胞と再生医療、失敗と成功の秘話」 
［講師］ 東北大学大学院医学系研究科 教授 出澤真理 氏 
［対象］ 全年次生徒 ※講演会終了後、２年次ＳＳＨクラス生との懇談会実施。 

３ 結果・検証 
評価はルーブリックを用い、事前・事後評価を比較したところ、興味・関心については 53％→88％、

意欲は 54％→79％、再生医療への知識・理解は 20％→87％、医学・化学への知識・理解は 20％→70％
と、全項目とも高まりを見せた。知識・理解は 68％、思考・判断・表現も 73％と大きく深まったと

考えられる。（上記ルーブリックの結果は、指標 A＋B の値を用いた。） 

 
〈生徒の感想から〉 
・技術と医療はあまり関係が無いと思っていたが、意外にも深くつながっていたことに驚きを感じた。 

自分が何か壁にぶつかって、諦めかけたときに大きなチャンスがやってくるという話が印象に残った。

・講演で日本の技術力の高さを感じた。iPS 細胞については総合的な学習の時間で調べていたが、 Muse 
細胞が iPS 細胞の欠点を全て解消した万能細胞であると聞いてとても驚いた。 

 

１ 仮説 
１年次で取り組んだ「３ＥＲ探究活動」の経験を踏まえて学習内容を整理・討論することで、地域

に対する理解を深める。また相手の主張を理解し、論理的に分析した上で自分の考えを明確に伝える

力をつけ、進路決定の際に発揮できることを目的として行われた。 
２ 内容・方法 

［対象］ 第２年次生 全員 
［場所］ 教室、第２体育館 
［内容］ 各クラス８～１０班に分かれ、それぞれ３ＥＲを題材としたテーマを選択し、それにつ

いてクラス内で意見交換と討論を行った後、考えをさらに深めた上で全体討論会に臨んだ。 
［テーマ］ Ａ ＡＩで、人の生活を豊かにするためにはどうすればよいか？

Ｂ 人口減少社会で、人々が豊かに生活するためにはどうすればよいか？ 
Ｃ 地球環境が悪化する中で、人々が豊かに生活するためにはどうすればよいか？ 

３ 結果・検証 
生徒の自己評価からは、準備段階では自分の意見をしっかり述べているつもりでも、実際に討論を

してみると質問に対する応答が不充分であったと感じていたことが分かる。相手の意見を理解し分析

した上で自分の考えをまとめる力と、自分の考えを明確に相手に伝える力を、さらに身に付けようと

する意欲が高まったと考えられる。 
〈生徒の感想から〉 
・自分では当然と考えている事も、他の人にとってはまったく当然ではないことを痛感した。質問に

答えようとしてみて、初めて自分の根拠があいまいであることに気づかされた。 
・相手の話をちゃんと理解することや、自分の考えを相手に理解してもらうことの難しさが、よくわ

かった。プレゼンテーションにもつながる力だと思った。 

Ｅ 科学講演会 ２０１８．５．２４（木）

Ｆ 南陵Ｄプラン［２年次・総合的な学習の時間］ 通年
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１ 仮説 
・基礎・基本を活用した応用実験・実習を通して、科学への興味・関心が喚起され、実験技術が向上

し、思考力・判断力を育成することができる。 
・データ処理方法やレポート作成技術を学び、ポスターセッションを通して表現力を高めることがで

きる。 
 
２ 内容・方法 
［場所］青森県総合学校教育センター 
［講師］青森県総合学校教育センター 高校教育課 指導主事（４名） 

物理：成田 康生 氏 化学：工藤 陽平 氏 
生物：佐藤 寿 氏 地学：氣田 章正 氏 

［対象］１年次生４０名（次年度２年次ＳＳＨクラス生） 
 
事前学習として、本校教員３名を講師として物理・化学・生物の実験・実習に必要な基礎知識に関

する講義を実施した。セミナーでは、４分野の実験・実習を通して基本的な実験操作、実験結果の見

方、考察のしかたなどを学んだ。またグループごとに気体の成分を同定する実験を行い、収集したデ

ータの分析結果から考察し、ポスターにまとめ、グループごとにポスターセッションを実施した。生

徒は次年度ＳＳＨクラス生であり、メンバー全員が参加する初めてのプログラムであるため、ＳＳＨ

クラス生としての意識を高めるねらいがある。（実施内容詳細は以下のとおり） 
 
（１）理科実験 

物理）重力による物体の運動（重い物体と軽い物体の同時落下の結果を考察） 
化学）応用実験 岩塩でアボガドロ定数を求める 
生物）観察・実験 酵素とアルコール発酵 
地学）天体望遠鏡の基本構造、プラネタリウムによる星空の観察 

（２）グループ試行実験 
気体の体積と質量を測定し、得られたデータを処理・分析することにより、４種類の気体および

身近にあるスプレー缶の成分を同定する。 
 
３ 結果・検証 

事前学習では、学校教育センター作成の教材を

使用し、未習分野を中心に短時間で解説を行った。

理科実験では、講師による丁寧な指導もあり、生

徒の理解度・満足度は非常に高かった。 
グループ試行実験では、繰り返し実験を行うこ

とで正確なデータを得る方法を身に付けた。グル

ープにより思考力に若干の差があったが、講師や

引率教員が適宜ヒントを出して誘導したり、グル

ープ内で協力して取り組むことにより、実験結果

の考察やポスターセッションまで進むことがで

きた。１泊２日の日程は、グループでの協働作業

や協議を充分行うことができ、次年度へ向けた仲

間意識を高めることができた。 

Ｇ 南陵サイエンスセミナーⅠ ２０１８．１２．１０（月）～１１（火）
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１ 仮説 
・基礎・基本を活用した応用実験・実習を通して、科学への興味・関心が喚起され、実験技術が向上

し、思考力・判断力を育成することができる。 
・データ処理方法やレポート作成技術を学び、ポスターセッションを通して表現力を高めることがで

きる。 
 
２ 内容・方法 
［場所］青森県総合学校教育センター 
［講師］青森県総合学校教育センター 高校教育課 指導主事（４名） 

物理：成田 康生 氏 化学：工藤 陽平 氏 
生物：佐藤 寿 氏 地学：氣田 章正 氏 

［対象］１年次生４０名（次年度２年次ＳＳＨクラス生） 
 
事前学習として、本校教員３名を講師として物理・化学・生物の実験・実習に必要な基礎知識に関

する講義を実施した。セミナーでは、４分野の実験・実習を通して基本的な実験操作、実験結果の見

方、考察のしかたなどを学んだ。またグループごとに気体の成分を同定する実験を行い、収集したデ

ータの分析結果から考察し、ポスターにまとめ、グループごとにポスターセッションを実施した。生

徒は次年度ＳＳＨクラス生であり、メンバー全員が参加する初めてのプログラムであるため、ＳＳＨ

クラス生としての意識を高めるねらいがある。（実施内容詳細は以下のとおり） 
 
（１）理科実験 

物理）重力による物体の運動（重い物体と軽い物体の同時落下の結果を考察） 
化学）応用実験 岩塩でアボガドロ定数を求める 
生物）観察・実験 酵素とアルコール発酵 
地学）天体望遠鏡の基本構造、プラネタリウムによる星空の観察 

（２）グループ試行実験 
気体の体積と質量を測定し、得られたデータを処理・分析することにより、４種類の気体および

身近にあるスプレー缶の成分を同定する。 
 
３ 結果・検証 

事前学習では、学校教育センター作成の教材を

使用し、未習分野を中心に短時間で解説を行った。

理科実験では、講師による丁寧な指導もあり、生

徒の理解度・満足度は非常に高かった。 
グループ試行実験では、繰り返し実験を行うこ

とで正確なデータを得る方法を身に付けた。グル

ープにより思考力に若干の差があったが、講師や

引率教員が適宜ヒントを出して誘導したり、グル

ープ内で協力して取り組むことにより、実験結果

の考察やポスターセッションまで進むことがで

きた。１泊２日の日程は、グループでの協働作業

や協議を充分行うことができ、次年度へ向けた仲

間意識を高めることができた。 

Ｇ 南陵サイエンスセミナーⅠ ２０１８．１２．１０（月）～１１（火）

（平成２９年度の実施状況） 
１ 仮説 
東北大学工学部における研究室訪問や、筑波学園都市において先端科学に触れることで、科学の可

能性や有用性を認識し、将来科学に携わる意識を高めることができる。 
 
２ 内容・方法 
［日時］平成３０年３月１５日（木）～１７日（土） 
［場所］東北大学工学部、筑波学園都市・理化学研究所、サイバーダインスタジオ、 

筑波宇宙センター（JAXA） 
［対象］次年度２年次ＳＳＨクラス生 ４０名 

 
東北大学工学部では工学研究科量子エネルギー工学専攻の先生方のご指導により、放射線

について学習する。この訪問は、平成３０年１月５日に本校で実施した「放射線セミナー」での実習

内容を補完する目的もあり、セミナーで学習した内容をより深めるねらいがある。 
筑波学園都市では、理化学研究所において遺伝子工学に関する研究を、サイバーダインスタジオに

おいては最新のロボット工学について、また JAXAでは宇宙開発技術について見学・体験を通して学
ぶ予定である。 

 
３ 結果・検証 
昨年度は、東北大学工学部の研究室訪問を行った。材料システム工学専攻の成田史生先生のもと、

機械知能・航空工学科、材料科学総合学科の研究室を訪問し、新素材の研究・開発、原子レベルから

システムレベルまでの多彩な研究内容について学び、工学分野に対する興味・関心を高めることがで

きた。 
理化学研究所では「バイオリソースセンター」について詳しく学ぶことができた。実験材料の保存

施設を見学し、万能細胞に関する講義も受けることができた。講義後は生徒から質問がでて、意欲的

に学ぼうとする姿勢が見られた。

サイバーダインスタジオでは、医療用ロボット等のしくみを学び、ロボットを動かす体験を行うこ 
とで、最先端のロボット技術に触れることができた。

筑波宇宙センターでは、国際宇宙ステーション「きぼう」の管制室や宇宙飛行士訓練施設の見学を

行うことができた。 
筑波学園都市での多くの施設での見学・研修を通して、日本の様々な研究や技術開発のレベルの高

さを目の当たりにし、科学技術が私たちの生活を大きく支えていることを実感するとともに、生徒た

ちの科学研究への意欲をかきたてるひとつのきっかけとなった。 

 

Ｈ 県外科学研修〈サイエンス・ツアー〉 ２０１８．３．１５（木）～１７（土）
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ａ 白神エクスカーション ２０１８．８．６（月）

２年次文型生徒２５名が参加し、アクアグリーンビレッジＡＯＭＯＮからブナ林のトレッキングを

行った。自然観察ガイドからブナ林の保水状況や白神の伏流水や特徴的な地形、ホオノキやヤマブド

ウの葉の特徴、マタギの生活について説明を受けながら白神の自然を学んだ。終始雨の中のフィール

ドワークとなったが、生徒は自然を楽しむとともに、豊かな水の森「白神」を肌で感じ、白神の生態

系の特殊性や世界自然遺産に登録された理由を考察した。 
 
ｂ ＳＳＨ生徒研究発表会 ２０１８．８．７（水）～９（木）

２年次ＳＳＨクラス生２名と３年次ＳＳＨクラス生３名が参加し、神戸国際展示場で、課題研究の

成果をポスター発表した。課題研究１０班のうち、前年度、校内課題研究発表会で１位となった「タ

ダアイの抗菌活性」をテーマとした研究を発表し、大学の先生や専門家のアドバイスをいただいた。

次年度の発表につなげるために、研究内容を２年次ＳＳＨクラス生と共有した。生徒は、全国のＳＳ

Ｈ校の様々なテーマや仮説の立て方、推論から実験を組み立てまとめに至るプロセスを目の当たりに

し、３年次生はもとより２年次生にとっても、今後の課題研究発表会に向けた大きな収穫となった。 
 
ｃ 南陵サイエンスセミナーⅡ ２０１８．１０．１５（月）

２年次理型生徒１０名を対象に、青森県産業技術センター青森工業総合研究所において、化学・情

報分野の実験を行った。化学分野では、高分子化合物に関する講義の後、試薬を混合しナイロンを合

成した。合成物を赤外分光器で分析し、吸光度データから官能基を知ることでナイロン 66 の合成を
確認した。情報分野では、スマート農業で注目されているＩｏＴについての講義の後、センサー、小

型マイコンボード、通信モジュールを用いたプログラミング実習を行った。プログラミングでＬＥＤ

の発光パターンが調節できることを確認することで、ＩｏＴへの基礎技術を学んだ。学校でも、有機

化学やＩｏＴは学習するが、分光器分析やプログラミングまでは行うことはなく、貴重な実習となっ

た。セミナーは、簡単な実験を通した講座ではあるが、科学の視点から地域を理解し、科学技術と産

業の関わりを学ぶ貴重な機会となっている。 
     
ｄ 南陵サイエンスセミナーⅣ ２０１８．１２．１３（木）

２年次理型生徒２４名を対象に、青森県産業技術センター弘前地域研究所において、実験技術や分

析力の向上を目的に、世界各地を水源とするミネラルウォータを、試薬ＥＤＴＡ（エチレンジアミン

四酢酸）を用いたキレート滴定を行うことで、それぞれの硬度を測定した。前年度、授業で中和滴定

を行っており、実験機器はなじみのあるものだったが、より正確な精度が求められることもあり、生

徒は納得のいくまで何度も実験を繰り返すことが必要であった。実験講座を通して、ビュレット、ホ

ールピペットの使い方から滴定結果の検証を体験的に学ぶことができた。また、地域により水の性質

に違いがあることを実感し、身近な水に対する科学的な興味・関心が高まった。 
 
【その他】 
海洋生物学実習、科学の甲子園青森県予選、女子高生工学系キャリアサポート、放射線セミナー 

Ｉ その他の活動
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ールピペットの使い方から滴定結果の検証を体験的に学ぶことができた。また、地域により水の性質
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（１）単位数 １単位

（２）対 象 １年次生全員

（３）年間計画

実施時期 内 容

４月～５月 英語の文の種類・文型についての基礎知識

６月～７月 ALTとの Team Teachingによる言語活動
８月～３月 科学英語講読

１１月～１月 英文リーフレット作成

２月 留学生との交流会

ａ 科学英語学習

１ 仮説

補助教材である “SCIENCE FUSION” (HSH), “SCIENCE SAURUS” (HSH) に出てくる英語を
読み解きながら、テクニカルタームなどに慣れる。また、英語の学習に対する興味・関心を高め、英

語科学論文の講読及び英語での科学表現に関する基礎力が身につく。

２ 内容・方法

“SCIENCE FUSION” 及び “SCIENCE SAURUS” の中の「再生エネルギー」「生命科学、生物学」
「生態学、生態系」「地球上の水」「原子、分子、熱エネルギー」についての文章を読み、自作のプリ

ントを用いて出てきた表現や専門用語などを理解させた。また、聞いたり読んだりして得た情報に基

づいてディスカッションを行い、話題に関する理解を深め、意見をまとめた。

３ 結果・検証

１年次全体で学習することを前提としたため、教材は昨年度の一年次の発表テーマに多かった「環

境」、「化学」、「生物」などとした。ALTが自分の体験を交えながら解説するなど、生徒は普段の英語
の授業では扱わないような生きた英語を読んでいると感じたようである。用語については実際にそれ

を用いて自分の意見を述べたりしたため、使用に慣れた様子が見られた。用語や内容理解を含んだ定

期考査では、平均点は 点を超えた。真面目に勉強に取り組む生徒が多く、内容理解が深まった結

果と言える。極端に低い点数を取る生徒もなく、また英語を苦手とする生徒が平均点を超える点数を

とるなどの現象も見られた。生徒の感想に「英文は難しいが内容はおもしろい」とあったように、英

語自体は難しかったが、今まであまり触れてこなかった内容や興味のなかったことを調べ、学ぶうち

に、だんだん興味がわき、意見をシェアする活動に醍醐味を感じたと見られる。このように生徒の様

子や感想、またテストへの取り組みから総合的に判断して、ある程度仮説は支持されたと言える。

４ 生徒の変容

英語を苦手とする生徒や消極的な性格の生徒もペアワーク、グループワークを通して積極的に活動

する場面が見られた。また、英文解釈、内容理解の問いに協力して取り組むことで自信を深め、前向

きに授業に臨む生徒が多かった。グループワークでは「他の班員と異なる意見を出したい」、「自分の

考えをもっと英語で伝えたい」という思いの生徒が増えるなどの効果が見られた。

５ 生徒の感想

南陵ゼミⅠ（学校設定科目） 通年
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・みんなで知恵を出し合って英文を解読できたのが良かった。

・身近な内容が多く、それらを自分たちで追及するのが面白いと思った。

・英語で科学を勉強するのは新鮮味があった。

・英文は難しかったけど、内容や、日本語に訳すのは楽しかった。

・英語と理科は両方とも苦手だったので内容が分からなくなったが、先生方が手厚く教えてくれたの

で有意義な授業だったと思います。

６ 指導上の工夫と教員の変容

生徒の英文の理解を助けるため流れを追うような質問を作りプリントにした。その質問に答えるこ

とで、本文の要点が押さえられるように工夫した。

英語のテクニカルタームなどに慣れることと話題についての理解を深めるために、ペアワーク、グ

ループワークの活動を行い、話題について多方向から考察させた。

ｂ 英文リーフレット作成

１ 仮説

科学英語に触れる機会を設けながら、課題研究の成果を英文リーフレットにまとめたり、英文リー

フレットをもとに英語で外国人留学生に発表する機会を与えたりすることで、英語をツールとして使

う意識を育て、英語学習への意欲を高めることができる。さらには、科学英語に対する関心を高める

ことができる。

２ 内容・方法

課題研究の内容について、英語でリーフレットを作成した。日本語でのリーフレットをあらかじめ

作成し、それを元に英語でのリーフレット作成へと進めた。英文リーフレットを作成するに当たり、

より簡潔に、わかりやすく表現すること、グラフやイラストを加えるなど、より留学生がわかりやす

いように、プレゼンを意識した内容となるよう、指導した。

次に、作成したリーフレットをもとに外国人留学生の前でプレゼンするためのスピーチ原稿を JET
および ALT の支援を受けながら、英語で班毎に作成させ、２度の原稿提出と添削を経て、スピーチ
原稿を作成した。それを元に、発表練習をし、外国人留学生の前でプレゼンをする機会を持った。

３ 結果・検証

Biology・Ecology・Energy 等科学に関連した英文をもとに、語彙の確認・内容理解の確認を目標
に JETと ALTでティームティーチングを行い、できるだけ科学英語に親しみを持てるように配慮し
た。

リーフレットをもとにプレゼンをするということだったので、プレゼンの際に外国人留学生が読み

やすく、理解しやすいように、リーフレットには、図表や絵などを必ず入れ、適切な情報量となるよ

う指導した。図表や絵、レイアウトには工夫が見られた班が多かった。その一方、生徒の文構造に対

する理解が足りず、英文を組み立てることができない場合が多く見られた。２度添削を行い、ペンで

の本書きへと移行したが、間違いが多く、訂正を余儀なくされた。

スピーチ原稿作成の際は、リーフレットで用いた表現を言い換えしながら、作成するように生徒に

指導した。２度原稿を提出させ、ALT が添削し、JET も一緒に生徒に返却する際に、訂正点や補足
すべきことを説明した。生徒は表現を言い換えたり、説明を補足することに困難を感じていたが、こ

の作業を通して、自分たちのテーマに対する理解を深めたり、より深く考える契機とすることができ

た。 
４ 生徒の変容

JET や ALT からの指導を受けて、英語で表現しようと努力する姿が見られた。班により取組に差
は見られるが、どう表現すれば、初めてプレゼンを聞く留学生の方に伝わるかを考えるなど、英文を

作って終わりではなく、英語を使って伝えるという意識を持つことができた。

５ 生徒の感想

・わからない言葉は辞書ですぐに調べること、班の人と協力して作業をすることの大切さに気づくこ

とができた。

・調べた内容を相手に伝わるようなわかりやすい文章にすることが大変だった。スピーチ原稿の作成

を通して、語彙を増やすこと、相手に伝える力が身についた。

・班員と協力して、一人ひとりがテーマについて深い知識を持つことができた。

ｃ 留学生との交流会 ２０１８．２．８（木）

（平成２９年度の実施状況）

１ 仮説

３ＥＲ探究活動の内容を留学生に対して英語を用いて発表し、交流しながらコミュニケーションが

できる。

２ 内容・方法

１班あたり生徒４人（全体で６０班）で、事前に英語でリーフレットを作成し、発表原稿をまとめ

発表練習を重ねて交流会に臨んだ。交流会は２５名の留学生が本校第一体育館に集まり、２４のブー

スに分かれた。１名の留学生に対して１班が発表する形式で、タイムテーブルに従って、発表を２回、

聴講を３回行った。

３ 結果・検証

発表した生徒は外国人との対面に緊張しながらも、リーフレットを用いながら研究内容について英

語で説明をしていた。各ブースは１枚の衝立で区切られていたが、周囲で発表する班の声も聞こえる

ことから、留学生になるべく近づいて説明する様子が多く見られた。生徒の発表中や発表後に留学生

から質問があり、相手の英語が聞き取れなかったり、原稿として用意していない部分を答えなければ

いけなかったりする状況に、生徒は戸惑いを見せる場面もあった。しかし、ジェスチャーを用いたり、

留学生の目の前でリーフレットの内容を指差しながら説明するなど、少しずつ相手に理解してもらえ

る場面が多かった。生徒には事前に、留学生からの質問に対応できるよう指導していたものの、質問

をされた時に固まってしまい答えられない者もいたため、指導にはもうひと工夫が必要だと思われる。

原因は、自分たちの研究内容を日本語及び英語で十分理解できていないことにある。次年度は、質疑

応答の練習を充実させたい。

４ 生徒の変容

研究内容の発表の機会として、また異文化理解の機会として、生徒にとってよい体験になった。

５ 生徒の感想

・どんな風に言えば相手に分かり易く、また興味を持ってもらえるのかを考えられる良い機会だ

った。

・英語は得意ではないけれども、良い体験ができた。（多数）
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・みんなで知恵を出し合って英文を解読できたのが良かった。

・身近な内容が多く、それらを自分たちで追及するのが面白いと思った。

・英語で科学を勉強するのは新鮮味があった。

・英文は難しかったけど、内容や、日本語に訳すのは楽しかった。

・英語と理科は両方とも苦手だったので内容が分からなくなったが、先生方が手厚く教えてくれたの

で有意義な授業だったと思います。

６ 指導上の工夫と教員の変容

生徒の英文の理解を助けるため流れを追うような質問を作りプリントにした。その質問に答えるこ

とで、本文の要点が押さえられるように工夫した。

英語のテクニカルタームなどに慣れることと話題についての理解を深めるために、ペアワーク、グ

ループワークの活動を行い、話題について多方向から考察させた。

ｂ 英文リーフレット作成

１ 仮説

科学英語に触れる機会を設けながら、課題研究の成果を英文リーフレットにまとめたり、英文リー

フレットをもとに英語で外国人留学生に発表する機会を与えたりすることで、英語をツールとして使

う意識を育て、英語学習への意欲を高めることができる。さらには、科学英語に対する関心を高める

ことができる。

２ 内容・方法

課題研究の内容について、英語でリーフレットを作成した。日本語でのリーフレットをあらかじめ

作成し、それを元に英語でのリーフレット作成へと進めた。英文リーフレットを作成するに当たり、

より簡潔に、わかりやすく表現すること、グラフやイラストを加えるなど、より留学生がわかりやす

いように、プレゼンを意識した内容となるよう、指導した。

次に、作成したリーフレットをもとに外国人留学生の前でプレゼンするためのスピーチ原稿を JET
および ALT の支援を受けながら、英語で班毎に作成させ、２度の原稿提出と添削を経て、スピーチ
原稿を作成した。それを元に、発表練習をし、外国人留学生の前でプレゼンをする機会を持った。

３ 結果・検証

Biology・Ecology・Energy 等科学に関連した英文をもとに、語彙の確認・内容理解の確認を目標
に JETと ALTでティームティーチングを行い、できるだけ科学英語に親しみを持てるように配慮し
た。

リーフレットをもとにプレゼンをするということだったので、プレゼンの際に外国人留学生が読み

やすく、理解しやすいように、リーフレットには、図表や絵などを必ず入れ、適切な情報量となるよ

う指導した。図表や絵、レイアウトには工夫が見られた班が多かった。その一方、生徒の文構造に対

する理解が足りず、英文を組み立てることができない場合が多く見られた。２度添削を行い、ペンで

の本書きへと移行したが、間違いが多く、訂正を余儀なくされた。

スピーチ原稿作成の際は、リーフレットで用いた表現を言い換えしながら、作成するように生徒に

指導した。２度原稿を提出させ、ALT が添削し、JET も一緒に生徒に返却する際に、訂正点や補足
すべきことを説明した。生徒は表現を言い換えたり、説明を補足することに困難を感じていたが、こ

の作業を通して、自分たちのテーマに対する理解を深めたり、より深く考える契機とすることができ

た。 
４ 生徒の変容

JET や ALT からの指導を受けて、英語で表現しようと努力する姿が見られた。班により取組に差
は見られるが、どう表現すれば、初めてプレゼンを聞く留学生の方に伝わるかを考えるなど、英文を

作って終わりではなく、英語を使って伝えるという意識を持つことができた。

５ 生徒の感想

・わからない言葉は辞書ですぐに調べること、班の人と協力して作業をすることの大切さに気づくこ

とができた。

・調べた内容を相手に伝わるようなわかりやすい文章にすることが大変だった。スピーチ原稿の作成

を通して、語彙を増やすこと、相手に伝える力が身についた。

・班員と協力して、一人ひとりがテーマについて深い知識を持つことができた。

ｃ 留学生との交流会 ２０１８．２．８（木）

（平成２９年度の実施状況）

１ 仮説

３ＥＲ探究活動の内容を留学生に対して英語を用いて発表し、交流しながらコミュニケーションが

できる。

２ 内容・方法

１班あたり生徒４人（全体で６０班）で、事前に英語でリーフレットを作成し、発表原稿をまとめ

発表練習を重ねて交流会に臨んだ。交流会は２５名の留学生が本校第一体育館に集まり、２４のブー

スに分かれた。１名の留学生に対して１班が発表する形式で、タイムテーブルに従って、発表を２回、

聴講を３回行った。

３ 結果・検証

発表した生徒は外国人との対面に緊張しながらも、リーフレットを用いながら研究内容について英

語で説明をしていた。各ブースは１枚の衝立で区切られていたが、周囲で発表する班の声も聞こえる

ことから、留学生になるべく近づいて説明する様子が多く見られた。生徒の発表中や発表後に留学生

から質問があり、相手の英語が聞き取れなかったり、原稿として用意していない部分を答えなければ

いけなかったりする状況に、生徒は戸惑いを見せる場面もあった。しかし、ジェスチャーを用いたり、

留学生の目の前でリーフレットの内容を指差しながら説明するなど、少しずつ相手に理解してもらえ

る場面が多かった。生徒には事前に、留学生からの質問に対応できるよう指導していたものの、質問

をされた時に固まってしまい答えられない者もいたため、指導にはもうひと工夫が必要だと思われる。

原因は、自分たちの研究内容を日本語及び英語で十分理解できていないことにある。次年度は、質疑

応答の練習を充実させたい。

４ 生徒の変容

研究内容の発表の機会として、また異文化理解の機会として、生徒にとってよい体験になった。

５ 生徒の感想

・どんな風に言えば相手に分かり易く、また興味を持ってもらえるのかを考えられる良い機会だ

った。

・英語は得意ではないけれども、良い体験ができた。（多数）
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（１）単 位 数 １単位 
（２）対   象 ２年次ＳＳＨクラス生４０名 
（３）年間計画 

実施期間 内 容 
４月～ ９月 科学英語実践Ⅰ①（英語の論文講読）英語による課題研究発表会①② 

８月～１１月 
海外研修英会話講座（研修先のタイ王国でのコミュケーションを円滑に進

めるための実践的な英会話講座） 

１０月～ ３月 
海外科学交流（海外研修先タイ王国の高校生との英語メール交流） 
科学英語実践Ⅰ②（ALTの Team Teachingによる言語活動） 
科学英語実践Ⅰ③（化学実験、サイエンスダイアログ講演） 

１２月 海外研修（タイ王国） 

１月～ ３月 
海外科学交流（海外研修報告会と英語メール交流） 
科学英語実践Ⅰ②（ALTの Team Teachingによる言語活動） 
科学英語実践Ⅰ③（生物実験） 

 
ａ 科学英語実践Ⅰ（①②）

 
１ 仮説 
科学英語専門用語や表現を学ぶことで、科学の世界への関心を育みながら、英語に対する適切な表

現方法を学び、自分達の課題研究発表に必要な表現方法や構文を学ぶことができる。 
 
２ 内容・方法 
アメリカの中学生から高校生のレベルの英語の教科書を要約した「Science Fusion」（HOUGHTON 

MIFFLIN HARCOURT社）を要約した独自教材を使用し、ALTと Team Teachingを行った。授業
は、科学者としての考え方や調査・研究方法、植物や動物の生活環などについて、英語のアクティブ

ラーニングにより行った。 
 
３ 結果・検証 
より英語らしい科学表現が盛り込まれた欧米の中高校生が使用する教科書をベースとした独自教

材を、ネイティブスピーカーと Team Teaching を行うことで、日常生活に密接した科学を学習する
ことができた。英語への興味・関心も高まり、科学英語論文を要約したり、英文グラフを読み取りわ

かったことを説明しあうことで、３年生で行う予定の英語課題研究のプレゼンテーションへの布石と

なった。 
 
４ 生徒の感想 
・地球上で問題になっていることや科学の仕組みについて英語で学ぶことができました。専門用語  
が多くて苦労しましたが、楽しかったです。 
・理科の内容を英語で授業するのは１年生の時と違い、正確な英文法が求められたため、英語力が 
向上したように感じました。 
・国際交流が大事になる社会には、必要な相手とコミュニケーションをする力とリスニングの力を 
高めることができる内容が濃い授業だと思います。英作文の力がついてきたので頑張りたいと思い 

Ｋ 南陵ゼミⅡ（学校設定科目） 通年
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（１）単 位 数 １単位 
（２）対   象 ２年次ＳＳＨクラス生４０名 
（３）年間計画 

実施期間 内 容 
４月～ ９月 科学英語実践Ⅰ①（英語の論文講読）英語による課題研究発表会①② 

８月～１１月 
海外研修英会話講座（研修先のタイ王国でのコミュケーションを円滑に進

めるための実践的な英会話講座） 

１０月～ ３月 
海外科学交流（海外研修先タイ王国の高校生との英語メール交流） 
科学英語実践Ⅰ②（ALTの Team Teachingによる言語活動） 
科学英語実践Ⅰ③（化学実験、サイエンスダイアログ講演） 

１２月 海外研修（タイ王国） 

１月～ ３月 
海外科学交流（海外研修報告会と英語メール交流） 
科学英語実践Ⅰ②（ALTの Team Teachingによる言語活動） 
科学英語実践Ⅰ③（生物実験） 

 
ａ 科学英語実践Ⅰ（①②）

 
１ 仮説 
科学英語専門用語や表現を学ぶことで、科学の世界への関心を育みながら、英語に対する適切な表

現方法を学び、自分達の課題研究発表に必要な表現方法や構文を学ぶことができる。 
 
２ 内容・方法 
アメリカの中学生から高校生のレベルの英語の教科書を要約した「Science Fusion」（HOUGHTON 

MIFFLIN HARCOURT社）を要約した独自教材を使用し、ALTと Team Teachingを行った。授業
は、科学者としての考え方や調査・研究方法、植物や動物の生活環などについて、英語のアクティブ

ラーニングにより行った。 
 
３ 結果・検証 
より英語らしい科学表現が盛り込まれた欧米の中高校生が使用する教科書をベースとした独自教

材を、ネイティブスピーカーと Team Teaching を行うことで、日常生活に密接した科学を学習する
ことができた。英語への興味・関心も高まり、科学英語論文を要約したり、英文グラフを読み取りわ

かったことを説明しあうことで、３年生で行う予定の英語課題研究のプレゼンテーションへの布石と

なった。 
 
４ 生徒の感想 
・地球上で問題になっていることや科学の仕組みについて英語で学ぶことができました。専門用語  
が多くて苦労しましたが、楽しかったです。 
・理科の内容を英語で授業するのは１年生の時と違い、正確な英文法が求められたため、英語力が 
向上したように感じました。 
・国際交流が大事になる社会には、必要な相手とコミュニケーションをする力とリスニングの力を 
高めることができる内容が濃い授業だと思います。英作文の力がついてきたので頑張りたいと思い 

Ｋ 南陵ゼミⅡ（学校設定科目） 通年

ます。 
 
５ 指導上の工夫と教員の変容 
［JET］生徒の科学への興味・関心を高め、科学者が学ぶべきことを独自教材にするのは内容が多岐
にわたり困難であった。しかしＡＬＴと相談し合い、生徒の英語力を考えながら教材を作り上げて

いくことは非常に有意義でもあった。昨年度に引き続き英語で授業は行われたが、昨年度の反省も

踏まえ、英語のリスニング力とスピーキング力の両方が向上できるように、発言する機会を多く設

けた。ペアワークやグループ活動、ビデオやパワーポイントを使ったアクティブラーニングによる

授業は大変活発であったが、一人一人での活動になると昨年同様消極的になることが多く、授業以

外での発表準備の期間や内容にも引き続き配慮が必要であると感じた。 
 
［ALT］My opinion of the Super Science High School (SSH) program is “innovative.”  With 

Minami High School about to finish its third year with the program, the teachers have a pretty 
good handle on the rigors involved in teaching the material in such a way that students can 
understand.  The students are capable and adaptive despite the difficulty, and I feel that 
this is directly because of the teachers’ hard work.  My wish for the future is that both 
teachers and students work hard into the fourth year of the SSH program. 

 
ｂ 海外科学交流

 
１ 仮説 
海外研修に向けた英語語彙能力、異文化理解、コミュニケーションの向上を目標に、海外研修先の

タイ王国バンコクの現地高校生と英語で交流を深めることで、生きた英語とタイの文化を理解するこ

とができる。 
 
２ 内容・方法 

最初に本校の生徒が自己紹介、学校紹介、課題研究の内容等を英語のメールで送った。その後、１

ヶ月に一度の頻度で、タイ王国の高校生とメールのやりとりを通じて異文化理解を図った。日本語か

ら英語に訳すのではなく、頭の中で英文を組み立てながら文章をパソコンに直接入力する方法を用い

た。最初は個人情報の問題から、生徒同士が直接メールのやりとりをせず、授業中にメールを作成し、

JETが取りまとめてタイの高校の担当教師にメールする方法をとった。 
 
３ 結果・検証、生徒の変容 

生徒達は、最初の自己紹介メール作成段階では顔の見えない外国人とのやり取りに戸惑いを感じて

いる様であった。しかし、返信を受け取ってからは一転し、相手との交流に関心が深まり、メールの

読み取りや返信のために生徒それぞれが工夫を凝らすようになった。 
交流先の高校には、英語を学ぶコースが設定されていて、外国語を得意とする生徒が多い。本校生

徒は、同年代の高校生の流ちょうな英文メールに衝撃を受け、英語学習への意欲や海外への興味が高

まった。 
授業では、相手に伝えるための英文の書き方や表現などを ALT とともに英語で指導した。英語文
法の知識を学ぶことに重点が置かれた授業に比べて、学んだ英文法を実際の日常生活に基づいて運用

できるアクティブで実践的な内容となった。 
 
４ 生徒の感想 
・海外の高校生とメール交換するのは未体験で、めったにないチャンスだと思い、自分から積極的に 
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日本の小説などを紹介して、相手が興味を持ってくれるように文章を書いた。 
・自分の持つ英語力で外国人と意思疎通ができるか不安でしたが、文章だったのでゆっくり読むと理 
解できたし、相手のことを考えて次は何の話題でメールしようか考える時間が楽しくてしかたがな 
かったです。 

・外国人とメールのやりとりができる貴重な体験です。相手に伝わるように、自分が習った文法でど 
こまで書けるか挑戦する良い機会でもあり、簡単な英作文でも相手に伝わることが大事だと思いま 
した。 

 
ｃ 科学英語実践Ⅰ（英語による生物実験③・化学実験③）

 
１ 仮説

南陵ゼミⅡで学んだ科学に関するテクニカルタームを用いて理科実験を行うことで、科学英語の実

践の難しさを体感し、今後の英語学習のさらなる動機付けを図る。

２ 内容・方法

ALTとの Team Teachingにより、２分野の理科実験を全て英語で行う。
①「Transformation of E.Coli～大腸菌の形質転換～」（生物分野）

GFP、βlactamase アンピシリン耐性 、アラビノースオペロンの３遺伝子をもつ人工プラスミド

pGLO を大腸菌にヒートショック法にて導入し、形質転換を行った。後日、対照培地とアンピシ
リン、アンピシリン＋アラビノース培地上でのコロニー形成の有無や、発光の有無を確認した。（事

前学習１時間、テクニカルターム学習１時間、実験２時間）

②「Alkali Metals～アルカリ金属の性質～」（化学分野）
リチウム、ナトリウム、カリウムの固体を用いてアルカリ金属の性質の共通性を調べた。硬度、

水との反応、フェノールフタレイン反応、水素発生の確認などを行った。

（事前学習１時間、テクニカルターム学習１時間、実験２時間）

３ 結果

① 生物分野 
形質転換の実験は、遺伝子工学に対する一定の理解を要する内容であるため、日本語での事前学

習を丁寧に行い、実験の目的と原理をしっかりと確認してから、英語での実験に臨んだ。実験にお

いては、生徒が英語で話し合いながら実験作業を進めていく場面が多く見られ、教員への質問も英

語で行う姿勢が見られた。英語を実践的に運用する面でとても効果があった。 
②化学実験 
アルカリ金属は、金属の中でも反応性が高く、その変化を実験で確認した。実際に金属を扱うの

は初めてであり、試料をナイフで切って硬さや色を確認したり、水への溶解性の違いを観察するな

どアルカリ金属への理解を深めた。また、水素の爆発など危険な場面も想定されるため、英語での

指示は工夫を要した。また、生徒は教師の英語での指示を聞き漏らさないよう熱心に実験を行った。 

４ 生徒の感想

①英語で書かれた手順書に沿って実験し形質転換がうまくいき、自信がついた。

②英語は難しいが、危険を伴う実験だったので、ALTの指示を真剣に聞いた。 
 
 
 

〈海外研修のための事前研修〉 
国内研修 平成２９年度ＳＳＨタイ王国海外研修用事前英会話講習 

 
１ 目的 タイ海外研修において、課題研修を英語でプレゼンテーションする際の必要最低限の英語力 

を身につけると共に、意欲的に英語を使って現地の高校生や大学生、現地の方々と英語でコ 
ミュニケーションを図れるように、英会話講座を実施する。 

２ 日時 平成２９年９月１３日（木）～１２月１４日（金） 
昼休み（１２：４０～１３：１０）、または放課後（１６：４０～１７：１０） 

３ 内容 生徒の意欲、積極性を引き出すため、全て英語で行った。 
 

回数 実施日程 内 容 
１ ９月１３日（木） 自己紹介・学校行事（学校紹介）について 
２ ９月１９日（水） 中学校時代の思い出について 
３ ９月２６日（水） 青森県・古里について 
４ １０月１０日（水） 趣味について 
５ １０月２４日（水） 得意・不得意について 
６ １１月 ７日（水） 修学旅行について 
７ １１月１４日（水） 課題研究について 
８ １１月２０日（火） プレゼンテーション練習① 
９ １２月１４日（金） プレゼンテーション練習② 

 
４ 生徒の感想 
・この研修時間を利用して、参加する仲間と意見を交わすのは、会話に慣れていない私にとってとて  
もいい経験になった。また、実際にタイで英会話する際にも役だった。 
・自分で伝えたいことを英語に変えて表現するのは難しかったが、聞き取ることはほとんどできた。

・全て英語で会話するということは難しい状況だったが、それでも失敗を恐れずに自分の英語力を向

上させるために頑張った。

５ 指導上の工夫と課題 
参加者の中には、日本語においても積極的な自己表現を苦手とする者もいたため、今回の英会話研

修と海外研修は自分の殻を破るいい機会になったと思われる。少人数の研修だったため、聞き手のみ

にまわることはできず、常に自分が積極的に会話に加わらなければならない状況であった。それがむ

しろ普段の授業とは異なるディスカッションになったため度胸がつき、実践的な英語を身に付けられ

た。外国語を学ぶということの根本を考えると、語学力に加え、意欲的で自ら目標に向けて絶えず努

力を惜しまない、豊かな人間性の育成も考えていくべきと考える。
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日本の小説などを紹介して、相手が興味を持ってくれるように文章を書いた。 
・自分の持つ英語力で外国人と意思疎通ができるか不安でしたが、文章だったのでゆっくり読むと理 
解できたし、相手のことを考えて次は何の話題でメールしようか考える時間が楽しくてしかたがな 
かったです。 

・外国人とメールのやりとりができる貴重な体験です。相手に伝わるように、自分が習った文法でど 
こまで書けるか挑戦する良い機会でもあり、簡単な英作文でも相手に伝わることが大事だと思いま 
した。 

 
ｃ 科学英語実践Ⅰ（英語による生物実験③・化学実験③）

 
１ 仮説

南陵ゼミⅡで学んだ科学に関するテクニカルタームを用いて理科実験を行うことで、科学英語の実

践の難しさを体感し、今後の英語学習のさらなる動機付けを図る。

２ 内容・方法

ALTとの Team Teachingにより、２分野の理科実験を全て英語で行う。
①「Transformation of E.Coli～大腸菌の形質転換～」（生物分野）

GFP、βlactamase アンピシリン耐性 、アラビノースオペロンの３遺伝子をもつ人工プラスミド

pGLO を大腸菌にヒートショック法にて導入し、形質転換を行った。後日、対照培地とアンピシ
リン、アンピシリン＋アラビノース培地上でのコロニー形成の有無や、発光の有無を確認した。（事

前学習１時間、テクニカルターム学習１時間、実験２時間）

②「Alkali Metals～アルカリ金属の性質～」（化学分野）
リチウム、ナトリウム、カリウムの固体を用いてアルカリ金属の性質の共通性を調べた。硬度、

水との反応、フェノールフタレイン反応、水素発生の確認などを行った。

（事前学習１時間、テクニカルターム学習１時間、実験２時間）

３ 結果

① 生物分野 
形質転換の実験は、遺伝子工学に対する一定の理解を要する内容であるため、日本語での事前学

習を丁寧に行い、実験の目的と原理をしっかりと確認してから、英語での実験に臨んだ。実験にお

いては、生徒が英語で話し合いながら実験作業を進めていく場面が多く見られ、教員への質問も英

語で行う姿勢が見られた。英語を実践的に運用する面でとても効果があった。 
②化学実験 
アルカリ金属は、金属の中でも反応性が高く、その変化を実験で確認した。実際に金属を扱うの

は初めてであり、試料をナイフで切って硬さや色を確認したり、水への溶解性の違いを観察するな

どアルカリ金属への理解を深めた。また、水素の爆発など危険な場面も想定されるため、英語での

指示は工夫を要した。また、生徒は教師の英語での指示を聞き漏らさないよう熱心に実験を行った。 

４ 生徒の感想

①英語で書かれた手順書に沿って実験し形質転換がうまくいき、自信がついた。

②英語は難しいが、危険を伴う実験だったので、ALTの指示を真剣に聞いた。 
 
 
 

〈海外研修のための事前研修〉 
国内研修 平成２９年度ＳＳＨタイ王国海外研修用事前英会話講習 

 
１ 目的 タイ海外研修において、課題研修を英語でプレゼンテーションする際の必要最低限の英語力 

を身につけると共に、意欲的に英語を使って現地の高校生や大学生、現地の方々と英語でコ 
ミュニケーションを図れるように、英会話講座を実施する。 

２ 日時 平成２９年９月１３日（木）～１２月１４日（金） 
昼休み（１２：４０～１３：１０）、または放課後（１６：４０～１７：１０） 

３ 内容 生徒の意欲、積極性を引き出すため、全て英語で行った。 
 

回数 実施日程 内 容 
１ ９月１３日（木） 自己紹介・学校行事（学校紹介）について 
２ ９月１９日（水） 中学校時代の思い出について 
３ ９月２６日（水） 青森県・古里について 
４ １０月１０日（水） 趣味について 
５ １０月２４日（水） 得意・不得意について 
６ １１月 ７日（水） 修学旅行について 
７ １１月１４日（水） 課題研究について 
８ １１月２０日（火） プレゼンテーション練習① 
９ １２月１４日（金） プレゼンテーション練習② 

 
４ 生徒の感想 
・この研修時間を利用して、参加する仲間と意見を交わすのは、会話に慣れていない私にとってとて  
もいい経験になった。また、実際にタイで英会話する際にも役だった。 
・自分で伝えたいことを英語に変えて表現するのは難しかったが、聞き取ることはほとんどできた。

・全て英語で会話するということは難しい状況だったが、それでも失敗を恐れずに自分の英語力を向

上させるために頑張った。

５ 指導上の工夫と課題 
参加者の中には、日本語においても積極的な自己表現を苦手とする者もいたため、今回の英会話研

修と海外研修は自分の殻を破るいい機会になったと思われる。少人数の研修だったため、聞き手のみ

にまわることはできず、常に自分が積極的に会話に加わらなければならない状況であった。それがむ

しろ普段の授業とは異なるディスカッションになったため度胸がつき、実践的な英語を身に付けられ

た。外国語を学ぶということの根本を考えると、語学力に加え、意欲的で自ら目標に向けて絶えず努

力を惜しまない、豊かな人間性の育成も考えていくべきと考える。
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（１）単位数 １単位 
（２）対 象 ３年次ＳＳＨクラス生４０名 
（３）年間計画 

 
実施時期 内 容 

   ４月～ ６月 英語による課題研究発表①② 
７月～１２月 科学英語実践Ⅱ（英語の論文講読）③ 

 
a  英語による課題研究発表会①② 
 
１ 仮説 

2年次で発表した課題研究を聴講者が理解しやすい英文にし、質疑応答に対して適切な 英語で回  
答できるように、課題研究の内容をさらに深め、英語でプレゼンテーションできるようにする。 

 
２ 内容・方法 

英語による課題研究発表に必要な英文を作成し、ＡＬＴとＪＥＴからの添削を受け、正しい科学表 
現で説明できるようにした。また、発表に必要な発表資料やアブストラクトを英語で作成し、聴講者 

  にわかりやすい内容のプレゼンテーションを行った。 
 
３ 結果・検証  

日本語で行った課題研究を英文に直す作業の途中で、自分達の研究内容や結果をよく理解していな 
かったことや、日本語でさえうまく説明できない、という班が多数あり、翻訳作業に必要以上の時間 
がかかってしまった。また、日本語で発表する際に、各セミナーの講師や大学の教授に指摘されたこ 
とが活かされていない班もあった。作成した英文を暗記できずに、レポートから目を離せず、読むの 
に精一杯な班もあった。また、うまく発表できたとしても、質疑応答の質問を聞き取れなかったり、 
英語で答えられない班もあった。 

 
４ 指導上の工夫と教員の変容 

第１回目の発表ということで、発表自体手探りの状態であったが、生徒はよく頑張ってくれた。参 
観した県内の中・高校の教員からは、お褒めの言葉を多くいただいき励みにもなった。2年次の生徒 
が聴講のみで質疑応答の機会を作れなかったが、次年度自分達がどのようなことを準備すればよいの 
かを考えるよい機会になったようである。第２回目は生徒の英語力も考慮し、早めの英文作成やプレ 
ゼンテーションの練習を行い、発表することに慣れるという作業時間を多く取ることで、生徒の意識 
を高め、さらに達成感が持てる発表にしたいと思う。 

 
 

 

Ｌ 南陵ゼミⅢ（学校設定科目） 通年
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b  科学英語実践Ⅱ（英語の論文講読）③ 
 
１ 仮説 

科学論文を読むことで、科学の世界への関心を育みながら、英語論文の読解力や内容に関する自分

の意見を述べる力を身に付けることができる。 
 
２ 内容・方法 

アメリカの科学雑誌 Discoverや Popular Scienceから厳選した英文を読み、概要を理解し、内容に
関する英問に英語で答える活動や、True / False Questionを生徒が作り、他の生徒に出題する活動、
Summaryを書くなどの様々な活動を行った。 

 
３ 結果・検証 

内容に関する英問に対する答をペアワークで確認してから、発表させるようにした。疑問点をパー

トナーに相談したり、逆にアドバイスを与えたりすることで、英文に対する理解を深めることができ

た生徒が多く見られた。True / False Questionを作る活動や Summaryを書く活動を通じて、英文を
より正確に読み取り、論旨を簡潔にまとめることができるようになった。それぞれの題材を読んだ後

に、各テーマについて自分の意見を理由とともに述べる活動を行った。最初は話す英語の正確さより

も、とにかく英語で意見を言うことを目標とした。その結果、最初は短い理由しか言えなかったが、

回数を重ねると徐々に論理的な意見を言えるようになった生徒が増えた。 
 
４ 生徒の感想 
・英文の内容が難しいと感じるところがあったが、単語を調べたり、専門用語を調べることで少しず 
つ意味がわかるようになった。 
・ペアワークでわからない部分を確認したり、相談することができて助けられることが多くあった。 
・最初は英語で発表するのが苦手だったが、何回も挑戦するうちに、自分の意見を英語でなんとか言  
えるようになってきたと思う。 

 
５ 指導上の工夫と教員の変容 
生徒が英語論文の内容を理解しやすいように、英文の内容に関する英問を作り、その答を探しなが

ら読んでいくことで論旨がつかみやすいように工夫した。専門用語の解説をあらかじめ準備して提示

すれば、生徒はもっと理解しやすくなるのではないかと思った。 



― 45 ―

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b  科学英語実践Ⅱ（英語の論文講読）③ 
 
１ 仮説 

科学論文を読むことで、科学の世界への関心を育みながら、英語論文の読解力や内容に関する自分

の意見を述べる力を身に付けることができる。 
 
２ 内容・方法 

アメリカの科学雑誌 Discoverや Popular Scienceから厳選した英文を読み、概要を理解し、内容に
関する英問に英語で答える活動や、True / False Questionを生徒が作り、他の生徒に出題する活動、
Summaryを書くなどの様々な活動を行った。 

 
３ 結果・検証 

内容に関する英問に対する答をペアワークで確認してから、発表させるようにした。疑問点をパー

トナーに相談したり、逆にアドバイスを与えたりすることで、英文に対する理解を深めることができ

た生徒が多く見られた。True / False Questionを作る活動や Summaryを書く活動を通じて、英文を
より正確に読み取り、論旨を簡潔にまとめることができるようになった。それぞれの題材を読んだ後

に、各テーマについて自分の意見を理由とともに述べる活動を行った。最初は話す英語の正確さより

も、とにかく英語で意見を言うことを目標とした。その結果、最初は短い理由しか言えなかったが、

回数を重ねると徐々に論理的な意見を言えるようになった生徒が増えた。 
 
４ 生徒の感想 
・英文の内容が難しいと感じるところがあったが、単語を調べたり、専門用語を調べることで少しず 
つ意味がわかるようになった。 
・ペアワークでわからない部分を確認したり、相談することができて助けられることが多くあった。 
・最初は英語で発表するのが苦手だったが、何回も挑戦するうちに、自分の意見を英語でなんとか言  
えるようになってきたと思う。 

 
５ 指導上の工夫と教員の変容 
生徒が英語論文の内容を理解しやすいように、英文の内容に関する英問を作り、その答を探しなが

ら読んでいくことで論旨がつかみやすいように工夫した。専門用語の解説をあらかじめ準備して提示

すれば、生徒はもっと理解しやすくなるのではないかと思った。 
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５ プログラムの効果と評価

ＳＳＨに関するアンケート調査を実施し、過年度との比較（１年次生は平成３０年度、平成２９年度

平成２８年度の３ケ年、２年次生は平成３０年度、平成２９年度の２ケ年）および意識と効果の分析を

行った。 
［対 象］ １年次生２３８名 ２年次ＳＳＨクラス生３９名 ３年次ＳＳＨクラス生４０名 
［実施日］ 平成３０年１２月２７日 

（１） ＳＳＨの取組への意識とその効果

（１年次生はＨ２８・Ｈ２９・Ｈ３０の比較 ２年次生はＨ２９・Ｈ３０の比較）

Ａ ＳＳＨの取組への参加にあたって利点を意識していたか［ＳＳＨへの意識］

Ｂ ＳＳＨの取組への参加によって効果があったか［ＳＳＨの効果］ 
【１年次生】 

過年度との比較では、ＳＳＨへの意識において今年度とＨ２８の数値が近い傾向が見られる。これ

は、今年度とＨ２８が文理分けのクラス数が共通している（文系２クラス・理系４クラス）点に起因

していると考えられる。また、ＳＳＨの効果について、多くの項目において｢効果があった｣の占める

割合がＨ２８→Ｈ２９→Ｈ３０と年を追うごとに増えている。１年次の取組と記録ノートについて、

年間の活動予定や目標を明確化した成果である。比較的数値の低い項目は｢将来の志望職種探し｣と

｢国際性の向上｣だが、前者は１年次に職種探しに直接結びつけることを意識させるような取組がない

こと、後者はアンケートを実施した時点ではまだ留学生との交流が実施されていないことに起因する

と考えられる。 

 
 
【２年次ＳＳＨクラス生】 

過年度との比較では、意識・効果とも、全ての項目でＨ２９の数値が今年度のものより高い。これは、

Ｈ２９つまりＨ２８入学生がＳＳＨの１回生であることによる意識の高さと考えられる。意識と効果の

比較で特に伸びている項目は「国際性の向上」（Ｈ２９：58％→78％、Ｈ３０：45％→61％）である。

これは南陵ゼミⅡにおけるタイの高校生との科学交流の取組の成果と考えられる。逆に、意識と効果の

比較で数値が下がっている項目が「理系学部への進学」であるが、これは課題研究を体験したことで、

その大変さを実感したためではないかと推測される。 

 

【３年次ＳＳＨクラス生】 
ＳＳＨへの意識・効果のいずれにおいても、多くの項目で高い値を示している。生徒の意識の高さ・

満足度の高さがうかがえる。特に｢科学行事の取組｣は全ての生徒がその効果を実感している。３年間

を通して体験してきた様々な取組が満足度の高さにつながっていると考えられる。意識と効果の比較

でも全項目で数値が伸びているが、伸び率の最も少ない項目が「国際性の向上」である。南陵ゼミⅢ

が２学期に入って科学論文の読解に重心がおかれたために、国際性の向上につながらなかったのでは

ないかと思われる。 

  
 
（２） 科学技術に関する学習意欲

（１年次生はＨ２８・Ｈ２９・Ｈ３０の比較 ２年次生はＨ２９・Ｈ３０の比較）

【１年次生】 
過年度との比較では、Ｈ２８の「大変増した」の数値の高さが目をひくがこれは前述の通りＨ２８

入学生がＳＳＨの１回生であることによる意識の高さと考えられる。「大変増した」「やや増した」を

合わせて考えると、いずれの年度においても 70％程度の生徒の学習意欲が増している。２年次ＳＳ

Ｈクラス生との比較で「効果がなかった」の数値が高いのは、１年次生のＳＳＨ活動が年間を通して

グループを中心に活動している点に起因すると推測される。 
【２年次ＳＳＨクラス生】 

過年度との比較で学習意欲が増したと感じている生徒は「大変増した」「やや増した」を合わせて

88％→95％と非常に高いレベルで伸びを示している。特に注目すべきは、今年度｢効果がなかった｣

が 0％という点である。ＳＳＨの様々な取組を通じて、学習意欲は充分に喚起されたと考えられる。 

 
【３年次ＳＳＨクラス生】 

学習意欲が増したと感じている生徒は「大変増した」「やや増した」を合わせて 89％とやはり非常

に多い。1 年次や２年次と比較すると、年次が進行するにつれて｢大変増した｣が 9％→37％→42％と

増している。ＳＳＨの様々な取組を通じて、学習意欲は年次が進むほど喚起されていると考えられる。 

 
 
（３）ＳＳＨによる具体的な効果・変容について

【１年次生】 
「大変向上した」「向上した」を合わせて考えると、ほとんどの項目で 60～80％の高い数値を示し

ている。１年次生全体の結果としては充分効果があったと言える。特に高い項目は「未知への好奇心」

80%、「考える力」78%、「協調性」77%であるが、これは昨年度と同様の結果である。比較的数値の
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５ プログラムの効果と評価

ＳＳＨに関するアンケート調査を実施し、過年度との比較（１年次生は平成３０年度、平成２９年度
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行った。 
［対 象］ １年次生２３８名 ２年次ＳＳＨクラス生３９名 ３年次ＳＳＨクラス生４０名 
［実施日］ 平成３０年１２月２７日 
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低い項目のうち「科学技術への倫理観」「独創性」は２年次の課題研究等を通して伸ばす項目なので

１年次の段階ではやむをえない。「英語による表現力」は前述のとおり本アンケートを実施した時期

に起因する。最も向上したと思われる力において「主体的姿勢」「探究心」が一定の割合を示してい

ることから、変容として生徒は本校ＳＳＨの求めている力をクリアしていると考える。 

 
【２年次ＳＳＨクラス生】 

「大変向上した」「向上した」を合わせて考えると、ほとんどの項目で 80～90％という非常に高い

数値を示している。ＳＳＨの取組による高い効果が見て取れる結果である。「英語による表現力」だ

けが「大変向上した」「向上した」を合わせて 50％に留まっているのは課題研究や理系科目の指導に

時間がとられてしまっているという実態が要因と考えられる。最も向上したと思われる力において

「主体的姿勢」「探究心」が一定の割合を示していることから、変容として生徒は本校ＳＳＨの求め

ている力をクリアしていると考える。 

 
 
（４）将来像・職業観

Ａ 将来就きたい職業は何か

Ｂ ＳＳＨの取組によって、職業を希望する度合いは変化したか

【１年次生】 
過年度との比較では、「文系職」と「わからない」以外の全ての項目でＨ３０がＨ２９を上回って

いるが、これはＨ２９の文系３クラス・理系４クラスに対してＨ３０は文系２クラス・理系４クラス

と理型希望者が増えたことによるものと考えられる。 
【２年次ＳＳＨクラス生】 

過年度との比較では「理数系教員」の希望者の多さが最大の特徴と言える。 
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（４）将来像・職業観

Ａ 将来就きたい職業は何か

Ｂ ＳＳＨの取組によって、職業を希望する度合いは変化したか

【１年次生】 
過年度との比較では、「文系職」と「わからない」以外の全ての項目でＨ３０がＨ２９を上回って

いるが、これはＨ２９の文系３クラス・理系４クラスに対してＨ３０は文系２クラス・理系４クラス
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Ｃ 大学で専攻したい分野について

Ｄ ＳＳＨの取組によって志望する専攻は変わったか

【１年次生】 
過年度との比較で「理学系（数学以外）」が 5％→13％、「文系」が 31％→21％である。これも前述

同様、Ｈ２９の文系３クラス・理系４クラスに対してＨ３０が文系２クラス・理系４クラスと、理型

希望者が増えたことによるものと考えられる。 
【２年次ＳＳＨクラス生】 

過年度との比較で目につくのは「医学・歯学系」の 21％→11％である。その分、他分野が微増と

なっている。 

  

 
 
（５）次年度に向けての課題

Ａ これからも参加したい、あるいはもっと深めたいＳＳＨの取組について

Ｂ ＳＳＨの取組で困ったこと

【１年次生】 
これからも参加したい・もっと深めたい取組で 60％をこえている項目として、「大学や研究室への

訪問」75％、「観察・実験」69％、「フィールドワーク」69％「課題研究（校内）」65％がある。これ

らは、科学に対する積極性、知識欲や探究心の現れと考えることができる。また、「英語活用」72％、

「プレゼン活動」69％も高い数値である。これは、研究成果の発表を通してプレゼンテーション力や

英語力を高めたいという気持ちの現れと考えることができる。１年次生は２年次ＳＳＨクラス生とは

異なり理系・文系を含む多様な生徒の集まりであるにも関わらず、こうした探究心や積極性が高い値

を示している点は次年度にむけたはずみとなるであろう。 
その一方で、発表の準備やレポート等成果物の作成のためには、授業時間はもとより放課後も準備

活動に充てる必要があり、時間確保の難しさが浮き彫りになっている。少しでも良いものをつくりた

い、少しでも良い発表をしたいという生徒達の姿勢が時間不足につながっている。いかに時間を有効

に使い、効率的に取り組んでいくかが今後の課題である。 
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【２年次ＳＳＨクラス生】 

これからも参加したい・もっと深めたい取組では 80％という高いレベルのものが「プレセン活動」

の 92％をはじめとして、「課題研究（校内）」90％、「観察・実験」89％、「大学・研究室訪問」87％、

「プレゼン活動」87％、「課題研究（研究者連携）」87％、「フィールドワーク」87％、「理数が多い授

業」85％、「発表交流会」82％と全部で９項目あり、非常に意欲的であることがうかがえる。（ちなみ

に昨年度 80％をこえるものは８項目であった。）この１年間弘前大学の研究室と連携して取り組んで

きた課題研究を観察や実験を通して更に深めたいという意欲や、英語による理科実験やタイの高校生

との科学交流の経験から、英語表現力のさらなる向上を目指している姿が見てとれる。一方 60％未満

のものは２項目だけであるが、それは「国際学会見学」と「国際学会発表」である。これらはいずれ

も生徒達にとって未経験のものなので、経験させる機会を与えることができれば、これらについても

意欲を示す可能性は充分にあると考えられる。 
時間確保の問題は１年次生と同様であるが、レポート等の成果物の提出については今年度から冬季

期間中にポスター作成の時間を確保している。ただ２年次ＳＳＨクラス生は１年次生と異なり部活動

においてもより重要な役割を担うようになるため、部活動との両立はやはり依然として生徒を悩ませ

続けている。部活動との両立が今後の課題である。 
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期間中にポスター作成の時間を確保している。ただ２年次ＳＳＨクラス生は１年次生と異なり部活動
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６ 校内における組織的推進体制・研究開発実施上の課題

本校のＳＳＨ事業は全教職員の共通理解の下で、組織的に展開している。基本的な企

画書については、「サイエンス指導部」が作成するが、その企画書は主任会議である「運

営委員会」で審議され、年次・分掌と共通理解を図りながら進めている。全体の年間計

画の策定や調整、進捗状況の確認等は、「ＳＳＨ推進委員会」を定期的に開いて行ってい

る。各年次や外国語科との連携、教育課程やキャリア教育との関連があるため、「ＳＳＨ

推進委員会」は教頭を委員長とし、教務部主任、進路指導部主任、外国語科主任、各年

次主任と各年次のSSH（総合的な学習の時間）担当者とサイエンス指導部５名の計15名で

構成されている。総学については全員が、南陵ラボⅠは１年次担当者全員が授業を受け

持ち、教員全員体制で臨んでいる。

今年度実施した教員対象アンケートでは、「ＳＳＨ事業に関わることで、自分の意識に

変容が見られたか」というに質問については、肯定的回答（「そう思う」、「ややそう思う」）

が87.6％、「ＳＳＨ事業に主体的に取り組んだか」については、87.5％と非常に高い数値

であった。ＳＳＨ事業も３年目に入り、全年次で実施していることもあり、教職員の意

識が高まってきたと考える。また、生徒に対しても、「科学に関する興味・関心と学習意

欲」、「協調性やリーダーシップの発揮」、「レポート作成、プレゼン力の向上」に肯定的

な回答が80％を超えており、生徒の成長を教師が好意的に受け止めていることが分かる。

また、１年次の探究活動における「実地研修」の取組状況から、教員自身が県内各地の

研究所や民間企業等を訪問し、地域の科学資源に直接触れることで、地域の良さや教育

力を再認識したという感想が多かった。この実地研修で得た知識を教科指導や、大学の

推薦・ＡＯ入試等の指導に活かしている教員が増えてきている。さらに、探究活動の指

導が「生徒の書く力や読む力の育成につながっている」、「問題点を見つけ、論理的に考

えていくことの大切さを改めて知った」等、生徒への指導が教員にとっても良い研修の

場となっている。２年次の課題研究の担当者は、課題設定や研究の進め方の難しさと同

時に大学との連携の重要性を感じている。課題研究への指導が、教員の専門の更なる研

鑽につながっている。特に英語教員は、「南陵ゼミⅠ」の指導を通じて、改めて基礎・基

本の大切さを実感し、伝える英語・伝わる英語表現等、実践的な英語を意識することに

つながっている。

前年度は、３ＥＲの探究活動における研究テーマを、生徒の自主性を尊重して決めて

いったところ、これまでの実地研修場所との不一致が生じた。さらに、新たな研修場所

を開拓する必要があり、そのことにも時間を要した。また、教員一人当たりが指導する

生徒数が増加し、研究状況の把握や毎時間の生徒の活動へのフィードバックがおろそか

になってしまった。そこで今年度は、テーマを決める際に、研修先をある程度考慮しな

がら、生徒にじっくり考えさせて決めることにした。また、「探究活動記録ノート」を指

導教員とのコミュニケーションツールとして活用し、スムーズな活動を通して、生徒の

満足度も高めることができた。２年次の課題研究においては、テーマ設定を前年度の３

月から５月にずらすことで、指導者と大学教員との打合せ期間を増やし、できる限り生

徒の興味・関心に応じた課題を設定した。一方、昨年度の研究を引き継ぐものが１０班

中３班にとどまり、ほとんどの班で実験・実習が新たなスタートとなった。継続研究に

対する扱いや、研究の進め方、実験方法等、大学の研究室との連携をより密にすること

で、より計画的に進める必要がある。
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７ 運営指導委員会の記録

１ 出席者（敬称略） 
【運営指導委員】宮永 崇史（弘前大学大学院理工学研究科 教授） 

長南 幸安（弘前大学教育学部理科教育講座 教授） 
出澤 真理（東北大学大学院医学系研究科 教授） 
櫛引 正剛（地方独立行政法人青森県産業技術センター 理事） 

【管理機関】 福士 貴博（青森県教育庁学校教育課高等学校指導グループ 指導主事） 
【弘前南高校】 三上 隆裕（校長）  金谷 克憲（教頭） 

鎌塚 吉忠（サイエンス指導部 主任） 田澤美保子（サイエンス指導部 副主任） 
栗林美知子（サイエンス指導部）         澤田 潤（サイエンス指導部） 
片桐 拓（サイエンス指導部）         奈良 文生（１年次主任） 
三橋 敬勝（２年次主任）  高橋 知子（３年次主任）  
岡部 晋也（２年次ＳＳＨクラス担任）  高木 和彦（３年次ＳＳＨクラス担任） 

２ 指導・助言事項 
（長南委員）・今年で３つの学年のプログラムが全て揃ったが、特に１年次生のプログラムは３年目に

あたるので、いろいろ改良・工夫されていていいと思う。

（出澤委員）・私自身も参加したいと思うようなテーマもいくつかあり、素晴らしいと思う。生徒さん

達も興味を持って前向きに取り組んでいるので、このプロジェクトは大成功だと思う。

（櫛引委員）・生徒達が自分で考えて手を動かす事が日々できている感じをうけた。先生方が当たり前

の事を使って考えたらどうかと指導されていた。それがきちんとできていれば大学等で

高度な知識を学んだときにも目の前の現象を見る力になっていく。

（宮永委員）・ＳＳＨを通じて、人間の総合力がついていくという事がわかった。さらに先に続けるた

めには、人間的な総合力がついているというアピールの仕方もあると思う。 
 

１ 出席者（敬称略） 
【運営指導委員】宮永 崇史（弘前大学大学院理工学研究科 教授） 

長南 幸安（弘前大学教育学部理科教育講座 教授） 
櫛引 正剛（地方独立行政法人青森県産業技術センター 理事） 

【管理機関】 福士 貴博（青森県教育庁学校教育課高等学校指導グループ 指導主事） 
【弘前南高校】 三上 隆裕（校長）                     金谷 克憲（教頭） 

鎌塚 吉忠（サイエンス指導部 主任） 田澤美保子（サイエンス指導部 副主任） 
栗林美知子（サイエンス指導部）    澤田 潤（サイエンス指導部） 
片桐 拓（サイエンス指導部）  奈良 文生（１年次主任） 
三橋 敬勝（２年次主任）  高橋 知子（３年次主任）  
岡部 晋也（２年次ＳＳＨクラス担任）  高木 和彦（３年次ＳＳＨクラス担任） 

２ 指導・助言事項 
（長南委員）・客観的な評価はなかなか難しいので自己評価で終わっている学校が多い。客観的な評価

のためのアイディアを工夫してほしい。

（櫛引委員）・データの整理にせよ論文執筆にせよキーボード操作は必要となるので、パソコンの操作

には慣れておいた方が良い。南陵セミナーの中でお手伝いしたい。

（宮永委員）・タイで実験を行うという事だが、うまくやろうと意識しすぎると、逆に引っ込み思案に

なってしまう場合もある。失敗を恐れず、積極的な人間になって帰ってきてほしい。 

第１回運営指導委員会 ２０１８．８．３０（木）

第２回運営指導委員会 ２０１８．１２．１４（金）



― 57 ―

７ 運営指導委員会の記録

１ 出席者（敬称略） 
【運営指導委員】宮永 崇史（弘前大学大学院理工学研究科 教授） 

長南 幸安（弘前大学教育学部理科教育講座 教授） 
出澤 真理（東北大学大学院医学系研究科 教授） 
櫛引 正剛（地方独立行政法人青森県産業技術センター 理事） 

【管理機関】 福士 貴博（青森県教育庁学校教育課高等学校指導グループ 指導主事） 
【弘前南高校】 三上 隆裕（校長）  金谷 克憲（教頭） 

鎌塚 吉忠（サイエンス指導部 主任） 田澤美保子（サイエンス指導部 副主任） 
栗林美知子（サイエンス指導部）         澤田 潤（サイエンス指導部） 
片桐 拓（サイエンス指導部）         奈良 文生（１年次主任） 
三橋 敬勝（２年次主任）  高橋 知子（３年次主任）  
岡部 晋也（２年次ＳＳＨクラス担任）  高木 和彦（３年次ＳＳＨクラス担任） 

２ 指導・助言事項 
（長南委員）・今年で３つの学年のプログラムが全て揃ったが、特に１年次生のプログラムは３年目に

あたるので、いろいろ改良・工夫されていていいと思う。

（出澤委員）・私自身も参加したいと思うようなテーマもいくつかあり、素晴らしいと思う。生徒さん

達も興味を持って前向きに取り組んでいるので、このプロジェクトは大成功だと思う。

（櫛引委員）・生徒達が自分で考えて手を動かす事が日々できている感じをうけた。先生方が当たり前

の事を使って考えたらどうかと指導されていた。それがきちんとできていれば大学等で

高度な知識を学んだときにも目の前の現象を見る力になっていく。

（宮永委員）・ＳＳＨを通じて、人間の総合力がついていくという事がわかった。さらに先に続けるた

めには、人間的な総合力がついているというアピールの仕方もあると思う。 
 

１ 出席者（敬称略） 
【運営指導委員】宮永 崇史（弘前大学大学院理工学研究科 教授） 

長南 幸安（弘前大学教育学部理科教育講座 教授） 
櫛引 正剛（地方独立行政法人青森県産業技術センター 理事） 

【管理機関】 福士 貴博（青森県教育庁学校教育課高等学校指導グループ 指導主事） 
【弘前南高校】 三上 隆裕（校長）                     金谷 克憲（教頭） 

鎌塚 吉忠（サイエンス指導部 主任） 田澤美保子（サイエンス指導部 副主任） 
栗林美知子（サイエンス指導部）    澤田 潤（サイエンス指導部） 
片桐 拓（サイエンス指導部）  奈良 文生（１年次主任） 
三橋 敬勝（２年次主任）  高橋 知子（３年次主任）  
岡部 晋也（２年次ＳＳＨクラス担任）  高木 和彦（３年次ＳＳＨクラス担任） 

２ 指導・助言事項 
（長南委員）・客観的な評価はなかなか難しいので自己評価で終わっている学校が多い。客観的な評価

のためのアイディアを工夫してほしい。

（櫛引委員）・データの整理にせよ論文執筆にせよキーボード操作は必要となるので、パソコンの操作

には慣れておいた方が良い。南陵セミナーの中でお手伝いしたい。

（宮永委員）・タイで実験を行うという事だが、うまくやろうと意識しすぎると、逆に引っ込み思案に

なってしまう場合もある。失敗を恐れず、積極的な人間になって帰ってきてほしい。 

第１回運営指導委員会 ２０１８．８．３０（木）

第２回運営指導委員会 ２０１８．１２．１４（金）

Ⅳ 関係資料

研究組織 教育課程（１年次）
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教育課程（２年次） 教育課程（３年次） HR-班 ポスターのテーマ 発表内容

にんにくの過去と未来
にんにくの歴史と、種類・成分・生産量をふまえて、今後の品種改良など、

にんにくの未来について考察したい。

原子力発電の必要性と環境への負荷
原子力発電のメリットやデメリットを調べて、必要性と環境への負荷につい

て発表したい。

白神山地の生態系
白神山地の動植物、地層、水について、白神山地の自然について私ができ

ること。

～バイオマス発電のこれから！！～
バイオマス発電（種類・仕組み・メリット・デメリットなど）を調べてまとめたも

のに津軽バイオマス発電を加えて発表する。

スターリングエンジンの可能性
スターリングエンジンのメリット、デメリットをまとめて、実用性についてまと

めた。

弘前の伝統工芸のこれから
ブナコと津軽塗りの加工された製品、これからの普及のため、新しい製品を

提案し、弘前の伝統工芸について伝える。

原子力発電の必要性と再生可能エネルギー

～原発事故を経て、未来を考える～

原発事故を経て、わかった原子力発電の課題と、太陽光エネルギーなどの

再生可能エネルギーの必要性とその課題。

あなたはまだ知らない～知られざるりんごの秘密～
りんごの種類は何種類あるか、また、りんごは何に使われているか、りんご

はどのようにしてできたかを発表する。

青森の気象について、青森の昔の人のくらし
近年の青森の天気がどのように変化しているか、どのように対処している

か。青森の郷土について昔の人の暮らしについて

生物に迫る魔の手
久渡寺ビジターセンターに行き、その地域に生息する生物を春夏秋冬に分

けて調べ、その生物をとりまく環境について調べる。

久渡寺山に生息する絶滅危惧種を含めた動植物
久渡寺に生息する動植物と、それらが育つ環境がどういうものなのかという

こと

青森のエネルギーの未来
様々なエネルギーのメリットとデメリットを比較し、今後青森にはどのエネル

ギーを活用していけば良いのかをまとめる。

スターリングエンジンについて深く知ろう
スターリングエンジンの構造や長所、短所、特徴、いつ誰がどのような目的

で作ったのかを調べ、まとめる。

青森県の再生可能エネルギーについて
地熱発電などの再生可能エネルギーの仕組みや種類、木質チップを利用

したバイオマス発電について発表する予定です。

ホタテを好きになるために
ホタテが苦手な人が少しでも好きになるようにホタテに関する資料を集め、

発表する。

青森県の気象災害、青森県の古生物生活について調べよう
青森県の気象災害とその対策について、青森県の古生物やその歴史につ

いて発表する。

環境に優しいエネルギー発電 青森県の主なエネルギー発電方法やエネルギー発電への関心度について

地元の林檎で短命県返上！
一つ一つ違うりんごの特徴をまとめ、りんごの加工などについて調べたもの

を発表する。

稲・花についてくわしく学ぼう！
米については、各品種の特徴や品種改良法など。花については、どのよう

な花を育てているかを調べる。

白神山地の絶滅危惧種に迫る！
白神山地の絶滅危惧種の数やどんな生物が主に絶滅危惧種なのかを調

べる。

かけがえのない森へ
白神の自然が人々に、人々が白神にどのような影響を与え、その結果それ

ぞれがどのように変化しているのか。

プロテオグリカンの入っている製品と入っていない製品の違い
プロテオグリカン配合の製品と配合されていない製品の違い。そして、プロ

テオグリカンを利用したときの効果

身近な燃料電池と可能性
スポーツドリンクなどの電解水溶液を利用して実験し、必要な物質などを調

べて、これからの燃料電池の可能性についてまとめる。

ホタテの栄養素とは
ホタテの生育は塩分濃度によってどのように左右されるか。また、成分や栄

養素は何に役立つのかを発表する予定。

青森県のエネルギーの未来について
現在の発電のメリットやデメリットや歴史や、これから必要とされるエネル

ギーについて

りんごの栄養価の高い切り方、調理の仕方
りんごをどのような切り方をするのと、どのような調理をするのが栄養価が

高いのかを調べる。

身近な米のふしぎ
品種改良のやり方、品種改良をする目的、品種改良された品種の例。珍し

い品種と様々な品種の味と特徴、米の新しい活用方法。

古生物の誕生と絶滅
青森県に限らず、世界的にみた古生物の誕生となぜ絶滅してしまったのか

を詳しく調べ、発表したいと思っています。

地熱発電の実用化の難しさと可能性
弘前の活火山を使って、環境に優しく枯渇しないエネルギーを当たり前に使

用できるようにするためには、どう普及させたらよいか。

みんな知ってる！？原子力って何ですか？
原子力発電におけるメリット・デメリットやコストなど青森県の全ての発電か

ら見た原子力発電の現状。

H30南高祭　３ERポスター発表テーマ一覧
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教育課程（２年次） 教育課程（３年次） HR-班 ポスターのテーマ 発表内容

にんにくの過去と未来
にんにくの歴史と、種類・成分・生産量をふまえて、今後の品種改良など、

にんにくの未来について考察したい。

原子力発電の必要性と環境への負荷
原子力発電のメリットやデメリットを調べて、必要性と環境への負荷につい

て発表したい。

白神山地の生態系
白神山地の動植物、地層、水について、白神山地の自然について私ができ

ること。

～バイオマス発電のこれから！！～
バイオマス発電（種類・仕組み・メリット・デメリットなど）を調べてまとめたも

のに津軽バイオマス発電を加えて発表する。

スターリングエンジンの可能性
スターリングエンジンのメリット、デメリットをまとめて、実用性についてまと

めた。

弘前の伝統工芸のこれから
ブナコと津軽塗りの加工された製品、これからの普及のため、新しい製品を

提案し、弘前の伝統工芸について伝える。

原子力発電の必要性と再生可能エネルギー

～原発事故を経て、未来を考える～

原発事故を経て、わかった原子力発電の課題と、太陽光エネルギーなどの

再生可能エネルギーの必要性とその課題。

あなたはまだ知らない～知られざるりんごの秘密～
りんごの種類は何種類あるか、また、りんごは何に使われているか、りんご

はどのようにしてできたかを発表する。

青森の気象について、青森の昔の人のくらし
近年の青森の天気がどのように変化しているか、どのように対処している

か。青森の郷土について昔の人の暮らしについて

生物に迫る魔の手
久渡寺ビジターセンターに行き、その地域に生息する生物を春夏秋冬に分

けて調べ、その生物をとりまく環境について調べる。

久渡寺山に生息する絶滅危惧種を含めた動植物
久渡寺に生息する動植物と、それらが育つ環境がどういうものなのかという

こと

青森のエネルギーの未来
様々なエネルギーのメリットとデメリットを比較し、今後青森にはどのエネル

ギーを活用していけば良いのかをまとめる。

スターリングエンジンについて深く知ろう
スターリングエンジンの構造や長所、短所、特徴、いつ誰がどのような目的

で作ったのかを調べ、まとめる。

青森県の再生可能エネルギーについて
地熱発電などの再生可能エネルギーの仕組みや種類、木質チップを利用

したバイオマス発電について発表する予定です。

ホタテを好きになるために
ホタテが苦手な人が少しでも好きになるようにホタテに関する資料を集め、

発表する。

青森県の気象災害、青森県の古生物生活について調べよう
青森県の気象災害とその対策について、青森県の古生物やその歴史につ

いて発表する。

環境に優しいエネルギー発電 青森県の主なエネルギー発電方法やエネルギー発電への関心度について

地元の林檎で短命県返上！
一つ一つ違うりんごの特徴をまとめ、りんごの加工などについて調べたもの

を発表する。

稲・花についてくわしく学ぼう！
米については、各品種の特徴や品種改良法など。花については、どのよう

な花を育てているかを調べる。

白神山地の絶滅危惧種に迫る！
白神山地の絶滅危惧種の数やどんな生物が主に絶滅危惧種なのかを調

べる。

かけがえのない森へ
白神の自然が人々に、人々が白神にどのような影響を与え、その結果それ

ぞれがどのように変化しているのか。

プロテオグリカンの入っている製品と入っていない製品の違い
プロテオグリカン配合の製品と配合されていない製品の違い。そして、プロ

テオグリカンを利用したときの効果

身近な燃料電池と可能性
スポーツドリンクなどの電解水溶液を利用して実験し、必要な物質などを調

べて、これからの燃料電池の可能性についてまとめる。

ホタテの栄養素とは
ホタテの生育は塩分濃度によってどのように左右されるか。また、成分や栄

養素は何に役立つのかを発表する予定。

青森県のエネルギーの未来について
現在の発電のメリットやデメリットや歴史や、これから必要とされるエネル

ギーについて

りんごの栄養価の高い切り方、調理の仕方
りんごをどのような切り方をするのと、どのような調理をするのが栄養価が

高いのかを調べる。

身近な米のふしぎ
品種改良のやり方、品種改良をする目的、品種改良された品種の例。珍し

い品種と様々な品種の味と特徴、米の新しい活用方法。

古生物の誕生と絶滅
青森県に限らず、世界的にみた古生物の誕生となぜ絶滅してしまったのか

を詳しく調べ、発表したいと思っています。

地熱発電の実用化の難しさと可能性
弘前の活火山を使って、環境に優しく枯渇しないエネルギーを当たり前に使

用できるようにするためには、どう普及させたらよいか。

みんな知ってる！？原子力って何ですか？
原子力発電におけるメリット・デメリットやコストなど青森県の全ての発電か

ら見た原子力発電の現状。
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白神山地に生息している植物の特徴について
白神山地に生息している植物の特徴について。白神山地が世界自然遺産

に登録された理由を、植物という観点から調べる。

福島第一原発事故とその影響、原発の今後について
福島第一原発事故から７年たった現在の様子と事故の影響について。原子

力発電の将来はどのようになるのか。

エネルギーの利用と危険～原子力～
原子力についてのメリットとデメリットを調べ、原子力発電の賛成意見と反対

意見をまとめ、班の意見も発表する予定です。

イネの種類と栽培方法
主に稲の環境について調べ、栽培方法や虫の対策、稲の成長の速さ、水の

管理方法などについて深くさぐり発表する予定です。

遺伝子組み換え技術の将来性
食品などでもよく目にする遺伝子組み換え技術の長所と短所、またその短

所はこれからどのように改善していくかを調べて、発表する。

プロテオグリカンから得られる美容の効果
プロテオグリカンの起源と、コンドロイチン硫酸・ヒアルロン酸を上回る効

果、美容以外の医療などへの効果について。

白神山地のヒミツ
白神山地の生態系やそれを保つために自分たちができること、なぜ白神山

地が自然遺産に登録されたのか。

地域ブランド作物～青森から全国へ～
青森県内にあるたくさんの地域ブランド作物の中から特に魅力を感じた「清

水森ナンバ」への理解を深め、全国の人にも知ってもらう。

地球温暖化防止！！エネルギー技術
地球温暖化の抑制に効果的な再生可能資源の有用性と、ハイブリッドエン

ジンが今に至るまでどのように進化してきたのか。

ホタテ貝の養殖方法とその工夫について
ホタテ貝の養殖方法とその工夫についてや天然と養殖の違い、ホタテ貝の

食用以外の活用、未来に向けての取り組みについてなど。

野菜の歴史と現代の最先端技術
現在に至るまでの野菜の歴史と、品種開発や高品質生産技術の最先端が

どこまで進歩しているのかを発表する。

青森で発掘された古生物とは？
青森県にいた古生物の種類、特徴について、なぜ古生物が絶滅してしまっ

たのか。原因を探る。

酒米の特徴について学ぶ
酒米と一般的な米のちがいについて、また酒米の種類や酒米のつくり方に

ついて発表する。

DNA解析の方法＆使用用途 DNA解析の方法、使用用途、将来性を調べまとめる。

自宅用の太陽光発電と風力発電の利益のちがい
２つの発電の収益の違いや長所と短所について発表する。風力発電の周り

への悪影響についても発表する。効率の上げ方も。

白神山地の生態系の歴史をたどる
今までの生態系の変化の様子。主に外来種について調べる。環境保全活

動について。白神山地の現状とこれからの取り組みについて。

もっと知ってほしい青森県産米の特徴！
青森県産米の各種を詳しく調べて、新種の米について、これからの米作りへ

の課題などについて調べる。

淡水魚と海水魚の違いを探せ！！

（とりまく環境・生態系・食物連鎖）

淡水魚と海水魚では、何が違うのか。（生息する地域、環境、種類）を細分

化して発表する。

水増し燃料？！が担う地球の未来 資源の少ない日本にとってエマルジョン燃料は救世主となるのか。

白神山地の生態系と津軽ダム 白神山地と津軽ダムについて。生態系とその保護。

岩木川の恐怖
青森県内で過去に起こった大きな災害とその被害について。また、どのよう

な対策をしているのか。そして私たちにできることは何か。

意外と知らないホタテの世界
ホタテの名前の由来や、栄養価などあまり知られていないようなことを調べ

発表したいと思っています。

それいけ！プロテオグリカン プロテオグリカンとは何か。何に利用されているのか、効果、性質について

再生可能な資源とバイオマスチップ
ササキコーポレーションと八戸工業大学の行っている事やハイブリッドエン

ジンの燃焼について。

風力発電とこれからの未来
風力発電の長所と短所。設置場所の条件。また、風力発電を日本に普及す

るためにどのように工夫したらよいか。

再生可能エネルギーと地熱発電の必要性
再生可能エネルギーの使い方と使い道についてと地熱発電は何を使ってす

るのか、どのようにして発電するのか。

意外と知らないりんごのあれこれ
リンゴは、気候や工場で糖度の変化はあるのか。また、新しいリンゴの品種

はどのように作られているのか。

ナガイモとニンニクの知られざる正体
ナガイモとニンニクが何種類あるのかやナガイモとニンニクが特に栄養素、

健康に良い作用など人間の体を健康にする効果。

白神biology
津軽ダムの特徴と構造やダムがつくられるまでの歴史。水力発電の仕組

み。ダムと白神山地の関係性について。

外来種という存在
私たちは日本で植物の外来種に対して脅威を持っています。少しでも外来

種を持ち込むあるいは増やすことへの危険性を発表します。




